
 

 

 

           

           

         

 

 

湯沢市では、平成29年３⽉に「第２次湯沢市総合振興計画」を策定し、「⼈のつながりで

磨かれる、 熱
エネルギー

あふれる美しいまち」の実現に向け、様々な取り組みを進めています。 

市が⾏っている施策について、市⺠の皆様のお考えを伺い、幅広いご意⾒等を今後のま

ちづくりや施策⽴案等の参考とさせていただくため、「市⺠満⾜度調査」を実施することと

しました。 

お忙しいところ誠に恐縮ではございますが、趣旨をご理解いただき、回答にご協⼒くだ

さいますようお願いします。 

湯沢市⻑ 鈴 ⽊ 俊 夫 

 

【ご留意いただきたい事項】 
●本アンケート調査は、平成30年７⽉１⽇現在、湯沢市にお住まいの15歳以上の⽅の中か

ら、無作為に抽出したほか、「湯沢市若者や⼥性が輝くまちづくり推進条例」により、若

者の抽出者数を補正し、全体で1,400⼈の⽅々に送付しています。 

●⽒名や住所を記⼊する必要はありません。また、回答結果は統計的に処理するため、記

⼊者が特定されることはありません。 

●ご本⼈様がご病気・⻑期不在などで回答できない場合は、代理の⽅が記⼊してください。 

【ご回答期限】 

ご記⼊いただいたアンケートは同封の返信⽤封筒に⼊れて、 

 ポストに投函してください。 

（切⼿や差出⼈記名は不要です） 

 

【お問合せ先】 
湯沢市 総務部 企画課 企画政策班 

電話 0183-73-2113 ／ FAX 0183-73-2117 

E メール kikaku@city.yuzawa.lg.jp 

 



 回答していただくあなたご自身について、お伺いします。 

（それぞれ、該当する番号に１つずつ○を付けてください） 

問１ あなたの性別をお聞かせください。 

１． 男性 ２． 女性 

問２ あなたの年齢をお聞かせください。 

１． １０歳代 ２． ２０歳代 ３． ３０歳代 ４． ４０歳代 

５． ５０歳代 ６． ６０歳代 ７． ７０歳以上 

問３ あなたがお住まいの地域をお聞かせください。 

１． 湯沢地域 ２． 稲川地域 ３． 雄勝地域 ４． 皆瀬地域 

問４ あなたの職業をお聞かせください。 

１． 農林業 ２． 自営業 ３． 会社員 ４．公務員・団体職員 

５． 家事専業 ６． パート・アルバイト ７． 高校生 ８．大学生・専門学生 

９． 無職 10. その他

問５ あなたの世帯をお聞かせください。 

１． 単身 ２． 夫婦 ３． 
多世代世帯 

（２世代、３世代等） 
４． その他 

問６ あなた自身も含めて、同居するご家族についてお聞かせください。 

   （当てはまる番号にすべて○をつけてください。当てはまる家族がいない場合、記入不要です。） 

１． 15 歳未満の子どもがいる ２． 65 歳以上の方がいる 

３． 障がいのある方がいる ４． 介護が必要な方がいる 

問７ あなたの出身地をお聞かせください。 

１． 生まれてからずっと湯沢市に住んでいる ２． 市外に転出し、戻ってきた 

３． 県内（他市町村）の出身 ４． 県外の出身 

1



定住に関することについて、お伺いします。 

問８ あなたは、湯沢市を住みやすいまちだと思いますか。 
（あなたの考えに一番近いものを１つ選び、番号に○を付けてください） 

１． 住みやすい ２． どちらかといえば住みやすい 

３． どちらかといえば住みにくい ４． 住みにくい 

問９ あなたは、湯沢市に愛着や誇りを持っていますか。 
（あなたの考えに一番近いものを１つ選び、番号に○を付けてください） 

１． 持っている ２． どちらかといえば持っている 

３． どちらかといえば持っていない ４． 持っていない 

問 10 あなたは、今後も湯沢市に住みつづけたいと思いますか。 
（あなたの考えに一番近いものを１つ選び、番号に○を付けてください） 

１． ずっと住みつづけたい ⇒問 12 へ 

２． 進学や転勤で一旦は離れても、いずれは戻って住みつづけたい ⇒問 12 へ 

３． 将来的に他のところに移りたい ⇒問 11 へ 

４． すぐにでも他のところに移りたい ⇒問 11 へ 

問 11 問 10 で「３．将来的に他のところに移りたい」、「４．すぐにでも他のとこ

ろに移りたい」を選択された方にお聞きします。次の中から移りたい理由を全て選

んで、番号に○を付けてください。 

１． 働く場所が少ない、希望する仕事がない ２． 交通の便がよくない 

３． 商業施設が充実していない ４． 教育・文化施設が充実していない 

５． 子育てがしにくい ６． 高齢者や障がいのある人が暮らしにくい 

７． 近所付き合いがしにくい ８． 自然環境や景観がよくない 

９． その他（      ） 
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 ここからは、市の施策について、お伺いします。  
問12から問16について、主な取組内容を参考にしていただき、満足度１～５の中からあなたの考えに一番近

いものを１つ選び、番号に○を付けてください。また、それぞれの分野の中で今後さらに力を入れるべき施策

を１つまたは２つ選び、「施策番号」を記入してください。 

施策番号１ 市民が主役のまちづくりの推進 
 地域の方々が主体的に取り組むまちづくり活動への支援やまちづくりの中心となる人材の育成など、「市民

が主役のまちづくりの推進」に取り組んでいます。この施策に対し、あなたはどのくらい満足（評価）していますか｡ 

現状の「満足度」（評価）について、あなたのお考えにもっとも近い番号に○をつけてください。 

１．満足 ２．やや満足 ３．どちらともいえない ４．やや不満 ５．不満 

●主な取組内容

・地域自治組織等に対する活動支援 

・まちづくりコーディネーターの育成 

・共助（助け合い）による除排雪作業への支援 

・道路の破損や街灯の故障など、まちの問題をスマートフォンなどから投稿

するサービス（まちもんゆざわ）の提供 

・協働のまちづくり研修会の開催 

施策番号２ 年齢や性別に関わらず、誰もが活躍できるまちづくりの推進 
 若者等が企画するイベントの支援や、女性の社会参画機会の確保など、「年齢や性別に関わらず、誰もが

活躍できるまちづくりの推進」に取り組んでいます。この施策に対し、あなたは、どのくらい満足（評価）していま

すか。 

現状の「満足度」（評価）について、あなたのお考えにもっとも近い番号に○をつけてください。 

１．満足 ２．やや満足 ３．どちらともいえない ４．やや不満 ５．不満 

●主な取組内容

・若者、女性が主催するイベント開催の助成 

・女性活躍推進フォーラムの開催 

・男女共同参画相談窓口の設置  

・各種会議等における若者、女性の参画推進 

・若者や女性が輝くまちづくり推進協議会の開催 

・高校生「一日市長」体験の実施 

 

「男女共同参画社会」の認知度についてお伺いします。 

「男女共同参画社会」 1という言葉を知っていますか。 

または聞いたことがありますか。 

どちらかの番号に○を付けてください。 

１． 
知っている 

聞いたことがある 
２． 

知らない 

聞いたことがない 

1  男女がお互いを尊重し合い、性別にかかわらず個性と能力を十分に発揮し、喜びや責任を分かち合うことができる

社会のこと。 

まちもんゆざわ 

女性活躍推進フォーラム 

「キラリ☆フォーラム」 

◆問 12 市民協働・広報について 
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施策番号３ 情報発信力の強化 
 広報紙をはじめ、様々な手段を活用して、市の情報や魅力を発信しているほか、市民ボランティアによる

SNS 配信チーム（ゆざわ PR 隊）を結成し、市内の新たな魅力や埋もれた魅力を PR するなど、「情報発信力

の強化」に取り組んでいます。この施策に対し、あなたは、どのくらい満足（評価）していますか。 

現状の「満足度」（評価）について、あなたのお考えにもっとも近い番号に○をつけてください。 

１．満足 ２．やや満足 ３．どちらともいえない ４．やや不満 ５．不満 

●主な取組内容

・広報紙の発行 

・ホームページやフェイスブック等による市の情報やイベントのお知らせ 

・「FM ゆーとぴあ」による行政情報の発信 

・市民広報員（ゆざわ PR 隊）の育成 

・あきたふるさと手作り CM 大賞への参加 

・県外に住む市出身者への市情報配信サービス（湯沢市つながるメール） 

の提供 

「問 1２ 市民協働・広報」分野のうち、今後さらに力を入れてほしい施策を１つ選び、

施策番号を記入してください 

市民協働・広報の分野について、ご意見やご提案がありましたらお聞かせください。 

ゆざわ PR 隊によるフェイスブック記事 
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施策番号１ 生活困窮者と障がい者の自立支援 
 生活困窮者に対する自立・就労支援や、障がい者の社会参加・就業機会の確保など、「生活困窮者と障

がい者の自立支援」に取り組んでいます。この施策に対し、あなたはどのくらい満足（評価）していますか。 

現状の「満足度」（評価）について、あなたのお考えにもっとも近い番号に○をつけてください。 

１．満足 ２．やや満足 ３．どちらともいえない ４．やや不満 ５．不満 

●主な取組内容

・民生委員活動費の補助  ・生活困窮者の自立、就労の支援 

・障害者施設の運営費負担 ・障がい者に対する交通費の助成 

・相談支援センターの設置   ・社会福祉協議会の活動支援 

 

施策番号２ 結婚から妊娠・子育てまでの支援の充実 
 結婚を希望する方への出会いのきっかけづくりのほか、子育て相談の充実や会員制の子どもの一時預かり

など、「結婚から妊娠・子育てまでの支援の充実」に取り組んでいます。この施策に対し、あなたは、どのくらい

満足（評価）していますか。 

現状の「満足度」（評価）について、あなたのお考えにもっとも近い番号に○をつけてください。 

１．満足 ２．やや満足 ３．どちらともいえない ４．やや不満 ５．不満 

●主な取組内容

・結婚、出産の祝い品贈呈  ・出会い、子育てイベントの開催 

・児童手当の給付       ・子育てサポーターの育成 

・結婚に伴う引っ越し費用等に対する助成  ・不妊治療費の助成 

 

小学校入学前のお子さんがいる保護者の方のみお答えください。  

託児を頼める人（親類・友人など）がいますか。どちらかの番号に○を付けてください。 １．いる ２．いない 

施策番号３ 保育所・幼稚園等の充実と放課後児童の健全育成 
 保育所・認定子ども園の延長保育等の費用補助や、放課後児童クラブの運営など、「保育所・幼稚園等

の充実と放課後児童の健全育成」に取り組んでいます。この施策に対し、あなたは、どのくらい満足（評価）し

ていますか。 

現状の「満足度」（評価）について、あなたのお考えにもっとも近い番号に○をつけてください。 

１．満足 ２．やや満足 ３．どちらともいえない ４．やや不満 ５．不満 

●主な取組内容

・保育所、幼稚園等の運営支援 

・障がい児保育、病後児保育、一時預かり事業の費用補助 

・放課後児童クラブの開設、運営  

・認定こども園の防犯対策強化に対する補助 

生活困窮者総合相談 

窓口案内チラシ

出会い・子育てわくわくフェスタ 

◆問 1３ 健康・医療・福祉について 

子育て支援総合センター「すこやか」 
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施策番号４ 心身の健康を保つ活動の充実 
 健診の実施や人間ドック等の費用助成のほか、自殺予防対策の促進など、「心身の健康を保つ活動の充

実」に取り組んでいます。この施策に対し、あなたは、どのくらい満足（評価）していますか。 

現状の「満足度」（評価）について、あなたのお考えにもっとも近い番号に○をつけてください。 

１．満足 ２．やや満足 ３．どちらともいえない ４．やや不満 ５．不満 

●主な取組内容

・各種健診の実施 ・訪問型保健指導の実施 

・地区巡回健康講話の実施  ・特定健診受診の啓発 

・自殺予防講演会の開催    ・人間ドックの助成  

 

施策番号５ 充実した長寿生活の実現 
 高齢者の社会参加と生きがい・健康づくりの推進のほか、福祉除雪・配食サービス等の在宅生活の支援な

ど、「充実した長寿生活の実現」に取り組んでいます。この施策に対し、あなたは、どのくらい満足（評価）して

いますか。 

現状の「満足度」（評価）について、あなたのお考えにもっとも近い番号に○をつけてください。 

１．満足 ２．やや満足 ３．どちらともいえない ４．やや不満 ５．不満 

●主な取組内容

・介護サービス等の費用負担 

・65歳以上の方を対象とした入浴料金の助成 

・老人クラブ活動費の補助   ・介護予防、認知症サポーターの養成 

・一人暮らし高齢者等への雪下ろし費用の助成 

・寝たきり、介護予防教室の開催（元気アップ教室） 

施策番号６ 地域医療体制の確立と経済的負担軽減 
 皆瀬診療所の運営や雄勝中央病院の医師確保対策のほか、高額療養費制度等の医療保険制度の健

全な運営など、「地域医療体制の確立と経済的負担軽減」に取り組んでいます。この施策に対し、あなたは、

どのくらい満足（評価）していますか。 

現状の「満足度」（評価）について、あなたのお考えにもっとも近い番号に○をつけてください。 

１．満足 ２．やや満足 ３．どちらともいえない ４．やや不満 ５．不満 

●主な取組内容

・国民健康保険等の療養費負担 ・福祉医療（マル福）の給付 

・がん検診の費用助成          ・定期予防接種の実施 

・産科医等に対する分娩手当の支給 

・雄勝中央病院の臨床研修医に対する研修資金貸与 

 

「問 1３ 健康・医療・福祉」分野のうち、今後さらに力を入れてほしい施策を２つ

選び、施策番号を記入してください。 

健診後の指導の様子 

介護予防教室 

雄勝中央病院 
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健康・医療・福祉の分野について、ご意見やご提案がありましたらお聞かせください。 
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施策番号１ 産業を支える土台づくり 
 農地の整備事業や再造林の支援を行うほか、地場産業の原材料確保、後継者育成など、「産業を支える

土台づくり」に取り組んでいます。あなたは、この施策に対し、あなたは、どのくらい満足（評価）していますか。 

現状の「満足度」（評価）について、あなたのお考えにもっとも近い番号に○をつけてください。 

１．満足 ２．やや満足 ３．どちらともいえない ４．やや不満 ５．不満 

●主な取組内容

・農地整備（ほ場整備）事業の推進  ・有害鳥獣被害対策活動の促進 

・農道、水路の改良工事   ・中山間地域における農業生産活動の支援 

・伝統工芸品の販売展示会の開催  ・商工会議所等への事業支援 

 

施策番号２ 付加価値と競争力の高いものづくりの推進 
 農作物等のブランド化や地域産材（木材）の活用促進企業の販路拡大支援など、「付加価値と競争力の

高いものづくりの推進」に取り組んでいます。あなたは、この施策に対し、どのくらい満足（評価）していますか。 

現状の「満足度」（評価）について、あなたのお考えにもっとも近い番号に○をつけてください。 

１．満足 ２．やや満足 ３．どちらともいえない ４．やや不満 ５．不満 

●主な取組内容

・地熱水を活用した香草類（パクチー、葉物等）などの実証栽培 

・ブランド米作付面積の拡大支援 

・地域産材（木材）を活用した住宅建築の促進 

・先駆的な産業振興活動等に挑戦する企業等への支援 

・企業の設備投資等にかかる資金の円滑化（利子補給など） 

施策番号３ 経営戦略の強化による「稼ぐ力・売る力」の向上 
 高品質で収益性の高い農作物の安定供給体制を支援するほか、中小企業の支援や地域特産物の販路

拡大など、『経営戦略の強化による「稼ぐ力・売る力」の向上』に取り組んでいます。あなたは、この施策に対し、

どのくらい満足（評価）していますか。 

現状の「満足度」（評価）について、あなたのお考えにもっとも近い番号に○をつけてください。 

１．満足 ２．やや満足 ３．どちらともいえない ４．やや不満 ５．不満 

●主な取組内容

・農業の生産拡大に伴う施設、設備、機械等の導入費補助 

・特産農産物（さくらんぼ、三関せり等）、酒造好適米の PR 強化と販路開拓 

・革新的な事業展開を図る企業に対する新商品開発、販路開拓等の支援 

・「稲庭うどん」を核とした各種事業を展開する民間活動への支援 

◆問 14 産業について 

品質日本一の三関さくらんぼ 

地熱活用水耕ハウスでのパクチー栽培 

川連塗りフェア 
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施策番号４ 湯沢市への呼び込みとにぎわいの創出 
 県外での観光キャンペーンや七夕まつり・犬っこまつり等イベント開催への支援のほか、商店街活性化に関

する補助金の交付など、「湯沢市への呼び込みとにぎわいの創出」に取り組んでいます。あなたは、この施策

に対し、どのくらい満足（評価）していますか。 

現状の「満足度」（評価）について、あなたのお考えにもっとも近い番号に○をつけてください。 

１．満足 ２．やや満足 ３．どちらともいえない ４．やや不満 ５．不満 

●主な取組内容

・観光パンフレットの作成、観光情報誌への広告掲載 

・観光キャンペーンの実施、各種観光イベント開催に対する補助 

・首都圏での物産販売や観光ＰＲイベントの開催 

・市外団体が市内で合宿等を行う際の宿泊費補助 

・中心市街地の空き店舗の活用に対する支援 

 

施策番号５ 観光客の受入環境の整備・充実と観光推進団体の体制強化 
 観光施設の維持管理のほか、観光物産団体の組織体制を確立するための支援など、「観光客の受入環

境の整備・充実と観光推進団体の体制強化」に取り組んでいます。あなたは、この施策に対し、どのくらい満

足（評価）していますか。 

現状の「満足度」（評価）について、あなたのお考えにもっとも近い番号に○をつけてください。 

１．満足 ２．やや満足 ３．どちらともいえない ４．やや不満 ５．不満 

●主な取組内容

・小町の郷公園、とことん山等観光施設の管理、運営 

・観光乗合タクシー「こまちシャトル」の運行 

・近隣自治体とのインバウンド（訪日外国人）向け周遊・滞在型商品の企画 

・外国語パンフレットの作成 

・観光物産団体に対する活動支援 

施策番号６ 全ての産業における次世代を担う人材の確保・育成 
 農林業の担い手や地場産業の後継者を確保・育成するため、技術取得等の支援のほか、首都圏から湯

沢市に移り住む方を地域おこし協力隊として委嘱するなど、「全ての産業における次世代を担う人材の確保・

育成」に取り組んでいます。あなたは、この施策に対し、どのくらい満足（評価）していますか。 

現状の「満足度」（評価）について、あなたのお考えにもっとも近い番号に○をつけてください。 

１．満足 ２．やや満足 ３．どちらともいえない ４．やや不満 ５．不満 

●主な取組内容

・青年農業者を対象とした育成セミナーの開催 

・新規就農者への経営開始費用の補助  ・学校農園の開設 

・担い手への農地集積の推進   

・農業経営所得の安定に向けた補助金の交付  

 

東京・神田で開催される秋田湯沢七夕絵どうろうまつり 

観光乗合タクシー「こまちシャトル」チラシ 

農業資源活用セミナー 
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施策番号７ 就労機会の拡充と革新的な企業・創業の支援 
 企業誘致の促進や雇用のミスマッチ解消を図るとともに、市内における起業・創業の支援など、「就労機会

の拡充と革新的な企業・創業の支援」に取り組んでいます。あなたは、この施策に対し、どのくらい満足（評価）

していますか。 

現状の「満足度」（評価）について、あなたのお考えにもっとも近い番号に○をつけてください。 

１．満足 ２．やや満足 ３．どちらともいえない ４．やや不満 ５．不満 

●主な取組内容

・企業説明会の開催      ・企業誘致活動の推進 

・起業セミナーの開催 

・起業者に対する融資の円滑化 

・クラウドソーシング 2を活用した在宅ワーカーの育成支援 

・起業者やフリーランス 3の活動の拠点となるコワーキングスペース 4の整備 

「問 14 産業」分野のうち、今後さらに力を入れてほしい施策を２つ選び、施策

番号を記入してください。 

産業の分野について、ご意見やご提案がありましたらお聞かせください。 

2 インターネット上で仕事を発注・受注できる方法で、時間や場所に捉われない新しい働き方のこと。
3 会社や団体などに所属せず、仕事に応じて自由に契約する人のこと。
4 事務所スペース、会議室、打ち合わせスペースなどを共有しながら独立した仕事を行う共働ワークスタイル。

在宅ワーカー育成セミナー 
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施策番号１ 農山村交流及び国際交流の活性化 
 様々な地域や団体との交流を通じて地域の魅力を感じてもらうとともに、地域への愛着心を育むため、都

市農村交流や友好都市等との国際交流を行うなど、「農山村交流及び国際交流の活性化」に取り組んでい

ます。あなたは、この施策に対し、どのくらい満足（評価）していますか。 

現状の「満足度」（評価）について、あなたのお考えにもっとも近い番号に○をつけてください。 

１．満足 ２．やや満足 ３．どちらともいえない ４．やや不満 ５．不満 

●主な取組内容

・グリーンツーリズム 5の推進 

・ドイツ･ジークブルク市との相互交流 

・国際交流に関する各種団体活動の後援 

・首都圏の消費者と市内農業者の交流促進 

施策番号２ ジオパークの普及促進と調査・研究の支援 
 ジオパークの普及・啓発活動やジオパークを対象とした学術調査・研究活動を支援するなど、「ジオパーク

の普及促進と調査・研究の支援」に取り組んでいます。あなたは、この施策に対し、どのくらい満足（評価）して

いますか。 

現状の「満足度」（評価）について、あなたのお考えにもっとも近い番号に○をつけてください。 

１．満足 ２．やや満足 ３．どちらともいえない ４．やや不満 ５．不満 

●主な取組内容

・ゆざわジオパークを題材とした学習活動の推進 

・ジオパークＰＲイベント、講演会の開催 

・研究機関と学生の交流事業（ジオパークカレッジ）の開催 

・ジオガイドの育成   ・学術調査研究費の支援 

 

施策番号３ 学校教育の充実 
 学習環境の整備や基礎的学習の充実のほか、ふるさと教育・キャリア教育等を推進するなど、「学校教育

の充実」に取り組んでいます。あなたは、この施策に対し、どのくらい満足（評価）していますか。 

現状の「満足度」（評価）について、あなたのお考えにもっとも近い番号に○をつけてください。 

１．満足 ２．やや満足 ３．どちらともいえない ４．やや不満 ５．不満 

●主な取組内容

・郷土への愛着を醸成するふるさと教育の推進  ・英検検定料の補助 

・各種大会への選手派遣費の補助 ・特別支援教育の充実 

・コミュニティスクール 6の推進  ・就学前の子どもへの教育相談の充実 

 

5 農山漁村地域において自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動のこと。 
6 地域住民が学校運営に参画することで、保護者や地域住民等と協働で「地域とともにある学校づくり」を進めること。

◆問 15 教育・生涯学習・ジオパークについて 

ジークブルク市からの訪問団

との交流会 

ゆざわジオパーク 

学習発表交流会 

ふるさと教育（絵どうろうづくり体験） 
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施策番号４ 生涯学習の推進 
 生涯にわたる学習機会を提供するため、出前講座やトレッキング・陶芸教室等を行うなど、「生涯学習の推

進」に取り組んでいます。あなたは、この施策に対し、どのくらい満足（評価）していますか。 

現状の「満足度」（評価）について、あなたのお考えにもっとも近い番号に○をつけてください。 

１．満足 ２．やや満足 ３．どちらともいえない ４．やや不満 ５．不満 

●主な取組内容

・放課後子ども教室(キッズステーション)の設置 

・外国籍市民を対象とした日本語教室の開設 

・生涯学習事業の充実     ・図書館の運営、読書活動の推進 

・家庭教育支援チームの活動支援  ・青少年健全育成の推進 

施策番号５ スポーツ活動の推進 
 学校体育施設の無料開放やスポーツ大会等の開催のほか、スポーツ関係団体を支援するなど、「スポー

ツ活動の推進」に取り組んでいます。あなたは、この施策に対し、どのくらい満足（評価）していますか。 

現状の「満足度」（評価）について、あなたのお考えにもっとも近い番号に○をつけてください。 

１．満足 ２．やや満足 ３．どちらともいえない ４．やや不満 ５．不満 

●主な取組内容

・スポーツ施設の管理運営        ・チャレンジデーの実施  

・七夕マラソン、市民総体等の開催 ・障がい者スポーツ交流大会等の開催 

・トップアスリート等による講演、スポーツ教室の開催 

・カンガルースクール（親子体操教室）や生きがい健康教室など各種運動教室 

の開催 

施策番号６ 文化の保護・継承・活用 
 市民が音楽に親しむ機会を増やすため、月イチコンサートを開催しているほか、文化財の保護・活用を推進

するなど、「文化の保護・継承・活用」に取り組んでいます。あなたは、この施策に対し、どのくらい満足（評価）

していますか。 

現状の「満足度」（評価）について、あなたのお考えにもっとも近い番号に○をつけてください。 

１．満足 ２．やや満足 ３．どちらともいえない ４．やや不満 ５．不満 

●主な取組内容

・サマーミュージックフェスティバル等の開催 

・クラシック、オーケストラなど文化会館自主事業の開催 

・歴史資料展示や文化財展の開催 

・雄勝郡会議事堂記念館など指定有形文化財の保護、維持管理 

・大名行列や番楽など無形民俗文化財の保存育成 

「問 15 教育・生涯学習・ジオパーク」分野のうち、今後さらに力を入れてほし

い施策を２つ選び、施策番号を記入してください。 

湯沢七夕健康マラソン 

サマーミュージックフェスティバル 

日本語教室 
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教育・生涯学習・ジオパークの分野について、ご意見やご提案がありましたらお聞かせください。 
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施策番号１ 防災危機対策の推進 
 消防施設等の整備と消防団の体制強化を図るほか、災害に備える対策を行うなど、「防災危機対策の推

進」に取り組んでいます。あなたは、この施策に対し、どのくらい満足（評価）していますか。 

現状の「満足度」（評価）について、あなたのお考えにもっとも近い番号に○をつけてください。 

１．満足 ２．やや満足 ３．どちらともいえない ４．やや不満 ５．不満 

●主な取組内容

・消防団員の訓練、研修の実施 

・自主防災組織に対する防災活動等への補助 

・災害用備蓄品の購入  ・消防施設及び資機材の整備 

・急傾斜地の崩壊対策 

・災害時等の情報伝達体制の整備 

 

施策番号２ 優れた自然環境の保全 
 マツ枯れ・ナラ枯れの被害拡大を防ぐ対策や河川への稚魚放流活動支援など、「優れた自然環境の保全」

に取り組んでいます。あなたは、この施策に対し、どのくらい満足（評価）していますか。 

現状の「満足度」（評価）について、あなたのお考えにもっとも近い番号に○をつけてください。 

１．満足 ２．やや満足 ３．どちらともいえない ４．やや不満 ５．不満 

●主な取組内容

・マツ林・ナラ林の伐倒 

・市有林の整備（新植、下刈り、除間伐等） 

・森林公園（市民の森）の維持管理  ・木育広場の設置 

・小学生等を対象とした森林学習の実施 

 

施策番号３ 安心な生活環境の構築 
 地熱をはじめとした再生可能エネルギーの活用推進のほか、住環境を快適にするため、ごみ処理や交通

安全・防犯対策など、「安心な生活環境の構築」に取り組んでいます。あなたは、この施策に対し、どのくらい

満足（評価）していますか。 

現状の「満足度」（評価）について、あなたのお考えにもっとも近い番号に○をつけてください。 

１．満足 ２．やや満足 ３．どちらともいえない ４．やや不満 ５．不満 

●主な取組内容

・家庭ごみの収集運搬処理  ・クリーンアップ活動に対する支援 

・ペレットストーブの導入に対する補助  

・地熱講演会の開催、地熱開発住民説明会の開催支援 

・防犯灯のＬＥＤ化 

・危険老朽空家の解体費助成 

◆問 1６ 防災・環境・都市基盤について 

湯沢市雄勝郡総合防災訓練 

親子で楽しむ里山あそび 

湯沢市地熱講演会 
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施策番号４ 計画的な土地利用と市街地整備の推進 
 都市計画道路の見直しや市営住宅の管理など、「計画的な土地利用と市街地整備の推進」に取り組んで

います。あなたは、この施策に対し、どのくらい満足（評価）していますか。 

現状の「満足度」（評価）について、あなたのお考えにもっとも近い番号に○をつけてください。 

１．満足 ２．やや満足 ３．どちらともいえない ４．やや不満 ５．不満 

●主な取組内容

・市営住宅の整備、維持管理 

・救急車退出路ゲートの維持管理 

・木造住宅の耐震診断、耐震改修工事費用に対する補助 

施策番号５ 公共交通の整備と利用促進 
 高齢者等の移動手段を確保するため、路線バスの運行補助や乗合タクシーの運行など、「公共交通の整

備と利用促進」に取り組んでいます。あなたは、この施策に対し、どのくらい満足（評価）していますか。 

現状の「満足度」（評価）について、あなたのお考えにもっとも近い番号に○をつけてください。 

１．満足 ２．やや満足 ３．どちらともいえない ４．やや不満 ５．不満 

●主な取組内容

・乗合タクシーの運行  ・コミュニティバスの運行 

・路線バスの運行費補助 

・横堀駅への乗車券発売業務員の配置 

・公共交通活性化協議会の開催 

・自分専用の公共交通案内表「My ルートガイド」の作成 

 

お住まいの地域での将来の移動に対する不安度についてお伺いします。 

将来（５年後）も現在お住まいの地域で生活する場合、通院・買物などの

移動に対し不安がありますか。どちらかの番号に○を付けてください。 
１． 不安がある ２．不安がない 

施策番号６ まちの動脈となる道路等の整備 
 安全・安心で快適な通行を確保するため、道路や橋の整備など、「まちの動脈となる道路等の整備」に取り

組んでいます。あなたは、この施策に対し、どのくらい満足（評価）していますか。 

現状の「満足度」（評価）について、あなたのお考えにもっとも近い番号に○をつけてください。 

１．満足 ２．やや満足 ３．どちらともいえない ４．やや不満 ５．不満 

●主な取組内容

・道路や橋などの整備、維持管理 

・道路照明灯の維持管理 

・湯沢駅周辺地区の環境整備 

・道路整備促進のための要望活動 

市営愛宕住宅 

定期型乗合タクシー 

湯沢駅 
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施策番号７ 道路等除排雪体制の充実 
 冬期間の交通や生活の安全を確保するため、除排雪の実施など、「道路等除排雪体制の充実」に取り組

んでいます。あなたは、この施策に対し、どのくらい満足（評価）していますか。 

現状の「満足度」（評価）について、あなたのお考えにもっとも近い番号に○をつけてください。 

１．満足 ２．やや満足 ３．どちらともいえない ４．やや不満 ５．不満 

●主な取組内容

・除排雪作業の実施 

・除雪機械の整備、更新 

・消雪設備等の維持管理 

施策番号８ 社会インフラの充実 
 安全な水の供給と下水道等整備による公衆衛生の向上、情報基盤の整備など、「社会インフラの充実」に

取り組んでいます。あなたは、この施策に対し、どのくらい満足（評価）していますか。 

現状の「満足度」（評価）について、あなたのお考えにもっとも近い番号に○をつけてください。 

１．満足 ２．やや満足 ３．どちらともいえない ４．やや不満 ５．不満 

●主な取組内容

・浄水施設、配水管、給水管等の維持管理 

・下水道施設、浄化槽等の維持管理 

・水洗トイレに改修するための資金融資あっせん 

・テレビ難視聴解消のための受信施設整備費補助 

・墓地公園、都市公園などの維持管理 

「問 16 防災・環境・都市基盤」分野のうち、今後さらに力を入れてほしい施策を

２つ選び、施策番号を記入してください。 

防災・環境・都市基盤の分野について、ご意見やご提案がありましたらお聞かせください。 

除排雪作業の様子 

湯沢浄化センター 
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市の行政サービスやまちづくりについて、ご意見やご提案がありましたらお聞かせください。 

ご協力ありがとうございました 

◆問 1７ 市政全般について 
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