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第１章  調査の概要 

 

１ 調査の目的 

本アンケート調査は、高山市第八次総合計画期間における市民意識の変化の比較分析のた

め、市民満足度の視点から評価検証を行うことを目的に実施 

 

２ 調査の期間 

平成２９年５月１７日～６月１０日 

 

３ 調査の項目 

○高山市の市政運営について 

・市政運営への関心 

・今後の重要課題 

・高山市の取り組みに対する満足度 

○将来に向けた高山市のまちづくりへのご意見など（自由記述） 

 

４ 調査の方法 

調査地域  高山市内全地域 

実施方法  郵送による配布・回収、無記名式 

調査対象  １８歳以上の市民、３，０００人 

抽出方法  平成２９年５月１日現在の住民基本台帳から無作為抽出 

 

５ 回収結果 

発送数  ３，０００人 

回収数  １，４１１人 

回収率  ４７．０％ 
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６ 標本の構成 

 

件数 構成比 

 
  

件数 構成比 

（件） （％） （件） （％） 

性
別 

男性 625  44.3  
 

職
業 

農林畜産業 70 5.0 

女性 720  51.0  

 

自営業 168 11.9 

無回答 66  4.7  

 

会社員・公務員・団体職員 402 28.5 

年
齢 

１０・２０代 77  5.5  

 

パート・アルバイト・内職 245 17.4 

３０代 127  9.0 

 

家事従事者 115 8.2 

４０代 213  15.1 

 

学生 12 0.9 

５０代 227  16.1 

 

無職 348 24.7 

６０代 309  21.9 

 

その他（※２） 25 1.8 

７０代以上 435  30.8 

 

無回答 26 1.8 

無回答 23  1.6 

 

定
住
年
数 

１年未満 8 0.6 

居
住
地
域 

高山地域 898 63.6 

 

１年以上～５年未満  36 2.6 

丹生川地域 71 5.0 

 

５年以上～１０年未満 41 2.9 

清見地域 50 3.5 

 

１０年以上～２０年未満 131 9.3 

荘川地域 24 1.7 

 

２０年以上 1,177 83.4 

一之宮地域 48 3.4 

 

無回答 18 1.3 

久々野地域 66 4.7 

 

居
住
形
態 

持ち家（分譲マンション含む） 1,248 88.4 

朝日地域 36 2.6 

 

借家（アパート含む） 110 7.8 

高根地域 13 0.9 

 

間借 11 0.8 

国府地域 134 9.5 

 

社宅・寮 22 1.6 

上宝・奥飛騨温泉郷地域 53 3.8 

 

その他（※３） 6 0.4 

無回答 18 1.3 

 

無回答 14 1.0 

家
族
構
成 

単身世帯 129  9.1  

 

 

「その他」の内容 

※１ 四世代世帯、姉と同居 など 

※２ 医療職、契約社員 など 

※３ 老人施設入所 など 

 

夫婦のみ 313  22.2  

 二世代世帯 590  41.8  

 （うち中学生以下の子と同居） (178) (12.6) 

 三世代世帯 315  22.3  

 （うち中学生以下の子と同居） (181) (12.8) 

 その他（※１） 22  1.6  

 無回答 42  3.0  

  

７ その他 

この報告書における「回答率」は、次の計算式により算出している。 

回答率＝回答数／標本数 

回答率は百分率（％）で、小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計値が必ずしも

100％とならない。また、２つ以上の回答を求めたものについての合計値は 100％を超える。 
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第２章  調査結果の分析 

１ 高山市の市政運営について 

 

１ 市政運営への関心 

 

・「やや関心がある」の割合が最も高い。 

・「関心がある」と「やや関心がある」を合わせると 74.7％を占め、前回の調査結果（72.7％）に

比べ 2.0ポイント増加している。 

 

 問１ あなたは、高山市の市政運営に関心をお持ちですか。（１つに○印） 

 

  
回答数 

（件） 

回答率 

（％） 

関心がある 447 31.7 

やや関心がある 607 43.0 

あまり関心がない 238 16.9 

関心がない 58 4.1 

無回答 61 4.3 

計 1,411    

（標本数：1,411件） 

 

 

30.1 

31.7 

42.6 

43.0 

20.1 

16.9 

3.6 

4.1 

3.7 

4.3 

0% 25% 50% 75% 100%

平成28年度（前回）

（Ｎ＝1,484）

平成29年度（今回）

（Ｎ＝1,411）

関心がある やや関心がある あまり関心がない 関心がない 無回答

（単位：％） 
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属性別集計（性別、年齢別） 

  

標
本
数
（
件
） 

市政運営の関心（％） 

関
心
が
あ
る 

や
や
関
心
が
あ
る 

あ
ま
り
関
心
が
な
い 

関
心
が
な
い 

無
回
答 

性
別 

男 625 39.7 39.4 13.9 3.4 3.7 

女 720 24.0 46.9 20.0 4.7 4.3 

年
齢 

１０代・２０代 77 14.3 35.1 37.7 11.7 1.3 

３０代 127 21.3 41.7 26.8 7.9 2.4 

４０代 213 31.9 47.9 14.6 2.8 2.8 

５０代 227 28.2 48.9 17.6 4.0 1.3 

６０代 309 33.7 44.7 15.2 1.9 4.5 

７０代以上 435 38.2 38.4 12.4 3.9 7.1 

 

【性別】 

・男は「関心がある」、女は「やや関心がある」の割合が最も高い。 

 

【年齢別】 

・「関心がある」と「やや関心がある」を合わせた割合は、４０代が最も高く（79.8％）、１０

代・２０代が最も低い（49.4％）。 
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属性別集計（居住地域別、定住年数別） 

  

標
本
数
（
件
） 

市政運営の関心（％） 

関
心
が
あ
る 

や
や
関
心
が
あ
る 

あ
ま
り
関
心
が
な
い 

関
心
が
な
い 

無
回
答 

居
住
地
域 

高山地域 898 31.6 43.8 17.1 4.1 3.3 

丹生川地域 71 33.8 39.4 18.3 2.8 5.6 

清見地域 50 26.0 44.0 26.0 0.0 4.0 

荘川地域  24 25.0 37.5 25.0 4.2 8.3 

一之宮地域 48 43.8 29.2 12.5 2.1 12.5 

久々野地域 66 37.9 43.9 13.6 3.0 1.5 

朝日地域 36 22.2 55.6 5.6 13.9 2.8 

高根地域 13 53.8 38.5 7.7 0.0 0.0 

国府地域 134 30.6 44.0 16.4 5.2 3.7 

上宝・奥飛騨温泉郷地域 53 24.5 43.4 13.2 5.7 13.2 

定
住
年
数 

１年未満 8 37.5 50.0 12.5 0.0 0.0 

１年以上～５年未満  36 22.2 50.0 19.4 2.8 5.6 

５年以上～１０年未満 41 26.8 43.9 19.5 0.0 9.8 

１０年以上～２０年未満 131 22.1 44.3 23.7 7.6 2.3 

２０年以上 1,177 33.4 42.7 16.1 3.9 4.0 

 

【居住地域別】 

・「関心がある」と「やや関心がある」を合わせた割合は、高根地域が最も高く（92.3％）、荘

川地域が最も低い（62.5％）。 

【定住年数別】 

・「関心がある」と「やや関心がある」を合わせた割合は、１年未満が最も高く（87.5％）、１

０年以上～２０年未満が最も低い（66.4％）。 
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２ 今後の重要課題 

 

・「急激な高齢者の増加への対応」の割合が最も高い。 

・次いで、「医療・福祉サービスの確保」の割合が高い。 

 

 問２ あなたは、今後、高山市がどのようなことに重点的に取り組むべきだとお考えですか。（３

つまで○印） 

 

  
回答数

（件） 

回答率

（％） 

急激な高齢者の増加への対応 641 45.4 

医療・福祉サービスの確保 517 36.6 

人口減少への対応 387 27.4 

少子化対策（妊娠、出産への支援、子育てしやすい環境づくり） 374 26.5 

雇用の場の創出 357 25.3 

地域経済の活性化 263 18.6 

地震や豪雨災害などへの備え 223 15.8 

道路環境の整備や公共交通の充実 152 10.8 

安全安心の確保（消防、防犯、交通安全） 132 9.4 

地域力の向上や魅力ある地域づくり 124 8.8 

学校教育や生涯学習の充実 108 7.7 

観光の振興（魅力ある観光地づくり、誘客促進） 96 6.8 

農林畜産業の振興 94 6.7 

自然環境の保全 87 6.2 

伝統文化の保存・活用 78 5.5 

効率的で持続可能な行財政運営の推進 57 4.0 

自然エネルギーへの転換 49 3.5 

郷土への「誇り」・「愛着」の醸成 49 3.5 

海外戦略（外国人観光客の誘致、地元産品の販路拡大、国際交流） 42 3.0 

文化芸術の振興 19 1.3 

その他 38 2.7 

無回答 65 4.6 

計 3,952  

（標本数：1,411件） 

※「その他」の内容 

・道路の除雪対策、空家対策、スポーツ施設の充実、奨学金の充実 など 
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4.6

2.7

1.3

3.0 

3.5

3.5

4.0 

5.5

6.2

6.7

6.8

7.7

8.8

9.4

10.8

15.8

18.6

25.3

26.5

27.4

36.6

45.4

無回答

その他

文化芸術の振興

海外戦略（外国人観光客の誘致、地元産品の販路拡大、国際交流）

郷土への「誇り」・「愛着」の醸成

自然エネルギーへの転換

効率的で持続可能な行財政運営の推進

伝統文化の保存・活用

自然環境の保全

農林畜産業の振興

観光の振興（魅力ある観光地づくり、誘客促進）

学校教育や生涯学習の充実

地域力の向上や魅力ある地域づくり

安全安心の確保（消防、防犯、交通安全）

道路環境の整備や公共交通の充実

地震や豪雨災害などへの備え

地域経済の活性化

雇用の場の創出

少子化対策（妊娠、出産への支援、子育てしやすい環境づくり）

人口減少への対応

医療・福祉サービスの確保

急激な高齢者の増加への対応

（単位：％） 

（Ｎ＝1,411） 
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属性別集計（性別、年齢別） 

  

性別 年齢 

 

男 

 

女 

１
０
代
・
２
０
代 

 
 
 
 
 

３
０
代 

４
０
代 

５
０
代 

６
０
代 

７
０
代
以
上 

標本数（件） 625 720 77 127 213 227 309 435 

今
後
の
重
要
課
題
（
％
） 

急激な高齢者の増加への対応 40.2 50.4 26.0 29.1 43.2 43.6 48.5 54.5 

医療・福祉サービスの確保 30.4 42.6 20.8 36.2 34.7 37.4 37.5 40.2 

人口減少への対応 32.3 23.1 26.0 22.8 24.4 24.7 27.5 31.5 

少子化対策 26.7 26.0 50.6 43.3 24.4 23.3 25.9 21.1 

雇用の場の創出 27.5 23.2 31.2 27.6 31.5 37.0 27.2 13.3 

地域経済の活性化 22.6 15.6 15.6 18.1 19.7 24.7 17.8 16.6 

地震や豪雨災害などへの備え 13.8 17.5 16.9 23.6 11.7 16.3 13.9 15.9 

道路環境の整備や公共交通の充実 12.0 10.1 9.1 9.4 12.7 10.6 9.7 12.0 

安全安心の確保 9.0 9.2 5.2 10.2 6.1 5.3 12.0 11.7 

地域力の向上や魅力ある地域づくり 9.6 8.1 16.9 5.5 10.8 6.6 9.1 8.3 

学校教育や生涯学習の充実 6.7 8.5 15.6 17.3 11.3 5.3 5.2 4.6 

観光の振興 9.6 4.7 15.6 3.1 9.9 6.6 6.5 5.5 

農林畜産業の振興 8.0 5.8 5.2 3.1 6.1 8.4 7.8 6.9 

自然環境の保全 6.1 6.4 5.2 4.7 4.7 7.0 7.4 6.0 

伝統文化の保存・活用 6.6 4.6 9.1 1.6 5.2 4.8 6.5 6.0 

効率的で持続可能な行財政運営の推進 5.1 3.1 1.3 3.9 3.3 4.8 4.2 4.6 

自然エネルギーへの転換 4.2 2.6 2.6 3.1 4.2 4.0 4.2 2.3 

郷土への「誇り」・「愛着」の醸成 3.5 3.6 3.9 3.9 1.9 3.5 3.2 4.4 

海外戦略 3.8 1.7 2.6 3.1 5.2 3.5 2.9 1.6 

文化芸術の振興 1.1 1.3 1.3 0.8 1.4 0.9 1.9 1.4 

その他 4.0 1.5 5.2 4.7 4.2 2.6 1.9 1.4 

無回答 2.6 6.0 1.3 3.1 2.8 3.5 3.2 6.9 

【性別】 

・男女ともに「急激な高齢者の増加への対応」の割合が最も高い。 

【年齢別】 

・１０代・２０代、３０代では「少子化対策」の割合が最も高い。 

・４０代、５０代、６０代、７０代以上では「急激な高齢者の増加への対応」の割合が最も高い。 
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属性別集計（居住地域別） 

  

居住地域 

高
山
地
域 

 
 
 
 

丹
生
川
地
域 

清
見
地
域 

荘
川
地
域 

 

一
之
宮
地
域 

久
々
野
地
域 

朝
日
地
域 

高
根
地
域 

国
府
地
域 

上
宝
・
奥
飛
騨
温
泉
郷
地
域 

標本数（件） 898 71 50 24 48 66 36 13 134 53 

今
後
の
重
要
課
題
（
％
） 

急激な高齢者の増加への対応 47.2 28.2 46.0 41.7 54.2 45.5 41.7 61.5 44.8 39.6 

医療・福祉サービスの確保 37.0 38.0 34.0 37.5 50.0 25.8 27.8 38.5 38.8 37.7 

人口減少への対応 25.3 26.8 36.0 33.3 27.1 39.4 44.4 53.8 24.6 24.5 

少子化対策 25.3 38.0 22.0 20.8 27.1 39.4 25.0 23.1 29.9 17.0 

雇用の場の創出 25.1 23.9 26.0 16.7 31.3 33.3 38.9 7.7 21.6 22.6 

地域経済の活性化 18.6 21.1 12.0 29.2 14.6 13.6 25.0 23.1 21.6 20.8 

地震や豪雨災害などへの備え 16.4 9.9 20.0 8.3 12.5 10.6 5.6 7.7 22.4 13.2 

道路環境の整備や公共交通の充実 10.8 8.5 8.0 8.3 10.4 7.6 11.1 30.8 6.7 28.3 

安全安心の確保 10.0 12.7 6.0 8.3 2.1 3.0 2.8 23.1 11.9 5.7 

地域力の向上や魅力ある地域づくり 7.0 14.1 10.0 20.8 8.3 13.6 19.4 23.1 6.0 15.1 

学校教育や生涯学習の充実 7.5 12.7 12.0 8.3 6.3 3.0 0.0 0.0 9.7 7.5 

観光の振興 7.1 4.2 4.0 4.2 4.2 3.0 13.9 7.7 6.0 15.1 

農林畜産業の振興 5.2 11.3 16.0 8.3 6.3 12.1 11.1 0.0 9.7 1.9 

自然環境の保全 7.1 2.8 4.0 4.2 6.3 4.5 0.0 0.0 5.2 5.7 

伝統文化の保存・活用 6.5 2.8 8.0 12.5 4.2 1.5 2.8 0.0 4.5 1.9 

効率的で持続可能な行財政運営の推進 4.7 5.6 4.0 0.0 2.1 1.5 0.0 0.0 5.2 0.0 

自然エネルギーへの転換 3.5 7.0 0.0 0.0 8.3 4.5 0.0 0.0 3.0 1.9 

郷土への「誇り」・「愛着」の醸成 3.3 5.6 4.0 8.3 4.2 4.5 2.8 0.0 3.7 0.0 

海外戦略 3.8 0.0 2.0 0.0 0.0 3.0 5.6 0.0 1.5 1.9 

文化芸術の振興 1.7 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 3.8 

その他 2.7 1.4 0.0 12.5 4.2 3.0 0.0 0.0 2.2 3.8 

無回答 4.2 5.6 4.0 0.0 4.2 6.1 5.6 0.0 3.0 7.5 

 

【居住地域別】 

・高山地域、清見地域、荘川地域、一之宮地域、久々野地域、高根地域、国府地域、上宝・奥飛騨温

泉郷地域は「急激な高齢者の増加への対応」の割合が最も高い。 

・丹生川地域は「医療・福祉サービスの確保」「少子化対策」の割合が最も高い。 

・朝日地域は「人口減少への対応」の割合が最も高い。 
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属性別集計（家族構成別） 

  

家族構成 

単
身
世
帯 

夫
婦
の
み 

二
世
代
世
帯
（
親
と
子
） 

 
 (

う
ち
中
学
生
以
下
の
子
と
同
居) 

三
世
代
世
帯
（
親
と
子
と

孫
） 

 
 (

う
ち
中
学
生
以
下
の
子
と
同
居) 

そ
の
他 

標本数（件） 129 313 590 (178) 315 (181) 22 

今
後
の
重
要
課
題
（
％
） 

急激な高齢者の増加への対応 49.6 49.2 45.6 (36.5) 41.3 (40.3) 27.3 

医療・福祉サービスの確保 38.8 41.9 36.3 (39.3) 32.7 (35.9) 31.8 

人口減少への対応 20.9 31.3 26.6 (20.8) 27.9 (26.5) 18.2 

少子化対策 19.4 20.8 27.1 (38.2) 34.3 (34.8) 31.8 

雇用の場の創出 20.9 17.9 29.0 (25.8) 28.9 (25.4) 9.1 

地域経済の活性化 10.9 16.9 21.7 (18.0) 19.4 (20.4) 13.6 

地震や豪雨災害などへの備え 20.9 16.0 16.9 (20.8) 11.4 (10.5) 18.2 

道路環境の整備や公共交通の充実 10.9 12.5 9.2 (9.6) 13.0 (14.9) 9.1 

安全安心の確保 14.0 10.5 9.7 (10.1) 5.4 (6.1) 4.5 

地域力の向上や魅力ある地域づくり 7.8 8.9 8.5 (6.7) 10.2 (11.0) 4.5 

学校教育や生涯学習の充実 5.4 5.8 8.0 (15.2) 9.8 (12.7) 4.5 

観光の振興 11.6 4.8 6.1 (5.1) 7.3 (7.2) 22.7 

農林畜産業の振興 5.4 6.4 5.8 (4.5) 10.2 (9.4) 4.5 

自然環境の保全 8.5 8.0 6.3 (6.2) 3.2 (2.2) 4.5 

伝統文化の保存・活用 8.5 5.1 4.6 (3.9) 6.3 (6.6) 13.6 

効率的で持続可能な行財政運営の推進 4.7 6.7 3.6 (2.8) 2.2 (1.1) 0.0 

自然エネルギーへの転換 3.1 4.5 3.1 (3.9) 3.5 (2.2) 4.5 

郷土への「誇り」・「愛着」の醸成 3.9 3.2 2.9 (2.2) 5.1 (5.0) 0.0 

海外戦略 3.9 2.2 2.7 (2.2) 3.5 (4.4) 0.0 

文化芸術の振興 3.1 1.9 0.8 (0.6) 1.0 (1.1) 0.0 

その他 2.3 3.5 2.2 (2.8) 2.5 (3.3) 0.0 

無回答 5.4 4.2 3.7 (4.5) 4.4 (3.3) 13.6 

 

【家族構成別】 

・その他を除く家族構成で「急激な高齢者の増加への対応」の割合が最も高い。 
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属性別集計（職業別） 

  

職業 

農
林
畜
産
業 

自
営
業
（
商
工
業
・
サ
ー
ビ
ス

業
・
建
設
業
） 

会
社
員
・
公
務
員
・
団
体
職
員 

パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
・
内
職 

 
 

家
事
従
事
者 

学
生 

無
職 

そ
の
他 

標本数（件） 70 168 402 245 115 12 348 25 

今
後
の
重
要
課
題
（
％
） 

急激な高齢者の増加への対応 40.0 43.5 37.8 47.8 54.8 33.3 54.6 32.0 

医療・福祉サービスの確保 28.6 31.0 31.6 45.3 35.7 33.3 43.1 36.0 

人口減少への対応 34.3 32.7 25.9 23.3 24.3 25.0 29.9 8.0 

少子化対策 34.3 24.4 31.6 26.9 20.9 41.7 20.1 32.0 

雇用の場の創出 14.3 25.6 33.3 30.6 13.9 58.3 15.8 44.0 

地域経済の活性化 14.3 31.5 19.4 16.7 14.8 16.7 14.9 28.0 

地震や豪雨災害などへの備え 10.0 14.3 15.4 16.3 17.4 0.0 18.1 16.0 

道路環境の整備や公共交通の充実 12.9 9.5 10.4 11.8 10.4 0.0 11.5 8.0 

安全安心の確保 8.6 6.5 7.5 9.0 9.6 8.3 12.9 16.0 

地域力の向上や魅力ある地域づくり 10.0 7.7 10.0 5.3 8.7 16.7 9.8 8.0 

学校教育や生涯学習の充実 1.4 7.1 10.7 9.0 5.2 0.0 5.5 12.0 

観光の振興 4.3 11.3 9.5 5.3 4.3 16.7 3.7 8.0 

農林畜産業の振興 41.4 1.2 6.2 4.5 7.8 0.0 4.0 0.0 

自然環境の保全 8.6 4.8 6.2 5.7 7.8 0.0 6.0 8.0 

伝統文化の保存・活用 2.9 11.3 5.2 2.9 7.0 0.0 5.5 4.0 

効率的で持続可能な行財政運営の推進 2.9 3.0 4.0 4.5 5.2 0.0 4.0 12.0 

自然エネルギーへの転換 4.3 4.2 4.2 0.4 5.2 8.3 3.4 4.0 

郷土への「誇り」・「愛着」の醸成 5.7 4.2 3.0 3.3 4.3 8.3 3.2 4.0 

海外戦略 0.0 4.8 5.2 2.4 0.0 0.0 1.1 12.0 

文化芸術の振興 0.0 1.2 1.7 0.4 1.7 8.3 1.4 4.0 

その他 2.9 1.2 5.2 2.0 1.7 0.0 1.1 4.0 

無回答 4.3 3.0 2.0 4.5 7.8 0.0 6.6 0.0 

 

【職業別】 

・農林畜産業、学生、その他以外は「急激な高齢者の増加への対応」の割合が最も高い。 

・農林畜産業は「農林畜産業の振興」の割合が最も高い。 

・学生、その他では「雇用の場の創出」の割合が最も高い。 
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属性別集計（定住年数別） 

  

定住年数 

１
年
未
満 

１
年
以
上
～
５
年
未
満 

５
年
以
上
～
１０
年
未
満 

１０
年
以
上
～
２０
年
未
満 

２０
年
以
上 

標本数（件） 8 36 41 131 1,177 

今
後
の
重
要
課
題
（
％
） 

急激な高齢者の増加への対応 0.0 25.0 31.7 31.3 48.6 

医療・福祉サービスの確保 25.0 36.1 41.5 39.7 36.4 

人口減少への対応 25.0 27.8 31.7 23.7 27.6 

少子化対策 25.0 38.9 39.0 24.4 25.9 

雇用の場の創出 12.5 22.2 29.3 24.4 25.5 

地域経済の活性化 12.5 11.1 7.3 12.2 20.3 

地震や豪雨災害などへの備え 37.5 19.4 19.5 21.4 14.9 

道路環境の整備や公共交通の充実 25.0 19.4 2.4 16.8 10.2 

安全安心の確保 0.0 11.1 2.4 6.9 10.0 

地域力の向上や魅力ある地域づくり 12.5 13.9 14.6 11.5 8.0 

学校教育や生涯学習の充実 0.0 8.3 14.6 10.7 7.1 

観光の振興 12.5 8.3 4.9 7.6 6.7 

農林畜産業の振興 0.0 5.6 7.3 7.6 6.6 

自然環境の保全 25.0 5.6 4.9 7.6 5.9 

伝統文化の保存・活用 0.0 5.6 7.3 4.6 5.7 

効率的で持続可能な行財政運営の推進 12.5 2.8 2.4 4.6 4.1 

自然エネルギーへの転換 12.5 5.6 2.4 4.6 3.2 

郷土への「誇り」・「愛着」の醸成 0.0 0.0 2.4 3.8 3.6 

海外戦略 0.0 2.8 2.4 4.6 2.9 

文化芸術の振興 0.0 0.0 0.0 3.1 1.3 

その他 12.5 8.3 2.4 5.3 2.1 

無回答 12.5 0.0 7.3 3.8 4.3 

 

【定住年数別】 

・１年未満は「地震や豪雨災害などへの備え」の割合が最も高い。 

・１年以上～５年未満は「少子化対策」の割合が最も高い。 

・５年以上～１０年未満、１０年以上～２０年未満は「医療・福祉サービスの確保」の割合が最も高

い。 

・２０年以上は「急激な高齢者の増加への対応」の割合が最も高い。 
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３ 高山市の取り組みに対する満足度 

 

・満足度の高い分野は、高い順に「上下水道」分野（89.8％）、「観光」分野（88.9％）、「生活

環境」分野（86.5％）となっている。 

・反対に、満足度の低い分野は、低い順に「労働」分野（23.3％）、「土地利用」分野（28.8％）、

「地球環境」分野（29.5％）となっている。 

 

 問３ あなたは、現在の高山市の行政サービスやまちづくりに関して、どのように感じていますか。

それぞれの分野の設問ごとにあなたのお気持ちに最も近いものを選んでください。（それぞれ

の設問ごとに１つに○印） 

 

 

（満足度の算出方法） 

 

 

 

  

設問に対し、「感じている」「やや感じている」と回答した市民の数 

  

満足度 ＝ 
 設問に対し、「感じている」「やや感じている」「あまり感じない」「感じていない」と回答した市民の数 
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順位 
満足度 

（％） 
分野 

設問 回答数（件） 前回調査(H28) 

満足度指標 感じている 
やや 

感じている 

あまり 

感じない 

感じて 

いない 
無回答 順位 

満足度 

（％） 

1 89.8 上下水道 あなたは、「安全でおいしい水が提供され、汚水処理が適切に行われている」と感じていますか。 618 632 120 22 19 1 89.6 

2 88.9 観光 あなたは、「観光客で市内がにぎわい、観光産業が活性化している」と感じていますか。 666 563 122 32 28 4 85.1 

3 86.5 生活環境 あなたは、「ごみ処理や分別収集が適切に行われ、良好な生活環境が保たれている」と感じていますか。 472 736 161 28 14 1 89.6 

4 83.9 消防 あなたは、「消防・救急救助体制が整っている」と感じていますか。 421 746 189 35 20 3 85.7 

5 80.3 海外戦略 あなたは、「外国人で市内がにぎわい、海外との人や物の交流が進んでいる」と感じていますか。 486 631 225 49 20 5 78.6 

6 79.4 歴史文化 あなたは、「文化財や伝承芸能が保存・継承され、郷土の歴史文化に誇りを持っている」と感じていますか。 404 699 237 50 21 8 73.6 

7 77.0 情報 あなたは、「テレビ、ラジオ、インターネットなどを快適に視聴・利用できる環境が整っている」と感じていますか。 432 632 253 65 29 6 73.8 

8 73.9 景観 あなたは、「町並み景観や農山村景観など地域の美しい景観が保たれている」と感じていますか。 304 724 306 57 20 7 73.7 

9 72.3 畜産業 あなたは、「地元の畜産物が広く消費され、畜産業が活性化している」と感じていますか。 288 718 325 60 20 10 70.7 

10 71.4 安全 あなたは、「犯罪や交通事故などが少なく、安全に暮らせる環境が整っている」と感じていますか。 230 762 345 52 22 9 70.8 

11 66.7 学校教育 あなたは、「学校・家庭・地域が連携した児童生徒の教育環境が整っている」と感じていますか。 189 725 396 61 40 12 63.5 

12 66.4 児童福祉 あなたは、「子どもが健やかに育つ環境が整っている」と感じていますか。 184 726 392 69 40 13 63.4 

13 64.6 医療 あなたは、「安心して医療を受けられる環境が整っている」と感じていますか。 293 604 379 112 23 11 63.6 

14 61.9 道路 あなたは、「安全で快適に移動できる道路環境が整っている」と感じていますか。 180 673 389 136 33 14 62.3 

15 60.9 農業 あなたは、「地元の農産物が広く消費され、農業が活性化している」と感じていますか。 170 674 456 86 25 15 61.6 

16 59.9 協働 あなたは、「市民、地域、行政が協働してまちづくりに取り組んでいる」と感じていますか。 178 651 468 86 28 17 54.7 

17 59.8 保健 あなたは、「主体的な健康づくりや病気の予防に取り組む環境が整っている」と感じていますか。 203 625 483 73 27 16 60.2 

18 54.7 地域福祉 あなたは、「地域で支え合い、安心して暮らせる環境が整っている」と感じていますか。 138 621 541 87 24 18 53.7 

19 53.3 交流 あなたは、「国内外の都市と様々な分野において交流が進んでいる」と感じていますか。 180 555 544 99 33 21 49.7 

20 51.6 文化芸術 あなたは、「文化芸術を鑑賞したり、活動が支援されて発表したりできる環境が整っている」と感じていますか。 144 572 555 116 24 19 50.6 

21 49.6 高齢者福祉 あなたは、「高齢者が生きがいを持ち、安心して暮らせる環境が整っている」と感じていますか。 121 564 572 123 31 23 46.6 

22 49.2 行財政運営 あなたは、「効率的で良質な行政サービスが提供されている」と感じていますか。 122 559 581 123 26 25 44.5 

23 47.7 防災 あなたは、「災害から命・財産を守るための準備や体制が整っている」と感じていますか。 98 559 594 125 35 27 43.2 

24 46.4 障がい者福祉 あなたは、「障がい者が必要な支援を受け、自立して暮らせる環境が整っている」と感じていますか。 107 528 610 124 42 24 45.2 

25 45.5 スポーツ あなたは、「スポーツをしたり、楽しんだりできる環境が整っている」と感じていますか。 124 505 611 143 28 22 48.1 

26 45.3 公共交通 あなたは、「日常的に利用できる公共交通体系が整っている」と感じていますか。 122 501 494 258 36 20 50.2 

27 43.9 生涯学習 あなたは、「生涯学習に取り組む機会や学習成果を活かすことができる環境が整っている」と感じていますか。 94 512 672 101 32 26 43.2 

28 37.5 商業 あなたは、「個性・魅力ある商店経営が行われ、商業が活性化している」と感じていますか。 90 426 696 165 34 32 29.2 

29 37.4 工業 あなたは、「個性・魅力あるものづくりが行われ、工業が活性化している」と感じていますか。 80 433 717 141 40 28 33.9 

30 33.1 住宅公園 あなたは、「身近に憩える公園があり、快適な住宅環境が整っている」と感じていますか。 93 363 642 279 34 29 32.9 

31 31.2 林業 あなたは、「地元の木材が広く利用され、林業・木材産業が活性化している」と感じていますか。 72 361 723 231 24 30 30.0 

32 29.5 地球環境 あなたは、「自然環境の保全や自然エネルギーの活用をはじめ、地球環境を守る取り組みが進んでいる」と感じていますか。 44 363 811 161 32 31 29.7 

33 28.8 土地利用 あなたは、「保全と開発とのバランスのとれた秩序ある土地利用が行われている」と感じていますか。 50 339 773 190 59 33 26.0 

34 23.3 労働 あなたは、「若者、女性をはじめ、働く意欲のある人の就労の場が確保されている」と感じていますか。 37 283 764 291 36 34 21.5 
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２ 将来に向けた高山市のまちづくりへのご意見など 

 

  最後に、将来に向けた高山市のまちづくりについて、ご意見、提言などがございましたらご自由

にご記入ください。（自由記述） 

 

 

観光 

・街中の観光客が歩行者信号無視等、交通ルールを守らず危険。 

・観光に力を入れているというが、観光業に全く関係のない仕事や生活をしている者にとっては

何のメリットもなく、逆に観光客のマナーの悪さに困ることがある。 

・観光客等が犬を連れてきて便等をさせ、町の歩道等にそのままにして行くので、困っています。

何か良い方法はないのでしょうか。大きな看板を置くとか。最近特に犬を連れて来る人が多く、マ

ナーがなってないので困っています。 

・観光客のマナーが悪く、側溝等ゴミが目立つ。 

・今後も増え続ける観光客への対応（駐車場不足、投捨てゴミ、目に余るマナー違反）等、いろい

ろ大変だと思いますが、検討していただきたい！！ 

・最近、観光よりの行政が強く、観光マナーの悪さなど市民の生活に不便を感じることが多い。 

・観光地なので観光に力を入れるのはわかりますが、それによって市民が住みにくい町になって

いるように感じます。市民が生活しやすい町づくりを第一に考えて頂きたい。 

・観光客が増えた事をよく発信してますが、実際に落としていったお金と、施設（道の駅）などで使

った経費など、具体的に数字で表して欲しい。集客により生活が楽になったと感じていない。 

・観光ばかりに力を入れ、農林業、木工業が廃れていく。そこにも力を入れてほしい。 

・高山市にとって観光・観光産業は重要かもしれないが、それに係わらない人も沢山います。市

は観光にかなり偏った施策になっていると考えます。もう少しバランスの取れた施策を願います。 

・市が中心となり国内外に積極的に高山を PR し、観光を中心として市が活性化しているのは間

違いないと思う。しかし、その事のメリット・デメリットが検証され、対策を含めて広報されているの

だろうか。何かを行えば、必ずマイナス面も出てくる。だから止めることもないが、場当たり的でな

い対策も必要だと思う。市は良い点は大いに広報しているが、デメリットと対策はあまり聞かな

い。観光の活性化は市の財政をどれ程潤したのかも、市民はわからない。（経済的メリットもわか

らない？） 

・観光だけで高山の人口に対するお金が落ちているか、疑問がある。観光客一人当たりの購買

単価の向上、滞在型観光の推進を勘案する必要があると思います。 

・観光産業が高山市経済にとって重要である事は理解するが、観光は一過性の経済であること

も考えられる。高山がこれから先も観光産業を経済の重点項目と捉えるならば、地域生活と密着

したゆとりある観光産業とするべきではないだろうか。かつての落ち着いた高山を取り戻し、高山

にとけ込む観光産業を考えれば、高山市のまちづくりは今より発展するのではないか。 

・観光産業について、近年外国からの観光客が増加し、観光産業全体にとっても良い方向に向

かっていると思います。しかし、高山の代表的な観光地である「古い町並」などを例にとりますと、

以前の町並みの良さ（雰囲気や景観）が壊されていると感じます。ただ商売目的一筋に、観光客

目当ての食べ歩きしか無い残念な町並み化しているのではないでしょうか。金沢にある「ひがし
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茶屋街」などの町並みも参考としていただきたい。また、外国人観光客のマナーの悪さなども目

に付くことが多々あります。受け入れる高山市としても、外国人向けにマナーなどを教育する、若

しくはパンフレットを作るなどした方が良いと思う。 

・観光産業発展への取組みはすばらしいことですが、観光産業への税の投入と、観光産業から

の納税のバランスはどうなっているのか？何かの形で公表・発信していただきたい。 

・観光の町高山ですが、人が集まっている場所は旧高山市の一部（駅前・陣屋・中橋から古い町

並、八幡様ぐらい）に限られていて、他の場所は淋しい限りです。東山周辺も散策を楽しんでいる

のは外国人ばかりです。集客の盛んな所は土産品が溢れ、風情や情緒、歴史を感じさせる所で

はありません。飽きられてしまうのは時間の問題でないかと不安です。 

・観光客で賑わいがみられていると聞くが、この状態がいつまで続くのか少し不安。町中が混ん

でお店が賑わっても、その周りは・・・。 

・宮川、鍛冶橋を挟んで東側は活性化していると思いますが、本町から西側は感じられません。

特に夜。 

・古い町並にしか観光客が行かないのをどうしていくか。飛騨の里や他の観光地へも集客させる

にはどうするか。 

・観光客が訪れるところが古い町並近辺に集中してしまい、少し離れた所、八幡神宮の辺りや飛

騨の里方面などは GWでも閑散としている。もっと高山市全体に分散して訪れてもらえるような流

れを作ってほしい。 

・飛騨の里など、もっと力を入れると良い気がしますが？ 

・本町～古い町並の辺りにばかりお金をかけている気がする。それ以外にも誇れる所はあるは

ず。 

・観光のお客様で街が賑わっており、嬉しく思っております。が、情報の発信がうまくいっていない

のでしょうか。上三之町あたりの古い町並に人々が集中しており、広く街が紹介されていないよう

に思います。また、小さいお子さんを連れた方などは子供達を遊ばせたり、休ませたり、おむつを

替えたりと、ゆったりとされたい時もあろうかと思いますが、その様な場所が街中にはほとんどな

く、ぐったりしておられる方も見受けられます。高山は土地も狭く、難しい面もあるでしょうが、是非

ゆったり空間を設ける事を考えていただきたく思います。 

喫煙者の対策も考えて欲しいと思います。市街地のほとんどは禁煙ですし、飲食店も禁煙の所

が多くなっています。喫煙されたい方が街をウロウロ、喫煙場所を探してみえます。観光どころで

はないようです。 

・今の現状では、今後繁栄するのは大変難しいと思います。観光分野では古い町並、祭の行事

で山車を出すだけでは、観光客も満足しない気がします。高山市も財政は苦しいので余り予算が

取れない訳で、これからは色々なイベント、それに相当な金が必要となりますが、地元の人々や

ら観光客が喜ぶ施設、そして新たに観光名所を造る計画を考えていく必要があります。中途半端

な予算は辞め、県・国より借金をし、素晴らしいプランを全員で検討してみて下さい。収入源が一

番大切ですので、地元の人、観光客がお金を使ってくれる環境作りが大事だと考えます。具体的

に何が必要かは、国内外へ行き視察し、研究する必要もあると思います。文章や口で云うのは簡

単ですが、若い人達が地元に残れるために、相当努力をしてみて下さい。 

・観光客は多いが、お金を使っていかない。 

・観光振興、海外戦略に特化しないで下さい。一度災害等があると、すぐに冷え込みます（東北、

熊本が例）。 
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・外国人観光客は多く見かけるが、日本人観光客が少ない気がする。 

・インバウンドの誘致はいいのだが、市内観光地から外国人を抜いたら、日本人観光客は果たし

てどれくらい来ているだろうかと憂いています。御岳が噴火した時や原発事故の時に外国人が来

なくなり、観光業が窮地に立ったことも記憶に新しい現実。もっと国内の観光客の誘致をと思いま

す。 

・観光客の誘致は、リピート率の向上が見込める国内の方が良いと思います。高山市の観光産

業全体の質も向上していくと思います。 

・観光客の増加に伴って多くの飲食店が営業していますが、とんでもない値段や本当に飛騨牛な

のかと疑ってしまうような恥ずかしい営業をしている店舗も見受けられます。いずれ淘汰されるの

でしょうが、大きなマイナスであることには違いありません。多くの人々の日頃の努力が踏みにじ

られています。 

・現在、高山には多くの外国人観光客が来ている。店によって食べ物の美味しい店、不味い店が

あるが、第三者により味のチェックはしているのか。店任せなのか。高山の恥にならない様、市と

しても関心をもってほしい。 

・古い町並とは何でしょうか。土産品等の店が並ぶだけでは、リピーターは来ないでしょう。信号

無視－交通整理（例：土日等だけでも） 

・お客が来てくれれば何をやってもよいというのではなく、高山の伝統や文化を守った発展を望み

ます。 

・先祖が残してくれた遺産のおかげで、観光産業が成り立っている。外国人客が増加した為、年

間を通じて客足が絶える事はない。喜ばしい事と思う。しかし、若い世代は確実に減っていく。伝

統行事の存続も危ぶまれる。大きな工場の誘致も難しい。市民皆で町並みの美化・・・寂れた空

家は見苦しい。利益を求めるあまり、商業化した町にしない。山に囲まれた歴史の町の魅力がな

くなる。観光客の人気が永遠に続く様、市民ひとりひとりが自分の生活の糧と考えて、努力してい

くしかないでしょう。商業化した町は見苦しく、いずれ人気がなくなっていきます。人にやさしく、人

を大切に、そうした自然の営みがいつまでも来客の心に残る町となり、何度も足を運びたい町と

なっていくと思います。一人一人の認識の問題です。 

・観光ブームの高山ですが、潤う場所は限られた場所。一歩道を外すと閑散としています。町全

体が潤うのは難しいのでしょうか？道の渋滞も考えて頂きたいです。 

・長期滞在型旅行の観光客の誘致。 

・お客様によく色々な事を聞かれ観光パンフレットを見るのですが、字が小さくて（年齢のせいで

目が悪くなっている）読めない。もう少し大きく出来ないものでしょうか？ 

・観光関係の仕事をしています。トイレがどこにあるのかをよく聞かれます。トイレ不足についての

クレームが多いので、なんとか対策をしてほしいと思います。飛騨高山のイメージダウンに繋がる

と思います。 

・観光客の方は増えていますが、メインの古い町並にトイレが少ないと思います。神明駐車場や

交番まで行かなければならないので、もう少し近くにトイレがあったほうがいいと思います。近くの

店で働いていてよく聞かれますが、遠いと言われます。 

・急激な高齢化社会となり、町には老人が溢れます。幸い、高山市には観光客がたくさん来ま

す。その観光行政を行うにあたり、ボランティアや少額のアルバイト料でもって高齢者にやっても

らう分野があるのでないかと考えます。 

・「飛騨の高山」という呼称が全国区となりましたことは、やはり観光的に注目されてきたからこそ
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です。このことを一層推し進めて欲しいと考えます。産業と観光を結びつけることはできないでし

ょうか。例えば、飛騨牛飼育の大きな牧場を造り、体験・食事・遊びができる、木工製品・工芸品

を作る過程を見せる、体験させる等。 

・外国人も含め観光客の方が多くなり、市内が賑やかになっていると感じます。大きな犯罪もほと

んどなく、平和に過ごせているのはありがたいです。 

・今年はユネスコ記念行事等もあり、観光客が多い印象を受けました。広告や宣伝などもうまくい

っているのではないかと思います。高山市にとって観光は大きな産業なので、長期的なビジョンを

持ち、流行に左右されない安定したものになることを望みます。 

・地域的には、企業生産の拡大は望めないと思います。従いまして高山市の伝統的な魅力を宣

伝し、観光誘致に務めるのが必要と考えます。今年 5月に 70才の意見です。 

・高山は「観光都市」というイメージが強く、実際にそうなのだが、そこには伝統・文化・そして食

（特に飛騨牛などの美味しい食べ物）があるから、県内外、国内外からの客が来ていると思う。高

山の『強み』を生かして伸ばす街作りが重要だと思う。 

・観光面では、色々なことを考え、何回も来たいと思えるように努力されていると思います。 

・観光面では、映画の影響や外国人誘客ができているが、中身がなく、路頭に迷う外国人やえび

坂を逆走したりする車。全ての人を受け入れることができない。もっと市役所の人間は街に出て、

現状を見る必要がある。Forbesなど地域ソーシャル系の雑誌でも、高山に魅力を感じている日

本人がいないのも問題。古い町並などでは路駐や人力車、歩行者は道路に拡がり、車の往来が

しにくく困る。イスラム系の国の人を誘客するのはいいが、食事が少なくかわいそう。街づくりがヘ

タクソで、失敗の見本となっているのが高山だという認識がない。住んでいる人も交通マナーなど

のレベルが低く、観光地だという認識がない。ゲストハウスや宿泊が増えるのも今はいいが、

2020年以降のことに無関心なのか、将来が悲観的にしか望めない。 

・今は観光客が多い。これが何年も続いてほしい。 

・観光都市として海外観光客の増加は目をみはるものがあり、行政としての成果は大変すばらし

いと思います。これが永続的に続くかどうかは、今後の方針によって変わると思います。見るだけ

ではなく、参加体験型のイベントやリピーターとして戻ってきてくれるような魅力ある街づくりに期

待しています。 

・国府町荒城方面には、里山の集落を残しつつも国宝級の建築物が多くあります。もっと観光誘

致に力を入れてほしいと思います。それには、高山市内との距離を短くする様、国府トンネルから

十三墓峠までのトンネル化を切に希望します（上広瀬⇔今）。合併前に一度計画の話が出ました

が、立ち消えとなりました。上宝・丹生川方面等の通勤等も軽減されますし、若者の流出や過疎

対策にもなりえると思います。観光面では平湯・富山方面～のアクセスも容易になり、人の出入り

を多くする事により、町並み観光だけでなく迂回しながら滞在時間を多くしてもらう事が、将来的

観光都市には必要だと思います。「国宝」という言葉は、観光町作りには一番の強みだと思いま

す。 

・飛騨の里（他の施設でも）はテレビ等で取り上げられイベント等ある様ですが、周辺の売家等対

策は。もっと上の方の職員は売込に積極的に！！高山美術館等は積極的な気がします。市と民

間の違いでしょうか。 

・観光に力を入れているのはわかるが、もう少し来ていただく人に対する心遣いがほしい。祭りで

の町中の仮設トイレの増加、祭りのゴミ処理（古川などステーションを作っている）等。 

・今日の観光客の来訪は誠に喜ばしい。観光行政のご努力のお陰である。しかし、昨今の観光
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客の市街地内での動向をみますと、陣屋、中橋、三町筋での動きが主体である。安川通りを境と

して、上町と下町との観光客の人の流れは格段に差がある。上町筋 10に対し下町 2 という割合

である。上町筋を散策した人達は、次の行先を思案するでしょう。ここで次に欲しいのが、町案内

図であろう。下町区域には日下部民芸館、吉島家等の飛騨の代表的な民家があり、是非見て帰

ってもらいたいもの。屋台会館も見てもらいたいものである。また、市の歴史的伝統的街路である

鰤街道の大新町の道筋も足を運んでもらいたいものである。しかし、この下町界隈は閑散として

います。上町区域には大勢人がいるのに。別院の観光バスで下りてきた人達も皆、上町の方へ

流れて行きます。安川通りを通って下町の方へ行く人は一割である。提案①安川通り筋に下町

への案内板を設置する事。提案②市内街中の観光地図、パンフを常時無料配布し、客を引き付

け止める事。16BK前くらいに配布場を設置しては？ 

・観光産業は非常に国際的になり、たくさんの外国人が目につきます。高山市全域に足を伸ばし

て見てもらえるような地域作り、観光に力が入るといいと思います。旧大野郡にある地域の特産

品を目玉に、足を運んでもらえるように繋げられたらと思います。 

・飛騨高山が全国から注目されている今、外国人観光客が多く、他の地域からの事業参入など、

田舎の良い所が失われていくという不安な点があります。地域活性になり良い所もありますが、

行政の力である程度は規制して頂きたい所もあります（ゲストハウスが増えたり・・・というのが一

例）。商店街にも温度差があり、少しずつでも取り組んで頂けているようで、とても良いと思いま

す。 

・高山の観光地としての良さは、古い町並だけでなく、周辺の山（城山等）も重要なものの一つで

す。城山には、ヨーロッパ系の人々がよく入っています。山はあまり整備しなくてもよいと思います

（歩く道路は整備が必要）。今のあるがままにしておいた方が良いと考えます。ただし、案内地図

板等は少しお粗末かもしれません。 

 

商業 

・高山本町商店街の中に、閉めてみえる店が多数あります。残念です。子供の頃、親に本町通り

に連れて行ってもらった楽しい思い出があります。何か良い人集めはないかと思います。高山は

本当に素敵な所だと、皆からよく言われます。活かしてほしいですね。 

・観光地にしては、本町や安川通りの店の閉店時間が早い。観光客がホテルで夕食を摂った後、

買物等したくても営業していないので残念、と言われる。 

・本町 3、4丁目あたりにシャッター締切店が多いと思います。市でなんとか出来ないのでしょう

か？ 

・本町商店街の空き店舗の利用が少しは整ってきているようだが、まだまだ空き店舗が目立って

いる。駐車場も含めて、もっと利用しやすい環境になったらいい。 

・夕方以降営業している飲食店等が少なく、地元民の楽しめる場所が少ない。もっと若いファミリ

ー層が楽しめる魅力あるお店や場所が増えたら、若者も永住しやすくなると思う。 

・最近、昔に比べ海外の観光客が増えているのを感じます。古い町並や観光地にたくさん人があ

ふれているのは、とてもいい事だと思います。でも夜になると本町や安川通りには人もいなくな

り、お店も早い時間から閉まり、がら～んと一気にさみしい感じです。あれだけ沢山の人が来てい

るのに、夜はあまり行くところがなく、きっと残念だろうなと思います。でこなる横丁には、外国人も

たくさん集まっています。もっとあのような活気のあふれる場所が増えたら、さらに高山の魅力が

増すのではないかと思います。そういう事をやる人に対して、手助けできる制度を作るといいと思
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う。 

・商店街に買物に行きたいと思っても、車の置き場は無いし、有料だし、お金を払ってまで行く気

になりません。市民だけでも利用しやすくしてほしいです。 

・商店の活性化促進。 

・昔のような本町通りになるといいと思います。夜は人がいない。 

・本町通り、安川通り、さびれてきている。家賃も高い。良い店であっても長続きしない。もっと助

成金や活性化できる知恵を出してほしい。 

・県民性なのか、お店に入っても無愛想だったり、気遣い（おもてなし）の言葉や表情が乏しい。私

どもは京都、金沢を経てこちらへやってきました。買いたい、面白い、というときめき感がない。 

・地元飲食店の活性化。 

・ファミレスのような家族で入れるややお得な店が、もっとあるといいなぁ～と思います。 

・富山へ買物に行くことが多い。ショッピングモールや映画館などあれば、他市へ行くことなく、市

の活性化にもつながるように感じる。 

・町の活性化のための一つとして本町に出来た店舗の現状はどうか？①人を呼び込むための工

夫がない。②間口が狭く、中が暗く、全く気付かず通り過ぎる。③土産店の様に、貪欲に入口を開

け、のぼりを立て、食品サンプルを置く等、なにしろ目立つ事をしない限り、無理！！活性化のた

めにはどんな事をしても、人を呼び込む・・・目立つ・・・有名になるキッカケをつくる等が大事なの

では！！鍛冶橋から陣屋方面への人の流れを、本町全体にしなくては！！ 

・本町商店街に出来た店舗がさみし過ぎます。観光客はもちろんですが、地元市民への宣伝が

足らないです。一度利用しましたが、値段は高いと感じました。 

・最近商店街に出来た店舗の場所がわからない。広報などで町名番地が載っているのですが、

私達年配には何か目印がなければわかりにくいもの。何か工夫をしてみては。 

・商店街通りの良い場所に、ベンチ、テーブル、日除け、野外的なものを。 

・商店街通りに噴水公園を。芸術的な大人も小人も観光客も憩える場所。複数の箇所に。 

・地下商店街（冬でも楽な都市造り）、駅前に映画館、若者の各種イベント、コーヒーを飲みながら

鑑賞できる映画館という斜陽産業にも。 

・またプレミアム商品券が販売されることを望みます。買物の楽しみ、消費の拡大は、家庭や商

店が潤い、活気が出ると思います。是非お願い致します。 

・コンビニの跡地が目立ち、いつも気になっています。 

・東海北陸道の 4車線化が進むと大変便利になる反面、今まで高速道路の運転が苦手な人も利

用しやすくなり、休日はより岐阜・名古屋などへ飛騨から出かける人が多くなり、地元のお店が大

変になるのでは・・・と心配になります。 

・スーパーのお惣菜、見た目も彩りも盛り付けも悪く、食べたくない。「美味しそう」と思えません！ 

・観光客相手に販売している商品が、高山産のものでないものの多さに呆れます。顧客満足より

も、売り上げ本位の街になってしまっているような気がする。もっと原理原則に立ち返ったビジョン

を持っていかないと、目先ばかり追っていては、将来はないと思います。 

・観光客のための町の整備は進んでいるように思うが、反面、市民への利用、整備が遅れつつあ

るように思う（知らないだけかもしれないが）。強く思うのは、商店街と言われる所の住民の空洞

化。10年程前、本町で商売をさせてもらった。町の人たちに言わせると良い場所だと。実際は市

民にとっては全くと言っていい程、魅力ある町とは言えず、利便性も悪い。イベントを開催している

のに、店を閉めている所も多く、また駐車場が確保されないままのため、市民は足が向かない人
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も多いと思う。もっと市民が気軽に使える駐車場が必要だろうと考える。のらマイカーも利便性が

悪いように思う。とても難しい事ではあるが、１人１台車を持つ社会であるから、郊外に大きな駐

車場を設けてそこを発着点に市内を周遊するバスがあると、もう少し空洞化を防止でき、市民も

町中へ出るのかと思わないわけでもない・・・。 

 

労働 

・若者が戻ってきても働く場所（会社）がありません。家族を養い、子供を育て、若者らしい楽しみ

や喜びのある普通の暮らしが出来る高山であることが、本当の意味での市民の誇りではないでし

ょうか。実現を急がないと、若者が去っていきます。 

・高校→大学へ進学するまで親が多大な支出をするが・・・その子供は、ほとんどが大都市に就職

し帰らない・・・。帰ってきて働ける環境がほしい。 

・観光も大切ですが、雇用の創出になる会社等が高山に来てくれると、若い人達も地元に残ってく

れると思います。いつの時代でも出てくる話ですが。 

・地元で若者が働く場がなさすぎる。 

・若い人達の働き場所がもっとあるといいです。企業の誘致等できればと思います。 

・市内に就労の場を作り、労働人口が流出しないようにすること。 

・人口減を考えたとき、若者の働く場の確保、出来れば大企業の招致など。 

・U ターン就職先が少ない。 

・市内事業所の賃金がもう少し高くなれば、若者も戻ってきて移住も進むのではないでしょうか。 

・高山には雇用の場が少なく、同世代が高校、大学卒業後に他県へ出て戻らない事が市の活性

化の妨げの一つにもなっていると感じています。 

・若者が地元に戻ってこれる、雇用の充実。大企業の誘致等。 

・若者が大学を出て高山に帰省しても、魅力ある職場、企業の充実を計ってほしい。 

・高山市内の会社全体の給料が低すぎだと思います。大学を卒業して高山で働きたくても、戻って

来られない状況にあると思います。自分の子供の世代には、少しでも大卒の給与が上がっていれ

ばいいなぁ。 

・若者が働きたいと感じられる職場の確保が重要だと思います。子育て支援と働ける環境づくり

が、将来の高山にとって一番大切であると思います。全力で取り組んでほしいです。 

・高山市の産業の活性化、職場の確保、労働賃金の向上。 

・何とか企業誘致が出来ないものか。観光のみに頼るのは不安な気がする。 

・雇用促進。 

・雇用はたくさんあるのかもしれませんが、正規雇用が少なく、賃金も低すぎると思う。それなのに

物価は観光地価格の為、高山に移住してきて 1年余りの私には、生活し辛く感じてしまう。又、若

者の他地域への流出にもつながっていると思う。 

・子供達が大学に行ってしまうと、高山に帰って来たくても職場が限られている。 

・観光ばかりに頼らず、若者が地元で生活できる産業に力を入れてほしい。このままでは、若者は

仕事がないので都市に流れていくばかりです 

・若者の就職先についての不安があります。せっかく良い大学で頑張って来ても、地元に就職先

が無いと帰って来れなかったり、正規で雇用してもらえないと困る。活気ある高山市にするために

も、外国語等堪能な若者の就職、市職員の採用も毎年コンスタントに計画的に採っていただきた

い。 
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・若い人達に生きがいのある仕事が、もっと充実していけるといいと思います。 

・都市の大学などに進学した人々が、地元に帰って来てやりがいのある仕事に就けるような市に

なれば良いと思います。進学したほとんどが帰って来ていません。ますます人口減少になってしま

います。 

・現状、地元を離れて就職する若者が多いので、地元でも働きやすい環境をつくり、少子化の対

応をとるようにしてほしい。 

・県外の大学に通っているが、高山市の就職先が少なく給与水準も低いため、U ターンが難しい。 

・若者が定住、安心して仕事ができる企業の誘致、将来を見据えての事業等を望みます。 

・若い人の働きたい職場が少ないため、若い世帯が高山以外に居住する事が多いと思われま

す。 

・若い人が地元で働ける様に企業誘致を沢山行ってほしい。 

・観光収入が高山市の大事な財源であることは分かりますが、これから人口が大きく変わっていく

ことでしょう。若者が安心して生活できる環境が大切であると思われます。 

・大手企業誘致による若者の定住化。 

・娘が来年学校を卒業して、地元に帰ってくるつもりでいます。地元就職するつもりですが、なかな

か募集が出ていなかったりすると、地元で就職するのを諦めなければならないかもと思ったりしま

す。高山に病院が少ない事もあり、来年の募集がなければ名古屋で就職するべきか悩んでいる

所です。この先、不安です。 

・働く場がない事や労働賃金が低い為、若者の市外（県外）流出が激しい。とても悲しいと思う。私

はこの春から市内で就職したが、同級生はほとんど名古屋方面へ行ってしまった。いずれは地元

へ戻ってきてほしい。 

・まちづくりも大切ですが、もっと雇用の面にも力を入れていただきたいです。子育て世代、働く女

性の職場への体制にも、もっと市からも力を入れ、働きやすい環境を推進してほしいです。 

・人口を増加させるためには、若者の定住が必要不可欠です。その為には、現在の観光や産業

では限界があると思います。新たな産業を生み出すとか、大きな産業の誘致（新たな職場の確

保）が必要と思います。働く場所さえあれば、人は増えると思います。 

・高山に若い人を定着させる一番の方法は働く場です。働き易い職場をたくさん作り、若人の人口

流出を止める、それが高山の発展につながります。高山市役所の皆様、大変な努力をしておられ

る事は充分理解しております。今後も益々の頑張りを期待しております。 

・若い世代の方が働きたいと思える職場があると良いです。大学等卒業後に高山に戻り働く場所

や、魅力ある高山であれば、地元に戻って来てくれる人が増えてくれるのではないかと思います。 

・高収入を得られる職場があったら、若者が高山市から都会へ流出しなくなるのではと考えます。

工場誘致を積極的に行えば、若者が住み、活力ある高山市になるのではないかと思います。 

・若い者達が安心して暮らしていける町に、社会になっていく事を願っています。市内の企業に従

事している者達の給料が、余りにも安すぎではないでしょうか。不安です。 

・若者が安心して働ける大企業の誘致等が必要だと思う。家族を養っていける収入がないと若者

はどんどん都会へ行ってしまい、人口の減少や少子高齢化につながってしまう。地方の中小企業

では、なかなか家族を養うだけの収入につながらない。 

・高山を離れた若者が、高山で就職し、結婚、子育てしていくことがしやすい町づくりを、一層推し

進めて下さることを願っています。進学や就職で一度は故郷を外から観る機会を持つことは、決し

て悪いことではなく、その経験をぜひ生かして、高山を盛り上げる力にして欲しいと考えます。そ
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の為にも、市は日本一子育てしやすい町づくりをスローガンに、他の土地の方々もうらやむ政策

を考え、実施して頂きたいと思います。そして、その上でどうしても大事なことはやはり、働く場の

確保だと思います。 

・学校を卒業しても、地元に働く所がない。これがすべてで、いくら教育や福祉等充実しても、地域

は衰退するしかないと思います。 

・高学歴の若者が、地元で働ける職場誘致をお願いしたい。 

・生きがいのある職場が沢山でき、少しでも若者に戻ってきてほしいと思います。 

・若者が高山を離れ、いずれ帰ってきた時に、安心して働ける会社、企業を増やしてほしいです。 

・都市部で教育を受けた学生（若者）が、地元で就職出来る高山市をつくる（一次、二次産業の充

実、育成）。 

・学校を卒業した若者、女性などが働きやすい環境が欲しい。 

・急速な人口減少が進む今、まずは将来若者が生活できるよう、雇用の場を確保していくことが

重要と考えます。 

・市全体の給料アップ！！賃金が安いのに食料品や家賃など物価が高い！！！ 

・子供達は大学や就職を機に、都市へ出ていきます。いざ高山に戻って仕事をしたいと思っても、

今までのキャリアを生かす仕事に就けず、戻って来たくても戻れない子もいます。人口増加につ

ながるような対策と企業誘致に力を入れてほしい。 

・若者がよそへ出ていかなくても地元で働くことができる方策を考えてほしい。（企業誘致は難しい

か？） 

・人口減少の傾向にあり、その上将来を背負う優秀な若者が他地域、他県等へ流出している。従

って観光高山に頼るのでは無く、難しいことはよくわかるが、若者が夢や希望を持って高山市で

働き住み続けられる何か（これといったモノが考えられないのが残念）を生み出していく必要があ

ると常々思っている。 

・地域経済の活性化と雇用の場の創出及び企業の誘致や起業の活性化を望む。県外等で高等

教育を受け、また大学を卒業しても、市内に就職する方々が少なく感じます。よって、大学を卒業

して高山へ来れる様な企業があれば良いと強く感じます。福祉業務に U ターン現象がある様に

感じます。 

・高山市、飛騨市、下呂市協働による大規模な工場誘致。若者が県外に出なくてもよいように、活

力ある市、町にして下さい。 

・最低賃金を 1,000円以上とすることを積極的に企業等に求めていただきたい。若者の雇用確保

のためにも。 

・若者が住みたいと感じる町づくりを推進して欲しい。そのためには働く場所、雇用の創出が第一

になると思う。また、パートで働く女性の賃金をアップさせることで、働く意欲づくり、また子育ての

しやすい町づくりが推進されて欲しい。 

・毎年、進学等で多くの若者が高山市・飛騨地方を離れていきます。40数年前の私の時とほとん

ど変わっていないように思われます。多くの者はそのまま帰ってきません。地元の貴重な宝が都

会等に取られてしまっています。都会等で学び育んだ能力を発揮でき、家族と共に安心して働け

る場を地元に創設していく必要があります。 

東海北陸自動車道の 4車線化が進んでいて、岐阜・名古屋・北陸との距離がさらに近づくことと

なります。北陸新幹線の開通で北陸からの観光客も増加していますが、必要なのは観光の促進

ではなく、航空機産業・IOT関連産業等の企業と連携しての企業・工場誘致に取り組み、若者の
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雇用を創出することではないでしょうか。企業・工場を誘致するとそこに従業員を取られてしまうと

いう意見がありますが、それぞれの職場環境や就業条件の希望があり、これから出ていく若者の

確保や出て行った人材を呼び戻す場にもなることから、一概に言える事ではありません。どこの

自治体も若者の雇用の促進に必死です。観光や伝統工芸等では十分な対応はできないのでは

ないのでしょうか。 

・『将来に向けた高山市のまちづくり』について、私どもの家族の経験について少しお話させて下さ

い。これは昨年春の話です。私には妻と二人の子供がいます。一人は娘で富山へ嫁ぎ、そちらで

家庭を持っています。もう一人は息子で、現在は名古屋市内で家庭を持ち生活を営んでいます。

娘については富山へ嫁いでいるのだから、今後どうするかについては先方の話です。息子の家

庭については、私達の家族の一員であるということから、今後の将来をどうする？という相談を息

子から持ちかけられました。現在私たちは年寄り夫婦の二人暮らしですから、それを心配してのこ

ともあるのでしょう。つまり、数年のうちに高山へ戻って生活基盤を作るか、またはこのまま名古

屋で生活をするかの大きな選択の相談でした。そのきっかけとなったのは、彼の下の子供が小学

校へ入学することもあって、高山で家を建てるか、名古屋で家（マンションを含む）を購入するかの

決断をしなければならない時期でもありました。 

私の息子へのアドバイスは、「名古屋で住みなさい」でした。私たちの寿命は両手があれば十分

数えることができますが、孫たちの未来はこれから始まるのです。そして孫達の今後の進路、つま

り上級の学校の選択や職業の選択などを考えると、高山にいるより名古屋にいる方がはるかに

選択肢は多い。そして、福利厚生の行き届いた企業の数などは、高山とは天と地ほどの違いがあ

るのではないかと息子に話しました。息子家族もその話に納得してくれて、名古屋市内にマンショ

ンを購入して生活を開始しました。 

さて、私が本当に話したいことはここからです。高山市内には、いろんな企業、職場があります

が、「お山の大将」の経営者が多いと感じられます。経営者はそれで自己満足をし、福利厚生まで

充実していこうという考えを持った人たちに、私は出会ったことがありません。しかし、この地域以

外から様々な情報は入ってきます。よく「地元で働こう」という言葉を耳にします。何かしら虚しさを

覚える言葉です。 

以上から、高山市の将来を考えるならば、観光産業だけでなく地元経営者の意識を「お山の大

将」から全国で通じる経営者になるという意識改革をしなくては、高山地域外の生活を知った人達

は、おいそれとは戻れないでしょう。すると、有能な若者は出ていくばかりでしょう。よく、耳にしま

すよね。「高山ではなかなか働くところがないからなぁ。」果たして、未来永劫、高山市が観光で食

っていけるのでしょうか。 50年先はどうなっているのかな？すぐ、明日の話ですよね！ 

・中部縦貫道が完成すれば状況も変化すると思うが、いつまでも観光に頼っていても不安。難題

だと思うが、企業誘致を重点に！ 

・私事で申し訳ありませんが、後期高齢者夫婦です。長男夫婦が定年後高山に帰り面倒をみてく

れると思いますが、再就職も考えられる町だと有難いです。 

・若者は仕事が第一。しかし、地区の行事（村役等）で休みを取らなければならない事が年に何回

もあります。職場の上司の理解がないと、地域の活性化も進みません。 

・若者が高山市で働き生活していくためには、現在の雇用の場の問題に加え、賃金的な面でも改

善（増額）していかないと、他地域へ出て行ってしまうと思います。給与体制を主体的に引き上げ

て頂くことはできないでしょうか？子供・老人・仕事のできない方への配慮はあり、手当ても手厚く

なっていると思いますが、他の年代や就労者に対しての手当ても考えて頂きたい。 
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・高山市は観光地としてどんどん有名になり、外部からの人々にとっては良い町になっていると思

うのですが、物価が比較的高いのに賃金は低く、決して市民が暮らし易い町だとは思えません。

子供には地元就職をしてほしいと思いますが、上記の理由等で、地元に残るよう強くすすめる事

ができません。物価と賃金のバランスが緩和されることを望みます。 

・観光に重点を置き経済の活性化を計っているように思えるが、風評に弱い事も考えていただき

たい。もっと若者が定住できる産業をベースとし、その上に観光産業がくるのであれば、将来的に

も安定が見込めると思われる。 

・中高年に対して雇用の場を増やすような啓蒙。 

・定年後の再就職への支援。 

・保育士と介護士の給料が安すぎる。子供と老人は宝なのですから、市で助成できませんか？子

供の医療費タダは小学生までで充分。親は子供の為にはがんばれる。その分を、今書いたような

要望に少しでもまわしてほしい。ぜひぜひお願いしたいです。お願いします！！ 

・私は 30代前半独身女性で、両親と一緒に住んでいますが、女性の働く場所が限られていると

常々思っています。結婚でもしない限り、経済的にはとてもじゃないがやっていけない。そんな職

場が多いように思います。同世代の中でも、劣悪な環境で働いているが辞めるに辞めれず、続け

るしかないという人は沢山います。そしてそういった職場の多くは、悪い噂が絶えないにも関わら

ず、見て見ぬふりをされているようなところがあります。このような職場にメスが入ることはないの

でしょうか。働ける場が少ないことで高山を離れる人は多いでしょうし、これからの若い人達も高

山を出ていくのではと心配です。私も結婚して高山を離れる予定です。観光事業に力を入れるの

も結構ですが、そこに暮らす人の生活の保障があると良いと思います。高山市民の雇用の場を増

やし、離職が減少するような環境の安定を願います。 

・子育て（小学～高校まで）する女性が、安心して働ける企業の誘致をして欲しいです。 

・保育園は子育て中のママでも入りやすいですが、なかなか企業からの理解をもらえないのが現

状です。大企業だけでなく、中小企業でも働きやすい環境が整うとありがたいです。 

・子育て後の正社員採用や、育休などの制度がある所が少なく、パートは子供を産んだら辞める

べき！！といった風習がある。 

・人口知能の発達により、働く場所、職業が減ると聞きました。便利になる世の中だけど、未来あ

る子供達のことを心配しています。 

・20代で定職に就かず、とりあえずバイト・・・という方がまわりにいらっしゃいます。様々な理由が

あり働けない方もいらっしゃいますが、中には親元でとりあえずお小遣い程度あれば困らないか

ら社員にならない、という若者もいます。当然税金も支払っていない、年金も支払っていない状況

です。不公平さも感じます。正当な理由がなく働いていない方からは、徴収する制度があってもい

いのではないでしょうか。一人暮らしで少ないお給料の中からしっかり市民としての役割を果たし

ている同世代の若者がいる反面、その方達はなんと甘えているのでしょうか。病気で働けない方

と一緒にするのもよくないと思います。働ける人を働く環境へ送り出すことで、スタッフ不足が少し

は解消されないでしょうか？ 

・この春娘が大学生活を終え、地元就職しました。U ターン就職支援金があると知り申請しました

が、就職先が飛騨市で住んでいる所が高山市の為、支援金は無理との返事でダメでした。支援

金欲しさで就職した訳ではありませんが、何か大きな枠でとらえて（飛騨一円と言うのも無理があ

ると思いますが）少しでも若者が地元に戻ってこれる様、すてきな町づくりにしてほしいと思いま

す。 
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・私は医療現場で働いています。よその総合病院で働いた事もあり、高山は治療の選択肢が少な

いと思う事もあります。でも、そんな事ばかり考えていても不満が大きくなるだけ・・・。一生懸命な

Dr、Ns、救命士、その他の医療関係者が沢山この土地にはいます。この土地で患者さんが納得

できるもの、この土地で十分に提供できるものがある。何を伝えたいか、伝わりにくいかもしれま

せんが、どの職種でも自分たちのできるサービスを一生懸命提供し、自分の仕事に自信をもって

提供する。そんな今を続けたら、もっと未来の高山が良くなるだろうと思います。高山らしさを活か

した仕事、まだまだ新しいサービス（仕事）を見つけられると思います。 

・私は高山市の奨学金返済補助を報道で知り、高山市内での就職や転入を決めました。現在そ

の補助を受けさせて頂いており、感謝しております。その事は時折周囲の人々にも話しているの

ですが、あまり知られている様子はありません。報道でも、最初に知るきっかけとなったニュース

番組を除けば、寡聞小見にして再度見る機会はありませんでした。奨学金の返済支援制度は、

金銭的に余裕の無い昨今の学生、就活生にとっては魅力的に映り、移住を決める大きなきっかけ

の一つになることと思います。さらなる周知を行うことで、高山市に働く若者が増えるのではない

かと考えます。 

 

農業 

・食糧の自給率を向上できないだろうか？高齢者でもできる集団的農業、酪農、林業。自然の恩

恵を有効活用できる方法はないか？ 

・私の住んでいる国府町の中心とも言える田園地帯は、飛騨では一番天の広いところだと思いま

す。子供に農業をやらせなかったのが原因で、2人の息子は長男が大阪、二男が東京に勤めて

います。したがって、一人世帯や高齢者世帯では、稲作専門の組合に預けています。今後作って

下さる方達も高齢になると、この広い田はどうなるのかと心配になります。 

・農林畜産業の振興。飛騨高冷地野菜と飛騨牛。 

・この街は都市部からのアクセスが悪いデメリットもありますが、それをメリットとしてとらえる位の

自然環境の保持（水や空気を含む）、真の有機農業への取り組みが他地域よりしやすいので

は？日本で一番おいしい米、野菜の栽培を是非とも手がけていただけたら、ここから食や環境が

原因の病気も減りますし、飛騨の食物を求めての観光客も増えると思います。米や野菜、水、空

気がもっとも大切です。イベントになると町中、飛騨牛の匂いに包まれるというのは、本来の日本

の原風景からかけ離れすぎ。 

・農業の工場化、大規模農業。 

・今後、地球の気候変動に伴い、食糧不足等の心配が考えられます。そのため、自給自足の生

活ができる、また食糧（作物）の安定供給がとても大切になってくると予想します。畑や田、山を生

かして、そうした産業を活性化させることはもちろんですが、科学的見地・・・企業との共同研究や

そうした産業の誘致に力を入れることが良いのではないかと思います。なんとか人口減少を食い

止める努力をしなければ、未来は厳しいです。 

・未来型農業＝植物工場、養殖工場＆加工。 

・高山市の農業の発展には、若者の就農も大切であるが、定年退職者がハウス野菜の栽培等に

取り組めるような補助制度にも力を入れてもらいたい。 

・小規模の農業経営も大事にしてほしいです。 

・農業者の減少や管理する労力が確保できない（時間がない）。費用負担が多大という事もあり、

田舎離れが止まりません。緑地を積極的に守る気になるような策を提案していただきたい（CO2
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削減手当）。 

・農林や畜産など・・・無理な事でしょうか？農地がだんだん少なくなって行く気がして・・・。日々暮

らしていくには、ありがたい町と思います。 

・豊かな自然に囲まれ、毎日の生活の中での農業はすばらしい！地域の人達と一緒に仲間づくり

をし、寝たきりや認知症にならによう、自分自身も気をつける！ 

 

林業 

・花粉症対策を含めて、植林事業を見直してほしい。 

・ドライブで山を走っていると、倒れかけている木が多いと感じました。 

・林業にもっと就職しやすい環境が整えば良いと思います。その為には、生活保障（賃金の大幅

アップ）の充実でアピールが必要で、イメージアップ戦略があれば良いと思います。 

・山の木が大きくなるばかり。利用の道はないでしょうか。木材の油代、木材で油を取る等。 

・山林（木材価格）の下落で、施業意欲が低下し、山林経営が成り立たなくなっている。杉の良材

が昔のパルプの値段と一緒（㎡ 1,300円）。山林放棄となっている。米価も下落。9,800円の米、

昔は 25,000円近くしていた。 

・山に杉ではなく、アケビやドングリ等実のなる木を植樹してほしい。 

・地域経済の活性化には、労働力が必要である。多くの資源、地元の木材利用をもっと盛んにし

てよいと思う。上宝地区にも高根地区にも、山奥から切り出すならいくらでも木材はあると思う。高

山市が木材産業を興し、木の街を創り出していけないか。 

・昭和 25年頃から 40年にかけて国策により植林した立木が、農林規格による伐採期に達してい

る。里山の管理と熊、猿による被害から、過疎化しつつある村落を守ってほしい。 

・山の手入れができるように、林業に力を入れてほしい。 

 

海外戦略 

・外国人観光客の信号無視等交通マナーが悪い。状況を把握して対処してほしい。 

・海外戦略について、大々的にやることには賛成しかねます。一部の外国人の方は交通ルールを

無視し、行儀の悪い行動も見受けられます。そのうち、高山の子供達が当たり前として外国人の

真似をする様になるのではと危惧しています。 

・海外観光客のマナーが非常に悪いのが、この先どうなっていくのか心配になります。スーパーで

買った物を、店頭に並べてある商品の箱の前で食べている等。 

・外国人観光客が増えてきました。狭い高山でもあるので、お互いがマナーを守り、きれいな町が

維持できるようにしてほしい。 

・観光の振興及び海外戦略に力を入れる事も大変結構な事と存じますが、それ以上に高山市民

全体にそれらの経費を注いで頂きたい。治安面に於いても、衛生面にしても、外国の方々を簡単

に呼び込む事は、如何なものでしょうか。ホテル、旅館を含むサービス業、交通機関に携わる

方々には沢山のメリットが有るでしょうが、それ以外の市民に対しては逆に迷惑（デメリット）な部

分も発生してきている事も考慮して頂きたいと思います。 

・最近は外国の方々の観光客を見かけることが多くなりました。世界遺産等により来高されること

は喜ばしい事なのですが、自分達の生活する場にもそれなりに入り込まれたりする事が、迷惑に

感じる場合もあります。仕方のない事なのでしょうか？車で街を走っていても、信号を守らない外

国人観光客。私達が遠慮する場合もあります。生きている環境が違うのです。年をとっている私に
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は、納得いかないことも多くあります。ある程度のルールを解ってもらえたらと思うのですが・・・。

外国の方々にも分かり易い標識、又はパンフレット等配布するなど、いかがでしょうか？ 

・外国人観光客が増えたといっても、一般市民にはあまりメリットがない。バスに乗る時に大荷物

を持ち込んで座席を占領し、すごく迷惑だと思う。バス会社の対応も悪い！！駅前にコインロッカ

ーを作って、市内散策の時に利用してもらった方が良いと思う。市民第一に考えてほしいです。 

・市が観光に力を入れているのは分かりますが、最近の高山市内には外国人が多く、何だか高

山にいて高山でなく、外国にいるような気がする時があります。先日、外国人に宿泊代をサービス

しているとも聞きました。高山市民の税金からですよね？それならもっと市民のために、公園を作

ったり、幼稚園に補助をするとかしてほしい。 

・外国人向けに色々と言われますが、私達サラリーマンは商人と違い、「なんだかね？」と思いま

す。 

・外国人観光客が増加しているのは良いことだと思いますが、あまりにも外国人向け過ぎると思う

ところもあり、もう少し日本らしさを生かした方が良いのではと思います。日本語よりも英語や中国

語が目立つメニュー表や、日本語よりも先に英語や中国語、韓国語が放送されるアナウンスな

ど。折角日本に観光に来ているのに、もったいないと思います。日本なので、日本語を一番にす

べきかと思います。 

・旧市内は外国人客が多いと感じるが、支所地域にはまったく波及していない。少しでも支所地域

に波及するよう、支所地域を含めた市内周遊が出来る様、公共交通機関等と連携してモデルコー

スやモニターツアーなどの具体策を講じてほしい。 

・冬には雪を観光資源としたルートを設定したら良いと思います。北海道は外国人がよく訪問する

と記事にあります。これだけのパウダースノーがあるのは、飛騨地域の特性です。旅行会社を通

じて東南アジアからの入り込み客を誘致する事も良いのではないでしょうか。スキー、スノーボー

ド、ソリ、スノーモービルクルーザー等を行い、手ぶらで来てもらい、レンタルのスキーウェアを準

備します。半日コース、1日コースを設定します。料金はそれぞれのスキー場で設定します。 

・サービス業に就いています。海外の人達のお金の使い方によって、会社の業績が変わってきま

す。インバウンド誘致が重要だと思っています。 

・近年、高山市も海外の方が観光に大勢みえますが、シーズンが過ぎると淋しく感じます。 

・市の海外への PR活動は、全国でもトップクラスと認識しています。宿泊施設の数、質も向上し、

着々と進めておられる様子が明確に出ています。本町 3丁目にできた外国人おもてなし飲食施

設は、来客数が伸びていないと思います。活気に満ち溢れている店もあるのに。そのわけは、表

から中が見えないからです。 

・高山は観光地ということもあり、外国の方が近年増加しています。外国語での案内整備をきちん

としていただきたいです。 

・職業柄、外国の方によく道を聞かれます。もっと外国の方が分かるように地図や看板等を増やし

て欲しいです。これだけ外国人が多いので、是非増やして下さい。 

・外国の方々が市の中心部から外れた所まで、徒歩で移動しているのを見かけます。市の中心

部から 2km以内位は、地域名、方位、駅の方向と距離程度は明記された方が良いかと思われま

す。 

・近くに無人駅があります。高山祭でその駅を利用した時、外国人に電車の乗り方（切符の買い

方）を聞かれました。中心地から少し外れると、困ることがいろいろある気がします。駅に小さな案

内はありましたが、もう少し分かりやすい説明をつけてあげたらいいと思います。 
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・外国の方がとても多いと思います。お店や道など、もう少し英語等の表示があったらわかりやす

いのかなと思います。高山市の観光アプリみたいなのがあって、こまかな説明があればお客さん

も助かるのかなと思います。 

・観光地として国内外のお客様が「来て良かった」と思って「また来たい」と言って頂ける、日本を

代表する街になりたいと思います。良く聞くのは、海外から来た観光客が「WiFiが無い」「充電が

出来ない」と困っている声でした。携帯電話の普及に伴い、安心して来て頂く為にも、通信インフラ

を早く整備してほしいと思います。 

・高山の祭や文化など、海外にも多く知ってもらえたらと思います。 

・外国人観光客が多いので、英会話教室が増えるといいなと思っています。 

・外国人観光客が増加し市内（飛騨地域）が活性していると、ここ 2～3年強く感じています。しか

し、地域で語学学習を行う場が少ないと感じています。外国人を多く受け入れていく為には、地域

でも外国人が困らない様、語学（英語に限らず）を学べる場を提供して頂きたいです。 

・ある飲食店で外人さんには「ダメ」と冷たく断ったのを見て、残念に思いました。断るにも丁重に

したらよいのにと・・・。英語での断り方とか、外国語での対応が大切と思いました。 

・外国人観光客が多くなったのは実感しますが、高山だけに限らず日本どこに行っても多いです

ね。 

 

地球環境 

・私はここ 20年の間、宮川の源流部から本流部まで釣りをしてきました。年々魚の数が減ってい

くのが悲しいです。鮎を採るために投網をして水中へ潜ってみても、昔と比べものにならないくら

いの数です。原因は災害による河川の護岸工事により、魚の住みやすい川でなくなってきている

のだと思います。ただし、防災のための工事は必要だと思っています。工事に多額の費用がかか

っているとは思いますが、魚も住めるような改修ができないものでしょうか。このままではいずれ

近い将来、魚は放流魚だけになってしまいます。 

・自然を大切にすることに力を入れてほしい。 

・高山市が全国に向けて、地域レベル・各家庭レベルでの少水力発電、風力発電のモデルとなる

べきであると考えます。テレビでは、蛇口の水から発電できると放送していた。それと比べたら莫

大なエネルギーである川・用水・谷の水を利用すべきであると考える。 

・山からの川を見て治水、川を美しくしてほしい。 

・河川の水質は向上してきましたが、水中や川岸にゴミが散見されます。魚が沢山泳ぎ、鳥達の

遊ぶきれいな川は、人間の本来求める姿ではないでしょうか？ 

・再生エネルギー対策をもっと進めてほしい。東日本大震災後の時のような取り組みが、今は感

じられない。喉元過ぎれば何とやら。 

・少し前に高山へ U ターンしましたが、風景の変貌ぶりに正直驚きました。観光客が増え街が活

性化していることはとてもすばらしく嬉しく思いますが、自然がすっかりなくなってしまったように思

います。最近自宅周辺で、カモシカ等小動物を度々見ますが、これまでにないことでした。それだ

け、森がなくなってきているのだと思います。動物が出てきて殺すよりも、もっと森作りに力を入れ

てほしいです。取り組まれているのかもしれませんが、あまり見えてきません。観光面では世界的

にも有名になってきたと思うので、今度は環境保全や自然エネルギーの活用の取り組みで有名

になってほしいと思います。 

・再生エネルギーへの転換の促進。 
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・原子力発電の廃止又は早期に減少し、安全安心、不安を取り除く等、太陽光発電等自然エネル

ギー拡大に努める。 

・LED化の補助等。 

・いつまでも山、水、自然が失われない様にしたいです。自然豊かな高山は最高に住み良い場

所。 

・高山市は原発反対の市になって欲しい。 

・エネルギー供給など、高山がモデル都市になって取り組んでほしい。 

・住みやすい町だと思います。これ以上、市街地から緑がなくならない様にしてもらいたい。 

・高山の自然環境は豊かですが、活用の方法が？ 

・太陽光発電（一般家庭レベルより上）の民家に隣接している事への懸念。景観はまだしも、電磁

波による影響を考慮する必要があると思う。大きなソーラー設置後、体調が悪くなったとの話を聞

いた。 

 

生活環境 

・ゴミ袋は指定の物を買い、処理券もつける、なんてことは他の市ではないです。処理券付けるな

ら、指定のプリントでないものでも可にしたらどうですか？ 

・ゴミのシールは要らないのではないですか。袋は指定を守っているので、シールは無駄な事で

はないか。お金もたくさんかかる事ですので、その分福祉の方へと使ってはどうですか？ 

・ゴミの分別が分かりづらい。何度も電話をかけて聞きました。（移住者） 

・ゴミの分別に心掛けているが、資源ゴミ回収が隔週のため、家にゴミが溜まり困っている。毎週

にできないか。 

・ごみ収集について、美しい高山市の風景が台無し。美観を損ねている。収集場所は、ごみ袋が

むき出しの地区や BOXに入れてある所等様々で統一感もなく、見た目がきたない。ネットをかぶ

せてない所はカラスなどが突いてひどい事になっている時もある。又、熊など山の動物があさりに

人里へ下りてくる結果にもなっている。久々野町などは比較的 BOXに入れてありむき出しの所が

無く、こじんまりとして美しいと感じた。小さい町の方がやりやすいのかもしれないが、高山市も何

とかしたいと、常々考えています。 

・ごみ処理や分別、出す人のマナーが悪い。 

・何県の何町だったか判らなくなってしまい残念だが、ある町ではごみを 34種類だったかに分別

されていた。どなたか市役所職員の方、視察に行かれるといいのにと思いました。 

・地域によっては、ゴミステーションの収集日のカレンダーが貼ってあったり、なかったり、案内の

立看板すらなくその場所が本当にゴミを回収する場所なのか非常に分かりづらい箇所が多々あ

る。特に旧高山市以外の地域で目立つ。合併して新しい高山市になって随分時間が経っていると

思うので、そのあたりはきちんと統一した方が良いと思う。他県などから引っ越して来た人達に

は、非常に分かりづらく優しくないと感じた。 

・ゴミ処理施設の新規建設の際には、（今期は無理でも次期には）温水プール併設を願います（熱

源有効利用）。 

・新しいゴミ焼却場の候補地が町中過ぎると思う。将来、未来の人達が幸せに暮らす為に、コスト

がどうこうで場所を決めてしまうのはいかがなものでしょう。本当に将来の事、未来の人達の事を

考えれば、住宅地から少しでも離れた候補地を選ぶのではないですか？こんな簡単な事が分か

らないような人達が、将来の町づくりを考えているなんて、正直不安です。「将来に向けた」だなん
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て、キレイ事なんじゃないですか？ 

・現在高山市の行政の中で一番の問題は、火葬場の新設だと思う。私は 12年前に高山に U タ

ーンで帰って来たが、その当時から火葬場の件があったと思う。賛否両論はどこの地域でもある

が、両者が納得する答えは絶対に出てこないと思う。よって、市の強力な指導力により早急に結

論（設置場所）を決めてほしい。 

・一市民としての意見です。火葬場の新設に難航しているようですが、早期に進むよう願って居り

ます。 

・火葬場建設について、旧高山市への建設の検討。 

・火葬場を早く取り組んでほしいです。 

・早く火葬場を造ってほしい。 

・火葬場を作って頂きたい。 

・死んだらどこで燃やしてもらえるのでしょうか。近くで天へ昇っていけると、友達と話していまし

た。 

・火葬場を 1日も早く、新しい所を決めて建設して下さい。 

・高山市もあと 10年もすれば、老人の町になってしまいます。と同時に亡くなる人も増えます。現

在の火葬場では対応できなくなりそうなので、早急に大型の火葬場建設に取り組んで下さい。 

・私の町内、班には、ホテル・商店街・住宅が有り、その中に木工工場が有ります。毎日が公害の

日々です。これは 60年前からの現場です。工業団地に移るべきです。外国人観光客の方々に、

高山市として申し訳ないと思いませんか。良好な生活環境になるのを、市民として願っています。 

・住宅地の中での大型車輛の通行は迷惑。雑音や埃で大変です。考えてほしいです。町内へ何

度も交渉しているが、同じ市民なのでしょうか？ 

・路上喫煙禁止区域での歩きタバコはもちろん、店員が外で休憩される時も、禁止区域でのタバ

コはやめてほしい。（古い町並周辺） 

・まちづくりには関係ありませんが、歩きスマホ、自転車乗りながらスマホの姿を時々見かけま

す。ヒヤッとしたこともあります。正直、車を運転していてもこわいです。歩き煙草もたまに見ます。

煙草の位置が子供の目の高さです。これもこわいです。 

・町作りは観光客を増やす事ばかりに力を入れている感じで、市民の生活の現状を分かっていな

いと思う。観光客のマナーの悪さによる交通問題。”町をきれいにして”と市民に言うけど、宮川掃

除（年 4回）の大変さを知っていますか？それに伴う近所とのトラブルや、草刈り機の自費出費、

アルバイトを利用して参加する人の苦悩など。それ（宮川掃除）が原因で町内から引っ越しする人

も多々みえます。市を良くするために、市民が苦しんでいる事を知っていますか？宮川が高山市

の川なら、高山市で予算を出して草刈りをして下さい。高山中心地ばかりにお金をかけずに。市

街地の方が住んでいる世帯が多いと思います。ただでさえ給料（賃金）の少ない高山市です。休

日をつぶしての草刈りに参加するのは苦痛です。町（高山市）を良くする事を考えるなら、市民の

生活を楽（安楽）にする事を優先していただきたいと思います。 

・役所の方も、地域の川や道路等の見廻りをもっと増して下さい。市内より山間部の方へもっと目

を向けて、山間の町内は高齢者が多いので、災害の少ない町づくりを目指して下さい。山の手入

れ、道路（側溝）の草刈り等、個人個人にもっと指導していただきたい。役員や個人で注意をする

と、小さい町内は人間関係が難しいので、役所の方から書類等で個人個人に行き渡るように指導

して下さい。山の持主や田畑の持主は、もっと責任を感じるようにすべきであります。田畑を荒し

て作らないのであれば、道路の草刈り、側溝のみでも美しくするように。 
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・市街地を外れると、道路周辺へのゴミのポイ捨てが非常に多く、市民の意識も低い。「住環境を

きれいにする」意識の啓発が必要と考えます。 

・豚小屋が出来てから、荒城川が汚水で汚れて困ります。 

・水路に、塗料、ペンキの様な水が流れてくる時があります。きれいな水であってほしい。何とかな

りませんか。 

・祭りやイベントの時などに、ゴミ箱がなく、道路やコンビニに散らばっていて景観が悪い。祭・味

祭り（本町）だけではないが、食べ物系イベントの時は特に目立つ。イベント時ゴミステーションを

作る。観光客が歩く場所にステーションを増やす。ゴミステーション MAPがあってもいい。 

 

景観 

・古い町並等の電線は地下に埋めたりできないものなのか、と常々思います。 

・電柱の地中化は、さらに推進してほしい。 

・電線の地中化を進めて、景観を良くしてほしい。 

・今力を入れなければ将来残っていかない町並み（例：江名子川沿い）等、先を見た計画が必要

であり、住民の意識の向上にむけた実践が必要では。多くの財産がありますが、町並みは高山に

とって大きい財産です。頑張って下さい。 

・高山の町の空気や体感は、全体を眺めみて感情で判断されるものと思います。町の中に洋式

建物と高山式建物が並んで居ると、ふと古川式町づくりが想い出されてしまう。和洋の美観をどう

共存させればよいか、将来の高山の美観は京都を思い浮かばせるのか、と想うこの頃です。 

・高山の主産業の一つが観光ですが、市街地に大きな建物が建つと聞いています。景観保全の

ために正式に指定された区域ではないそうですが、あまりにも近すぎて観光客はがっかりするの

では？保全に準ずる区域を広くとるなど、町並みの景観をもっと大切にした方がよいと思います。 

・環境・治安等をいかに守っていくか、また既に壊れてしまった環境（高山駅前の乱雑な建物等）

をいかに回復していくかにも力を注いでいただきたい。古い町並に増えた今風な店は、高山らし

さ・魅力をなくしていくような気がします。外の人に人気があり、住んでいる人も住み易い町（行政

サービスの安価な提供も含め）を追求していっていただきたいと思います。 

・馬場町～空町のエリアも上一・下一のような外観補助をつけて欲しい。 

・高山市に一番足りないのは、緑です。土地に余裕が無いのは解かりますが、新築、改築時に

は、表側に必ず樹木を 1本以上植える様に指導をされると良いと思います。 

・この頃私は行く先々で「高山盆地を紅葉の名所に」を語っています。高山市内から見渡す山々

は比較的に針葉樹、特に杉が多いのですが、それを行政に頼らず私たちの手で、京都の嵐山の

ような紅葉の名所にできたらと思っている一人です。城山、東山、北山が秋に真っ赤に染まった

ら、それで観光客を呼べる様になる事でしょう。現に何も施設のない「せせらぎ街道」が秋の紅葉

シーズンには人が集まります。城山、東山、北山は、様々な規制があり、木を植え替えるのは大

変難しい事です。そこで、市民の協力を得て、その周囲の民有地から広葉樹化していくのです。ボ

ランティア活動や子供の課外活動等で植樹をし、活動を子供たちの記憶に植え付けていけば、自

然と故郷への思いも深まるのではないでしょうか。片野町、松本町、上岡本町、下岡本町、西之

一色町等の町の中から見える山から徐々に所有者に協力をしていただき、広葉樹化を進めるの

です。市民の声が高まってきたら行政に動いてもらい、規制を特区的に見直してもらうのです。補

助金を与えるのではなく、市民運動を支えていく、それが行政の仕事だと思います。もちろん、植

える気は飛騨の樹種、そして春には花の咲く木も植えて花の楽しめる山にしつつ、いわれの在る
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木、地名に関係する木や存在感の在る木は残して、高山盆地を紅葉の名所にしていくのです。こ

れは 5年 10年で出来る事業ではありません。50年 100年懸けて、孫やその孫たちのために行

っていく事業だと思います。 

城山に天守閣をと言われる方もいますが、江戸時代には 200城以上あった天守閣が、現在は 61

城、そのうち 13城が江戸時代からのもの、それ以外の天守閣は復元・復興されたもので、ほとん

どが赤字運営で市民の負担となっています。市民活動で、木を植え付け記憶を植え付ける「高山

盆地を紅葉の名所に」が実現できたらと考えるこの頃です。 

・夜間の照明（街灯など）について、街全体が明る過ぎる。街灯・外灯の明るさを、交通安全に支

障の無い範囲で下げ、看板等の光度についても条例等で規制し、夜 22時以降は街全体を暗く

し、「美しい星空が市街地でも見られる観光都市」としてアピールできる高山市にしてほしい。観光

客の増加につながると思う。せめて 20年前の星空に戻せれば、高山の魅力として星空を売り込

めると思います。 

・ハウスメーカーがつくる戸建のデザインは、一過性のものですぐに飽きられます。伝統的な外観

を踏襲した建築の推進を図って下さい。 

・護岸工事等で、せっかくの桜の木が伐り倒され、コンクリートの壁や U字溝などで味気ない風景

になってしまい、非常に残念です。もっと自然を大切に。高山の素朴さを見直し、古い町並を活か

して下さい。不便でも心和む昔懐かしい故郷であってほしいと思います。 

・“景観をそこねる”と看板等の規制がありますが、国道沿いでも草の追いかぶさっている建物を

多く見かけます。住宅にしても、壊すと税金が上がる為そのままにしている、というのもいかがな

ものか？壊せば金が要る、タダじゃないという考え方もいい方向へ向かえば良いと思う。 

・江名子川沿いの桜が老朽してきました。今のうちに苗木を植えてほしいです。 

・晴れた日の山を見ると、本当にアルプスがきれいでいいな～と思います。 

・駅前に大きな木を植えて、木陰がほしいです。紫陽花をたくさん植えて、高山はステキな町だと

観光客に思ってもらえたらうれしいです。 

 

学校教育 

・若者が少ない！！専門、特殊、大学等（分校含む）学校を増やす。 

・高山には高校卒業後の進学先（大学・専門学校）がなく、市・県外へ進学するとそのまま高山か

ら出ていくことが決定的になってしまうので、学校誘致など実現するといいと思う。 

・高校を卒業し進学すると、高山に帰って来る人は少なくなる。大学の誘致等、若者が高山を離れ

なくても良い環境を作ることが必要。 

・有名大学のキャンパス誘致、専門学校や短大の誘致→若者の流出に歯止め、進学率の向上、

地域力の向上、消費拡大、経済効果に期待できる。高山市民の高校から先への進学率が上がる

事を期待します。その為には是非、学校（観光に特化した専門学校や英語学校、さらにはビジネ

ス事務等）の誘致を期待したいです。 

・夢であるかもしれませんが、若い人達が流出してしまうのを食い止める為にも、大学の観光学部

が高山にあればと思います。ひとつの大学を高山にというのは不可能かもしれませんが、ひとつ

の学部だけを高山に誘致であれば、現実的な気がします。ある程度の偏差値以上しかとらないと

かして、下のラインを低くしないようにしないと、結局優秀な人は県外へ出てしまいます。国際教養

学部のような大学が、この高山にあればと願っています。多くの優秀な若者が、この美しい高山で

学び仕事をすることができれば、本当に良いと思います。 
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・大学の誘致（農林畜産や環境、芸術、観光、語学系の学部）。 

・大学や専門学校などの新設。 

・英語教育に重点を置かれているように見えるが、高校にクラスを新設したところで、どうかなと疑

問である。日本人は昔より英語について苦手意識が強く、英語を短期間で上達させたいのであれ

ば、インターナショナル学校並のカリキュラムでなければと思う。 

・少子化の為に、地元の学校をなくさない様にして欲しい。 

・少子化が進み、どんどん学校が統合され、通学時間も長く、子供の負担が大きくなっています。

高校に進学しても帰りのバスの時間が早く、部活にも中途半端にしか参加できません。さらに過

疎が進むと思います。 

・少子高齢化の中、大人達の生活環境は現状に沿って進めていただきたい。しかしながら、子ど

も達はクラス人数の減少により、様々な影響を受け、難しい学校生活を送ることになります。旧町

村の枠を越えた学校の統廃合を進め、まとまった人数の学校（クラス替えのできる体制）にして欲

しい。例えば清見→新宮、松倉へ統合 

・小学校の統合。 

・郊外の小学生は、近年極端に児童の数が少なくなっています。三枝地区は数年後を考えると、

PTAの運営等も難しくなってくるのではないでしょうか。実際、児童減少に伴い、父母も少なくなっ

ている為、問題が出始めてきています。資源リサイクル等、人が少なくなってきている為、今年か

ら 1学年の父母だけではなくなりました。冬頭町等、どう考えても三枝小の方が近い町内は、同

一校区としても良いのではないかと思います。もちろん、町内の同意の上ですが。昔からの校区

に縛られる必要は無いと考えます。 

・昨年度の二学期制をめぐる議会 VS市教委のやりとり。議会は二学期制以外にも、教育につい

て考えることは多くあるはずだ。校区再編、教員の多忙化。合併前を知らない子どもの前で、いつ

までも大人が「支所地域」とか「旧高山市」とか言っていてはいけない。宮中を日枝中に統合する

ぐらいの思い切った改革も必要だし、西小を廃止するくらいのタブーに切り込まねば変わらない。 

・学校教育の場で、勉強だけでなく人間として大切な事、人への思いやり、一般常識等をしっかり

指導していく事が大切だと思います。また、地元を誇りに思えるような教育も必要だと思います。 

・先生たちは大変だと思います。いけない事をしている子供に注意する勇気の有る人が減ってい

る様に思います。私の主人は注意する方で、私が心配している方ですが、他人の子に注意する

大人が多くいると良い。 

・近年不登校児が増加してきているが、小・中・高の学校及び高山市教育委員会の積極的な関与

ができていないと考えます。それらの児童にケアする施策等について検討する必要があると考え

ます。 

・小学校・中学校の子供が少ないのに校舎は大きい建物で、割合遠方から通学する子供が多い

ようです。冬なんかとても可哀想に思います。 

・高齢者の増加に伴い、中・高校生に郷土への愛着心を養う教育が必要だと思う。 

・学校教育の授業において、地域ならではの授業（図工で山田焼、家庭科で浴衣の着付け等）な

ど取り入れて、地域を面白がってもらえたら、他の地域からみえた親さん達も子供の話を聞くのが

楽しくなるのではないかと思います。 

・学校の先生方の勤務が大変きびしいようです。先生方が授業の準備や研究に集中して取り組

めるように、部活の時間の軽減や、本来の業務以外のことの時間を減らすシステムを作っていた

だきたい。高山市の子どもの夢ある将来のために。 
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・子供の学校行事について、同じ校区内なのに一方では廃品回収、一方では体育祭など、同日

に行われる事が度々。中学と高校でも昨年同じ日に体育祭でした。親の体は一つしかありませ

ん。配慮して頂きたい。学校の先生なのに！連携出来ていません。 

・私は松本町に住んでいます。周りは今畑や田が宅地化され、10年の間に私達の班には 20軒

も家が建ち、若い夫婦の方々が入ってこられました。非常に喜ばしい状態です。皆様はしっかりと

家庭を持ち、お子様もみえて明るい方々ばかりです。一方、町中では 40～50才位でも独身で、町

内が成り立たないと聞いております。親も親なり、子も子でわがまま放題の結果だと思います。少

子化対策がしっかりと行われていれば、この様な結果はなかったと思われます。きちんと学校で

教育されれば。道徳の時間に、人を愛する事の大切さをもっと教えていただきたいと思います。人

口が増える事により、町は発展するのですから。よろしくお願いします。日本人がいなくなるのがさ

びしいので、頑張って下さい。将来の為に、一番の願いです。 

・今はどうか知りませんが、成人式が荒れる様になったことといい、明らかに教育が間違っている

のではありませんか。市が今後重点的に取り組むべきとの項目で学校教育や生涯学習の充実の

欄に○をしましたが、充実ではなく見直すべきとの考えで印をしました。 

・議会中継など Hitnetなどで見ていますが、国会の中継と一緒で、ただ、ただ質疑応答。見てい

てもあほらしいです。ですが、暗い事ばかり言っても仕方ありません。今の高山に将来、町づくり

があるとしたら、真に子供を育み、学校でいじめがあった等しても、学校・教育委員会等が保身に

回る事のない様、子供だけは充分に育ててほしいと思います。 

 

生涯学習 

・勤労青少年ホーム等で講座がありますが、35才までと年齢制限があります。40才以上でも利

用出来たらいいと思います。40代以上の人口が多いのだから。ヨガや料理教室、手芸教室等参

加できる講座があったら、40代以上の人も生甲斐が出来、人と人と関われ元気がもらえると思い

ます。 

・勤労青少年ホームの活用に疑問。現代に合った活動内容に変えて頂きたい。年齢、独身等で制

約せず、幅広い年齢層での活用を期待する。 

・それぞれの年代が生き甲斐を感じる教室、イベント、交流の場、機会をもっと活発に増やすべき

と考えます。 

・私も高齢者の仲間入りをしましたが、これから先何を目標にして、何を生きがいにして生きてい

っていいのか悩んでいます。気軽に参加できるサークル（お金のあまりかからない）等が数あれ

ば・・・。資格がないとできない保育とか残念です。時間が余っているのに。 

・私の地区では公民館活動を充実させていくことが、地区の活性化につながると考えている。高

齢者同士の集いの場として重要。サークル活動や集いの場として。世代間交流ができる場とし

て。老人会、子供会との交流。おもちゃ修理や夏休みの作品作りの場として。麻雀、囲碁、将棋な

ど楽しむ場として。世間話や雑談の場として。しかし、使用手続きが煩雑であったり、料金が発生

したりすることが、気軽に公民館を使用できない状況を作っている。また、世話をするリーダーが

いなかったりする。こういう点を行政的に解決することはできないものだろうか。 

・地域に根差した生涯学習とは？合併前は無料で公民館を借りられたのに・・・。郡部では無料特

区が欲しい（塾、習い事）。子供の塾、飛騨市、旧高山市まで通っているそうです。公民館等、気

軽に借りる事ができれば・・・送迎の時間も短縮されるのに。 

・合併前の町には、有意義な行事、楽しい催しが多かったと思います。高山市の支所になって、住
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民に対しての気遣いが粗雑に成って居ます。さくらホールも行事が少なく、あまり利用価値があり

ません。住民を楽しませる催し、歌手、落語家、芝居、何でも呼び、住民の足を運べる場所にしな

いとさくらホールの価値がありません。また、文化・芸術・芸能、新しく始めたい人に教室を開い

て、老齢化してゆく文化・祭に人を増してほしいと思います。魅力ある国府町として、活力気力を

与える努力をしてほしいと願って居ります。 

・国府町のさくらホールについて、もう少し色々な楽しいもの、老人が楽しめるものがもっと来てほ

しい。 

・商店街に簡単な外国語講座。 

・高山に生まれて良かったといつも感じています（若い頃は違いました）。77才ですが、喫茶店を

細々と営んでおります。毎日外国の方々と交わり、楽しい日々を過ごしております。また、70才過

ぎてから市の英会話教室に通いました。とても役立っており、市の皆様の努力を痛感しました。外

国の方々に高山の良さを教えられて、色々再認識です。 

・外国人観光客が増えていますが、英語が必要と思っても学ぶ場が少なく感じます。パソコン教室

のような学びの場があれば良いと思います。最近の就職先を閲覧しますと、特にサービス業は英

語の希望が目立ちます。企業には TOEIC所持者への助成も。 

・高山市図書館、とても気に入っています。これからも力を入れていって下さい。 

 

スポーツ 

・プールを作ってほしい。 

・市民プールの改修。 

・市民プールの老朽化を感じます。他の町のように、ゴミ処理施設に併設した温水プールがあれ

ばと思います。 

・駅裏に、孫と一緒に行けるプールができると喜んでいましたが、ナシ？ 

・スポーツ施設の使用料や営業時間の統一。それぞれ、金額が必要だったり無料だったり、休館

日が違ったりして使いにくい。 

・スポーツに関してですが、体育館等の備品の不備、床の不具合、最悪な体育館があります。あ

の状態ではまともなプレーはできないです。体育館代を支払って借りているのですから、学校側な

のか教育委員会の管理なのか知りませんが、しっかりと定期的に視察でもしてほしいものです。

大人達のスポーツにも力を入れているのなら、もっと意見を聞いてほしいです（各団体等で要望

出しています）。若い人達はスポーツ離れしています。各団体は必死です。もう少し市と学校で連

携を取って頂いて、体育施設を良くしていってほしいです。 

・高山では大人も子供もスポーツを楽しんでいますが、体育館の予約を取るのが大変です。そこ

で市内に 3～4 ヶ所、小規模な体育館を造ってほしい。 

・小さな子供が遊べる公園はたくさん有るけど、高学年の子供が気軽に運動等ができる場所があ

るといいなと感じます。バスケットゴールがあったり、ちょっと野球ができたり。中山公園球場の老

朽化の話も聞いた事があります。すばらしい試合をすばらしい球場で出来たら、県の大会等もで

きるのではないかと思います。 

・サッカー人口が多いと思いますが、何故飛騨市のような人口芝グランド（公園）等がなく、サッカ

ーを楽しめる場所が少ないのか。是非、人口芝グランドを前向きにお考えいただきたいです。 

・高山でもう一度高校野球の予選が開催されるよう、野球場の整備・建設を望みます。飛騨地区

から甲子園出場を期待したいです。 
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・野球場の整備をお願いします。 

・スポーツを気軽に楽しむ環境があまり整っていないと感じます。特に冬季は外でのスポーツが限

られる為、もっと屋内もしくは屋根付の施設が増えると良いです。 

・気軽にスポーツができる環境づくりをしてほしい。 

・スポーツを通して介護者を減らすような取り組みをして欲しい。長く健康で生活できるよう、介護

を必要としている方以外への健康への取り組みがあると良いと思う。大学でスポーツを学んだ若

者の雇用の場にもなると思うので、健康スポーツセンターのような施設を作って欲しい。 

・少年スポーツクラブ等への加入が減少している気がします。 

・運動するのにプールが良い方もみえると思いますが、手軽にウォーキングができる室内の場所

があると良いのではないでしょうか。 

・市民のスポーツ活動の場所が少ない。お金をかけて健康的な毎日が送れることで、医療費が下

がり、元気な高山市になると良い。サッカーの競技場が欲しい。とにかくスポーツの栄える事が大

事。子どもたちもゲームでなくスポーツに打ち込んで欲しい。市民と外国人観光客がふれあう高山

市になって欲しい（イベントでなく）。 

・世界遺産・歴史的史跡等を中心としている。ブームが去ると観光客の減少もある。新しい観光を

目指して、スポーツツーリズムの考えを取り入れ、スポーツを活用した観光まちづくりに取り組ん

でほしい。それには、スポーツ施設の環境設備が必要と考える。 

・スポーツをしている人のために、しっかり怪我を見てくれるスポーツドクターが必要だと思いま

す。 

 

文化芸術 

・普段の生活に必要な文化交流の基本となる現高山市民文化会館の大ホールは、音響等の設

備が悪いことから、東側用地に早期の建て替えをお願いします。 

・”映画館もない”なんて恥ずかしいと思います。ほとんどの人が県外まで行っています。何とかし

て下さい。 

・市営映画館を作って下さい。 

・高山に映画館が無くなったのは、非常に残念です。 

・娯楽が少ないので映画館があると嬉しいです。 

・観光客ばかり当てにしないで、市内の人がお金を使う場を増してほしい！映画館を作って下さ

い。せっかく地元が舞台の「君の名は」等大ヒットしたのに、映画館がないなんて恥ずかしい。「君

の名は」がなくても私は映画が好きなのに・・・。入場料が高い上に、今では岐阜までの交通費＋

時間がすごくかかり・・・。早く作って下さい。まちづくりになります。 

・映画館作って下さい！ 

・観光客が増加している現在は市全体に活気が出るものの、変動の激しい観光産業だけに頼っ

ているように見えるという声も聞こえます。伝統工芸、史跡の紹介などの文化、歴史を守りつつ、

現状に生きる人達に訴えかけるアートの展開も重要です。それは、どこまでも高山の伝統文化の

基盤に立脚した上での発展形でなければ意味がありません。歴史文化と現代アートが同じレール

の上にのった姿で共存している姿を描いてみてはどうでしょうか。 

・広い一軒家で日本画を描く目的で、奥飛騨に来ました。自然豊かで良い場所と思います。美術

館、図書館、それぞれに充実しているかと思います。が、古いもの、伝統を大事にする反面、市民

の方達は”現代”のアートに触れる機会が少ないように感じます。横浜トリエンナーレ、越後妻有
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アートトリエンナーレ、瀬戸内芸術祭、日本各地でアートを通して、自分達の住む地域を深く考察

する取り組みがあります。マネはしなくても良いと思いますが、高山の子供達にも、世界のアート

シーンを垣間見る事が出来る機会があったら良いなぁと感じます。 

 

歴史文化 

・歴史文化に関しては、高山中心部の歴史調査などは大変遅れていると思われる。歴史文化基

本構想などの指針（ガイドライン）も整備されているので、成果に乏しい市史編纂事業も見直しを

図りつつ、高山の歴史文化を国内外にアピールする裏付けとなるような研究体制を築くべきであ

る。 

・歴史的な史跡の保存に対する意識が浅く、市の取り組みが進んでいない。積極的な対策をとら

ないと朽ちていくばかりになる。 

・各支所における歴史的な資産の展示・公開などの施策が全く不十分な地域に対して、積極的な

助成をお願いしたい。 

・文化財関係、屋台関係は、一部の人たちだけでなく、多くの人に情報を公開して欲しい。出来る

範囲の概要で構わない。なぜ修理が必要か。なぜこれだけ金額がかかるのか。その金額が適正

かどうか。もう少し多くの人たちの目から見て判断されるべきだと思う。 

・高山祭を観て思う事。祭地域の人手不足を耳にするが、短大生のバイトを頼りにする前に、他地

域の若者などに声をかけるのが先ではないか。 

・一宮の大祭に参加して思ったのですが、高山の各神社には雅楽のグループがたくさんありま

す。それぞれ独自の活動をしてみえると思いますが、せっかくの伝統芸能なので、一同に会し互

いの良い所を学べるような場があるといいと思う。 

・高山のすばらしい文化財、伝統芸能、伝統工芸の保存、継承、振興を願います。 

・昔ながらの高山の文化（盆踊り等）を大切に伝えていってほしい。 

・高山市は観光都市なので、高山城を築城されたら益々発展するのではないでしょうか。 

・城山と松倉山に城跡はあるが、高山には城がない。山の頂上に建てるのは大変なことだが、あ

れば皆が登ると思う。登っても何もないのはさみしい。健康づくりにもなるので、是非再建（再現）

して欲しい。 

・素晴らしい文化を継承していけたらいいです。 

 

地域福祉 

・高齢者のみの世帯が多く、もっと地域で支え合っていけばよいと思います。 

・最近は地域住民の間で近所付き合い、町内会等での交流が減少。高齢者の孤立化の増加傾

向など気になる所です。 

・都会に出ていき高山に戻って来ない人や、高山にいてもアパート、マンション等住まいが増え、

独居老人が増えています。町内の運営もなかなか円滑でないので、地域の人々がもっと連携を

取り合える世の中であってほしいと思います。安心して独り暮らしが出来る地域が理想です。 

・他地域から転入家族の町内会加入。最近全加入が出来ない。老人会においても、旦那さんは

加入、奥さん不加入とかが目立ちます。子供会についても、子供さんは加入望んでみえるのに親

は望まない。今後のあり方において、他地域の良い方法がありましたら、全地域に情報を伝えて

ほしいと思います。 

・昔ながらの町内活動をして、皆が仲良く暮らせる街にするよう心掛けること。 
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・人は人という感じ。無関心な人が多い。 

・老人ばかり増えて若者がいない町内。年を取っていても、役が回ってくればやらざるを得ない。 

・私は諸事情により、班に加入しておりません。その関係で様々な不便が生じても積極的に要望

しづらく、結果的に諦め、泣き寝入りが多いです。そのシステムに格差を感じ、とても不満がつの

ります。全ての市民が安心して暮らせる生活を、切に切に望みます。 

・文化財や伝統芸能の保存・継承は大切なことではあるが、”必ず参加”が当たり前のところ（まつ

り）があり、町内の付き合い等も大変です。婦人会は必ず入会とか、抜けようものなら「そこの家で

何かあっても手助け出来ない」とまで言われたことも・・・。高山に来て 10年経ちます。観光で来る

にはいいところですが、住むにはいかがなものかと思う、高山市ですね・・・。 

・人々が助け合っていける（人とのつながり）町づくり。 

・低所得者、生活保護者へ住宅耐震化の補助。生活保護者へのクーラー（温暖化により必要）取

り付け金の援助を希望します。市営住宅にもクーラーを取り付けられるよう希望します。 

・後期高齢者の家庭を今年初めて民生委員の方が訪問して下さって、ありがたいと思いました。

今後もこのような訪問を大事にして、その家庭の実態を把握することに努めてほしいです。 

・市営住宅の入居に対して、離婚前の家賃未納分を離婚後の母子家庭に負担を求める民法上の

規定はあるが、その後の所得を十分考慮し、一方的に民法を持ち出すのではなく、個別の状況を

よく聞いて、誠実な対応をお願いしたい。 

・障がい者の対応は手厚いような気がします。年金（障害）、給与など頂いているのに、色々な面

の手厚さ。普通の低所得者などの対応もお願いしたい。 

・市民の人達は、お金を落としていく観光客等には優しい気がするが、他県から引っ越してきた人

達に対しては非常に冷たいと感じている。 

・働けるのに働いていない人に生活保護は必要でしょうか？もっと厳しく調査してムダなお金を他

に回して下さい。 

 

児童福祉 

・子供が 1歳で亡くなりました。元々先天性の心疾患があり、岐阜まで通っていました。飛騨に子

供がかかれる専門病院ができてほしい、それを担うのは高山市であってほしいと願います。子供

のおかげで福祉サービスがあることを知り、すごいなと思いました。ただ、病気を持つ子が通える

保育園がないので、そのような保育園が出来るといいと思いました。病児を持つ母は仕事を辞め

なくてはならないのかと思いました。なんとかして頂けるとありがたいです。 

・子供が小さいので、保育園を利用しています。朝早くから預かってもらい助かっていますが、病

児保育がもっとあればいいのに、と思う時もあります。 

・託児所を増やしてほしい。核家族だと保育園へ入れなくては働けない。大きなホテルに従業員

専用託児所があれば嬉しい！！ 

・保育園に子供を預ける人は、働いているから預けているのです。感染症等でなく、微熱等で帰さ

ないでほしい。すぐ迎えに来れたり出来るのは、仕事をしていない人です。職場に迷惑をかけ、働

きづらくなります。子育て支援してます！ではないと思います。 

・飛騨地域は子育てしやすい環境にあると思いますが、24時間保育がなく困っている友人の話を

聞きます。24時間保育があれば、母親、その家族が就労できるのではないかと思います。 

・夫婦で子供を育てながら共働きできる保育環境問題。保育所を設置している事業所もあります

が、夜間や病児保育が不十分で一人しか育てられない、二人目産めない。共働きでも妻がパート
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になるしかない現状があります。 

・年々増加している一人親家庭への対応。雇用（残業ＮＧ）や手当（働くと減額）等、もっと考えて

ほしいと思う。子供の負担が大きくなる。 

・市内全般各業種で、スタッフ不足とのことを耳にしますが、子供さんを預ける環境が満たされて

いないこともあるようです。教員経験のある年配の方々が夕方まで子供さんをみていただける場

所を作っていただけたらば、長時間働くお母さん方も増えるのではないかと思います。 

・高山市のまちづくりに直接関係がないかと思うのですが、是非考えて頂きたい事がありお願いし

ます。小学生は休みの日は学童保育があり、大変ありがたく嬉しく思っています。でも、朝児童を

受け入れて頂ける時間が 8時です。会社は 8時始まりが多いと思います。何とか遅くとも 7時 30

分に連れていける様に検討していただきたくお願いします。親も生活のために働かないといけな

い状況です。何とか考えていただけないでしょうか。 

・若者・子供が少なくなっていること、活気が少なくなっていると感じます。子育て世代の方が、安

心して働けるようなまちづくりを望みます。特に子供が急病、夏休み、夕方以降の時間等、面倒を

見てくれる人がいない家庭は、働き方が制限されます。いろんな手当ても良いとは思いますが、

親が働きやすい環境の整備の方がありがたいと思う方も多いのではないでしょうか。介護面はか

なり充実していると思いますが、子育ての方にもう少し良い環境をと思います。また、会社勤めを

引退されたシニアの方達が子育てに関わる等、そんなコミュニティもあればおもしろいですね。 

・産休も育休も取得をすすめて下さいますが、高山くらいの小さい都市の民間企業では、限りなく

無理に近いです。金銭面でも、もっと助けてほしいと思います。 

・子育て世代への対応にもっと力を入れた方が良い。 

・少子化対策として何を行っているのかわからない。 

・子育て世代（30～50代）への保障や支援をもっと考えてほしい。 

・出産・育児に関する支援が甘いと思う。 

・子育て支援ついて、平等的な点に欠けているという話を聞きます。子どもたち、お年寄りに優し

いまちづくり、産業発展のまちづくりに頑張ってほしいです。 

・子どもの泣き声のあと、「うるさい！」と二度怒鳴られたことがある。当時子どもは生後半年過

ぎ。 

・子供を産み育てる事が大変です。子供をたくさん産んだ人に対し表彰するとか、無痛分娩を取り

入れるとか・・・何か考えると良い。 

・子育てに関する支援の充実を期待します。 

・給食費の全額補助に先進的に取り組んでもらいたい。 

・例えば、小学校の頃から高山市の良い所などを伝える授業、講演会等で小さい子供を預かる部

屋を用意する等、別の面から考えたりする事も必要だと思います。 

・現在 0歳児の育児をしています。妊婦教室に参加しましたが、それだけでなく他にも妊婦へのサ

ービスがあってほしいと思いました。相談できる場所や、話のできる人と交流できる場があると良

かったです。 

・私は今年、帝王切開で出産をしました（逆子で予定帝王切開）。普通分娩より 10万以上の支払

いを現金でします（高額医療使用）。友人にもたくさん帝王切開経験者がいます。そういう人に対

して、少しでも助成金が出ると嬉しいです（この先産む時も帝王切開になってしまうので・・・）。 

・子供手当を中学卒業まで支給していただき有難かったのですが、一番支出が多い高校生活で

は支給していただけないので、生活が大変です。何か少しでも良いことがあると嬉しいです。 
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・就学援助に対する所得制限の基準を変更してほしい。母子家庭の場合、あくまでも子育ての中

心は母親である。同居世帯の総所得ではなく、母親の所得を中心するよう基準の変更をお願いし

たい。 

・若いお母さん達が集まる場所を作ってほしいです。友達が高校中退して子供を産み、定時制に

入り高校をやり直し中なのですが、同年代の若いお母さん達の集まりがなくてさみしいし、相談す

るところが親や知り合いに限られていると話していました。集まる場に行くと、若いのでどうしても

浮いてしまって行き辛いと言っていました。 

・少子化対策で 3人目の子供の保育料や一時保育を無料にという制度があるみたいですが、無

料にするのではなく、もっともっと子供たちの幼児教育、学校教育に、高山市として力を入れてほ

しいです。未来を担う子供たちに、しっかりとした教育ができれば、素敵な高山市になり、いい町

づくりになると思います。よろしくお願いします。 

・どの地域も少子化で子供さんが少ないが、だからこそ子育てしやすい環境づくりが大切です。行

政だけでなく、地域で協力しあうことも大事です。子供の親さんなどと話し合う場などがあると良い

のかもしれません。具体的な活動が思いつかず、すいません。 

・私達の将来を担うのは、若い人や子供達に頼るところが多いと思います。若い人が高山に住

み、子供を育てやすい環境を作ってあげる事が、私達のやるべき事だと思います。高山市が、そ

んなまちになってくれることを願います。 

・ベビーカーの充実度。スーパーには大抵ありますが、店によっては乳幼児用が置いてない所も

あります。まだおんぶには早いし、私物のベビーカーが無い時とても困ります。 

・まだまだおむつ替えスペースが不足しています。 

・子どもが遊べる場所が増えることと継続的な整備。 

・もっと子育てに協力的な町づくりをお願いします。映画館やアスレチック等。 

・子供たちがもっと自然とふれ合う機会があればと思う。 

・幼児から小学校低学年位まで向けに、レジャーランドのような少し大きい規模の遊ぶ所があると

いいと思います。 

・三枝・新宮方面に児童センターのような施設があると、ありがたく思います。それほど大きくなく

ても良いので。 

・子供たちが伸び伸びと生活できる環境、子育てしやすい地域作りがもっと活性化されたらと思い

ます。地域の子育て世代の母親たちが仕事できるような社会になるといいなと感じます。 

・保育園の先生方の質の向上等。 

・国府児童館が、小学校裏サブグランドに建築され、大変良かったと感謝しています。 

・良い高山市になるよう、いろいろありがとうございます。高山市は中学生まで医療費無料。うち

の息子は小さい頃気管が悪く入退院を繰り返していたので、とてもありがたかったです。 

・これから増々少子高齢化が進んでいくなかで、今と変わらず子育て支援を大切にしていってほし

い。子供の医療費無料などはとてもありがたいです。 

・子育て支援が充実していると感じます。是非継続をお願いします。 

・高齢化が進み、高山市には沢山の高齢者向け施設が増えました。将来、子供達が安心して暮ら

せるような雇用の場の創出、少子化対策として、子育てしやすいような環境づくりと育児休業中の

支援の充実に取り組んで頂きたいです。 
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高齢者福祉 

・高齢者の事故が多い。ただ、免許を返納することにより引きこもってしまう高齢者。車を取ったら

ボケてしまうという人も多いです。バスの利用も、田舎では本数も少なく、また慣れていないので

使いづらい。病院だけへの利用でなく、ちょっとした買い物などでタクシーの割引等、NPOなどで

安くやってもらえると、免許の返納もしやすくなるのでは・・・？ 

・運転免許を返納した老人パスはタクシー1割引きです。市内の老人は近場利用したいのに、「近

距離なのに 1割引きは申し訳ない」と感じ、パスを使わない人が結構みえます。たった 1割では

恩恵が実感できないという人もいます。金券チケットにするとか、基本料金は無料等、何か他に方

法はないものでしょうか。 

・高齢者の自動車事故が問題となっているが、高山市は車なしでは本当に生活できない。市街地

以外の人達は、病院へも買い物にも行けない。バスは 1日数本しかなく、しかも時間を合わせる

ことが難しい人もいる。是非とも、無料とは言わないが割引タクシーを導入してほしい。例えば 70

才以上半額、75才以上 3割負担等。 

・独居老人が、とても不便な生活をしています。スーパーも郵便局も歩いて行けるところになく、バ

ス乗り場も遠く・・・。そんな人の助けになるような対策があると良いと思う。 

・老人は街まで行く手段が少ない。買い物や病院へ行く時は、年をとっても自分の車を運転するし

かないと思うと、少し心細い思いがする。今、老人の車の事故が多くなっている現状で、田舎ほど

不便である。 

・私の両親は高根地域に住んでいます。現在は二人ともに健在ですが、将来車での移動ができな

くなった場合は、高山地域への引っ越しも検討する必要があります。少子高齢化率が高い地域の

活性化にどのように取り組むべきか、国内外の取り組みを参考にし対応していただけますと幸い

です。 

・高齢化により、日常の生活物資の買物困難者が増加しております（とりわけ食料品）。遠隔地は

深刻です。スーパー、コンビニ等食料品店との連携や援助により対策が施せないでしょうか・・・。 

・高齢者の交通事故が多い。運転に不安を覚えても、日々の買物、通院等には車を手離せない

地域に住んでいる人も多い。そういう人達が、運転免許を返納しても生活に困らない交通手段の

確保に是非取り組んでほしい。 

・老人が増加している今、公共交通機関だけに頼るのは難しいと思います。全国的に、老人の運

転誤りによる死亡事故も多く報告されています。高山市では免許証返納による制度があるときき

ました。しかし、車がないと不便であるこの地域では、カーシェアリング、ライドシェア、相乗りサー

ビス（民間）の検討をしてはどうでしょうか。取り留めもなく沢山書いてしまいましたが、一意見とし

てきいて頂ければ結構です。 

・高齢者のための移動販売を行ってほしい。 

・高齢者の方々への買物支援等。もっと民間企業も参入できる福祉サービスができると良いと思

います。 

・老人が一人で生活する環境が出来ていないと思います。それは冬期間です。それから台風など

です。 

・高山市も高齢者が多くなってきています。もう少し生活支援や介護サービスの取り組みをわかり

やすくし、多くの人々が受けられる仕組みがあると良いと思います。 

・福祉サービスにおいて、市が行っているサービス内容が分かりづらい。簡単で高齢者にも理解

しやすい表示、説明が欲しい。市の担当者は人事異動等で難しい点もあるだろうが、たらい回し
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にせず、わかりやすい説明を頂きたい。市役所職員の勉強不足なのでは？ 

・高齢者が希望すれば入所できる施設を充実させてほしい（高額ではなく年金で入所できるとこ

ろ）。 

・老人施設も多く出来るが、高所得者でもなくても入れる施設の設立もお願いしたいと思います。 

・全国的に高齢者が増加していますが、私もその一人です。元気なうちは頑張っていますが、もっ

と弱くなった時の老人ホーム等、沢山作って戴きます様にお願いします。 

・今から老人の数が増えていくと思いますが、数に見合った行政のサービス等を皆で受けること

ができるか、不安な所があります。 

・今後高齢化に伴い、施設やデイサービスなどの利用者が増えると思います。利用者が安心して

（金銭面、設備等）暮らせるような整備の充実を望みます。 

・高齢者は自宅での介護が困難になるケースが多いので、施設・設備の充実と介護士の待遇改

善を望みます。 

・私達の年齢（70代以上）になると、施設等への入所等、待たないとなかなか入る事が出来ない

のではないかと思います。そこが心配です。元気で過ごしたい思いは皆同じと思いますが、すぐ目

の前まで来ている現実に心配をしています。 

・老々介護、施設入所料金が高い。老後の不安がとても大きいです。長生きできない将来と思い

ます。 

・今の高山市まちづくりへの市職員の方々の取り組みは、とてもありがたいと思っております。特

に高齢化社会への対応については、ヒザ・腰元気教室に加え今年度から新たに認知症予防教室

を催してくださるなど、大変嬉しく思っております！我々団塊の世代が 70代になる社会は、一体

どうなるのか不安でいっぱいなのです・・・。近年アルツハイマー認知症が前もって予防できる事

がわかってきました。どうか高山市も全国の模範となりますよう、認知症対策に取り組んでいって

頂きたいと願っております。 

・高齢化に伴い、高齢者が自分に自信を持って生活出来る場が欲しい。サロン、カルチャー等は

少しずつ増えてきたが、やはりお金をもらって働くという仕事は大切だと思う。市役所でも高齢者

が働ける場所を提供できませんか？安くても人の役に立っていると思える事なら、頑張れると思う

のです。 

・健康老人を増やす対策を望みます。 

・高齢になっても近くで体操ができたり、憩いの場所があるといいと思う。町中にはあるが、町をは

ずれるとなかなか近くに無くて行けない。話したり、少々体を動かせる、楽しい場所があるといいと

思う。空家など利用出来たら良いと思います。 

・介護職に携わる者として、高齢者世帯における介護保険ではまかないきれない生活のサポー

ト、ゴミ出し、掃除、洗濯、買い物など、有償ボランティアとしてシルバーの方々が支えて下さるラ

イフサポーターの充実をお願いしたいです。 

・少子高齢化の中で、高齢者が自分の責任において健康で過ごすことが第一であり、その環境を

整える体制作りをして欲しい。 

・高齢者の健康づくりや生き甲斐のため、市立のプールがあればと思っています。 

・高齢者の医療費削減は、健康体で居てもらうことが一番だと思われる。年金額の少なくなる今後

の事を考えれば、高額会費の運動施設には行けない事は当たり前である。そうなる前に、例えば

ゴミ処理場の熱を利用した温水プール施設等を作り、安価な会費で利用出来るなら、老人達も使

えるのではないでしょうか。現在の事だけでなく、年金の少なくなる将来を見越して考えていくの
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が、高山市の今後のまちづくりではないでしょうか。 

・知恵や技術をもっているシニアの活用（生きがい対策）。シニア対象の健康体操なども大切であ

り進められていますが、将来的にはもう一歩進んだ活用も必要だと思う。それに行政だけでなく、

地域の事業所、商店街なども巻き込んだ施策を望みます。 

・高齢者が生きがいを持つことができ、地域の人たちと接して孤独感を軽減させる様な活動があ

ると良いかもしれない。 

・高齢者はもっと健康に力を入れ、足腰体操、スポーツに積極的に参加して、自分で出来る事を

増やし、若い方のお世話にならない様気をつけたいと思います。私自身 10年間祖母の介護をし

て、大変さを実感しました。家族で仲良く助け合える家庭で有ります様、願っています。 

・これからの日本社会は、高齢者人口の増加による高齢社会になっていきます。若者が高齢者を

支える負担を軽減すべく、高齢者が自立して老後が送れるように、もっとお年寄りがまちづくりに

関わり、主役となれるような事を考えてはどうでしょうか。 

・治安が良く住みやすい街ではありますが、高齢化が進むにつれ将来に不安を感じます。高収入

の方や貯蓄がある方以外には、厳しく生きにくい将来しか見えません。安心して生きていける様

に願うばかりです。改善していただきます様、宜しくお願い致します。 

・元気なシニアがシニアをサポートするボランティア。 

・高齢化が進んでいます。治療や介護が必要な方も増えていくでしょう。今のままでは高齢世帯が

辛く、苦しくなります。老々介護世帯も増えていきます。施設や老人ホーム、サービス付き高齢者

住宅を増やすのはもちろん、介護士などの確保や働き続けられる環境を作ってほしい。お金がな

い家は施設に入れず、家での暮らしをしなければならず、病院を退院したがらない、病院を施設

のように使う方も多くいます。これでは、病院経営も厳しくなります。医療・福祉に対し、もっと力を

入れてほしい。 

・お年寄りだけの世帯が高山市内でも多くなってきていると思います。職場で感じることは、高齢

者の方が病気で入院後、自宅に戻ることが難しいことです。今後も続く課題かと思います。（看護

師） 

・10年前に転入してきました。学校関係の事はまるで係わる事がなかったのでわかりませんが、

その他の事、まわりの人からの声として、合併してから福祉関係（老人・検診等）が以前と比べて

弱くなった、サービスが悪くなったと聞く事が多いです。 

・30代前半、只今介護・育児まっただ中で、5年前に介護離職しました。介護は先が見えずいつ

終わるかわからないので、仕事を続けることは不可能です。ましてや要介護 1，2の人は、施設に

は入れず在宅でデイサービスだけです。介護離職者に対して、国や市は冷たくないですか？数年

前に市役所の介護認定の方が見えて、「家族の人が見てるということは良い事ですね」と言われ

ましたが、それは時間と経済的犠牲の上で成り立っている事をわかっているのでしょうか？今現

在、介護離職者がどんな生活を送り、どんな気持ちでいるか調べて下さい。声をあげたくても言え

ない人たくさんいますよ。ダブルケアをやっている人は増えるばかりだと思います。安心して介護

できる環境を作って下さい。安心できる雇用を協力して下さい。でなければ、次の子供って考えら

れません。 

・高齢者社会になります。対応がなされていくとはいえ不安です。安心して暮らせる町づくりをよろ

しくお願いします。 

・高齢化への対応は急務だと思います。観光のみへの依存は危険だと思います。 

・老後の事が一番心配です。 
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・高齢者がこれから益々増える事でしょう。安心安全の生活が出来る様に考えて下さい。 

・老夫婦で田畑を耕し、お金は年金だけ・・・。やはり収入がない事には生活していけません。税金

は上がり、車がなくては生活も出来ない・・・。本当に大変です。店もなければ・・・楽しくない町に

は住みたくないが、行く所もなければ仕方ない。細々と生活するのみです。 

・高齢者がますます増加していく中、施設のスタッフ不足によるサービスの低下がみられます。大

半の現場スタッフの方々は一生懸命接してくださっています。ごく一部の方ではありますが、暴言

を吐かれたり、冷たい接しがあったり。お世話になっている家族としては目に余ることもあります

し、他にそういう話をされる方もいらっしゃいます。 

・超高齢化社会の今日この頃。一人暮らし、夫婦共々足腰の障がい等で出歩く事も出来ず、急用

又はちょっと法事等で人頼みもならず、誰かが訪れるのを待って居るような家庭が多い。民生委

員等巡回を増す事が出来ないだろうか。 

・除雪予算が間に合わないと毎年聞いております。インフラ整備を進めていただきたいものです。

特に老人世帯の家の廻りの除雪等、地域コミュニティや学生をはじめとするボランティアを立ち上

げ（中高生の授業の中の一環としてもよいかと）、助け合いの街となるような仕組みを作っていた

だけたらと思います。 

・公共施設のバリアフリーがまだまだ進んでいないと感じます。お年寄りが増えている今、もう少し

バリアフリー化が進むとありがたいです。 

・高山市に限った事ではありませんが、子育てに対しての取り組みや支援等にはとても力が入っ

ていますが、高齢者への支援はまだまだ遅れている様に感じます。収入もなくなり、年金も少ない

高齢者が病気になった時、老々介護等、表に出ていない問題はたくさんあると感じます。若い人

達と違い、ＳＮＳや色んな場で思いを伝えられない高齢者はたくさんいます。切実な問題はたくさ

んあると思います。思いをなかなか訴えられない人の意見を聞く事が必要ではないでしょうか。 

・急激に増加する高齢者のサービスの不平等。家政婦のようにヘルパーを使う人（国の金がなく

なる）もいれば、もっと助けてもらえばいい人も。平等がない。 

・この先、高齢者が増加していくと思いますので、子育て支援も大切かと思いますが、年金や介護

保険等の負担軽減、支援をお願い致します。 

・高齢者の増加への対策として、次の事を考慮出来ないものか。①長寿会各単組の会員入会方

法②市全体の組織のあり方③一定年齢になったら全員会員になる在り方等についての検討。 

・街中の高齢者の病院そばの郊外への移住。 

・高齢者かつ独居生活者への手厚い支援、医療・福祉サービスの確保が早く完全に行われる事

を希望します。 

・子供さんが遠方にいるが、自分達は高山で暮らしていきたいと感じている高齢者の方がいらっし

ゃいます。しかし、高齢になるとどうしても、生活する上で支障となることが増えていきます。病気

等になれば、介護保険を申請し支援を受けることができますが、「それほどではないが、手伝って

もらえれば・・・」という方の支援をどうすればいいのかを考えていく必要があるのではないかと思

っています。地域のつながりでという部分もあると思いますが、誰にも気がねなく手伝いをしてもら

える体制づくりが必要だと思います。また、一人暮らしの方が何か変調があった場合に見守る人

のない中、どこに連絡したらよいのかわからないし、連絡する人もいない場合は常に不安を持っ

て暮らしていらっしゃいます。なかなかお一人お一人で状況が異なるために、一律にこうしたら良

いという解決策は立てられないと思いますが、検討していく必要があると思います。 

・高齢に伴い、生活苦を余儀なくされる現実がある。労働不可ならば、僅かながらでも持てる山
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林、田畑を生活費にかえる公の窓口は作れないのだろうか。特に中心部以外の地域に起きてい

る問題である。 

・「高山市指定温泉保養施設等利用券」について。現在、年度毎に有効期限（間）が定められてい

ますが、使い切った時点で次の新しい利用券を発行するといいのではないでしょうか。余り券があ

ってもその利用券は無効となり、無駄となります。ユーザーは年度初めに新しいのを受領に出向く

必要がありますし、市側としてもその為の手続きが負担となるのですから、特に有効期間は必要

ないのではと思います。 

 

障がい者福祉 

・障がいのある子供のショートステイがないことです（重度も含みます）。以前、市長とお話しした

のですが理解していただけませんでした。改善してほしいです。ニーズに合った支援を。 

・介護保険対象年齢の世代に対しての保険制度や施設、支援サービス等はある程度整っている

と思う。しかし、60才以下世代から若年層にかけての障がい児（者）が利用できる施設やサービ

スが大変少なく、限られている。デイサービス、ショートステイ等の利用できる所は、1～2件程度

で、ほとんどないのが実情です。充実してほしい。 

・発達障がいをかかえる子供が増加しているが、療育にリハビリ職員がいない。岐阜市や他市で

は、療育にリハビリ職員（PT,OT,ST）がおり、充実したリハビリサービスを受けている。高山市は特

に療育に対し、遅れをとっている。せめて、第 1・2あゆみ学園に各 1名ずつ PT、OT、ＳＴを配置

していただきたい。 

・飛騨市の様に、障がいのある子に対して支援をしてほしい。母が亡くなっても看取れない娘。弱

者はこれが当たり前ですか？こんな事があって、高山市のまちづくりなんて出来ますか？毎日毎

日一生懸命に生きるだけで、まちづくりの余裕もありません。 

・弱者や身体障がい者を抱えている家族などが住みにくい。大事にしてもらえない！だから悲し

い、高山は・・・。 

・障がい児の学校での受け入れ体制が未熟である。教育者が障がい児の学ぶ権利を疎かにする

事例を聞く事があるので、学校教育の現場にもっと人権の意識が根付いてほしい。 

・障がいのある児童・生徒と関わる仕事をしています。学校卒業後の社会生活において、サービ

スの充実、安心して働ける場の提供、支援の充実を希望します。 

・主人は障がい者なので、安心して暮らせる町づくりを、生活して行く上でも支援をよろしくお願い

致します。 

・空家を利用した障がい者のグループホーム等増えると良いのではと思います。 

 

保健 

・医療費の助成（成人の予防接種等）。 

・プールと火葬場は、いつになったらできるのか！！私はクア・アルプを愛用していたが、閉鎖さ

れてから健康づくりの場を失った。ヒーロースイミングは高額な上に利用時間が限られ、代替とな

らない。その間に健診結果は悪化するばかりだ。 

・親の介護のため高山市を離れ、市の健康診断を受診できなくなったとき、別の場所で受けられ

るような配慮をしてほしい。 

・いろいろな面でタバコは悪い。タバコを吸う人がいない高山市を目指せ。 
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医療 

・医師不足を感じます。特に産婦人科の医師です。安心して出産できないのが不安です。飛騨市

のように、医師を目指す人を育ててほしいです。10年先、20年先を考えてほしいです。かかりつ

け医を決めたくても、総合内科の先生がいなくて、不安がいっぱいです。都会の人は病院を選べ

て幸せです。高山は選択する事もできません。高山で安心して産まれ、高山で安心して育ち、高

山でいっぱい働いて、高山で安心して死んでいけるような街作りをしてもらいたいです。 

・外国人観光客に力を入れているのはいいが、産科が少なくなっていて、これから出産する人の

ためにも必要だと思う。 

・不妊治療などが出来る病院が駅近くにあれば、少子化対策にもつながると思う。専門の病院が

少なく、患者が病院を選んで行くことができない。 

・若い世代が子供を育てたいと思うようなインセンティブを与えるべきである。他県に行かなくても

出産できるように、周産期医療の充実を図るべきだと思う。 

・子供を持つ親としては、医療関係にもっと力を入れてほしい。日赤病院の救急はあるけれど・・・

待ち時間が長い。小児科をもっと充実させてほしいです。 

・0歳児がいます。小児科が少なく不便。他県まで行っている方もみえると聞きます。小児科増設

を！！ 

・高山は本当に住みやすく、子育て環境もよく、支援も手厚くありがたいと思います。心配なのは、

小児科医が少ないことです。ベテラン先生ばかりなのは未熟な母親としてはありがたいですが、

若い先生がいないので、将来小児科がなくなってしまうのではと心配しています。産婦人科もそう

です。昨年 2人目を出産しました。上の子が通う保育園は 3人兄弟が本当に多いです。あまり少

子化という感じがしません。せっかく子どもが沢山いるのに、受け皿が小さいのは本当に心細い

です。 

・医師の確保につとめてほしい。 

・高山市は飛騨・高山・下呂の医療圏の中心であり、「最後の砦」の役割を高山赤十字病院が担

っている。しかし、産婦人科医療体制は砂上の楼閣そのものであり、微震であっても崩壊の可能

性を秘めている。大切なのは一次医療機関の医師が一定数存在することであり、行政からの投

資が必要である。この一次医療機関の形を考える必要があり、私的医療機関（開業医）の開設を

支援する方法もある。一次医療機関が二次三次医療機関を支えるという視点は、地域医療体制

の維持のために重要である。 

・重い病気や難しい手術でも対応することのできる医者を高山市に呼んでほしい。 

・病院も岐阜市内、名古屋、富山、金沢まで行かないと、専門的治療が受けられないのが現状。

高山市内では心もとない。せめて、個人病院でも医師等スペシャリストを支援できる施策があれ

ば良いと思う。 

・病院施設の充実（設備・人）。 

・今年雪かきで怪我をしてしまいました。ある病院へ行くとダメで、大きい病院を紹介してもらい行

くとそこでも手術が出来ず、結局 3軒目の下呂病院で入院・手術しました。高山の病院で出来る

よう医師を・・・。岐阜へ行け、富山へ行け、と振り回されて大変です。 

・高齢化社会に向けて、医療体制はあまりにも悪すぎるのではないでしょうか。重篤な患者を治療

できず、岐阜市の病院へ搬送等、高山市で安心して治療してもらえない事は残念でならない。 

・高齢者が増えた今、医療体制が大都市と比べてかなり劣っていると思います。重い病気を抱え

ていても、働いていかなければいけない家庭も、特に自営業では多いはずです。一年に何度も主
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治医が代わり、医者との信頼関係が持てず悩んでいる人達は少なくないと思います。是非、医療

体制を強化していただきたいです。 

・病院へ行く回数が増え、たまに医師の人間性を疑うような言葉を聞かされることがある。 

・職業が医療関係なので、充実した医療の提供、サービスにも力を入れていただきたいです。子

育て支援にもつながると思います。 

・子供の医療費が無料である事は非常に手厚いと感じています。しかしその一方、時間外診療が

多く、医療者が疲弊している現実があります。コンビニ診療が多くなっているためです。そのため、

医療費支給（無料）の方法を見直して頂きたいです。①時間内（平日昼間）は窓口でも支払いな

し、無料。②時間外診療は医療機関で支払いを行う→市役所で手続きを行うための書類を発行

→平日昼間に市役所で手続き→支払いが行われる。 

・高山市では、病気になれば救急車が来て、早く病気の処置をして戴いて、有難い事だと思って

います。 

・高齢化社会に対して、高山厚生病院などへの補助、ご支援などをお願い致します。 

・医療の充実と高齢者が住みやすい街作り。 

・①かかりつけ医を個人個人が持つ事が大切、②お薬手帳をもつ事、③健診は自主的に受診す

ること。 

 

土地利用 

・不必要なダムや建築物を作らないでほしい。自然環境の保全に努めてほしい。効率的でなくて

も良いので、のんびり暮らせるまちづくりを目指してほしい。 

・森や森林を開発し、むやみに住宅地を広げるのは止めた方がよい。インフラ整備にも費用がか

かる上、何よりも景観（山に囲まれた町というイメージの高山）が失われていくばかりである。 

・高山に観光客が沢山来ていただくのはよいですが、駐車場不足。町中に広い集客場がない。 

・中心地の無料駐車場の整備。 

・人、物、金が動く観光バスの大駐車場の建設。中心部に 2階建大駐車場。下 100台、上 50台

程度の大規模なもの。これから 30年先、少子化が頂点に達するまで通用する大規模駐車場を

建設して下さい。 

・駅周辺整備が進められているが、事業が始まってから 20年以上経っている。駅西地域の整備

を早め、民間の再開発を支援してほしい。 

・駅西の土地利用。 

・町づくりに関係するかは分かりませんが、市で保有している空いた土地などを造成して、土地を

安く売ることができれば、若い人などが家を建てやすい環境ができるかと思います。 

 

道路 

・全国に雪の降る所は数ありますが、高山市ほど除雪の効率が悪く下手な所はない。地区によっ

ては除雪が間に合わず、車で踏み固められ、除雪車が来た頃には表面を撫でていくだけ・・・。観

光客は歩く道がなく、年寄りは滑って怪我をする。質の悪い融雪剤の為、車は故障する。水路は

水が流れず、そこら中で詰まる等々。もはや市害と言わざるを得ない！ 

・冬の雪かきの件ですが、せめて小・中学生の通る通学路は、しっかり市の方でかいてほしいと思

います。こんなことが出来なければ、観光都市とは言えません。北海道のお客様を乗せた市内の

運転手が言われたそうです。「町の中を見てびっくりした、こんなひどい所はない」と。毎年の事で
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すので考えてほしいと思います。 

・冬の道路について、国道はすぐに除雪されるが、高山市内が毎年ひどい。デコボコがひどく、バ

ス等公共交通機関を利用しても、バウンドが激しく危険！！街並みの道路もひどい。外国人観光

客も来る町なのに、何故すぐに対応できないのか？高山市は雪国なのに、こんなにもハイテクな

時代に、何故今でも雪や氷の除去を手で行っているのか？温水をひく、熱線をはる等、何か方法

はないのでしょうか？また雪を捨てる場所もない。川の近くの人ならよいが、そうでない人は大変

です。 

・除雪業者（委託業者）によりかなり除雪に差が有る。指導等により、より良い除雪を願います。 

・冬季の路面、ひどすぎる。 

・観光都市なのだから、冬の雪かきをもっと頻繁に丁寧にやって欲しい。観光客の方が、「こんな

にひどい道はない！」と言ってみえました。市民としても通勤時等、事故を起こさないのが不思議

な程です。お願いします。 

・今シーズンの冬の雪道、除雪してある道路としていない道路の差がひどいと思った。 

・雪かきの予算の問題か分かりませんが、降雪時の道路を通りやすいようにしてほしい。 

・積雪時の道路状況について、除雪してあったりなかったりで、道路はガタガタ。運転者も歩行者

も命がけで通っています。除雪対策は？ 

・冬季の道路除雪をしっかり進めて頂きたい。 

・高山市内の東西にある道路は特に、冬になると雪が溶けにくく、いつまでも雪が残りガタガタして

車の運転が非常に危ない。主要道路は素早く除雪していただいてますが、そういったガタガタの

道も、除雪してもらえるとありがたいです。山王小の前の道路等、特にひどい気がします。 

・冬の降雪時の道路の除雪をもう少し丁寧にやって頂きたいと感じています。 

・高山市内の冬の道路。古川町のようにされればいいのにと思います。特に本町と駅前の通り、

旧久美愛病院の辺りはひどいと思います。住んでみえる方も大変だろうと思います。観光にみえ

た方の足元も少しはいい方がいいと思いますが・・・。 

・冬季の道路の除雪だけ気になります。お金もかかることですが、しっかりとお願い致します。 

・”観光都市”であるはずなのに、冬季の街中の除雪対応がとてもひどい。市民はまだ雪に慣れて

いるけれど、外国人や国内でも積雪に慣れていない人の為に、もう少し配慮、対策をすべきと思

います。国内のどこかの豪雪地域では、市内の用水路に雪を流す機工を施し、冬季の融雪に利

用していると聞いた事があります。雪が降ったら用水があふれない様に止めるのも一つの手立て

かもしれませんが、道路に山積みになり道幅が狭く、よく危険な思いをします。他の都市や町の優

れた所を見習って反映する事も大事だと思います。 

・場所によって除雪がきれいに出来ている所、全く出来ていない所がある。毎年同じ様に業者に

依頼されると思いますが、除雪が下手な業者には依頼しない等、監査が必要。バスが通る道、通

学路くらいはきれいに除雪して欲しい。西校～ビックアリーナ、山田、日清有斐～ガソリンスタン

ド。ひどいものでした。 

・冬の雪が降った時の道路状況を良くしてほしい。 

・雪が沢山降った時、夜から朝にかけてきれいに片付けて朝起きてみると、ブルドーザーのせい

で家の前は雪の山。スコップ位ではなかなか片づけられません。今年雪で怪我をしてしまいまし

た。ブルドーザーにあれだけお金を出すのですから、川の近い所、すのり川、宮川、少しでも運ん

で捨てる事を考えてほしいです。家の前に山積みされると本当に迷惑です。車が通る道という事

はよく分かりますが、市民は皆大変です。近所の人に頼んで片付けていますが、お金もかかりま
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す。街中は車も人も皆さん大変です。なんとか考えて頂けませんか。 

・毎年除雪が遅く、出勤前に一仕事しなければなりません。自分も土木を職業としている者として

実情は分かっているつもりです。住民に頼るのはいいが、であれば住民に対してもっと市は近づ

き、もっともっと開けた市を目指すべきです。 

・除雪を丁寧にやってもらいたです。道路のでこぼこがひどくて、毎年苦労しています。除雪費を

増やして、真剣に取り組んでほしいです。また、老齢化していく市民には、家の前の雪も大変にな

ってきます。雪国対策が出来てないと思います。飛騨市などを参考にして考えて下さい。 

・冬の除雪ですが、もう少しきれいに除雪してほしいです。のけた雪も水路に流れるようにしてほし

いです。 

・毎年除雪がよくない、と多数の意見を聞いています。改善をお願いします。 

・冬の国府支所前の除雪。10分なりと交代出勤下さって、もう少し広く除雪して頂けないものかと

時折思う事です。 

・除雪を丁寧にやってほしい。除雪した雪を片付けてもらいたい。 

・高齢化が急激に進行している。現在一番困っている事は、冬季における除雪作業であります。

市予算も大変ですが除雪費用計上し、市内の道路を出来るだけ平均して除雪されるようお願いし

ます。 

・宮川水路を使った融雪や雪捨て水路→雪対策がひどすぎる！ 

・高山は冬を除いて、大変住みやすい街だと思います。冬の除雪、道路状況、大変劣悪です。隣

市の飛騨市の取り組みを参考にして、もっとなんとかならないものかと常日頃から感じます。 

・設問に対しての回答ですが、実際は高山に移住して間も無い為、殆ど分からないという感じで

す。一つ言いたい事は、冬の市内の道路状況です。道路がガタガタで、非常に危険です。観光客

も多く訪れる街です、例えば飛騨市の町中の様に道路から水が出るようにするとか、何か対策が

必要だと自分は思います。 

・融雪道路の拡充。 

・冬の道路状態（除雪等）がひどいので、もっと通勤通学に便利な交通体系があると良い。 

・旧高山市以外の地域は、道路整備による交通の充実は欠かせません（冬道は特に）。 

・道路のペイントが剥がれた所が多く、一時停止や横断歩道を見落とし易いのではないかと思い

ます。たとえナビがついていたとしても、市外から来る方々はよく知らない道を走っています。親戚

を訪ねられる方も多いと思います。居住区やお年寄りの多い地区の道が、かなり悪いように思い

ます。観光も大切でしょうが・・・もう少し、お願いします。 

・道路・側溝・河川などの維持修繕や改良などについて、市中心部の観光客散策エリアにおいて

は、道路整備・河川側溝整備など数多くの修繕や改良がなされています。しかし、そのエリアから

外れたところにある道路や側溝・河川などには、ひび割れたり、損壊していたり、穴があったり

多々見受けられます。市民のための整備計画であるならば、高山市として表向きの部分のみで

はなく、もっと市民に対して身近なところの整備や維持修繕に尽力していただきたい。観光客が見

る表面だけ良くしても、市民の生活道路がほったらかしではどうなのでしょうか。 

・外を走っていると歩道がガタガタだったり、狭かったり、無い所も多いので、改善していただける

と良いと思います。 

・私は 35年前に U ターンで上宝に戻りました。その後旧高山市内に通勤していますが、35年間

前とあまり変わらない道路。時間にしてもあまり変わりありません。この 35年は何だったのでしょ

うか？ 
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・市内への道路状況が悪いことから、県道国府見座線の全線二車線化を切望します。 

・高山駅東口から上三之町への道を計画的に整備して欲しい。観光客の通るルートでもあるの

で、伝建のような建築的な規制をかけて欲しい。 

・市道旅行村線は途中で止まってしまっている。早急に事業の再開を望みます。 

・道路環境の整備。国道 41号、宮峠トンネル。 

・県道の歩道整備。 

・道路整備を積極的に実施してほしい（国道・県道も含む）。 

・すぐ近くの橋ですが、大きな車が通るたびにガタガタ音がしていて心配です。 

・本母公民館～本母保育園への道路が安全で通れる様に。通学する子供が増えています（91

名）。日進木工の裏側がオレンジで通りやすくなっています。良くしてもらえたら有りがたいと思い

ます。 

・豪雨時の道路の整備を良くしてほしい。 

・道路工事が増え（駅裏が主）、車の交通量等の問題解決に繋がっているのかもしれないが、一

番に考えて頂きたいのは、子供達の通学路（歩道）。とにかく歩道が狭すぎて、車のすぐ脇を一列

になって歩かねばならない所が多すぎる（冬場は特に）。よく観光客も歩いている姿を見かける

が、歩いて楽しんでもらえる、バリアフリーも含め歩いて安心な道路作りを考えて欲しい。 

・バス運行が大変そうなので、道幅を広げたらいいと思う。 

・道路を広くしてほしい。 

・江名子川と宮川の合流地点に掛かっていた橋（弥生橋の下）を早く掛けて下さい。私の散歩コー

スです。観光客がその橋の上から錦鯉をみて、とても喜んでいました。 

・必要な道路の整備（特に岐阜県対応となりますが緊急時輸送道路）をお願いします。また、県

道、市道の草刈りを地元町内会で実施しているところへは、支援をお願いします。 

・道路を整備管理して欲しい。現在市道認定されていない道路でも、使用頻度の高い道路等を市

道にする等して、対応して欲しい。冬等、除雪状況が悪く通行しにくい。また、痛んだ道路、排水の

悪い水路も見られる。他の市との移動に使われる大きな道路は整備されてきているが、普段の生

活に関わる小さな道も整備して欲しい。 

・駅西から出入りできるのはありがたい事ですが、昭和町 1丁目、西之一色町の南北線は信号

が新しく付いたので、車が渋滞しています。ひどい時は、ひだしん松泰寺支店から総合福祉センタ

ーまで長い時間がかかります。大変かもしれませんが、10年後 20年後のことを考えれば早く道

巾を広くしてほしいです。聞くと昭和町 1丁目の方も、40～50年前からの話だそうです。今後もっ

と交通量が多くなるはずです。真剣に考え、絶対に行動してほしいと切に思います。 

・高山市は他の市町村に比べて、とても魅力ある街だと思います。他所に住んでいる知人からも、

そう言われます。住民としてはとても誇らしく思いますが、一つ難点を言えば、冬の融雪剤のせい

で車がすぐ錆びてくることです。これは、他の積雪都市よりも酷いのではないかと感じます。昔は

海辺の富山県や新潟県の車は潮風で錆びているので中古車はやめた方が良いなどと言われま

したが、今では飛騨ナンバーの車の方が、もっと錆びていると思われます。高価な自動車を長く大

切に維持していく為に、高山市には国交省や土木事務所等の関係機関と協議して頂き、車が錆

びない融雪剤について開発・導入を検討して頂きたいと思います。 

・国道沿いの木、草のはみ出しや、私道の舗装。国道から迂回する大事な道です。舗装への協力

もほしいです。班での出費は大変です。大型車も通る道なのでなんとかしてほしい。 

・中部縦貫自動車道の早期の実現を願っています。 
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・高速道路出口（高山市街）が分からない（市外より来られた多くの方より）。 

・駅周辺の工事はまとめてやってほしい。常にどこかで工事しているので、早く終わってほしい。 

・道路工事をむやみに行わず、計画的に工事を進めてほしい。冬頭町の高速道路の工事を何回

もやりすぎな気がします。 

・危険な道路は直してほしいけど、高速道路はもういらないです。 

・けやき通り辺りのドウダン街路樹は、冬季歩道を狭め歩行困難であり、歩行者同士のすれ違い

もままならず、無いと良い。同じく「けやき」の大樹もこの程度の歩車道の道幅の通りには不適で、

老人など歩道を自転車で通るのに無い方がよい。 

・中心部の歩行者用信号の点滅時間や黄信号の長さがバラバラで、車を運転していて止まりづら

い。変わると思って止まろうとするとまだ変わらないので、逆に信号無視につながる。 

・高速道路から高山市内に入った時、道の駅などあればよい。 

・山王トンネルと松之木への道路を早く作ってほしいです。空町にはコンビニがないのです。 

・横断歩道の前で止まらない車が多すぎます。 

・企業誘致で働く人が増えた反面、交通渋滞が激しくなっています。早急な対策をお願いします。

（松之木周辺） 

・高山市街地を中心とした道路網（内環状線の位置付けとなる道路及び外環状線の位置付けとな

る道路）の早急な整備をして、円滑な交通体系を図る事が必要。具体的にいうと、市道松之木線・

市道旅行村線等の早期全線開通を実現してほしい。 

・街中の渋滞が減るといい。 

・高山まで 1時間。トンネルが出来た事でスムーズにいけるようになり、うれしく思っています。地

域にとっては道路は一番です！（高根地域在住） 

・苦情というか、一言お願いがあります。最近、市内商店街では歩道にメニューや看板が置かれ

ている事が多く、迷惑しています。何とか指導をして改善して頂けないでしょうか。 

 

公共交通 

・高齢者の移動手段を確保してほしい。のらマイカー、まちなみバスなど利用が少なくても廃止し

ないで欲しい。 

・車に乗れなくなり、足も悪くなりました。のらマイカー等が通らない道がまだたくさん有ります。も

っと増やしていただきたいと思います。 

・私はもう年なので、町の方へは行かれません。もう少し近くにバスが来て下されば有難いです。

今のバス停は少し遠いです。 

・まちなかは充実しているが、市街地になると自家用車がないと困る。高齢者がいつまでも運転し

ないといけないため（行動範囲）、交通事故への不安があります。実際、車を当てられたことがあ

り、その相手は少し認知症のある方でした。無理だと思ってますが、地域的に交通手段が充実す

ると良いと期待しています。（私が高齢者になる頃に） 

・のらマイカーを増やしてほしい、宜しくお願いします。 

・最近車の運転が出来なくなり、ちょっと出かけたいと思ってもコミュニティバス「のらマイカー」の

バス停が遠いため、そのためにいちいちタクシーを呼ばなければならない。とても不便さを感じて

います。バスの停留所が近くにあれば、もっと町に出かけられるのに・・・と思っています。もっと

色々な事をしたいです。 

・まちなみバスをよく利用しています。①JRに連結する時間を望みます。②夕方 5時が最終です
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が、5:30 と 6:00発がほしい。③土日も朝 8時台がほしい。④出来れば東京山手線の様に、駅止

めでなくグルグル回ると、いつ乗っても目的地へ着けるので便利です。 

・運転免許の返納を考えていますが、一番の問題は足の確保です。有料でもいいが、バスの運行

回数を大幅に増やしてほしい。時間はかかると思いますが、乗降の希望場所を調査し、利用した

い人の要望に応えられる様にしてほしい。車は普通免許で運転出来る 7～8人乗りのものでもよ

いと思う。 

・私の住んでいる地域（久々野）では、交通の便が悪く、病院、年金の受け取り等、車がないと不

便です。免許を返納するのも躊躇われます。 

・私は高山駅近くのホテルで清掃の仕事をしています。最近は季節に関係なく、年中沢山の外国

人観光客が高山に来て下さっています。昔に比べ仕事も安定しているので有難いですが、人手

不足は深刻です。駅近くなので、車通勤出来ないため春から秋までは自転車を使用し、冬場は徒

歩で通っています。定期バスやのらマイカー等は時間が合わないので、利用することが出来ませ

ん。帰りの時間が合えば利用出来ます。土日祝日となると運休の便も多くなり、不便さを感じま

す。年中は不可能かもしれませんが、季節限定で冬期間だけでも、のらマイカーや定期バスの運

行を増やして頂けると、大変有難いと思います。 

・他府県から転勤や結婚等で高山に移住する人も多いので、道路だけではなく、電車や IC カード

導入等も取り入れてほしい。市バス運行などがあれば、年配の人も車を運転せず、病院や外出

が出来るようになると思う（市バス 65歳以上無料等）。 

・高山市内を細分化した公共バス網の整備（区間一周 30分）。高山市郊外に住む交通弱者への

支援策。日頃は私達高山市民の為に様々な取り組みをしていただき、感謝申し上げます。高山市

民となり 20年弱。日常生活はとても快適で気に入っています。買物・病院・学校までの距離が近

いため、効率良く生活できます。ただし、効率良く生活できるのは、車を運転できる人とまちなみ

バスを利用できる範囲に限られます。高齢者の外出の機会を増やすには、郊外に住む高齢者の

足を確保する必要があります。高齢者が自立した昼間の生活を送るには、バス 1周の乗車区間

は 30分が理想です。自家用車ならば 10分で着くところを 1時間かかっては、意欲がなくなりま

す。その点、宜しくお願い致します。 

・孫が高山の高校に通学しています。国道沿いなのに、バスは途中迄しか来てもらえません。夕

方の 6時過ぎにも、そこまで送迎しています。来年は下の孫も高校に行く予定です。せめて冬の

間だけでも、こちらまで来ていただけるとありがたいのですが・・・。距離的には 1㎞位だと思いま

す。どうぞよろしくお願い致します。（荘川地域在住） 

・濃飛バス、高校生のバス、本数を行き帰りとも増やしてほしい。もっとバスを利用したいと思って

いるのに・・・本数が少なすぎる。 

・地域によっては、土日祝日に公共交通機関が運行していない。高齢化も進む中で、車の運転が

出来ない子供や老人、交通弱者への配慮が不十分だと感じます。 

・高山市は車に乗れれば、とても住み易い環境にあると思います。しかしあくまでも、車を運転で

きればの話です。私もあと 10年もすれば免許返上も考えなければなりません。そこが頭の痛い

所です。旧高山市街地はともかくとして、そうでない所は大変だと思っています。 

・高齢者の車の事故が県内でもトップクラスに高い。脳梗塞や脳出血による高次脳障害があり運

転が危険と思われても、バスなどの公共交通機関がないため運転せざるを得ない。山間部にも

バスの本数、路線をもっと増してほしい。 

・バスが不便なので困ることがあります（上宝地域在住）。 
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・高齢者の増加に伴い、移動手段の確保について、きめ細かく実施してもらいたい。現在ものらマ

イカーが運行されているが、ルートから外れている地域があり、サービスを受けられないでいる。 

・のらマイカーの他に、市を超えて利用出来る方策（マイカーとタクシーの様に利用出来る）を要望

致します。特に町内に医者が不在等のために、市を超えて利用できる様お願いしたい。運転免許

返納対策にもなるのでは？ 

・上宝地域から奥飛騨温泉郷へ行く方法、または奥飛騨温泉郷から上宝地区へ行く方法、運転

免許のない者は不便です。診療所へ行っても臨時休業だったり。支所にある図書館へ行きたくて

も行けません。大きなバスは、よく空で走っている気がします。1～2人は乗っているかもしれませ

ん。 

・一之宮地区に住んでいます。今は自分で車に乗り行動できていますが、今後乗れなくなった場

合、バスを利用しようにもバス停まで 2㎞以上、JRの駅も同じく。タクシーを利用しようにも片道 4

千円はかかる。かと言って町内にはスーパー、病院等もなく、非常に不便を感じているし、老後生

活していけるのかと不安に思っています。格差を感じています。 

・高山本庁へ自動車を使用して行く場合、上宝地区が最も時間を要する地区である。高齢者が医

療施設を利用するには、交通費、交通状況を考えると年金生活ではとてもとても・・・。 

・病院は車や電車で行くのが前提になっている場所が多く、帰省した時に病院に行くのが日課だ

った。（国府町在住。国府町には病院が少ない） 

・数日前、「のらマイカー」で桜見をしてきました。いつもは自分の車等で行くのですが、友人に聞

き、初めて市役所の前で乗り、また市役所の前ま降りました。その間車内はガラガラで「これはも

ったいない」と思いました。もっとバスを利用する人が多ければ・・・。口コミかなと思いました。 

・奥飛騨温泉郷に住んでいます。バスと列車が時間的に連絡しておらず不便。もう一便 19時台

に増やしてくれればと思います。 

・車を運転しない為、電車の本数がもう少しあればと感じる（バスでは乗車時間が長くなる）。 

・他都道府県へのアクセスの悪さを改善してほしい。ワイドビュー増便、もしくは主要駅のみ停車。

停車駅が多すぎて特急電車としての意味がない。主要駅以外はバス等の交通機関を充実させ、

特急電車としての役割を見直してほしい。 

・JR高山線について、高山→名古屋（JR東海）に比べ、高山→富山（JR西日本）のダイヤがお

粗末。JR西日本に働きかけたら？ 

・中部縦貫道の早期実現と、高山－富山間の JR便・バス便の増便。 

・交通が整っていないため、東京等からの観光客が訪問しにくいと感じます。 

・観光に力を入れ、たくさんの方に高山に来てもらうのは良い事だと思いますが、特に主要道路や

観光地に近い道路の混雑が気になり、危ないと思っています。生活道路と観光地域をうまく分離

できるような、ソフト的しくみが充実するといいと思います。 

・前にも提言させていただきましたが、全く動きの気配がありません。再度の提言として。当市に

おける観光行政は大変大事なことだと思います。一例として、高山を世界的にも特異な観光エリ

アとして、名乗りをあげる。その方法として、市内中心部を「排気ガス禁止区域」に指定して EV（電

気自動車）以外の乗り入れ、走行を「全面禁止」にする。具体的には、現在の「ゴルフ場のカート」

のような乗り物を基本とした市内専用の車を検討・制作・使用し、これを「フリータクシー」のように

稼働する。（四輪駆動、冬季の暖房対策等）これらの車を市民、業者にも購入してもらい多数配置

し、市民、観光客ともに、格安でレンタル使用ができるようなシステムを設けて、利用の効率化を

図るとともに、乗り合い制度をシステム化して、必要な人が気軽に利用できるようにする。乗鞍ス
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カイラインのように規制して、市内のタクシーはすべて EVにし、郊外に大型の駐車場を設置して

中心部への移動はシャトルバスによる等。市民の自家用車使用については、許可制度などを講

じる。 

また、高齢化対策の一つとして郊外（特に旧町・村）の自家用車所有者を「市民・お知り合いタクシ

ー」（仮称）に登録し、高山市独自の「保険制度」に加入してもらった上で、市民がお互いに格安の

「お礼」程度の料金でお互いの自家用車を利用しあえるようなシステムと市からの補助金・助成制

度を作り、誰もが気軽に利用できるようにする。市民がお互いに「お知り合い」として機能すること

により、規制の緩和を講じ、タクシーやバスの既得権への配慮を図る。上記の EV車をタクシーの

「流し」などとして業者に委託運行を委ねる等。規制緩和の方法は難しいかもしれないが、これら

を実行する方途は必ずある筈。そこを何とか解決してこそ、独自施策といえる。こんなことを考え

てみました。ほんの一例ですが、実現に向けて市議会への提言など、是非ご一考を。 

 

住宅公園 

・子供が安全に楽しく遊べる場所（市民プールなど）を充実させてほしい。 

・子どもたちが自由に遊べる公園が少ない。城山公園くらいの公園を多く作ってほしい。 

・高山にはゆっくり遊べる公園がないと思います。駅裏の広い土地をほったらかしにしている位な

ら、開放してボール遊びやランニング、自転車の練習が出来るような場所にしてほしいです。 

・他県と比べて公園が少なすぎる。大きな公園は災害時に避難場所にもなる為、中途半端な所を

増すより、市民の憩いの場となる何度も行きたくなる公園が欲しい。 

・子どもたちが自由に遊べる公園がもっとあると、のびのびと体を動かせると感じます。 

・子供達が安心して遊べる公園や広場がもっと沢山あると良いと思います。”観光”にいくら力を入

れても、市民はあまり嬉しくありません！住んでいるのは「市民」です！ 

・小さい公園は多いですが、少し郊外でもいいので一日中遊べるような公園があると、子育て世

代にはありがたい。また、家族連れの観光客が子供を遊ばせる事もできると思います。 

・周りには自然があるのに、市内には公園もない（都会にはある）。市内（歩いて行ける所、坂が

無い所）に公園を作ってほしい。 

・近所に公園が一つもなく、子供を自由に遊ばせる所がありません。ブランコ一つでもあればうれ

しいです。 

・富山市・岐阜市のように、家族が一日ゆっくり過ごせるような公園を作ってほしい。高山市は小さ

な公園はたくさんあるのに、維持管理にお金をかけないので本当に残念。 

・子ども（親子・友達）と一日遊べる公園、施設をつくってほしい。富山市など市民は無料で一日遊

べる場所があり、羨ましい。 

・子供が思いっきり体を動かし遊べる公園を増やしてほしいです。 

・町中に大きな公園があると良い。現警察署の跡地の利用は何になるのでしょうか。全部公園は

無理でも、一部を観光客が休めたり、子どもが遊べたりする所があると良いと思います。「木」を使

って屋根やベンチを作るのはどうでしょうか。手を洗えたりできると良いです。 

・高山は山が多い割に町中に公園や緑が少なく、子供を遊ばせる場所が少ない。 

・子供達が公園で遊具を使って遊べる所が少ない。飛騨市の杉崎まで行って、子供達を遊ばせて

います。高山市政は、本当に少子化、子供の事を考えているのでしょうか。元気で外で遊べる所

が少ないです。 

・高山市には公園はいっぱいあるが、遊具が少ないと感じます。岐阜市の公園はかなり広いし、
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遊具も多くあり、子供が楽しめる環境となっています。高山も土地は多くあるので、関市の百年公

園並みの公園を作ってほしい。 

・子供たちが安心・安全に遊べる公園を作って頂きたい。今ある公園の整備を願いたい。 

・城山公園、アルプス展望公園では、外国人観光客の散策する姿が年々増えています。しかし、

城山公園は山全体の手入れが悪く、自然の美しさが感じられず、展望も悪く、くつろげる楽しさと

安らぎを与える空間が全く失われています。また、アルプス展望公園にあっては、ゆっくりと寛げ

る空間設計がなく、さっと来てさっと帰るだけの観光客が多い。写真や報道で頻繁に使用され知

名度が上がりつつある空間を、より魅力ある公園に育ててほしいものです。特に後者にあって

は、保育園児から高校生までの若き人々が集い、遊び、スポーツにと幅広く利用している姿に接

し、より楽しい公園に育ててほしいものです。 

・子供達が外・公園などで沢山遊べる所が欲しい。夏場はあらゆる公園で水遊びが出来ると良い

と思います。今の高山は外で子供が遊べる場所がない！！ 

・日本一広い市なのですから、みんなが集え、遊べ、気楽に、気軽に行ける大きな公園がほしい。

例えば松本市にあるような広域公園、岐阜にある木曽三川公園のような。そこで地元の多種多様

の商品を販売したり。市民みんなが楽しめる、1日いられる公園を作って下さい。 

・医療費の軽減や子ども手当、出産お祝い金等の金銭面での制度は充実しているが、子どもたち

が伸び伸びと遊べる場所が無いのでかわいそう（特に駅周辺や市街地）。ポッポ公園には 2～3

才の小さな子も多く、小学生がボール遊びすると危ない。学校はスポーツ少年団等で使われるこ

ともあり、すみっこでしか遊べない。空地は私有地なので立ち入れず、スカイパークは小学生が通

うには厳しい道中。「ゲームばかりするな」と言う前に、彼らに伸び伸び遊べるスペースを確保して

あげるのも、大人の役割ではないでしょうか。なんの遊具も必要なく、ただの原っぱでいいので

す。 

・高山市は観光には力を入れていますが、子育てをしている若い人には遊び場が少なく、家族で

休日を過ごすのに富山、愛知の方へ出かける事が多いので、公園等整えてほしいと思います。 

・満足度評価にもありましたが、住宅街には近くに公園がなく、子供達は家の前の道路で遊ぶか、

少し離れた学校まで行って外遊びします。車の往来が激しい為、いつも近くに公園があればいい

のに・・・と思ってしまいます。そして、山の近くの家では、熊の被害もありました。子供達が安心し

て外で遊べるような環境になってくれるといいです。 

・子どもが安心して楽しめる公園や施設が充実すると良い。自然を活かして。 

・子供や老人が一日遊べる場所がほしい。今ある公園は中途半端で、30分も遊べばもうやること

もなく子供も飽きてしまいます。何とか総合公園やプール等を造って下さい。今の高山には、一番

欠けたことだと思っています。中山公園も点々と何箇所かにあって、何のためにそうなっているの

か意味がわかりません。ぽっぽ公園も前より狭くなって、何を考えているか教えてもらいたいで

す。駄々広い高山市になってしまって、意味もなく遊ぶ所もなく、さみしい限りです。今あるスカイ

パークの周辺に、どーんと公園やパターゴルフ場（誰でも無料で入れる）等造って下さい。富山に

は県外人でも無料で遊べる場所が沢山あります。福井も素晴らしい公園に無料で入れます。何と

かして下さい。 

・高山市民が遊べる公園が少ない（遊具やアスレチックがある公園）。 

・アルプス公園に遊具を設置してほしい。 

・最近子供の遊び場が少なくなっている。話に聞くと、学校のグランドでもキャッチボールやボール

蹴りが禁止されているとも。今、観光面や高地トレーニングの様な来訪者向けの施設・施策に多
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額の予算が使われている。もう少し一般市民向け施設（芝の公園）の整備にも予算を使ってほし

い。 

・現在西之一色、花里、千島が混ざり合う所に住んでいます。花里公園は駐車場が無く、歩くには

少し遠いです。児童館など、近くに遊べる所がほしいです。 

・子どもの遊べるところも悩みます。ビッグアリーナの開放日は、とてもうれしいです。小さな子を

連れて出かけやすい町づくりをしてほしいです。 

・昔の自分が子供だった頃を忘れてしまい、公園などで遊んでいると、「うるさい！！」と怒る近所

の人がいる。本当に腹が煮える。外で遊ぶ事をしないでは、心体的にも良くないと思うが。今の若

い者は、スマホをいじっていてろくに子供をも見ていない！こういった事も踏まえ、夏場は公園で

水遊びをさせても良いと思います。それで文句を言う人がいたらば、耳栓をして下さい！！と言い

たい・・・。公園は子供達がのびのびと遊ぶ場じゃないですか？心知れない人、怒る人、文句を言

う人の公園じゃない！！ 

・桜の名所や牧歌の里のような牧場やミニ動物園、アスレチック等、親子・孫と楽しめる場所が欲

しい。 

・近年熊がよく出るため、子どもだけで山の近くの公園に行きにくくなっています。だんだん子ども

が思いっきり遊べる所が減ってきているのは残念です。 

・城山公園などウォーキングできる場所を安全な場所（熊対策、倒木対策）にしてほしい。できれ

ば木々に名前を付けてほしい（すでに一部ブナ、ソヨゴなどついているが、もっと多くのものにつけ

てほしい）。北山、城山、松倉山、原山など多くの市民が楽しめるよう、力を入れてほしい。 

 

上下水道 

・市では上水道の水質向上や・・・とありますが、未だに上水道が整備されていません。下水道は

来ていて整備されていますが、山水で大変困っています。晴れが続くと水が少なくなり、雨が続く

と災害になり水が止まってしまう事が多々有ります。今の時代に上水道が無いなんて、ひどいと

思いませんか・・・？こんな状態で若者が居られる訳が有りません。上水道工事を是非してもらい

たいです（朝日地域）。 

・水源になる土地を市有化、または使用を制限出来る対策が必要と考えます。 

・インフラ事業は必ず国内企業に任せること。北海道で問題になっていますが、水源地を中国など

の外国に買われてしまい、大変なこととなっています。国の法律ではどうにもできないようです。観

光で外国人が来てくれることはとてもありがたいことですが、地域の安全を守ることはとても大切

です。 

 

情報 

・インターネットは全地域無料にし、Wi-Fi ももっと充実（簡単接続）。 

・ＮＨＫＦＭが受信できるように、是非お願いします。 

・パソコンなど家にはなく、今から覚えるのも大変ですが、連絡先はホームページと書いてあり、ど

うする事も出来ません。 

・特に情報通信基盤において地域格差がある。高山という自然豊かな環境で、情報通信基盤を

活用したビジネスを行いたいが、その環境にないことを理由に移住を諦める方もいるようです。田

舎の生活の重要な基盤整備であると考えます。 

・高山市で色々力を入れている事が、まわりに伝わっていない事（広報たかやまを見ていない等）
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もあるので、PRなどたくさんしてほしい。 

・旧高山市以外では、ラジオが全くといっていい程聞けません。車で移動中にラジオが聞ける環境

を作って欲しいです。防災ラジオはありがたいです。 

 

防災 

・昨年、一昨年と日本を襲ったレベルの豪雨が起きた場合、数年前の高山を超える被害と孤立が

心配。その対策等を住民に周知させていくべきだと思う。 

・災害への備えに、危機感を持って早急に対応して欲しい。地域によっては全く手つかずの所もあ

り、同じ市であるのに不公平を感じる。 

・災害時の避難場所に全員入れる気がしない。 

・もう少し災害に対しての心構えが必要と思います。私は関西の地震を体験しております。まさか

と思っておりましたが、どこでも起こりうる事だと実感しております。 

・防災と言っても、地震・火災・水害・大雪・停電・放射能・山崩れ等色々あり、その時々で対応が

違うから、どうすれば良いかわからない。 

・山が荒れていて、災害時、心配です。 

・地震など突然の災害に対するまちづくりや避難体制はできているのだろうか？地元住民以外に

もたくさんの観光客がいる高山で、日中の災害に対して、今後万全な体制を築いていって欲しい。 

・地震や豪雨災害に対して、備えとは具体的にどの様なものがあるか、また災害別のマップなど

確認できる様、HPなど改善してほしい。 

・災害時に市に頼らず、地域住民で避難所を自主運営できるような避難所運営の手引きを作成し

てほしい。 

・電気等ライフラインの確保のための伐採による倒木防止の推進が必要です。 

・災害の時のための避難訓練など、地域でできるといいと思う。 

・数年前の豪雪時、電線の切断で停電になり、復旧に 5日以上かかった地域があった。ライフラ

インの復旧は、もっと早くしなければいけないと感じます。その後において、そういった地域に対

し、未然防止の為の対策として、電線の上の枝や近くの木の手入れがなされていない様に感じま

す。同じ事が発生しない為に、地権者、林業従事者と連携し手入れをする必要があり、行政に要

望します。その後の対応は、手入れが始まれば確認する事ができるので、対策を期待します。 

・防災ラジオがレンタルなのは変だと思う。古川町は一家に一台無線あり。 

・個別無線が各家からなくなり、野外無線のみとなり、災害時には不安である。防災ラジオは停電

時は使用できず、訳の分からない時間に自動で入るだけ。見直して頂けるとありがいです。安心

安全な町づくりをお願いします。 

・防災に関してたいへん不安である。広報の内容が聞き取りにくい、わからない（ハウリング？）。

市の防災無線（ラジオ？）は役に立たない。防災情報が何もない。 

・清見町三日町姥島班裏手の共有林が、数年前に雪害で倒木し、整備する予算がないということ

で管理組合が業者に依頼した。お金になる椎茸用の原木のみを乱伐され、山の沢が乱れ、土石

が崩れ落ち、強い雨の日には沢から泥水が出るようになった。「急傾斜危険区域指定地域」の倒

木に、予算がないからと営利目的の業者を入れ、ゲリラ豪雨で土石流がおきて、町が流されても

人災だと不安に思います。防災を強化する町づくりのためにも、このような「住民も予算の出しど

ころがなく、危険で困っている」ところに指導の目を光らせ、未然の対策を打っていただきたいと切

に思っています。 
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・区の道路愛護等は 1年に 1回しかなく、区の役員も見廻りをしない。川の中も草で荒れ、側溝

は詰まり、大雨が降ったら大災害になると思われる。役所の方からも区へ指導して下さい。 

・避難所に沢山の人が集まる。不安なのは食糧よりもトイレだ。水が流れ無いから、便を掬って袋

に入れる為の園芸用の小さいスコップ 10本程と袋を沢山準備して欲しい。ペーパーも。便を入れ

た袋が段々一杯になってくる。其れが夏場だったら悪臭をどうする。悪臭よりも恐いのが、便から

発生する「白い虫」達。其の白い虫達は袋を喰い破って外に出てくる。其れらはやがて「はえ」とな

る。恐い。どうしたらいい。水が無いから、手も洗えない。どうしたらいいんだろう。 

・災害時の避難所への障がい者受け入れを、ケアマネージャーさんなど通じてスムーズにいく様

に。 

・緊急の情報、広報たかやまが、ハウリングして聞き取れない。 

 

安全 

・市の中心地、商店街ばかりでなく、街中の各所に防犯カメラの設置を切望しています。 

・防犯（意識）対策「防犯カメラの設置」。近年、各地で通り魔や事故・事件が多く発生しています。

多くの外国人もみえると共に、東京オリンピックも計画されている等、防犯は大切です。よって、防

犯カメラの設置に早急に取り組んで頂きたい。中には防犯カメラの設置に反対する人もいる様で

すが、とんでもない現状だ。切に望みます。 

・交通アクセスが良くなる反面、防犯カメラ等の設置が必要では。 

・防犯、監視カメラ等の設置を！！子供達を守って。 

・外国人が増える中、パスポートなど身分証明チェックを！！警察官及び治安パトロールなどの

人を見かけたことがない。もっと街中にいるべき。 

・主旨と外れるかもしれませんが、普段生活している上で感じた事。外国人で市内が賑わってい

ますが、夜の国分寺通り～安川、外国人しかいません。今まで大きな事件等ありませんが、今後

何が起こるか分からないので、見守り等強化して頂きたい。 

・安心に暮らせる高山にしてほしいです。 

・交通量が増えて、子供の安全が守れなくなっている。 

・家の前はいい道ですが、車がすごいスピードで走ります。近所には小さい子供さんが 5，6人み

えます。もう少しスピードを下げて走ってほしいと思います。私のような老人も、いつもビクビクして

います。以前方々へお願いしましたが、なかなか思う様にはして頂けませんでした。 

・飛騨の里通りをよく通ります。最近外国人が歩いているのをよく見かけます。観光客が増えるの

は嬉しいことですが、夜間は外灯もまばらで暗く、歩行者にとっても車にとっても危険ですので、外

灯設置をお願いします。 

・暗い道を歩いたり、ジョギング、自転車に乗る時など、暗い服を着ている人が多いため、危険に

つながるので考えてほしい。 

・石浦町在住です。最近人口が増え、交通量も増えたが、通学路にガードレールがない所が多く

ある。車同士がスレスレにすれ違う所を子供が歩いているので、危なくて仕方がない。ガードレー

ルや歩道、道路標識の設置をしてほしい。 

・中橋附近の観光客の安全の為、危険を伴う事が多いので何らかの交通規制を考えて下さい。 

・年配（高齢者）の方の信号無視が多い。 

・信号機のない交差点での事故が多い。見直しは？ 

・住宅地への大型トラックの乗り入れ。看板もなしで駐車場使用しているが、看板をあげなくても
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駐車できるのか？飛騨市では看板もなしに大型車を駐車していたら、すぐ撤去させられた。高山

市はいいのか？ 

・飲酒運転の取り締まりは、一度も見ていない。取締強化を！！ 

・老朽化した建築物が気になります。手入れ等されている物は良いのですが、廃墟となっている

物はなんとなく不安を感じます。 

・市民と外国人との交流はありません。治安面で不安があります。まだこの地域では外国人とのト

ラブルや犯罪は少ないと思いますが、治安は重要だと思います。 

 

消防 

・消防団員がもっと安心して活動に従事出来る様、中型自動車免許取得に向けて、市が助けてほ

しい。また、関係企業への理解促進を行ってほしい。 

 

協働 

・まち協について、あまり判っていない市民が多いと思う。なぜ社教体制が変わったのか。市民に

対しての説明不足の点が多々あるのではないか。直接役の方に聞いてみても、返答が曖昧で判

ってない。 

・「まち協」の活動は、市役所が町内会へ仕事も丸投げしているとしか感じられない。生活が苦し

いから共働き、しかも簡単に有休など実際には取りにくいのに、負担がかかっていると思う。 

・協働の町づくりといっても、具体的な方法は無く、行政が住民に丸投げしているように感じます。

地域ごとに異なることは分かりますが、全国的には色んな方法で取り組んでいるところがあると思

われます。出来ればモデル等を紹介していただき、地域ごとに、町ごとに活動できるよう図ってい

ただきたい。 

・”まちきょう”という言葉を耳にするが、その活動が何をしているのかわからない。支所より”まち

きょう”の方が力を持っていると聞きます。特定の人物ばかりが集まり、何をしているのか？もっと

オープンにして、何でも言える環境を作ってもらいたい。支所地域は人口減少が著しく、広く公平

な行政より一極集中型でやって行かないと、中途半端になってしまうような気がします。 

・まちづくり協議会の役員や事務局職員選出が不透明で、疑問に思います。 

・市助成金の 60％近くが、組織の人件費と運営のための費用であり、本来の目的とは違う様に思

える。また、役員、運営委員となっている方々の選任の方法が不透明で、信頼できない。全体とし

て、まちづくり委員会はおかしい。住民に対しての説明不足、何のためにある組織かが理解でき

ない。 

・各校下にまちづくり委員なるものがあります。幹部としていろいろな方々がやっていますが、一般

市民にはその意義などが伝わって来ていません。いろんな噂が流れ、お金の使い方も不明瞭だ

という噂もあります。ここまで小さな校下で、行事など必要なのかと考えさせられます。町内から役

として出向かなければならない人も、頻繁に呼び出されていて負担も大きいです。市としては、ま

ちづくり委員会に関しては予算を渡して終わりなのでしょうか？監査などないのでしょうか・・・？今

後、うまくいき活性化されるとは思えないのですが・・・。 

・協働の街づくりが地域単位で行われていますが、地域が高齢化等でスカスカになっている状況

では、個々の地域ではなく地域が集まって協働することが必要なのでは。今の協働のまちづくり

は、単なる 60歳以上の高齢者（元先生等）の雇用対策に見えてしまいます。 

・今までの各連合会の中の社会教育団体が、高山市の町づくり協議会に名前が変わっただけで
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ある気がします。もっと解りやすい団体であるべきだと思います。 

・対策が上滑りしている感がある。対策が一般人には見えてこない。また、地区ごとにカラーを出

すのもよいが、全体が同一方向に進むことも大切と思う。 

・まちづくり協議会は多数の方の参加と活動に敬意を表しますが、一般市民には程遠く、存在の

意義すら感じられない組織のような気がしています。高山市には、班・町・町内会があると思いま

すが、町の存在意義が不透明ではないでしょうか。協議会が各町内会の上部団体であるとするな

ら、町の存在をどのように活かすのかが課題と思います。年に数回の協議会報に接するだけで

は、市民参加を望まれても参加のしようが無く、独善集団ができているだけと申しても過言ではな

いような気がします。班→町→町内会→協議会の組織的な流れを明確にし、議論の場を市民全

体に広げる組織形態、組織運営の方策を検討し、一日も早く熟成された、より明るい未来生活が

期待できる高山市となることを希望します。 

・「まちづくり協議会」の廃止。 

・3年程前から大八まちづくり協議会があり、住民 1戸 700円を負担しております。市役所の仕事

の委託のような組織であり、主な役割は大八町内会の軽微な整備・補修、1,000万の予算の割振

り、そしてもしもの災害にそなえた防災もあります。市は観光に力を入れていますが、大八地区は

観光地とは少し離れており、高齢化、人口減少が始まった今、松之木町だけは戸数も増えている

点が目につきます。私も含め住民がまずまちづくりとは何かを知り、何がその地域の特質なのか

を知ることにより、それを活かすような良いアイデアが生まれ、地域活性化につながる事を期待し

ています。 

・現在の丹生川町は社会福祉協議会や支所と連携を取って下さっているのは有難いことですが、

全体に行き渡るにはやっぱり困難だと思います。「協働」という言葉で民間へおろす事が多いの

で、正直「またかよ」と思ってしまいます。そういう場に来てほしい方々、30代～50代の働き盛り

の方は本当に大変だと思います。いつも役を兼ねなければならない方もみえます。何かを実行す

るには、どうしてもリーダー的存在が必要ですよね。だから市役所も、人材をもっと増やすことが

大切だと思います。特に支所地域にも配慮してほしいです。長い眼で人材を育てていくことは無理

ですかね？財政的なこともあるけれども、市民の先頭にたつのはまず市役所！！と思っているん

ですが・・・。また、まち協についても、若い方を配置できるようなシステムが欲しいです。安定感あ

るけどちょっとなぁの高齢者より、もっと斬新なアイデアを持った若者を是非！！市役所からのバ

ックアップも是非！！ 

・まち協のあり方は、地域の良いところばかりに目を向けるのでなく、「悪い所」や「足らない物」に

も、もっと目を向ける方が、地域の活性化になるのでは・・・。 

・日本一広い面積の高山のまちづくりは、それぞれの地域での市民提案型まちづくりとなっていく

必要があるのでしょう。行政はそのサポートをきめ細かにしていく。 

①地域に対する想いを、その地域に住む住民自らが意見を出し合い、この地域をこれからどうし

たいのか、という場を設ける。共通課題に対する地域の仲間作り。②その場に集った仲間と「では

この地域をどうしたいのか」の計画立案。例：大型ショッピングセンターの誘致（若者定着目的、雇

用の場の創出）。医療・介護の安定的確保（安心して死ぬまで住み続けられるために）。緑豊かな

環境を維持（心豊かに住めるために）。③計画の実行。どのような小さなことでも住民自らが発動

したことに、行政は耳を傾けサポートしていく。住民の自助と行政のタイアップ。例：独居の方のた

めに定期訪問・食事準備を地域の主婦がボランティアでやりたいと動き出した時、行政はその後

押しとして食材費をボランティア組織に支出する。 
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人口が 10万を切っている現在、いかに若者を高山市に集め、住民が安心してこのすばらしい地

で生きて死を迎えられるようにできるかが、私たちの考えることでしょう。 

・今は何処で何が起こるか分からない時代・・・。普段は普通に安心して暮らしていますが、ニュー

スなどを見ると不安はあります。まちづくりに対しても、家庭の事で一日が精一杯という感じで、住

んでいる地域を良くしよう！という思いはなかなか持てていないのでは。行政の方からの呼びか

けも、役だから、みたいな気持ちで参加しているように感じます。 

・まちづくり協議会等、地域住民が主体となることは悪い事ではないと思いますが、他に資源を守

る会や農事改良組合、農業委員、その他諸々類似性のあるものをあまりに細分化しすぎて、負担

が大きすぎます。もっと組織をコンパクトに集約してもよいのではないでしょうか。 

・86才という年齢なので、この町で人生を終えることになります。60代の娘との 2人暮らし。昔若

者があふれていた頃と変わらぬ町内の行事や役員、苦痛です。年寄りばかりで改革も無く、40年

前と同じことを繰り返すのは喜劇的ですが、住人にとっては悲劇です。社教活動も全てシンプル

にして、活動の為の活動はやめて欲しい。要らないことの方が多い気がします。 

・町内会の役や子供の学校の役が毎年のように回ってくるので、とても負担に感じます。核家族

化しており、子供を見てくれる人もいない家が多いので、役の負担を減らしてほしいです。 

・人口減少社会に対応した「まちづくり」を行うべきです。地域の住人が運営に責任を持ち、少子

高齢化社会に合った組織にするべきです。 

 

交流 

・姉妹都市ばかり増やさず、市の内政に力を入れてほしい。 

・一時期聞いたこともない（小さな）都市と頻繁に提携を結んでいたが、その意図が理解できな

い。どんなメリットがあるのか。人口も多い大きな都市なら理解できるが。 

・都市間交流、国際交流はほどほどに。市長のパフォーマンスではないか？ 

・高山には良いところが沢山あるので、外国だけでなくもっともっと国内にも発信して、賑やかにな

るといいと思います。 

 

行財政運営 

・市役所の職員の対応が悪い。市役所はいらない。民間に任せたほうがいい。 

・普段市民があまり行かない部署の市役所職員の対応が悪い。もう少し親切な対応が欲しい。毎

日市民が行く部署の対応は良いが。 

・市役所へ行くと、遊んでいると思われる職員が多すぎますね。外部から見ますとよくないことな

ので、考えて下さい。私達の税金が使われています故。特に 2階以上では寝ています。でも殆ど

の人は一生懸命です。一部の人の為に、本当に残念です。 

・市職員としての自覚を持って欲しい。窓口対応ばかりでなく、普段から相手の立場を思いやった

心で公務をして欲しい。支所の職員は、本庁に比べ使えない。慣れあいにも限度がある。人数削

れる。 

・市役所職員さんの（特に本庁）対応に、時々びっくりする事があります。民間企業をなめた発言

には、頭にくる事が度々。そんなにおえらいのか、と言いたくなります。個人名をあげたいくらい。

まちづくりとは関係ありませんが。民間企業の売掛金の支払いを滞らせている職員さんが、何人

かおられます。そういう事も高山市の小さい企業には痛いと思います。税金の取り立ては厳しい

のに・・・と思ってしまいます。一生懸命市民のために働いて下さっているので、一部の方の話で
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すが、そんなふうでは市の発展も望めないと思います。 

・市職員の教育、意識改革。 

・市政を考える上で、市の雇用に疑問を抱く。もっと多くの人に門を開くべきである。 

・公共の施設（例えばシルバー人材センター、老人ホーム等の施設、その他の団体施設）に当た

り前の様に再就職をしている公務員が多いが、一般の会社での退職者は、せいぜいシルバー人

材センターに登録してパートをたまにする事しか出来ない事実がある。この状況は公務員の優先

斡旋であり、世の中が平等とならない。何故こうした事が続いているのかわからないが、一般求

人者にも広く門を開けるべきだ。 

・行政、支所、本庁などいろいろな所の節約。 

・税金のムダ使いだけは本当にやめて下さい。有効に使って下さい。お願いします。 

・市民の血税の使われ方が、そもそも不公平だと感じる。観光・海外交流ばかりに力を入れている

ようにしか見えない。その観光も、客に迎合しすぎて、昔ながらの高山らしさが完全に損なわれて

いる。低俗な店が増えた。 

・高山市民税が飛騨市民税と比べて、非常に高いと聞いた事があります。確かに、毎月相当額を

納めています。市民税の減税、有効活用をお願いします。低所得の方は非課税かもしれません

が、毎日働いて頑張っていただいているお給料から、夫婦、世帯で引かれています。その差も何

とかなればと思います。 

・市長は高山をこうしたい、こんな風にしたいと立候補し当選しましたが、他の市長、県知事さんの

様な一本筋の通ったビジョンが今一見えない。「まちづくり協議会」とやらで自主的にやれと金（予

算）を分け与えて、行政は何にもやっていない。修理、改良等々を含め、あれをしてほしい、これを

してほしい事は、まち協に頼まねば金もないし出来ない。地元の行政の長（支所長）を始め職員

は何もやる事がない・・・。過疎バスの券、温泉入浴券、印鑑証明の発行くらい・・・。まち協の長、

支所長（職員）の二重構成で、まち協◎、支所職員不要論がある。市長（ビジョン）→職員→住民、

と旧町村の様に一体となってやってほしい。市長は税金の無駄遣い。 

・観光のみの行政と感じている。本来幅広い行政であるべきだが、片寄った行政により各種サー

ビスに温度差がある。 

・海外戦略や国際交流はほどほどにして、10年後・20年後の安定した行財政運営を目指してい

ただきたい。 

・企業が少なく、観光ばかり。10年、20年先を見据えた財政運営を望みます。 

・人口減少の中で、やる事を増やすより、やめることを増やすことだと思います。この事業は必要

なのか？この企画は？イベントは？過剰なサービスになっていないか？その満足は市民にとって

の満足なのか？ 

・市民が望んでいるものと、市政が望んでいるものに相違があり、市民目線に立っていない、一部

の意見だけを重視する体制をまず変えるべきではないでしょうか。市政は県政、国政と一体となっ

た協調は必要であるとは思いますが、県政、国政の方向を見ながらでは、国の小型版でしかない

のでは。高山市独自を打ち出した方が、市民も納得し盛り上がれるのではないでしょうか。要望も

多く、対応しなければならない案件も多いとは思いますが、計画に入れたものは先延ばしにする

のではなく、確実に期限内に対応する行動力をもっと見せてほしいものです。 

・こんな小さな街なら、住民に頼る事は歓迎しますが、であれば市の職員は住民に対してもっと寄

り添うべきではないでしょうか。 

・私の近所の市職員は、激務が続き気の毒だと思う。市の内部組織は今のままで良いのか。働き
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方改革が叫ばれる昨今。市役所本庁がいつも夜遅くまで点灯しているのを自宅の窓から見て、可

哀想に思う。健全な職員からしか、健全なアイデアは出てこないのではないか。 

・国等の補助金を使う場合に、特定の業界や団体に利すると感じられるものがある。広く一般市

民に有益な事業に集中してほしい。 

・高山市がまちづくりに対して取組んでいるという事は良い事と思いますが、細かい所まで行き届

いていないと思います。行事（目立つ）等に力を入れるだけでなく、市民が生活上困っている事に

も目を向けてほしいと思います。例えば、①ストーブの問題。近くの人は洗濯物が外に干せない、

家の中が臭い。②近くに出来た施設の影響で夜寝られない。③車の駐車により車、人等の通行

に支障をきたしている（市へは何度か連絡申し入れをしていると思います）。町づくり、町づくりと

言う事は悪い事とは思いませんが、補助金を出したり建物の許可を出す場合等に、市民が困る

事に対し細かい配慮をしていただきたく思います。 

・旧高山市から周りの地域への行政運営推進。 

・高山・飛騨の地で新たに産業を興すことはかなり難しい事であるし、現状の産業をどう持続発展

させていくのかという事が、先ず必要になる。正直に言って、「平和の街宣言」等のパフォーマンス

的な事より、もっと「実」を取る、「実」を感じられる施策を行って頂きたい。観光、農林業の振興の

ために様々な施策、努力をされている事とは思いますが、今後も官民一体となり、より良い高山を

つくって下さい。 

・市民で構成された各種団体（町内会等も含め）の研修会、イベント等の補助・助成がもっとなされ

ても良いのではないか。市からの助成がなくなり、地域のイベントが出来ない事が多くなった。あ

る地域では助成金に替わり町内会費として地域住民から強制的に集金しているともいわれるが、

これはおかしい。 

・高山市は大きすぎませんか？将来、少子化＋高齢化は止められないでしょう。若者を呼ぶにも

「暮らせない、仕事がない」ではどうにもなりません。しかし、日本中がそうなのですから、高山如

きが資金力の強い愛知・名古屋から人を引き抜くのは困難でしょう。ならば、地域を縮小しコンパ

クトにまとまっていかないとやっていくのは不可能です。となると、地域のまとめが必要になるので

しょう。しかし、地域をまとめる事＝地域の選択と集中 となります。そこでお聞きします。高山市

は「不必要」とする地域を選び、そして地域を看取る覚悟は有りますか？その覚悟を持たずして

「まちづくり」なんて不可能ではないでしょうか。 

・人があっての行政サービスだ。今すぐ人口減少を止める為の強力な施策を実施すべきだと思い

ます。 

・市職員がもう少し自分の住む地域のまちづくり事業に参画する姿勢を持ってほしい。支所地域

は、まちづくりの担当者は一生懸命取組んでいるが、中には自分の担当でない、とどこ吹く風とい

った雰囲気も感じることがある。 

・飛騨地域はとてもすばらしい自然、伝統産業があるのに、観光都市としての力不足というか、も

っと活性化できる。長期の目で、何をするべきか、市民が分かりやすい議会内容をしてほしい。市

議会の答弁が載っている物をみても、学生達の方が現実的な発想や将来についての思いがある

と思います。火葬場のことでも、周辺の方々の気持ちも理解できるが、ごくごく一部の意見で止ま

りすぎている様にみえる。 

・日本中が抱えている問題点、急激な高齢者の増加への対応策、人口減少への対応策、少子化

対策等、高山市民としてはこれらがどうなっていくのか大変苦慮しています。高山市がどれだけ頑

張っても、なかなか対応策が見つからないままに年月が過ぎていく。将来の子供達に明るい未来
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を残してやりたいのだが・・・。現状の効率的で持続可能な行財政運営の推進はさることながら、

これならうまくいくかもしれないという案（提言）を具体的に誰かに出してもらえないだろうか。びっく

りするような意見を持った人がいるかもしれない。 

・高山市こそ、教育や福祉、雇用等に力を入れるべきだと思います。推進市であるまで力を入れ

ても良いと思います。これらは速効性も劇的な変化も期待できないかもしれませんが、長期的に

市の活性化につながると考えます。そういった分野に力を入れてこそ、飛騨人の力が活かされる

と思います。 

・政府の誤った政策（集団的自衛権の行使、原子力発電、エネルギーのベスト・ミックス、共謀罪

の創設、核燃料サイクル等）に迎合しないでほしい。 

・市政運営の重点取組みは、どれも大変重要な項目です。自然環境は飛騨の良さを構築、災害

防災は安心の為に充足させる、伝統文化は遺産を守り活用する。その結果として安心、安定ある

財政で住民の生活が営まれると考えます。 

・10年後、20年後を見据え、人口の少ない地域（今後発展が見込めない地域）への投資は、一

切やめるべきだと思います。 

・必ず来る少子高齢化社会。5年、10年、15年、20年・・・先を考えて各種の計画に取り組んでほ

しい。将来的には、行政範囲も、飛騨市との合併も？大変ですが頑張って下さい。 

・市街地も山間地の市民も共有出来る生きがい、暮らし方、平等感のあふれる施策を期待しま

す。 

・子育て世代、若者の暮らしに魅力の持てる街になる様な行政に力を入れて欲しい（具体的な内

容が今思い浮かばないが・・・）。 

・合併により、広範囲を対象とした行政となり大変かと思います。市民第一に考え、職員の方々の

対応等に安心を感じられる様、頑張って下さい。 

・駅西口の開発と文化会館の耐震化。他にも使ってない箱物があると思う。開発費に多額の予算

を使って、どれだけの効果があったのか。毎年報告や開示をして欲しい。 

・時代の流れに添った市役所内の課名だと思いますが、高齢者には馴染めない課名がある。一

般的に解かり易い課名にして頂きたいと思います。 

・継続的な財源の確保（国や県にあまり頼らずに）が重要だと思います。 

・地方公務員としての市民参加を積極的に。 

・市のサービスで民間へ委託できる業務はないのですか。 

・市長の海外出張の費用は一体いくらなのか。一度、情報公開請求しようと思っている。本当に費

用対効果があるのか。市の職員は超多忙と聞いているが、外国の事務所に人を送り出すような

余裕はあるのか。そして、その効果はあったのか。 

・学校や公共施設等教育施設の老朽化が進んでいると感じます。建て替え等の対策を早急に行

っていただきたいと思います。 

・私は年金生活者です。固定資産税を少しでも免除して頂くと助かります。 

・子供の将来や、日本はこれからどうなるのだろう（これは市に言っても仕方の無い事ですが）、問

題は山積みですね。一番の望みは、無駄な税金の使い方をしてほしくない、ということです。 

・市民税が高いので、もう少し安くしていただけるとありがたいです。 

・バラマキなどの場当たり的な景気対策ではなく、人口が減っても自治体として存続できるよう、

今のうちからシミュレーションをするなどの対策を立てておく事を望みます。これからも良いお仕事

をお願いします。 



- 67 - 

・その場限りでなく、人口の推移、現況施設、時代の流れ等、将来の見通しをたて行財政運営して

もらいたい。例：利便性の高い文化会館等を充実させ、飛騨世界生活文化センターの廃止（マイ

ナスである）。廃止校を含め校舎の有効活用、老人ホーム、幼稚園、保育園、集会所。 

・まちづくりは大切だと思うが、特定の人の利益になるような行き過ぎたサービスは不要では？そ

の分、市民税を減らしてほしい。 

・税金を安くしてもらいたい。 

 

空家等対策 

・何年も住んで居ない空家が私の住んで居る地域にも何軒もあります。トタン屋根が朽ち果てい

つ壊れるか。空家対策は？ 

・町の中に空家が多く点在していますが、この空家の利用・活用方法を考えるべきではないかと

思います。防犯の為にもコミュニケーションの場としての活用やグループホーム、民泊等の活用

は出来ないものだろうか。 

・古民家の空家を民泊等に活用するなど、大々的に行ってほしい。例えばバリュー・マネジメント

社。 

・どんどん増えている空家等を利用し、一般市民・子育て世代・高齢者等、年代差別なく、自由に

話し合える様なフレンドリーな広場（室内）をもっと増やして欲しいです。音楽を聴いたり、お茶した

り、ゲーム、軽い体操、ビデオ等々、出入り自由でしかもワンコイン程度。軽食なら持ち込み自

由。 

・高山市には空家がたくさんありますが、何年も経っている家はガタガタで、台風等の場合トタン

が飛んだりして周りの家の人他、迷惑で危険です。地域の人達に協力を呼びかけ、皆で何とかし

ていただきたいです。お金がかかると思うので、ボランティアを募る等・・・。持主の件とかいろんな

問題があると思いますが。 

・市内に空家が多くなってきていると感じます。 

・もっと空家を利用して地域を活性化させる方法は何か無いのか！！ 

・何十年もだと近隣の者は、冬季間の雪の始末（自分たちも年を取ってきて自分の家の周りだけ

でも大変）、防犯が一番心配である。空家対策だけはなんとかしてもらいたいです。 

・高齢の母の家の近くに、誰も住んでいない家が多く、冬など雪が降った時に崩れないか心配で

す。 

・空家、古い民家、昔の家など、立派なのが有ります。老人が利用できればと思います。 

・本町の空家を全てとは言いませんが市が買い取り、プチ公園を作り、宮川もしくは一番街へ通じ

る様にすると、町全体が広く見え、開放感が生まれると思われます。 

・空家対策をしてほしい。 

・空家が目立ってきた。「廃れゆく街」という印象を生むので、空家の有効利用、または別施設に

するなど、空家を放置しないような施策があるといいと思う。 

・空家が目立ってきているが、我家も将来は子供達も帰ってこないし、どうするか。 

・空家が多いのが気になります。冬に屋根の雪など誰もおろしてくれないので、家が倒壊しないか

心配になります。 

・老人二人世帯が増え、この先々がとても心配です。現在も空家がたくさん有り、何とかならない

だろうか・・・と思うのですが、中々難しいものですね。「老人憩いの場」等も考えられますが、責任

者、管理は？等々、無理なのでしょうね。 
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・空家の活用方法は特に市街地に力を入れて欲しい。地域のコミュニティセンターのような高齢者

や子供が安らげる場所、気安く利用出来る場所等が地域ごとにあれば、交流ができ犯罪も少なく

なると思います。子供の情操教育にも良いと思います。 

・空家対策に早急に取り組むべきです。今は高齢になり市のお世話になることが多くありますが、

現役時代はそれなりの税を収めてきました。市民として、快適な環境のもとで暮らす権利があると

思います。空家の持主の多くは、税金逃れのため、古い家屋を住む気もないのに放置していると

聞きます。市の財政のためにも、空家を毎日見て過ごさなければならない善良な市民のために

も、早急に取り組んで下さい。このまま放置では行政として怠慢としか思えません。 

・空家の活用。 

・空家に他県の人に安く入ってもらって、人口が多くなればいいと思う。 

・もっと街の中の活性化に力を入れて欲しい。空家、空地が多いと感じる。 

・高山市内を見ていると時代を感じます。と云うのは、建物が次々と変わり、空家が多くなり、淋し

い町並みになり、これから先どうなるのだろう？と考えてしまいます。でも人それぞれの考えがあ

ることなので、どうしようもないことなのでしょうか？ 

 

地域格差 

・旧市内は随分住みやすそうだが、郡部にいると医療、学校、交通、買い物、その他に支障を感じ

る。子どもたちの学習やスポーツ等の可能性にも差があり、格差を感じる。災害にも弱く、今後の

諸インフラの老朽化により更に歪な状態にならないかと危惧する。 

・旧市街地ばかりが良くなり、市町村合併した地域はおざなりにされている感がハンパない。駅周

辺ばかり整備されているが、もっと全体に目を向けてほしい。 

・旧高山地域と旧郡部との格差をどれだけでも無くしてほしい。 

・旧郡部地域も、老人や子供が住みやすい地域作りをお願いします。 

・高山市内の観光ばかりに力を入れていて、旧町村をないがしろにしていると感じる。 

・市内とその他の格差の大きさ。 

・旧高山市内に財源がいっており、旧高山市以外の地域の発展が遅れている。飲食店等の整備

が郡部では遅れている。旧市内への助成が多すぎます。 

・旧高山市は周辺郡部とは観光等隔たりがあると思います。（久々野町在住） 

・高山市内中心部とそれ以外の地域の格差が大きすぎるのでは。 

・過疎地域にもしっかり目を配ってほしい。 

・旧市内と郊外の住民の意識に差を感じます。 

・旧市内の整備等は大分整ってきていると思いますが、郡部等も快適・安全に過ごせるように予

算配分をお願いします。通園・通学等が安全にできるよう、歩道等の整備をお願いします。 

・地域間の格差が大きく、僻地は僻地。まだまだ問題が多くあります。地域の声をもう少し聞いて

ほしい。交通の便の不便さ等。 

・行政サービス（民間によるのも含め）に地域差を感じます。 

・旧高山市にいれば「感じている」かもしれないが、旧郡部ではあまり感じられないのです。少数切

り捨て感というか、疎外感があるのです。 

・僻地に住んでいる者としては、様々な取り組みがどこに住んでいても安心できるものとしてほし

いし、決して「僻地だから○○はできない。それは我慢してほしい」などという考えを持たないで頂

きたい。 
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・現在、高校生の子供、大学生を抱えています。通学などで地域格差、経済格差等、大変です。

子供達も路線バスの一部廃止等、不便を強いられています。家族で高山市中心地へ引っ越す

等、現実に目の当りにしていると、将来への不安を感じます。将来を担う子供達が希望を持てる

高山市にしていただきたい。（荘川地域在住） 

・設問の中身で、旧市内と清見との格差をよけいに感じた。合併により、取り残された地域が発生

しているのは確かだ。その部分に光をあてた政策を行ってほしい。 

・旧高山市と旧上宝が合併して 10余年が過ぎました。吸収合併と対等合併とで、我々一般人に

は何のメリットもありません。 

・地域格差のない、こども・老人が安心して暮らせる社会を作って頂きたい。弱者にやさしい町づく

りを。 

・市内の町はずれの方にも気を使ってもらいたい。西之一色町、片野町、桐生町等。 

・今私は 70才以上となり、一通り世の中、人生のいろいろを経験し、老齢期になりました。本当の

ところ、”まちづくり”も若い頃程関心が持てなくなり、今回アンケートに指名され申し訳なく思う位

です。記入しながら思った事は、旧高山市は観光をはじめ活気がありますが、反面地方（国府地

域在住）に住んでいるとまだまだ充実していない面が多々あると思います。広い範囲なので難し

いとは思いますが、どの地区も住みやすい市政に取り組んでほしいと思います。 

 

その他 

・大学へ出たまま帰って来る子はほとんど居ない。若い人にとっても魅力的な高山になって欲し

い。（飲食店や工場は多いと思うが・・・） 

・若い人が地元に残れるまちづくりをお願いします。 

・若者が楽しめる場所が少ない。観光も大切ですが、帰ってきたいと思える何かがあると良いと思

う。観光客も地元民も一緒に楽しめるような店、スポットがもっとあると嬉しいです。 

・若い人達が地元に定住できる様、四年制大学とか大きな会社を誘致して、孫、子供、年寄りが

人口的に減らないよう考えていただきますよう。 

・映画館もなくなり、つまらない高山！だと耳にします。若者が離れて行く、都会へ行ってしまう。

将来は弱者や年寄りだらけの町になってしまうのではないか？よそ者は遊びに来ても、帰ってし

まうわけだし、移住してまで住みたい町ではないと思います。高山でも町はずれは、すべて田舎だ

から・・・。 

・高山から離れ他県へ行かれた方でも「もう一度戻ってきたい」「自慢のふるさと」と思える町にし

て欲しいです。 

・娯楽施設が少ないため若者は都会に憧れ、高山市は増々空家が増え高齢者ばかりの市になる

のではないかと考えます。 

・若者が楽しめる広い公園や映画館などがあったら、帰って来たくなると思う。 

・地域事業や祭の参加者を見ても、高山地域での高齢化が非常に目立ちます。若者が定着でき

るような産業の発展を強く望みます。 

・若い世代が希望を持って暮らせる市になって欲しい。働く場の充実や教育・福祉の充実が望ま

れる。若い世代の人達に「住みたい」と思ってもらえるような市になって欲しい。 

・子どもたちを含め若い人たちが、将来に渡って住み続けたいと思えるようなまちづくりを進めて

いく必要を感じる。 

・観光に力を入れて観光客を増やすこともいいが、一度離れた人がまた戻って来て長く住みたくな
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るような街作りをしてほしい。 

・若者のためのまちづくり、娯楽施設や企業誘致、イベント等にも力を入れてもらいたいです。昔と

比べ、最近の若者は高山に住んでいるのが可哀想。魅力が無い気がする。 

・地域経済が活性化すれば、給与水準の低い飛騨地域の所得が向上し、大都市への若者の流

出が減少し、人口減少の歯止めとなり、少子高齢化も緩和される。以上の事はもう 90年代から

言われている事であるが、現在の日本経済の状況を勘案すると実現性が薄い。もう少し頭を軟化

させ発想を変化させないと、硬直した現状は打破出来ないと思います。大企業頼りの雇用創出だ

けではなく、中小企業が安定成長出来る社会創りの長期展望も必要と言えます。 

・高齢者を大切にしなければならない事は十分理解できますが、現在高山市内で頑張っている若

い世代、高卒で就職した若者から大学等での U ターン・I ターンの若者、30代後半くらいの子育

て世代等に、もっと援助があるといいのではないでしょうか。10代後半から 40代の世代の方々

に、頑張ってもらわなければならないので。1回きりの手当てや 1年きりの手当てとかではなく、

継続して支援したら定住するのではないでしょうか。実際に我が娘は U ターンして 6年になります

が、その頃は U ターン者に今のような援助もなく・・・。 

・高齢者が住み易い町づくりより、若者が住み易い町づくりに力を入れるべきだと思います。若者

が自分達の親等の面倒をみやすい環境を整えれば、自然と高齢者も住み易くなると思います。 

・子供や高齢者だけではなく、働き盛りの人達にも、何かあってほしい。ただ、税を納めるだけの

人達ではないので。 

・古い町並等には力を入れ、海外からも多くの人が来ているが、高山はレジャー施設がないの

で、飛騨の人間は他県に遊びに行ったり、一度他県で就職したら帰って来なかったりする。地元

の人が地元に魅力を感じていないので、地元に帰って来ない。高齢者が多いのも、上記の理由も

一つあると考える。私の住んでいる町内でも、若者が他県で就職して帰って来ない人が多くいる

為、町内の役、祭、全ての行事が成り立たなくなってきている。この事について、今後市としてど

のように取り組まれるのか、期待します。 

・若い人が定住できる環境があるといいですね。高山は自然豊かで文化や伝統もあり、それを守

っていく意識は高いと思います。魅力ある産業（木工）も、若い人達の感性で新しい魅力を産み出

している。地元に住む私達が知らない事もあり、発見して刺激を受ける。他県や海外からの移住

も歓迎すべき事ですが、他県へ出た若い人が戻って来れる様な街でありたいです。 

・観光は高山市にとって大事だし、外国人観光客が増える事もとてもいいことだと思いますが、一

番に考えるべきはやはり、高山市民の事であるべきです。特に高齢者対策と、地元に企業を誘致

し若者を増やすこと、若者に魅力ある職場、そして農業等に、もっと力を入れてほしい。 

・空いている土地へ企業を誘致するなどの雇用創出を進めると同時に、市が運営して出会いの場

を設けたりと、定住や人口増への施策を進めてほしい。 

・人口減少への対応。久々野は 10年で 500人減少。 

・人口減少への対応と少子化対策が必要と思います。 

・人口減少に歯止めをかけてほしい。 

・高山市といえど、全国と諸問題は同様であり、将来への展望は明るいとは思えません！人口の

地域間格差が増々大きく成ることは必然と思われる。過疎の限界集落は、重要度に応じ整理整

合を進めることも必要悪と考えます。自然環境は歴史と共に変遷して来た結果が有り、人々が集

住するエリア、自然に戻るエリア、区分を明確化する・・・。社会投資を集約することも、必要な時

代に成っていると考えます。 
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・人口の減少は想定内であり、旧来の社会制度（総花的満足）を充足させる事は極めて困難な社

会状況が始まっています。足る事を知り、可能な政策と不可能な政策を明確にし、市民生活に支

障の無い範囲で、出来る事と出来無い事のビジョンを指し示す時代が到来しているといえよう。高

山市を率いるリーダーの方々に一考を求めます・・・！ 

・支所地域は特に人口減、高齢化が進み、この先限界を感じています。その辺の対策をお願いし

たい。 

・地域政策や総合政策学科を中心とした大学の建設、卒業生の雇用を市内で積極的に行うこと

が人口・若者減少の第一歩かと。 

・人口増加の促進。 

・今後 50年、高山市の高齢化率は 50％を超える。地元産業の活性化を。観光産業のみは極め

て心配です。100年後、ゴーストタウンにならないよう祈っています。 

・今後人口減少が続く中で、人口 9万弱の地方都市として、身の丈に合った政策をすすめてもら

えればそれでよい。今は、いろいろな目新しいことに取り組みすぎ。交通安全、災害対策、福祉と

教育に力を入れてもらいたい。除雪はひどすぎる。ウルトラマラソン、こだまーれ等は、市民の税

を使ってやらなければならないものなのか。即刻中止を。「きみと見る風景」もただの金のムダとし

か思えない。そんな金があるなら、学校に電子黒板を導入するなど、将来を担う子どもの教育に

金をかけてもらいたい。 

・市営の施設、プール、野球場等は、黒字運営を市民サービスとして考えず、運営してほしい。 

・無秩序を本格化させる山の切り開き、冬季の除雪（交通不便）、中心部・主要路の自動車過剰、

パチンコ屋が多く映画館がない文化のあり方、チェーン店の大看板による景観の破壊等は恥ず

かしささえ感じる。 

・難しいことだが、何に対しても先手先手と手を打つ事が大切。 

・高山市は今後大きく開け、交流も進むだろうと希望が湧きます。どうぞ役員の皆様こぞって市民

を引っ張っていって下さい。若い人は大きな希望がありますから、とても楽しみです。年老いた者

も生き甲斐が湧いて頑張れます。若人頑張れ、フレーフレー高山。 

・アンケートで本当のこと、あるいは評価がわかるのでしょうか。協働という設問でもそうですが、

人が移動する動機は経済活動が根底にあって意味をなすのです。それが伴わない地域で、社会

主義的な取り組みが、地域にもそして個人にも、決してプラスになるとは思えません。 

・高山で生まれ育ち、結婚し子供を育てています。子供も高山が好きで、大学を卒業したら高山へ

戻って来たいと言っています。「こんな寒い所もう嫌だ！！」と毎年思いながら、春が来てかわい

い花が咲き高山祭を迎えると、やっぱり高山好きだなぁと思ってしまいます。空気も水も食物も美

味しい高山に住めて、幸せだと思います。40代を迎え、もっと気軽に参加できる事があると嬉しい

です。高山で老後を過ごすためにも、元気な老人作りの場があるといいと思います！！高山の人

は車移動が多いので、足腰元気なスーパー老人が増えるといいなぁと思います。 

・高山市はそれなりに住み良い街づくりに配慮されているとは思いますが、少子高齢化は年々深

刻さを増して参ります。ディスカバージャパンのうたい文句よろしく、今まで観光産業に力を入れて

きてそれなりに活性化して参りましたが、果たして今後いつまで観光を頼りにして進めていくこと

が出来るのか考えると不安になります。 

次の一手として、企業誘致をして若者の流出を防ぐことも大切と思います。皆様も常日頃すでに

色々お考えでしょうが・・・。高山に育まれた文化を大切にして、一人一人が高山市民として誇りを

持って生活出来ればと思います。 
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・休日も少なく（週に一日休めれば良いくらい）早朝から夜遅くまで働いている市民もいる中、市の

職員は 9-17時、週休 2日以上。その上で市民にお願いすることが多すぎる。町内の役等負担に

なっている者が居ることをもっと知ってほしい！皆が土日、夜に時間がとれる者ばかりではな

い！！ 

・子供達が将来住みやすい街づくりをしてほしいと思います。市としても青年を育ててほしいです。 

・親は子供を、子供は親を・・・という事がないのでは？もう少し親子の関係、人と人との関係が良

くなる様に・・・と思う事がしばしば。高山は山が高くなく、名が高いと言うのを、市民が誇りに思え

るような、言えるような市になったら・・・。何時どこでもかけよって行ける様な町作りになった

ら・・・。弱者を素直に受け入れられる人間作りを望みます。これは一人一人のモラルの問題でし

ょうか？ 

・5年程高山を離れて生活していますと、「高山ってこんなに狭かったっけ！」。都会で暮らすと、

本町なんかすごい小さく感じます。町並みがゴチャゴチャなのです。道路を真っ直ぐ直線に戻して

下さい。車が非常に通りにくいそうで、本町へ行くよりショッピングセンター（アピタ、ピュア）へ行っ

て買い物するんです。行きたくとも行けないのです。今思うのはそれ位です。魅力ある高山と街並

みとは、観光客より地元の人にも聞いてみな・・・と思います。 

・大好きな高山が住み良い町でありますように。皆様、努力を惜しまず励んで、益々良い町になり

ますようにお願い致します。 

・高山は生まれ育った大好きなまちです。市役所の方には大変な仕事と思いますが、年寄りから

子どもまで安心して住めるまちが続くよう、これからもよろしくお願いします。 

・観光・商業・工業・農業がバランス良く保たれたまちづくりにして頂きたい。 

・何と云っても老齢のため、皆様に迷惑を掛ける事と思います。自分で出来るだけの事はする様、

心構えをしています。本当に皆様御苦労様です。 

・高山に生まれ、地元就職、結婚、家を建て、家族（子供）4人で生活し、その子供二人もそれぞ

れ結婚し家族も増え、孫が 5人になりました。上の孫は岐阜大学にすすみ、現在地元に戻り保育

士をしています。2人目孫は地元就職がしたくて、高校を卒業して 4年目になりました。2人とも高

山大好きな子供達です。ありがたいです。3番目は名古屋の専門学校 3年目で、目標に向かって

勉強中です。4，5番目は高校生で、それぞれ目指す道を歩んでいます。下二人も高山におりたく

地元就職したいと言っております。 

私事をお話ししてしまいすいません・・・。でも私は 5人の孫が何かの形で地元に帰ってきて、家

族みんなで仲良く暮らしてくれる事が夢だったので、うれしく思っています。孫達と会うといつも、将

来大きくなったら県外に税金をお払いする事も良いが、できれば地元に税金をお払いして、少しで

も高山のお役に立てればいいなぁ・・・と話していました。今年高校 3年生の孫が、2月 12日に市

役所での高山市議会の先生方と高校生とのお話会に参加し、いろいろお話できた事を喜んでい

ました。高山市長様、市会議員、市役所の皆様方のおかげで生活させてもらっています。ありがと

うございます。これからもよろしくお願い申し上げます。機会を与えて下さった事、感謝していま

す。 

・結婚を機に高山市を出ることになってしまいました・・・。しかし、将来的には帰ってきたいので、

子供と高齢者が健やかに暮らせる町になることを祈っています。宜しくお願い致します！ 

・ピラミッド形式で図面化する時、一番上には住民です。市民が高山市を支えているのでは？ 

・市をあげて様々なイベントを行ってくださり、大変ありがたいです。もっと市民に周知し盛り上がっ

ていくと、市の活性化に繋がると思います。 
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・高山市でなければ・・・というものを考えておりますが、なかなかアイデアが浮かびません。もう少

し考えてみます。 

・高山市はとても住み良いところだと思います。物流には少し不便ですが、かえってそれが生活の

おさえになって、程々の収入にて生活できるのではと思います。時間の流れが都市と比べ、やや

ゆるゆると。いいと思いますが、その反面も有るようですね。 

・私は高山市が大好きです。この地で生まれ、今も 2人の子供をこの地で育て、この土地の方の

ために働いています。都会と比べると不便な所、多くあると思います。でも便利になってほしいと

は思いません。『高山らしさ』を大切に、不便な部分は人と人のつながりでカバーできればと思い

ます。 

・高山市が住みやすい街、働きやすい街に発展するよう願っています。 

・利便性や効率性ばかりを追うのではなく、むしろマイナスと思われているところを生かす、大切に

する。そして、人間らしく生きていける環境を皆で守っていくことが大事だと思います。しかし、いざ

となったら命を守る為の医療であったり、道路の整備等もしてほしい。 

・老々介護の立場の小生ですが、自分はまあまあ健常だと思っております。日々要介護（2）で会

話もままならず、娘・孫（隣町在住と大阪・東京在住の孫）らもわからない妻の介護に疲れを感じ

る日々ですが、どうやらマイカーに乗れる。なので少々学んだ大正琴持参で、合併前の旧町村の

福祉センター（ディサービスセンター）へ伺い、演奏に合わせて唄ってもらうことをボツボツ数年か

けてきました。 

・旧高山市があってこその高山市だといつも思います。駅舎を見せてもらいに行き、立派で嬉しか

ったです！！ 

・市議会議員の方が使える場を作っても良い。 

・高山は静かできれいで平和だと感じています。 

・家庭の主婦（様々な方がおられますが）が大切にされる高山市であって欲しいです。 

・広報などもっと親しみやすいよう改善してはどうか。ゆるキャラなどはどうか？ 

・「・・・づくり」の定義がはっきりわかりません。具体的であったらなら回答しやすいのでは。 

・市民の活力を高める方法を進めてください。 

・私は 89才の高齢者ですが、まだ自家用車にも乗れて嬉しく思います。 

・自分のことでゴメンナサイ。毎日毎日生活していくのがやっと。年金も少ないのでパートで働き、

父の介護などで忙しく、学校、支所、他いろいろ一生懸命やっていただいているみたいですが、今

のところ毎日疲れて他の事を考える余裕もなくてすみません。今回のアンケートまで、高山市が

色々な所、これだけ多くのことに取り組んでいらっしゃるとは知りませんでした。私自身読ませてい

ただき、とてもありがたかったし、勉強になりました。まちづくりの意見でなく申し訳ありません。 

・お恥ずかしい話ですが、そもそもここで問われている「まちづくり」というのが基本計画的なモノな

のか、住民の民度による住みやすさなのか、解らないまま設問に答えてしまいました。インフラ整

備や都市計画的なコンサルティングによる生活環境整備に対する行政への期待というのはある

程度実現されていて、大変ありがたい環境にて暮らさせていただいている実感は大きくなってい

ます。ただ、自身が感じる住みやすさの多くは、いわば「成熟した社会基盤と利用する側の民度」

によるところが大きいと考えます。「花鳥風月」を理解して暮らす日本人の感性が今も高く評価さ

れ、世の中に価値あるモノを沢山産み出して来たと思っております。その感性を絶やさぬ施策を

構築すれば、美しい「まち」や素敵な「暮らし」が実現されるものなのではないしょうか？人が暮ら

す「まち」では人の育成なくして向上は望めぬ事。私達一人一人が精進すべき事です。浅学非才
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の者が僭越な意見を大変失礼いたしました。 

・権利を主張する事が多い時代ですが、お互いにありがとう、感謝の言葉が大切だとこの頃つくづ

く思います。ネットの時代ですので、何か窮屈な時代だと思います。 

・何でも形にはめ過ぎる傾向があると思う。 

・町づくりに積極的に取り組み、全国的にも類をみない、すごいの一言。今後、観光の発展が考え

られますが、先祖が築いた財産を大切に守り、人手不足が深刻なので労働面の改善、安心して

働ける魅力ある場にしてほしい。若者が喜んで住める高山づくり、また年寄りが安心して生活出

来る高山に期待しています。色々大変ですが、みんなのためです。よろしく。今より一つ上の高山

を、みんなで協力してつくれたら最高。 

・U ターンをした者ですが、高山は子育てにはとても良い環境だと思います。自然豊かで、人格も

穏やかな方が多いと思います。さらに魅力あふれる場所になると良いと思います。今後のまちづく

りに期待しています。 

・少子化の対策として、婚活イベントを企画しているようですが、多く出産を期待できる年代の女性

と男性を対象として企画するなら多少少子化への期待もできますが、以前たしか高齢者「40代以

上」というイベントがありました。何の意味があるのですか？メリットは？たとえ 40代で出産できた

としても、3人以上は難しいのでは？3人以上子供がいなければ、人口は減少しますよね。そん

なムダな出会いの場は必要ないと思う。 

・道路、医療、公共交通の整備が悪い為、人が転出するのでは？ 

・高山市内、白川郷、奥飛騨ロープウェイ等は外国人観光客が多く賑わっているが、高根、朝日、

野麦、清見等は空家が目立つ様になり、人口減少により徐々に衰退しつつあります。被災地から

の移住者、外国の移住者等、積極的に受け入れ人口減少に歯止めをかけないと、集落が成り立

たなくなるのを心配します。せせらぎ街道の世界自然遺産登録の運動等が一つの方法と思いま

す。飛騨にはすばらしい自然風景が有ります。世界の人達の心のやすらぎの場として、たゆまぬ

努力を続けていけば、世界の観光地としての地位を確立出来る事を確信します。 

・市内への観光客の増加はわかりますが、市内在住の人が他所へ行きお金を使用するのは、ど

うかと思います。一昔前までは、家族の旅行等年 1回若しくは 2回の楽しみでありましたが、今現

在では服を買いに行く事や他の買物など、道路が良くなり他の県・市へ身近に行く事が可能にな

りすぎ、地元での買物が遠のいている様に思えます。一昔前までは高山は都会に見えましたが、

今は過去の事になりつつあります。観光の町アピールも大事ですが、若い世代が胸を張って高山

の人間だと自慢できる町にしてほしいです。その為には、職業施設の充実、娯楽施設の誘致、観

光 PRの活性化、今現在の見直しなど、一つずつ丁寧に行ってほしいです。又、市のニュース等

見える化を行い、良い事も悪い事も情報をもらいたいです。 

・偽装結婚、介護保護の不平等。モラルを持たない人がいる。どう取り締まればいいのか問題。

女が働いて男より金をもらいキレイにして、離婚する。子供がいるが生活していけない。なんとも

情けない。まともに子供を育てられずにいる。 

・市側と市民の生活意識のズレが少々有る気がします。立場の違いかもしれませんが。 

・町の地図が見にくいと感じました。もう少し改良して頂きたいと思います。 

・産業・労働分野全般については、もっともっと飛騨ブランド or高山ブランドとしての価値をつけて

欲しい。 

・現在は住みやすい高山だと思います。市内の活性化が部分的なのが残念です。 

・観光客も多く関係者には良い町づくりですが、地元の富裕層と貧困層の差も多く感じ、皆が生活
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しやすい町にして欲しいと思う。税金の対応など！ 

・人口減による税収の減少なら、市役所のボーナスのうち半分は市内で使える商品券にしない

と、市政はもたなくなる。 

・年を重ねてしまった今、意見提言などありません。世界中の人達が高山に来て頂けるような、ス

テキな町になりますように祈って居ります。どうか頑張って下さいませ。 

・住みやすい高山市となるようお願いします。 

・市の取り組みを正しく理解しているわけではありません、お許しを。高山市全体が清楚で美しく

保たれているのは、市民一人一人の無意識のマナーが浸透しているため。観光、産業、工業

等々のベースになっているような気がします。このまま自然を壊すことなく、歴史の積み重ねを後

世に残せたらと思います。 

・インターネットの普及や道路整備が進んだ為、地元（高山）を離れなくても、買い物や娯楽に困る

事は少なくなったと思います。それでも、若者は進学や就職等で出ていってしまいます。それは避

けられない事なので、仕方がないと思います。ただ、そうして出て行った人が高山に帰って来る、

それは特別難しい話ではありません。「高山っていい町だな」そう思えるだけでも、帰って来る可能

性は大幅に上がるはずです。僕は町づくりに関する知識がありません。なので具合的な指摘はで

きません。現状やっている活動がうまく実を結ぶ日を待っています。 

・一人暮らしで皆様のお陰で生きています。子供達も近くにいるので、色々頼んでいます。88才で

す。私は 15分位は、押車で時々出掛けます。足も腰も痛んで、家の中だけならどうにかやってい

ます。若い人は共稼ぎで多忙なのです。フロにも入りにくいので、朝からデイサービスにお世話に

なっています。これからも宜しくお願い致します。 

・現在 88才、よくも生きたと自分で感心したり、感謝しています。与えられた人生は心より有難く、

どの面でもより発展がある事を念じています。 

・高年齢人口が増加していて、老後の心配が全くないとは言えない。現実に少しでも向上していく

ご努力をされている行政側の方々には、厚い拍手を送りたいと思います。 

・80才代後半に入り、親しい方々とお別れしていく回数が多くなり、やはり淋しさを感じねばいられ

ない現実に、何とか少しでも役に立ちたいと思うことがありますが・・・。安全安心の毎日を過ごす

ための努力をせずして、苦言のみ発言するのも不自然です。市民の幸せとより高い文化の向上

に役立つような努力をひとりひとりの責務として、実行に移さずに苦言と権利を主張することの不

自然さを反省しました。長い歴史を続けた飛騨高山。東西両文化に支えられて、長い歴史を今後

も続けていきたいと思います。 

・他県からの移住者です。20年以上住んでも、いつまでも外組扱い！本組、準組と分けてしまう。

町費等、他の県より、はるかに高いです。永住するつもりで移住しましたが、まとまりが無く、子供

達を高山に住ませたくないと思う毎日です。高山市奥飛騨は魅力ある山々、北アルプス、空気、

水、交通バス、温泉などは、他県より十分、OKで便利です。まだまだ昔の考えばかり、発展性が

なく、外者の意見を聞いたりしない。残念だと思います。 

・高齢になって出歩く機会が少なくなり、あまり情報がわからない。 

・支所地域は、人口減少や高齢化など課題が山積みしている中、地域の将来像が見えてきませ

ん。 

・皆様に優しくしていだだいて、一日一日を過ごしています。これからもよろしくお願いします。いつ

も笑顔を絶やさないよう、生かさせていただきます。 

・市政等に自分の意見を言う立場になった事がなく、ただボンヤリ日々を過ごしていますので、質
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問が難しく、というか考えた事がなく、改めて考えながら・・・という感じでした。高齢の為、福祉、終

活と、実家が古い町並にある為、観光客の減少は高山市としても死活問題では、と考えたりしな

がらでしたが、全体的にはよく解りませんでした。 

・設問を読んで、初めてそのような取り組みをしていることを知った。それだけ浸透していないとい

うことを知ってほしい。 

・飛騨市のまちづくり等への取り組みは、われわれ一般人がみていても感心するものがある。特

に市長からの情報を拝見しているからかもしれないですが・・・（高山市長さんのも拝見していま

す！）。飛騨地域全体で、お互い様の気持ちで色々な面で情報交換し、地域住民の質の向上の

ために頑張って欲しいと思います。 

・中心部に住みやすい環境→移住者を増やす。 

・若い人が住みたくなるまちづくり。①働く場の確保（起業の支援等）②子育て応援企業の推進

（例：正社員でも子育て期間中は短時間勤務を認める）③産科医、小児科医の優遇と子供が欲し

くてもできない人への医療費援助。 

・仕事の都合上、将来は高山に住まないかもしれないが、故郷として、これからも良い街作りに力

を入れて欲しい。 

・子どもと散歩で飛騨の里へ行きましたが、さびしい様子で残念でした。駅から歩いてくる海外の

方のことを考えると、もっと色々できるのではないかと思います。静かなのはよいと思いますが、も

っと人が来たいと思える場所になってほしいです。市民でも来てもいいな、と思える施設やお店が

できたらいいと思います。 

・全体的に各分野の取り組みを積極的に行っていると思います。私を含めてだと思うのですが、

伝わっていない事がたくさんあると思います。 

・全員参加型の意識向上を目指してほしい。 

・高山市と白川郷の合併（知名度の飛躍的 UP）。 

・街中にトイレが少ないので、増やして欲しいです。 

・駅裏の駐車場・・・高いと思います。 

・大人も子どもも、スーツの人も作業服の人も、楽しく夢が持てる暮らしができたらいいと思いま

す。観光もいいですが、ここに暮らす一人一人が幸せに一日一日を過ごしていけるようなまちづく

りであって欲しいです。 

・適齢期を過ぎた男子がいて心配です。高山市では都会の方との婚活をやっていただきありがた

いのですが、女子の方は宿泊費が出るので友達と遊びにくるようで、積極的ではないように思い

ます。地元同志の婚活を、年に何回かやって下さればありがたく思います。若者が結婚すれば、

行く行くは人口が増え、高山市も活性化されると思います。 

・概して、外観的には改善に取り組んでいる様に見受けられるが、内面的には今一物足りなさを

感じる。人口減少に歯止めの実効性が見受けられない。 

・高山市は住みやすい所だと思います。 

・老人のボヤキですが、私の住む集落は、過疎化と少子高齢化が進んでおります。一年に 2～3

戸は引越したり住人が亡くなり、消滅していきます。若い人も 10名程は居りますが、40代を過ぎ

ても結婚もせず、勤めが忙しく、また消防団、改良組合、村の役職と大変な毎日を過ごしておられ

ます。年寄が丹精こめて作った野菜等もサルやイノシシに荒らされ、網や電柵を張りめぐらし、柵

の中で人間が生活しているのが現状です。高齢者で雪またじ、草刈等して、水路の管理、お寺、

公民館等、何とか維持管理をしておりますが、この先どうなるか心配でなりません。市や行政で
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は、一生懸命取組んでいただいておりますが、末端までは実感するほどの効果は無い様です。子

供達は学校を卒業すると、都会で就職し、地元に帰ってくる人は少なく、このままではいずれ近い

将来、消滅集落になる気がします。若者が地元に残れる仕事がほしいです。（上宝地域在住） 

・高山市では、観光客に対する取り組みが主に目立っており、市民としてはもっと地元市民に対す

る取り組みが目に見えて実感出来ると良いのではないかと思います。 

・観光・商業・工業・労働・農業・林業分野については、具体的な事例が自身の体験や生活の中に

ない事項も多く、答えようのないものもあります。また、市政がどのように関わっているのかが見え

ないものも多く、実情が知られていないというのも現実です。 

・高山は全国的にみても、非常に恵まれた環境の恩恵を受けていると思う。その環境を早くからさ

らに生かし、売り込み、上手にさせてきていると思う。 

・私は 75歳です。広報たかやまで高山市の様々な事を知る事は出来ますが、狭い行動範囲の中

で生活しているので、質問の意味は理解出来てもどう答えて良いか分かりません。○印をつけて

いない箇所はわかりません。 

・少しは地元の人たちも出かけてみようと思えるイベントがあると良い。 

・様々な補助金について、飛騨市の方が魅力に感じる部分がいくつかある。 

・私自身は仕事が忙しくて市政に関心はありませんが、普段車で街を通ると、外国人観光客で賑

わう一部の区域を外れるとシャッターや空家が目立ちます。また、郊外に向かうと、農地は宅地に

されるか耕作放棄状態であり、さびしいものがあります。観光しか売るモノがないわけではありま

せん。それ以外の道がないか悩むことがあります。 

・小中学校の資源リサイクル回収は、年 2回行わないと市からの補助が出ないと聞いた。特に中

学校は中体連の大会等で年々時期が早くなっている中、春の資源リサイクル回収は、学校職員

や保護者にとってとても大きな負担になっている。せめて秋 1回でも補助が出せるようにならない

ものか。世界遺産や観光などに力を入れるのも良いが、もっと市民の生活に根付いたところに心

配りをする行政であってほしい。 

・この頃、結婚適齢期を過ぎた若者（独り者）が沢山居ます。高山市として、何とか出会いの場を

作って頂き、1人でも多く結婚出来る様、力を入れて貰えたら幸いです。 

・市長さんも皆様も頑張ってみえる姿を拝見してます。良い案が浮かばず、お役に立てずすみま

せん。 

・高山市に住んでいる市民全員が住みやすい町づくりをお願いします。 

・高山市ゴミ焼却場新設に同ゴミ焼却エネルギーを利用してのお湯作りを。そのお湯で市民の館

建設、誰でも気軽に 1 コインでゆっくり休める所。大人は雇用、舞踊、ダンス、将棋、麻雀他。子供

はそろばん、習字他、学習塾。そのリーダーは定年者の資格の有る人がボランティア？1 コイン

制度のお食事処、誰でも気軽に来て食事の出来る所。料理人もボランティア資格者、アルバイト

も 1 コイン制。お湯は利用後、農作物に利用して農作物を作る。畑も開墾、作物を作りお食事処

で使う。全市民誰でもアルバイト出来 1 コイン制。部品製品加工工場建設、家具、自転車、電気

製品分解、組立、1 コイン制。1 コイン制とは、バイト代金。お金ではなく 1時間当たり 1 コイン 1

点とする。ゴミ処理場内すべて 1 コイン制とする。リサイクル家具家電他すべて。お湯を作る水が

重要で、場所的に丹生川のゴミ処理場が良いのではと思います。上野水路の水をうまく利用し、

大洞地区までの開発ができる所だと思います。 

・歴史のある素敵な高山市。その中でも丹生川がふるさとであることを、とても嬉しく誇りに思って

います。そんな町を 100年も 1000年も先の子供たちに残していけるよう、長い目で今後の行政
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の方向性を考えてほしいです。でもそれは、市民みんなが考えていく必要があることですが・・・。 

・観光に入れているくらいの力で、将来の人材育成のために、教育、教養、地域住民の文化力の

向上にもっと力を入れなければ、真に住み良い市にならないと思う。カルチャーセンターやシネマ

館がない、少ない。人材が育たない。 

・観光産業の更なる推進と合わせて、魅力ある第一次産業の発掘を期待します。 

・若者を増やすには、やはり大学は大事だと思います。もう一つは、福祉面で子供や年配の方を

大切にするのも良いのですが、都会で余裕のない生活をしている母子家庭の方や、子供さんの

居ない「お二人様世帯」に移住して頂けるような策も一つの案かと思います。子供、年寄り対象の

福祉も良いのですが、いずれは独り暮らしなる「お二人様」を行政で支えて、余生を送れる都市は

少ないように思います。子供のいない夫婦にとっては、情報も活動も、福祉の面でも不利に感じま

す。でも、財産も相続する子供がいない場合は、市に寄贈される場合もあります。子供が居て当

たり前の社会では、夫婦のみの「お二人様世帯」は、辛い時もあり、何かメリットがあれば・・・と思

った事がたくさんあります。 

・高山は高山らしく・・・魅力的な町づくり。無理なく、一歩ずつ、少しずつ、発展してほしいなぁと思

います。 

・補助金について、200X年以降のみ適用されるなど、U ターンで高山市に戻って来た市民が補助

金を受ける事が出来ないケースが多く、そのような話をよく耳にします。市民でまちづくりをする事

に対しても、モチベーションやふるさとへの愛着、感謝などもっと必要だと思います。限度はあると

思いますが、せめて現在 20代だけでも市から補助があれば、もっと活性化されると思う。口コミで

U ターンや市外から高山市へと若者が移住するのではないかと思います。ご検討の程、よろしく

お願い致します。 

・地域にもよるが、年代の偏り、年齢層の偏りがあり、地域等の活動が困難になっている。大学等

へ進学しても受け入れられる企業が限られており、他所で就職することにより人口が減少してい

る。生活費や利便性に優れている訳ではないのに、収入がやや低く余裕がない。兼業農家でもそ

れなりの経費を要し、機械代等の支出が大きい。土地を貸すにしても、借り手がなく、休日に野良

仕事を行うことになり、自分の時間がもてない。この結果、様々な面において格差が生じており、

少子高齢化の一因ともなっている。移住者を募集するにしても、就業先等の問題があり環境だけ

では決意できない。観光業は活況にもみえるが、一過性ではなく永続的な産業として育成し、新

たな柱としていく必要がある。主要な産業は当然として、あらゆる産業の底上げを図り、人材不足

を補うための就業環境の改善と収入増を図ることで、就業者人口が増加し、少子化にも歯止めが

かけられると思う。忙しすぎて時間がない、収入も増えないことが社会の停滞につながっているた

め、ワークライフバランスを重視して、ゆとりある社会を構築する必要があると考える。 

・高齢化社会となっているのは現状であります。施設が必要なのは理解できます。しかし、根底は

どこにあるのでしょうか。一昔前はおじい、おばあ、と一緒に住む家庭環境がありました。そこのと

ころの見直し無く、施設重視はいかがなものかと思われます。年を重ねれば、必ずいなくなりま

す。現在の施設をこの先まかなうだけの必要性はあるのでしょうか。市政は各税金等の資金源と

なるため新設への許可をしていますが、入居者の増加、働き手の増加を見越しているのでしょう

か。今後、自分たちを支えてくれる子供たちの為の施設を重視するべきではないでしょうか。 

・人口減少、限界集落への対応を検討願います。鳥獣害対策補助の拡大、魅力ある町づくり等。 

・投票率の向上、国民の義務にもかかわらず投票率は低い。投票に行った者には何か恩典を与

えたら。投票時に年代別（20代、30代、40代等）に様々な問題点のアンケートを取ったらどうか。 
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・このアンケートをいただいて知らないことが沢山あり、むやみやたらに歳を重ねてはいけない・・・

と思いました。頭の中に入るかわかりませんが勉強したいと思います。ありがとうございました。 

・公用車のラッピングは、経費の無駄でセンスも悪いのでやめるべき。環境にも少しもやさしくな

い。高山市の恥である。 

・市民に対して、商品券の無料配布などのサービスがあるといいと思います。 

”あまり感じない”の回答が多くなったのは、私自身、市がどれだけのことを行っているのかわかっ

ていないためだと思います。 

・補助金制度も、やり方によっては不公平を生じる。夢とく券などは、金持ちに優遇されている。

前々回等、家の購入に使った人も。 

・高山工業高校へ通っている息子がおります。工業高校を希望する生徒さんが減っています。先

生方も、どれだけでも入学してもらえるよう、いろいろ考えて下さっています。工業高校では、物作

りが好きな生徒が飛騨の匠を目指し勉強しています。ひだホテルに飾ってある屋台や提灯台も生

徒の作品です。飛騨高山高校の生徒さんも地元の企業とコラボして商品を作ったり、飛騨牛や野

菜、果物等を育てたりと頑張っています。地元の高校生が作った作品や商品を高山のイベントに

出してもらいたいです。生徒がどんな勉強をしているか市民の方にも見てもらいたいなぁと、息子

の姿を見て書かせてもらいました。ひだホテルに飾ってある屋台の提灯も、息子たちが作りまし

た。屋台は解体して別の場所で展示ができますので、地元の子供さんにも見てもらいたいです。

いろいろ書きましたが、よろしくお願いします。 

・人材の育成を強化する方向性が重要と考えます。少子高齢化は全国的に最大課題となってい

ますが、将来を担う若い人達が地元に留まりたいと思う町作りが大切と思います。①地元出身者

だけでなく、市以外の出身の人でも、高山に住むことが可能な特区を作る。家賃補助、母子家庭

対応、教育費補助等お金かかりますが・・・。②教育に関して、英語だけを話す地域を作る。全て

英語表示、常に英語と触れる場、外人の雇用、コーヒーショップ等。市の目玉にする。③小学入学

前の小人の遊び場が少ない。安心安全なエリアがほしい（体験上）。以上です。 

・観光客にはやさしいまちかもしれませんが、生活（住む）する人間には、やさしくないまちというの

が第一印象でした（居住 1年～5年未満）。全体的に道幅が狭いのに車が無いと不便（車が多

い）。駐車場が小さい。路駐が多い、当たり前の様にしている。近所に公園や遊び場がない。 

・「まつりの森」をもっと市民も遊べる施設へ。建物横の駐車場は必要ですか？あの場所を憩いの

場へ作りかえてほしいです。 

・コンパクトシティの推進。 

・高山市に 20年以上住んでいます。最近、観光客が増えています。古い町並や陣屋、飛騨の

里、祭りの森、高山美術館等といった観光地があるからこそ、観光客が訪れます。他にも 4～5年

前にテレビアニメで放送された氷菓が、社会現象を巻き起こし、高山市が人気になった事を覚え

てますか？昨年は「君の名は。」のヒットで飛騨古川町の観光客が増えました。アニメや作品のヒ

ットで観光客を招く事ができるなら、次は限られた予算で新しいテーマパークを施設するか、イベ

ントや祭を盛り上げたり沢山開催したり、市内の人たちとコミュニケーションを取り合い、協力して

高山市を大事にすれば、高山市はいい町になると思います。 

・自転車が走り易い環境があるのに、道幅が狭かったり段差がひどく危険。安心して走れる道路

の整備を。他県や他市では、ブルーラインが引いてあったり、土日祝日に限り自転車をそのまま

鉄道の列車内に乗り入れる事もできる。サイクルステーションがあり、自由にコミュニティが広がる

場を考えてほしい。自転車普及協会との連携や、目に見える何かアクションをしてほしい。健康を
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維持する為にも、市長自らも自転車に乗って飛騨高山を PR してほしい。飛騨高山には人力車と

いうすばらしい社会資源があるが、他県の一部で実施されている自転車タクシー（ベロタクシー

等）を導入し、限られたエリア内にはなると思うが、高齢者や孫など市民の足として走らせてほし

い。デイサービス等の送迎にも使用できる可能性もあると思う（要支援、リハビリ目的の方など）。

団塊世代の知識や技術・経験を生かし、捨てられる自転車を別の型で走らせ、緑地公園など利用

して子供からお年寄りまで自転車を一緒に楽しめる仕組みを作ってはどうか？最後にもう一度、

自転車タクシーを実現して下さい。自分も力になれると考えています。 

・市内高山盆地は元気だと感じますが、こちらはひっそりとしている気がします。35戸に小学生が

2人、じじばばに山の猿や猪、住民票なし、あいさつなしで元気にしておいでです。いやはや 20

年後、30年後には猪の区長に猿のふれ番・・・。空家を都会の人に貸すような開かれた場になれ

ば良いのですが・・・。なんたって、指の間に村社会があります。どうなることやら・・・。 

・ビックアリーナ周辺施設で大会や催物があるが、駐車場が十分でない。 

・郡部の者が中心地に駐車しやすくなるよう、利用補助券発行。 

・観光も一つの産業で重要だが、市内中心部ばかりが活性化するのではなく、支所地域など周辺

地域も活性化するような地域振興策を打ち出してほしい。そのためには、それぞれの地域がそれ

ぞれの地域特性を活かせるようなビジョンがあるとよい。久々野なら果樹、丹生川は農業、清見

は畜産・・・のように。産業でなくても、例えば国府地域は文化財が豊富なので歴史文化の面で特

色を活かせるような体制が整えられるとよい。 

・文化・教育といった分野は経済性が薄く、予算配分されにくいが、長い目で見れば将来のまちづ

くりの基礎となる重要な分野だと思う。 

・海外戦略、大規模店舗等の誘致ばかりの市政の方向に、大変な疑問を持っております。市長の

その姿勢は、市民にとって如何なものかと。市街を見回していますか。賑わっていた本町筋や国

分寺通りは、大型店導入の為、閉店する店が後をたちません！！出来るのは観光客目当ての飲

食店ばかり～。何を指して活性化と云っているのか理解出来ません。高齢化に向かっているの

に、買物は市街より車を必要とする場所であったりするばかり・・・とても今後免許証返納など出来

る環境ではありません。街中に住んでいると余計に感じます。なんでも大型店の導入に、市街の

活性化はありません。市長は外にばかり目を向けすぎと思います。観光客は増えるだけで、中々

お金は落としません。交通マナーもひどいものです。上二之町辺りに高級ホテルが出来るとか・・・

断固反対！！今あるホテルを守るべき。あの場所にホテルだけは大反対です。作るなら郊外に

建設するべきです！！地元の旅館業をもっと大切にすべきです。市長は外にばかり目を向けず、

もっと内に目を向けるべき！！もっと地元を大切に考えて市政を行うべきです。 

・まちづくりに関係あるか分かりませんが、社会福祉の職員さんが本当に忙しそうで人手不足だと

思います。今にも倒れてしまいそうです。アルバイトやパートさんを雇った方がよいと思います。職

員さんが事務所にいないことが多くて、おばあちゃん達が困っています。 

・合併する前まで行われていた午前 11時と午後 3時のチャイムを、今後も是非続けて頂きたい。

現在なされていないことに、すごく不便さを感じております。せめて地域だけでもお願い致します。

私一人だけの意見ではございません。 

・高山市は合併して大きな市となりました。それなのに、映画館も市民病院も無いのは不思議で

す。 

・信号によく引っかかるので、車が通りやすいよう警察ともよく相談してほしい。 

・80－50問題（80才の年寄りを 50代の子供が看る）・・・に付け加え、独居暮らし、年寄り世帯等
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の問題、又子どもが帰って来たくても仕事に困る等々、荘川での人口減少に歯止めが止まりませ

ん。良い人がいるが、生活するには車、時間、バスが必要。何とか老人独居を助けられるシステ

ムが出来ないものでしょうか？これから年を重ねるのがこわくなります。もしもお金がなかった

ら・・・子どもが帰って来なかったら・・・子どもがいない人は・・・不安は募ります。不公平ではありま

すが、保障も待遇も十人十色。どうか、この荘川が、これからも人々の住み良い環境が、これから

も維持され益々発展があります様に、お願いします。 

・コンビニ店舗の林立、ショッピングモール等、当該地域住民の利便性は向上する一方、中心地

区のシャッター街の増加は、来訪する観光客にあまり良い印象を与えるものではないと思いま

す。 

・市民が本町等で買い物や食事ができる様に無料の駐車場を作ってほしい（市民のみ）。 

・公衆電話が無い。スマホを持たない子供は？ 

・世帯数は増えている様ですが、人口は減少して、淋しく思います。観光地としてただお金儲けだ

けではなく、来高した方達に「高山って住みやすくていいな・・・高山に住んでみたいな・・・」と感じ

てもらう「何か」があると良いですね！！「何か」を見つけていきましょう。都会の様に隣に誰が住

んでいるか知らない、なんてことに高山、飛騨は決してならない事を期待します。 

・アンケートに回答しながら、どの地域を中心に考えて回答すれば良いのか、非常に回答しにくい

アンケートだと感じた。そう感じるという事は、人口の多い旧高山市街地と旧町村地域の環境やま

ちづくりに対する取り組みが、大きく違っているのだろうと思う。これらについてはやむを得ないこ

とだとは思うが、アンケートを取る場合、回答者がどの地域を思いながら回答するかで、結果の出

かたも違ってくると思う。自分の回答も、旧高山市を考えたり、自分の住んでいる地域を考えたり

したので、回答の一貫性がないことは了承して頂きたい。 

 

 


