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はじめに 

 

見附市議会では、議会活性化、まちづくりの取組みの一つとして、平成 25年から見

附市内の各種団体と意見交換会を実施しています。 

平成 29年度については、普段聞くことができない若い世代の声をまちづくりに活か

すため、地元の見附高校生と意見交換会を行ないました。「若者たちが、住みたい、働

きたいと思う見附市の将来像について」をテーマとして、生徒の皆様から活発に発言い

ただき、見附市のまちづくりに対する貴重なご意見を聞くことができました。 

今後の見附市議会の活動に活かせるよう、意見交換会の実施状況を報告書としてとり

まとめました。 

 

見附市議会 意見交換会運営委員会  
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１．実施目的 

普段聞くことができない若い世代の声をまちづくりに活かすため、地元の見附高

校生と意見交換会を行う。 

 

２．開催日時 

平成 29年 11月 13日（月） 午後４時から午後６時 

 

３．開催場所 

見附市役所５階 見附市議会委員会室 

  

４．参加者 

見附高校３年生・２年生（市内中学校出身） 15名 

見附市議会議員 ７名 

 

５．意見交換テーマ 

「若者たちが、住みたい、働きたいと思う見附市の将来像について」 

   ①見附市の良いところ、残念なところは何ですか。 

   ②将来、見附市で暮らす（又は見附市で働く）としたら、何を望みますか。 

   ③グループ発表 

 

６．対話方法 

◇高校生４名、議員２名を１グループとし、４グループに分かれる。 

◇議員の司会進行により、上記の意見交換テーマ①、②について、高校生から意見

を聞く。 

◇参加者全員の前で、各グループで出た意見を高校生から発表してもらう。 

 

７．意見交換会次第 

①開会あいさつ 

②議場見学・市議会の概要説明 

③意見交換 

④グループ発表 

⑤閉会あいさつ 
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８．意見交換会実施状況 

 

8－1 議場見学・市議会の概要説明 

昨年、選挙権が 20歳から 18歳に引き下げられたことに伴い、高校生に市議会に

より関心をもってもらうため、また、意見交換をより効果的に行うために、議場見学、

市議会の概要説明を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

8－2 高校生の意見 

「若者たちが、住みたい、働きたいと思う見附市の将来像について」をテーマとし、

下記について意見交換を行った。 

（１）見附市の良いところ、残念なところは何ですか。 

（２）将来、見附市で暮らす（又は見附市で働く）としたら、何を望みますか。

また、将来見附市に戻ってきたい、または戻らないだろうと考える理由

もあれば教えてください。 

 

参加された高校生から、次ページ以降のとおり意見が出された。 
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（１）見附市の良いところ、残念なところは何ですか。 
 

見附市の良いところ 

■コミュニティバス 

・見附市内どこでも移動が簡単。 

・バスが運行していて安い。 

・コミュニティバスが安くて便利。 

・100円バスに乗れる。 

・見附のどこでも 100円 

・バスが 100円。 

■施設 

◇ほっとぴあ 

・ほっとぴあがとても健康にいい。 

・ほっとぴあがあり、気軽に温泉に入れる。 

・ほっとぴあができて、とても助かる。 

・ほっとぴあができたら、弟が「行きたい」と言うようになって良かった（家が近い

ため）。 

◇ネーブル見附 

・ネーブル見附のような憩いの場があってよい。 

・ネーブル見附など集まるところがある。 

・ネーブル見附に学習室があり、テスト前などに利用することが出来て便利です。 

・ネーブル見附にある「いきいき健康クラブ」が良い。 

   ◇その他の施設 

・自然を楽しめる施設が整っている。 

・イングリッシュガーデンの花が美しい。 

・自然に関するものが多い。 

・公園がたくさんある。 

    ・休憩できる施設が多い。 

・運動が行える場所が多い。 

・ホテルレアントはとても外装がキレイで見附の雰囲気を盛り上げる。 

・健幸の取り組みがいい。 

・芸術的なものが多い。 
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・スーパーなどが多く、買い物が楽にできる。 

・産業団地の近代化が進んでいる。 

・ラーメン屋が多くて選ぶのが楽しい。 

・休みの日などパティオは過ごしやすい。 

・ブエナビスタの通気口からいいにおいがして、その気になりご飯をもってきて食べ

られるレベル。 

・中学校での合唱コンクールがアルカディアで出来て貴重だった。 

■その他 

 ・駅から工業団地が近いので、働きやすい。 

 ・見附のベトナム派遣がすばらしい。 

 ・警察のパトロールが充実している。 

 ・働く所が多い。 

 ・「子育て支援」という言葉をよく見かける。 

 ・子育て支援カードがあって買い物の時にたすかります。 

 ・高校が駅から近い。 

 ・きれい（ゴミが少ない、イルミネーション） 

 ・見附まつりの屋台の数が多い。 

 ・凧合戦など伝統的な文化があって良い。 

 ・いい意味で都会っぽくない。 

 ・地域の行事に子供が参加できるのは、見附を知ることができて良いと思う。 

 

見附市の残念なところ 

■娯楽施設 

・娯楽施設が少ない。 

・カラオケなどの娯楽施設が少ない。 

・カラオケ、買い物、高校生のたまり場が少ない。 

・市役所周辺にカラオケがほしい。 

・娯楽施設が多くなるといいと思う。⇒市外からも遊びに来てもらえる。雨の日でも

遊べるような施設。 

・あそぶ所が少ない。 

・家族で長時間遊べる所が少ない。 

・フットサルコートがほしい。 

・動物と触れ合える施設がほしい。 
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■店舗 

 ・中古品店があるといいと思う。 

 ・服屋やスポーツ品店をもう少しつくってほしい。 

 ・南中の近くあたりに店がほしい。（橋の向こう） 

 ・商業施設が少ない。 

 ・子供用品を買える商業施設があったらよい。 

 ・商店街全体の賑わいがあまりない。 

 ・商店街がガラーンとしている。 

 ・若い人が行くようなお店が少ない。 

 ・ご飯を食べる所がもっとあるといい。 

 ・産業団地にコンビニが少ないので、いつも混んでいて商品が売り切れてしまっている。 

 ・雑貨屋がほしい。 

 ・焼肉屋が少ない。 

 ・同系列じゃなくて種類が選べる焼肉屋が欲しい。 

・本を買いに行くために TSUTAYAまで行かなきゃいけなくて、遠くて困る。 

TSUTAYAがほしい。 

・映画館がほしい。 

 ・タワレコ等のＣＤ屋がほしい。 

■交通 

 ・コミュニティバスを待っている所の屋根がほしい。 

 ・バスの運転手が怖い。 

 ・地域によるけど信号が少ない。交通量が多くてなかなか渡れない。 

 ・見附駅の駐車場がせまい。 

 ・駅周辺が静か。 

 ・雪が降ってくると通学路で車との距離がめちゃくちゃ近くなる。 

 ・冬になると祖母がバスの移動のとき、バスの時間が少なくて困っていた（昼間）。 

■その他 

 ・バイトの給料が低い。 

 ・お祭りが雨の日が多い。 

 ・イベントが少ない。 

 ・サッカーとかバスケ、フットサルのイベントがあったらいい。 

 ・若者向けのイベントが少ない。 
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 ・お笑いイベントを増やしてほしい。 

 ・アルカディアではなくてもいいので、バンドがくるイベントごとをやってほしい。 

 ・総合体育館のところに土俵があるから、見附巡業を組み入れるよう申請してほしい。 

 ・見附まつりの屋台の値段が高くて困ってしまう。 

 

（２）将来、見附市で暮らす（又は見附市で働く）としたら、何を望みますか。

また、将来見附市に戻ってきたい、または戻らないだろうと考える理由

もあれば教えてください。 

 

見附市に望むもの（将来こうなっていてほしい） 

 ・「見附市の残念なところ」で出た意見が実現されているといい。 

 ・保育園の職員の人数を増やしてほしい。 

 ・年代に適した遊ぶ施設がほしい。 

 ・長岡まで行かなくても遊べるところがほしい。 

 ・国道の近くに他のまちから人が来るような大型商業施設をつくってほしい。 

 ・イベントをふやしてほしい。 

 ・ブランドをもっと向上してほしい。 

 ・三条の金物のように世界トップレベルの見附ブランドがあればいい。 

 ・映画館ができてほしい。 

 ・カラオケや映画館などがあってほしいです。 

・気軽に行けるカフェ等があってほしい。 

 ・動物とふれあえる場所があるといい。 

 ・ジムなどの運動施設を増やしてほしい。 

 ・本屋が今町の方にあるけど、もっと増やしてほしいです。 

 ・冬は車道だけでなく、歩道をきれいにしてほしい。 

 ・もう少しほっとぴあの料金を安くすると人が行きやすくなる。高校生、中学生は同級

生と会うのがいやで行かない。 

 

見附市に戻る理由 

 ・見附市が大好き。 

 ・親が心配だから戻る。 

 ・家族に会うために戻る。 
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 ・就職したい所がある。 

 ・ゆっくりできる。おちつく。 

 ・静かで住みやすそう。 

 ・三条や長岡など、色んなところにすぐに行けるから買い物にあまり困らない。 

 ・家族に家を継いでほしいと言われているから。 

 ・長らく見附に住んでいるため、愛着がわいてしまったから。 

 

見附市に戻らない理由 

 ・働く場所によって変わる。 

 ・遊ぶところがない。 

 ・成長率が低い感じがする。 

 ・自分のやりたい仕事ができないと思うから。 

 ・見附に大きなイベント会社がない。 

 ・インターナショナル系が見附、長岡、三条には少なくて、いちばん新潟にあるから見

附から出て、新潟に移る。 

 ・自分の将来に直結する就職先がない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

意見交換 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グループ発表 
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９．意見交換会アンケート結果 

今後の参考としたいため、参加された高校生にアンケート用紙を配付し、下記につ

いて記入を依頼した。 

（１）意見交換会に参加した感想を教えてください。 

（２）来年も意見交換会を行う場合、要望があれば教えてください。 

（３）その他何かあればお聞かせください（議会についてなど）。 

 

アンケートのコメントは次のとおり。 

 

（１）意見交換会に参加した感想を教えてください。 

 ・貴重な体験ができたと思う。自分たちの考えが伝えられてよかった。 

 ・見附の良いところや将来望むことなど、いろんな考えを知ることができた。 

 ・市議会の方々とお話することができて楽しかった。 

 ・普段、見附市について考えることがほとんどなかったため、見附のことを考えるいい

機会になりました。実現されると嬉しいと感じました。 

 ・商業施設の少なさを言ったら、議会の方が今やろうとしていることや考えていること

を言ったのを聞いて、私が思っているよりも見附市を良くしていこうという対策がた

くさん計画されていてうれしく思いました。 

 ・若い人たちの意見を聞いてもらえたこと、自分のまわりの人の考えを聞いてもらえた

ことがとても嬉しかったです。 

 ・見附の良さを深く掘れたよい会だったと思います。 

 ・こういう機会はないので新鮮だった。若者の意見を聞いてくれるのがうれしかった。 

 ・少ない時間でしたが、とても貴重な時間でした。見附市が活発な地域になるといいと

思います。 

 ・自分の思う見附のいい所などを言うことが出来て良かったです。参加することによっ

て、班の他の人の意見を聞くことで知らなかった事を知れて嬉しかったです。自分の

意見を言う機会をつくっていただきありがとうございました。 

 ・議場見学など貴重な体験ができて良かったと思います。自分たちが出した意見が少し

でも見附市のこれからに役に立てたらと思います。お招きいただきありがとうござい

ました。 

 ・見附のことについて、こんなに考えたことがなかったので、見附のことを考えるいい

機会になりました。今回出た意見の中で一つでも実現してほしいなと思いました。 
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 ・話し合いがしやすい場があって、とても意見を出しやすかった。 

 ・見附市の議員の方々と見附市について意見を交換するという特別な時間を与えていた

だき光栄でした。見附のあんなことやこんなことが聞けて良かったです。 

 ・初めて参加して、議員の人に実際に自分が思っていることなどを伝えることができま

した。生徒のみんなと意見を交わしあって、他の人がどう考えているかなど知ること

ができました。 

 ・ピリピリした雰囲気なのかと思っていたが、とても楽しく取り組めた。見附に対して

深く考えるいいきっかけになった。 

 

（２）来年も意見交換会を行う場合、要望があれば教えてください。 

・各年代の人と意見交換すれば、どの年代の人でも過ごしやすい見附になると思う。 

 ・これから行おうと思っているイベントや施設建設など、予定しているようなことを高

校生に聞いてみたり、計画の一部に参考としてみるのもおもしろいと思います。 

 ・とても満足しているのでないです。（来年も市議会の席？にすわる機会があると嬉し

い！） 

 ・特にないです。 

 ・とても意見を出しやすかったので、このままでいいと思います。 

 ・内容は今回のものでいいと思う。せっかく来年も行うのであれば、今回の意見の記録

を残しておき、次回の意見交換会で「どれくらい実現したか」などについて話し合っ

てもいいと思う。 

 

（３）その他何かあればお聞かせください（議会についてなど）。 

・建物を建てるなどはなかなか難しい問題だと思うので、比較的簡単なものから実現し

てほしいと思う（スポーツ大会をするなど）。 

 ・総合体育館でボールをけることを禁止するのをどうにかしてほしい。危ないならネッ

トを付けるなど。できればゴールも用意してほしい。 

 ・議会のしくみがわかった。 

 ・実際に議場に入る貴重な体験ができた。 

 ・実際に市議会を行う場所を見ることができ貴重な体験ができました。 

 ・いつかインターネットで市議会を見ようと思いました。 

 ・議場のイスの座り心地は最高でした。 
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10．意見交換会の振り返り（参加議員の感想） 

■参加してくれた高校生の皆さま方から若者らしい率直な意見が聞けてとても嬉し

かったです。ほっとぴあやコミュニティバスやイングリッシュガーデン等がとて

もいいと市の取組みについても喜んでいる若者が多いと感じました。貴方たちが

社会人となっても住み続けることが出来る「ふるさと見附」を創り上げるため、

一層の努力を重ねます。ありがとうございました。 

■準備段階から和やかに意見を聞かせてもらう雰囲気を心がけた事は良かったと思

います。若者が集い楽しむ場所が少ないという意見が多かったのは，予想出来た

ことでしたが、サッカーボールを蹴る場所が無いという意見は、思ってもみない

ものでした。議会を身近に感じてもらえたのではないかと思います。 

■初めてグループ形式で開催した意見交換会でしたが、非常に和やかな雰囲気のなか、

高校生の皆さんも自由に意見を出してもらえたと感じています。見附市の良いと

ころについては、コミュニティバスやほっとぴあ、ネーブルみつけ等見附市の施

策を高く評価してもらえ、高校生からもしっかりと見て感じてもらっていること

をうれしく思いました。見附市の残念なところについては、高校生らしい視点で

率直な意見を出していただいて大変参考になりました。議会、行政としてできる

こと、民間としてできることの違いはあるものの、いただいた意見を最大限尊重

し今後の取り組みに生かしてまいります。 

 ■ストレートな声を聞くことができた有意義な会でした。地元の良い所も、不足して

いる所も理解し地元で頑張っていく思いの人、そうでない人も見附市ふるさとを

支えていこうと思っている事を知り頼もしく思いました。議会・行政・地域が真

剣に地元の高校と多様な企画でコラボすることをこれからの地域づくりに活かす

かが求められている事を感じた会でした。 

 ■開始直後は少し緊張していたようだがすぐに笑顔になり、数多くの意見を聞くこと

ができてとても良い機会であった。高校生が積極的に発言、意思表示をしてくれ

るか心配していたが、そこは現代人なのか前向きに参加してくれて心配は取越し

苦労であった。すでに大学進学や見附市内企業に就職が内定した人もおり、将来

に対しての考え方など、私達の時代と違ってしっかりした目標をもって将来を見

据えていることに感心した。いくつかのテーマで意見交換したが、娯楽施設が少

なく遊ぶところがないとした意見が多いと感じた。これは高校生の移動手段の多

くは電車であり、新潟市や長岡市の駅周辺を遊び場として選んでいると思われ、

若者の交流人口の増加で賑わいを創出するには見附駅周辺整備が求められ、今後
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の整備計画に反映できればと思う。アンケートから総じて参加して良かったとの

感想であり、議員も高校生の率直な意見を聞くことができたことは、今後の議会

活動に活かせると思うので継続してはどうか。 

■初めて高校生との意見交換会ということで、最初は大丈夫かな？との不安もありま

したが、結果的にはとても有意義な意見交換ができたのではないかと思います。そ

の理由として、１つめに、テーマ設定・先方との事前の打ち合わせがきちんとでき

ていたこと、2つめに、意見交換の目的がはっきりとしていたこと、3つめに、委

員側も高校生が緊張することのないように、リラックスできる雰囲気作りができた

ことが考えられます。現役高校生たちが、自分の住む見附市の事を改めて考えてく

れる機会になったことを嬉しく思います。カラオケなど若者の集える場所の少なさ

も指摘してくれました。自分の将来の夢を持ち、見附に戻ってくるか？との質問に

回答が少なかったことに少々物足りなさを感じましたが、生活基盤としての働く場

所の確保をしていかなければ行けないのだと思いました。「見附、大好き！！」と

発表してくれた高校生がいてくれて、更に住みよい見附市にしていかなければと感

じました。 

■高校生の皆さんと、現在と将来の見附についてお話しをすることができ、大変貴重

なご意見を数多くいただきました。カラオケをはじめとする若者向けの商業施設

が不足しているというご意見が多かったように感じました。雇用に関しては意見

が分かれましたが、産業団地をはじめとする雇用の多様化に前向きなご意見もい

ただきました。若者が見附に残るには雇用が重要であり、産業団地の次に行うべ

き新たな企業誘致施策の必要性を強く再認識いたしました。 
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おわりに 

 

このたび、終始和やかな雰囲気の中、普段接することの少ない若い世代の見附高校生

の皆さんと意見交換を行うことができました。見附市の良いところ、残念なところなど、

高校生の皆さんから率直な意見を聞くことができたことは、見附市議会として、とても

有意義な機会となりました。参加いただいた生徒の皆様、意見交換会の開催にあたり、

ご助力いただきました先生方に感謝申し上げます。 

今回の意見交換会の成果を今後の議会の取り組みに活かしてまいりたいと思います。 

 

見附市議会 意見交換会運営委員会 



 

14 

 

添付資料（新聞報道記事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新潟日報（平成 29年 11月 16日） 
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見附新聞（平成 29年 11月 16日） 

 


