意見・要望
最後の質問項目です。「商業」や「商店街」に望むこと、商業振興やまちづくりについて行政に
対するご意見・ご要望などをお聞かせください。

「商業」や「商店街」に望むこと、商業振興やまちづくりについて行政に対するご意見・ご要望な
どを自由記載形式で聞いたところ、1,502 人からの回答があった。
内容を項目ごとに分け、以下に示す。ただし、複数のテーマに渡る場合は、核心となる項目に一括
して分類整理した。

①
②
③
④
⑤

項
目
高齢化対策・老後の買い物について
商店・商店街の振興について
買い物環境の改善について
若者定住・雇用対策について
その他
合計

人数
226
450
389
44
393
1,502

ご意見・ご要望は多くの方にご記入いただいたので、地域ごと、項目ごとに無作為抽出し、その内
容に沿って抜粋・集約した。
なお、ご記入いただいた方々のニュアンスを損ねないよう、できるだけ原文で記載した。
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① 高齢化対策・老後の買い物について
性別

男性

女性

年代

60歳代

60歳代

市町村

鹿角市

鹿角市

職業

意見・要望

自営業

人口減少に伴い商店街の体力が落ちてきているのを感
じます。欲しい物がなかなか手に入らず結局他の市町
村へ買い物に出かける回数が増えています。年齢を重
ねる毎にもっと買い物しやすい他市町へ転居したいと
考えるようになりました。この先若者の流出のみなら
ず。生活の利便を求める高年齢者の流出も進むのでは
ないでしょうか？特別な方策は思いつきませんが、心
配です。

専業主婦

近い店では買いたい物がそろっていない。あっても
スーパーで買うより高くても買っている。バスで買い
物して持って帰る時重い。友達に、買い物一緒に行く
けどお礼しなくてはいけない。息子が日曜いるので買
い物行ってほしいけど、なかなかゆっくり買い物出来
ないのでバスで行った方がと思い、30分～1時間かかる
けど病院に行って帰り食料を買って来る。

無職

今は夫婦とも各々自家用車を持ち行動できるが、今の
環境を見るに、高齢になると大変きつい状況にあると
思う。町に一軒だけあるスーパーでまとめ買いをして
いる高齢者も多いが、食品以外の品物を求めるには大
館、弘前に出かけるのは普通になっている。シャッ
ター街になっている町の商店街を今ひとつ活性化して
いただければ、地元の消費も進むと思うが、商業人は
息をひそめている感じで郊外モールのスーパーや専門
店に歯が立たないとあきらめている感じがする。この
問題は政策的にも問題があると思う。国は意図的に旧
来の商店街の潰しにかかっているのではないかとさえ
思う。車社会のひずみの中であちこちにバイパスが出
来、交通の便宜を図るための道路のあちこちに大型の
商店と駐車場を構え、逆に交通渋滞を起こしている。
町の駅前商店街はどこの市町村に行っても閑散として
いる。人の流れが変わりバイパス商店街に動いている
からである。バイパスの周辺の田や畑は法的な規制が
かかってはいないのか（例えば農振地域）許認可の問
題もあるのではないか。また、国も各省庁が重なり
合って対応しているので国民には見えにくい。今一度
市町村の活性化の道を探り、政策的に本来の商店街の
再生化を構築してほしい。何故なら、高齢者が人口の
半数以上を占める時代が見えているから・・・。

男性

70歳代

小坂町

男性

60歳代

大館市

運転出来る間は不便を感じないが、その後心配です。
パート・
大手スーパーは経営悪化すればすぐやめるから、地元
アルバイト
商店をもっと大事にしたい。

大館市

地元の活性化の為、なるべく市内にて買物をしており
ます。今の所特に不便は感じておりませんが、この先
車が運転できなくなると考えると不安を感じます。1人
パート・ 暮らしの方々への支援をこれからどのようにすべき
アルバイト か、周りで取り組んで行くべき課題ではないでしょう
か。大型店の進出で地元商店街が衰退して来ておりと
ても心配です。皆さんが安全に生活できるよう宜しく
お願いします。

女性

女性

50歳代

50歳代

北秋田市

専業主婦

平成の合併により、旧市町村の商業および暮らしの在
り方が格差大となっている。中心部以外の老人世帯の
買い物等はとても困難と思われます。若い世帯と違い
独居老人の生活には、行政の援助や対策が必要です。
このようなアンケートは、旧町単位の何か所毎かポイ
ントになる所を決めて調査すべきだ。
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性別

男性

女性

女性

男性

女性

女性

女性

女性

年代

60歳代

80歳以上

60歳代

80歳以上

50歳代

50歳代

50歳代

60歳代

市町村

職業

意見・要望

北秋田市

郊外型の大型店が多くなりすぎ、商店街が暗くなって
いる。また、定期バスの路線の廃止により、買い物難
民が増加している。月に2～3回程度、病院やサークル
農林水産業
活動などに参加できる買い物巡回バスを考えられない
か。年とともに車のない方は切実な問題だ。（秋田市
以外の田舎は特に）対応よろしく。

北秋田市

専業主婦

市街地からだいぶ離れているので、バスも一日２・３
本あり今はどうにか一人で買い物に行けますが、年齢
が重なって体が不自由になったらどうしようと心配で
す。頑張って元気でいたいと思いますのでバスと内陸
線をなくさない様に行政にお願いします。

専業主婦

安全で安心して暮らせる町にしてほしい。住民の意見
を時々、このようなアンケートで意見・要望を聞き、
できるかぎりの事は実行してもらいたい。若い時は車
で出かけられるのですが、年を取って運転できない
時、体が不自由になった時、ひとり暮らしになった時
など不安になります。

無職

私は87歳の高齢ですが、車の運転が出来るので好きな
スーパーまで行けますが、高齢の一人暮らしや足や腰
が悪くバスに乗れない人達を気の毒に思っています。
老後の楽しみの一つでもある買い物巡りを皆で楽しみ
たいものです。

北秋田市

能代市

能代市

近所のお店や町の商店街の多くが閉店してしまい、品
揃えや価格、まとめ買い等の点で車で市街地や大型店
パート・
への買い物が多くなってきました。運転しない高齢者
アルバイト
の方は、不便を感じていると思います。お宅への送迎
バスや宅配サービス等があったら助かると思います。

三種町

高齢になり、自家用車が運転できなくなった時に、買
い物が一人で出来なくなる事を考えると、送迎サービ
ス、宅配サービス等の充実が必須と感じる。高齢化率
が年々高くなり、独居老人が増える事を考えると、今
後の町づくりは、商業，行政、民間代表者、自治会等
の協力が重要でしょう。将来を見据えた街づくりを期
待します。

団体職員

三種町

お年寄りは買い物に行けずよく頼まれる。日用品など
パート・ のカタログを配布して配達してくれたら便利だと思
アルバイト う。自転車で行ったときも品物を配達してくれたら助
かると思う。

秋田市

行政が商業者を誘致するときは、大型店ばかりに関
わっているように思います。大型店を誘致するとなる
と、広い土地が必要で、おのずと郊外へと向いていき
車のない人や年寄りの人達が行くには無理なようで
す。大型店でなく中規模、小規模の店を行政の仲立ち
で狭い土地にも誘致できないものでしょうか。私の住
む地区にはスーパーが１軒しかなく皆困っておりま
す。それから中心地へ買い物に出掛けても若いときに
はあまり感じない事でしたが、町の中、店の中などに
イスがあってひと休みしたいなあと思うようになりま
した。もう少し年寄りにやさしい街作りをしてほしい
と思います。

会社員
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性別

男性

女性

女性

女性

女性

年代

60歳代

70歳代

40歳代

70歳代

40歳代

市町村

秋田市

秋田市

秋田市

男鹿市

男鹿市

職業

意見・要望

無職

私はまだ車の運転が出来ますが、年齢の事を考えると
買物等車で行くことが出来なくなる時期がもう少しだ
と感じ、不安になってきます。公共交通も運転本数が
少なくなったり、全く無くなったらどのように生活し
たらいいか不安です。高齢化社会に優しい街づくりを
お願いします。

専業主婦

私は市民市場で買物をしています。前は家の前をバス
が通っていましたが今は本数が少なく、大通りのバス
停迄８分～１０分歩きます。若い人、車を持っている
人はいいですが私達高齢者には大変です。寒くなると
どうしようかと悩んでいます。

専業主婦

私の住む地区には、半径5ｋｍ以内にスーパー、コンビ
ニ、商店街はありません。もう少し足を伸ばせばスー
パー、コンビニ、商店街、郊外型スーパーなどあるに
はありますが、車を利用することになります。車のな
いお宅では乗り合いバスで片道25分かけてスーパーに
行くわけですが、バスの本数が少ないうえ、タクシー
の初乗り料金より運賃が高い。しかも、だいたいが年
配の方で重い物を背負ってのバスの乗り降りは相当難
儀なようです。これからますます高齢化が進み、それ
とともに買い物弱者の数が増えていくんだろうなと感
じます。最近、あるコンビニチェーンが秋田県内の店
数を増やすというニュースを見て、民間との連携が必
要なのだと痛感しました。また、他県のことですが、
コンビニの移動販売車を実験的に運行しているという
ニュースを知りました。どちらも良いサービスと思い
ますが、重い物を宅配するサービスも必要と思いま
す。高齢化が進んでいるといわれる秋田県が先陣を
切って取り組み暮らしやすい街、みんなが住みたがる
街になってくれたらいいと思います。

無職

・公共交通機関の充実に○をしましたが、実は、バス
がいつも空っぽでとても悲しく感じております。 増
発を望むなど無理です。
・夫が数年後運転をやめた場合私自身生協に注文して
買い物をしようと思っております。
・現在は、すべての品を週一回夫の運転で量販店
（スーパー）へまとめ買いに行きますが、とても疲れ
ます。（まとめ買いをすることが）

衣料品や靴、鞄等を売っているお店が無いので、必要
なものを遠くまで買いに行くしかない。近くにデパー
トなどがあればとても助かる。今はいいがこれから年
パート・ を取ってくると車の運転等困るのでないかと不安に思
アルバイト う。年寄りが同居しているのでこれから先子供たちが
大きくなり家を出てしまうと買物等困るのではないか
…（自分たちも年を取るので）。市内で生活品が全部
そろうように希望しています。
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性別

男性

女性

年代

50歳代

40歳代

市町村

男鹿市

男鹿市

職業

意見・要望

会社員

郊外に店舗が建ち、地域住民の数が減少している現状
から住宅街の小売店は店じまいし、車等の移動手段の
ない人たちは、移動販売車から食料を調達している。
高齢世帯が増えていく中で、町に店を開き、継続させ
る施策を行政に求めたい。

専業主婦

私の住んでいる地域には若い人が少なく、高齢の方が
ほとんどです。スーパーも無くなり高齢の方はかなり
不便なようです。夏でも冬でも自転車で二キロ以上も
離れたスーパーへ買い出しに出ているお年寄りを見か
けます。心が痛むのですが、何もしてあげられないの
が現状です。大きなスーパーさんで時間を決め買い物
バス（そんなに大きくなくてよい）を出してくれた
ら...と思います。病院が出しているようなバスです。
とても不便な所なので若い人が出ていく気持ちはよく
分かります。駅でも近くにあればまだ救われるのです
が・・・。

男性

50歳代

五城目町

団体職員

年を重ねていっても買い物をしたいと思った時、近く
によろずやの商店があるだけで安心感があると思いま
す。自家用車や自転車の運転ができなくなれば行動範
囲は急にせまくなります。インターネット・テレビ・
通信販売では得られない、手に取って、ふれて確かめ
て買い物ができるという喜びをいつまでもなくさない
ように、後継者を育て、見本を示して、それを発展さ
せていけるよう願っています。町が町内会を基本とし
て生きがいとは何かをもっと住民に意見を聞きやすく
できる方法から話し合いを持つべきだと思います。

女性

50歳代

潟上市

農林水産業

商店や病院、公共施設などがまとまって出来たら、こ
れから年を重ねていくうえで助かると思います。

無職

私の住んでいる所は市街地より少し離れた場所にあり
ますが、小さな店（とうふ屋、くだもの屋、魚屋）な
ど皆店を閉め日常の食品を買うために車で市内のスー
パーまで買い物に行かなければなりません。現在７５
才ですがいつまで自家用車で買い物に行けるかと心配
しています。小さなスーパーでもあれば良いと思って
います。コンビニがもっと大きく日常食品を販売する
ようになると良いです。

無職

バスで病院に通って居ります。ついでにスーパーに寄
るのが一つの楽しみでもありますが、何れバスがなく
なるそうです。病院に通う人は大いに不安を感じてお
ります。若い人は老人を自分の車に乗せたがらない人
も居りますので。

女性

男性

70歳代

80歳以上

由利本荘市

由利本荘市

Ⅳ－5

性別

年代

市町村

職業

意見・要望

男性

20歳代

にかほ市

団体職員

大型チェーン店や郊外店が現在の買物中心となってい
るが、これらの店に出向くにはどうしても車が主であ
り、車の運転ができない高齢者にはつらいと思う。公
共機関を利用して出向くのもいいが、移動販売車な
ど、お店側から出向くような活動の支援を行政ででき
ないだろうかと思う。

女性

60歳代

にかほ市

無職

車が無いとなにもできないので、運転が大変でも無理
して運転しています。運転できなくなった時の買い物
が不安です。

団体職員

宅配サービスを実施する店が増えてきているが、特に
高齢者はどこで宅配サービスを行っているのか分から
ない人が多い。情報不足とそれをサポートするサービ
スが必要。

無職

現在は自家用車で買い物等行けますが、数年後には運
転も容易でなくなります。毎日の食べる生鮮食料品調
達に不安を感じてます。近所の小売店は廃業し、買い
物難民状態が目前です。移動販売車等の充実を望みま
す。公共交通機関（特にバス）の充実は大変困難だと
思います。

男性

男性

女性

30歳代

60歳代

50歳代

大仙市

大仙市

美郷町

できるならば近くの小売店で買い物をしたいと思う
が、やはり安くて品物が豊富なスーパーや大型店に
パート・ア 行ってしまう。今は車で買い物に行けるが、老後どう
ルバイト やって買い物をし生活していくのか不安である。日常
の買い物は大型店に行かなくても近所のお店で十分と
言えるような魅力的な商店街になってほしいと思う。

男性

70歳代

仙北市

自営業

一言だけ。バスがあっても、土日祭日は休み、スー
パーに行きたくても停留所が遠い、お年寄りにとって
不便極まりない事ばかりです。一度このバスの不便さ
を体験してみたらいかがでしょうか。不便さが身にし
みて分かると思います。

女性

80歳以上

横手市

専業主婦

老いにむちうちつつ、幸い歩ける距離にお店があるの
で利用しています。

無職

市街地から離れた場所では老世帯が多く、また近年で
はバス路線の廃止など、交通の便も悪くなり買い物は
不便になる一方です。これからは宅配サービスや移動
販売などを普及してもらわないと、私たちのような山
間の者の暮らしは大変になるだけです。

女性

60歳代

横手市
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性別

男性

女性

男性

年代

40歳代

40歳代

60歳代

市町村

横手市

職業

会社員

意見・要望
最近「買い物難民」が話題になっていますが、今後、
高齢化も更に進み一層問題になってくることでしょ
う。以前は移動販売車が来たりしたものですが、それ
も今はほとんど無くなってしまい、高齢者は大変な思
いをして買い物しているようです。一部のスーパーな
どでは宅配サービスなども始めているようですが、こ
れからどんどんそのようなサービスが増えてくれる事
を願っております。

湯沢市

買物の環境にも高齢化対策が急務と思われます。特
に、家族で車などの運転者がいない世帯では、重い
物、大型な物など購入の不便さを感じている老人が多
くおります。もっと地域の個人商店が積極的にこれら
の改善に乗り出すべきではないかと考えます。お店に
パート・ 自ら行けない買い物客が今後増えることは間違いない
アルバイト と思います。特にお年寄りは、簡単に店を変えるとい
う（昔から使っている商店にこだわる）事に慣れてい
ないので、買いなれた良質のものを売り続ければ個人
商店も十分その役目が果たされると思います。商業と
医療機関は、同じエリアにあることが望ましいように
も思います。（特に高齢者にとって）

羽後町

いずれ年を重ねると車の運転も無理になると思うの
で、買い物が不自由にならないよう、商店主の方々と
農林水産業 行政がタイアップして、割安の料金で定期的に買い物
用のバス運行などの方法を検討していただきたいと思
います。
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② 商店・商店街の振興について
性別

女性

男性

男性

年代

50歳代

20歳代

30歳代

市町村

鹿角市

鹿角市

鹿角市

職業

意見・要望

専業主婦

鹿角市に住んでいるが商店街に活気がない様に見え
る。個人商店には入りにくく感じて、品揃えの良い大
館に買い物に出かけることが多い。商店街は車を止め
ておく場所がないのでゆっくり買い物をしていられな
い。いろいろイベントをやっているようだが、市民に
わかりにくいので、もっとアピールしてほしい。

団体職員

郊外の大型店などは、１つ２つあれば充分。若者が欲
しいのは、小さくても品質・品揃えが良い専門店。隠
れ家的な少しオシャレなお店が商店街にあれば、大型
店よりそちらに行く。「まちづくり」には「若者」が
必要なはず。あとは、他県からの集客が必要なら目
印、ランドマークになるような建物や場所があれば来
やすいかと。もちろん近隣の県にはないであろう”何
か”人を集めるモノが必要。

団体職員

まずは、地元の市長をはじめ、市役所職員、県職員の
方々が地元の商店、商店街で買物をして、どのように
したら地元で買物を市民がする気になるのか考えてほ
しい。「地元を元気に」といっていても、皆さんはど
の位地元で買物をして、地元で外食、レジャー、娯楽
をしているのかききたい。

団体職員

市町村によっては欠落している業種がある。その業種
をフォローしてくれる支援が必要と思う。鹿角市はお
もちゃや子供の衣類・靴等など品数が少ない。そのも
のを購入する為、他都市等へ買い物に行く。その流れ
を少しでも地元にと思う。

女性

50歳代

鹿角市

女性

70歳代

鹿角市

もう少し町全体が活気ある商店を望みます。町に人出
農林水産業 の多い場所を作るには、私達個人も近くの商店に足を
運んで買い物に努めることだと実感しております。

男性

50歳代

小坂町

会社員

鉱山街のため、閉山と同時に商店街にも人並みが消え
て・・・。バラバラな商店街を国道沿いに。また、ひ
とつだけあるスーパーマーケットの近くに商店街があ
ると便利で、街の活性化にもなるのではないか。

女性

40歳代

小坂町

団体職員

商店主のやる気、起業家の育成が必要"人作り″に予算
を使うべき。意欲のある者のいない商店街を整備して
も意味がない。

自営業

商店街はもはやノスタルジーでしかなく、それに貴重
な税金を投入するのはロスが多く、ナンセンスであ
る。商業を活性化するためには、町も店も変わらなけ
ればならない。変われない所は消えていくのみ。それ
がそもそも商業の基本である。行政が動く必要はな
い。

会社員

秋田の商店に対する接客の満足度は低い。おもてなし
の精神がない、関西の商店を見習ってほしい。農家の
お母さんたちのおもてなしの精神はすばらしい。「商
業」となると一気にそれがなくなる。

男性

男性

30歳代

20歳代

大館市

大館市
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性別

年代

市町村

職業

意見・要望

男性

50歳代

大館市

無職

商店街の“情報発信”が不足している。たとえば週一
回、商店街の店情報を配布する。商店街“街歩きマッ
プ”があったらうれしい。人が歩いてる町でなくなっ
ているので、空店舗を活用して人が集まる“場”を作
る。そのためには“イベント”を季節ごとに継続す
る。とにかく“人の顔が見える町に”なって欲しいと
思う。

男性

60歳代

大館市

会社員

これまでの国・県・市町村を含め、郊外への大型店出
店への対応が市中心部の対策なしに進み、買物弱者を
生んでいると感ずる。将来を見据えた対応を望む。

女性

30歳代

大館市

会社員

商店街等でイベントを行ったりしているようですが、
事前の宣伝が充分ではないのか、イベント終了後に新
聞等を見てから知ったりします。何か行うときの宣伝
に力を入れて、いつも利用しないような人たちを呼ぶ
ようにしたほうが良いのでは？私の住んでいる大館か
らは、弘前や五所川原や青森市へ２時間かからず車で
行けるので、映画を見たり、服を買ったりするのは、
青森県へ出る人はたくさんいます。秋田県は同じスー
パーや、デパートが多く、どこに行っても同じかなと
思ってしまい、わざわざ、秋田市に行ったりしませ
ん。大館の商店街は夜７時を過ぎるとシャッターが閉
まり、日曜日も半分以上の店はシャッターが閉まった
ままです。近くに駐車場もなく（あっても有料）車で
通りすぎるだけで、何屋さんなのかわからない店もた
くさんあります。秋田で生まれ、ずっと秋田で育って
きたので、秋田がもっともっと活性することを望んで
います。その一歩になります様に☆

男性

40歳代

大館市

公務員

近くに欲しい物を売っている店があればよいが、無い
のでインターネットなどのショッピングになっていま
す。お客のニーズに合った商店街になってほしい。

女性

女性

20歳代

40歳代

大館市

買い物は地元スーパーマーケットに行くようにしてい
ます。価格の安いもの（文具やお菓子）も子供のころ
から行っていたお店を使うようにしています。商店街
も利用したいのですが、店舗がそろっておらず日々必
パート・
要なものを買い揃えるのは不可能です。シャッター街
アルバイト
をたくさんの店で埋めるのは無理でも、おそうざい屋
さん、魚屋さんと八百屋さんがあれば日々のごはんに
通いたいと思う。この３店があれば商店街に少し人が
戻ってくるのでは？

大館市

大館では「陽気な母さんの店」によく野菜を買いに行
きます。地元で作り、朝どり野菜など、とても甘く、
スーパーの野菜はほとんど買いません。消費者にメ
リットがあれば必ず購入します。大館市中心街の商店
街はお客様として迎えいれる接客力、お店のカラー、
消費者にどんなメリットがあるのか（例えば駐車場が
ないなど）あまりにも力が足りなく感じます。商店街
を活気づけるという態度でなく、消費者にどんなメ
リットを与えるのか。また、地域の良さをアピールす
るのに、何をテーマにしていくのか、この姿勢が大事
だと思います。秋田が大きく飛躍する県となってほし
いです。がんばって下さい。

会社員
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性別

女性

男性

年代

30歳代

40歳代

市町村

職業

意見・要望

大館市

大館市にあるのは食品と日用品の店ばかり。レジャー
施設もなく、ファッション関係は全く店がない。イン
ターネットやカタログショッピングは便利だけど、実
際に手にとって試着して買えるのはやっぱりお店。高
齢化と言って老人のことばかり考えてるけど、商店街
だって病院帰りの老人がたまに寄るだけ。なんでもっ
と若い人のことを考えてくれないんでしょう。狭くて
ごちゃごちゃした通りを、たとえば原宿の竹下通りみ
たいにしてみたら？迷路みたいな裏路地に、かわいい
パート・ 雑貨屋などがある商店街なら、広い駐車場なんかなく
アルバイト ても中高生がたくさん集まりますよ。映画も、ボウリ
ングやカラオケも商店街にあったら、休みの日も若い
子たちが来ると思います。老人はお金を持っているか
もしれないけど、使う所が病院と薬局とスーパーだけ
じゃどうしようもないと思います。若い子たちが住み
やすい街にしないと、せっかく大学を作ったって県外
へ就職してしまうし、企業誘致したってそこで稼いだ
お金を地元に落とさず県外に行って使っちゃうんで
す。それに老人と言っても今はみんな若いから、７０
代だって車に乗って遊びに行ってしまうんですよ。

大館市

会社員

大型店の出店により、地元の商店が価格競争では負け
るが、普段からのサービス、付き合い、こまめな配慮
があれば多少の価格が高くても、これからも地元の商
店（小売商）を利用して行きたい。

女性

50歳代

北秋田市

専業主婦

商店街と言っても今の自分の住む地域は近くに大型量
販店やスーパー・ドラックストアなどが続々と出来て
いて、毎日の買い物に不便さは感じていませんが、ど
この地方都市にいっても街の中心の商店がシャッター
通りになっている現状です。この地域も、空店舗を利
用することや、駅前通りの活性化を望んでます。

男性

40歳代

上小阿仁村

その他

行政ではなく、店主や経営者の努力が足りないと思い
ます。大型店舗のノウハウを見習うべきではないか。

公務員

地元の商業、商店街が元気でいることを望みつつも、
ついちょっと遠くへ買い物に行ってしまいがちで申し
訳なく思っています。それでも、衣類や日用品、電化
製品等は長年顔見知りのお店から購入しています。食
料品は時間がないので一カ所で何でも揃うスーパー
マーケットが便利です。買い物は欲しい物、魅力ある
ものでなければ、購買意欲がわきません。他のお店と
同じ、今までと同じでは衰退していくばかりだと思い
ます。その店らしさ、そこでなければ、という努力が
求められると思います。

団体職員

商店街に魅力が感じられない。品揃えが悪く、公共交
通のアクセスも良いとは言えない。このような状況で
は、郊外の量販店や専門店、インターネットや通信販
売などの無店舗形式の販売店には勝つことは出来ない
と思う。鉄道の駅周辺に集中している商店群が生き残
るためには、幹線道路沿いへの集団移転のような抜本
的な策を講じなければならない。地元資本の商業を生
かしていかなければ、県外の資本に富を吸収されてい
く構図から抜け出せない。このままの現状でいけば、
商業のみならず、産業全体の衰退を招くのであるか
ら、おおボラを吹く位の大きな視野で物事を見て計画
を立て、遂行していって欲しい。

女性

男性

50歳代

20歳代

能代市

能代市
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性別

男性

女性

男性

女性

男性

女性

年代

50歳代

30歳代

40歳代

20歳代

50歳代

60歳代

市町村

能代市

能代市

能代市

能代市

能代市

三種町

職業

意見・要望

会社員

従来の商店街では郊外型には太刀打ちできないと思
う。商店街では総菜や加工品等、付加価値をつけた品
物を売るように特化すれば生き残りの見えてくるよう
に思う。移動販売もこれからは必要なのではないか。

専業主婦

商店街がデパートの誘致をただ反対しても大きな所に
買い物に行きます。子供がいればなおさらです。近く
に商業施設、量販店がないために車で移動するのも家
計には負担。本当は近くで買いたい。商店街（専門
店）と大型店と共存する方法はないのでしょうか。

会社員

例えばラーメン屋は遠くても「おいしい」と思えば
（Ｐが無くても）行きます。商店の空洞化が問題と
なっていますが、お客様が来れる、来やすい環境を作
る努力が無いからそのようになったと思います。つま
り経営努力が足りないか、していないかでしょう。
「商店街」ではなく一商店が経営努力すればいいと思
います。その一商店目当てに客を呼び込み他の商店も
努力すればおのずと盛り上がるのでは？「商業振興」
をあてにしている方がいるのであれば税金のムダです
ね。そのお金で県は新しい事を始めた方がいいです。
秋田県はもっとレジャー施設建設にと力を入れて下さ
い。ベイブリッジ（出戸浜から大森山へ抜ける道路建
設）を作りそのシーフロントに大きなレジャー施設を
作ればもっと秋田県は活性しますよ、働く人を多く雇
用できると思います。東北で今、力を出せるのは秋田
県だけです。今が県を大きくするチャンスだと思いま
す。

公務員

商店街はシャッターが下りているお店がほとんど。
「何でもそろう商店街・行きやすい商店街」の実現は
難しいとは思うが、とても魅力を感じるし行きたいと
思う。交通の便や、商店に対して自治体で援助をして
盛り上げてほしい。郊外の大型店の方が便利でつい
行ってしまうが、「そこにしかない物」「地域に密着
した商店街」があれば足を運ぶのではないかと思う。
行政と商店街だけでなく、周辺住民も協力して盛り上
げられたら良いと思う。

会社員

商店街の皆さまにお願いしたいことは、能代も秋田の
町もみな同じことなんだということ。駅前商店街がど
こも駄目なのは、今までのやり方しかしてないのでは
ないですか。今は車社会。それに工夫を凝らしていな
い。だから郊外の大型店にお客を持って行かれている
状態ですよね。興味のあるイベントをやっていくと
か、軽トライベント、クラッシックカーイベント、SL
イベント、スーパーカーイベント、実際に商店街の中
を走らせるとか。まず、興味をひくことが大事だと思
うんです。とにかく何か面白いことをやっているぞと
いう事が必要ではないですか。

会社員

どこの商店街もシャッターの下りているところが多く
さみしい。いまは車で買物できるが、やがて運転でき
なくなることを考えるとやっぱり地域の店が大事であ
る。
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性別

年代

市町村

職業

女性

50歳代

八峰町

会社員

お店の接客態度があまりよくないと感じます（県内
の）。他県（岩手）のお店での接客態度に感心し、気
持ち良く買い物出来たことがある。

会社員

小さい子供をつれての買い物がたいへんなので、子供
もたのしめて、買いたいものが一つの店ですむような
大きな店が（安く）近くにあったらいいなと思いま
す。子供があそべる所がいっぱいあるお店だと行く機
会がふえそうですね！

女性

30歳代

八峰町

意見・要望

男性

40歳代

八峰町

公務員

同じ商品であれば安く買いたいと思うのがあたりま
え。結局は多くの商品をさばける店のほうが個人経営
より有利になるのでは？行政では区画の整理や駐車場
として使えるスペースの提供などができる位では？ど
うしても営業努力により商店街が栄えるか寂れるかに
なると思う。（日曜日に休店していて、平日も5時～6
時で店じまいするような店で商店街を構成しても繁栄
するするわけがない。）

男性

60歳代

藤里町

無職

隣の町に大型スーパーマーケットが一店あるが、もう
何店か増えれば食料品等の価格の面で競争が始まり、
消費者は助かると思う。

女性

40歳代

秋田市

最近特に気づく事は、秋田県内を含めどこに行っても
同じようなショッピングセンターがあるという事で
す。「あの町に行けば、あの店がある」という楽しみ
が無くなってしまいます。毎日の生活に必要な商品の
買物は、このような状態の方が住民には確かに便利な
のかもしれません。私は車での買い物もしますが、天
気の良い日荷物が少なくて済みそうな日は自転車やバ
スも利用します。時々バスや電車に乗るのも楽しみの
一つです。ここで困る事というとやはり路線や時刻表
になります。利用者減のためかなり利用しにくくなっ
てますね。三十年位前の秋田市中心地のようなたくさ
んのお店が連なり、歩きながらブラブラ買い物が出来
パート・ る街が懐かしいです。駐車場の問題もありますが、や
アルバイト はり「楽しさ」を感じる店、町づくりが出来たらと思
います。「歩いて楽しい街」「こだわりを感じる品揃
えの店」など。たくさんの方が長い時間をかけて考え
町づくりをしているようですが、なかなか進まず残念
です。本当に大丈夫かと心配です。失敗するんじゃな
いかと。若い人たちが県外に遊びに行くのもわかるよ
うな気がします。ただ最初に書いたように、仙台にあ
る店、東京にある店が秋田に来てもやはり仙台や東京
に遊びに行ってしまいますが…。同じ店があればよい
という事ではないのです。その場所の持つ雰囲気など
様々な条件でひきつけられますから。最後に「安いだ
けの店」と「高くても良いものがそろう店」絶対両方
必要です。
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性別

男性

男性

男性

女性

年代

60歳代

30歳代

60歳代

40歳代

市町村

秋田市

秋田市

秋田市

職業

意見・要望

会社員

就業後・土日・祝日に、商店街をブラブラのぞいて回
りたいが、早い時間帯に店じまいしたり、休んでいる
店が多い。非効率的かもしれないが、自ら客足が遠の
くような方向へ進んでしまった商店、商店街が大半な
のではないか。コンビニのように24時間営業する必要
はないが、遅く店を開け、夜9時頃まで営業するような
個人商店がもっとあってしかるべき。欲を言えば東京
の下町の商店街、秋田市で言えば旧金座街のような
「わい雑性」のある通りの復活は可能か。申し訳ない
が、秋田の商店主に顧客をつかむ意欲はないように思
う。

会社員

今はインターネットの普及により、北海道から九州ま
で、様々な場所の物がクリック一つで購入できる。し
かし、秋田の店はインターネット上であまり見かけな
い。客に来てもらうのではなく、商店から客に近づく
という考えが、秋田の商店には欠けていると思う。

無職

商業者の経営意欲に尽きます。景気が悪くても、商店
街全体が地盤沈下していたとしても、自分の店だけは
工夫をこらして繁盛させるぞという意欲のない経営者
が多すぎます。シャッターを降ろしたり、駐車場にし
てお茶をにごすくらいなら、商店街からさっさと退場
して意欲ある経営者に譲るべきです。そういう経営者
のいない商店街は再開発しても変わりません。

秋田市

車やインターネットの普及で商店街の活気が失われつ
つあることはとても残念に思っていますが、駐車場が
有料だったり、公共交通機関の移動時間の不便さ・ロ
スなどが足かせとなり、利用することはほとんどない
のが現状です。大型量販店やリサイクルショップも利
パート・
用しますが、それよりも安くて便利なのがネット
アルバイト
ショッピングなので我が家でもよく利用しています。
小売店でも看板商品やオリジナル商品をネット販売し
人気が出れば逆にそのお店にじかに足を運んでみよう
という方も多くなり、活性化につながるのかなと思っ
たりします。

女性

20歳代

男鹿市

無職

・農協のスーパーもなくなり、近くに商店はあるもの
の行っても買いたいものはなく、年寄りが暇つぶしに
行くところみたいになってしまいました。残念。
・食事の準備でマヨネーズがないとかカレールーが足
りないという時でも、車を使って10分位走らないと欲
しい物が手に入らないのはとても不便です。普段から
ストックしておかないと困ることが多いです。
・商店側も高齢化で若い人は店を継がないようなの
で、ますます不便になりそうです。

女性

50歳代

男鹿市

会社員

大型店に売上不振、業績低調だからとすぐに撤退する
ことがないように行政側からも指導なり、何か手は打
てないものか。
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性別

男性

男性

女性

年代

60歳代

70歳代

30歳代

市町村

五城目町

私は町の中心部から徒歩10分の所に住んでいます。若
い頃は全部町の商店街で買物したものです。でも、近
くに大型スーパーができてからは商店街へは行くこと
がなくなりました。商店街へ行っても品物がそろって
いないからです。このため商店街はすっかりさびれて
しまいました。町役場でも商業振興やまちづくり対策
にいろいろと手を打っていますが、成功しているとは
言えません。現在は車社会ですので駐車場の確保が急
務です。

八郎潟町

八郎潟町

いろんなことをためしてみるのもよいかと思う。市日
や青空マーケット、ちょっとオシャレにマルシェとい
う言葉を使っても・・・。もう少し若い人をまきこん
だイベントなどもよいのではないか。空き店舗などを
使ったりして、人が気持ちよく、ちょっと得したなあ
と思うようなイベントをひらいて、みんながお金を使
いたくなるような。

30歳代

潟上市

男性

30歳代

潟上市

40歳代

無職

意見・要望

主に地元の商店街を利用している。ポイントあるので
楽しみですが、展示してある物の場所がいつも同じで
楽しみがうすれる。たまには目新しいもの、珍しい物
を展示してほしい。年齢とともに地元の店でなければ
と思う。また、たまには年に10回くらいでもイベン
ト、売り出ししてほしい。

女性

女性

職業

潟上市

自営業

商店街が高齢化でどんどん寂しくなってきています。
近くにあっても品揃えも悪く、値段は高く、若い人た
パート・
ちには寄りづらい雰囲気が更に悪循環、せっかく近所
アルバイト
にあるのに活用できずにいます。もっと、地域の商工
会などで活気づけて欲しいと思います。

会社員

イベント等の宣伝が不十分に思います。一度だけの宣
伝や前日の広告だけで、見逃したり知らなかったイベ
ントが割と多く、残念に思うことがよくあります。

会社員

便利なインターネット。安く品揃え豊富で1ヶ所ですべ
ての用事が済む大型店。忙しい現代社会の現状です。
年配の方々の昔ながらの近所の商店街がだんだん消え
てゆく不便さ、価格を求めることより人間関係の大切
さ、若き後継者の大事さ、昔のような活気ある地元の
街づくりのために課題はたくさんあると思いますが、
震災を期にではないですが、もう一度見つめなおす必
要があるような気がします。
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性別

女性

男性

女性

年代

市町村

意見・要望

20歳代

いくら沢山の商店街があっても、そこに住む人々が足
を運ぶ事に不便さを感じていたり行きにくい（お店の
対応など）と感じていれば考えなければならないと思
います。消費者があってこそです。その土地に合わせ
パート・ た目線でニーズに合わせて応えていく事でいい街作り
由利本荘市
アルバイト に繋がるのだと思います。お店だけでなく、そこで働
く人の対応・接客に嫌な思いをして、二度と行かない
と思って他店へ行く人も沢山います。物を売るだけが
仕事ではありません。秋田がいい街になるように期待
しています。

60歳代

無職

豊富な品揃え安価な価格設定の大型店に一般商店が対
抗するには、非常に困難だと思われます。私も地元商
店利用しなければと感じているものの利便性から８割
方大型店利用の現状です。商店街は取扱商品に専門性
（地産商品、特産品等の専門店とか）を持たせる事が
必要ではないでしょうか。

その他

デパートや大型専門店は品揃えも豊富で都会にあるの
と同じような最新の商品が手に入るので、遠くても週
末車で行ってしまいます。その反面、シャッターが下
りて閉店した店ばかりの閑散とした地元の駅前あたり
の商店街を見ると淋しくなります。大型店にかなわな
いと言ってしまえばそれまでですが、行政も地元の商
店の皆さんも勉強と努力が不足している部分もあるの
ではないかと思います。これから高速が開通すること
によりますます地元商店の方達には厳しい状況となる
と思いますが、その土地ならではの産業、物づくりを
上手に利用し、大型店にはない、個性的で魅力にあふ
れた活気のある商店街、まちづくりをして下さるよう
期待します。

40歳代

由利本荘市

にかほ市

女性

40歳代

にかほ市

女性

20歳代

大仙市

男性

職業

70歳代

大仙市

大手量販店が各地にできて便利になっているが、商品
に個性が無く、インターネット通販で購入するように
パート・ なりました。少子化が進み、出店等が困難と思われま
アルバイト すが、子供服や雑貨など個性的で楽しめるものは、秋
田市に行くよりもネットで見た方が時間に追われずい
いと思うようになりました。少しさみしいですね。

学生

店の閉まる時間が早いのでもう少し夜遅くまで営業し
てほしいです。全体的に活気が無いと思います。

自営業

町中は良いかも知れませんが、旧村の中心には店が少
なく、地元野菜、特産品を売るテントの売り場ではな
く、元庁舎の車庫など分室の空建物が多くありますの
で、市役所の方々がもう少し広く物事を考えて、地元
に無料で使わせていただければ寒い冬や、雨の日でも
人が集まるのではないかと思います。もう少し空物件
を地元に開放してもらえれば集客するのではないかと
思います。
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性別

女性

女性

男性

女性

男性

年代

50歳代

40歳代

70歳代

60歳代

40歳代

市町村

職業

意見・要望

大仙市

車社会の中で郊外店に買い物に行くのはしょうがない
が、郊外と中心商店との役割分担の仕方を考えたらい
パート・ いと思う。中心地の商店は大切だが、あまりにも行政
アルバイト が関わりすぎて、税金を使うのは考え物だと思う。民
間の商売力は強く、新しい形の商店街を作っていくよ
うに思う。

大仙市

その他

食料品などの日々の買い物は、子供と共に徒歩や自転
車などで行くことの出来る生活しやすい地域で安心し
ています。核家族で、結婚で県外から来て住むことに
なったので、周りの方々（特に定年退職後のみなさ
ん）には本当に良くしてもらいました。子供の成長
や、身近な草花など会話もあり、家庭菜園でとれた野
菜もおすそわけで時々いただく事もあります。近所の
肉屋さんなどは肉の他、地元の人が作った野菜がスー
パーよりも安く購入できたり顔見知りになると、「○
○取っておいたけどどう？」など声も掛けてくれま
す。何より安全、安心です。商店街の良いところを広
げていけばきっと、もっとにぎやかになるような気が
します。つながりを広げていくのが大事ではないで
しょうか。例えば、子供が参加するイベント、高齢の
方との交流会など

自営業

一般に中心市街地の活性化について、商店経営者と市
民との間に「ずれ」を感じます。人集めのイベント、
お祭りで賑わって活性化になったと考える一般人や、
マスコミの方に感じられます。中心市街地（特に商店
街）の活性化は、営業が成り立っているかどうかがポ
イントです。従って、商店の近隣住民が多くいてこそ
中心市街地活性化への繋がりになると思います。イベ
ントは、一時的な自己満足の危険があると思います。

自営業

昨今、大型店の進出が多く商店街の客足が激減してい
ますが、大型店の魅力の影には計り知れない努力があ
るから、大型店が流行っても仕方のない事だと思いま
す。個人の商店もそれぞれが努力し、受け身ではなく
積極的な活動が必要ですが、その術を知らずに悶々と
しているのが現状だと思います。お年寄りや商売を抱
え、多忙な家庭では歩いて数分で用事を足すことがで
きる地元の商店が生活に不可欠です。また、商店がな
ければ地元のイベント・祭典などの維持も難しく、コ
ミュニティーが崩壊する原因にもなります。個々の商
店街が努力し、自立し、自主的に魅力ある商店街を作
れる様に、その道に明るい方達の研究・アドバイス・
協力をいただき、行政と一体となり街づくりを行って
いって欲しいと思います。

自営業

大型専門店やネット通販が当たり前になっているので
商店街の新しい役割の創造が求められていると思いま
す。私も商売をしていますが、その新しい役割（新し
い価値観）を探求し、ＰＲしていくことが魅力的な商
店に繋がると思います。消費者としては、それは「専
門性」だと思っています。

大仙市

大仙市

美郷町
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性別

年代

市町村

職業

男性

40歳代

美郷町

会社員

女性

30歳代

仙北市

女性

60歳代

横手市

男性

女性

30歳代

20歳代

横手市

横手市

意見・要望
私の住む近所の商店さんは特色があり妻が時々利用し
ているようです。大型店と地域の商店街利用のバラン
スが大切ですね。

子供と外食したいと思うのですが子供と一緒に行くこ
とができるようなお店が少ないと思います。市外へ行
かないと子供用トイレ（おむつなど変えたりする所）
パート・
があまりないのも問題あるのかと思いますが、皆が遊
アルバイト
ぶ場所とか少ないと言っています。お客の目線になっ
て、こんなふうなお店にしたら・・・と考えている所
は少ないのではないかと思う。
自営業

市内の商店が日曜日も営業してほしいと思う。

会社員

秋田でしか買えない物、ここでしか買えない物を売り
出す。若い人達にも買い物をしてもらうため、人気の
ファッションブランド店を出店させる。小学校から教
育の一環として地元の商店を利用する大切さを学ばせ
る（お金の流れ）。

会社員

最近、地元の朝市に興味がありますが、駐車場がな
かったり、高齢者の方々が行くイメージがあったり
と、行けておりません。きっと、地元の新鮮な野菜な
どがあると思うのですが。行政やメディアなどで取り
上げていただき、若い方でも行きやすいきっかけを
作ってもらえればと思います。

秋田には観光や物産品等、良品と言える物がたくさん
あると思いますが、売り込みがヘタと言うかアピール
不足の物がほとんどではないでしょうか。また、取り
扱う商品にもよるのでしょうが、いろいろなお店に
パート・ 入って気になるのは、笑顔が苦手（はずかしいので
アルバイト しょうか）で、表情も暗く、かたい感じで、明るく元
気なお店が少ない気がします。行政主導の商業振興等
のイベント等も単発的なものでなく、継続できる物、
地元民が何回でも足を運び楽しめるものの企画を願い
ます。

女性

20歳代

横手市

男性

60歳代

横手市

公務員

市内商店街には、品揃えや営業時間の延長などで努力
をしてもらいたい。仕事帰りに立ち寄ろうと思っても
閉店しているところが多い。

女性

20歳代

湯沢市

公務員

若い人も地元で買い物ができるお店ができました。存
続していけるよう願ってます。

団体職員

私の勤務先と自宅との間にスーパーマーケットが2店舗
あり、お互いに競争することで1店舗の時よりサービス
が良くなり喜んでいます。どちらかに偏ることなくこ
のまま共存してくれたら嬉しいです。また、我町には
遠くに買い物のできない方々のために、移動販売をし
てくれるお店もあり助かっている人も多いと思いま
す。このようなお店が経営不振にならないよう、時に
は援助を行政にはお願いします。

女性

50歳代

湯沢市
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性別

女性

男性

年代

60歳代

50歳代

市町村

湯沢市

湯沢市

職業

意見・要望

専業主婦

大型スーパーマーケットが町中心外にありますので、
駅中心地の商店街はさびしいようです。それに夕方6時
になりますと皆店をしめてしまいます。夕方6時以降買
物をしたいと思いますが希望が叶いません。せめて夏
だけでも良いですから1週間に2回位夜店があってもい
いような気がします。そうしますと一家で夕涼みをし
ながら買物ができるのではないかなあと思います。親
子兄弟のふれ合いができるのではないでしょうか。
昔の様に又明るい人々の気持ちのふれ合いの親しみ
のある商店街になる事を望みます。

自営業

勤務先が自宅市外なので、休日にしか地元で買い物で
きないが、地元の商店街では土日休業店が多い。「人
が来ないから（休業する）」「休業するから客が行け
ない」どちらも言えるような気がする。ただ、郊外店
（大型店）があるため商店街への期待が必要ないこと
も事実だ。地元商店街を盛り上げられるよう買い物し
たいが、品揃えの面で大型店やネットショップに比べ
て大幅に劣っているから・・・（仕方ないのでしょう
が・・・）。商店街の活性化は難しい（期待できにく
い）と思います。

女性

30歳代

湯沢市

その他

常に新しい感覚を取り入れてほしいのと、昔ながらの
町の商店街の良さを出していってほしい。他県を見る
と、とくに青森県（青森市、弘前市など）は、大型店
と商店街の共存が上手になされていてとてもよいと
思った。交通弱者のための交通の便を良くすると、良
くなるのではと感じています。特に、へき地になると
バスの時間を気にしながらの買い物にもなりますし、
何時間も待って帰路につくこともあるそうです。車で
歩く方のことばかりに目を向けて店舗を作るのではな
く、そのことがあたりまえではない方の目線に立って
作っていく街づくりも必要かと思います。今回の震災
ではマイカーがガソリン不足のため使えず、公共交通
機関の不便さがよくわかりました。

女性

30歳代

羽後町

会社員

みんなが安心して買い物が出来るお店であってほし
い。サービスは笑顔で始まり笑顔で終わると思うの
で、そんなお店の方が増えて欲しいと思います。

女性

60歳代

羽後町

無職

どこの町も郊外に大型店が出来、町の中（商店街）に
入らずに買い物が出来るようになっています。そのた
めに商店街の小売店はどこもシャッター通りとなって
います。郊外への大型店の出店に規制が必要と思いま
す。またどこの市町村にも同じ大型店が必ずあるとい
う光景は町の中へ入ってみようという気が失せてしま
います。商店街へ人を呼び込むような町づくりの指導
が必要と思います。
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③ 買い物環境の改善について
性別

女性

年代

40歳代

市町村

大館市

職業

意見・要望

歩いて行ける範囲内に店はありませんが車があるので
特に不便は感じません。郊外が発展していく中、昔か
らの商店街の空洞化が目立ち、又駅前は何もなく寂し
パート・
さを感じます。駅ビルを建てるなど若い人が集まるよ
アルバイト
うな魅力ある街作りを望みます。弘前までは車で１時
間と以外に近いことから、土日は弘前や他県へショッ
ピングに出かける人が多い現状です。

女性

50歳代

北秋田市

女性

20歳代

能代市

商店街に行きたいときもありますが、駐車スペースが
パート・
分かりずらかったり無かったりで行きづらいです。大
アルバイト
きめの駐車場があれば良いです。

秋田市

会社員

公共交通機関が秋田県は不便だと思います。お年寄り
が多いなら、そこを充実させると「流通」も変わるの
ではないでしょうか。他の市は分かりませんが、秋田
市は特に駅前が不便なのが気になります。秋田市は自
家用車での移動手段が主なのに、駐車場も少ない上に
有料とくれば無料で便利な買い物ができる所に人が流
れるのはだいたい想像できるかと思うのですが。
アンケートに協力して意見が反映されることを祈りま
す。

専業主婦

雪の降らない時期は自転車でこまめに買い物に行けま
すが、雪が降る冬の買物は歩きとバスがメインになる
ので、とても不便です。歩くと２０分程度でスーパー
数店がありますが、価格が高めで不便です。大家族な
ので遠いスーパーの方が安くて買いやすいです。車の
移動スーパーが以前は来ていました。とても便利でし
たが今はもう見かけなくなったのでとても残念です。
また復活してほしいと思います。

専業主婦

二世帯生活で毎日の食事には、車で買い物スーパーな
ど30分（往復）くらいで行ける所に住んでいます。た
だ、衣類を買う時には秋田の方に出ないとなかなか買
う事が出来ず不便です。孫と一緒に食事、買い物、遊
び等出来る所が近くにあればなと思っています。

会社員

南秋地域に大型店が無い為に、秋田市に出て買い物を
済ませてしまうことが多いです。地元で買い物できる
と良いのですが....。 食料品は、天王地区にも何店
かありますので満足しておりますが、本や家電、衣服
などの買い物の際には、やはり秋田まで行かなければ
ならず、特に冬場は不便を感じずにはいられません。

専業主婦

小さな子供が一緒でも、ゆっくり買い物が出来るよう
なお店がたくさん増えたらうれしいです。具体的に
は、おむつ交換が出来る場所や授乳が出来る場所な
ど。乳幼児が遊べる施設も増やしてほしいです。子育
てふれあいカードの協賛店がもっともっと増えたらう
れしいです。※割引や優待も

男性

女性

女性

男性

女性

30歳代

40歳代

60歳代

20歳代

20歳代

秋田市

男鹿市

潟上市

潟上市

公務員

車で買い物に出掛けることがほとんどなので、駐車場
が狭かったり、無かったりすると別の店に変えてしま
う。また、冬は（夏もですが）雨や雪を妨げるような
駐車場がある所には、小さい子供を連れて行く場合に
とても助かる。どちらかといえば、まとめ買いをする
方なのでお店のHPで事前にチェックできたり、意見や
お願いを聞いてもらえるようなシステムがあるとなお
嬉しい。
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性別

女性

男性

年代

50歳代

市町村

由利本荘市

職業

意見・要望

会社員

大型店の進出により助かる事もありますが、近くの小
売店は、縮小もしくは閉店になり、車の運転が出来な
い方は、週一、月二回の通院の際に必要な物をさがし
て購入するか、家族に頼むしかない状況なので、高齢
者世帯では必要な物をその時に購入するというのは、
もう不可能のように思います。公的には無理でも、生
協、ＪＡのような所でもっと積極的に移動販売等をし
ていただくと不便さを感じる方が少しは減るように思
います。値段が少し高いのは当然で理解してくれると
思います。少しでも県内の商業界（産業界）が良くな
ることを期待しています。

公務員

・大型スーパーへの無料送迎バスの設置・充実するこ
とで、もっと多くの雇用や顧客の確保につながると思
います。自家用車がない家庭では中々移動手段や買物
の機会がないため、商業の発展がイマイチになってい
るのではないかと思います。また、サービスを提供し
ても、それが様々な人に利用してもらえるような情報
の提供や実際に足を運んでもらえるような活動で、一
度だけでなく何度も利用していただけるような取組み
も必要になってくると思います。 ・協同購入の様な
制度を上手く利用し、店に足を運ばなくても買物でき
るようなサービスが充実するとよいと思います。

20歳代

由利本荘市

30歳代

私の住んでる地域には商店はありません。まして商店
街での買い物などは夢のまた夢という感じです。車が
ないと何も出来ない生活のため、買い物は郊外にある
パート・ 大型商業施設に行くことが多いです。高齢者は車を運
由利本荘市
アルバイト 転しない人であれば近くに商店街があればとても助か
るのでは？しかし、公共交通機関も減っていく一方で
す。どんどん、住みにくい地域になっていっている気
がします。

40歳代

私はまだ自由に自分で好きな時に好きな所に動けるの
で不便は感じません。年を取り動ける範囲が限られた
パート・
由利本荘市
時にはじめて要望が出るのだと思います。今の所は、
アルバイト
あちらがだめならこちらでと言う様に買い物をしてい
ます。

女性

60歳代

にかほ市

専業主婦

市商工会では、ふれあい便利市出前商店街、毎月二回
地区ごとに回っています。特に冬期間などは、老人な
どの買い物弱者にとって大変良いことだし、市民も大
変喜んでいる様子です。長く続ける事を望んでいま
す。

女性

60歳代

大仙市

公務員

近所に店がなく、どんな小さなもの1つでも車で買い物
に行かなければならないのが一番不便です。

無職

ここ数年の間に空家、空地が多くなり、スーパーもな
くなり、人口が徐々に減る一方に感じている。買い物
はバスを利用しなければならず、いつバスの運行が廃
止になるかと心配です。バスは、ＪＲに接続するよう
になっておらず、買い物にも不便な時間の運行だし、
大型スーパーは郊外にあり、バスを乗り換えてまで行
く気にはならない。車を運転できない者には不便なこ
とである。回数は減ってもバスが廃止にならないこと
を望みたい。スーパーによっては宅配サービスも限ら
れた地区だけなのでもう少し地区を広げてほしい。

女性

女性

女性

60歳代

大仙市
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性別

年代

市町村

女性

50歳代

美郷町

各家庭にインターネットの普及。タッチパネルで簡単
パート・
に商品が注文できて、配達される。近くの商店が無く
アルバイト
なり車の運転ができない人にはいいシステムです。

仙北市

・市の商店街を利用し、活性化に協力したいとは思い
ますが、値段、品揃え、駐車場などの買い物環境を考
えると、どうしても他の場所を選んでしまいます。
・家の近くに店が無く、車で10分ほど走らなければ行
けないため、近所のお年寄りなどはあまり出かけず楽
しみが少ないと思います。送迎バスが出る温泉に行く
ぐらいでしょうか？ 私は独身のため、このまま一人
で年を取り、車が運転できなくなるか、車を手放さな
ければいけなくなった時の事を考えると、とても不安
です。
・欲しい物があっても、時間とお金をかけて出かけな
くてはならないため、以前はかなり通信販売を利用し
ていました。
・車がなければ仕事にも行けず。大金を車にかけなけ
ればいけない交通の不便さが、秋田の嫌いなところで
す。近くにお店が無くても、せめてバスなどの無料送
迎や割引などで、交通機関を充実させるといいのでは
ないでしょうか？

女性

女性

女性

男性

30歳代

30歳代

30歳代

60歳代

職業

無職

意見・要望

横手市

公共交通機関としてはバスがありますが、一日の運行
本数が激減し、ほとんど利用しなくなりました。商店
街にもいろんな商品があり小さい頃はよく買い物に
行っていましたが、現在は自家用車で買い物に行く
パート・
為、商店街などの駐車スペースの無い所には行きづら
アルバイト
く、どうしても郊外にある大きな駐車場のあるお店へ
行ってしまいます。商店街の近く、もしくは空き店舗
を更地にするなどして駐車スペースを作ってもらえる
と助かります。

横手市

団体職員

大手スーパーの進出があっても１年～数年で閉店し、
在来の店が閉店とダブルで買物する場所を失う状況が
あります。高齢者は地元の小店舗で主に買物をする事
が多いですし、仏、祝事の際には地元の店でなければ
揃わない商店もあります。公的な施設での調達は中小
店から購入する等してほしいです。一方、他県からの
客を見込んで、高速ＩＣ近くにアウトレットモールを
誘致し、ブランド物が安く買えるようにしてほしい。

その他

商店街の人たちもがんばっているので小売店で買物を
したいとは思いますが、駐車場が離れていたり無かっ
たりで、不便でついつい郊外の大型店に行ってしまい
ます。商店の人たちは「大型店でも大きな駐車場の端
の方に駐車する方がもっと不便でしょう」と言います
が、それは通用しない言い訳だと思います。一に駐車
場、二に品揃え、三に価格、・・・だと思います。あ
まりせまい道路だと駄目でしょうが、片側だけでも白
線内駐車可になるように出来れば余程違うかも知れま
せん。

湯沢市
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④ 若者定住・雇用対策について
性別

女性

男性

男性

女性

女性

年代

50歳代

30歳代

30歳代

20歳代

50歳代

市町村

大館市

上小阿仁村

秋田市

秋田市

男鹿市

職業

意見・要望

大館市は若者が集う場所が少なすぎます。子供たちの
遊ぶ、レジャー施設もありません。都会のようにとま
パート・ では望みませんが、地元に若者を残す意味もありあら
アルバイト ゆる働く場、遊べる場をつくってください。（若者が
沢山いる＝子供も増える＝人口増加＝税増加）東北
ディズニーランドを作ってください よろしく！

公務員

注文、取り寄せをすれば地元でも物は揃えることがで
きると思うが、都市部の価格とくらべると高い買い物
になってしまうため、大型店でまとめ買いをしてしま
う。地元に働ける事業所がもっとあれば地元の商店も
潤うと思うが、ここ数年で倒産や撤退が相次ぎ、地元
経済が悪循環となっている。商店の振興やまちづくり
をするためにも、働く場を確保し、所得を上げること
が必要だと考えます。

学生

高校を卒業した後、就職や進学で秋田を離れる若者が
多いことが、秋田の商業の活性化に関係していないよ
うに一見見えるが大きく影響していると思う。遠回り
のように思えるかもしれないが、地元への雇用の拡大
が商業振興につながっていくと思われる。若者が地元
秋田で家庭を持ち生活していくことが、長期的に見た
秋田の町作り、商業振興への活性化となるであろう。
高齢者への優しいバリアフリー、買い物環境の整備を
していかなければならない。高齢者夫婦、または一人
用の分の食品類、生活用品なども考えなければならな
い課題であろう。今までのような目先の利益を考える
のではなく、長期的に考えていかなければならない。
急がば回れの精神を持つこと。

会社員

秋田は自然豊かだし空気もおいしいし、とても良いと
ころだと思います。私の誇りでもあります。ただ、若
い人、子供が遊べる施設や建物、ショッピングモール
等が市内に住んでいる私でも少ないと最近特に強く思
います。秋田は好きだけど「秋田は何もないから」と
いう理由で、他県に離れていく友人も少なくありませ
ん。自然は大切だし、守って行かなければなりません
が、もう少しにぎわう場所も必要だと思います。「何
もない」のも田舎の良さかもしれませんが、それが若
者が地元離れをしていく理由の一つでもあると切実に
思います。都会のようになることは望んでいません
が、もう少し若者の意見を取り入れて下さい。自然を
生かしながら楽しい街へ！いろいろ難しいとは思いま
すが、どうか検討して預けたら・・・。今後の秋田に
期待します。貴重なスペースをありがとうございまし
た。暑いですが頑張って下さい。

デパート、娯楽施設がなく、これが若い人が減ってい
パート・ く原因でもあると思います。何もない所でお金は回り
アルバイト ません。職場があってこそ、お金を使う事が出来ま
す。繁栄、活性化を期待しています。
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性別

女性

女性

男性

男性

女性

女性

年代

50歳代

60歳代

50歳代

50歳代

60歳代

30歳代

市町村

八郎潟町

由利本荘市

由利本荘市

職業

意見・要望

自営業

若い人たちが勤める会社、場所がなく、商店街に限ら
ず町全体がさびれていく感じがします。商業振興とい
う前に雇用を創ることが必要ではないかと思います。
秋田県には有数の温泉や夏は涼しく冬は雪が降るとい
うほかにない自然環境があるのですから、それを利用
した長期滞在型のリゾート施設の誘致を図ってみては
いかがでしょうか。できればその場しのぎでない高級
感のある方がいいと思います。商店街はシャッターが
下りたままで商店街というのに雑草の生えているとこ
ろさえあります。残った店が頑張っているのに隣の
シャッターは錆びついているというのでは、みすぼら
しく感じてしまいます。店を閉じたら何年か後には
シャッターを撤去するとか店の前の美化を義務付ける
とか対策が必要ではないでしょうか。

会社員

職場が少ない為、子供達は家を出て他市・県に行かざ
るを得ません。活気のある町、未来の見える町、子供
から老人まで楽しく過ごせる町になるには、すべて企
業が活性化できる様に行政がより積極的に誘致活動を
し人口を増やし、ふるさとに残って生涯を送れるよう
に進める事こそすべての活性化につながると思いま
す。あと、合併した市町村に不公平感が大変渦巻いて
おります。計画性を見える形で表すことが必要です
（公平であるならば）。

会社員

老人施設が急激に増え片寄ってきたきた感じです。昔
からある商店街も衰退。ただお客さんが来るのを待つ
ばかりでなく、商店街行きの無料バスなど、市や県に
も協力していただいて街の中の活性化に力を入れ、若
い人達の雇用の確保や働く場所の提供を、行政が率先
してよいアイデアを出してほしいと思います。この調
査が生きるように勉強して下さい。

大仙市

商品の品揃えは十分だし、なければ注文すれば何でも
手に入る時代なので最高です。それよりも問題なの
パート・ が、そのものを買うお金の問題です。店舗の誘致より
アルバイト も企業の誘致をお願いします。働くところがない事に
は、商品を手に入れる事はできません。よろしくお願
いします。

横手市

無職

人口の減少によって、市町村の合併、学校の統合と、
時代は変わりました。かつて賑わった村や町の店は今
は閉め、人々とのつながり、暖かさが失われ淋しい限
りです。秋田を活性化する第一の根本は、若者を受け
入れる器が小さいと思います。若い人達が喜んで働け
る場所、それこそが大きな輪となり、元気な秋田にな
ると思います。他県に比べてなぜ給料が安いのでしょ
うか？秋田を離れ就職した人達が帰って来るにも、そ
れが一番の問題だと言っております。

公務員

実際のところ、行政が地元を盛り上げていくような市
民の目線になり、企業誘致しているか疑問である。ま
た、将来地元を支えていかなければならない若者世代
に積極的に意見を聞き、なにが足りないかなど情報収
集し、町全体が活気づくようにしてほしい。レジャー
とまではいかなくても、若者向けの娯楽のない町は若
者にとってかわいそうだし、休日どうやって過ごすか
何もなくて（選択肢）悩む人は多いと思う。

湯沢市
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⑤ その他
性別

女性

女性

男性

男性

男性

年代

40歳代

50歳代

50歳代

30歳代

50歳代

市町村

鹿角市

鹿角市

鹿角市

大館市

北秋田市

職業

専業主婦

意見・要望
鹿角市内では食料品以外買いたいものがありません。
わくわくするようなショッピングが楽しめる街ではあ
りません。人口が減っていくのには無理もありませ
ん。休日には必ず弘前や盛岡へ高速道路を使って出か
け、買い物をし、食事する生活パターンです。魅力あ
る街づくりを急がなければ近い将来、限界集落になる
だろうと思っています。

大型店の市内への進出が少なくありません。市民に
とってはうれしい事なのでしょうが、その分地元の商
店街の売り上げが減り、商店街の空洞化へとなってい
パート・ くのだと思います。大型店と地元の商店街が両立でき
アルバイト るよう、知恵を出して行政の方に頑張っていただき、
市の発展に努めてほしいです。また、市民があまり望
まない箱もの、その他無駄な施設は建設しないでくだ
さい。

会社員

そこに行けばゆっくりと買い物が出来る街づくり（1日
いてもよい場所）飲食店、衣類、娯楽等、もちろん駐
車場を含めたものを。他に文化圏、スポーツ施設、医
療等点在することなく道路整備を図り、大きな意味で
のモール街が必要と思います。地元の知恵とそれを
フォローする行政の一体化が感じられない。観光地で
ある場所なのに外貨を得て地元に還元の精神を。消費
者目線に立って、立案、実行を。

会社員

大館市から車で弘前１時間、盛岡１時間４５分、青森
市・秋田市約２時間、平日ならともかく、土日祭日は
やはり郊外に行っている人が多い。品ぞろえ、価格
等、とても地元では比較にならないと思う。郊外は全
体に若いイメージで町もきれいに見える。でも買い物
以外では、とても住みやすい町だと思う。

会社員

私はまだ体力的には心配ないが、年寄りの方は買い物
は不便と思われます。町内の商店街を活気あるものに
しないと、シャッター通りが多くて市内の空洞化が進
むと思います。近年大病院も郊外へ移り、閑散の拍車
がかかったようです。大企業とタイアップした街づく
り、郊外店ならばアクセスの改善を考えたらいかがと
思います。町のほぼ中心に人の集まる場所があると良
いかと思います。病院、スーパー（テナント）、子供
の遊ぶ場所など、企業の手を借りて便利な街づくりを
考えてください！！

男性

50歳代

北秋田市

会社員

行政と民間（商業）との考え方、進め方のギャップは
大きいです。行政主導ではなく、多種多様な意見を統
合して、地域活性化に努力していただきたい。特にわ
が県は、他県と比較して全てで遅れていると痛切に感
じています。

女性

70歳代

能代市

専業主婦

最盛期の人口が半分に減少している時、中心市街地の
活性化を重点施策にしているのはどうかと思う。

女性

60歳代

三種町

専業主婦

数十年前よりはずっと便利になり、ありがたく思って
ます。今は満足しています。

男性

40歳代

八峰町

会社員

既存の商業だけでなく、より起業しやすい環境を行政
がどうアシストしているのか？をもっと宣伝すべきで
はないかと思います。

Ⅳ－24

性別

女性

女性

女性

男性

女性

年代

40歳代

30歳代

30歳代

60歳代

30歳代

市町村

職業

意見・要望

秋田市

市街地からかなり離れた場所に住んでいるため、交通
手段は自家用車しかありません。バスや電車を利用し
たくても最寄りのバス停、駅までの距離があるので日
頃から不便を感じております。40年同じ地域で暮らし
てきましたが、調整区域という事もあり特に目立った
パート・ 発展も無く、住みづらいという理由から（通勤、通
アルバイト 学、買い物等）若い世代の人たちが離れていく傾向が
あります。秋田市中心部、市街地だけ発展、活性化を
進めるのではなく、市街地以外の地域にも目を向けて
ほしいと思います。秋田の風土、特色を生かしながら
正しい商業振興や街づくりを進めてほしいと思いま
す。

秋田市

会社員

秋田市に来て五年経ちます。以前は仙台に住んでいま
した。仙台では交通量は多いのですが、あまり不安な
く運転できていましたが、秋田に来てからは運転に不
安が多くなかなか市内へ行こうと思いません。（一車
線なのに車が二台並んでいたり、一方通行が多かった
り、秋田ルールなのでしょうか？？）お祭りのときで
も空き地があるのに駐車スペースにしないなど、効率
が悪いように思えます。加え、行政に関しないと思う
のですが、お店の店員さんの対応が良くないところが
多いような気がします。あまり気持ちよく買い物出来
ません。個人的に言えばよいのでしょうが・・・。今
回はこのような意見を言える機会をいただきありがと
うございました。大変な仕事だと思います。頑張って
下さい。

会社員

中央地区を盛り上げようとしているのは、それを望ん
でいる人がいるかもしれませんが、秋田県内では車移
動がほとんどですので、駐車場無料の大型店が増えた
方が便利だと思います。大型店ができると雇用も増え
ますし、昔にこだわらずもっと若い人の意見を取り入
れて街作りに取り組んだ方がいいと思います。いい所
は残していくことも大事だと思いますが、行政が高い
お金を投資して本当に県民が望んでいることをやろう
としているのか疑問に思います。

その他

調査の意図はなんとなく理解できるが、町（街）づく
りの上で、ゾ－ニング等の都市計画に対する行政の無
策が今になって、少子高齢化、人口減少等ずっと以前
から予測可能な事が場当たり的対処としか思えず、中
長期のビジョンが見えない。

専業主婦

私は神奈川県出身で、秋田出身の夫と結婚して秋田市
に住むことになりました。まず一番に感じたことは
「車のマナーの悪さ」です。横断歩道に人がいても止
まる車があまりにも少なくて本当にビックリしまし
た。お年寄りや子供でさえ急いで申し訳なさそうに渡
る姿を見て悲しくなりました。秋田は自然も多くとて
も素敵な所だと思いますが、私と同じように県外から
旅行や転勤で来た人たちは、秋田の良い所を知る前に
この車のマナーに気を悪くするでしょう。良い街を作
るならば、まずは安心して歩ける車社会を作るべきだ
と心から思います。自分本位な人が多い街に行きたい
という人はいないはずです。他の人に優しい街は、自
然と人が集まると思います。跡地に何を作るかの前
に、まずは何とか車のマナーを良くしていってくださ
い。私たち家族の力だけでは良くならないので。切に
願います。

秋田市

秋田市

秋田市

Ⅳ－25

性別

男性

男性

年代

60歳代

60歳代

市町村

秋田市

職業

無職

五城目町

アンケートの結果や意見で行政が変われるのかしら？
商店街はシャッター通りになってしまっています。で
もシャッターの奥に人はいます。それで、固定資産税
を少し安くする代わりにシャッターを開けて貰ってみ
てはいかがでしょう。少し明かりをともし、季節の飾
りなどしてもらって…

30歳代

八郎潟町

無職

男性

50歳代

井川町

会社員

女性

40歳代

大潟村

会社員

女性

20歳代

50歳代

近隣にスーパーや産直の道の駅等があり、車で行ける
こともあり楽しみながら買い物をしている。しかし、
近所では高齢者や車を持ってない方等もおり、生協を
利用するなど自宅配達に移行している方が増えている
ようです。それに伴い、自宅にひきこもり傾向と地域
社会との関わりが少なくなるように感じられるのでコ
ンビニ等がほどよい距離に出店されているので、地域
の方々の「憩いの場」的要素を期待することから、日
常食料品、鮮魚等品数を多く、そして安価であり、そ
して雑談できるサロンの設置等を要望したい。経験な
く難しいと思うが、今のような事で出掛け、まとめ買
い方法も変化していくものと考えられる。

五城目町の商業（商業だけではなく）は根本から考え
なくてはならないと思います。ただ昔（朝市）に拘れ
るだけでなく将来を見て街の職場の状況、年齢層など
から、商店単独でなく、病院（湖東）、商店、いろい
農林水産業 ろな施設を商店街の中心と同じところに作る。それに
朝市を結び付けたら良いと思います。このままでは五
城目の商店街はなくなると思います。直売所も商店も
湖東全体を考えなくては共倒れの繰り返しになると思
います。県の指導を願います。ご苦労さまです。

男性

女性

意見・要望

にかほ市

大仙市

店を廃業や撤退される場合は、店舗や敷地の整理をキ
チンとして頂きたい。廃墟や雑草、サビていく店舗を
目にすると切ない気持ちにされてしまうので。
買い物弱者に対する対応、情報など、もっと積極的に
県民に伝えてほしい。

その他

年中無休のお店が多く助かる反面、そこで働く人の子
どもは休日保育等を利用し親と子の触れ合う時間が少
ないように感じる。元旦まで店をあける必要はないの
ではと思う。

会社員

年々過疎化が進んでいる秋田県ですが、まちづくりに
しても、全てにおいて行政に携わる人達が、各地域に
直接足を運び、意見・要望を聞き対処する事も大事と
思う。

Ⅳ－26

性別

年代

市町村

職業

意見・要望

女性

60歳代

大仙市

自営業

新しいバイパスができるたびに思う事は、また小さな
町の商店が一つなくなってしまうなあということで
す。公務員から商店に嫁に来て３５年たちますが、当
店のまわりのほとんどの店はシャッターをおろし、カ
レー粉一つ買うにも車で何分もかかる大型店に行かな
ければなりません。私どもは家族だけでやっている小
さな商店ですがお年寄りのお客様にご注文いただいた
品物については、取扱いのない物でもなんとかお出し
できるように努力しております。この国はいったいど
うなってしまうのでしょうか、行き場を失ったご近所
のお年寄りが毎日のようにたくさん集まってお茶のみ
をしておりますが、この店だけでもなんとかつぶさな
いで頑張ってほしいと言って下さいます。いつまで頑
張れるか本当は自信のない日々です。今日も隣町では
バイパス工事が急ピッチで進められています。

男性

60歳代

大仙市

無職

市町村の合併後、市の中心部の開発・発展は目につく
が、旧町村部が遅れているような気がする。

無職

今住んでいる町並みは、無人の家が増えだし解体が続
いています。歯が欠けていくように、更地になってき
ています。人口が少なくなり、店もやっていけなくな
り閉めざるを得なくなりました。どんな方法があるの
でしょうか？本気で考えていかないと、老人は生きて
いけなくなると思います。行政が出来ることは、どん
なことなのか今のところ分かりません。

自営業

このままいけば今よりもどんどん郊外型が進んでしま
う。強制集客要素の金融機関、病院、役所等が街のど
真ん中に建てるよう行政のお力でぜひ誘導して頂きた
い。

男性

女性

60歳代

40歳代

美郷町

仙北市

男性

40歳代

湯沢市

自営業

市町村合併後に湯沢市になった地域に住んでいます
が、商業に限らず産業が衰退しているように思いま
す。私は自営業をしていて合併前は市の仕事も少しさ
せていただいていましたが、本庁舎中心になった現在
は市の仕事は全くありません。おそらくこのような事
業主の方が、結構いらっしゃるのではないかと思いま
す。中心地の開発等も重要かもしれませんが、地方も
ある程度活性化しなければ、市そのものの活性化はな
いと思います。私は休みの日には子供を連れて公園な
ど遊びに行きその後買い物をして帰ることが多いので
すが、湯沢市にはあまり子供が楽しめる公園施設が少
ない気がします。子供を連れて出かけて楽しいと思う
町になれば人が集まり活性化してくるのではないで
しょうか、そこが難しいところではあると思います
が.... 行政の方々もいろいろ努力はされていると思い
ますが、これからさらなる取り組みを期待します。

男性

40歳代

羽後町

会社員

何を望むかと問われれば「良くわからない」というの
が実感です。
人が集まる所はそれなりの魅力があるから集まる。
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