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Ⅰ 調査概要 

１ 調査目的 

本市においては、中山間地域の日々の暮らしを支える環境整備や、中山間地域の地域力の維持・活性化を

図り、もって皆様が安全に安心していきいきと住み続けることができる地域社会の実現を目的に、中山間地域

の課題解決に向けた取組方針を策定することとしている。 

このアンケートは、都市部住民の中山間地域のイメージや考え方等を把握し、取組方針策定にあたっての基

礎資料とするとともに、中山間地域の魅力を発信することを目的として実施した。 

２ 調査実施概要 

 ⑴ 調査対象地区 

中山間地域以外の地域（※）とする。 

※中山間地域以外の地域とは、平地区、小名浜地区、勿来地区（川部町、沼部町、三沢町、山玉町、瀬戸

町を除く。）、常磐地区、四倉地区（八茎、上岡、駒込、上柳生、下柳生、薬王寺、山田小湊、玉山、中島、

戸田、白岩を除く。）、内郷地区（高野町を除く。）、小川（福岡、上小川を除く。）、好間（榊小屋、大利を

除く。）及び久之浜・大久地区（大久、小久、小山田を除く。）をいう。 

 ⑵ 調査対象者 

中山間地域以外の地域の住民とする。 

⑶ 調査対象数 

    不特定多数を対象として実施した。 

⑷ 調査期日 

      令和４年１月６日（木）～１月 28日（金） 

   ⑸ 調査方法 

      次の方法について、投げ込み等で広く周知して実施した。 

      ・  WEB上の「いわき市かんたん申請・申込システム」にアンケートを掲載し,WEB上で回答。 

・ 中山間５地区以外の支所 （小名浜、勿来、常磐、内郷、四倉、小川、好間、久之浜・大久）、地域振興

課にアンケート用紙を設置、回収。 

⑹ 中山間地域の物産品等のプレゼント 

       回答者のうちプレゼントを希望する方から、抽選で計 55名の方に物産品等を贈呈した。 

Ａ賞 

（各１名） 

遠野賞 
・ 紙漉き体験券 はがきサイズ４枚分（遠野紙子屋）  

・ 遠野まんじゅう 

田人賞 
・ HITO-TABI食事券 

・ いちごジャム（田人観光いちご園） 

三和賞 
・ 三和町ふれあい市場 野菜等の特産品（ほうれん草、ねぎ等） 

・ 三和町ふれあい市場 商品券 

川前賞 
・ いわきの里鬼ヶ城食事券 

・ 川前特産品（なのはなピュアオイル） 
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小川賞 
・ 小川の農家で採れた野菜 

・ フェイジョアの加工品（ゆうゆうファーム） 

Ｂ賞 

（50名） 
遠野和紙 はがき２枚（遠野紙子屋） 

⑺ 回収状況 

地区名 回収数 
無効回答

（※） 

有効回答数 

（B） 

平地区 180 0 180 

小名浜地区 78 1 77 

勿来地区（川部町、沼部町、三沢町、山玉町、瀬戸町を除く。） 38 0 38 

常磐地区 31 0 31 

四倉地区（八茎、上岡、駒込、上柳生、下柳生、薬王寺、山田

小湊、玉山、中島、戸田、白岩を除く。） 

26 0 26 

内郷地区（高野町を除く。） 12 0 12 

小川（福岡、上小川を除く。） 4 0 4 

好間（榊小屋、大利を除く。） 28 0 28 

久之浜・大久地区（大久、小久、小山田を除く。） 2 0 2 

無回答 3 1 2 

 402 2 400 

       ※同一人物が重複して回答した調査票については、無効回答としています。 

       ※設問のうち半数以上を無回答とした調査票については、無効回答としています。 

【集計上の留意点】 

・割合は全てパーセントで表し、小数点以下第２位を四捨五入して算出した。 

       そのため、パーセントの合計が 100.0％にならないことがある。 

 

⑻ 設問項目 

内容 

１ 回答者の属性について（性別、お住まいの地区、年代） 

２ 中山間地域に対するイメージ等について 

問１ 中山間地域のイメージについて 

問２ 中山間地域の都市部と比べた生活環境の課題の有無について 

問３ 中山間地域の都市部と比べた生活環境の課題の内容について 

問４ 中山間地域の課題の対応方法について 

問５ 中山間地域の維持・活性化の対策を講じることに対して、どのように思うかについて 

問６ 中山間地域が衰退した場合の都市部住民に対する影響の有無について 

問７ 中山間地域に対してできること、したいことについて 

３ 中山間地域の現状や課題に対する意見等について 
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Ⅱ アンケート結果 

 アンケート結果については、全体の単純集計を掲載している。 

１ 回答者の属性について                                                                         

あなたの性別について、あてはまるものを１つ選び、番号に○をつけてください。 

  
 

 

あなたのお住まいの地区について、あてはまるものを１つ選び、番号に○をつけてください（中山間地域を除く）。 

 

 

        

 

 

 

男性

44%
女性

56%

無回答

0%

性別 回答数 割合 

男性 176 44.0% 

女性 223 55.8% 

無回答 1 0.3% 

総数 400 100.0% 

地区名 回答数 割合 

平 180 45.0% 

小名浜 77 19.3% 

勿来 38 9.5% 

常磐 31 7.8% 

内郷 26 6.5% 

四倉 12 3.0% 

小川 4 1.0% 

好間 28 7.0% 

久之浜・大久 2 0.5% 

無回答 2 0.5% 

総数 400 100.0% 

総数 400 

平, 45.0%

小名浜, 19.3%

勿来, 9.5%

常磐, 7.8%

内郷, 6.5%

四倉, 

3.0%

小川, 

1.0%

好間, 

7.0% 久之浜・大久, 

0.5% 無回答, 

0.5%

総数 400 
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あなたの年代について、あてはまるものを１つ選び、番号に○をつけてください。             

 

 

 

 

 

 

２ 中山間地域に対するイメージ等について                                                                        

問１ あなたは中山間地域にどのようなイメージをお持ちですか。あてはまるものを３つまで選び、番号に○をつ 

  けてください。  

 
 

 

 

66.8%

56.0%

53.5%

17.3%

13.5%

12.8%

10.8%

9.0%

7.3%

3.0%

1.3%

0.8%

水や空気がきれいで緑豊かな自然がある

少子高齢化が進行している

住民は生活が不便で大変そう

健康、保養、レクリエーション、キャンプの適地

農林業が盛んである

貴重な地域文化の継承地

木材等の資源や食料の供給地

水源の保全や二酸化炭素の吸収機能を持つ

災害が心配である

水力や風力など自然エネルギーの供給地

移住に適している

イメージがわかない

中山間地域に対するイメージ （n=400）

年代 回答数 割合 

10代 6 1.5% 

20代 22 5.5% 

30代 81 20.3% 

40代 114 28.5% 

50代 83 20.8% 

60代 63 15.8% 

70代 26 6.5% 

80代 5 1.3% 

総数 400 100.0% 

10代, 1.5%

20代, 5.5%

30代, 

20.3%

40代, 

28.5%

50代, 

20.8%

60代, 

15.8%

70代, 6.5%

80代, 1.3%

総数 400 

中山間地域へのイメージについて、約 67％の方が、「水や空気がきれいで緑豊かな自然がある」と回答し

ており、次いで、「少子高齢化が進行している」、「住民は生活が不便で大変そう」の割合がそれぞれ 56％、約

54％と高くなっている。 



5 

 

 

問２ 中山間地域は都市部と比べて生活環境に課題があると思いますか。あてはまるものを１つ選び、番号に○

をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問３ ※問２で「１．大いにある」「２．ある程度ある」を選択した方にお聞きします。 

どのような課題があると思いますか。あてはまるものを１つ選び、番号に○をつけてください。 

 

 
 

 

42.0%

56.5%

1.5%

0.0%

大いにある

ある程度ある

あまりない

全くない

都市部と比べた課題の有無
（n=400）

32.5%

22.3%

21.8%

6.6%

3.8%

3.0%

2.8%

1.3%

0.8%

0.8%

4.3%

バス、電車などの交通

買い物

医療

働く場所

道路

子育て

学校

情報、通信

無回答

上下水道

その他

どのような課題があるか （n=394）

生活環境の課題について、「バス、電車などの交通」、「買い物」、「医療」の順に、回答数が多くなってい

る。 

 中山間地域は、都市部と比べて生活環境に課題が「大いにある」「ある程度ある」と考えている方の割合が

合計で約 99％と高い割合になっている。 
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問４ 少子高齢化が進行する中山間地域の様々な課題の対応はどのようにすべきと思いますか。あてはまるもの

を１つ選び、番号に○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

問５ 行政が中山間地域の維持・活性化の対策を講じることに対して、どのように思いますか。あてはまるものを 

１つ選び、番号に○をつけてください。 

 

 

 

61.3%

23.8%

5.0%

4.3%

2.3%

1.0%

2.3%

0.3%

行政、都市部の住民、中山間地域の住民が一緒に解決すべき

行政がもっと対策を講じるべきである

中山間地域の住民が自ら解決すべきである

行政は特別視せず、市内他地域と同じ事業を進めればよい

そこに住む人の問題なので関心がない

都市部の住民が支援すべきである

その他

無回答

課題への対応方法 （n=400）

中山間地域の様々な課題について、約 61％の方が、「行政、都市部の住民、中山間地域の住民が一緒に

解決すべき」と回答している。 

行政が中山間地域の維持・活性化の対策を講じることに対して、約 36％の方が、「必要であり、積極的に

すべきだと思う」と回答しており、約 59％の方が、「ある程度は必要であるが、都市部への対策とのバランス

が必要だと思う」と回答している。 

35.5%

58.5%

3.0%

1.8%

1.0%

0.3%

必要であり、積極的にすべきだと思う

ある程度は必要であるが、都市部への対策との

バランスが必要だと思う

あまり必要ではなく、抑制すべきだと思う

全く必要ではないと思う

分からない

無回答

対応の必要性 （n=400）
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問６ 今後中山間地域が衰退すると、都市部に住んでいるあなたに影響があると思いますか。あてはまるものを

１つ選び、番号に○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問７ 様々な課題がある中山間地域に対して、あなたができること、したいことは何ですか。あてはまるものを１つ

選び、番号に○をつけてください。 

 

 

 

 

18.3%

48.5%

28.5%

4.8%

大いにある

ある程度ある

あまりない

全くない

都市部への影響 （n=400）

17.8%

17.3%

16.8%

16.8%

12.3%

6.8%

4.8%

3.5%

2.8%

1.0%

0.5%

中山間地域の施設や飲食店を利用する

何がしたいか、具体的には分らない

中山間地域の特産品等を積極的に購入する

中山間地域のイベントや伝統行事に参加する

中山間地域の果たす役割や重要性を学ぶ

中山間地域に頻繁に出かけていき交流する

中山間地域を積極的にＰＲする

何もしたいとは思わない

ボランティアとして支援する

その他

無回答

中山間地域に対してできること （n=400）

 中山間地域の衰退が、都市部の住民にどの程度影響するかについて、約 67％の方が「大いにある」、「あ

る程度ある」と回答しており、約 29％の方が「あまりない」と回答している。 

 中山間地域に対してできること、したいことについては、「中山間地域の施設や飲食店を利用する」、「中山

間地域の特産品等を積極的に購入する」、「中山間地域のイベントや伝統行事に参加する」と回答している

方がいる中で、約 17％の方が「何がしたいか、具体的に分からない」と回答している。 
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３ 中山間地域の現状や課題に対する意見等について                                                                    

中山間地域の現状や課題に対する意見等については、下記項目に分けている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※自由記述欄については、類似の意見を省くなどして意見を抜粋し、明らかな誤字等は修正してい 

る。 

①中山間地域の現状・課題（65件） ※抜粋 

・ 交通に大きな課題があると感じる。医療機関や買い物をできる大型店舗がないため都市部に出向くものの、自

家用車を運転できることが大前提であるため、高齢になり運転ができなくなれば、交通手段に大幅な制限がかか

る。また、山道を走ると事故のリスクも高くなり、加えて高齢になれば運転する体力や判断力も衰えるため、いかに

交通手段を確保するか、もしくは交通手段を用いなくても生活を成り立たせるかが今後の課題であると感じる。 

・ 過疎化が進んでいる現状があり、中山間地域は特に公共交通機関も乏しく、高齢になれば出かける際に車を

使用することも困難になってくると考えられます。それにより出かける機会が減ることや、そもそも出かける場所まで

遠いことなども問題かと思います。たとえ車がなくても、出かけられる、身近なところにも楽しみが見つかるような工

夫が必要なのではないでしょうか。 

・ 買い物が不便で、そこで生活する高齢者は大変だろうと思う。介護サービス事業所も少ない。 

・ 医療、公共交通機関などの問題が今より改善されれば、地域の活性化に期待できるのではないでしょうか。 

・ 中山間地域の過疎化は深刻な問題だと思っているので、ありきたりな対策ではなく、いわきならではの対策を

検討すべきである。 

・ 都市部と同等とは言わないけど医療、買い物、公共交通機関、道路、通信等おろそかにしていると思う。 

・ 路線バスの本数の減少や、買い物をする場所や医療機関の不足など解決すべき課題は多い。 

・ 一人暮らしの高齢者の方への、買物や病院等の送迎が便利になれば良いと思います。 

・ 過疎が進む現状で、生活やコミュニティの維持が課題だと思う。若者の移住も、生活の不便さ（道路、買い物、

医療、公共交通機関、学校など）を受容しきれないのではないか。中山間地域の文化の保存や継承は、これから

特に重要だと考える。 

・ 多くの市民に、知ってもらうことが課題と思う。 

・ 田人に 8年住んでいました。感じたことは、皆元気に町のために動いています。若者も交流しあっている。今の大

問題は、居住出来る家がない。多くの若者が田人に住みたい、関心があるのに、住む場所がない。ネット環境は整

うようだが。空き家があるのに、お借りできない。過疎化と少子高齢化、住むところがあれば、解決する。田人の人

たちは、受け入れてくれる。自由にさせてくれるところ。 

・ 交流したくても、交通機関の利便が良くないので、移動をためらうことが多い。 

・ 高齢化による交通機関の確保(免許証返納による)里山及び農地の荒廃(管理者不在)及びイノシシ対策。 

意見等について 回答数 割合 

①中山間地域の現状・課題 65 32.8％ 

②中山間地域の振興に肯定的な意見 17 8.6％ 

③中山間地域の振興に否定的な意見 16 8.1％ 

④市への要望・提案 87 43.9％ 

⑤その他 13 6.6％ 

合計 198 100.0％ 
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【中山間地域の振興に肯定的な意見（17件）】※抜粋 

・ 高齢化が進み、ますます生活が大変になっていると思う。山間部ならではの魅力を見つけ、都市部から人を呼

び込み活性化して欲しい。 

・ 都市部、中山間地域を問わず地域の特性を活かした政策を進めて欲しい。ふるさとにはたくさんたくさん良い所、

良い物があります。よろしくお願いします。 

・ 地域産業や自然を生かしたカフェやレストラン、キャンプ場など利用して、自然に癒されています。もっともっと

PR やイベントを開催するなどして、活性化しつつも、お年寄りや一人暮らしの方々に移動手段の確保とか、医療や

見守りの充実を図ってあげた方が良いと思います。 

・ 都市部の人は自分の休暇時だけ都合の良い遊び場として利用するのではなく、日頃から生産物購入や行事な

ど、積極的に参加・交流すべきである。 

・ 行政がリードするにしても、住民自らも参画するなど当事者意識の確保が必要ですね。また、よそ者や若者の関

わりも、地域おこし協力隊の活躍に期待が持てますね。 

・ いかに都市部の住民を中山間地域に興味関心を持たせるかが重要で、移住以外でもサイクリングやキャンプ、

子供向けの昆虫採集、星空観察など足を運ばせるような取り組みが考えられる。 

 

【中山間地域の振興に否定的な意見（16件）】 

・ 人が多い都市部にもっとお金をかけるべき。極論すれば、中山間地域振興は予算の無駄遣いだと思う。それより

も、都市部への移住政策を積極的に進め、既存インフラを最大限活用するのが行政のやるべきことだと思う。 

・ 人口減少は自然の流れであるため、それを抑制するために過剰に税金を投入するべきではないと思う。 

・ 行政として、未来のない中山間地域への投資は費用対効果が低いので、極力控えるべきと考えます。 

・ 中山間地域の人達が、やる気があれば色々と進むと思うが、そうでない地域に無理やり取り組むのは難しいと

思う。 

・ 中山間地域は今でも人口が少なく、また、これからも急激に減少していく。そのような状況を踏まえれば、公共施

設をはじめインフラの維持等には多額の費用がかかることから、統廃合やオンライン化などを進めていく必要があ

ると思う。 

・ 市はコンパクトシティ化を進めるべきである。 

・ 人口減少・財政縮小の時代に、中山間地域に肩入れ（道路・学校などの公共施設を作ったり、生活維持のため

の補助金を投入すること）することは、税金の無駄遣いとしか思えない。自給自足を標榜するなら、当該地区の住

民の税金だけでやるべき。本当に魅力があるならば、勝手に人は集まるし、産業も発展する。魅力を役所が創設し

てあげるのはおこがましいし、魅力を都市部の人間に気付かせてあげる必要なんてない。コンパクトシティをぜひ

目指してください。 

・ 人口減少、地域衰退は中山間地域だけではない。すべての地域に均等投資ではなく、重点選別が重要。都市

部でも中山間地域でも拠点への重点投資が必要ではないか。 

・ まずは自分達の地区は自分達で活性化に向けた施策を検討すべき。それを行うためのコミュニティ形成が重要。

現状、どこの地区でも自治会が機能しておらず若者も少ない。 

・ これからいわき市の人口が減少するのを見据えて、市はインフラを集中投資するため、まちなか居住区域を設

定しているのであれば、中山間地域は廃れていくのは仕方がないことではないか。いわき市として将来にわたって

生き残るためには、選択と集中が必要。全地域に均等に事業を実施したら、まちなか居住地域がスポンジ化し、将
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来的にはいわき市としての機能（生活水準）を維持することは困難になるのではないか。中山間地域を活かすの

であれば、農林業を中山間地域に集約するとか、首都圏からの移住先として注力するなど、市内都市部とのすみ

分けが必要になると思われる。 

 

【市への要望・提案（87件）】※抜粋 

・ 自身で移動できなくなってからでは手遅れなので、中山間地域から市街地への移住支援を行って下さい。 

・ 同じ市内なのに何も知らないので見どころやグルメなど魅力的なものはどんどん発信していって欲しい。 

・ 人口が減っているなか、豊かな自然をアピールする支援が必要かとおもいます。例えば遠野和紙の若い次世代

への継承問題等、子供を交えた和紙の製作体験企画など。また和紙や、田んぼアートなどを利用した、近代的な

アートイベントなど。いわき市が力をそそぎ、サポートすべきだと思います。 

・ 貴重な自然や文化は、特に手をいれず、残せる範囲で残すべきものと思います。 

・ イベントやボランティア活動の情報を広く発信して欲しいです。 

・ 中山間地域は高齢の方が多い。しかし、見通しの悪い道や交通の不便が感じられる。買い物宅配も圏外の場

合が多い。バスは以前に比べ運行しているように思えるが、移動販売や買物宅配の充実を図るといいのではない

でしょうか？ 

・ 今住んでらっしゃる方への交通や医療の支援は引き続き必要ですが、次の世代には都市部に移住できるよう援

助をしてコンパクトシティを進めた方が良いと思います。 

・ 中山間地域もそうだけど、市内至る所に存在する空き家に対する対策について。行政だけでなく、住民の意識を

高める事を進めると良いと思います。 

・ ソーラー発電、風力発電でいわき市の自然を壊さないでほしい。休耕している田畑でソーラー発電するのはい

いと思う。が、いわきの山でのソーラー発電、風力発電はいわきの自然を壊す。やめてほしい。 

・ 山間地域が何らかの重要性を持つのであれば、まずはそれをＰＲして広く市民に知らせて欲しい。 

・ 中山間部の住民の声が聞こえて来ないので、切実な悩みが何なのかが把握できない。地元の方々にはもっと

発言をしていただきたい。 

・ 中山間地域は自然や野生生物との緩衝地帯になり、森や木材、水など貴重な資源があるため、今後も守るべき

ものである。ただし、人が都市部と同様に便利に暮らせるようにするためには、多額の資金を投じる必要があるた

め、そうすべきではない。不便さと引き換えに豊かな自然やゆとりある空間を享受できる場所であることをむしろ積

極的に打ち出し、市は資源を守ることに注力すべきと思う。 

・ 市内の中山間地域では、人口流出や少子高齢化が深刻であり、残された高齢者への福祉施策の充実も課題

と考える。その一方で地域おこし協力隊や若者か様々な魅力ある取り組みを行っているが、その内容が都市部に

浸透しているとは言い難い状況である。まずは積極的な情報発信により都市部からの交流人口を呼び込み、中期

的には交流人口から滞在人口へつなげ、最終的に移住者へ繋げていくことが必要ではないか。 

・ 私は今年 78 歳になりますが、運転免許の更新をするつもりです。自宅の前を路線バスが通る環境ではありま

すが、本数が少なく不便だと思っております。都市部といってもいろいろと大変なのですから、中山間地域はもっと

大変だと思いますが、全体で支え合えるような市になるよう期待しています。 

 

【その他（13件）】※抜粋 

・ 暮らしてみたいとも思うが、車の運転ができなくなったら生活は無理だろうなとも思う。 
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・ 現在の中山間地域の問題は、今後市内他の地域でも起こりうると考えるため、市内全体の問題として現状を知

る機会や先進的な他の自治体の活動などが分かると身近な問題として考えられるかなぁ。 

・ 人生を自然の中ですごすことはとても大事と思う。中山間地域の素敵をもっともっとみつけ知りたい。 

・ 手軽に登れる里山と温泉施設や、物産購入出来る場所の提供場所、又、キャンプ村の活用で、子どもたちの学

習の場としても、山間部は良き場所かと思っていました。 

・ 中山間地域ならではの良い所が沢山あると思います。イベントなどで楽しく PRをして交流が出来ればと思いま

す。 
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Ⅲ 都市部（中山間地域以外）住民アンケートの考察 

 

〇  中山間地域に対するイメージ等について 

・（問１）中山間地域の多面的・公益的な機能である「農林業が盛んである」、「貴重な地域文化の継承地」、 

「木材等の資源や食料の供給地」等については、中山間地域のイメージとして回答している割合が低

く、都市部の方に十分に理解されていない。 

・（問６）中山間地域が衰退した場合の都市部住民への影響について、約 67％の方が「大いにある」、「ある

程度ある」と回答している一方、約 29％の方が「あまりない」と回答している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇  中山間地域の課題やその対応等について 

・（問２）（問３）都市部と比べて中山間地域の生活環境に課題があること、その課題が「交通」、「買い物」

「医療」であることは、十分理解されている。 

・（問４）中山間地域の様々な課題の対応について、約 61％の方が「行政、都市部の住民、中山間地域の住 

      民が一緒に解決すべき」と回答している。 

・（問５）行政が中山間地域の維持・活性化の対策を講じることについて、約 59％の方が「ある程度は必要 

であるが、都市部への対策とのバランスが必要だと思う」と回答している。 

・（問７）中山間地域に対する都市部住民ができること、したいことについて、「中山間地域の施設や飲食店 

を利用する」、「中山間地域の特産品等を積極的に購入する」、「中山間地域のイベントや伝統行事

に参加する」の回答が多かったが、約 17％の方が「何がしたいか、具体的にはわからない」と回答し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中山間地域が衰退の一途をたどった場合、地域の活力低下だけではなく、国土や環境の保全、木材

等の資源や食料の供給など、都市部住民にも恵みをもたらしてきた多面的機能の低下が市全体へ及ぼ

す影響の大きさについて、認識を深めていただくような取組みを進めながら、中山間地域を維持していく

ことの重要性を共有していくことが必要である。 

中山間地域の課題に対する理解や、その課題解決に向けては、中山間地域住民のほか、行政や都市

部住民が一体となって取り組むべきであるとの理解は得られていることから、今後、都市部住民も課題解

決の担い手となり得るような事業参画や交流の仕組みを検討する必要がある。 

なお、実施にあたっては、都市部とのバランスを求める声も多く、再掲となるが、中山間地域を維持して

いくことの重要性を市全体で共有できるような取組みも併せて必要である。 
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Ⅳ 資料編 

アンケート調査票 

令和４年  月  日記入 
 

日頃より、市政の推進につきまして、御理解と御協力をいただき、誠にありがとうございます。 

さて、本市におきましては、中山間地域（遠野町、三和町、田人町、川前町など）の日々の暮らしを支え

る環境整備や、中山間地域の地域力の維持・活性化を図り、もって皆様が安全に安心していきいきと住み

続けることができる地域社会の実現を目的に、中山間地域の課題解決に向けた取組方針を策定することと

しております。 

このアンケートは、中山間地域の重要性の共有を図るため、市内都市部にお住まいの皆様の中山間地域

に対するイメージ等を把握するとともに、当該取組方針策定にあたっての基礎資料とするために行うもの

であります。 

回答いただいた方の中から、抽選で中山間地域の特産品等をプレゼント（Ａ賞５名、Ｂ賞 50名）いた

しますので、御協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

 

あなたの性別について、あてはまるものを１つ選び、番号に○をつけてください。 

１．男性 ２．女性 

 

あなたのお住まいの地区について、あてはまるものを１つ選び、番号に○をつけてください（中山間地域を

除く）。 

１．平 ２．小名浜 

３．勿来（川部町、沼部町、三沢町、山玉町、瀬戸町を除く） ４．常磐 

５．四倉（八茎、上岡、駒込、上柳生、下柳生、薬王寺、山田小湊、 

玉山、中島、戸田、白岩を除く） 

６．内郷（高野町を除く） 

７．小川（福岡、上小川を除く） ８．好間（榊小屋、大利を除く） 

９．久之浜・大久（大久、小久、小山田を除く） 

 

あなたの年代について、あてはまるものを１つ選び、番号に○をつけてください。 

１．10歳未満 ２．10代 ３．20代 ４．30代 

５．40代 ６．50代 ７．60代 ８．70代 

９．80代 10．90代以上 

 
 

問１ 
あなたは中山間地域にどのようなイメージをお持ちですか。あてはまるものを３つまで選び、番号

に○をつけてください。 

１．水や空気がきれいで緑豊かな自然がある ２．水源の保全や二酸化炭素の吸収機能を持つ 

３．木材等の資源や食料の供給地 ４．貴重な地域文化の継承地 

５．水力や風力など自然エネルギーの供給地 ６．健康、保養、レクリエーション、キャンプの適地 

７．農林業が盛んである ８．移住に適している 

９．少子高齢化が進行している 10．住民は生活が不便で大変そう  

11．災害が心配である 12．イメージがわかない 

いわき市 都市部（中山間地域以外）住民を対象とした 

中山間地域アンケートのお願い 

裏面へ⇒ 

⇒ 
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問２ 
中山間地域は都市部と比べて生活環境に課題があると思いますか。あてはまるものを１つ選び、

番号に○をつけてください。 

１．大いにある ２．ある程度ある 

３．あまりない ４．全くない 
 

問３ 
※問２で「１．大いにある」「２．ある程度ある」を選択した方にお聞きします。 

どのような課題があると思いますか。あてはまるものを１つ選び、番号に○をつけてください。 

１．働く場所 ２．道路 ３．上下水道 

４．バス、電車などの交通 ５．情報、通信 ６．医療 

７．買い物 ８．学校 ９．子育て 

10．その他（                                        ） 

     

問４ 
少子高齢化が進行する中山間地域の様々な課題の対応はどのようにすべきと思いますか。あては

まるものを１つ選び、番号に○をつけてください。 

１．行政がもっと対策を講じるべきである ２．都市部の住民が支援すべきである 

３．中山間地域の住民が自ら解決すべきである ４．行政、都市部の住民、中山間地域の住民が一緒に

解決すべき 

５．行政は特別視せず、市内他地域と同じ事業を

進めればよい 

６．そこに住む人の問題なので関心がない 

７．その他（                                        ） 

 

問５ 
行政が中山間地域の維持・活性化の対策を講じることに対して、どのように思いますか。あては

まるものを１つ選び、番号に○をつけてください。 

１．必要であり、積極的にすべきだと思う ２．ある程度は必要であるが、都市部への対策とのバ

ランスが必要だと思う 

３．あまり必要ではなく、抑制すべきだと思う ４．全く必要ではないと思う 

５．分からない 

 

問６ 
今後中山間地域が衰退すると、都市部に住んでいるあなたに影響があると思いますか。あてはま

るものを１つ選び、番号に○をつけてください。 

１．大いにある ２．ある程度ある 

３．あまりない ４．全くない 

 

問７ 
様々な課題がある中山間地域に対して、あなたができること、したいことは何ですか。あてはま

るものを１つで選び、番号に○をつけてください。 

１．中山間地域の特産品等を積極的に購入する ２．中山間地域に頻繁に出かけていき交流する 

３．中山間地域の施設や飲食店を利用する ４．中山間地域のイベントや伝統行事に参加する 

５．中山間地域の果たす役割や重要性を学ぶ ６．ボランティアとして支援する 

７．中山間地域を積極的にＰＲする ８．何がしたいか、具体的には分らない 

９．何もしたいとは思わない 10．その他（                 ） 
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問８ 市の中山間地域の現状や課題について、ご意見等がありましたら、ご自由にご記入ください。 

［記入欄］ 

 

 

 

 

 

 

中山間地域の特産品等を希望する方は、氏名、住所、電話番号をご記入ください。プレゼントは抽選となり

ます。 

※当選した方には、市から電話又は文書にてご連絡いたします。 

※記入いただいた氏名、住所及び電話番号は、プレゼントの抽選と発送についてのみ使用します。 

［記入欄］ 

 

 

 

 

 

アンケートは以上で終わりです。 

お忙しい中、多くの設問にご回答いただき、ありがとうございました。 
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