
整理
№

回答 学年 性別 居住地区

1 海上保安学校があったら 小５ 男子 北会津地域

2 もっと栄えたら 小５ 男子 北会津地域

3 音楽団体のようなもの 小５ 男子 中心市街地周辺

4 まだ、どんなに仕事につくかすら考えていないから 小５ 男子 東山、飯盛周辺

5 サッカーで世界大会などが会津で行われたらすみつづけたい。 小５ 男子 東山、飯盛周辺

6 映画館 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

7 そういうことではない 小５ 男子 河東地域

8 イオンがあれば（49号線のところ（ヨークとなり）） 小５ 男子 会津大学周辺地域

9 イオンとかの大きなショッピングモール 小５ 男子 中心市街地周辺

10 車など進化したら 小５ 男子 総合運動公園周辺

11 ビルなどをたくさんたてる 小５ 男子 西若松駅周辺

12 イオン（大きなお店がふえてほしい） 小５ 男子 中心市街地周辺

13 声優の大学があったら 小５ 男子 中心市街地周辺

14 ゲームセンターがふえてほしい 小５ 男子 中心市街地周辺

15 映画館がたくさんあったら 小５ 男子 西若松駅周辺

16 都会的な場所 小５ 男子 西若松駅周辺

17 会津には楽器屋が少ないのでふやしてほしい。 小５ 男子 西若松駅周辺

18 ちがう県や仕事を見ないと分からない 小５ 男子 西若松駅周辺

19 他の県などを見ないと分からない。 小５ 男子 中心市街地周辺

20 線量がもっと低くなれば。 小５ 男子 会津大学周辺地域

21 とてもそれは言えません。 小５ 男子

22
会津がとかいになればいい。給料が多くてやちんがやすくてきれいで
でかい。

小５ 男子 東山、飯盛周辺

23 ゆきがすくなかったらよい 小５ 男子 総合運動公園周辺

24 レストラン 小５ 女子 総合運動公園周辺

25 映画館 小５ 女子 北会津地域

26 ディズニーランド 小５ 女子 東山、飯盛周辺

27 アレルギーの植物がたくさんあるから 小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

28 アニメイト 小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

29 アニメイトがあったら 小５ 女子 会津大学周辺地域

30 イオンなど大きい店ができたら 小５ 女子 西若松駅周辺

31 イオン、遊園地など、大きいお店、遊び場 小５ 女子 中心市街地周辺

32 水族館や動物園ができたら 小５ 女子 中心市街地周辺

33 サンホのショップ 小５ 女子 西若松駅周辺

34 ジャニーズショップ 小５ 女子 西若松駅周辺

35 人がいない 小５ 女子 東山、飯盛周辺

36 城下町らしい施設 小５ 女子 中心市街地周辺

37 夢がかなわなかったら 小６ 男子 中心市街地周辺

38 生物化学博物館 小６ 男子 中心市街地周辺

39 サッカーで強いチームがあったら 小６ 男子 総合運動公園周辺

40 映画館、ストバスのコート 小６ 男子 中心市街地周辺

41 家の近くにスーパーがあったら 小６ 男子 会津若松ＩＣ周辺

42 プロ野球チームができたら 小６ 男子 中心市街地周辺

14　14　14　14　会津若松市会津若松市会津若松市会津若松市にこういうものがあればにこういうものがあればにこういうものがあればにこういうものがあれば、、、、住住住住みみみみ続続続続けることができるというものがあればけることができるというものがあればけることができるというものがあればけることができるというものがあれば教教教教えてくださいえてくださいえてくださいえてください
  （  （  （  （そのそのそのその他他他他））））
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整理
№

回答 学年 性別 居住地区

14　14　14　14　会津若松市会津若松市会津若松市会津若松市にこういうものがあればにこういうものがあればにこういうものがあればにこういうものがあれば、、、、住住住住みみみみ続続続続けることができるというものがあればけることができるというものがあればけることができるというものがあればけることができるというものがあれば教教教教えてくださいえてくださいえてくださいえてください
  （  （  （  （そのそのそのその他他他他））））

43 外車ディーラー 小６ 男子 河東地域

44 イオンができればいい 小６ 男子 会津若松ＩＣ周辺

45 イオン 小６ 男子 会津若松ＩＣ周辺

46 緑がたくさん増える 小６ 男子 中心市街地周辺

47 自分のなりたい職場があったら 小６ 男子 中心市街地周辺

48 レストランなどの外食をするところ 小６ 男子 中心市街地周辺

49 鉄道はくぶつかん　もっといい除雪 小６ 男子 中心市街地周辺

50 バスケットのチームに入れるなら　あとイオンがあれば 小６ 男子 北会津地域

51 管理釣場 小６ 男子 西若松駅周辺

52 電線を地下にせっちする。 小６ 男子 会津大学周辺地域

53 遊びばがある 小６ 男子 西若松駅周辺

54 ビル（都会） 小６ 男子 西若松駅周辺

55 大都会みたいになったら 小６ 女子 芦ノ牧、大川周辺

56 祖母のかいごをする場所ができたら 小６ 女子 会津若松ＩＣ周辺

57 子育てを助けるとこ 小６ 女子 中心市街地周辺

58
もう少しじょ雪が上手くなったら、家の前に雪をおいておかなくなっ
たら、雪がジャマをしなくなったら、お願いしますよ。

小６ 女子 中心市街地周辺

59 映画館ができたら 小６ 女子 中心市街地周辺

60 デパートができたら 小６ 女子 中心市街地周辺

61 ファッションのおみせがふえたら、はらじゅくみたいになったら 小６ 女子 西若松駅周辺

62 ほうしゃせんがなくなったら 小６ 女子 中心市街地周辺

63 ジャニーズやアイドルの店（写真など・・） 小６ 女子 中心市街地周辺

64 ジャニーズ・アイドルショップ 小６ 女子 北会津地域

65 もう充分 小６ 女子 中心市街地周辺

66 もめ事がまったくなくなったら 小６ 女子 総合運動公園周辺

67 水族館などの施設 中１ 男子 中心市街地周辺

68 フジテレビ 中１ 男子 東山、飯盛周辺

69 高給料の仕事を増やしてほしい 中１ 男子 中心市街地周辺

70 工業化が進んだら 中１ 男子 総合運動公園周辺

71 有名なゲーム会社または専門学校 中１ 男子 総合運動公園周辺

72 自然がもっと増えたら 中１ 男子 総合運動公園周辺

73 安定している職 中１ 男子 猪苗代湖周辺

74 地下鉄、ラウンド１ 中１ 男子 猪苗代湖周辺

75 海が近かったら 中１ 男子 河東地域

76 もうかる仕事がいっぱいあったら 中１ 男子 河東地域

77 除雪がきれいだといい 中１ 男子 市外

78 行事を増やす。 中１ 男子 市外

79 人口が増えた、食品などがたくさん売れるようになったら 中１ 男子 会津若松ＩＣ周辺

80 スポーツ観戦（スタジアムがふえたり） 中１ 男子 中心市街地周辺

81 ゲームセンターを増やしたら 中１ 男子 会津大学周辺地域

82 サーキット 中１ 男子 会津大学周辺地域

83 バスケットコートをみぢかにつくってほしい 中１ 男子 会津大学周辺地域

84 ＩＴ関連の仕事があったらいい。 中１ 男子 西若松駅周辺
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整理
№

回答 学年 性別 居住地区

14　14　14　14　会津若松市会津若松市会津若松市会津若松市にこういうものがあればにこういうものがあればにこういうものがあればにこういうものがあれば、、、、住住住住みみみみ続続続続けることができるというものがあればけることができるというものがあればけることができるというものがあればけることができるというものがあれば教教教教えてくださいえてくださいえてくださいえてください
  （  （  （  （そのそのそのその他他他他））））

85 お年寄りや障害者のための点字や段差の低い階段など） 中１ 女子 東山、飯盛周辺

86 大きい本屋 中１ 女子 猪苗代湖周辺

87 広くて大きい店があったら 中１ 女子 猪苗代湖周辺

88 映画館 中１ 女子 会津若松ＩＣ周辺

89 自然がいっぱいになったら 中１ 女子 市外

90 音楽専用の施設がほしい。乗馬施設も 中１ 女子 市外

91 広い、自然の多い公園のような所 中１ 女子 西若松駅周辺

92 映画館があったら 中１ 女子 中心市街地周辺

93
イベントなどが増えたら（会津のアニメキャラをつくってほしい！で
す）

中１ 女子 西若松駅周辺

94 大人も子どもも手軽に相談に行ける施設 中１ 女子 西若松駅周辺

95 給料が高い職場がある 中２ 男子 芦ノ牧、大川周辺

96 恐竜博物館 中２ 男子 中心市街地周辺

97 びっくりドンキー 中２ 男子 猪苗代湖周辺

98 空港があったら 中２ 男子 北会津地域

99 ショッピングセンターやアミューズメント施設など 中２ 男子 会津若松ＩＣ周辺

100 どのみちここには残らない。 中２ 男子 市外

101 住人のクズどもが消えたら 中２ 男子 総合運動公園周辺

102 ゲームセンター 中２ 男子 中心市街地周辺

103 ぜひ映画館を作ってほしいです 中２ 女子 中心市街地周辺

104 スポーツ施設 中２ 女子 中心市街地周辺

105 そのときの気分 中２ 女子 北会津地域

106 都会でしか（東京とか）放送されないテレビを放送する 中２ 女子 市外

107 アニメイトがあったら 中２ 女子 会津大学周辺地域

108 お店がたくさんあったら 中２ 女子 総合運動公園周辺

109 給料など都会がすごすぎるから 中２ 女子 市外

110 音楽関係の店を充実してほしい 中２ 女子 中心市街地周辺

111 音楽ホール 中２ 女子 中心市街地周辺
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整理
№

回答 学年 性別 居住地区

1 大きな建物がつくれたらいいなあ 小５ 男子 芦ノ牧、大川周辺

2 大工 小５ 男子 芦ノ牧、大川周辺

3 キャピラージャパンの重機レンタルのお店があるといい 小５ 男子 河東地域

4 職人 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

5 そのほうがさがし回らずにすむから 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

6 ゲーム仕事 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

7 大きな医学センター 小５ 男子 会津大学周辺

8 電気メーカーの会社 小５ 男子 会津大学周辺

9 レストラン 小５ 男子 会津大学周辺

10 高級レストランやレストラン 小５ 男子 会津大学周辺

11 お金がいっぱいもらえて都会なみな会社 小５ 男子 会津大学周辺

12 ＷＨＡＴ 小５ 男子 会津大学周辺

13 わかりません。 小５ 男子 会津大学周辺

14 会津には楽器屋が少ないのでふやしてほしい 小５ 男子 西若松駅周辺

15 特しゅ部隊 小５ 男子 西若松駅周辺

16 もっと若い人たちが会津にくるような良い仕事 小５ 男子 西若松駅周辺

17 いろいろ 小５ 男子 西若松駅周辺

18 水族館 小５ 男子 総合運動公園周辺

19 不動産 小５ 男子 総合運動公園周辺

20 電化製品をつくっている所 小５ 男子 総合運動公園周辺

21 会津のかんきょうなどをよくする仕事 小５ 男子 中心市街地周辺

22 ゲームを作る会社 小５ 男子 中心市街地周辺

23 ゲーム会社 小５ 男子 中心市街地周辺

24 大きな医大 小５ 男子 中心市街地周辺

25
薬ざいしになるための大学（会津一有名な大学になるようにしてほし
い）。会津若松にない物。

小５ 男子 中心市街地周辺

26 高等学校や大学 小５ 男子 東山、飯盛周辺

27 新幹線、博ぶつ館、建物 小５ 男子 東山、飯盛周辺

28 いろいろなことおしらせする仕事 小５ 男子 北会津地域

29 工業 小５ 男子 北会津地域

30 イオン、映画館 小５ 男子 北会津地域

31 ゲームをつくる。きかい（機械）系 小５ 男子 北会津地域

32 ガイドなど 小５ 女子 河東地域

33 ヤマザキパンがあったらいい 小５ 女子 河東地域

34 ヤマザキパンの工場 小５ 女子 河東地域

35 医者、大学 小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

36 とうふの仕事です。 小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

37 調理しの場所 小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

38
びようげかの仕事が好きなので近くにびようげかがあったりするとい
い

小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

39 文ぼう具やさんや見学ができるような場所 小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

40 テレビに出演できるテレビ局があったらいいな。 小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

41 食関係 小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

42 動物に関係する仕事がいっぱいあったら 小５ 女子 会津大学周辺

15　15　15　15　どのようなどのようなどのようなどのような職場職場職場職場（（（（仕事仕事仕事仕事））））がががが会津若松会津若松会津若松会津若松にあったらいいとにあったらいいとにあったらいいとにあったらいいと思思思思いますかいますかいますかいますか
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整理
№

回答 学年 性別 居住地区

15　15　15　15　どのようなどのようなどのようなどのような職場職場職場職場（（（（仕事仕事仕事仕事））））がががが会津若松会津若松会津若松会津若松にあったらいいとにあったらいいとにあったらいいとにあったらいいと思思思思いますかいますかいますかいますか

43 いりょうセンターなど、病院などが増えてくれるとイイです。 小５ 女子 会津大学周辺

44
私がなりたい職場はもちろん。他のパティシエなどの職場があったら
いいと思います。

小５ 女子 会津大学周辺

45 学校の先生 小５ 女子 会津大学周辺

46 中学校、高校、大学 小５ 女子 会津大学周辺

47
こどもむけの有名ブランド（服屋）など会津に今はない物があった
ら、はたらいてる人もたのしめると思う。

小５ 女子 会津大学周辺

48 会津若松にない仕事 小５ 女子 会津大学周辺

49 アニメイト 小５ 女子 会津大学周辺

50 テレビ局など 小５ 女子 会津大学周辺

51 きゅうりょうがよくて、みんながいける店。 小５ 女子 会津大学周辺

52 ファッションデザイナー　都会にある仕事 小５ 女子 西若松駅周辺

53 ようふく 小５ 女子 西若松駅周辺

54 南東北病院 小５ 女子 西若松駅周辺

55 水族館や動物園 小５ 女子 総合運動公園周辺

56 社会を学ぶところ 小５ 女子 総合運動公園周辺

57 動物園 小５ 女子 総合運動公園周辺

58 大きな病院をたくさんつくる。 小５ 女子 中心市街地周辺

59 オーケストラがえんそうできるような場所 小５ 女子 中心市街地周辺

60 芸能人事務所 小５ 女子 中心市街地周辺

61 病院や学校ナド。 小５ 女子 中心市街地周辺

62 スイミングやスケート 小５ 女子 中心市街地周辺

63 大きい会社、衣料品店、食品店 小５ 女子 中心市街地周辺

64 英語に関係すること。じゅくなどではないところ。 小５ 女子 中心市街地周辺

65 ドクターヘリを飛ばす救急病院 小５ 女子 中心市街地周辺

66 動物園か水族館 小５ 女子 東山、飯盛周辺

67 訓練場（犬の） 小５ 女子 東山、飯盛周辺

68 としょかん 小５ 女子 東山、飯盛周辺

69 動物園、水族館 小５ 女子 東山、飯盛周辺

70 給料がたくさん入る仕事 小５ 女子 北会津地域

71 会社 小５ 女子 北会津地域

72 石油コンビナート 小６ 男子 河東地域

73 競馬場や競馬学校 小６ 男子 河東地域

74 物を作る 小６ 男子 河東地域

75 何かをクリエイトする会社 小６ 男子 河東地域

76 やりがいのある仕事 小６ 男子 会津若松ＩＣ周辺

77 みんながたのしく、きびしい仕事があったらいいとおもいます。 小６ 男子 会津若松ＩＣ周辺

78 遊園地、ディズニーランド 小６ 男子 会津大学周辺

79 バスケットボールのチーム 小６ 男子 会津大学周辺

80 主に生活用品が売っていたり、生活に役立つところ 小６ 男子 会津大学周辺

81 研究するところ 小６ 男子 会津大学周辺

82 何か物をデザインしたり、作ったりする仕事場を設けてほしい。 小６ 男子 会津大学周辺
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83 宇宙関係の職場 小６ 男子 西若松駅周辺

84 土木関係の職 小６ 男子 西若松駅周辺

85 大きい仕事場をつくる 小６ 男子 西若松駅周辺

86 全国の昔のおかしをつくるところ 小６ 男子 西若松駅周辺

87 私鉄 小６ 男子 総合運動公園周辺

88 自動車修理屋、パン屋 小６ 男子 総合運動公園周辺

89 よくわからない 小６ 男子 総合運動公園周辺

90 デパート 小６ 男子 総合運動公園周辺

91 ソニーやゲームの会社 小６ 男子 中心市街地周辺

92 ゲームの会社 小６ 男子 中心市街地周辺

93 車屋（トヨタ、マツダなど）の開発支部 小６ 男子 中心市街地周辺

94 かせげる仕事 小６ 男子 中心市街地周辺

95 ビジネス 小６ 男子 中心市街地周辺

96 便利屋 小６ 男子 中心市街地周辺

97 コンピュータ関係 小６ 男子 中心市街地周辺

98 電車に関係があること 小６ 男子 中心市街地周辺

99 いろんな仕事 小６ 男子 中心市街地周辺

100 大きな会社 小６ 男子 猪苗代湖周辺

101 みんなが入りたいと思うような職場（人気のある職業、医者など） 小６ 男子 東山、飯盛周辺

102 漁港 小６ 男子 東山、飯盛周辺

103 スポーツをやるなら、そのスポンサーになる会社など 小６ 男子 東山、飯盛周辺

104 大工に関するもの 小６ 男子 東山、飯盛周辺

105 カードを制作する会社 小６ 男子 北会津地域

106 料理店などなど 小６ 男子 北会津地域

107 食品工場 小６ 男子 北会津地域

108 動物病院 小６ 女子 芦ノ牧、大川周辺

109 歌い手、絵師、給料のいい仕事 小６ 女子 河東地域

110 サラリーはたらくような所やアニメ関係 小６ 女子 河東地域

111 水ぞくかん、動物園、遊園地 小６ 女子 河東地域

112 ライブとかをやる大きなドームで働く仕事 小６ 女子 会津若松ＩＣ周辺

113 給料がいい仕事 小６ 女子 会津若松ＩＣ周辺

114
ファッション雑誌にかんする仕事ができるところがあったらいいと思
う。

小６ 女子 会津若松ＩＣ周辺

115 テレビ放送するところ　大きな病院があったらいいと思う。 小６ 女子 会津若松ＩＣ周辺

116 専門　職場 小６ 女子 会津大学周辺

117 インテリアの仕事 小６ 女子 西若松駅周辺

118 大きなショッピングモール 小６ 女子 西若松駅周辺

119
人々が幸せになれるや、働きたいときに、きがるに入れて、いっしょ
うけんめい人のために働ける所

小６ 女子 西若松駅周辺

120 東京みたいにもっとお店が増えたらいいと思います。 小６ 女子 西若松駅周辺

121 もっと大きな病院を立てて設備をよくする 小６ 女子 西若松駅周辺

122 牧場や動物園 小６ 女子 西若松駅周辺

123 若松に何があるのかわからない。 小６ 女子 西若松駅周辺

124 大手会社 小６ 女子 西若松駅周辺
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125 パティシエ、服屋、デザイナー、雑貨屋 小６ 女子 総合運動公園周辺

126 研究所、大型スーパー、など 小６ 女子 総合運動公園周辺

127 保育園や結こん式場 小６ 女子 総合運動公園周辺

128 アニメ関係、芸能 小６ 女子 総合運動公園周辺

129 楽しくて子育てとかのりかいがあるとこ 小６ 女子 中心市街地周辺

130 ファッション雑誌をつくるところ　空港 小６ 女子 中心市街地周辺

131 アフレコスタジオ 小６ 女子 中心市街地周辺

132 芸能人の仕事ができる 小６ 女子 中心市街地周辺

133 はたらいている人の実績がのこる会社、職業 小６ 女子 中心市街地周辺

134 ショップや会場などがある。 小６ 女子 中心市街地周辺

135 病院　薬局→新しく病院内に 小６ 女子 中心市街地周辺

136 パズル作成会社 小６ 女子 中心市街地周辺

137 絵に関する活動ができるところ 小６ 女子 中心市街地周辺

138 とにかく会津若松市内でもまともな職業につけるならいい。 小６ 女子 中心市街地周辺

139 ＴＶ局（おおきいやつ） 小６ 女子 中心市街地周辺

140
ダンサーやスタイリストの人たちが東京などの遠い（いろんなところ
に）いくひつようのない職場

小６ 女子 中心市街地周辺

141 医者など、文房具会社など 小６ 女子 中心市街地周辺

142 大きな総合病院 小６ 女子 中心市街地周辺

143 音楽に関係する職業 小６ 女子 猪苗代湖周辺

144 工場など 小６ 女子 猪苗代湖周辺

145 声優事務所 小６ 女子 猪苗代湖周辺

146 イラストに関するもの 小６ 女子 東山、飯盛周辺

147 美容師用の学校 小６ 女子 東山、飯盛周辺

148 ゆうれいのでないびょういん 小６ 女子 北会津地域

149 いろいろ 小６ 女子 北会津地域

150 大企業などを増やしてほしい 中１ 男子 河東地域

151
新しい（近未来的な）ものをうみ出していくような職場が多くあった
らいいと思う。

中１ 男子 河東地域

152 大手企業、会社 中１ 男子 河東地域

153 ゲームクリエイター 中１ 男子 河東地域

154 パン屋の職場 中１ 男子 会津若松ＩＣ周辺

155 お金を払って借りられるビルの一室 中１ 男子 会津若松ＩＣ周辺

156 研究所 中１ 男子 会津大学周辺

157 工場 中１ 男子 会津大学周辺

158 若者でも働きやすい職場 中１ 男子 会津大学周辺

159 研究機関 中１ 男子 会津大学周辺

160 スポーツ系の職業 中１ 男子 会津大学周辺

161 若松が本社の会社 中１ 男子 市外

162 有名なゲームの会社 中１ 男子 西若松駅周辺

163 工場が増えればいいと思います 中１ 男子 西若松駅周辺

164 ホームレス以外の職場で給料が高いところ 中１ 男子 西若松駅周辺

165 ＩＴ関連の仕事があったらいい。 中１ 男子 西若松駅周辺

166 天文台、虫の博物館、電気関係 中１ 男子 総合運動公園周辺
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167 除雪専門の仕事 中１ 男子 総合運動公園周辺

168 たくさんの仕事 中１ 男子 中心市街地周辺

169 建築事務所 中１ 男子 中心市街地周辺

170 いなかにはできない仕事とか 中１ 男子 中心市街地周辺

171 安定した職 中１ 男子 猪苗代湖周辺

172 安全な仕事 中１ 男子 猪苗代湖周辺

173 ＩＴ関係とかの企業とかの関連している施設とかが増えたらいい 中１ 男子 東山、飯盛周辺

174 美容に関する職場 中１ 男子 東山、飯盛周辺

175 全体的に　オールラウンド 中１ 男子 北会津地域

176 サーファー、漁師 中１ 男子 北会津地域

177 職場は今のままでいいが求人倍率を増やしてほしい 中１ 女子 芦ノ牧、大川周辺

178
大手会社、そこそこ給料のいい普通の会社、小さくていいので環境の
いい仕事場があったらいいなと思います。

中１ 女子 河東地域

179 よくわかんない。 中１ 女子 河東地域

180 ねこカフェ 中１ 女子 河東地域

181 出版社、音楽会社 中１ 女子 河東地域

182 アニメの制作会社 中１ 女子 会津若松ＩＣ周辺

183 大学附属病院や病院を増やしてほしい 中１ 女子 会津若松ＩＣ周辺

184 普通の会社がもっと増えてほしい 中１ 女子 会津若松ＩＣ周辺

185 アニメやパソコンに関わる仕事や、時間や給料が安定している仕事 中１ 女子 会津若松ＩＣ周辺

186 ディズニーリゾート 中１ 女子 会津大学周辺

187 大きなビルの会社 中１ 女子 市外

188 服、くつ、アクセサリー、ぼうしなどをデザインする仕事場 中１ 女子 西若松駅周辺

189
本社が都会にあったとしても、その本社以外の職場があれば…中小以
外が多ければ…。

中１ 女子 西若松駅周辺

190 お菓子、スウィーツ専門の職場。 中１ 女子 西若松駅周辺

191 大企業、だれでもできる仕事。子持ちの女性でも仕事ができる。 中１ 女子 西若松駅周辺

192 服や物を作る職場 中１ 女子 総合運動公園周辺

193 有名なファッションブランドの店 中１ 女子 総合運動公園周辺

194 声優関係 中１ 女子 総合運動公園周辺

195 有名なコンピュータの会社 中１ 女子 総合運動公園周辺

196 設備がしっかりと充実した大きい病院 中１ 女子 総合運動公園周辺

197 東京みたいなビルとかでっかい建物 中１ 女子 総合運動公園周辺

198 理系の仕事がいい 中１ 女子 中心市街地周辺

199 デパートなど大きなチェーン店 中１ 女子 中心市街地周辺

200 ケーキ屋さん 中１ 女子 中心市街地周辺

201 一人一人に合った仕事 中１ 女子 中心市街地周辺

202 メイク関係の仕事。すぐ売れなくならないような。 中１ 女子 中心市街地周辺

203 ブランドを増やす。映画館をつくる。イオンが欲しい。 中１ 女子 中心市街地周辺

204 給料がいい仕事やもっといろいろな仕事 中１ 女子 北会津地域

205 色々な会社、図書館、学校、ショッピングモール、スポーツ施設 中１ 女子 北会津地域

206
例えば、一般的な仕事ではなく、都会などの所にしかない職場（ゲー
ム会社など）

中２ 男子 会津若松ＩＣ周辺

207 大手企業 中２ 男子 会津若松ＩＣ周辺

144



整理
№

回答 学年 性別 居住地区

15　15　15　15　どのようなどのようなどのようなどのような職場職場職場職場（（（（仕事仕事仕事仕事））））がががが会津若松会津若松会津若松会津若松にあったらいいとにあったらいいとにあったらいいとにあったらいいと思思思思いますかいますかいますかいますか

208 大手企業など 中２ 男子 会津若松ＩＣ周辺

209 高度な研究施設 中２ 男子 会津大学周辺

210 会社 中２ 男子 会津大学周辺

211 工業 中２ 男子 会津大学周辺

212 美容室 中２ 男子 会津大学周辺

213 いろいろな企業の会社 中２ 男子 会津大学周辺

214 スポーツ店、スーパーマーケット 中２ 男子 会津大学周辺

215 ＣＭづくりの会社 中２ 男子 西若松駅周辺

216 探偵事務所や芸能事務所 中２ 男子 総合運動公園周辺

217 金をあつかう仕事 中２ 男子 総合運動公園周辺

218 病院、老人ホーム、スーパー 中２ 男子 中心市街地周辺

219 車の関係の仕事が増えればいい 中２ 男子 中心市街地周辺

220 出版社 中２ 男子 猪苗代湖周辺

221 わからない 中２ 男子 猪苗代湖周辺

222 大企業であればなんでも良い 中２ 男子 東山、飯盛周辺

223 よくわからないけどたくさんあった方がいいと思う 中２ 男子 北会津地域

224 人のためになる仕事、やりがいのある仕事 中２ 男子 北会津地域

225 洋服関係の仕事 中２ 女子 芦ノ牧、大川周辺

226 図書館を増やしてほしい 中２ 女子 芦ノ牧、大川周辺

227 収入が安定していて安くない仕事 中２ 女子 会津若松ＩＣ周辺

228 テレビ局 中２ 女子 会津若松ＩＣ周辺

229 田舎には少なく、都会には多いような職場 中２ 女子 会津若松ＩＣ周辺

230 国立の大学 中２ 女子 会津大学周辺

231 学習塾 中２ 女子 会津大学周辺

232 事務などがたくさん充実している職場 中２ 女子 市外

233 公務員で希望者が多くて、給料が多いやつ 中２ 女子 市外

234 看護学校 中２ 女子 市外

235 薬関係 中２ 女子 市外

236 近代的な職業、人気の職業に関する職場 中２ 女子 総合運動公園周辺

237 病院をつくる 中２ 女子 中心市街地周辺

238 大きい企業 中２ 女子 中心市街地周辺

239 服屋 中２ 女子 中心市街地周辺

240 報道系の仕事、空港 中２ 女子 中心市街地周辺

241 給料の安定した職業 中２ 女子 中心市街地周辺

242 大きな病院 中２ 女子 中心市街地周辺

243 接客業、飲食店 中２ 女子 猪苗代湖周辺

244 公務員や月収が良い 中２ 女子 東山、飯盛周辺

245 子供（乳幼児）が室内で遊べる施設 中２ 女子 東山、飯盛周辺

246 将来的には大きな病院とか。 中２ 女子 東山、飯盛周辺

247 テレビ局 中２ 女子 北会津地域

248 パティシエの専門学校 中２ 女子 北会津地域

249 普通に、どこでもあるようなところ 中２ 女子 北会津地域
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1 遊園地 小５ 男子 芦ノ牧、大川周辺

2 イオン、大戸町に広い公園 小５ 男子 芦ノ牧、大川周辺

3 ジャンクショップ 小５ 男子 芦ノ牧、大川周辺

4 大型ショッピングモール 小５ 男子 芦ノ牧、大川周辺

5 ショッピングモールのような場所 小５ 男子 芦ノ牧、大川周辺

6 ショッピングモールのような場所 小５ 男子 芦ノ牧、大川周辺

7 らうんどわん 小５ 男子 河東地域

8 イオンモール 小５ 男子 河東地域

9 雑貨屋、カフェ 小５ 男子 河東地域

10 映画館やラウンド１ 小５ 男子 河東地域

11 大きいショッピングセンター　河東町にラウンド１ 小５ 男子 河東地域

12 えいがかん 小５ 男子 河東地域

13 あそびばがあんまりないし、買い物するとこがあまりないから 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

14 ホテル 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

15 リサイクルショップがいっぱいあると便利だから 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

16 いまのままでいい 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

17 大きなショッピングモール　ゲームセンター 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

18 大きな公園をふやしてほしい。 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

19 小さいデパート　おもちゃ屋 小５ 男子 会津大学周辺地域

20 ポケモンセンターとデパート 小５ 男子 会津大学周辺地域

21 ふくやくつがいっぱいあるところ 小５ 男子 会津大学周辺地域

22 イオンタウン 小５ 男子 会津大学周辺地域

23
公園やショッピングモール（イオンモール個人的に鉄道はくぶつか
ん）

小５ 男子 会津大学周辺地域

24 公園、広場 小５ 男子 会津大学周辺地域

25 デパート、ポケモンセンター 小５ 男子 会津大学周辺地域

26 高級住宅街 小５ 男子 会津大学周辺地域

27 イオンタウン 小５ 男子 会津大学周辺地域

28 わかりません。 小５ 男子 会津大学周辺地域

29 思いつきません。 小５ 男子 会津大学周辺地域

30 ＮＯ 小５ 男子 会津大学周辺地域

31 いおん　大きいホテル　ゲームセンター 小５ 男子 西若松駅周辺

32 交流広場 小５ 男子 西若松駅周辺

33 大きなデパート 小５ 男子 西若松駅周辺

34 アニメのグッズ 小５ 男子 西若松駅周辺

35 大きなショッピングモール 小５ 男子 西若松駅周辺

36 動物園、遊園地、水族館 小５ 男子 西若松駅周辺

37 水族館、テーマパーク、イオン、動物園 小５ 男子 西若松駅周辺

38 スーパーマーケット 小５ 男子 西若松駅周辺

39 ゲームセンター、遊園地 小５ 男子 総合運動公園周辺

40 万さいどうゲームセンター、イオンゲラゲラランド 小５ 男子 総合運動公園周辺

41 Jリーグの試合のできる場所 小５ 男子 総合運動公園周辺

42 ゲームセンター、イオン、公園 小５ 男子 総合運動公園周辺

43 ゲームセンター 小５ 男子 総合運動公園周辺

16　16　16　16　どのようなどのようなどのようなどのような場所場所場所場所がががが会津若松会津若松会津若松会津若松にあったらいいとにあったらいいとにあったらいいとにあったらいいと思思思思いますかいますかいますかいますか
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44 まんさい堂 小５ 男子 総合運動公園周辺

45 釣り堀、ゲームセンター 小５ 男子 総合運動公園周辺

46 イオン 小５ 男子 総合運動公園周辺

47 遊園地 小５ 男子 総合運動公園周辺

48 ディズニーランド、遊園地、動物園、水族館 小５ 男子 総合運動公園周辺

49 大型店 小５ 男子 総合運動公園周辺

50 ゆうえんちがあったら 小５ 男子 総合運動公園周辺

51 屋内の公園があればいい。 小５ 男子 総合運動公園周辺

52 スーパーやデパートがあったらいい 小５ 男子 総合運動公園周辺

53 デパートなどのお店 小５ 男子 総合運動公園周辺

54 ショッピングモール、イオン、アニメート、アディダス専門店 小５ 男子 中心市街地周辺

55 映画館 小５ 男子 中心市街地周辺

56 ゲームセンター 小５ 男子 中心市街地周辺

57 建築会社、ゴンドラせいびができる所 小５ 男子 中心市街地周辺

58 広いデパート 小５ 男子 中心市街地周辺

59 大きい店があれば 小５ 男子 中心市街地周辺

60 ラウンド１ 小５ 男子 中心市街地周辺

61 みじかなところ 小５ 男子 中心市街地周辺

62 ゆうえんち 小５ 男子 中心市街地周辺

63 海 小５ 男子 中心市街地周辺

64 サッカーの練習や試合ができる場所 小５ 男子 中心市街地周辺

65 遊園地　デパート 小５ 男子 中心市街地周辺

66 遊びに行けるところ 小５ 男子 中心市街地周辺

67 ゆうえんち 小５ 男子 中心市街地周辺

68 ユニバーサルスタジオジャパン（ディズニーリゾート）がいい 小５ 男子 中心市街地周辺

69 ハワイアンズ　ディズニーランド 小５ 男子 中心市街地周辺

70 遊園地、Ｓｏｍ温水プール 小５ 男子 中心市街地周辺

71 ハワイアンズがあったら 小５ 男子 中心市街地周辺

72 ゆうえんち、世界の野球が見れるところ 小５ 男子 中心市街地周辺

73 近くにアピタなどがあればいい 小５ 男子 中心市街地周辺

74 アニメのグッズを取りあつかっている店 小５ 男子 中心市街地周辺

75 ゲームセンター　コンビニ 小５ 男子 中心市街地周辺

76 コンビニ、しょてん、ゲーセン、おもちゃや 小５ 男子 中心市街地周辺

77 もっとスポーツしせつがあればいい 小５ 男子 中心市街地周辺

78 イオンモール　えいがかん 小５ 男子 中心市街地周辺

79 会津美里町の「水車の広場」みたいないこいの場所やデパート 小５ 男子 中心市街地周辺

80 いせたんなど 小５ 男子 中心市街地周辺

81 水泳場 小５ 男子 猪苗代湖周辺

82 もっと遊べる場 小５ 男子 猪苗代湖周辺

83 駅のまえに、にぎやかな町があったらいいなと思う。 小５ 男子 東山、飯盛周辺

84 買い物ができる場所 小５ 男子 東山、飯盛周辺

85 テーマパーク、映画館 小５ 男子 東山、飯盛周辺

86 アピタより広い買い物やゲームができるところ 小５ 男子 北会津地域
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87
いろいろな遊び場があってゲームセンターもあって友だちと遊べると
ころ

小５ 男子 北会津地域

88 ゲームセンター 小５ 男子 北会津地域

89 遊ぶところがいろいろあったらいい。 小５ 男子 北会津地域

90 ラウンド１ 小５ 男子 北会津地域

91 イオンなどのデパート 小５ 男子 北会津地域

92 楽しく遊ぶ場所 小５ 男子 北会津地域

93 イオン、映画館、遊園地があったらいい。 小５ 男子 北会津地域

94 グラウンド 小５ 男子 無回答

95 ほごしせつ 小５ 男子 無回答

96 わかりません。 小５ 男子 無回答

97 遊ぶところがたくさんあったらいい 小５ 女子 芦ノ牧、大川周辺

98 大きなショッピングモール 小５ 女子 芦ノ牧、大川周辺

99 映画館があったらいいと思います。 小５ 女子 河東地域

100 温せん 小５ 女子 河東地域

101 映画館 小５ 女子 河東地域

102 雑貨屋 小５ 女子 河東地域

103 えいが館 小５ 女子 河東地域

104 レトロを感じる「おかしや」などの場所 小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

105 イオンとか、とおくに行かなくてもいける場所（えいが館とか） 小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

106 映画館、遊園地 小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

107 映画館や大きなホールなど 小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

108 いろんなばしょ 小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

109
おいしいケーキやマカロンがあっておしゃれなきっさ店やねこカフェ
がちょっとでもいいから近くにあったらいい。

小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

110
ゆうえんちなど、えいがかん、自然な川であそべるようになりたい。
スケートリンク

小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

111 小物屋 小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

112 映画館 小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

113 楽しい場所 小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

114
ゆうえんち、スライダープール、ディズニーランド、まんががそろっ
ている店や無料でよめる店

小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

115 ようふくのShop 小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

116
子どもがたくさん出入りできる遊び場や洋服や食べ物も一度にいける
ショッピングモールがあるといいです。

小５ 女子 会津大学周辺地域

117
公園などの休めるところがたくさんあったり、ショッピングモールや
映画館などが市内のいろいろな場所にあるといい。

小５ 女子 会津大学周辺地域

118 イオンタウンやラウンドワン 小５ 女子 会津大学周辺地域

119 友達と遊ぶところなどが会津若松市にあったらいい。 小５ 女子 会津大学周辺地域

120 デパート、えい画館 小５ 女子 会津大学周辺地域

121 おく内で遊べるしせつ 小５ 女子 会津大学周辺地域

122 デパートがほしい 小５ 女子 会津大学周辺地域

123 でっかーいデパート×無印良品　えいがかん　ラウンドワン 小５ 女子 会津大学周辺地域
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124
衣料品、文房具、食料品、おもちゃ、ゲームセンター、子ども衣料
品、子どもの遊び場などが１つになった場所　落ち着ける場所　お菓
子屋さん

小５ 女子 会津大学周辺地域

125 デパートのような大きな所 小５ 女子 会津大学周辺地域

126 デパートなど 小５ 女子 会津大学周辺地域

127 イオンタウン、ゲームセンター 小５ 女子 会津大学周辺地域

128 スキー場、きれいな映画館 小５ 女子 会津大学周辺地域

129 アニメイト 小５ 女子 会津大学周辺地域

130 ジャスコやイオンができたらよい。 小５ 女子 会津大学周辺地域

131 わかりません。 小５ 女子 会津大学周辺地域

132 思いつきません。 小５ 女子 会津大学周辺地域

133 大きなイオンのような建物があると、買い物がしやすいと思う。 小５ 女子 会津大学周辺地域

134 ラウンドワンみたいなところ。イオンモールです。 小５ 女子 会津大学周辺地域

135 映画館 小５ 女子 会津大学周辺地域

136 海外とのこうりゅう 小５ 女子 会津大学周辺地域

137
買い物ができて楽しいデパートなど。たくさんあそべて楽しくて広い
など。

小５ 女子 会津大学周辺地域

138 新宿みたいにショッピングがたくさんできるところ。 小５ 女子 市外

139 イオンやビルボードなどの大きいスーパーなど 小５ 女子 西若松駅周辺

140 イオン、ゆうえんち　ショッピングモール 小５ 女子 西若松駅周辺

141 仙台にあるイケアのようなのがあったらいい 小５ 女子 西若松駅周辺

142
ゆうえんち、ディズニーストア、デパート、えいがかん、しんかんせ
んのとおる駅、空こう

小５ 女子 西若松駅周辺

143 遊園地やショッピングモール 小５ 女子 西若松駅周辺

144 都会などにあるもの　ボーリングセンター 小５ 女子 西若松駅周辺

145 あそぶところ、たてものがいっぱいあってほしい 小５ 女子 西若松駅周辺

146 家からすこししたところ 小５ 女子 西若松駅周辺

147 ショッピングモール 小５ 女子 西若松駅周辺

148 イオンタウン 小５ 女子 西若松駅周辺

149 イオン（ショッピングモール）、遊園地 小５ 女子 西若松駅周辺

150 デパート、オシャレなショップ 小５ 女子 西若松駅周辺

151 えい画館 小５ 女子 西若松駅周辺

152 ２はディズニーランドのような所、３はイオン 小５ 女子 西若松駅周辺

153 アウトレット、遊園地、映画館 小５ 女子 西若松駅周辺

154 イオン、ジャスコ 小５ 女子 西若松駅周辺

155 動物園 小５ 女子 西若松駅周辺

156 アピタみたいな大きいショッピングモール 小５ 女子 総合運動公園周辺

157 映画館、水族館、遊園地 小５ 女子 総合運動公園周辺

158 遊園地や水族館やアピタみたいな広いお店 小５ 女子 総合運動公園周辺

159 映画館などがあったらいいと思う 小５ 女子 総合運動公園周辺

160 ゲームセンター　ショッピングセンター 小５ 女子 総合運動公園周辺

161 ディズニーストア　アリオ（イオン）　モラージュみたいな所 小５ 女子 総合運動公園周辺

162 イオンや原宿のお店みたいな所があればいい 小５ 女子 総合運動公園周辺

163 遊園地、ショッピングモール、映画館 小５ 女子 総合運動公園周辺
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164 遊園地、水族館 小５ 女子 総合運動公園周辺

165 友達とあそぶところがあったら…買い物をするところがあったら… 小５ 女子 総合運動公園周辺

166 動物園か水族館などを作ってほしい 小５ 女子 中心市街地周辺

167 大きい店 小５ 女子 中心市街地周辺

168 デパート 小５ 女子 中心市街地周辺

169 会津若松市内にショッピングモールができたらいい。 小５ 女子 中心市街地周辺

170 イオンタウンなどをけんせつ　サティオ？ 小５ 女子 中心市街地周辺

171 ディズニーリゾート、ブランドの洋服屋、ソラド 小５ 女子 中心市街地周辺

172 ショッピングモール 小５ 女子 中心市街地周辺

173 ショッピングモール 小５ 女子 中心市街地周辺

174 イオンなどの大きなデパート 小５ 女子 中心市街地周辺

175 イオンモール　ナスハイランドパーク 小５ 女子 中心市街地周辺

176 どうぶつえん 小５ 女子 中心市街地周辺

177 ショッピングモール 小５ 女子 中心市街地周辺

178 大きなスーパーマーケットがあるといい。 小５ 女子 中心市街地周辺

179 西公園みたいな広くて遊び道具がいっぱいある場所 小５ 女子 中心市街地周辺

180
だれでも買い物ができるような、とても大きな　場所１つ１つちがう
売り物が売っているお店

小５ 女子 中心市街地周辺

181
大きい店で３才まで、子どもあそびにおいていってゆっくりかいもの
をする。

小５ 女子 中心市街地周辺

182
ショッピングモール（大きい）　ジャニーズ屋さん　ゆうえんち　水
ぞくかん

小５ 女子 中心市街地周辺

183 友達と入れる店　大きな公園 小５ 女子 中心市街地周辺

184 友だちだけとかでも入れる店 小５ 女子 中心市街地周辺

185
ショッピングモール（ららぽーと、ＡＥＯＮ）、広い公園、えいがか
ん

小５ 女子 中心市街地周辺

186 ショッピングモール　遊園地 小５ 女子 中心市街地周辺

187 ショッピングモール 小５ 女子 中心市街地周辺

188 小物やかわいいざっか店 小５ 女子 中心市街地周辺

189 イオン、ゆうえんち、えいがかん、広い公園 小５ 女子 中心市街地周辺

190
遊園地、アピタよりも大きいデパート、こうそうビル、海、広い公
園、えいが館、109、スクランブル交差てん、洋服が売っている場
所、どうぶつえん、水族館

小５ 女子 中心市街地周辺

191 遊園地、ユニバーサルスタジオジャパン 小５ 女子 中心市街地周辺

192 デパート、ハワイアンズみたいなところ、遊園地 小５ 女子 中心市街地周辺

193 大きいショッピングモール、遊園地 小５ 女子 中心市街地周辺

194 ディズニーランドや遊園地やえいがかん、大きいスーパー 小５ 女子 中心市街地周辺

195 ゆうえん地　ショッピングモール 小５ 女子 中心市街地周辺

196 なるべく大きい店 小５ 女子 中心市街地周辺

197 色んなお店 小５ 女子 中心市街地周辺

198 児童公園 小５ 女子 中心市街地周辺

199 大きなスーパー（たて物）ができたら 小５ 女子 中心市街地周辺

200 遊園地（歴史の流れを伝えるアトラクションなど） 小５ 女子 中心市街地周辺

201 たくさんたのしいところのある木のアスレチック 小５ 女子 中心市街地周辺
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202 ジャニーズショップ、ミオレミューってゆうブランドの店 小５ 女子 中心市街地周辺

203 少し遊ぶ所が少ないから、増やしてほしい。 小５ 女子 中心市街地周辺

204 ラウンド１、ディズニーストア、すき屋、ミニストップ、ロッテリア 小５ 女子 中心市街地周辺

205 ゆうえんちや公園などをたくさんたてられたらいいとおもう。 小５ 女子 中心市街地周辺

206 ショッピングセンター 小５ 女子 中心市街地周辺

207 イオンモール、スケートリンク、ディズニーリゾート（ストアも） 小５ 女子 中心市街地周辺

208
大きなショッピングモールやレストラン、ゲームセンターなど、もっ
と増えると良いと思う。（特にショッピングモール）、アニメイト

小５ 女子 東山、飯盛周辺

209 遊園地やディズニーランド、ユニバーサルスタジオなど 小５ 女子 東山、飯盛周辺

210 アピタ、D2、リオンドール 小５ 女子 東山、飯盛周辺

211 デパート、ざっか屋さん、カフェ、たべもの屋 小５ 女子 東山、飯盛周辺

212 映画館 小５ 女子 北会津地域

213 広いアスレチックがあったらいいと思う。 小５ 女子 北会津地域

214 アピタみたく大きなお店や遊園地があるといい。 小５ 女子 北会津地域

215 いろいろなお店があればいいと思います。 小５ 女子 北会津地域

216 イオン、ラウンドワン、映画館 小５ 女子 北会津地域

217 デパートなどいろいろな買い物ができる場所 小５ 女子 北会津地域

218 ショッピングセンターなどが増えたらいい。 小５ 女子 北会津地域

219 イオン、スケートリンク、ガラスかん 小５ 女子 北会津地域

220 イオンやおしゃれ館、ラウンドワン 小５ 女子 北会津地域

221 イオン、水族館 小５ 女子 北会津地域

222 なにかがこわされて、あければいいと思います。 小５ 女子 無回答

223 友人などと遊ぶ場がたくさんあったらいいと思いました。 小５ 女子 無回答

224 遊園地やショッピングモールがあるといい 小６ 男子 芦ノ牧、大川周辺

225 映画を見る場所 小６ 男子 芦ノ牧、大川周辺

226 デパートや遊園地やテーマパーク 小６ 男子 芦ノ牧、大川周辺

227 ゲームセンター、サーティワン、スタバ 小６ 男子 芦ノ牧、大川周辺

228 広い公園 小６ 男子 河東地域

229 楽しく遊べる場所 小６ 男子 河東地域

230 ポイントカードで物を買える店 小６ 男子 河東地域

231 ゲームセンター 小６ 男子 河東地域

232 デパート 小６ 男子 河東地域

233 品物がとても安い店 小６ 男子 河東地域

234 アピタ、イオン 小６ 男子 会津若松ＩＣ周辺

235 子供から大人まで楽しめるショッピングモールがあったらいい。 小６ 男子 会津若松ＩＣ周辺

236 公園やサッカー場、買い物はいろいろものがあるとこ。 小６ 男子 会津若松ＩＣ周辺

237 じはんき　本屋 小６ 男子 会津若松ＩＣ周辺

238 アウトレット 小６ 男子 会津若松ＩＣ周辺

239 公園、イオン、ゲームセンター 小６ 男子 会津若松ＩＣ周辺

240 イオンタウン　映画館 小６ 男子 会津大学周辺地域

241 イオンなどの企業のデパートがあるといい。新幹線が通ればいい 小６ 男子 会津大学周辺地域

242 ゆうえんち　イオンタウン 小６ 男子 会津大学周辺地域

243 観光客がたくさん来るようなし設 小６ 男子 会津大学周辺地域

244 スポーツを自由にできること 小６ 男子 会津大学周辺地域
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245 ゆうえんち 小６ 男子 会津大学周辺地域

246 ショッピングモール 小６ 男子 会津大学周辺地域

247 えいがかん 小６ 男子 会津大学周辺地域

248 ゲームセンターがふえたらいい 小６ 男子 会津大学周辺地域

249 映画館 小６ 男子 会津大学周辺地域

250 えいがかん　スーパー 小６ 男子 会津大学周辺地域

251 デパート 小６ 男子 会津大学周辺地域

252 フットサル場 小６ 男子 会津大学周辺地域

253 スーパーなどのいろいろな種類の素材が売っている所 小６ 男子 会津大学周辺地域

254 子どもがあそべる場所 小６ 男子 会津大学周辺地域

255
友人と遊ぶ場を増やしてほしいです。あともう少し買い物ができる場
を増やしてほしいです。

小６ 男子 会津大学周辺地域

256 大型スーパー。だれでも入れる充実したコンビニ 小６ 男子 会津大学周辺地域

257
会津には大きなショッピングモールが一つしかないので増やしてほし
い。

小６ 男子 会津大学周辺地域

258
イオン、〇〇横丁、〇〇商店街などと、東京のように買い物ができる
充実した町にしてほしい。

小６ 男子 会津大学周辺地域

259 楽器を売っているところがもっとたくさんあったらいい。 小６ 男子 会津大学周辺地域

260 イオン、ダイユーエイトＭＡＸ 小６ 男子 西若松駅周辺

261 映画館 小６ 男子 西若松駅周辺

262 イオンなどの買い物をするとこやゲームするところがあるお店 小６ 男子 西若松駅周辺

263 ボールが使える公園　映画館　無料で使える体育館 小６ 男子 西若松駅周辺

264 ショッピングモールや映画館がほしい 小６ 男子 西若松駅周辺

265 デパート 小６ 男子 西若松駅周辺

266 遊べたらなんでもいい 小６ 男子 西若松駅周辺

267 新幹線の駅 小６ 男子 西若松駅周辺

268 300ha以上の広い公園、会津若松-新庄間を結ぶモノレール 小６ 男子 西若松駅周辺

269 USJ 小６ 男子 西若松駅周辺

270
アディダスショップ（オリジナルもふくめて）、ジャンプショップ、
サークルＫサンクス、おおがたショッピングモール

小６ 男子 西若松駅周辺

271 気もちよくてみんなを楽しくおしゃべりができるところ。 小６ 男子 西若松駅周辺

272 イオンタウン、ショッピングモール 小６ 男子 西若松駅周辺

273 広い公園 小６ 男子 西若松駅周辺

274 ゲーセン、無料で遊べる施設 小６ 男子 西若松駅周辺

275 ショッピングモール 小６ 男子 総合運動公園周辺

276 おいしい寿司屋 小６ 男子 総合運動公園周辺

277 特色のある特急のはしる路線 小６ 男子 総合運動公園周辺

278 大きいデパート、子供でもいけるデパート 小６ 男子 総合運動公園周辺

279 家の近所 小６ 男子 総合運動公園周辺

280 イオン、ラウンドワン 小６ 男子 総合運動公園周辺

281 フィギアシップ 小６ 男子 総合運動公園周辺

282 イオンタウンやアピタなど大きい店があったらいい。 小６ 男子 総合運動公園周辺

283 ゆうえんち 小６ 男子 総合運動公園周辺

284 静かでおちつく場所 小６ 男子 総合運動公園周辺
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285 デパート 小６ 男子 総合運動公園周辺

286 イオン、映画館（大きい）、遊園地 小６ 男子 中心市街地周辺

287 イオン 小６ 男子 中心市街地周辺

288 イオン 小６ 男子 中心市街地周辺

289 ゲームセンター、マック 小６ 男子 中心市街地周辺

290 大型店 小６ 男子 中心市街地周辺

291 観光地の多いところ 小６ 男子 中心市街地周辺

292 イオン、ジャスコ、アニメイト 小６ 男子 中心市街地周辺

293 イオン、ジャスコ、アニメイト 小６ 男子 中心市街地周辺

294 大きなショッピングモールでみんなが楽しめる場所 小６ 男子 中心市街地周辺

295 大きなショッピングモール 小６ 男子 中心市街地周辺

296 イオンやゲームセンターやうまいすし屋 小６ 男子 中心市街地周辺

297 イオンなどの大型ショッピングモール 小６ 男子 中心市街地周辺

298 ボールがつかえる公園、ゆうぐが多い所 小６ 男子 中心市街地周辺

299 大きくて遊具がいっぱいある公園 小６ 男子 中心市街地周辺

300 大きい公園 小６ 男子 中心市街地周辺

301 雪のつもらない公園 小６ 男子 中心市街地周辺

302 動物園など 小６ 男子 中心市街地周辺

303 買い物ができる場所や友人などと遊ぶ場所 小６ 男子 中心市街地周辺

304
もっといいものが売っているスポーツ店や食料の品数が多い店があれ
ばいい。

小６ 男子 中心市街地周辺

305 遊園地、デパート 小６ 男子 中心市街地周辺

306 公園　自由に遊べる屋内施設 小６ 男子 中心市街地周辺

307 みんなで楽しくあそべる場所 小６ 男子 中心市街地周辺

308 ゲームセンター　サティ 小６ 男子 中心市街地周辺

309 サッカーのできるグラウンド 小６ 男子 中心市街地周辺

310 アウトレット 小６ 男子 中心市街地周辺

311 広い遊び場 小６ 男子 中心市街地周辺

312 キャンプ、アニメなどのグッズが売っている所 小６ 男子 中心市街地周辺

313 ミニカー専門店　なんでも売っている家電屋　巨大なゲームセンター 小６ 男子 中心市街地周辺

314 大型のスーパー 小６ 男子 中心市街地周辺

315 ゲームセンター　ドンキホーテ、遊園地、公園 小６ 男子 中心市街地周辺

316
東京のようにいくつか大きい店　ゲームセンターなどほかの県にあ
り、福島にはない店

小６ 男子 中心市街地周辺

317
総合運動公園がもう一つできていたり、映画館や大型の映画館や大型
の駅があるといい。

小６ 男子 中心市街地周辺

318 大きな公園 小６ 男子 中心市街地周辺

319 ショッピングモールがあったらいいと思う。 小６ 男子 中心市街地周辺

320 ショッピングセンター 小６ 男子 中心市街地周辺

321
子供の遊び場が少ないし、減ってきているので運動場や公園をつくっ
てほしい。

小６ 男子 中心市街地周辺

322 ボウリング、ゲームセンター、ショッピングモール、イオン、遊園地 小６ 男子 中心市街地周辺

323 部品屋さん 小６ 男子 中心市街地周辺

324 ジャスコ、ダイエー、イトーヨーカドー、ＬＡＴOV（百貨店） 小６ 男子 中心市街地周辺

154



整理
№

回答 学年 性別 居住地区

16　16　16　16　どのようなどのようなどのようなどのような場所場所場所場所がががが会津若松会津若松会津若松会津若松にあったらいいとにあったらいいとにあったらいいとにあったらいいと思思思思いますかいますかいますかいますか

325 駅 小６ 男子 中心市街地周辺

326 モール、コストコ、ＩＫＥA 小６ 男子 中心市街地周辺

327 海、デパート、ディズニーランド 小６ 男子 中心市街地周辺

328 イオン、あそびば 小６ 男子 中心市街地周辺

329 遊園地、イオン、シネマ 小６ 男子 中心市街地周辺

330 映画館、ショッピングモール、デパート、遊園地 小６ 男子 中心市街地周辺

331 イオンモール、R1、映画館 小６ 男子 中心市街地周辺

332 職場 小６ 男子 猪苗代湖周辺

333 大型店 小６ 男子 東山、飯盛周辺

334 ショッピングセンター 小６ 男子 東山、飯盛周辺

335 大型店を多くした方がいい 小６ 男子 東山、飯盛周辺

336 公園、ゲームセンター 小６ 男子 東山、飯盛周辺

337 大型スーパーや遊園地など 小６ 男子 東山、飯盛周辺

338 ショッピングモール 小６ 男子 東山、飯盛周辺

339 アウトレットなど 小６ 男子 東山、飯盛周辺

340 アトラクションがいっぱいある所 小６ 男子 東山、飯盛周辺

341 イオン 小６ 男子 東山、飯盛周辺

342 ラウンドワン、映画館、イオン 小６ 男子 東山、飯盛周辺

343 大きい公園などサッカーやバスケをしてもだいじょうぶなところ 小６ 男子 東山、飯盛周辺

344

公園が近くにありますが、近くに家がたくさんあり、野球などをして
近くの家にあたる危険があります。野球のできる大きな公園は今はか
せつ住宅がたっているため使えませんので野球などのできる公園を増
やしてほしい。

小６ 男子 東山、飯盛周辺

345 ラウンドワン、サティ、ジャスコ 小６ 男子 北会津地域

346 家の近く 小６ 男子 北会津地域

347 カード屋 小６ 男子 北会津地域

348 近くにいろいろ変える店 小６ 男子 北会津地域

349 自由に使っていいサッカー場とか楽しい場所 小６ 男子 北会津地域

350 楽しく遊べる場所 小６ 男子 北会津地域

351 文房具、デパート 小６ 男子 北会津地域

352 デパートのようなところ 小６ 男子 北会津地域

353 エスパル 小６ 男子 北会津地域

354 自由に買い物できるとこ 小６ 男子 北会津地域

355 ショッピングモール 小６ 男子 北会津地域

356 みんななかよく、かい物もまんびきのないような市にしたいです。 小６ 男子 北会津地域

357 イオン 小６ 男子 北会津地域

358
イオン、ポケモンセンター、東京ドーム風なドーム、ラウンドワン、
映画館

小６ 男子 北会津地域

359 家の隣にゲームセンターがあったらいい 小６ 男子 無回答

360 ゲームセンター、イオン、映画館 小６ 男子

361
遊園地、水族館、カフェ、ジャニーズショップ、原宿みたいな所、吉
本○○ホール、お笑いをみる場所

小６ 女子 芦ノ牧、大川周辺

362 公園や釣りができる場所、すぐに買い物ができるような近い場所 小６ 女子 芦ノ牧、大川周辺

363 デパート、カフェ 小６ 女子 芦ノ牧、大川周辺
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364
学生が手に入れられる筆記用具や洋服などを売るショッピングモール
のようなところ、水族館、遊園地のようなところ

小６ 女子 芦ノ牧、大川周辺

365 子どもだけでいけるゲームセンター、カラオケなど 小６ 女子 河東地域

366 大きい建物があっていろいろ遊べること！ 小６ 女子 河東地域

367 カラオケ 小６ 女子 河東地域

368
服やさんとかはいっぱいほしくて、大人の人などには、しんせんな食
べ物がうっている場所

小６ 女子 河東地域

369
ゲームセンター、ライブ（天月、うちた、坂田、犬猫店長）のアピ
ア、アニメイト、京まふ

小６ 女子 河東地域

370 大人もゆっくりできるところ 小６ 女子 河東地域

371 問１５のようなもの　アニメイト、大きなデパート 小６ 女子 河東地域

372 このままでいいと思います。 小６ 女子 河東地域

373
買い物と言っても、建物をたてると田んぼや畑がどんどんなくなるの
でアピタで十分だと思います。

小６ 女子 会津若松ＩＣ周辺

374 大きいモールショップなどがあったらいいと思う。 小６ 女子 会津若松ＩＣ周辺

375 イオン　ラウンドワン 小６ 女子 会津若松ＩＣ周辺

376 ラウンドワン 小６ 女子 会津若松ＩＣ周辺

377 イオン 小６ 女子 会津若松ＩＣ周辺

378 イオンやレイクタウンのような施設があってほしい。 小６ 女子 会津若松ＩＣ周辺

379 ブレンド（服）のお店　イオン 小６ 女子 会津若松ＩＣ周辺

380 デパート 小６ 女子 会津若松ＩＣ周辺

381 大人と子供がふれあえる場所 小６ 女子 会津若松ＩＣ周辺

382
雑誌にのっているブランド都会にしかないブランド（洋服）のお店を
若松に設けてほしい

小６ 女子 会津若松ＩＣ周辺

383 大きいショッピングモールなど…（イオンやアピタみたいな） 小６ 女子 会津大学周辺地域

384 イオン風の大がた店 小６ 女子 会津大学周辺地域

385 デパートなどがあったらいいと思う。 小６ 女子 会津大学周辺地域

386 デパートや映画館 小６ 女子 会津大学周辺地域

387 イオンタウンみたいなやつ 小６ 女子 会津大学周辺地域

388 アニメイト　アウトレット　ブックストア 小６ 女子 会津大学周辺地域

389 デパート、飲食店 小６ 女子 会津大学周辺地域

390 体もうごかせる大きな公園があったらいいと思う。 小６ 女子 会津大学周辺地域

391 ずっと遊んでいられる公園などがもっと増えるといいと思う。 小６ 女子 会津大学周辺地域

392 アピタなどの大きな店がもっとたくさんあったらいいと思う。 小６ 女子 会津大学周辺地域

393
公園などが今は減ってきているので、子供が遊べたり、休んだりでき
るところがあったらいい。

小６ 女子 会津大学周辺地域

394 自然の緑が豊かな場所 小６ 女子 西若松駅周辺

395 大きく人がたくさんいる所 小６ 女子 西若松駅周辺

396 イオンモール　映画館　パンケーキ屋　遊えん地 小６ 女子 西若松駅周辺

397 ディズニーリゾート（ボンボヤージュかディズニーストアでも） 小６ 女子 西若松駅周辺

398 映画館　大きい洋服屋さん 小６ 女子 西若松駅周辺

399 子どもから大人まで楽しめる施設 小６ 女子 西若松駅周辺

400 映画館　ゲームセンター 小６ 女子 西若松駅周辺
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401
いろいろなデパートがあったらいいと思います。コストコ、アリオ、
イケア、食事場など（理由は、いろいろな人が会津にきてくれるか
ら）

小６ 女子 西若松駅周辺

402 アピタやイオンみたいな映画館があるところ！！ 小６ 女子 西若松駅周辺

403 映画館　ディズニーストア 小６ 女子 西若松駅周辺

404 楽しく遊べる公園 小６ 女子 西若松駅周辺

405 イオンがあったらいいと思います。 小６ 女子 西若松駅周辺

406 大きいお店を作る 小６ 女子 西若松駅周辺

407 イオン 小６ 女子 西若松駅周辺

408 遊園地 小６ 女子 西若松駅周辺

409 大きなデパート 小６ 女子 西若松駅周辺

410 ゲームセンター、ボーリング 小６ 女子 西若松駅周辺

411
デパート、ディズニーランド、ハワイアンズ、百貨店、遊園地、ゲー
セン、USJ

小６ 女子 西若松駅周辺

412
ディズニーランド・シー・ストア、サイゼリア、映画館、イオン、
ジャスコ、遊園地、水族館、ユニバーサルスタジオ、ハワイアンズ

小６ 女子 西若松駅周辺

413 USJ（ユニバーサル）、ディズニーランドとシー 小６ 女子 西若松駅周辺

414
ディズニーランド・ストア、ゲームセンター、イオンシネマ、アウト
レット

小６ 女子 西若松駅周辺

415
デパートなどの大きい建物（いくつか）、映画館、遊べる所（ゲーム
センター・ラウンド１）

小６ 女子 西若松駅周辺

416 映画館・ラウンドワンみたいなところ 小６ 女子 西若松駅周辺

417 ショッピングできる場所 小６ 女子 総合運動公園周辺

418 アピタなどのお店 小６ 女子 総合運動公園周辺

419 遊園地、動物園、水族館、イオン、ブックカフェ 小６ 女子 総合運動公園周辺

420 動物園、水族館、イオン、ゲームセンター 小６ 女子 総合運動公園周辺

421 ショッピングモール、雨や雪が降っても遊べる場所 小６ 女子 総合運動公園周辺

422 イオンなどの建物がほしい 小６ 女子 総合運動公園周辺

423 イオン、ブランド店、遊園地 小６ 女子 総合運動公園周辺

424 ショッピングモール、ゲームセンター、服屋さん 小６ 女子 総合運動公園周辺

425 イオン、デパートなど 小６ 女子 総合運動公園周辺

426 モールとかゲームセンターなどが多くなったらいい 小６ 女子 総合運動公園周辺

427 ららぽーと、映画館 小６ 女子 総合運動公園周辺

428 ディズニーリゾート、ＵＳＪ、イオン、巨大プール、スケート、映画
館

小６ 女子 総合運動公園周辺

429 AEON、うすい、アウトレットモールなどいろいろ。 小６ 女子 総合運動公園周辺

430 いろいろな洋服があったらいい。 小６ 女子 総合運動公園周辺

431 いろいろなようふく屋さんがあったらいいと思う。 小６ 女子 総合運動公園周辺

432
アピタのような一度に食料品、ざっか、本、服などが、一度に行ける
ような、アピタより大きく、便利な所。

小６ 女子 総合運動公園周辺

433 大きな大学、広くていろんな店があるデパート 小６ 女子 総合運動公園周辺

434 大きいビル、大きい植物がたくさんある公園 小６ 女子 総合運動公園周辺

435 デパートや服などのブランドのお店 小６ 女子 総合運動公園周辺

436 いろんな物がある。 小６ 女子 総合運動公園周辺

437 友達と遊びに行ける店や場所があるとうれしい 小６ 女子 中心市街地周辺
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438
いろいろなお店が一つにまとまって買い物ができる場所　大型店だと
子供だけでは行けて楽しい場所

小６ 女子 中心市街地周辺

439
同じような店だけを並べず、いろいろな部分で使えるお店が増えたら
いいと思います

小６ 女子 中心市街地周辺

440
友達同士で楽しめる場所（ゲームとかインテリアとか）100円ショッ
プなど安い所

小６ 女子 中心市街地周辺

441 遊園地などがあったらいい 小６ 女子 中心市街地周辺

442 服や食べ物が売っている所などが全部つながっている店 小６ 女子 中心市街地周辺

443 ショッピングモール 小６ 女子 中心市街地周辺

444
アピタのように洋服のお店や小さいゲームセンター、食べ物のお店が
入ったデパートがあればいいと思います。

小６ 女子 中心市街地周辺

445 東京のようなお店。たくさん買い物ができるところ 小６ 女子 中心市街地周辺

446 ネットきっさ　デパート（サティみたいな） 小６ 女子 中心市街地周辺

447 会津若松市にイオンがあったらいいと思います。 小６ 女子 中心市街地周辺

448
おおきなデパートや室内公園（公園を室内にもっていって、雨の日で
も遊べるようにする）

小６ 女子 中心市街地周辺

449 きれいな公園とか 小６ 女子 中心市街地周辺

450 デパート、カフェ、ブックオフ 小６ 女子 中心市街地周辺

451 デパート、遊園地など 小６ 女子 中心市街地周辺

452 ディズニーランド、ＵＳＪ、イオン、ＡＮＡP 小６ 女子 中心市街地周辺

453
カフェやアピタみたいな自由な世界がほしい。　アピタみたいにいっ
きに買える店がほしい。

小６ 女子 中心市街地周辺

454 イオンのような大型ショッピングモール 小６ 女子 中心市街地周辺

455
アニメイト、ツルハの前にできていたブックオフ←リオンドールと
くっついているようなものではなく、くっついていないブックオフ

小６ 女子 中心市街地周辺

456 東京のような場所 小６ 女子 中心市街地周辺

457 デパートとか商店街、小さな子供も遊べる施設 小６ 女子 中心市街地周辺

458
アニメイトやイオンとディズニーストアなど　アニメ系ゲーム系の場
所がないから欲しい

小６ 女子 中心市街地周辺

459 広い公園　どの年齢も行ける子供しせつ 小６ 女子 中心市街地周辺

460 公園やゲームセンターなど　子どもだけでもいける場所 小６ 女子 中心市街地周辺

461 ふれあいの広場やレストラン、デパートなど 小６ 女子 中心市街地周辺

462
大きいデパートやアウトレットなどのそこに行くだけで服や物や食べ
物がたくさん買える場所

小６ 女子 中心市街地周辺

463 おちつける所　お茶などができる所　楽しく、自由に遊べる所 小６ 女子 中心市街地周辺

464 モール、アウトレット、ドンキホーテ、服屋、ラウンドワン 小６ 女子 中心市街地周辺

465
雪の日でも行けるような大型スーパー（その前にじょ雪からお願いし
たい。）

小６ 女子 中心市街地周辺

466 映画館やほかにもたくさん衣料品などがある建物 小６ 女子 中心市街地周辺

467
ファッションのお店　1つの大きな店にたくさんの店があるお店（イ
オン）

小６ 女子 中心市街地周辺

468 映画館　ファッションブランドのお店（子ども用） 小６ 女子 中心市街地周辺

469 大きい公園 小６ 女子 中心市街地周辺

470 大きい大きいショッピングモール 小６ 女子 中心市街地周辺
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471 ショッピングモール！　ざっかやさん　ほんやさん 小６ 女子 中心市街地周辺

472 ショッピングモールや遊園地など 小６ 女子 中心市街地周辺

473 東京にあるような大きなショッピングモールが会津にもあると便利 小６ 女子 中心市街地周辺

474
映画館、本やさん、デパート→東京みたいな　アニメショップ、テレ
ビ局

小６ 女子 中心市街地周辺

475 ゆうえんち 小６ 女子 中心市街地周辺

476 ららぽーと、コストコ、ＩＫＥA， 映画館 小６ 女子 中心市街地周辺

477 福島市にあるコムコムのような場所　ショッピングモール 小６ 女子 中心市街地周辺

478 イオンや映画館など 小６ 女子 中心市街地周辺

479 大きくて、遊具がたくさんある公園 小６ 女子 中心市街地周辺

480 遊園地やイオンなどの大きなもの 小６ 女子 中心市街地周辺

481 ディズニーストア、アイスリンク、映画館 小６ 女子 中心市街地周辺

482
東京ディズニーリゾート、イオン（映画館も）、ピンクラテ、新幹
線、原宿の全ての店

小６ 女子 中心市街地周辺

483
イオン、ディズニーランド・ストア、遊園地、映画館、水族館、ス
ケートリンク、ハワイアンズ

小６ 女子 中心市街地周辺

484 自然豊かな場所 小６ 女子 猪苗代湖周辺

485 交流の場所 小６ 女子 猪苗代湖周辺

486 大きいスーパーマーケット 小６ 女子 猪苗代湖周辺

487 自分の住む近くに大きい服屋とかが入っている大きな店 小６ 女子 猪苗代湖周辺

488 大きいスーパー 小６ 女子 猪苗代湖周辺

489 みんながくつろげる場所 小６ 女子 東山、飯盛周辺

490 イオンやモール 小６ 女子 東山、飯盛周辺

491 子どもが自由に遊べるキッズホームなどを作ってほしい 小６ 女子 東山、飯盛周辺

492 大型店　アニメイト 小６ 女子 東山、飯盛周辺

493 エスパル 小６ 女子 東山、飯盛周辺

494 イオン、ラウンドワン 小６ 女子 東山、飯盛周辺

495 アニメイト 小６ 女子 東山、飯盛周辺

496 友達と遊べる場所があったり、買い物ができる場所 小６ 女子 東山、飯盛周辺

497 アピタ、カワチなど 小６ 女子 東山、飯盛周辺

498 もっと遊ぶところがほしい 小６ 女子 東山、飯盛周辺

499 大きくて色々な人が楽しむことのできるショッピングモールなど 小６ 女子 東山、飯盛周辺

500
大きくて、なんでもあるようなショッピングモールやアウトレット
身近にあり、子供だけでも遊べるところ

小６ 女子 東山、飯盛周辺

501 本屋やざっか屋 小６ 女子 東山、飯盛周辺

502 新潟のイオンみたいなもの 小６ 女子 東山、飯盛周辺

503 遊園地 小６ 女子 東山、飯盛周辺

504 イオン 小６ 女子 東山、飯盛周辺

505 映画館、児童館 小６ 女子 東山、飯盛周辺

506 遊び場、スポーツ場、自由に入れる大きなハウス 小６ 女子 東山、飯盛周辺

507 東京のような場所　イオンとかエスパルなど 小６ 女子 東山、飯盛周辺

508
東京のように大きい建物やもっと子ども達が遊べる場所があったらい
い。

小６ 女子 東山、飯盛周辺

509 遊園地、ディズニー、イオン 小６ 女子 北会津地域
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510 イオンや大きな公園とかが増えてほしい。 小６ 女子 北会津地域

511 ショッピングモール　映画館 小６ 女子 北会津地域

512 なんでも売ってるような大きいデパート 小６ 女子 北会津地域

513 イオンモールなどのデパート 小６ 女子 北会津地域

514 でっかいイオン、アウトレット 小６ 女子 北会津地域

515
自由に出入りができて、いろいろな遊び道具が置いてある所があった
らうれしいです。

小６ 女子 北会津地域

516 ショッピングモール、遊園地 小６ 女子 北会津地域

517 デパートなど 小６ 女子 北会津地域

518 デパート 小６ 女子 北会津地域

519 デパート、スーパー 小６ 女子 北会津地域

520 イオンタウン、ショッピングモール 小６ 女子 北会津地域

521 映画館、アウトレット、ショッピングモールなど 小６ 女子 北会津地域

522 イオンタウン（ジャスコ）みたいなとこ 小６ 女子 北会津地域

523
遊園地、えいが館、ディズニーランド・シー、ショッピングモール
（イオン、アウトレット）、ハワイアンズ

小６ 女子 北会津地域

524 友人と遊べる場所 小６ 女子 無回答

525 大きく、広い、遊ぶ場所 小６ 女子 無回答

526 巨大ショッピングセンター 中１ 男子 芦ノ牧、大川周辺

527 イオンモール、水族館、ゲーセン、映画館、温泉 中１ 男子 河東地域

528 ラウンド１的なみたいなものです。 中１ 男子 河東地域

529 ショッピングできる所や食べられる所 中１ 男子 河東地域

530 いろんなところ 中１ 男子 河東地域

531 ラウンドワンのような施設をつくってほしい 中１ 男子 河東地域

532 ゲームセンターとかアピタ 中１ 男子 河東地域

533 いろいろなスポーツなどを一回に遊べるところなど 中１ 男子 河東地域

534 イオン 中１ 男子 河東地域

535 イオン、ゲームセンター、ホテル、サバゲー 中１ 男子 河東地域

536 ショッピングモール 中１ 男子 河東地域

537 食べ歩きが楽にできるような場所 中１ 男子 河東地域

538 ブックオフ、イオン、ツタヤ 中１ 男子 河東地域

539 人と人のかかわりがすごくあらわれる場所 中１ 男子 会津若松ＩＣ周辺

540 広い公園、ショッピングモール、スポーツがいろいろできる場所 中１ 男子 会津若松ＩＣ周辺

541 ラウンドワン、ドンキホーテ、イオン、映画館、スターバックス 中１ 男子 会津若松ＩＣ周辺

542 映画館 中１ 男子 会津若松ＩＣ周辺

543 映画館 中１ 男子 会津若松ＩＣ周辺

544 遊園地 中１ 男子 会津若松ＩＣ周辺

545
イトーヨーカドー、ゲームセンター、イオンタウン、ヨドバシカメ
ラ、問いザラス、高層ビル、ランドマークタワーのような物、遊園地

中１ 男子 会津大学周辺地域

546 活発で元気で大きい施設 中１ 男子 会津大学周辺地域

547 東京や近未来的な場所 中１ 男子 会津大学周辺地域

548 ゲームセンター、つりぼり 中１ 男子 会津大学周辺地域

549 ゲームセンター、陸上店 中１ 男子 会津大学周辺地域
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550 テニスコートなど 中１ 男子 会津大学周辺地域

551 セブンがいっぱい。えいがかんも。 中１ 男子 会津大学周辺地域

552 ゲーセン、ショッピングセンター 中１ 男子 会津大学周辺地域

553 大型ショッピングモール 中１ 男子 市外

554 アピタのような大きい店が多くほしい。 中１ 男子 市外

555 大型デパート 中１ 男子 市外

556 大型の店が増えればいいな。 中１ 男子 市外

557
いせたん（伊勢丹）、アウトレット、ディズニーランド、イオンシネ
マ、ＵＳＡ（ユニバーサル）

中１ 男子 市外

558 ヨドバシカメラとか 中１ 男子 西若松駅周辺

559 テーマパーク、映画館 中１ 男子 西若松駅周辺

560 大きなショッピングセンター、お年寄りの方々にも楽しめる場所 中１ 男子 西若松駅周辺

561 映画館やイオンなどの大型な店。遊園地。 中１ 男子 西若松駅周辺

562 映画館、ゲームセンター、デパート 中１ 男子 西若松駅周辺

563 大型ショッピングセンターなど。 中１ 男子 西若松駅周辺

564 映画館 中１ 男子 西若松駅周辺

565 映画館。ショッピングモール。 中１ 男子 西若松駅周辺

566 遊園地、映画館 中１ 男子 西若松駅周辺

567 イオン、ノバ、サイゼリア、ラウンドワン 中１ 男子 総合運動公園周辺

568 イオン、ビックカメラ、ゲームセンター、ラウンドワン、すしざんま
い

中１ 男子 総合運動公園周辺

569 イオン、ラウンドワン、ドンキホーテ 中１ 男子 総合運動公園周辺

570 アップルストア、ドンキ 中１ 男子 総合運動公園周辺

571 イオン、ラウンドワン 中１ 男子 総合運動公園周辺

572 イオン的なところ 中１ 男子 総合運動公園周辺

573 おかしや 中１ 男子 総合運動公園周辺

574 アピタ、サーティーンなどのみんなで集まって遊んだりするところ 中１ 男子 中心市街地周辺

575 大型デパート、ショッピングモールなど 中１ 男子 中心市街地周辺

576 ショッピングモールのような人が多く集まる場所 中１ 男子 中心市街地周辺

577 イオンやサティなどの施設 中１ 男子 中心市街地周辺

578 大型デパート（イオンなど）中心部にスポーツ競技場（最新） 中１ 男子 中心市街地周辺

579 イオン、ラウンドワン 中１ 男子 中心市街地周辺

580 スポーツ施設、遊び場 中１ 男子 中心市街地周辺

581 みんなの遊びの場 中１ 男子 中心市街地周辺

582 イオンタウン、アウトレットなど大型商業施設 中１ 男子 中心市街地周辺

583 ラウンドワン 中１ 男子 中心市街地周辺

584 映画館をつくる 中１ 男子 中心市街地周辺

585 映画館 中１ 男子 中心市街地周辺

586 映画館 中１ 男子 中心市街地周辺

587 ヨドバシカメラ、イオン、ロッテリア、ラウンド１、ドンキホーテ 中１ 男子 中心市街地周辺

588 サイゼリヤ 中１ 男子 中心市街地周辺

589 テニスショップ、ヨドバシカメラ 中１ 男子 中心市街地周辺

590 人がたくさん集まる、ショッピングモールやゲームセンター、映画館 中１ 男子 中心市街地周辺

591 広い公園（広場）、ショッピングモール 中１ 男子 中心市街地周辺

592 ショッピングモールなど、大規模の場所 中１ 男子 中心市街地周辺
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593 大きい店 中１ 男子 中心市街地周辺

594 大きい公園（サッカーできる） 中１ 男子 中心市街地周辺

595 ショッピングセンター 中１ 男子 中心市街地周辺

596 大きいショッピングモールがたくさんあってほしい。 中１ 男子 中心市街地周辺

597 ひろいとこ 中１ 男子 中心市街地周辺

598 うんどうじょう 中１ 男子 中心市街地周辺

599 イオン、ゲーセン、ラウンド１ 中１ 男子 中心市街地周辺

600 イオン、うすい、ビル、ゲーセン 中１ 男子 中心市街地周辺

601 アピタみたいな店 中１ 男子 猪苗代湖周辺

602
スタバ、ラウンドワン、ポケモンセンター、びっくりドンキー、ド
ン・キホーテ、ガッテンずし

中１ 男子 猪苗代湖周辺

603 デパート 中１ 男子 猪苗代湖周辺

604 ラウンドワン 中１ 男子 猪苗代湖周辺

605 大きなショッピングモール、びっくりドンキー 中１ 男子 猪苗代湖周辺

606 デパートやゲームセンター 中１ 男子 猪苗代湖周辺

607 アメ横みたいな面白そうな場所 中１ 男子 猪苗代湖周辺

608 遊園地やショッピングモールがあればいいとおもう 中１ 男子 東山、飯盛周辺

609 ラウンドワン、ディズニー、イオンなど 中１ 男子 東山、飯盛周辺

610 ラウンドワンや大型ショッピングセンターなど 中１ 男子 東山、飯盛周辺

611 デパート 中１ 男子 東山、飯盛周辺

612 友達と遊べる場所がなく、あったとしても遠いから困る 中１ 男子 東山、飯盛周辺

613 市外の人や県外の人が楽しんでくるまち 中１ 男子 東山、飯盛周辺

614 イオンみたいなデパートがあればいい 中１ 男子 東山、飯盛周辺

615 いろいろな人が楽しめる場所 中１ 男子 東山、飯盛周辺

616 ゆうえんち 中１ 男子 東山、飯盛周辺

617 イオン、ラウンドワン、109的なデパート、コンサートホール 中１ 男子 北会津地域

618 ショッピングモール 中１ 男子 北会津地域

619 イオン 中１ 男子 北会津地域

620 イオン、ゲーセン、ショッピングモール 中１ 男子

621
スーパーマーケットの中の３階にゲーセンとか映画館、地下１階にラ
ウンドワン

中１ 男子

622 家族や友達と遊べる場所、アウトレットなど 中１ 女子 芦ノ牧、大川周辺

623 児童館や公園を増やす 中１ 女子 芦ノ牧、大川周辺

624 パン屋を増やしてほしい 中１ 女子 芦ノ牧、大川周辺

625 ゲームセンター、本屋 中１ 女子 河東地域

626 ショッピングセンター、アニメイト、本屋、映画館、服屋 中１ 女子 河東地域

627 ショッピングモール、ジャごｰﾖ、ドーム（アリーナ）、動物園 中１ 女子 河東地域

628
ライブとかできるところがあったほうがいい。電車の本数を増やして
ほしい

中１ 女子 河東地域

629 専門の店ができればいい 中１ 女子 河東地域

630
ライブ会場、ショッピングセンター（イオンとか）、レピピ、ピンク
ラテ、Ｈ＆Ｍ、ラウンドワン

中１ 女子 河東地域

631 スタバ、イオン、映画館、河東にもミニストップ 中１ 女子 河東地域

632 ねこカフェ、映画館、モール 中１ 女子 河東地域
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633 アニメイト、イオン、アピタ 中１ 女子 河東地域

634 ショッピングモール（イオンとか） 中１ 女子 河東地域

635
映画館、アニメイト、本屋、ざっか屋、ショッピングセンター、ゲー
ムセンター、しまむら、だがし屋、カラオケ、大きい図書館、ぶんぼ
うぐ屋

中１ 女子 河東地域

636 画材屋さんとかスタバ 中１ 女子 会津若松ＩＣ周辺

637
大きいアニメイト、映画館、ラウンドワン、ドンキホーテ、スポーツ
用品店、服屋

中１ 女子 会津若松ＩＣ周辺

638 映画館、アニメイト、ドンキホーテ、ラウンドワン、スポーツ用品店 中１ 女子 会津若松ＩＣ周辺

639 ゲーセンをもっと建ててほしい　映画館を建ててほしい 中１ 女子 会津若松ＩＣ周辺

640 大きいデパート（イオンなど）、ラウンドワンなど 中１ 女子 会津若松ＩＣ周辺

641 映画館、アニメショップ 中１ 女子 会津若松ＩＣ周辺

642 映画館、イオン、水族館、動物園、公園、スケート場、遊園地　など 中１ 女子 会津若松ＩＣ周辺

643 映画館、遊園地、スターバックスなど 中１ 女子 会津若松ＩＣ周辺

644 映画館、アニメイト、スケート場、ラウンドワン、イオン 中１ 女子 会津若松ＩＣ周辺

645 遊園地、ショッピングモール、アウトレットショップ 中１ 女子 会津大学周辺地域

646 うすいやＩＴなどデパート。遊園地、アニメイトやとらのあななど 中１ 女子 会津大学周辺地域

647 もっと、子供（小、中学生）が遊べる場所を増やしてほしい 中１ 女子 会津大学周辺地域

648
映画館！！　遊び場（ディズニー、ディズニーストア、ゲームセン
ター、ショッピング）

中１ 女子 会津大学周辺地域

649 イオンモール、うすいなど　みんなとふれあう所　大きいデパート 中１ 女子 会津大学周辺地域

650
映画館、大きなショッピングモール（新潟に行かなくて済むよう
に）、ディズニーストア　理由：会津から新潟まで行くのには、時間
もお金もかかるから

中１ 女子 会津大学周辺地域

651 ライブができるドームや大きいデパート。 中１ 女子 会津大学周辺地域

652 イオンタウン、大きいショッピングセンター。 中１ 女子 会津大学周辺地域

653 もっと服を買うところ。どうぶつ園。ゆうえんち。 中１ 女子 会津大学周辺地域

654 ブランド店、映画館、遊園地 中１ 女子 会津大学周辺地域

655
若者が行くようなおしゃれなお店やブランドの服がおいてあるお店が
ほしい。友達と普通に行けるお店がなさすぎる。

中１ 女子 会津大学周辺地域

656
もう少しみんなで楽しめる場所が増えてほしい。便利になってほし
い。

中１ 女子 会津大学周辺地域

657
イオンみたいな多く名ショッピングモール。ラウンドワン。映画館。
びっくりドンキー。

中１ 女子 会津大学周辺地域

658
アニメイト、中古（古本）屋、子どもでも（未成年でも）いらない物
が売れるところ!!

中１ 女子 会津大学周辺地域

659 ショッピングモール!!ゆうえん地。水ぞくかん。スタバなど。 中１ 女子 会津大学周辺地域

660 イオン、遊園地 中１ 女子 市外

661 買い物や遊び、スポーツができる場所 中１ 女子 市外

662 デパート系を駅の近くに建ってほしい。 中１ 女子 市外

663 イオン、エスパル、ヨドバシカメラ 中１ 女子 市外

664 自然の公園 中１ 女子 市外

665 乗馬施設、音楽施設 中１ 女子 市外

666 ゲームセンターなどを増やしてほしい。 中１ 女子 市外

667 アウトレット、品ぞろえがいい本屋 中１ 女子 市外
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668
アウトレットみたく、カフェも入っていて広い施設、ジャニーズ
ショップなど、映画館も

中１ 女子 市外

669 ショッピングモール（イオンなど）、映画館 中１ 女子 西若松駅周辺

670
アウトレット、大きいアニメイト、イオン、映画館、遊園地→お化け
屋敷やジェットコースター

中１ 女子 西若松駅周辺

671
遊ぶ場所　アピタやＮＯＶＡもいいけど、ラウンドワンとか楽しくて
ひまができないような所　東京や都会とかみたいに5,6階まであるデ
パート

中１ 女子 西若松駅周辺

672 大きなデパートなど 中１ 女子 西若松駅周辺

673 映画館、展望台 中１ 女子 西若松駅周辺

674 映画館、ショッピングモール、イオン、レイクタウン、遊園地！ 中１ 女子 西若松駅周辺

675
（イオン）ショッピングモールなどの大きなお店。遊園地。新しい図
書館。

中１ 女子 西若松駅周辺

676 大きなショッピングモールや、大きなゲームセンターばど。 中１ 女子 西若松駅周辺

677
遊園地、お菓子屋、ボーリング場、大きいスポーツ店、買い物できる
大きい店、ゲームセンター

中１ 女子 西若松駅周辺

678
ショッピングセンターより小さく、ゲームができたり、いろんな店が
あり、交通も便利な施設。会津の歴史人物について学べる施設。

中１ 女子 西若松駅周辺

679 買い物や映画やマックなど。ラーメンやさん 中１ 女子 西若松駅周辺

680 イオン、イオンタウン等・・・。 中１ 女子 西若松駅周辺

681 映画館、遊園地 中１ 女子 西若松駅周辺

682 ゲームなど。より楽しく遊べるゆうえんちのような場所。 中１ 女子 西若松駅周辺

683 いろいろ便利な物が変える場所 中１ 女子 総合運動公園周辺

684 イオン、ラウンドワン 中１ 女子 総合運動公園周辺

685 都会だけど落ち着くまち 中１ 女子 総合運動公園周辺

686 買い物場 中１ 女子 総合運動公園周辺

687 イオンみたいな感じの 中１ 女子 総合運動公園周辺

688 イオンなど 中１ 女子 総合運動公園周辺

689 デパート 中１ 女子 総合運動公園周辺

690 デパート、遊び場 中１ 女子 総合運動公園周辺

691 大きなデパート（イオンなど）、ジャニーズショップ 中１ 女子 総合運動公園周辺

692 いろいろな物がそのお店で買えるようなデパート 中１ 女子 総合運動公園周辺

693
ゆっくりできる映画館などあったらいい。スターバックスのようにな
かなかないお店があったらいいです。

中１ 女子 総合運動公園周辺

694
東京みたいなビルってゆうか、そうゆう、でっかいビル、たてもの。
ゆうえんち。

中１ 女子 総合運動公園周辺

695
イオン、ジャスコ、アニメイト、ＣＤショップ、映画館があったらい
いなと思う。

中１ 女子 中心市街地周辺

696
大きいデパート（バリアフリーの）、旅行に来た人がまた来たいと思
えるような若い人から老人まで楽しめるところ

中１ 女子 中心市街地周辺

697 大型デパート 中１ 女子 中心市街地周辺

698
ショッピングモール（イオン）など大きな建物、他の県の人でも来れ
る場所、映画館

中１ 女子 中心市街地周辺

699 ショッピングモールなど、雑貨を売っているところ、遊園地 中１ 女子 中心市街地周辺

700 雑貨屋やショッピングモールなど 中１ 女子 中心市街地周辺
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701 ショッピングモール、映画館 中１ 女子 中心市街地周辺

702 デパートなどの大きな施設 中１ 女子 中心市街地周辺

703 東京の109やブランドショップ、ららぽとか 中１ 女子 中心市街地周辺

704 デパートなどの１日過ごせるような場所 中１ 女子 中心市街地周辺

705 飲食店や遊園地などの遊び場をもっとたくさんあったらいい 中１ 女子 中心市街地周辺

706 プール、スケート場、無料でできるスポーツ施設 中１ 女子 中心市街地周辺

707 アピタのような大きな店があったらいい 中１ 女子 中心市街地周辺

708 アウトレット、イオン 中１ 女子 中心市街地周辺

709 アピタのような大きい店 中１ 女子 中心市街地周辺

710 アピタ 中１ 女子 中心市街地周辺

711 びっくりドンキー 中１ 女子 中心市街地周辺

712
今はデパートが少ないので大きいデパートとか、子ども（小さい）だ
けのキッズみたいなものだけでなく、大人まで楽しめるショッピング
モールができてほしい！

中１ 女子 中心市街地周辺

713
郡山の「モール」や「うすい」みたいな所がいっぱいあったらいいと
思う。（アピタはなんか物足りない）

中１ 女子 中心市街地周辺

714 映画館、ラウンドワンのように体を動かし、楽しめる施設 中１ 女子 中心市街地周辺

715 アピタみたいな大型ショッピングセンター 中１ 女子 中心市街地周辺

716
大きなデパートなどがあればいい（イオンとか）。遊園地や映画館が
あったらいい。

中１ 女子 中心市街地周辺

717 アピタより大きな店 中１ 女子 中心市街地周辺

718 遊ぶところ 中１ 女子 中心市街地周辺

719 ジャニーズコーナー、デパート、遊園地 中１ 女子 中心市街地周辺

720 イオンモールなどの大きなショッピングセンター 中１ 女子 中心市街地周辺

721 ブランドを増やす。映画館をつくる。イオンが欲しい。 中１ 女子 中心市街地周辺

722 映画館 中１ 女子 中心市街地周辺

723
映画館、イオン、遊園地、ディズニーランド、ディズニーシー、ビル
を多く。

中１ 女子 中心市街地周辺

724 遊べる場所と買い物できる場所 中１ 女子 中心市街地周辺

725 デパートなど 中１ 女子 中心市街地周辺

726 百貨店など、大きなお店があったらいいと思います。 中１ 女子 猪苗代湖周辺

727 アピタ、イオン、遊園地、ホテル 中１ 女子 猪苗代湖周辺

728 デパートなど 中１ 女子 猪苗代湖周辺

729 イオン、ラウンドワン、アピタ、映画館 中１ 女子 猪苗代湖周辺

730
新潟の亀田イオンみたいなショッピングモールやコストコなどがあっ
たらいい。あと原宿とかディズニーランドとか

中１ 女子 東山、飯盛周辺

731 ショッピングモール 中１ 女子 東山、飯盛周辺

732 デパートなどの大きな買い物をする場所 中１ 女子 東山、飯盛周辺

733 皆の家の近くに何でもそろっているお店があったらいいなと思います 中１ 女子 東山、飯盛周辺

734
イオン、びっくりドンキー、アピタ以外の大きいデパートがあるとう
れしい

中１ 女子 東山、飯盛周辺

735 イオン、サティ、アニメイト 中１ 女子 東山、飯盛周辺

736 友達と楽しめる施設（ショッピングセンターなど）　映画館 中１ 女子 東山、飯盛周辺

737 せまいのでできないとは思いますが、イオンなどのデパート 中１ 女子 東山、飯盛周辺
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738
イオンやモールなど大きくて、便利で物がたくさんある、買い物がで
きる場

中１ 女子 北会津地域

739
イオンなど今のアピタより大きいデパート、室内で楽しく遊べる場
所、今の会津にないお店があるといい

中１ 女子 北会津地域

740 イオン、ラウンドワン、109的な 中１ 女子 北会津地域

741 イオンモール、お店 中１ 女子 北会津地域

742 大型ショッピングモール 中１ 女子 北会津地域

743
イオンモールや雑誌にのっているお店、分単位で出発する都会みたい
な電車

中１ 女子 北会津地域

744
ウィゴー、キャンドゥ、無印良品、ワチヒールド、イオン、映画館、
アニメグッツショップ、ドンキホーテ、サークルケーサンクス、ファ
ンシー系の店、ネコカフェ、サイゼリア

中１ 女子 北会津地域

745 ショッピングセンターが増えたらいい 中１ 女子 北会津地域

746
ブックカフェ、大きな映画館、リラックマショップ、ＴＳＵＴＡＹＡ
図書館、ロッテリア、ジョイフル、ロイヤルホスト、ドンキホーテ、
遊園地

中１ 女子 北会津地域

747 アピタ、イオン、100円ショップ、パン屋 中１ 女子 北会津地域

748
神明通りに店が減ってきているからもっと店が多くなり、にぎやかな
場所にしてほしい。

中１ 女子 北会津地域

749 サッカーグランド以上の広場 中２ 男子 芦ノ牧、大川周辺

750 ゲームセンター 中２ 男子 芦ノ牧、大川周辺

751 大戸町にもちょっと店があったらいい 中２ 男子 芦ノ牧、大川周辺

752 デパートや遊べたり、本など買える場所がいいです。 中２ 男子 会津若松ＩＣ周辺

753 ゲームセンター 中２ 男子 会津若松ＩＣ周辺

754 友達とワイワイできる場所 中２ 男子 会津若松ＩＣ周辺

755 ラウンドワンみたいな場所 中２ 男子 会津若松ＩＣ周辺

756 大きな公園やショッピングモールなど 中２ 男子 会津若松ＩＣ周辺

757 ラウンド１、イオン、アウトレット、ゲームセンター 中２ 男子 会津若松ＩＣ周辺

758 ラウンドワン的なもの 中２ 男子 会津若松ＩＣ周辺

759 ラウンドワン、遊園地 中２ 男子 会津若松ＩＣ周辺

760 大型ショッピングモールやアミューズメント施設など 中２ 男子 会津若松ＩＣ周辺

761 友人などと行動できる場所 中２ 男子 会津若松ＩＣ周辺

762
ラウンドワン、映画館、グッチやジョイリッチなどのブランド店。イ
オンタウン、ヒマラヤ、トイザラス、ドンキホーテ、ロッテリア。屋
内スキー場。

中２ 男子 会津若松ＩＣ周辺

763 買い物ができるところ 中２ 男子 会津大学周辺地域

764 電気店 中２ 男子 会津大学周辺地域

765 大型デパート 中２ 男子 会津大学周辺地域

766 東京や仙台のように老若男女が気軽に買い物ができるところ 中２ 男子 会津大学周辺地域

767 ジャスコ的な 中２ 男子 会津大学周辺地域

768 ショッピングモール 中２ 男子 会津大学周辺地域

769 デパート、イオンタウン 中２ 男子 会津大学周辺地域

770 色々な店。遊んだり、買い物ができる場所 中２ 男子 会津大学周辺地域

771 スポーツ施設 中２ 男子 市外

772 楽しめる所、飲食店やカラオケ、ゲームセンター 中２ 男子 市外
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773 デパート 中２ 男子 市外

774 きょだいゲームセンター 中２ 男子 市外

775 イオン、ディズニーランド 中２ 男子 西若松駅周辺

776 イベント 中２ 男子 西若松駅周辺

777 遊園地やアピタなどの大きな店など 中２ 男子 西若松駅周辺

778 遊べる場所、明るいところ、デパート、Ｒ1 中２ 男子 西若松駅周辺

779 スターバックス、イオン、イオンシネマ、東京までの特急 中２ 男子 西若松駅周辺

780 ゲーセン 中２ 男子 総合運動公園周辺

781 ラウンド１、ゲーセンをもっと、デパート 中２ 男子 総合運動公園周辺

782 遊ぶ場所 中２ 男子 総合運動公園周辺

783 デパート 中２ 男子 総合運動公園周辺

784 大きなデパートやアウトレット 中２ 男子 総合運動公園周辺

785
若者が気軽に集える場所　スポーツなどを通して交流できる場所（ま
ちなか）

中２ 男子 総合運動公園周辺

786 建物 中２ 男子 総合運動公園周辺

787 映画館 中２ 男子 中心市街地周辺

788 公園をもっと大きくしてスポーツがいっぱいできる公園 中２ 男子 中心市街地周辺

789 ジャスコ、ハワイアンズ 中２ 男子 中心市街地周辺

790 遊べる場所 中２ 男子 中心市街地周辺

791 ラウンドワン、ガンダムカフェ、トイザラス、イオン 中２ 男子 中心市街地周辺

792 みんなと遊べる場所 中２ 男子 中心市街地周辺

793 映画館、ショッピングモール 中２ 男子 中心市街地周辺

794 いろいろなメーカーが集まった大きい建物 中２ 男子 中心市街地周辺

795 人工芝か天然芝のサッカー場 中２ 男子 中心市街地周辺

796
郡山市にあるイオンなどショッピングモールがアピタ以外にほしいで
す

中２ 男子 中心市街地周辺

797 大きいデパートや映画館 中２ 男子 中心市街地周辺

798 映画館、ジャスコ 中２ 男子 中心市街地周辺

799 ショッピングモール、服のブランド店 中２ 男子 中心市街地周辺

800 ショッピングモール、文房具屋 中２ 男子 中心市街地周辺

801 文房具屋、雑貨屋、若者ブランドの店、メンズブランド、モール 中２ 男子 中心市街地周辺

802 大きい店 中２ 男子 中心市街地周辺

803 巨大なデパートがふえて欲しい。 中２ 男子 中心市街地周辺

804 広い場所 中２ 男子 中心市街地周辺

805 ゲームセンター 中２ 男子 中心市街地周辺

806 映画館！ 中２ 男子 中心市街地周辺

807 ショッピングモールを増やしてほしい。 中２ 男子 中心市街地周辺

808 遊園地、ショッピングモール 中２ 男子 中心市街地周辺

809 デパートなど 中２ 男子 中心市街地周辺

810 映画館やショッピングモール、コンビニ等 中２ 男子 中心市街地周辺

811 ショッピングモール 中２ 男子 猪苗代湖周辺

812 大きな本屋 中２ 男子 猪苗代湖周辺

813 買い物ができる場 中２ 男子 猪苗代湖周辺

814 デパート 中２ 男子 猪苗代湖周辺

167



整理
№

回答 学年 性別 居住地区

16　16　16　16　どのようなどのようなどのようなどのような場所場所場所場所がががが会津若松会津若松会津若松会津若松にあったらいいとにあったらいいとにあったらいいとにあったらいいと思思思思いますかいますかいますかいますか

815 福島市などにある物 中２ 男子 猪苗代湖周辺

816 遊園地 中２ 男子 東山、飯盛周辺

817 サティのようなデパートを増やしてほしい 中２ 男子 東山、飯盛周辺

818 ラウンド１、イオン、サッカースタジアム 中２ 男子 東山、飯盛周辺

819 ゲームセンター 中２ 男子 東山、飯盛周辺

820 大きなデパートや映画館 中２ 男子 東山、飯盛周辺

821 映画館 中２ 男子 北会津地域

822 映画館 中２ 男子 北会津地域

823 なんでも売っているところ 中２ 男子 北会津地域

824 店 中２ 男子 北会津地域

825 家族、友人などと楽しめるとこ 中２ 男子 北会津地域

826 東京みたいにドンキホーテとかジャスコとかデパートメントストア 中２ 男子 北会津地域

827 アウトレットモール 中２ 男子 北会津地域

828 アウトレット、洋服の店、ファストフード店 中２ 女子 芦ノ牧、大川周辺

829 服屋など 中２ 女子 芦ノ牧、大川周辺

830 遊園地とか 中２ 女子 芦ノ牧、大川周辺

831 映画館、ラウンドワン、イオン 中２ 女子 芦ノ牧、大川周辺

832 大型ショッピングセンター 中２ 女子 会津若松ＩＣ周辺

833 イオンやアニメイトがあったらいいなと思いました。 中２ 女子 会津若松ＩＣ周辺

834 イオンなどのショッピングモール、映画館、アニメイト 中２ 女子 会津若松ＩＣ周辺

835
イオン、ミニストップ、映画館、子どもから大人まで遊べるスポーツ
施設、衣服を売っている店

中２ 女子 会津若松ＩＣ周辺

836
大型ショッピングモール、サティとかがなくなったから不便な地域に
店が欲しい。

中２ 女子 会津若松ＩＣ周辺

837 遊園地、ショッピングモール 中２ 女子 会津若松ＩＣ周辺

838 大型ショッピングモール、イオン、映画館、ラウンドワン 中２ 女子 会津若松ＩＣ周辺

839 ショッピングモールやイオンなど 中２ 女子 会津若松ＩＣ周辺

840 あきないで楽しく過ごせる場所 中２ 女子 会津若松ＩＣ周辺

841 大きなデパート　遊園地　映画館 中２ 女子 会津大学周辺地域

842
イオンモールとかアウトレットとか、109みたいなところとか。プー
ル施設　駅の中の店を増やしてほしい　とにかく大きいショッピング
モール

中２ 女子 会津大学周辺地域

843
ラウンドワンのようなレジャー（？）施設、買い物できるような大き
な店（アピタしかない）

中２ 女子 会津大学周辺地域

844 遊ぶ場所 中２ 女子 会津大学周辺地域

845 ショッピングモール、映画館 中２ 女子 会津大学周辺地域

846
文ぼう具屋。東京で有名なお店。いろいろな文ぼう具が買いたいから
遠くにいかなくても買い物ができる。

中２ 女子 会津大学周辺地域

847
ホールみたいなみんなが集まれる場所がほしい。買い物できる大きな
場所がほしい。

中２ 女子 会津大学周辺地域

848 文具などが売っている所。とくに大学とか、文化施設周辺。 中２ 女子 会津大学周辺地域

849
駅に駅ビルみたいなのをつくったり、アピタみたいなのを市内に！
あったらいいと思う。

中２ 女子 会津大学周辺地域

850 郡山にあるような大きなビルがえきまえにあったらいいと思う。 中２ 女子 会津大学周辺地域
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851 イオンなど大きな店 中２ 女子 会津大学周辺地域

852 本を買える場所。ＣＤやＤＶＤなどが買える場所 中２ 女子 会津大学周辺地域

853 遊ぶ場所、買い物する場所。 中２ 女子 会津大学周辺地域

854 デパート 中２ 女子 会津大学周辺地域

855 イオンやラウンドワン。ショッピングできるところ。 中２ 女子 会津大学周辺地域

856 イオン、映画 中２ 女子 会津大学周辺地域

857 あってもなくても住み続けようとは思わない。 中２ 女子 市外

858 デパート、かっこいい建築物 中２ 女子 市外

859 デパート 中２ 女子 市外

860 映画館、アピタみたいなのが市の中心部にあったら楽 中２ 女子 市外

861 都市化、デパート 中２ 女子 市外

862 とにかく品揃えよくて、東京とかにあるような店 中２ 女子 市外

863 デパート、東京についていけてるくらいの充実したお店 中２ 女子 市外

864 にぎやかな場所 中２ 女子 市外

865 ショッピングモールなど 中２ 女子 市外

866
イベントとか、アニメとか１年に１度とかのペースでそういうのが集
まるやつとか。鶴ケ城を舞台にして戦国武将についてのイベントと
か。

中２ 女子 市外

867 大学など 中２ 女子 市外

868 みんながたくさん遊びに来てくれる所 中２ 女子 市外

869 あきないような所 中２ 女子 市外

870
会津若松市の中心となる場所にデパートのようなものをつくってほし
い。駅から近い所

中２ 女子 市外

871 映画館、ドンキホーテ 中２ 女子 西若松駅周辺

872 ショッピングモール 中２ 女子 西若松駅周辺

873
大型ショッピングモール、スタバ、映画館、トレーニングジム、東京
みたいに電車がたくさん通ってほしい。アディダスのショップ

中２ 女子 西若松駅周辺

874 郡山みたいな大きなデパートみたいなのがほしい 中２ 女子 西若松駅周辺

875 もっと遊べる場所 中２ 女子 西若松駅周辺

876 ショッピングモール的なものが駅周辺にあったらいいと思う。 中２ 女子 西若松駅周辺

877
イオン、デパート、モール、大きい店、映画館、レストラン、ちっ
ちゃい雑貨、遊園地

中２ 女子 総合運動公園周辺

878 アニメイト、大きなデパート 中２ 女子 総合運動公園周辺

879
イオンとか若い人に人気のブランドのお店とか、スタバを作ってほし
い

中２ 女子 総合運動公園周辺

880 デパート、映画館 中２ 女子 総合運動公園周辺

881 ショッピングセンター、服屋、デパート 中２ 女子 総合運動公園周辺

882 買い物ができる場所、イオンとかデパート 中２ 女子 総合運動公園周辺

883 映画館、デパート、ゆうぎ場 中２ 女子 総合運動公園周辺

884 アピタ的なお店をいくつかほしいです 中２ 女子 総合運動公園周辺

885 大きなショッピングセンター、遊ぶ施設 中２ 女子 総合運動公園周辺

886 大型ショッピングセンター、大きい本屋 中２ 女子 総合運動公園周辺

887 東京みたいにたくさんのお店 中２ 女子 総合運動公園周辺

888 遊べる場所　都会のように色んなお店があると、とっても良い。 中２ 女子 総合運動公園周辺

889 買い物、遊ぶ場所がもっとあったらいい。 中２ 女子 総合運動公園周辺
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16　16　16　16　どのようなどのようなどのようなどのような場所場所場所場所がががが会津若松会津若松会津若松会津若松にあったらいいとにあったらいいとにあったらいいとにあったらいいと思思思思いますかいますかいますかいますか

890 デパート 中２ 女子 中心市街地周辺

891
ショッピングモール、デパート、商店街、遊園地、ディスニー、ゲー
ムセンター、大型公園、ウォータースライダー、スタバ、テーマパー
ク

中２ 女子 中心市街地周辺

892 アニメイト、ゲームセンター 中２ 女子 中心市街地周辺

893 イオン、ラウンドワン 中２ 女子 中心市街地周辺

894 遊んだり、買い物をしたりできる場所 中２ 女子 中心市街地周辺

895 ゲーセン、ラウンドワン、イオンなどを増やしてほしい 中２ 女子 中心市街地周辺

896 ゲームセンターや大きなデパート。ライブができる大きな会場 中２ 女子 中心市街地周辺

897 通いやすい図書館がほしいです。自由に勉強できる場所 中２ 女子 中心市街地周辺

898 イオンなど 中２ 女子 中心市街地周辺

899 イオンシネマ、ドンキホーテ、ラウンドワン 中２ 女子 中心市街地周辺

900 映画館、イオン 中２ 女子 中心市街地周辺

901 ＲＯＵＮＮＤ１ 中２ 女子 中心市街地周辺

902 イオン、映画館、百貨店 中２ 女子 中心市街地周辺

903 ショッピングモール 中２ 女子 中心市街地周辺

904 映画館 中２ 女子 中心市街地周辺

905 映画館、遊園地 中２ 女子 中心市街地周辺

906
イオンなどの大きいショッピングモール、映画館、スターバックス
コーヒー

中２ 女子 中心市街地周辺

907 デパートのような場所 中２ 女子 中心市街地周辺

908 遊園地 中２ 女子 中心市街地周辺

909 ショッピングモール、映画館、郡山のイオンタウン的な 中２ 女子 中心市街地周辺

910 ショッピングモール、交通の整備、映画館 中２ 女子 中心市街地周辺

911 公園、お店 中２ 女子 中心市街地周辺

912
友達と遊んだり、家族と買い物ができるような施設←大型ショッピン
グセンターなど

中２ 女子 中心市街地周辺

913 大人から子供までが楽しめるテーマパークなど。 中２ 女子 中心市街地周辺

914 気軽に買い物に行ける。ショッピングモールなど。 中２ 女子 中心市街地周辺

915 大きい店。アピタみたいなとこ。 中２ 女子 中心市街地周辺

916 デパート 中２ 女子 中心市街地周辺

917 デパート 中２ 女子 中心市街地周辺

918 東京のように大きいお店が増えてほしい。 中２ 女子 中心市街地周辺

919 ショッピングモール等 中２ 女子 中心市街地周辺

920 デパート、映画館 中２ 女子 中心市街地周辺

921 ショッピングモール 中２ 女子 中心市街地周辺

922 映画館 中２ 女子 中心市街地周辺

923 デパート、アウトレットなど 中２ 女子 中心市街地周辺

924 ゲームセンターやラウンドワンような遊べる場所 中２ 女子 中心市街地周辺

925 映画館、天文台 中２ 女子 猪苗代湖周辺

926 イオンみたいな大型ショッピングモールができたら、ほんとにいい 中２ 女子 東山、飯盛周辺

927 デパートとか 中２ 女子 東山、飯盛周辺

928
ららぽーと、イオン、ショッピングできるところ、あきない感じにし
てほしい、海外ファストファッションのお店が市内にできてほしい

中２ 女子 東山、飯盛周辺
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16　16　16　16　どのようなどのようなどのようなどのような場所場所場所場所がががが会津若松会津若松会津若松会津若松にあったらいいとにあったらいいとにあったらいいとにあったらいいと思思思思いますかいますかいますかいますか

929
イオン、アリオ、ララガーデン、ららぽーと等、新幹線、電車の本数
を増やす

中２ 女子 東山、飯盛周辺

930
他の県みたいに大きいショッピングモールとか、いろいろな人がライ
ブできるようなホール

中２ 女子 東山、飯盛周辺

931
アニメのイベント地、ショッピングモール、スクランブル交差点、た
くさんの新幹線、いい大学

中２ 女子 東山、飯盛周辺

932 アピタみたいな大きいショッピングモール 中２ 女子 東山、飯盛周辺

933 イオン、デパート等 中２ 女子 東山、飯盛周辺

934 せめてイオンとか？デパート的ば。 中２ 女子 東山、飯盛周辺

935 遊園地、大きなショッピングセンター 中２ 女子 東山、飯盛周辺

936 ラウワン、ブランド店、イオン、ジャスコ、とりあえずいっぱい 中２ 女子 北会津地域

937 大きいショッピングモール 中２ 女子 北会津地域

938 イオン（映画館） 中２ 女子 北会津地域

939 映画館 中２ 女子 北会津地域

940 とても大きなショッピングモール 中２ 女子 北会津地域

941 大型ショッピングモール、テーマパーク 中２ 女子 北会津地域

942 ビルなど 中２ 女子 北会津地域

943 イオンとかそんな感じの店 中２ 女子 北会津地域

944 映画館 中２ 女子 北会津地域

945 ショッピングモール、アニメやジャニーズ関連のお店 中２ 女子 北会津地域

946 ショッピングモール 中２ 女子 無回答
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1 観光客がいっぱい来るようなまち 小５ 男子 芦ノ牧、大川周辺

2 すごいまちになってほしいと思います 小５ 男子 芦ノ牧、大川周辺

3 楽しい町 小５ 男子 芦ノ牧、大川周辺

4 何も問題がないまち 小５ 男子 芦ノ牧、大川周辺

5 人がたくさんいてほしい 小５ 男子 芦ノ牧、大川周辺

6 みんなが助けあるところ 小５ 男子 芦ノ牧、大川周辺

7 楽しい所 小５ 男子 芦ノ牧、大川周辺

8 ゴルフグランドがあちこちにあるといい 小５ 男子 河東地域

9 しぜん豊かな町にしてほしい 小５ 男子 河東地域

10 このままで大丈夫です。 小５ 男子 河東地域

11 自然があって、空気がきれいで、明るくて平和なまち 小５ 男子 河東地域

12 たくさん遊べる場所 小５ 男子 河東地域

13 安全になり自然もあって、今のままでいいと思います。 小５ 男子 河東地域

14 事件にならない町 小５ 男子 河東地域

15 このままでいいです。 小５ 男子 河東地域

16 どんな人も住みやすい町 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

17 スカイツリー 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

18 色々と便利なまち 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

19 明るい、楽しい 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

20 きれいな町 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

21 きれいな町 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

22 きれいな町 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

23 光るまち 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

24 きれいな町 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

25 伝統工芸品のまち 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

26 美しい町になってほしい 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

27 明るくてきれいな町 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

28 きれいで自然が多いまち 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

29 きれいな町 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

30 平和なまち 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

31 きれいな町 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

32 すてきなまちになる。 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

33 にぎやか 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

34 道にごみもなく、きれいな会津若松市にしたい。 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

35 きれいな町　親切な町 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

36 ゴミのないきれいな町 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

37 建物がふえるといい 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

38 カンをすてないキレイな町 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

39 とても楽しくてにぎやかな町 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

40 田丁となってほしい 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

41 にぎやかでみんなが楽しめる町 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

42 きれいな町 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

43 お店がたくさんあるまちになってほしい。 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

44 このまま平和 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

17　17　17　17　あなたはあなたはあなたはあなたは将来将来将来将来、、、、会津若松市会津若松市会津若松市会津若松市がどのようながどのようながどのようながどのような「「「「まちまちまちまち」」」」になってほしいとになってほしいとになってほしいとになってほしいと思思思思いますかいますかいますかいますか
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17　17　17　17　あなたはあなたはあなたはあなたは将来将来将来将来、、、、会津若松市会津若松市会津若松市会津若松市がどのようながどのようながどのようながどのような「「「「まちまちまちまち」」」」になってほしいとになってほしいとになってほしいとになってほしいと思思思思いますかいますかいますかいますか

45 病気の人がいない元気でいい町になってほしい。 小５ 男子 会津大学周辺地域

46 便利な街 小５ 男子 会津大学周辺地域

47 デパートをふやす 小５ 男子 会津大学周辺地域

48 自然で豊かな町になってほしい。 小５ 男子 会津大学周辺地域

49 交通きかんのいいまち 小５ 男子 会津大学周辺地域

50 わかりません。 小５ 男子 会津大学周辺地域

51 事故や事けんなどがすくない、安心できる町 小５ 男子 会津大学周辺地域

52 思いつきません。 小５ 男子 会津大学周辺地域

53 もうちょっと、かんこうちをふやしてほしい 小５ 男子 会津大学周辺地域

54 ＮＯ 小５ 男子 会津大学周辺地域

55 観こう客がいっぱいのまち 小５ 男子 会津大学周辺地域

56 ゲームやすくなる町 小５ 男子 会津大学周辺地域

57 とかいなまち 小５ 男子 西若松駅周辺

58 観光客が増えるまち 小５ 男子 西若松駅周辺

59 にぎやかで明るいまち 小５ 男子 西若松駅周辺

60 とかいではなく、いなかのままでずっと平和なままな町 小５ 男子 西若松駅周辺

61 いなかなんだけど楽しい町 小５ 男子 西若松駅周辺

62 たのしい 小５ 男子 西若松駅周辺

63 かんこうきゃくがいっぱいきて有めいにしてほしい 小５ 男子 西若松駅周辺

64 交通が便利になって、都会になってほしい。 小５ 男子 西若松駅周辺

65 人がやさしくて、はん罪などがないゆたかな町になってほしい 小５ 男子 西若松駅周辺

66 たべ物がうめぇ町 小５ 男子 西若松駅周辺

67 もっと楽しく明るい町 小５ 男子 西若松駅周辺

68 犯罪などがなく、安全、安心な町になってほしい。 小５ 男子 西若松駅周辺

69 犯罪者が1人もいない町 小５ 男子 西若松駅周辺

70 昔のように学間にはげみ武道にはげむゆうしゅうな町 小５ 男子 西若松駅周辺

71 交通が便利な町 小５ 男子 西若松駅周辺

72 平和で豊かな町 小５ 男子 西若松駅周辺

73 今こまっている国などをたすける。 小５ 男子 西若松駅周辺

74 楽しく安全に住らせる市、自然を大切にする市 小５ 男子 西若松駅周辺

75 東京みたいに都会のような町になってほしい。 小５ 男子 西若松駅周辺

76 楽しいまち 小５ 男子 西若松駅周辺

77 平和になって、わるいことがおきない町 小５ 男子 西若松駅周辺

78 楽しい場所がたくさんある町 小５ 男子 西若松駅周辺

79 すみやすい町 小５ 男子 西若松駅周辺

80 事件があったので事件のない町になってほしい。 小５ 男子 西若松駅周辺

81 楽しくにぎやかなまち 小５ 男子 総合運動公園周辺

82 友達を遊ぶ場が多いまち 小５ 男子 総合運動公園周辺

83 Jリーグのサッカーの試合がいっぱいできるまち 小５ 男子 総合運動公園周辺

84 未来のような町 小５ 男子 総合運動公園周辺

85 活気あふれた楽しいまち 小５ 男子 総合運動公園周辺

86 ゲームショップやみんなが楽しめる場所がある町 小５ 男子 総合運動公園周辺

87 動物園、水族館、昆虫館（があるまち） 小５ 男子 総合運動公園周辺

88 映画館、イオン、スキー場などの施設がほしい 小５ 男子 総合運動公園周辺
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17　17　17　17　あなたはあなたはあなたはあなたは将来将来将来将来、、、、会津若松市会津若松市会津若松市会津若松市がどのようながどのようながどのようながどのような「「「「まちまちまちまち」」」」になってほしいとになってほしいとになってほしいとになってほしいと思思思思いますかいますかいますかいますか

89
映画館がいっぱいあって観光客がいっぱい来るまちになってほしいで
す

小５ 男子 総合運動公園周辺

90 観光などがさかんなまち 小５ 男子 総合運動公園周辺

91 たのしいまち 小５ 男子 総合運動公園周辺

92 緑もありつつ、いろいろなものがはってんしている町 小５ 男子 総合運動公園周辺

93 観光や遊び場いっぱい。 小５ 男子 総合運動公園周辺

94 空気がきれいでゴミなどがおちていないきれいな町 小５ 男子 総合運動公園周辺

95 平和な町 小５ 男子 総合運動公園周辺

96 犯罪がなくあん心、安全な生活になってほしいなと思います。 小５ 男子 総合運動公園周辺

97 やさしくていねいにおしえられるようなまちになってほしい。 小５ 男子 総合運動公園周辺

98
とかいのような町人にもいっぱいきてもらえてにぎやかな町になって
ほしい。

小５ 男子 総合運動公園周辺

99 ポイ捨てなどの道にゴミが落ちていないきれいな町 小５ 男子 総合運動公園周辺

100 きれいで住みやすい町 小５ 男子 総合運動公園周辺

101 しんせつな人がたくさんいてほしいと思う。 小５ 男子 総合運動公園周辺

102 もっとのどかでみんなが元気になれるまち 小５ 男子 総合運動公園周辺

103 化学が進んでる町になってほしい 小５ 男子 総合運動公園周辺

104 もっと便利な町 小５ 男子 総合運動公園周辺

105 楽しい所 小５ 男子 総合運動公園周辺

106 事件や事故がおきない町になってほしい。 小５ 男子 総合運動公園周辺

107 金をつかわない町 小５ 男子 総合運動公園周辺

108 今までとほぼかわらない豊かな町 小５ 男子 総合運動公園周辺

109 自然開発の進まない、しせつが増えても緑はきえないところ。 小５ 男子 中心市街地周辺

110 都会 小５ 男子 中心市街地周辺

111 安全な町　くらしやすい町 小５ 男子 中心市街地周辺

112 だいとかい 小５ 男子 中心市街地周辺

113 都かい 小５ 男子 中心市街地周辺

114 人がいっぱいくるまちになってほしいです。 小５ 男子 中心市街地周辺

115 おもにこのままでよい 小５ 男子 中心市街地周辺

116 東京みたいな活きがある町 小５ 男子 中心市街地周辺

117 とかい 小５ 男子 中心市街地周辺

118 よいくうかん 小５ 男子 中心市街地周辺

119 にぎやかなまち 小５ 男子 中心市街地周辺

120 べんりな町 小５ 男子 中心市街地周辺

121 ビルやかいものができる場所にかえてほしい 小５ 男子 中心市街地周辺

122 平和な町 小５ 男子 中心市街地周辺

123 みんながやさしいたのしいまちにしたいです。 小５ 男子 中心市街地周辺

124 ゆたかなへいわな町 小５ 男子 中心市街地周辺

125 都会 小５ 男子 中心市街地周辺

126 より平和な楽しい 小５ 男子 中心市街地周辺

127 とかい 小５ 男子 中心市街地周辺

128 はってんしたまち 小５ 男子 中心市街地周辺

129 やすいぶっけんがたくさんある。 小５ 男子 中心市街地周辺

130 人がふえる 小５ 男子 中心市街地周辺
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整理
№

回答 学年 性別 居住地区

17　17　17　17　あなたはあなたはあなたはあなたは将来将来将来将来、、、、会津若松市会津若松市会津若松市会津若松市がどのようながどのようながどのようながどのような「「「「まちまちまちまち」」」」になってほしいとになってほしいとになってほしいとになってほしいと思思思思いますかいますかいますかいますか

131 にぎやかな町 小５ 男子 中心市街地周辺

132 お金がないせかい 小５ 男子 中心市街地周辺

133 都会みたいになってほしい 小５ 男子 中心市街地周辺

134 金がない世界になったらいい 小５ 男子 中心市街地周辺

135 食べ物の店が多い街 小５ 男子 中心市街地周辺

136 じょうじつしたまち 小５ 男子 中心市街地周辺

137 とうきょうみたいな所 小５ 男子 中心市街地周辺

138 助け合う 小５ 男子 中心市街地周辺

139 れきしのつづくまち 小５ 男子 中心市街地周辺

140 ゴミがおちていないきれいな町 小５ 男子 中心市街地周辺

141 あまりゴミがおちてなくてキレイなまち 小５ 男子 中心市街地周辺

142 みんな安心、安全にくらせるまち 小５ 男子 中心市街地周辺

143 みんながいつも笑顔の町 小５ 男子 中心市街地周辺

144 みんなが楽しいと思うような場所 小５ 男子 中心市街地周辺

145 もっとヤンキーみたいなふりょうがいなくなればいい 小５ 男子 中心市街地周辺

146 思いやりがあって、やさしい町 小５ 男子 中心市街地周辺

147 歴史が残ってるから歴史で有名になる町になってほしい。 小５ 男子 中心市街地周辺

148 みんなやさしく、もっと歴史がある町 小５ 男子 中心市街地周辺

149 かっきがある町 小５ 男子 中心市街地周辺

150 町の人がやさしい、とてもきれいな町 小５ 男子 中心市街地周辺

151
問16のふくめた（会津美里町の「水車の広場」みたいないこいの場所
やデパート）「いなかの中の都会」がいいと思う

小５ 男子 中心市街地周辺

152 テレビしゅざいが多くなってほしいです。 小５ 男子 中心市街地周辺

153 日本中がすごいと思うまちになってほしい 小５ 男子 中心市街地周辺

154
あそびばがいっぱいあって、しごとばもたくさんあって、きゅうりょ
うがたかい。

小５ 男子 中心市街地周辺

155 都会みたいに近づいてほしい 小５ 男子 猪苗代湖周辺

156 今のまま 小５ 男子 猪苗代湖周辺

157 自然豊かな町 小５ 男子 猪苗代湖周辺

158 とってもいいまち 小５ 男子 猪苗代湖周辺

159 伝統文化が多い町 小５ 男子 猪苗代湖周辺

160 もっとビルがいっぱいある町 小５ 男子 東山、飯盛周辺

161 買い物ができるところがふえる。 小５ 男子 東山、飯盛周辺

162 もっと行事をふやす 小５ 男子 東山、飯盛周辺

163 すごいいい町になってほしい 小５ 男子 東山、飯盛周辺

164 歴しのある建物や自然を大事にしている町 小５ 男子 東山、飯盛周辺

165 せんだいみたいな町になってほしい。 小５ 男子 東山、飯盛周辺

166 スーパーなどもっとふえ、すみやすい町になってほしい。 小５ 男子 東山、飯盛周辺

167 このままでいい。 小５ 男子 東山、飯盛周辺

168 明るい町 小５ 男子 東山、飯盛周辺

169 楽しい町 小５ 男子 東山、飯盛周辺

170 明るく元気で仲がよい町になってほしいと思います。 小５ 男子 東山、飯盛周辺

171 市民が楽しく住み続けられるまち 小５ 男子 東山、飯盛周辺

172 ぼうそうぞくがない街 小５ 男子 東山、飯盛周辺
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整理
№

回答 学年 性別 居住地区

17　17　17　17　あなたはあなたはあなたはあなたは将来将来将来将来、、、、会津若松市会津若松市会津若松市会津若松市がどのようながどのようながどのようながどのような「「「「まちまちまちまち」」」」になってほしいとになってほしいとになってほしいとになってほしいと思思思思いますかいますかいますかいますか

173 自然がいっぱいあるまち 小５ 男子 北会津地域

174 交通をもっと便利にしてほしい。 小５ 男子 北会津地域

175 友人などと遊ぶ場が増え、交通安全が充実する会津になってほしい。 小５ 男子 北会津地域

176 スポーツ施設が充実し交通が便利になってほしい。 小５ 男子 北会津地域

177 今よりもっともっと安全な町 小５ 男子 北会津地域

178 高いビルが多い町 小５ 男子 北会津地域

179 もっと栄えてほしい 小５ 男子 北会津地域

180 今までと変わらない町でいてほしい 小５ 男子 北会津地域

181 協力し合う 小５ 男子 北会津地域

182 買い物やゲームができる所がもっと増えてほしい。 小５ 男子 北会津地域

183 放射線がもっと減ってもらいたい。 小５ 男子 北会津地域

184 もっと人口がふえて観光客がふえてほしい。 小５ 男子 北会津地域

185 いい町になってほしい。 小５ 男子 北会津地域

186 あかるいせいかつしやすい町 小５ 男子 北会津地域

187 みんなが楽しそうにくらしているまち 小５ 男子 北会津地域

188 楽しい町 小５ 男子 北会津地域

189 ストリートのバスケコートを作ってほしい 小５ 男子 北会津地域

190 都会 小５ 男子 北会津地域

191 自然がいっぱいな町 小５ 男子 北会津地域

192 行事がいっぱいあるまち 小５ 男子 北会津地域

193 もっとビルとかたくさんつくってください。 小５ 男子 北会津地域

194 楽しいまち 小５ 男子 北会津地域

195 政令都市になってほしい。新幹線を作ってほしい 小５ 男子 北会津地域

196 しやわせ～ 小５ 男子 無回答

197 たてものがいっぱいになってほしい。 小５ 男子 無回答

198 たのしい町 小５ 男子 無回答

199 全国の人が会津若松市を知っていると言うまちになりたい。 小５ 男子 無回答

200 便利な町 小５ 男子

201 わかりません。 小５ 男子

202 観光客がいっぱいくる町 小５ 女子 芦ノ牧、大川周辺

203 楽しくてうれしい町 小５ 女子 芦ノ牧、大川周辺

204 みんなが楽しく住めるまち 小５ 女子 芦ノ牧、大川周辺

205 観光地でにぎわうまち 小５ 女子 河東地域

206 自然がたくさんある町 小５ 女子 河東地域

207 いろんな人がいっぱいきてほしい。 小５ 女子 河東地域

208 皆、仲良くすごしてほしい 小５ 女子 河東地域

209 このままでいいと思う。 小５ 女子 河東地域

210 仲のいい町 小５ 女子 河東地域

211 このままでいい。 小５ 女子 河東地域

212
お店を増やしたり、放射線を少しでも減らせるように対応できるよう
にしたほしい。

小５ 女子 河東地域

213 歴史が未来になっても残っているという町 小５ 女子 河東地域

214 自然が豊かな市 小５ 女子 河東地域

215 米が世界一有名な所になりたい。 小５ 女子 河東地域
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216 このままでいい！ 小５ 女子 河東地域

217 きれいな町（川など） 小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

218 もっと近くにしせつがあってほしい。 小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

219 しんせつな町、役立っているような町 小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

220 明るく元気で伝統がある町、便利な町 小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

221 農業の町 小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

222 なんでもあって住みやすい町、便利な町 小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

223 いまのままでもいいと思う。 小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

224 とても明るい、楽しい 小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

225 ふしん者のいないまちで、ゴミが一つもおちていないまち 小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

226 きれいな町 小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

227 大学がいっぱいある町　ゆうえんちや公園などいっぱいあそべる町 小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

228 いろいろです。 小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

229 みどりの町 小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

230 楽しくてお店でらくに買い物をできること 小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

231 そのまま、豊かな町でいてほしい。 小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

232 住みやすい町（まち）、きれいな町 小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

233
ほうしゃのうがなくなって、水がおいしく、かわで子どもとあそん
で、ふゆはスケート場であそびたい。

小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

234 きれいな町 小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

235 きれいな町 小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

236 交通が便利で平和な町 小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

237
事故がなくなる市。ごみをすてないきれいな町。いつでも笑顔、あい
さつがたくさんできる町、こまっている人をたすける町

小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

238 楽しい町 小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

239 みんな笑っているまち 小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

240 平和な町 小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

241
みんなが幸せで、だれもが住みたいと思う会津若松市←高いお金を使
わずにできたらいい。

小５ 女子 会津大学周辺地域

242 楽しく、動物がいっぱいいる町　仕事の給料がもっとあがっていたら 小５ 女子 会津大学周辺地域

243
住んでいる人が住みやすい町になってほしい。ショッピングモールが
増えていてほしい。

小５ 女子 会津大学周辺地域

244 便利でたくさんの自然があるまちになってほしいです。 小５ 女子 会津大学周辺地域

245 都会に近い町にしてほしい。 小５ 女子 会津大学周辺地域

246 最しんの情報をすぐにひろめられる街 小５ 女子 会津大学周辺地域

247 明るく、みんなの仲がいい町 小５ 女子 会津大学周辺地域

248 二次元に近い町 小５ 女子 会津大学周辺地域

249 歴史にのこるよい町 小５ 女子 会津大学周辺地域

250 しん災にも負けない強い若松市で、みんなが明るいまち。 小５ 女子 会津大学周辺地域

251 わかりません。 小５ 女子 会津大学周辺地域

252 いなか。ショップが増えてほしい。おしゃれ。みんなやさしい。 小５ 女子 会津大学周辺地域

253 楽しいまち 小５ 女子 会津大学周辺地域

254 人がたくさん住んでいて、きれいな住みやすいまち。 小５ 女子 会津大学周辺地域
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整理
№

回答 学年 性別 居住地区

17　17　17　17　あなたはあなたはあなたはあなたは将来将来将来将来、、、、会津若松市会津若松市会津若松市会津若松市がどのようながどのようながどのようながどのような「「「「まちまちまちまち」」」」になってほしいとになってほしいとになってほしいとになってほしいと思思思思いますかいますかいますかいますか

255 ほかの市からもっといろんな人に遊びに来てもらいたい。 小５ 女子 会津大学周辺地域

256
ゴミとかがおちていなくてキレイなまち、みんなが仲良く笑顔でくら
せるまち。かんこう客がいっぱい。平和。

小５ 女子 会津大学周辺地域

257 事件、事故のない町になってほしい。 小５ 女子 会津大学周辺地域

258 買い物ができる所がたくさんあるけど、自然も大切に。 小５ 女子 会津大学周辺地域

259 しんせつでやさしい町 小５ 女子 市外

260 もっときれいで、みんなで助けあい、おだやかな町 小５ 女子 西若松駅周辺

261 平和でみんなたのしくすごす町 小５ 女子 西若松駅周辺

262 しぜんのうつくしい町 小５ 女子 西若松駅周辺

263 空気がきれいで、おだやかでやさしいとこ 小５ 女子 西若松駅周辺

264 楽しい町 小５ 女子 西若松駅周辺

265 えいがかんをふっかつさせたい。 小５ 女子 西若松駅周辺

266 田んぼは少ない、都会に近い 小５ 女子 西若松駅周辺

267 事故、殺害、事けんがおきない。 小５ 女子 西若松駅周辺

268 にぎやかなところ 小５ 女子 西若松駅周辺

269 楽しいところがたくさんあって、みんなが笑顔になれるような町 小５ 女子 西若松駅周辺

270 観光できる場所が多い 小５ 女子 西若松駅周辺

271 町がきれいで、みんなが明るい町 小５ 女子 西若松駅周辺

272 明るくて人がにぎやかにしている町。 小５ 女子 西若松駅周辺

273 どの家もやさしくて何があってもすぐひなんさせてくれる。 小５ 女子 西若松駅周辺

274
会津若松市のほとんどの人たちの顔が知れるイベントなどが増え、だ
れもが公共施設を大切につかえるようになってほしいです。

小５ 女子 西若松駅周辺

275 にぎわう 小５ 女子 西若松駅周辺

276 おとしよりの人がもっと便利 小５ 女子 西若松駅周辺

277 笑顔あふれるまち 小５ 女子 西若松駅周辺

278 このままでいいとは思う。 小５ 女子 西若松駅周辺

279 子どもも、大人も楽しく過ごせる町 小５ 女子 西若松駅周辺

280 お店はたくさんありつつも、自然豊かでいてほしい 小５ 女子 西若松駅周辺

281 平和で楽しくにぎやかな会津若松市になってほしい。 小５ 女子 西若松駅周辺

282 犯罪が少ない豊かな街 小５ 女子 西若松駅周辺

283 人がすみたいと思うにぎやかな町 小５ 女子 総合運動公園周辺

284 たのしいまち 小５ 女子 総合運動公園周辺

285 楽しい町 小５ 女子 総合運動公園周辺

286 やさしい人がにぎわっているやさしいまち 小５ 女子 総合運動公園周辺

287 事件などがない町、観光客が増えてほしい 小５ 女子 総合運動公園周辺

288 安全なまち 小５ 女子 総合運動公園周辺

289 もっと遊ぶ場所や建物が増えてほしい 小５ 女子 総合運動公園周辺

290 自然がたくさんあってキレイなまち 小５ 女子 総合運動公園周辺

291 交通事故が少ない町 小５ 女子 総合運動公園周辺

292 人が多くて楽しい場所になったらいいと思う 小５ 女子 総合運動公園周辺

293 交流が多いまち 小５ 女子 総合運動公園周辺

294 あかるくお店がたくさんある。 小５ 女子 総合運動公園周辺

295 一人ひとりがしんせつで豊かな町 小５ 女子 総合運動公園周辺

296 イベントなどが多い楽しい町 小５ 女子 総合運動公園周辺
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297 おおくの自然にかこまれているまち 小５ 女子 総合運動公園周辺

298
①山からおりてきたくまは殺さないで、保護し、山おくへ帰してあげ
る町。②自然や動物と仲良くなれる町。

小５ 女子 総合運動公園周辺

299 かんこう地やむかしからあるたてものをのこす町 小５ 女子 総合運動公園周辺

300 しぜんがあってあそぶところもいっぱいある町 小５ 女子 総合運動公園周辺

301 思いやりがあってやさしいかん境にいいまち 小５ 女子 総合運動公園周辺

302 明るく楽しい町 小５ 女子 中心市街地周辺

303
危険なものや悪い人がいなく、みんな助け合い仲のいいまちにした
い。　映画館をつくってほしい

小５ 女子 中心市街地周辺

304 いろいろな建物にたってほしい 小５ 女子 中心市街地周辺

305 デパートのすこしあってれきしがあるしたしまれる市 小５ 女子 中心市街地周辺

306 都会 小５ 女子 中心市街地周辺

307 りゅうこうにもとづいたあんしんた金がたくさんな夢の町 小５ 女子 中心市街地周辺

308 オシャレなまち 小５ 女子 中心市街地周辺

309 都会みたいなにぎやかな町 小５ 女子 中心市街地周辺

310 楽しいまち 小５ 女子 中心市街地周辺

311
会津のいなかっぽい所も残しつつ、大きなデパートがあってほしいで
す。

小５ 女子 中心市街地周辺

312 安全で人もいっぱいで楽しいまち 小５ 女子 中心市街地周辺

313 どうぶつえんがあってあかるいまち 小５ 女子 中心市街地周辺

314 医りょう発達 小５ 女子 中心市街地周辺

315 みんな明るくすごせるようなまちになってほしい。 小５ 女子 中心市街地周辺

316 東京みたいな学問を重ししているまち 小５ 女子 中心市街地周辺

317 平和で安全で自然豊かな町 小５ 女子 中心市街地周辺

318 生活環境が今よりも、もっと安全にくらせるように工夫する町 小５ 女子 中心市街地周辺

319 近所の人と近所の人が協力しあっていく。 小５ 女子 中心市街地周辺

320 平和のままいて、ゴミのポイすてもなくなり、戦争がない町 小５ 女子 中心市街地周辺

321 自由で楽しい町 小５ 女子 中心市街地周辺

322 楽しい町 小５ 女子 中心市街地周辺

323 もっと楽しい町 小５ 女子 中心市街地周辺

324 平和な町 小５ 女子 中心市街地周辺

325 じけんなどがない平和な町 小５ 女子 中心市街地周辺

326 みんなが楽しい町 小５ 女子 中心市街地周辺

327 職業がたくさんあって、おもいやりのある町 小５ 女子 中心市街地周辺

328 自然がきれいでは平和な町 小５ 女子 中心市街地周辺

329 歴史をいっぱい見つけて楽しい町 小５ 女子 中心市街地周辺

330 空気がきれい、緑がいっぱい 小５ 女子 中心市街地周辺

331 住みやすい　人がたくさん　栄える町 小５ 女子 中心市街地周辺

332 有名な街になってほしい。 小５ 女子 中心市街地周辺

333 古代のままの歴史のある町のままでいてほしい。 小５ 女子 中心市街地周辺

334 栄える町 小５ 女子 中心市街地周辺

335 都会のように楽しい場所になってほしい。 小５ 女子 中心市街地周辺

336 緑あふれる町 小５ 女子 中心市街地周辺

337 人がたくさん　みんなが笑顔 小５ 女子 中心市街地周辺
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338 にぎやかでたのしい町 小５ 女子 中心市街地周辺

339 すみやすく、きれいな町 小５ 女子 中心市街地周辺

340 住みやすいまち 小５ 女子 中心市街地周辺

341 みんなが幸せに豊かにする町 小５ 女子 中心市街地周辺

342 いい人がたくさんいる町 小５ 女子 中心市街地周辺

343 観光客がいっぱい来るようになってほしい 小５ 女子 中心市街地周辺

344 環境がきれいになってほしい 小５ 女子 中心市街地周辺

345 みんなが楽しくすごせる町 小５ 女子 中心市街地周辺

346
道にゴミがあまり落ちていないきれいなまち
高れい者やしょう害を持っている人もみんなが住みやすい町

小５ 女子 中心市街地周辺

347 楽しくて、たくさん建物ができたまち 小５ 女子 中心市街地周辺

348 ゆたかで、住みやすい町 小５ 女子 中心市街地周辺

349
古いものも大切にしながら、新しいものを取り入れていってはってん
していく町

小５ 女子 中心市街地周辺

350 みんなが仲よくして大きな災害がおこらないまちになってほしい 小５ 女子 中心市街地周辺

351 もっと明るく楽しい「まち」になってほしい。 小５ 女子 中心市街地周辺

352 楽しくくらせるまち 小５ 女子 中心市街地周辺

353 とても住みやすくおだやかなまち 小５ 女子 中心市街地周辺

354 明るい場にしたい。 小５ 女子 中心市街地周辺

355 自まんできるコトが色々ある街 小５ 女子 中心市街地周辺

356 音楽に力を入れてほしい。 小５ 女子 中心市街地周辺

357 わかんない 小５ 女子 中心市街地周辺

358
町がかんこう客であふれ、どの店にもお客がたえないようなすてきな
かんこう地という名もある町

小５ 女子 中心市街地周辺

359 都会 小５ 女子 中心市街地周辺

360 せいけつな町 小５ 女子 中心市街地周辺

361
ボロ家がなく、市がお金をあげ、新しく建てられるようになっていた
い。そしてアピタみたいなのを市のまんなかに、つかいやすくした
い。

小５ 女子 中心市街地周辺

362 たくさんかっきがあるといい 小５ 女子 中心市街地周辺

363 住みやすい町 小５ 女子 中心市街地周辺

364 ①先進都市　②城下町らしい町 小５ 女子 中心市街地周辺

365 山がもうちょっとすくなくなってほしい。 小５ 女子 中心市街地周辺

366
悪い人がいない、自然なまち、そしてみんながやさしく支え合い、優
しい町

小５ 女子 猪苗代湖周辺

367 環境にやさしい町 小５ 女子 猪苗代湖周辺

368 これからも自然がある町 小５ 女子 猪苗代湖周辺

369
一人ひとりが周りの人に親切にし、もっとすてきなまちになってほし
い

小５ 女子 猪苗代湖周辺

370
１回来たら１回で終わってしまう旅行者が多いと聞いたので、何回も
来たくなるような発展したまち

小５ 女子 東山、飯盛周辺

371 にぎやかで楽しい町 小５ 女子 東山、飯盛周辺

372 会津若松市は、楽しく、やさしく、明るくしていきたい。 小５ 女子 東山、飯盛周辺

373 ふつうのまちになってほしい 小５ 女子 東山、飯盛周辺
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374 平和な町 小５ 女子 東山、飯盛周辺

375 楽しくてにぎやかな町 小５ 女子 東山、飯盛周辺

376 ふしん者などいない、みんな仲良しなまち 小５ 女子 東山、飯盛周辺

377 緑が豊かなまま、もっとすみやすい町になってほしい。 小５ 女子 東山、飯盛周辺

378 みんなが楽しく、安全にくらせるような町 小５ 女子 東山、飯盛周辺

379 海外の人もくる有明でオシャレなまちになってほしい。 小５ 女子 東山、飯盛周辺

380 せんとう中ととうそう中がしてもらいたい。 小５ 女子 東山、飯盛周辺

381 たくさんの人がすみやすい町 小５ 女子 東山、飯盛周辺

382 安心できるまち 小５ 女子 北会津地域

383
今みたいに水田、畑がいっぱいあって昔の家がずっと残っているとこ
ろ

小５ 女子 北会津地域

384 観光客がたくさん来るにぎやかな町 小５ 女子 北会津地域

385 みんなで協力する町 小５ 女子 北会津地域

386 道路などにごみがない町になっていてほしい。 小５ 女子 北会津地域

387 自然にみちあふれた町 小５ 女子 北会津地域

388 犯罪、いじめなどいっさいない豊かな町になってほしい。 小５ 女子 北会津地域

389
みんなすごくやさしくて、こまっていたらすぐ声をかけてくれる会津
若松市

小５ 女子 北会津地域

390 建物が多い町になってほしい。 小５ 女子 北会津地域

391
放射線がなく、相まに住んでいる人が元の生活にもどれるように、観
光客がいっぱい来てもっとにぎやかになりたい。

小５ 女子 北会津地域

392 自然がもっとたくさんのまち 小５ 女子 北会津地域

393 オシャレで自然がたくさんな町 小５ 女子 北会津地域

394 明るい町 小５ 女子 北会津地域

395 みんながくらしやすい町 小５ 女子 北会津地域

396 緑が豊かな町 小５ 女子 北会津地域

397 いい所を発信できるまち 小５ 女子 北会津地域

398 もうちょっととかい（都会）になってほしい。 小５ 女子 北会津地域

399 緑がたくさんある町にしてほしい 小５ 女子 北会津地域

400 明るく、人がいっぱいいるまち 小５ 女子 北会津地域

401 豊かな町 小５ 女子 北会津地域

402
会津若松市のみんなのいいところを広めて明るいまちになってほし
い。

小５ 女子 北会津地域

403 みんなが楽しめる町になってほしい 小５ 女子 北会津地域

404 イオンなど買い物ができる所が増えてほしい。 小５ 女子 北会津地域

405 もっと自然が広まって、すみやすいまちになってほしいを思う。 小５ 女子 北会津地域

406 しぜんがきれいな町で動物もすめる町 小５ 女子 北会津地域

407 遊べる町やおみせがある町 小５ 女子 北会津地域

408 きれいなまちで、うつくしい町にする。 小５ 女子 無回答

409 みんながおもいやりがある町になってほしいと思いました。 小５ 女子 無回答

410 東京みたいになってほしい 小６ 男子 芦ノ牧、大川周辺

411 都会にしてほしい 小６ 男子 芦ノ牧、大川周辺

412 観光客がたくさんくるまち 小６ 男子 芦ノ牧、大川周辺

413 高いビルなどを建てたい 小６ 男子 芦ノ牧、大川周辺
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414 都会にしてほしい 小６ 男子 芦ノ牧、大川周辺

415 犯罪のない安全なまち 小６ 男子 芦ノ牧、大川周辺

416 みんなが安全にくらせる町 小６ 男子 河東地域

417 スポーツ施設が豊富な市 小６ 男子 河東地域

418 都会のような町 小６ 男子 河東地域

419 観光客を増やしてにぎやかな町になってほしい。 小６ 男子 河東地域

420 有名になる町 小６ 男子 河東地域

421 都会のような町 小６ 男子 河東地域

422 いい町 小６ 男子 河東地域

423 豊かな自然はそのままに、とても発展した町になってほしい。 小６ 男子 河東地域

424 住みやすいまちになってほしい 小６ 男子 会津若松ＩＣ周辺

425 このままずっと平和なまち 小６ 男子 会津若松ＩＣ周辺

426 花いっぱいあふれるきれいなまちづくりになってほしい。 小６ 男子 会津若松ＩＣ周辺

427 冬とか協力し合い雪かきをしたりするまち 小６ 男子 会津若松ＩＣ周辺

428 みんなきょうりょくしてたのしいまち 小６ 男子 会津若松ＩＣ周辺

429 ゆうめいなまち 小６ 男子 会津若松ＩＣ周辺

430 自然がいっぱいで、空気がしんせんな今のままのまち 小６ 男子 会津若松ＩＣ周辺

431 今のように自然であふれている町でいてほしい。 小６ 男子 会津若松ＩＣ周辺

432 いろいろなことができるような町にしてほしい 小６ 男子 会津若松ＩＣ周辺

433 にぎやかな町 小６ 男子 会津若松ＩＣ周辺

434 自然あふれ、きれいな町になってほしい 小６ 男子 会津若松ＩＣ周辺

435 にぎやか 小６ 男子 会津若松ＩＣ周辺

436 平和な町 小６ 男子 会津若松ＩＣ周辺

437 楽しい町 小６ 男子 会津若松ＩＣ周辺

438 楽しくて、明るくて　いい町 小６ 男子 会津若松ＩＣ周辺

439 みんな笑顔で元気な町 小６ 男子 会津若松ＩＣ周辺

440 いまのしぜんをいかしつつ、東京のようなまち 小６ 男子 会津若松ＩＣ周辺

441 町になってほしい 小６ 男子 会津大学周辺地域

442 自然の残る町 小６ 男子 会津大学周辺地域

443 明るく、かっきあふれる町 小６ 男子 会津大学周辺地域

444 観光客でにぎわうまち 小６ 男子 会津大学周辺地域

445 このままのまち 小６ 男子 会津大学周辺地域

446 幸せのまち 小６ 男子 会津大学周辺地域

447 楽しそうな町 小６ 男子 会津大学周辺地域

448 県内で一番人が住んでいるところ 小６ 男子 会津大学周辺地域

449 首都 小６ 男子 会津大学周辺地域

450 建物がいっぱいある町 小６ 男子 会津大学周辺地域

451 自然を利用した都かい 小６ 男子 会津大学周辺地域

452 とかいになってほしい 小６ 男子 会津大学周辺地域

453 とかい 小６ 男子 会津大学周辺地域

454 明るい町 小６ 男子 会津大学周辺地域

455 自然を大切にした思いやりのあるまちになってほしい。 小６ 男子 会津大学周辺地域

456 自然をもっと増やして遊びやすいまち 小６ 男子 会津大学周辺地域
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457
道路のでこぼこができるかぎり少なく、けがや事故のないまちになっ
てほしい

小６ 男子 会津大学周辺地域

458 とかいになってほしい。 小６ 男子 会津大学周辺地域

459 日本一桜がキレイにさく町 小６ 男子 会津大学周辺地域

460 きれいで豊かなまちになってほしいです。 小６ 男子 会津大学周辺地域

461 犯罪がなく、大人から子どもまでが豊かに暮らせるようなまち。 小６ 男子 会津大学周辺地域

462 エコできれいなまちになってほしい。 小６ 男子 会津大学周辺地域

463 もっと都かいみたいな明るいところ 小６ 男子 会津大学周辺地域

464 都会 小６ 男子 会津大学周辺地域

465 今のままの自然がある町 小６ 男子 会津大学周辺地域

466 町並みがよくなってほしい。 小６ 男子 会津大学周辺地域

467 大とかい（都会） 小６ 男子 西若松駅周辺

468 にぎやかな町 小６ 男子 西若松駅周辺

469 平和な町。かいてきな町 小６ 男子 西若松駅周辺

470 交通が便利になる 小６ 男子 西若松駅周辺

471 夢のある町 小６ 男子 西若松駅周辺

472 映画館があって、都会のような町 小６ 男子 西若松駅周辺

473 都会 小６ 男子 西若松駅周辺

474
会津若松がいつまでも今のように緑があって、のびのびとあってほし
い。

小６ 男子 西若松駅周辺

475 生活が充実するまち 小６ 男子 西若松駅周辺

476 楽しい町 小６ 男子 西若松駅周辺

477 豊かでにぎやかな町 小６ 男子 西若松駅周辺

478 明るい町 小６ 男子 西若松駅周辺

479 近未来的な町 小６ 男子 西若松駅周辺

480 自然は豊かなままでハイテクな町になってほしい 小６ 男子 西若松駅周辺

481 自然豊かな町になってもしい。 小６ 男子 西若松駅周辺

482 日本全国にほこれる町 小６ 男子 西若松駅周辺

483 ぎじゅつがはったつした町 小６ 男子 西若松駅周辺

484 町のみんながやさしくてきれいな町 小６ 男子 西若松駅周辺

485 交通が発達したまちになってほしい。 小６ 男子 西若松駅周辺

486 ほしいものをかうときお金がかからないまち 小６ 男子 西若松駅周辺

487 自然豊かな町 小６ 男子 西若松駅周辺

488 都会な町 小６ 男子 西若松駅周辺

489 税金をむだにつかわない町 小６ 男子 西若松駅周辺

490 便利な町 小６ 男子 西若松駅周辺

491
自然をたくさんにして生き物たちが同じ所でくらすまちになってほし
い。

小６ 男子 西若松駅周辺

492 平和で事件がないまち 小６ 男子 西若松駅周辺

493 都会 小６ 男子 西若松駅周辺

494 都会ちょっと田舎 小６ 男子 西若松駅周辺

495 平和な会津若松市 小６ 男子 総合運動公園周辺

496 今の活気を保ち続けたまま 小６ 男子 総合運動公園周辺
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17　17　17　17　あなたはあなたはあなたはあなたは将来将来将来将来、、、、会津若松市会津若松市会津若松市会津若松市がどのようながどのようながどのようながどのような「「「「まちまちまちまち」」」」になってほしいとになってほしいとになってほしいとになってほしいと思思思思いますかいますかいますかいますか

497 環境にやさしく、きれいで明るい誇れる町 小６ 男子 総合運動公園周辺

498 明るくていろんな人から来てほしい 小６ 男子 総合運動公園周辺

499 明るく楽しい町 小６ 男子 総合運動公園周辺

500 楽しく明るいまちになってほしい 小６ 男子 総合運動公園周辺

501 楽しい町 小６ 男子 総合運動公園周辺

502 みんなが楽しく笑っていられるまちになってほしい 小６ 男子 総合運動公園周辺

503 今のまんま 小６ 男子 総合運動公園周辺

504 変わらなくていい 小６ 男子 総合運動公園周辺

505 変わらないでいてほしい。 小６ 男子 総合運動公園周辺

506 いなかのままで空気のいいところ 小６ 男子 総合運動公園周辺

507 科学技術が発展している町 小６ 男子 総合運動公園周辺

508 仕事ができる場所がもっとあってほしい。 小６ 男子 総合運動公園周辺

509 いろいろな人が行き来できる町になってほしい。 小６ 男子 総合運動公園周辺

510 くらしやすい町 小６ 男子 総合運動公園周辺

511 都会になってほしい 小６ 男子 中心市街地周辺

512 事故とかが少なくて楽しい町 小６ 男子 中心市街地周辺

513 平和な町 小６ 男子 中心市街地周辺

514 犯罪のない町 小６ 男子 中心市街地周辺

515 何も災害や事件の起こらない町 小６ 男子 中心市街地周辺

516 施設が充実しているまち 小６ 男子 中心市街地周辺

517 平和 小６ 男子 中心市街地周辺

518 歴史を残したままで発達した場所 小６ 男子 中心市街地周辺

519 ビルが増えた都会なまち 小６ 男子 中心市街地周辺

520 ビルがいっぱい増えて都会の町 小６ 男子 中心市街地周辺

521 不安のないまち 小６ 男子 中心市街地周辺

522 緑がいっぱいで交通の便も良く、都市化、活気にあふれるような町 小６ 男子 中心市街地周辺

523 住民がもっと増え、楽しいまち 小６ 男子 中心市街地周辺

524 日本で一番住みやすいまち 小６ 男子 中心市街地周辺

525 お店がいっぱいある。ゲームセンターがいっぱいある 小６ 男子 中心市街地周辺

526 道路が広いまち 小６ 男子 中心市街地周辺

527 犯罪や事故のない平和な町 小６ 男子 中心市街地周辺

528 平和な町 小６ 男子 中心市街地周辺

529 都会っぽく 小６ 男子 中心市街地周辺

530 楽しくすみやすいまち 小６ 男子 中心市街地周辺

531 自然が多くてみんなが楽しい町 小６ 男子 中心市街地周辺

532 明るく楽しい町 小６ 男子 中心市街地周辺

533 いろいろな店がいっぱいあるまち 小６ 男子 中心市街地周辺

534 みんなが外で遊んでいる元気な町 小６ 男子 中心市街地周辺

535 たくさんの人がかんこうにくるようなまちになってほしい 小６ 男子 中心市街地周辺

536 スポーツ施設が充実し、スポーツで有名なまちになってほしい。 小６ 男子 中心市街地周辺

537 ごみなどがすくないきれいな町 小６ 男子 中心市街地周辺

538 自然や歴史が豊かでありつつ、にぎやかなまちになってほしい。 小６ 男子 中心市街地周辺

539 人がたくさん住む町 小６ 男子 中心市街地周辺

540 自然と共存できる町 小６ 男子 中心市街地周辺
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17　17　17　17　あなたはあなたはあなたはあなたは将来将来将来将来、、、、会津若松市会津若松市会津若松市会津若松市がどのようながどのようながどのようながどのような「「「「まちまちまちまち」」」」になってほしいとになってほしいとになってほしいとになってほしいと思思思思いますかいますかいますかいますか

541 近代化 小６ 男子 中心市街地周辺

542 税金を上げないまち 小６ 男子 中心市街地周辺

543 にぎやかなまち 小６ 男子 中心市街地周辺

544 人間も動物も植物もすみやすい町 小６ 男子 中心市街地周辺

545 緑がたくさんある町 小６ 男子 中心市街地周辺

546
みんな元気で、笑顔がたくさんあり、あいさつができる町になってほ
しい。

小６ 男子 中心市街地周辺

547 現在と同じが一番いい 小６ 男子 中心市街地周辺

548 かっきがある町 小６ 男子 中心市街地周辺

549 きれいなまち 小６ 男子 中心市街地周辺

550 楽しい町 小６ 男子 中心市街地周辺

551 きれいな町 小６ 男子 中心市街地周辺

552 へいわなまち 小６ 男子 中心市街地周辺

553 東京のように活気のある町（都市） 小６ 男子 中心市街地周辺

554 にぎやかなまち 小６ 男子 中心市街地周辺

555 緑ゆたかな街 小６ 男子 中心市街地周辺

556 歴史を残しつつ近代化の町 小６ 男子 中心市街地周辺

557 ゴミなどが少ないまち 小６ 男子 中心市街地周辺

558 とってもにぎやかな町になってほしい。 小６ 男子 中心市街地周辺

559 お店がたくさんあり、楽しくて明るいまちになってほしい。 小６ 男子 中心市街地周辺

560 人がたくさんいて、にぎやかな町 小６ 男子 中心市街地周辺

561 緑がいっぱいあり、自由にでる場所がたくさんあるまち 小６ 男子 中心市街地周辺

562 いろいろな家がいっぱいある。 小６ 男子 中心市街地周辺

563 みんなやさしく、平和な町になってほしい。 小６ 男子 中心市街地周辺

564 今のままでいい 小６ 男子 中心市街地周辺

565 自然もあるが、ある程度、都会的な感じのまち 小６ 男子 中心市街地周辺

566 観こうきゃくでにぎあう町 小６ 男子 中心市街地周辺

567 交通せいびがよく、スポーツ施設がたくさんあるところ 小６ 男子 中心市街地周辺

568 観光客でいっぱいになるまちになってほしい。 小６ 男子 中心市街地周辺

569 楽しい町 小６ 男子 中心市街地周辺

570 みんながもっと住みやすいようにしてほしい 小６ 男子 中心市街地周辺

571 もっとデパートなどがいっぱいする町 小６ 男子 中心市街地周辺

572
片側４車線の道路ができてほしい。新幹線を通してほしい。以上で
す。

小６ 男子 中心市街地周辺

573 きれいな町 小６ 男子 中心市街地周辺

574 水がおいしい町 小６ 男子 中心市街地周辺

575 とかい 小６ 男子 中心市街地周辺

576 住みやすい町 小６ 男子 中心市街地周辺

577 たのしい町 小６ 男子 中心市街地周辺

578 自然も大事にしながら安全な町にしてほしい。 小６ 男子 中心市街地周辺

579 楽しいまち 小６ 男子 中心市街地周辺

580 便利な町 小６ 男子 中心市街地周辺

581 ほかの県の人たちに会津若松市を知られるようになってほしいです 小６ 男子 猪苗代湖周辺

582 交通が便利なまち 小６ 男子 猪苗代湖周辺
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583 生活しやすい町になってほしい 小６ 男子 猪苗代湖周辺

584 人がたくさんいて、活気にあふれていて、楽しくなるようなまち 小６ 男子 猪苗代湖周辺

585 ごみがないまち 小６ 男子 猪苗代湖周辺

586 都会 小６ 男子 東山、飯盛周辺

587 緑がいっぱいでいろいろなショップや施設があるところ 小６ 男子 東山、飯盛周辺

588 犯罪する人がいない町 小６ 男子 東山、飯盛周辺

589 新幹線を会津に走ったらいいと思う。都会 小６ 男子 東山、飯盛周辺

590 みどりの多い町、こどもの遊び場を増やす 小６ 男子 東山、飯盛周辺

591 町や工業などが発展している場所 小６ 男子 東山、飯盛周辺

592 もっと豊かなまち 小６ 男子 東山、飯盛周辺

593 スポーツや食べ物が自然が豊か 小６ 男子 東山、飯盛周辺

594 自然にふれやすいまち 小６ 男子 東山、飯盛周辺

595 文化が残りつつ、発展した町 小６ 男子 東山、飯盛周辺

596 みんな協力し合えてやさしいまちになってほしい。 小６ 男子 東山、飯盛周辺

597 もう少し有名なまち 小６ 男子 東山、飯盛周辺

598 きれいな町 小６ 男子 東山、飯盛周辺

599 きれいな町で環境にいい町 小６ 男子 東山、飯盛周辺

600
もっとスポーツ施設が充実し、もっと多種のスポーツができるように
なってほしい。

小６ 男子 東山、飯盛周辺

601 とかい 小６ 男子 東山、飯盛周辺

602 事故がない平和な町 小６ 男子 東山、飯盛周辺

603 やさしい町 小６ 男子 東山、飯盛周辺

604 みんなで安心して、生活できるような町 小６ 男子 東山、飯盛周辺

605 ポイすてのない町 小６ 男子 東山、飯盛周辺

606
交通事故のない道路のつくりと子どもが元気に遊んでいる場所のある
ところ。

小６ 男子 東山、飯盛周辺

607 平和なまち 小６ 男子 北会津地域

608 元気でやさしい町 小６ 男子 北会津地域

609 輝かせてほしい！ 小６ 男子 北会津地域

610 平和なまち 小６ 男子 北会津地域

611 もう少し新しい感じに 小６ 男子 北会津地域

612 他の所よりも一番よい所と言われてほしいと思う。 小６ 男子 北会津地域

613 すごしやすい町 小６ 男子 北会津地域

614 スポーツ施設が利用できるようにしてほしい。 小６ 男子 北会津地域

615 市民がやさしい町 小６ 男子 北会津地域

616 あらそいのないまち 小６ 男子 北会津地域

617 楽しい町 小６ 男子 北会津地域

618 とかいっぽい町 小６ 男子 北会津地域

619 東京のように人口が増えて大きな建物があったらな。 小６ 男子 北会津地域

620 自然豊かな町 小６ 男子 北会津地域

621 自然豊かな町でいること。 小６ 男子 北会津地域

622 けんかのしない、やさしくて、きれいなまちにしたいです。 小６ 男子 北会津地域

623 とくにない 小６ 男子 北会津地域

624 もう少し近代化が進んだ町 小６ 男子 北会津地域
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17　17　17　17　あなたはあなたはあなたはあなたは将来将来将来将来、、、、会津若松市会津若松市会津若松市会津若松市がどのようながどのようながどのようながどのような「「「「まちまちまちまち」」」」になってほしいとになってほしいとになってほしいとになってほしいと思思思思いますかいますかいますかいますか

625 都会 小６ 男子 無回答

626 スポーツ、文化の施設が充実してほしい 小６ 男子 無回答

627 みんなが仲良くできるまちにしてほしい 小６ 男子 無回答

628 事件がない町になってほしい。 小６ 男子 無回答

629 へいわなまち 小６ 男子 無回答

630 大都会 小６ 女子 芦ノ牧、大川周辺

631 とても住みやすいまちになってほしい　穏やかで自然豊かなところ 小６ 女子 芦ノ牧、大川周辺

632 平和なまち 小６ 女子 芦ノ牧、大川周辺

633
事故、事件がおきなく安全で遊具施設、店が充実しているまち（目指
すは東京

小６ 女子 芦ノ牧、大川周辺

634 ごみがおちていないきれいな町 小６ 女子 河東地域

635 じこなどがへったりするまち 小６ 女子 河東地域

636 アニメにあふれてオタクばっかの町になってほしい。 小６ 女子 河東地域

637 今まで通り 小６ 女子 河東地域

638 他の地域や国からたくさんの人がくる 小６ 女子 河東地域

639 きれいな町 小６ 女子 河東地域

640 一人ひとりが思いやりをもっている。 小６ 女子 河東地域

641 平和な町 小６ 女子 河東地域

642 このまま自然ある町 小６ 女子 河東地域

643 どちらでも 小６ 女子 河東地域

644
ほかの県からもたくさん人がきて、たくさんの人でにぎわっているま
ち

小６ 女子 会津若松ＩＣ周辺

645 笑顔のまち　歴史をのこせるまち 小６ 女子 会津若松ＩＣ周辺

646 買い物する場所が家に近くなって便利なまちになってほしい。 小６ 女子 会津若松ＩＣ周辺

647
全国からたくさんの人が集まるにぎやかなまち　今までの文化がずっ
と残っているまち

小６ 女子 会津若松ＩＣ周辺

648
みんなが平和で事故のない町。全国が会津若松市を知ってもらいたい
です。

小６ 女子 会津若松ＩＣ周辺

649
街中は買い物で楽しめる場所があって、山の方に行くと自然があふれ
ているというまちになってほしい。

小６ 女子 会津若松ＩＣ周辺

650 楽しい 小６ 女子 会津若松ＩＣ周辺

651 東京みたいな町 小６ 女子 会津若松ＩＣ周辺

652 犯罪など、悪いことが起こらない安全な町 小６ 女子 会津若松ＩＣ周辺

653 にぎやか 小６ 女子 会津若松ＩＣ周辺

654 いつまでも桜がきれいでいてほしい。 小６ 女子 会津若松ＩＣ周辺

655 楽しそうなまちになってほしい 小６ 女子 会津若松ＩＣ周辺

656 交通が便利になり、服やくつなどの店がたくさんあるまち 小６ 女子 会津若松ＩＣ周辺

657 みんなが仲の良い豊かな町 小６ 女子 会津若松ＩＣ周辺

658 遊び心ある平和な町 小６ 女子 会津若松ＩＣ周辺

659
犯罪をする人がいなくなってみんながニコニコしていられるまちに
なってほしい

小６ 女子 会津若松ＩＣ周辺

660 人がいっぱいのきれいな町 小６ 女子 会津若松ＩＣ周辺

661
もうすこし便利なお店をふやして、だけど自然はそのままにしてほし
い。

小６ 女子 会津大学周辺地域
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662
生活したうえで、不便のない町になってほしい。（かいもの場がふえ
たり）

小６ 女子 会津大学周辺地域

663 自然がおおい町　はたらくばしょが多い町　歴史とふれあえる町 小６ 女子 会津大学周辺地域

664 しぜんがいっぱいだけど、交通がべんりになってほしい 小６ 女子 会津大学周辺地域

665 緑がいっぱいだけど、大がた店がある町 小６ 女子 会津大学周辺地域

666 やさしい人が多くて安心するような町　おとしよりにやさしい 小６ 女子 会津大学周辺地域

667 若い人たちもとしおいて人たちも、はばひろい人たちがいる町 小６ 女子 会津大学周辺地域

668 都会に近づく 小６ 女子 会津大学周辺地域

669 とかいといなかの間 小６ 女子 会津大学周辺地域

670 明るくて自然いっぱいの町 小６ 女子 会津大学周辺地域

671 新しい町 小６ 女子 会津大学周辺地域

672 店が多いけど緑が多い。 小６ 女子 会津大学周辺地域

673 子どもたちがのびのびとあそべて、つきたい職場がたくさんあるまち 小６ 女子 会津大学周辺地域

674
今と変わらない住み良い「まち」、施設が充実している「まち」に
なってほしいです。

小６ 女子 会津大学周辺地域

675 とても楽しく安全な生活ができるまち 小６ 女子 会津大学周辺地域

676 誰もが助け合う「まち」になってほしい。（今よりもずーっと） 小６ 女子 会津大学周辺地域

677 自然豊かで夢のあるまち。 小６ 女子 会津大学周辺地域

678 伝統を守りつづけていて、自然が多いまちになってほしい。 小６ 女子 会津大学周辺地域

679 もっとみんなで協力のできる町になってほしいです。 小６ 女子 会津大学周辺地域

680 自然がもっといっぱいの町 小６ 女子 会津大学周辺地域

681 観光客に親切なまち 小６ 女子 西若松駅周辺

682 小さい子どもからお年よりの人がたくさんの人と交流できるまち 小６ 女子 西若松駅周辺

683 お店が多い町 小６ 女子 西若松駅周辺

684 たくさん店をつくる。道路が多い。 小６ 女子 西若松駅周辺

685 幸せな町 小６ 女子 西若松駅周辺

686 あまりガヤガヤしすぎない住みよい町 小６ 女子 西若松駅周辺

687 緑がたくさんある町 小６ 女子 西若松駅周辺

688 外国人などの観光客がたくさんいる明るい町 小６ 女子 西若松駅周辺

689 楽しくて、にぎやかな所 小６ 女子 西若松駅周辺

690
今のようにいなかのままでいてほしい。→きれいな「まち」になって
ほしい。

小６ 女子 西若松駅周辺

691 都会 小６ 女子 西若松駅周辺

692 いいまち 小６ 女子 西若松駅周辺

693 いまのままでいい。 小６ 女子 西若松駅周辺

694 ゴミが少なくて川や湖がキレイな町になってほしい。 小６ 女子 西若松駅周辺

695 平和な町 小６ 女子 西若松駅周辺

696 観光客がたくさん来る町 小６ 女子 西若松駅周辺

697 にぎやかな町になってほしい。 小６ 女子 西若松駅周辺

698 いまのまま 小６ 女子 西若松駅周辺

699 明るい町 小６ 女子 西若松駅周辺

700 人が優しく犯罪のない町 小６ 女子 西若松駅周辺
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701 明るい町 小６ 女子 西若松駅周辺

702 住んでいる人が今よりもっとあかるい町 小６ 女子 西若松駅周辺

703 都会的なまち 小６ 女子 西若松駅周辺

704 遊ぶ場がたくさんある町、商業がさかんな町 小６ 女子 西若松駅周辺

705 人口がたくさんで、公共しせつがたくさんある町。（東京みたいな） 小６ 女子 西若松駅周辺

706 都会的なでも犯罪の少ないまち 小６ 女子 西若松駅周辺

707 東京に負けないくらい盛り上がっているまち 小６ 女子 西若松駅周辺

708 すみやすい町・平和な町になってほしい。 小６ 女子 西若松駅周辺

709 いろんな人が仕事できて、緑のある町 小６ 女子 西若松駅周辺

710 いろいろなお店がたくさんある町 小６ 女子 総合運動公園周辺

711 にぎやか、きれい 小６ 女子 総合運動公園周辺

712 お店がいっぱいある店 小６ 女子 総合運動公園周辺

713 店が増えて明るいまち 小６ 女子 総合運動公園周辺

714 にぎやかな町 小６ 女子 総合運動公園周辺

715
イオンなどの建物ができても、さざえ堂などの歴史がある建物は残っ
ている町になってほしい

小６ 女子 総合運動公園周辺

716 楽しいまち 小６ 女子 総合運動公園周辺

717 もっと人のいるにぎやかな町 小６ 女子 総合運動公園周辺

718 歴史的な部分もありつつ、近代的なまち 小６ 女子 総合運動公園周辺

719 買い物ができるところを増やしてほしい 小６ 女子 総合運動公園周辺

720 かんきょうが良くなってほしい。 小６ 女子 総合運動公園周辺

721 遠くからでも来たくなるようなまちになってほしい。 小６ 女子 総合運動公園周辺

722 平和で栄えているところ 小６ 女子 総合運動公園周辺

723 都会になってほしい 小６ 女子 総合運動公園周辺

724
みんなやさしく、ポイ捨てがないきれいな町。笑顔があふれている町
（明るく、元気な町）

小６ 女子 総合運動公園周辺

725 自然のめぐみを感じる町だけど、不便ではない町 小６ 女子 総合運動公園周辺

726
交通が便利になり、観こう客の人たちが「ここにまた来たいな。ここ
に住みたいな。」今住んでいる人が「ずっとここでくらしていきたい
な。」と今より思えるところになってほしい。

小６ 女子 総合運動公園周辺

727 もう少し緑が増えて大きな建物もある場所。 小６ 女子 総合運動公園周辺

728 交通などが便利になって、学校や店がたくさんある。 小６ 女子 総合運動公園周辺

729
鉄道が何本か通っていて、大きな、きれいな公園がほしいです。危な
いところに信号をきちんとつける。

小６ 女子 総合運動公園周辺

730 観光客がいっぱいいる町になってほしい。 小６ 女子 総合運動公園周辺

731
しないの人たちが、会津若松で住みやすい、住んでよかったと思う
「まち」になってほしいです。

小６ 女子 総合運動公園周辺

732 ものすごくにぎわっているまち 小６ 女子 総合運動公園周辺

733 明るい町 小６ 女子 総合運動公園周辺

734 あかるくて、おだやかで、しずかな町 小６ 女子 総合運動公園周辺

735 店や場所が少ないから、もっと店を増やしてほしい 小６ 女子 中心市街地周辺

736 もうちょっと都会に近づいてほしい。アニメイト作ってください 小６ 女子 中心市街地周辺

737 平和で楽しい町になったらいと思います 小６ 女子 中心市街地周辺

738 伝統を残しつつ、新しいものを取り入れたまち 小６ 女子 中心市街地周辺
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739 平和な町が一番 小６ 女子 中心市街地周辺

740 事故がなくて犯罪などがない人々がやさしいまち 小６ 女子 中心市街地周辺

741 みんなが平和で安全にすごせる町 小６ 女子 中心市街地周辺

742 明るく親切なまち 小６ 女子 中心市街地周辺

743 自然がたくさんあるところ 小６ 女子 中心市街地周辺

744
自然もあり、買い物するしせつなどがたくさんあるような「まち」に
なってほしいです。

小６ 女子 中心市街地周辺

745 争いごとのない平和な町 小６ 女子 中心市街地周辺

746 緑のある町 小６ 女子 中心市街地周辺

747
会津若松市に住んでない人もここに住みたいと思うような町になって
ほしい

小６ 女子 中心市街地周辺

748
自然があり、観光スポットなどがあって、観光客の方がたくさん来て
くれるまち
かそ化しないまち

小６ 女子 中心市街地周辺

749 みんなが住みやすい町 小６ 女子 中心市街地周辺

750 観光客の多い、明るくにぎやかな町 小６ 女子 中心市街地周辺

751 たのしくてきれいで自然いっぱいのまち 小６ 女子 中心市街地周辺

752 店がたくさんあって活発なまち 小６ 女子 中心市街地周辺

753 自然が多く、たくさんの人に楽しんでもらえるような楽しい輝くまち 小６ 女子 中心市街地周辺

754 夢のような楽しい町 小６ 女子 中心市街地周辺

755
自然をたもち、住民たちがきそくをまもりながら、生きている街に
なってほしい。

小６ 女子 中心市街地周辺

756 都市化が進んでいると思う。 小６ 女子 中心市街地周辺

757 明るく遠くから人がいっぱい来てくれる市 小６ 女子 中心市街地周辺

758 未来的な町 小６ 女子 中心市街地周辺

759 買い物や遊ぶ所があるけれど、自然はそのままなまち 小６ 女子 中心市街地周辺

760 文化が発てんした住みやすいまち 小６ 女子 中心市街地周辺

761
平和であらそいがなく、市民全員があやまちをしない町であってほし
い

小６ 女子 中心市街地周辺

762 はなやかで、人がたくさんいるまち 小６ 女子 中心市街地周辺

763 もっとデパートができて、みんながもっと楽しい町になってほしい。 小６ 女子 中心市街地周辺

764 よくもわるくもないまち 小６ 女子 中心市街地周辺

765 町民が仲良く暮らすまち 小６ 女子 中心市街地周辺

766 静かな町 小６ 女子 中心市街地周辺

767 新しい町 小６ 女子 中心市街地周辺

768 会津に住む人達が安心して暮らせるまち 小６ 女子 中心市街地周辺

769 とかい的になりすぎず、平和でみんなが助け合うまち 小６ 女子 中心市街地周辺

770 有名な場所があって、観光人がいっぱいきてほしい。 小６ 女子 中心市街地周辺

771 交通が安全なまち 小６ 女子 中心市街地周辺

772 明るく平和なまち 小６ 女子 中心市街地周辺

773 明るい町　雪がふらない町 小６ 女子 中心市街地周辺

774 自然もあるけど、いろいろばお店 小６ 女子 中心市街地周辺

775 全ての人が移民に心を開いてくれるようなまち 小６ 女子 中心市街地周辺

776 平和なまち 小６ 女子 中心市街地周辺
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777 思いやりのあるやさしいまち 小６ 女子 中心市街地周辺

778 住みやすいまち 小６ 女子 中心市街地周辺

779
いなかのままの所と、東京よりはったつした所がそれぞれあってほし
い。

小６ 女子 中心市街地周辺

780 歴史を残しつつ、新しい町 小６ 女子 中心市街地周辺

781 あかるいまち 小６ 女子 中心市街地周辺

782 わからない 小６ 女子 中心市街地周辺

783
（1）はんざいなどがすべてなくなって平和になってほしい。
（２）だれもが助け合うような町になってほしい

小６ 女子 中心市街地周辺

784 ハデな町になってほしい 小６ 女子 中心市街地周辺

785 東京みたいにもっとにぎやかな町 小６ 女子 中心市街地周辺

786 みんながやさしい町 小６ 女子 中心市街地周辺

787 きれいで犯罪がぜったいない「まち」 小６ 女子 中心市街地周辺

788 東京みたいに都会的ですごい町 小６ 女子 中心市街地周辺

789 年よりの人も若い人も暮らしやすくたのしいまち 小６ 女子 中心市街地周辺

790 さかえた町 小６ 女子 中心市街地周辺

791 ゴミなどが捨ててない町 小６ 女子 中心市街地周辺

792 にぎわった町 小６ 女子 中心市街地周辺

793
今までのように平和ですばらしい　まち　になってほしいと思ってい
る。それは悪い事がない町。

小６ 女子 中心市街地周辺

794
会津にあるものを使って、より観光客が増え楽しいまちにしてほし
い。

小６ 女子 中心市街地周辺

795 東京のように明るくみんなに観光に来てもらえるようなまち 小６ 女子 中心市街地周辺

796 あたたかい町。みんなが優しい町。 小６ 女子 中心市街地周辺

797 たくさんの観光客でにぎわうまちです。 小６ 女子 中心市街地周辺

798 にぎやか 小６ 女子 中心市街地周辺

799
ふつうにあさおきてまどの外みたらすごいのいる。自然がたくさん。
ねったいぎょいる。

小６ 女子 中心市街地周辺

800 デパートがたくさんある町、遊び場がある町 小６ 女子 中心市街地周辺

801 事故の少ないまち 小６ 女子 猪苗代湖周辺

802 にぎやかな町、平和な町 小６ 女子 猪苗代湖周辺

803 みんな優しくて、明るい 小６ 女子 猪苗代湖周辺

804 歴史情緒あふれる水とか緑がきれいで動物たちとも共存できるまち 小６ 女子 猪苗代湖周辺

805 人がたくさん住む所 小６ 女子 猪苗代湖周辺

806 会津若松市が有名な歴史のまちになってほしい 小６ 女子 猪苗代湖周辺

807 美しくて明るいまち 小６ 女子 猪苗代湖周辺

808
昔の伝統を受け継ぎ続けているまち、風情を残し、きれいな街並みの
まち

小６ 女子 猪苗代湖周辺

809 ゴミなどが少なく、ポイ捨てがないまち 小６ 女子 猪苗代湖周辺

810 便利 小６ 女子 猪苗代湖周辺

811 外国人がたくさん来てくれるような旅行地 小６ 女子 猪苗代湖周辺

812 豊富で楽しいまちになってほしい 小６ 女子 東山、飯盛周辺

813 にぎやかなまち 小６ 女子 東山、飯盛周辺

814 活気があふれ発展はしているが、歴史や伝統を守り続けている街 小６ 女子 東山、飯盛周辺
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815 自然もあり、店もある 小６ 女子 東山、飯盛周辺

816 沢山の人が訪れる便利な市 小６ 女子 東山、飯盛周辺

817 都会のようなまち 小６ 女子 東山、飯盛周辺

818 空気がきれいでそれなりに生活が充実している町 小６ 女子 東山、飯盛周辺

819 もう少し買い物ができる場などを広くしてほしい 小６ 女子 東山、飯盛周辺

820 道路をすこし広くしてほしい 小６ 女子 東山、飯盛周辺

821
事件や事故がなく、バリアフリーがじゅうじつしていてだれもが安心
して暮らせるまち

小６ 女子 東山、飯盛周辺

822
楽しい施設が充実していて、歴史はそのまま残っている、自分が生ま
れ育ったところとして自慢ができるようなまち

小６ 女子 東山、飯盛周辺

823
今のままの自然や歴史は残してほしい。でも土日に気軽にいけるよう
なショッピングモールなどができてほしい。

小６ 女子 東山、飯盛周辺

824
たくさんの人が、ここにずっといたいと思えるような施設があってほ
しい。

小６ 女子 東山、飯盛周辺

825 これからもみんなが優しいまちになったらいいと思う。 小６ 女子 東山、飯盛周辺

826
市の人全員がけんかのない思いやりのある人たち、まちになってほし
い。

小６ 女子 東山、飯盛周辺

827 環境がよくて、だれもが住みやすいと言えるまち 小６ 女子 東山、飯盛周辺

828 栄える町に 小６ 女子 東山、飯盛周辺

829 子どもからお年寄りまでが充実した生活をすることができるような町 小６ 女子 東山、飯盛周辺

830 山などの自然がとても美しい市 小６ 女子 東山、飯盛周辺

831 歴史のある町　自然のある町 小６ 女子 東山、飯盛周辺

832 スポーツなど体を動かす場所が多いまち。（スケート場など） 小６ 女子 東山、飯盛周辺

833 きれい。 小６ 女子 北会津地域

834
空気がきれいで自然豊かだけど、買い物できる場が充実して住みやす
いまち

小６ 女子 北会津地域

835 今みたいなまちでいい。 小６ 女子 北会津地域

836 人がたくさん集まるようなまち 小６ 女子 北会津地域

837 安全な町 小６ 女子 北会津地域

838 今よりも少しでもにぎやかな場所 小６ 女子 北会津地域

839 明るく楽しい町 小６ 女子 北会津地域

840 いまよりもっと楽しい町 小６ 女子 北会津地域

841 やさしい人がいっぱいいる町 小６ 女子 北会津地域

842 町の人みんなが協力して仲の良い町 小６ 女子 北会津地域

843 もう少し鉄道があればいい 小６ 女子 北会津地域

844 歴史を大切にしている。　にぎやかな町 小６ 女子 北会津地域

845 人がたくさんいてにぎやかな町 小６ 女子 北会津地域

846 にぎやかで楽しい町 小６ 女子 北会津地域

847 とてもきれい 小６ 女子 北会津地域

848 明るい会津若松市 小６ 女子 北会津地域

849 商店街がにぎわい、たくさん人が歩いている。 小６ 女子 北会津地域

850 明るく安全な町 小６ 女子 北会津地域
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851
問16で書いた（遊園地、えいが館、ディズニーランド・シー・ショッ
ピングモール（イオン、アウトレット）、ハワイアンズ）ものがある
町、都会みたいな

小６ 女子 北会津地域

852 豊かな町 小６ 女子 無回答

853 働きやすく、住みやすいまち 中１ 男子 芦ノ牧、大川周辺

854 便利なようになってほしい 中１ 男子 芦ノ牧、大川周辺

855 静かだけどいい感じの歴史あるまち 中１ 男子 芦ノ牧、大川周辺

856 今のままでいい 中１ 男子 河東地域

857 会津の自然を残しつつ、町になってほしい。 中１ 男子 河東地域

858 ハイテク 中１ 男子 河東地域

859 今よりにぎやかな町になってほしい 中１ 男子 河東地域

860 活気あふれた町 中１ 男子 河東地域

861 バスが１時間に３本走っている「まち」 中１ 男子 河東地域

862 治安のいいまち 中１ 男子 河東地域

863 犯罪がなくなるように警察も総力を上げてほしいまち 中１ 男子 会津若松ＩＣ周辺

864 仙台に負けないくらい。 中１ 男子 会津若松ＩＣ周辺

865 あまりサツ（警察）がうるさくない会津になってほしい。 中１ 男子 会津若松ＩＣ周辺

866 楽しい町 中１ 男子 会津若松ＩＣ周辺

867
自然環境や交通などよく、人口がたくさんいるまちになってほしいで
す。

中１ 男子 会津若松ＩＣ周辺

868 明るいまち 中１ 男子 会津若松ＩＣ周辺

869 とても感じのいいまち 中１ 男子 会津若松ＩＣ周辺

870 交通の便が良くなってほしい 中１ 男子 会津若松ＩＣ周辺

871 歴史や緑あふれるまち 中１ 男子 会津若松ＩＣ周辺

872 便利で県外、市外、国外から多くの人が来てくれればいい。 中１ 男子 会津大学周辺地域

873 実にさわがしく元気のよい町 中１ 男子 会津大学周辺地域

874 楽しくて明るく、笑顔の絶えない「まち」 中１ 男子 会津大学周辺地域

875 きれいなまち 中１ 男子 会津大学周辺地域

876 平和なまち 中１ 男子 会津大学周辺地域

877 平和で遊ぶところがいっぱいある町 中１ 男子 会津大学周辺地域

878 工業化が進んだまち。元気で明るい町。 中１ 男子 会津大学周辺地域

879 都会ではないのどかなまち 中１ 男子 会津大学周辺地域

880 セブンがいっぱいあるべんりな町 中１ 男子 会津大学周辺地域

881 社会的な町 中１ 男子 会津大学周辺地域

882
自由きままに、けど事件や事故が一つもない町で、ほかの県からも市
民からも愛される会津にしたい。

中１ 男子 会津大学周辺地域

883 高齢者に優しい知的なまち 中１ 男子 会津大学周辺地域

884 スポーツさかんな所。スポーツのしせつがそろっている学校。 中１ 男子 会津大学周辺地域

885 未来のまち 中１ 男子 会津大学周辺地域

886 楽しい町 中１ 男子 市外

887 にぎやかな町 中１ 男子 市外

888 たくさんの人が住んでいて、いつもにぎやかな市 中１ 男子 市外

889 今よりも観光客がたくさんきてにぎやかな町 中１ 男子 市外
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890
昔ながらの場所を残しつつ、会社などが少ないと思うから、会社が多
く建ってる市

中１ 男子 市外

891 みんながとても優しくなってくれたらうれしい。 中１ 男子 市外

892 平和で犯罪、事件のないまちにしたい。 中１ 男子 市外

893 未来都市 中１ 男子 市外

894 今のままの方がいい 中１ 男子 西若松駅周辺

895 交通の便が良い町 中１ 男子 西若松駅周辺

896 このままででもいいかもしれない 中１ 男子 西若松駅周辺

897 老人や子持ちの人などの人達に住みやすいまち 中１ 男子 西若松駅周辺

898 にぎやかで人の多いまち 中１ 男子 西若松駅周辺

899 事件の起こらない平和なまち 中１ 男子 西若松駅周辺

900 活気的で歴史がたくさんあふれているまち 中１ 男子 西若松駅周辺

901 住みやすく遊び場がある町 中１ 男子 西若松駅周辺

902 都会 中１ 男子 西若松駅周辺

903 今よりもっとすみやすく充実した毎日をおくりたい 中１ 男子 西若松駅周辺

904 若い人でもくらしやすい町になってほしい。 中１ 男子 西若松駅周辺

905 住みやすく明るいまち 中１ 男子 西若松駅周辺

906 にぎやかな会津になってほしい。 中１ 男子 西若松駅周辺

907 とかいのような町 中１ 男子 西若松駅周辺

908 平和（今もだけど） 中１ 男子 総合運動公園周辺

909 都会 中１ 男子 総合運動公園周辺

910 なつかしい町 中１ 男子 総合運動公園周辺

911 そのまま 中１ 男子 総合運動公園周辺

912 今のまま 中１ 男子 総合運動公園周辺

913 今のまんま 中１ 男子 総合運動公園周辺

914 今より少し発展したぐらい 中１ 男子 総合運動公園周辺

915 このまんまの町 中１ 男子 総合運動公園周辺

916 市民が緑とか自然的なものに向き合う 中１ 男子 総合運動公園周辺

917
近代化になりすぎず、昔のおうなきれいなまちになってほしいと思い
ます

中１ 男子 総合運動公園周辺

918 遊び場 中１ 男子 総合運動公園周辺

919 今までどおり 中１ 男子 総合運動公園周辺

920
協力し合えるまち　例）1つのことをみんなで話し合い解決に結びつ
くなど

中１ 男子 総合運動公園周辺

921
他の県からも観光客など人がたくさん来て、にぎやかなまちになって
ほしい。

中１ 男子 総合運動公園周辺

922 明るくにぎやかなまち 中１ 男子 中心市街地周辺

923 歴史的文化を大切にするまち 中１ 男子 中心市街地周辺

924 福島市などに負けないまち 中１ 男子 中心市街地周辺

925 都会のようなにぎやかなまち 中１ 男子 中心市街地周辺

926 もう少し都会になってほしいです（観光客が多く来たりなど） 中１ 男子 中心市街地周辺

927 バリアフリーが多くなり、子供が楽しめるまち 中１ 男子 中心市街地周辺

928 今のままでいい 中１ 男子 中心市街地周辺

929 にぎやかで楽しくて遊べるまち 中１ 男子 中心市街地周辺
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930 助けあう 中１ 男子 中心市街地周辺

931 人口30万人くらいの市で教育を重点的に重んじるところ 中１ 男子 中心市街地周辺

932 助け合い 中１ 男子 中心市街地周辺

933 今のままでいい 中１ 男子 中心市街地周辺

934 にぎやかで優しさあふれるまち 中１ 男子 中心市街地周辺

935 にぎやかなまち 中１ 男子 中心市街地周辺

936 交通が発達した市 中１ 男子 中心市街地周辺

937 人口200万人 中１ 男子 中心市街地周辺

938 このままで 中１ 男子 中心市街地周辺

939
誰もが気軽に観光できるようなまち。市内に誰もが進める観光ルート
を作ってみては？

中１ 男子 中心市街地周辺

940 都市部のように明るくて活発なまち 中１ 男子 中心市街地周辺

941 歴史を大切にする「まち」　インフラが整備されている。 中１ 男子 中心市街地周辺

942 今と変わらない町、サイゼリヤ 中１ 男子 中心市街地周辺

943 活気あふれるまち 中１ 男子 中心市街地周辺

944
平和で安全なまちになってほしいし、観光客がもっと来るまちになっ
てほしい。

中１ 男子 中心市街地周辺

945 人がたくさんいて、にぎわっている街 中１ 男子 中心市街地周辺

946
伝統や文化を受け継ぎながら、建物を人の役立つように発展させてい
きたいです。

中１ 男子 中心市街地周辺

947 人口の多いまち 中１ 男子 中心市街地周辺

948 あこがれる町 中１ 男子 中心市街地周辺

949 いろんな施設が充実しているまち 中１ 男子 中心市街地周辺

950 静かな町 中１ 男子 中心市街地周辺

951 伝統の特色を生かしながら、いいふんいきのまち 中１ 男子 中心市街地周辺

952 少しはってんしてほしい。 中１ 男子 中心市街地周辺

953 すべてがあつまった町 中１ 男子 中心市街地周辺

954 自然が美しく、発てんしているまち 中１ 男子 中心市街地周辺

955 夢の国 中１ 男子 中心市街地周辺

956 すごいまち 中１ 男子 中心市街地周辺

957 サービス店やコンビにをもうちょっと多く 中１ 男子 中心市街地周辺

958 ある程度ビルがあるといい 中１ 男子 中心市街地周辺

959 みんなが笑顔のまち 中１ 男子 猪苗代湖周辺

960 将来もきれいな町になっていてほしい 中１ 男子 猪苗代湖周辺

961 くらしやすい町 中１ 男子 猪苗代湖周辺

962 くらしやすい町 中１ 男子 猪苗代湖周辺

963 明るい町 中１ 男子 猪苗代湖周辺

964 観光客がいっぱいくる町 中１ 男子 猪苗代湖周辺

965 都会みたいな町 中１ 男子 猪苗代湖周辺

966 みんなが住みやすいまち 中１ 男子 猪苗代湖周辺

967 人がいっぱいくるにぎやかなまち 中１ 男子 猪苗代湖周辺

968 都会になってほしい 中１ 男子 猪苗代湖周辺

969 もっと職場や学びの場が増えて会津から企業が進出するようなまち 中１ 男子 東山、飯盛周辺

970 明るく、不良などのいない「まち」になってほしい 中１ 男子 東山、飯盛周辺
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971 都会で有名人などがあらわれる町にしたい。東京みたいにしたい 中１ 男子 東山、飯盛周辺

972 今より都会なまち 中１ 男子 東山、飯盛周辺

973 近未来 中１ 男子 東山、飯盛周辺

974 平和な町 中１ 男子 東山、飯盛周辺

975 活気のある町 中１ 男子 東山、飯盛周辺

976 みんなが知っているような 中１ 男子 東山、飯盛周辺

977 豊かで平和な町でいてほしい 中１ 男子 東山、飯盛周辺

978 人があふれるまち 中１ 男子 東山、飯盛周辺

979 あかるい 中１ 男子 東山、飯盛周辺

980 環境にいい、ポイ捨てのないまち 中１ 男子 北会津地域

981 やさしさあふれるまち 中１ 男子 北会津地域

982
町がキレイで東京みたいに発展はしないでほしいし、犯罪の少ない市
にしたい。

中１ 男子 北会津地域

983 思わない 中１ 男子 北会津地域

984 ゆたかなまち 中１ 男子 北会津地域

985 明るいまち 中１ 男子 北会津地域

986 よい町 中１ 男子 北会津地域

987 ひといっぱい 中１ 男子 北会津地域

988 平和に仲良く、いなからしくとてもいいまちになってほしい 中１ 男子

989 遊び場が増えている。デパートがある。 中１ 男子

990 観光客がいっぱいきてはってんしていってほしい。 中１ 男子

991 このままでいいとおもいます。 中１ 男子

992 助けたり、助け合うができる会津若松市 中１ 女子 芦ノ牧、大川周辺

993 自然と建物が調和しているまち 中１ 女子 芦ノ牧、大川周辺

994 にぎやかに 中１ 女子 芦ノ牧、大川周辺

995 柄のいい町、治安が良いまち 中１ 女子 河東地域

996
都会のように大きな会社などがあるといいと思うが、空気はきれいな
ままがいいので、東京の半分くらいの感じで都市化して欲しい。

中１ 女子 河東地域

997 歴史がありつつ「最新の町！」ってかんじで 中１ 女子 会津若松ＩＣ周辺

998 都会のようで都会ではないくらい。 中１ 女子 会津若松ＩＣ周辺

999 今、以上ににぎやかな町になってほしいです。 中１ 女子 会津若松ＩＣ周辺

1000 みんながすみやすい環境 中１ 女子 会津若松ＩＣ周辺

1001 すこし都会 中１ 女子 会津若松ＩＣ周辺

1002 都市的なまちで大きい病院がある「まち」 中１ 女子 会津若松ＩＣ周辺

1003 たくさん観光する場所があるまち 中１ 女子 会津若松ＩＣ周辺

1004 都会 中１ 女子 会津若松ＩＣ周辺

1005 都会と自然が両立できるまち 中１ 女子 会津若松ＩＣ周辺

1006 もっと歴史のあふれる町になってほしい 中１ 女子 会津若松ＩＣ周辺

1007 一人一人が静かに暮らせる町 中１ 女子 会津若松ＩＣ周辺

1008 今と変わらない安心できるまち 中１ 女子 会津若松ＩＣ周辺

1009 変わらず、明るく良い市 中１ 女子 会津大学周辺地域

1010 歴史あり、近代的で楽しめる町 中１ 女子 会津大学周辺地域

1011
楽しい町がいいと思う。後よりよい人材育成のためにもうちょっと教
育に力を入れたほうがいいと思う。福島県の学力低いので…

中１ 女子 会津大学周辺地域
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1012 自然もあり、遊ぶ場所もある地球に優しい街になってほしい 中１ 女子 会津大学周辺地域

1013 ごみが落ちていない。きれいな町 中１ 女子 会津大学周辺地域

1014 明るく楽しい町 中１ 女子 会津大学周辺地域

1015 平和な町 中１ 女子 会津大学周辺地域

1016 みんながやさしく元気なまち 中１ 女子 会津大学周辺地域

1017 都会 中１ 女子 会津大学周辺地域

1018
ほかの地域からたくさんの人が来て、アーティストとか歌手のライブ
とかをできる大きいドームをつくってほしい。

中１ 女子 会津大学周辺地域

1019 みんなやさしく自然の町。 中１ 女子 会津大学周辺地域

1020 フリーターの人がいない町 中１ 女子 会津大学周辺地域

1021
焼肉やさんが多くなっている。道路の整備がしてある。娯楽施設など
がふえている。

中１ 女子 会津大学周辺地域

1022 ごみがなくきれいなまち 中１ 女子 会津大学周辺地域

1023
とても発展した所もあるが、いなか的なおちついている所もある。
帰ってくると安心する町。

中１ 女子 会津大学周辺地域

1024 便利なまち。楽しめる。 中１ 女子 会津大学周辺地域

1025 東京みたいなオシャレなまち。 中１ 女子 会津大学周辺地域

1026

とにかく今よりは少し「平和」に近づけているといい。つまり、住む
人の心のあたたかさがもっとあるといい。新しいイベントも増やした
ほうが活気がつくと思う。もっといろいろな店があるといいとも思う
が、今の会津も残っていてほしい。（古風な感じ）

中１ 女子 会津大学周辺地域

1027
もう少し雪の除雪をきれいにして、買い物ができるショッピングモー
ルなどをふやし、かんこう客がふえる町。

中１ 女子 会津大学周辺地域

1028 歴史の魅力がさらにあふれるまち 中１ 女子 市外

1029
色々なところから観光客がたくさん来る「まち」　行くだけで「和」
と感じられる「まち」

中１ 女子 市外

1030 施設が充実してほしい 中１ 女子 市外

1031 交通を便利にして、都会になる。 中１ 女子 市外

1032 住みやすい街 中１ 女子 市外

1033 知らない人が来ても笑顔でいる。 中１ 女子 市外

1034
ただ一方的に発展するのではなく、会津の文化、伝統などを大事にし
たまちになってほしい。

中１ 女子 市外

1035 スポーツも盛んになり、音楽も盛んになってほしい 中１ 女子 市外

1036
もっと自分の「まち」を大切にし、自然を工夫して快適なまちになれ
ばいい。

中１ 女子 市外

1037 なつかしく思えるところ 中１ 女子 市外

1038 観光客や人がたくさんいるまちになってほしい。 中１ 女子 市外

1039 きれいで住みやすい町 中１ 女子 市外

1040

都会にはないビルなどがたくさんあるわけではないが、目を引くよう
な建物を１つ建ててほしい。イオンやラウンドワンなどの家族、ペッ
トと行ける施設。私が行ったイオンなどでは、その回りにハチ公のよ
うなどうぞうをおき、待ち合わせしたり、そうするとイオンなどでも
遊べるし、その近くにパーキングエリアを設けたら、遠くから来た人
でも、とまれるし、ホテルもあったらいいと思います。（例）かぶき
町の建物がテレビであったような建物

中１ 女子 市外
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1041 便がよい町、除雪が上手い町 中１ 女子 西若松駅周辺

1042 今の面影を少し残し、自然が多く、充実したまち 中１ 女子 西若松駅周辺

1043 全てが充実している市 中１ 女子 西若松駅周辺

1044 田舎じゃない町→でも田んぼや畑は残してほしい。 中１ 女子 西若松駅周辺

1045 住みやすさのある町で人々の笑顔がたえない明るく、活気のある町 中１ 女子 西若松駅周辺

1046 今よりも人口が増え、さらに明るいまちにしたいです。 中１ 女子 西若松駅周辺

1047
ショッピングモールや大きい映画館などを建て、楽しい町になってほ
しい。

中１ 女子 西若松駅周辺

1048
大きなお店やショッピングモール、遊園地などがあるとてもにぎやか
な町

中１ 女子 西若松駅周辺

1049 何百年、何千年たっても歴史的建造物が残る町 中１ 女子 西若松駅周辺

1050 にぎやかなまち 中１ 女子 西若松駅周辺

1051 スポーツの施設が充実し、スポーツのイメージの強い町 中１ 女子 西若松駅周辺

1052 バスの時間を1時間に1回走ってほしい。 中１ 女子 西若松駅周辺

1053
明るく小さい子供たちが楽しく遊べる町。親さんが子育てのしやすい
町

中１ 女子 西若松駅周辺

1054 県内や県外からもっとたくさんの人が来るまち。 中１ 女子 西若松駅周辺

1055 住みやすいまち 中１ 女子 西若松駅周辺

1056 優しい人がたくさんいるまち 中１ 女子 西若松駅周辺

1057 一人一人が思いやりのあるまち 中１ 女子 西若松駅周辺

1058 少しだけ都会にして犯罪が増えないように警察も少し増やす 中１ 女子 総合運動公園周辺

1059 人が増えたら家や住むところを作る。自然や山はそのままで 中１ 女子 総合運動公園周辺

1060 観光客が来て会津を知ってほしい 中１ 女子 総合運動公園周辺

1061 都会だけど落ち着くまち 中１ 女子 総合運動公園周辺

1062
ジャスコとかモールやイオンのどれがひとつできて笑顔のあふれる町
にしたい

中１ 女子 総合運動公園周辺

1063 このまんま 中１ 女子 総合運動公園周辺

1064 あれなければいい 中１ 女子 総合運動公園周辺

1065 ゆたかな町、平和な町 中１ 女子 総合運動公園周辺

1066 生活に便利なまち 中１ 女子 総合運動公園周辺

1067 イベントがたくさんある町 中１ 女子 総合運動公園周辺

1068 住みやすいまちになってほしい 中１ 女子 総合運動公園周辺

1069 他の県からたくさんの人がくる活気のあるまち 中１ 女子 総合運動公園周辺

1070 みんなが生活できるまち 中１ 女子 総合運動公園周辺

1071 勇気あふれる町、マナーをきちんと守れる町 中１ 女子 総合運動公園周辺

1072 都会みたいな町 中１ 女子 総合運動公園周辺

1073 若い人が住み続けるまち 中１ 女子 中心市街地周辺

1074
緑がいっぱいあるけど、若い人もたくさんいる帰ってきたくなる「ま
ち」

中１ 女子 中心市街地周辺

1075 便利でどの年齢の人でも住みやすい、楽しいまち 中１ 女子 中心市街地周辺

1076 歴史のことを伝えつつ、現在に合わせた建物、お店があってほしい 中１ 女子 中心市街地周辺

1077 活気があるまち 中１ 女子 中心市街地周辺

1078
若松の中心あたりの神明通りが人が少なくなっている。人がたくさん
来てくれるようにしてほしい

中１ 女子 中心市街地周辺
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1079 犯罪がないようなまちにしたい 中１ 女子 中心市街地周辺

1080 人でにぎあうまち 中１ 女子 中心市街地周辺

1081 観光客あふれる歴史ある町 中１ 女子 中心市街地周辺

1082 子どもが安全に暮らせるまち 中１ 女子 中心市街地周辺

1083 東京みたいな市 中１ 女子 中心市街地周辺

1084 昔ながらの所もありながら、発達していると良い（交通など） 中１ 女子 中心市街地周辺

1085 にぎやかで平和なまち 中１ 女子 中心市街地周辺

1086 今よりも、もっと平和で殺人などがない町 中１ 女子 中心市街地周辺

1087 ずっと平和なまちになってほしい 中１ 女子 中心市街地周辺

1088 楽しいまち 中１ 女子 中心市街地周辺

1089 若い人たちがたくさん来てくれるようなまち 中１ 女子 中心市街地周辺

1090 感謝の心とやさしい心のまちになってほしいです 中１ 女子 中心市街地周辺

1091 全国の人が知っているまち 中１ 女子 中心市街地周辺

1092 協力しあい、互いに助け合える平和な町 中１ 女子 中心市街地周辺

1093 観光客がいっぱいいる 中１ 女子 中心市街地周辺

1094 城下町っぽいけど、便利な町（楽しい町） 中１ 女子 中心市街地周辺

1095
明るく、楽しいところになってほしい。伝統はずっとあり続けてほし
い。

中１ 女子 中心市街地周辺

1096 コンクリートではなく、植物がたくさんある街 中１ 女子 中心市街地周辺

1097 自然もあり、活気であふれているまち 中１ 女子 中心市街地周辺

1098 賑やかそうなところ 中１ 女子 中心市街地周辺

1099 もう少し都会的なまち 中１ 女子 中心市街地周辺

1100 よりよく暮らしていけるまち 中１ 女子 中心市街地周辺

1101 遊ぶ所をつくる。お年寄りが生活しやすいこと。 中１ 女子 中心市街地周辺

1102 楽しい 中１ 女子 中心市街地周辺

1103 もっとみんなに知られている町（いい意味で） 中１ 女子 中心市街地周辺

1104 もっと活気があるところにしてほしい 中１ 女子 中心市街地周辺

1105 もっと都会になってほしい 中１ 女子 中心市街地周辺

1106 映画館がある街。都会にしてほしい。 中１ 女子 中心市街地周辺

1107 都会 中１ 女子 中心市街地周辺

1108 大型店舗がいっぱいになってほしい 中１ 女子 中心市街地周辺

1109 東京と同じくらい発展したまち 中１ 女子 中心市街地周辺

1110 東京のように高い建物があったらいいと思います。 中１ 女子 猪苗代湖周辺

1111 人がいっぱいいてにぎやかなまち 中１ 女子 猪苗代湖周辺

1112 便利なまち 中１ 女子 猪苗代湖周辺

1113 親切な人がたくさんいる町になってほしい 中１ 女子 猪苗代湖周辺

1114 パリか東京（原宿の近く）みたいなまち 中１ 女子 東山、飯盛周辺

1115 犯罪がない町にしたい 中１ 女子 東山、飯盛周辺

1116 みんなが住みやすいまち 中１ 女子 東山、飯盛周辺

1117
皆が助け合って生活していて、エコ活動をしてるなど将来のことを考
えているまち

中１ 女子 東山、飯盛周辺

1118 東京みたいになってほしくないけど、なれるぐらいの町 中１ 女子 東山、飯盛周辺

1119 ボランティアをやっていて人助けができそうな町です 中１ 女子 東山、飯盛周辺

1120 今よりも、会津若松市の歴史が有名になったらいいと思う。 中１ 女子 東山、飯盛周辺
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1121 旅行客がたくさん来て、活気のあるところ 中１ 女子 東山、飯盛周辺

1122 どっちでもいい 中１ 女子 北会津地域

1123
殺人事件などあまりおこさず、警察がひまになるような町（住みやす
いまち）

中１ 女子 北会津地域

1124
世界的有名な市になっていてほしい。今までどおりぶっそうにはなら
ないでほしい。

中１ 女子 北会津地域

1125 活気あふれる町 中１ 女子 北会津地域

1126
自然をできるだけこわさないおうに今よりもいろんな施設が増えてほ
しい

中１ 女子 北会津地域

1127 とにかく店がたくさんあるところ 中１ 女子 北会津地域

1128 今のような会津の教えを忘れないまち 中１ 女子 北会津地域

1129 他県から家族づれとか遊びにくる人が多いまち 中１ 女子 北会津地域

1130 犯罪がないまち。世界的に有名なまち 中１ 女子 北会津地域

1131 賑やかなまち 中１ 女子 北会津地域

1132 交通の便がよくなり、買い物ができる場が増えてほしい 中１ 女子 北会津地域

1133
いろいろな県から「会津若松市ってすごい」と言われるような町にし
てほしい。

中１ 女子 北会津地域

1134 ちょうどいいいなか（いなかだけどショッピングモールはある） 中１ 女子 北会津地域

1135 交通がスムーズなまち 中２ 男子 芦ノ牧、大川周辺

1136 交通の便利なまち 中２ 男子 芦ノ牧、大川周辺

1137 いろいろなものが充実しているまち 中２ 男子 芦ノ牧、大川周辺

1138 活気にあふれたまち 中２ 男子 芦ノ牧、大川周辺

1139 自然がいっぱいのまち 中２ 男子 芦ノ牧、大川周辺

1140 いいまち 中２ 男子 芦ノ牧、大川周辺

1141
会津の歴史をもっと他の人に知ってもらうために歴史博物館を作って
ほしい

中２ 男子 芦ノ牧、大川周辺

1142 きれいな 中２ 男子 芦ノ牧、大川周辺

1143 きれいな、すごい町になってほしい。 中２ 男子 会津若松ＩＣ周辺

1144 発展したまち 中２ 男子 会津若松ＩＣ周辺

1145 「どこか遠くに出かけないとあれが買えない」などがない町 中２ 男子 会津若松ＩＣ周辺

1146
大きい店が大量にあって、遊園地や動物園や水族館や映画館があるま
ち

中２ 男子 会津若松ＩＣ周辺

1147 若者が残りたくなるような町 中２ 男子 会津若松ＩＣ周辺

1148 歴史もあり、近代的な街 中２ 男子 会津若松ＩＣ周辺

1149 都会 中２ 男子 会津若松ＩＣ周辺

1150 発達しているけど、自然豊かな町 中２ 男子 会津若松ＩＣ周辺

1151 東京までではないが県外から人が来てくれている町 中２ 男子 会津若松ＩＣ周辺

1152 若者が活気あふれる町 中２ 男子 会津若松ＩＣ周辺

1153 にぎやかな町 中２ 男子 会津若松ＩＣ周辺

1154 いい町 中２ 男子 会津若松ＩＣ周辺

1155 農業による産業とＩＴ産業の充実 中２ 男子 会津大学周辺地域

1156 おもてなしのできるまち 中２ 男子 会津大学周辺地域

1157 空気がきれい 中２ 男子 会津大学周辺地域

1158 にぎやかなまちになってほしいとおもいます 中２ 男子 会津大学周辺地域
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1159 じこがない安全ですみやすいまちになってほしい 中２ 男子 会津大学周辺地域

1160 動き続ける 中２ 男子 会津大学周辺地域

1161 にぎやかで自然がきれいな町 中２ 男子 会津大学周辺地域

1162 幼い子からお年寄りまで、仲良くふれあえる町 中２ 男子 会津大学周辺地域

1163 市として発展し、観光客が多く来てくれる市 中２ 男子 会津大学周辺地域

1164
仕事場がいっぱいあり買い物できるところがあるまちになってほし
い。交流ができる。

中２ 男子 会津大学周辺地域

1165 都市化したらもっと楽しくなりそう 中２ 男子 会津大学周辺地域

1166 住みやすい町 中２ 男子 会津大学周辺地域

1167 みんなが住みやすい町 中２ 男子 会津大学周辺地域

1168 住みやすい町 中２ 男子 会津大学周辺地域

1169 今よりも平和で安全なまち 中２ 男子 会津大学周辺地域

1170 都かいのような所もありながら伝統的な所もある町 中２ 男子 会津大学周辺地域

1171 スポーツ 中２ 男子 市外

1172 大人から子供まで楽しめる施設があればいいと思う。 中２ 男子 市外

1173 もっとショッピングセンターなど、県外から人も楽しめる町 中２ 男子 市外

1174 近未来的なまち 中２ 男子 市外

1175 機械が発達している町 中２ 男子 西若松駅周辺

1176 文化を守りながら、もう少し近代的になってほしい 中２ 男子 西若松駅周辺

1177 自然などありながら楽しい場所がたくさんあるまち 中２ 男子 西若松駅周辺

1178 活気があるまち 中２ 男子 西若松駅周辺

1179 にぎやかな町 中２ 男子 西若松駅周辺

1180 朝鮮人がいない街 中２ 男子 西若松駅周辺

1181 平和 中２ 男子 総合運動公園周辺

1182
歴史建造物以外にもすごいと思えるもののあるまち、人々が楽しく
笑ってつながるまち

中２ 男子 総合運動公園周辺

1183 人気の観光スポットみたいな感じ 中２ 男子 総合運動公園周辺

1184 過ごして楽しいまち 中２ 男子 総合運動公園周辺

1185 活気あふれる町にしてほしい 中２ 男子 総合運動公園周辺

1186 にぎやかな町 中２ 男子 総合運動公園周辺

1187 発達し、にぎやかになってほしい 中２ 男子 総合運動公園周辺

1188 福島県の中で１番注目される「まち」になってほしい 中２ 男子 総合運動公園周辺

1189 もっと店を増やしてほしい 中２ 男子 総合運動公園周辺

1190 大きな建物がないから、建物を建ててほしい 中２ 男子 総合運動公園周辺

1191 都会 中２ 男子 総合運動公園周辺

1192 活力がある若いまちになって欲しい 中２ 男子 総合運動公園周辺

1193 もっとちゃんとしたまち 中２ 男子 総合運動公園周辺

1194 平和！！ 中２ 男子 総合運動公園周辺

1195 どうなってもらってもけっこうです。 中２ 男子 総合運動公園周辺

1196 より住みやすいまち 中２ 男子 中心市街地周辺

1197 にぎやかなまち 中２ 男子 中心市街地周辺

1198 お店がもっと増えてほしい 中２ 男子 中心市街地周辺

1199 人のにぎあうまち 中２ 男子 中心市街地周辺

1200 緑豊かで、歴史で栄えてほしい 中２ 男子 中心市街地周辺

201



整理
№

回答 学年 性別 居住地区

17　17　17　17　あなたはあなたはあなたはあなたは将来将来将来将来、、、、会津若松市会津若松市会津若松市会津若松市がどのようながどのようながどのようながどのような「「「「まちまちまちまち」」」」になってほしいとになってほしいとになってほしいとになってほしいと思思思思いますかいますかいますかいますか

1201 歴史あるまち 中２ 男子 中心市街地周辺

1202 楽しい町 中２ 男子 中心市街地周辺

1203 平和な町 中２ 男子 中心市街地周辺

1204 一人ひとりが目標をもっているまち 中２ 男子 中心市街地周辺

1205 近未来的な観光都市 中２ 男子 中心市街地周辺

1206 ゴミとか落ちていないまち 中２ 男子 中心市街地周辺

1207 活気のある町 中２ 男子 中心市街地周辺

1208 活気あふれた市 中２ 男子 中心市街地周辺

1209 たくさん買い物ができる所 中２ 男子 中心市街地周辺

1210 高齢者も安全に暮らせる町 中２ 男子 中心市街地周辺

1211 今みたいに自然でいてほしいです 中２ 男子 中心市街地周辺

1212 スポーツが盛んなまち 中２ 男子 中心市街地周辺

1213 いろいろな設備がそろってほしい（安全） 中２ 男子 中心市街地周辺

1214 市全体で協力していける町 中２ 男子 中心市街地周辺

1215 施設が多くて、人が集まるまち 中２ 男子 中心市街地周辺

1216 温故知新に古いことと新しいことを両立させ取り組むまち 中２ 男子 中心市街地周辺

1217 もっと発展した都市になってほしい。 中２ 男子 中心市街地周辺

1218 首都になってほしい（切実） 中２ 男子 中心市街地周辺

1219 政令指定都市、若しくは地方中枢都市 中２ 男子 中心市街地周辺

1220 京都のようになってほしい。 中２ 男子 中心市街地周辺

1221 自然が豊かなまち 中２ 男子 中心市街地周辺

1222 どんな人でも楽しむことができ、会津の昔の文化をよく学べるまち 中２ 男子 中心市街地周辺

1223 買い物やごらくが充実し、1か所に人が集まらないようなまち。 中２ 男子 中心市街地周辺

1224 ・犯罪が無い町・いじめがない町 中２ 男子 中心市街地周辺

1225 かっきのある町 中２ 男子 中心市街地周辺

1226 とても大きな桜の木をシンボルとしたまち 中２ 男子 中心市街地周辺

1227 イケメンな町 中２ 男子 中心市街地周辺

1228 住みやすいまち 中２ 男子 中心市街地周辺

1229 平和な町 中２ 男子 中心市街地周辺

1230 ゴミが少なく、はんざいがないまち 中２ 男子 中心市街地周辺

1231 楽しい町 中２ 男子 中心市街地周辺

1232 交通の便がよく、買い物する場所などがたくさんある。 中２ 男子 中心市街地周辺

1233 住みやすい町 中２ 男子 中心市街地周辺

1234 静かなまち 中２ 男子 猪苗代湖周辺

1235 わからない 中２ 男子 猪苗代湖周辺

1236 もう少し都会的なまちになってほしい 中２ 男子 猪苗代湖周辺

1237 平和なまち 中２ 男子 猪苗代湖周辺

1238 交通が便利なまち、買い物が便利 中２ 男子 猪苗代湖周辺

1239 交通が便利 中２ 男子 猪苗代湖周辺

1240 歴史のある町 中２ 男子 猪苗代湖周辺

1241 豊かなまち 中２ 男子 猪苗代湖周辺

1242 観光以外に目立つものがあるまち 中２ 男子 東山、飯盛周辺

1243 活気 中２ 男子 東山、飯盛周辺

1244 にぎやか 中２ 男子 東山、飯盛周辺
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1245 もっと活性化すべき 中２ 男子 東山、飯盛周辺

1246 情報しゅうしゅうが発てんしている町 中２ 男子 東山、飯盛周辺

1247 みんなが安心に楽しく暮らせるまち 中２ 男子 東山、飯盛周辺

1248 今よりとても良い町 中２ 男子 東山、飯盛周辺

1249 今のままでいい 中２ 男子 北会津地域

1250 今のままでいい 中２ 男子 北会津地域

1251 ふつう 中２ 男子 北会津地域

1252 犯罪や事故のないまち 中２ 男子 北会津地域

1253 今のままでいい。 中２ 男子 北会津地域

1254 自然がきれいなまち 中２ 男子 北会津地域

1255 都市のように発展してほしい 中２ 男子 北会津地域

1256 活気あふれる町 中２ 男子 北会津地域

1257 思わない 中２ 男子 北会津地域

1258 若い人が地元で職、進路を決めれる町 中２ 男子 北会津地域

1259 便利な町、楽しい町 中２ 男子 北会津地域

1260 人々が集まる町 中２ 女子 芦ノ牧、大川周辺

1261 明るいまち 中２ 女子 芦ノ牧、大川周辺

1262 自由なまち 中２ 女子 芦ノ牧、大川周辺

1263 あいさつができるようになり、笑顔が今よりももっと増えるまちにし
たい

中２ 女子 芦ノ牧、大川周辺

1264 自然が残っていて、ちょっと都会っぽくなってほしい。 中２ 女子 会津若松ＩＣ周辺

1265
大きなショッピングセンターがあり、生活に困らないまち。お互いが
助けあうまち、観光客が増え、おもてなしのレベルも上がり、色々な
人が喜ぶまち

中２ 女子 会津若松ＩＣ周辺

1266 観光客がたくさんくる町 中２ 女子 会津若松ＩＣ周辺

1267 活気がある観光客がたくさん来る有名な町 中２ 女子 会津若松ＩＣ周辺

1268 いろんな県の人が来て、みんな楽しく生活できるまち 中２ 女子 会津若松ＩＣ周辺

1269 今よりも活気づいたまち　住みやすいまち 中２ 女子 会津若松ＩＣ周辺

1270 楽しく生活しやすいまち 中２ 女子 会津若松ＩＣ周辺

1271 京都みたいな伝統を大切に守りながら、都会に近づいてほしい。 中２ 女子 会津若松ＩＣ周辺

1272 明るくて活気がある 中２ 女子 会津若松ＩＣ周辺

1273 町並がとてもきれいで自然にやさしいまち 中２ 女子 会津若松ＩＣ周辺

1274 人々のにぎわいが途切れなく、優しくおおらかな町になってほしい。 中２ 女子 会津若松ＩＣ周辺

1275 子供からお年寄りまでのみんなが安心して住むことができる。 中２ 女子 会津若松ＩＣ周辺

1276 犯罪などのない今の平和を続けてほしい。 中２ 女子 会津若松ＩＣ周辺

1277 きれいなまち 中２ 女子 会津若松ＩＣ周辺

1278 明るいまち 中２ 女子 会津大学周辺地域

1279 シャッター通りが減少。とにかく交通と店が整ったまち 中２ 女子 会津大学周辺地域

1280 自然を大切にしつつ、過疎化しないための都市化 中２ 女子 会津大学周辺地域

1281 みんなが充実してて、日本の都会みたいにさびれていない町 中２ 女子 会津大学周辺地域

1282 活気があふれるまち 中２ 女子 会津大学周辺地域

1283 今のままでいい。 中２ 女子 会津大学周辺地域

1284 色々な設備がととのい、安心、安全で住みやすい町 中２ 女子 会津大学周辺地域

1285 今のままの自然を大切にしながら、活気付いてほしい。 中２ 女子 会津大学周辺地域

1286 今はあまり人がいないところでもにぎやかにしていきたい。 中２ 女子 会津大学周辺地域

1287 住みやすいところ 中２ 女子 会津大学周辺地域
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1288
今の自然を残したまま、もっと活発な市になってほしい。商店街がし
まっている店を見ると発展途上な感じがあるから。

中２ 女子 会津大学周辺地域

1289 古い伝統と新しい文化が共存するまち 中２ 女子 会津大学周辺地域

1290
かんこう客がたくさんきて見せもふえて、さかえた「まち」になって
欲しい。

中２ 女子 会津大学周辺地域

1291 自由なまち 中２ 女子 会津大学周辺地域

1292 活ぱつな町 中２ 女子 会津大学周辺地域

1293
明るいあいさつがきこえるまち。ごみやらくがきがないきれいなま
ち。安全で安心して住めるまち。

中２ 女子 会津大学周辺地域

1294 にぎやかな町 中２ 女子 会津大学周辺地域

1295 子どももお年よりも住みやすいまち 中２ 女子 会津大学周辺地域

1296 平和で住みやすい町 中２ 女子 会津大学周辺地域

1297 安全で住みやすい町。スポーツが色々できる施設 中２ 女子 会津大学周辺地域

1298 特に関心はない。 中２ 女子 市外

1299 光るまち 中２ 女子 市外

1300 学校（大学）が増えたらいい。 中２ 女子 市外

1301 このままでいいんじゃないんですか？別に私には関係ありませんから 中２ 女子 市外

1302 もっと発展したまち 中２ 女子 市外

1303 きれいな町、交通が便利な町（特に冬） 中２ 女子 市外

1304 明るいまち 中２ 女子 市外

1305 自然なものは残しつつ、活気のある「まち」 中２ 女子 市外

1306 過疎化しなければ… 中２ 女子 市外

1307 助け合いながら、問題が起こさないような町 中２ 女子 市外

1308 東京みたいな。けど少し、いなかっぽい所も出すような感じ 中２ 女子 市外

1309 助け合える町 中２ 女子 市外

1310 活気のある町 中２ 女子 西若松駅周辺

1311 元気がある 中２ 女子 西若松駅周辺

1312 少し都会っぽいまち 中２ 女子 西若松駅周辺

1313 もっと便利な町になってる 中２ 女子 西若松駅周辺

1314
新しい技術にも発展してほしいが歴史や伝統をなくしてまで技術はと
りいれてほしくない

中２ 女子 西若松駅周辺

1315 楽しいまち 中２ 女子 西若松駅周辺

1316 都会で郡山っぽく交通手段が増えてほしい。 中２ 女子 西若松駅周辺

1317 大きいショッピングモールとかあったらいいなと思います 中２ 女子 総合運動公園周辺

1318 もっともっとにぎやかになる 中２ 女子 総合運動公園周辺

1319 笑顔あふれる町 中２ 女子 総合運動公園周辺

1320
観光客がたくさん来て、いつもにぎわっている。そんな街が良いなと
思います

中２ 女子 総合運動公園周辺

1321 明るい町、にぎやかな町、歴史を守る町 中２ 女子 総合運動公園周辺

1322 にぎやかな町 中２ 女子 総合運動公園周辺

1323 都会みたいに近づいてほしい 中２ 女子 総合運動公園周辺

1324 歴史の面影、歴史的なもの、自然がそのまま残っていくようなまち 中２ 女子 総合運動公園周辺

1325 会津に生まれてよかった～っていえるまち 中２ 女子 総合運動公園周辺

1326 発展したまち 中２ 女子 総合運動公園周辺
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1327 人が集まる、にぎやかで楽しいまち 中２ 女子 総合運動公園周辺

1328
歴史がある町、遊ぶところがある町だけど、いなかではなくて、もっ
と発展した町

中２ 女子 総合運動公園周辺

1329
今よりもっと活発で明るいまち　都会のように店や遊べる場所が増
え、にぎやかな都市

中２ 女子 総合運動公園周辺

1330 明るくてかっきがあるまちになってほしい。 中２ 女子 総合運動公園周辺

1331 もうちょっと店がある 中２ 女子 中心市街地周辺

1332 人がたくさん行き交う町 中２ 女子 中心市街地周辺

1333 そのままでいい 中２ 女子 中心市街地周辺

1334 人がたくさんいる活発なまち 中２ 女子 中心市街地周辺

1335 観光以外もできてほしい 中２ 女子 中心市街地周辺

1336 店の多い会津若松 中２ 女子 中心市街地周辺

1337 都会みたいな町になってほしい 中２ 女子 中心市街地周辺

1338
会津若松市の魅力をアピールして、高齢者も受け入れられるし、住み
やすいけど、若い人にとっても来てみたくなるし、魅力的なまちに
なってほしい

中２ 女子 中心市街地周辺

1339 たくさんの人が来るような町 中２ 女子 中心市街地周辺

1340 このままあたたかく安全な町 中２ 女子 中心市街地周辺

1341 人がたくさんいてにぎやかなまち 中２ 女子 中心市街地周辺

1342 みんな優しいままで楽しめるまち 中２ 女子 中心市街地周辺

1343 平和でおだやかなまち 中２ 女子 中心市街地周辺

1344 笑顔があふれていて、有意義な生活を送れるまちになってほしい 中２ 女子 中心市街地周辺

1345 もっと都会的に 中２ 女子 中心市街地周辺

1346 レジャー施設が増えたにぎやかで活発な市 中２ 女子 中心市街地周辺

1347 豊かで治安のよい町 中２ 女子 中心市街地周辺

1348 今のままでいい。 中２ 女子 中心市街地周辺

1349 歴史と伝統を守り続ける街 中２ 女子 中心市街地周辺

1350 観光客でにぎあう、歴史あるいい町 中２ 女子 中心市街地周辺

1351 長く住み続けたいと思う便利なまち 中２ 女子 中心市街地周辺

1352 今までよりも文化的な建物を大切にしているまち 中２ 女子 中心市街地周辺

1353 農業がさかんで日本の食料自給率を上げる担い手　緑いっぱい 中２ 女子 中心市街地周辺

1354 もう少しにぎやかでいつか思い出したとき、なつかしめるような町 中２ 女子 中心市街地周辺

1355
他の県や地域の人から会津の人はあったかいと言われているので、
「人のあたたかさ」がつづいている歴史のある町でいたらいいと思
う。

中２ 女子 中心市街地周辺

1356 人がたくさんいる。にぎやか 中２ 女子 中心市街地周辺

1357 車がなくてもどうにかなる 中２ 女子 中心市街地周辺

1358 明るく活発な町 中２ 女子 中心市街地周辺

1359 住みやすく、にぎやかなまち　観光客がたくさん来るまち 中２ 女子 中心市街地周辺

1360 安全ですみやすい町になってほしい 中２ 女子 中心市街地周辺

1361 事故のない平和な町。伝統を守っている町。 中２ 女子 中心市街地周辺

1362 昔の景観が残っているまち。 中２ 女子 中心市街地周辺

1363
観光客向けのお店をもう少しふやしたり、会津の風景を壊さない程度
にデパートなどがもう少しできたほうがいいと思う。

中２ 女子 中心市街地周辺
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1364 東京みたいな 中２ 女子 中心市街地周辺

1365 都会 中２ 女子 中心市街地周辺

1366 都かいになってほしい。 中２ 女子 中心市街地周辺

1367 たくさんの施設が充実している観光地 中２ 女子 中心市街地周辺

1368 子供が多く、お店もちゃんと営業できているまち 中２ 女子 中心市街地周辺

1369 もっと遊ぶ場所をふやして、にぎやかな町になってほしい。 中２ 女子 中心市街地周辺

1370 平和な町 中２ 女子 中心市街地周辺

1371 環境がよく、住みやすいまち 中２ 女子 猪苗代湖周辺

1372 人の団結力が強い 中２ 女子 猪苗代湖周辺

1373 みんなが楽しく住めるまち 中２ 女子 東山、飯盛周辺

1374 歴史が残る観光客がたくさんくるまち 中２ 女子 東山、飯盛周辺

1375 東京的な感じ 中２ 女子 東山、飯盛周辺

1376 観光だけじゃない感じの活発さ 中２ 女子 東山、飯盛周辺

1377 観光も商業もできる町 中２ 女子 東山、飯盛周辺

1378 観光ができて、住みやすい便利な町 中２ 女子 東山、飯盛周辺

1379 自然に恵まれながら、もっと発展してのびのびできる町 中２ 女子 東山、飯盛周辺

1380 にぎやかでも大きな事件のないまち 中２ 女子 東山、飯盛周辺

1381 笑顔であふれてほしい 中２ 女子 東山、飯盛周辺

1382 今より栄えてほしい。 中２ 女子 東山、飯盛周辺

1383 キレイ 中２ 女子 東山、飯盛周辺

1384 明るく元気 中２ 女子 東山、飯盛周辺

1385 観光客が今以上に来てくれる町 中２ 女子 東山、飯盛周辺

1386 人いっぱいくる 中２ 女子 北会津地域

1387 人がたくさん来るまち。いて楽しいまち 中２ 女子 北会津地域

1388 平和 中２ 女子 北会津地域

1389 今よりもっとキレイな町。おだやかな町 中２ 女子 北会津地域

1390 明るく、かっきあふれたまち 中２ 女子 北会津地域

1391 歴史の名残がちょっとあるまち 中２ 女子 北会津地域

1392 もっとにぎやかなまち 中２ 女子 北会津地域

1393 思わない 中２ 女子 北会津地域

1394 きれいな町 中２ 女子 北会津地域

1395 何かあったときに対応がは早い。（雪や台風など） 中２ 女子 北会津地域

1396 明るい町 中２ 女子 北会津地域

1397 若い人達で活気のあふれる平和なまち 中２ 女子 北会津地域

1398 自然豊か 中２ 女子 無回答

1399 子供があふれるような場所があるまちになってほしい 不明 女子 会津若松ＩＣ周辺
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整理
№

回答 学年 性別 居住地区

1 ゆるキャラをつくる 小５ 男子 芦ノ牧、大川周辺

2 大きな会社や大きな遊ぶところがあってほしいなあと思います 小５ 男子 芦ノ牧、大川周辺

3 遊園地を作る 小５ 男子 芦ノ牧、大川周辺

4 児童園をなおす 小５ 男子 芦ノ牧、大川周辺

5 会津若松市をもっと大きくする 小５ 男子 芦ノ牧、大川周辺

6 遊び場を多くする。 小５ 男子 芦ノ牧、大川周辺

7 遊び場をたくさんつくる 小５ 男子 芦ノ牧、大川周辺

8 ゴルフグランドでゴルフをする 小５ 男子 河東地域

9 本でいろいろな物を作る 小５ 男子 河東地域

10 犯罪ぼうし 小５ 男子 河東地域

11 古ふうな風景をのこし、新しいものをふやさない。 小５ 男子 河東地域

12 ボランティア活動をふやす 小５ 男子 河東地域

13 このままがいい。 小５ 男子 河東地域

14 市長になったらお店を開く 小５ 男子 河東地域

15 いろいろな人にどうやったらもっと住みやすくなるかを聞く。 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

16 ボウリング 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

17 しせつを作る。 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

18 なんか建てる 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

19 ぽいすてをしないようによびかける。 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

20 リサイクル、ごみひろい 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

21 ゴミを減らす。 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

22 でんとうこうげいひんのところ 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

23 どんなことでも 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

24 伝統工芸品をもっとつくってふやす。 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

25 ボランティア活動などを行う。 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

26 ボランティア活動など 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

27 よびかけるお金をはらう。 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

28 ノーベル賞 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

29 ビルを立てたい 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

30 ゴミの分べつ 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

31 ビルをふやす 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

32 地球人の人に悪いことをしない平和なまちにしたい。 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

33 しんぶんなどで（きれいな町にしましょうと）伝えます。 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

34 みんながゴミひろいにさん加する。 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

35 遊び場をつくる 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

36 カンをすてないカンバンやちらしをくばる。 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

37 大きな店を増やす 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

38 わからない。 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

39 たくさん勉強して「いいと思ったこと」を実行する 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

40
お店を建てるために、いろいろな会社に電話や直接会っておねがいす
る。

小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

41 市内のぼうはんをきょうかする。 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

42 「病人のいない元気な会津若松市に」 小５ 男子 会津大学周辺地域

18　18　18　18　問17問17問17問17のようなまちにするためにのようなまちにするためにのようなまちにするためにのようなまちにするために、、、、もしあなたがもしあなたがもしあなたがもしあなたが市長市長市長市長だったらだったらだったらだったら、、、、どんなことをどんなことをどんなことをどんなことを行行行行いたいですかいたいですかいたいですかいたいですか。。。。
   自由   自由   自由   自由にににに記入記入記入記入してくださいしてくださいしてくださいしてください
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整理
№

回答 学年 性別 居住地区

18　18　18　18　問17問17問17問17のようなまちにするためにのようなまちにするためにのようなまちにするためにのようなまちにするために、、、、もしあなたがもしあなたがもしあなたがもしあなたが市長市長市長市長だったらだったらだったらだったら、、、、どんなことをどんなことをどんなことをどんなことを行行行行いたいですかいたいですかいたいですかいたいですか。。。。
   自由   自由   自由   自由にににに記入記入記入記入してくださいしてくださいしてくださいしてください

43 新幹線計画を立てる（しきんがたまったら） 小５ 男子 会津大学周辺地域

44 もっとみんなに会津のよさをしってほしい 小５ 男子 会津大学周辺地域

45 バイパスなどをかくちょうする 小５ 男子 会津大学周辺地域

46 わかりません。 小５ 男子 会津大学周辺地域

47 みずから市民によびかける 小５ 男子 会津大学周辺地域

48 思いつきません。 小５ 男子 会津大学周辺地域

49 かいがいから人をよび、テレビ 小５ 男子 会津大学周辺地域

50 ＮＯ 小５ 男子 会津大学周辺地域

51
つるがじょうなどのスポットを若まっつんのようなキャラでしょうか
いして、県内だけでなく東京都などでＰＲする。

小５ 男子 会津大学周辺地域

52 田をへらし、ビルなどを増やして、米は輸入する 小５ 男子 西若松駅周辺

53 他県の人に会津のよさをつたえる。 小５ 男子 西若松駅周辺

54 行事をたくさんつくる 小５ 男子 西若松駅周辺

55 事故などおきないポスターをかく。田をそのままにする。 小５ 男子 西若松駅周辺

56 自然を増やす。楽しい所を作る。 小５ 男子 西若松駅周辺

57 とかいみたいに遊びばをいっぱいつくる 小５ 男子 西若松駅周辺

58 おまつり 小５ 男子 西若松駅周辺

59 たくさんいろいろな建物を建てる。 小５ 男子 西若松駅周辺

60 うめぇ物をつくる店を作る 小５ 男子 西若松駅周辺

61 観こう客がいっぱいくるような工夫をする。 小５ 男子 西若松駅周辺

62 犯罪などがないように周りに気をつける。 小５ 男子 西若松駅周辺

63 警察官の人数を増やし、勢力を高める。 小５ 男子 西若松駅周辺

64 武道にはげむために剣道やじゅう道などの道じょうを作る 小５ 男子 西若松駅周辺

65 安全なので安心してください 小５ 男子 西若松駅周辺

66 町の人がやさしく協力したりする町 小５ 男子 西若松駅周辺

67 日本でぼきんしたりする。 小５ 男子 西若松駅周辺

68 安全なしせつや、交通整備をととのえる。 小５ 男子 西若松駅周辺

69 いろいろな施設をつくる 小５ 男子 西若松駅周辺

70 消ひ税を3％にする。 小５ 男子 西若松駅周辺

71 たくさんお金を集めて施設をつくる。 小５ 男子 西若松駅周辺

72 まだわからない 小５ 男子 西若松駅周辺

73 みんなで仲よくすんでいけばよい。 小５ 男子 西若松駅周辺

74 ゲームセンターを建てる　遊園地を建てる 小５ 男子 総合運動公園周辺

75 ゲラゲラランドや万さいどうをつくる 小５ 男子 総合運動公園周辺

76 サッカーのスタジアムをつくる 小５ 男子 総合運動公園周辺

77 道を広くして、平和なごくふつうの毎日を作る 小５ 男子 総合運動公園周辺

78 まつり 小５ 男子 総合運動公園周辺

79 遊園地やゲームショップを建てるお金や土地を全額だす 小５ 男子 総合運動公園周辺

80 動物や自然を増やす 小５ 男子 総合運動公園周辺

81 人と交流する場所をつくる 小５ 男子 総合運動公園周辺

82 明るいまち 小５ 男子 総合運動公園周辺

83 遊園地、水族館、イオン、映画館などを作る 小５ 男子 総合運動公園周辺

84 大型のお店を多く作って、アニメの世界を再現した遊園地をつくる 小５ 男子 総合運動公園周辺
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整理
№

回答 学年 性別 居住地区

18　18　18　18　問17問17問17問17のようなまちにするためにのようなまちにするためにのようなまちにするためにのようなまちにするために、、、、もしあなたがもしあなたがもしあなたがもしあなたが市長市長市長市長だったらだったらだったらだったら、、、、どんなことをどんなことをどんなことをどんなことを行行行行いたいですかいたいですかいたいですかいたいですか。。。。
   自由   自由   自由   自由にににに記入記入記入記入してくださいしてくださいしてくださいしてください

85 種をうえたりする。 小５ 男子 総合運動公園周辺

86 （問１６の）建て物を立てさせる 小５ 男子 総合運動公園周辺

87 ボランティア 小５ 男子 総合運動公園周辺

88 ポスターをはる。 小５ 男子 総合運動公園周辺

89 もうちょっとだけ大きいたてものとかをつくる。 小５ 男子 総合運動公園周辺

90 ポスターなどで、だめだと知らせる。 小５ 男子 総合運動公園周辺

91 川や池にごみをすてたりしないということを行いたい。 小５ 男子 総合運動公園周辺

92 きれいな町にする。 小５ 男子 総合運動公園周辺

93 むずかしくておもいつかない 小５ 男子 総合運動公園周辺

94 すごい物を作ることを行いたい 小５ 男子 総合運動公園周辺

95 しんかんせんを作ればいい。 小５ 男子 総合運動公園周辺

96 人を大切にする 小５ 男子 総合運動公園周辺

97 事件や事故がおこらないようにする看板をせっちする。 小５ 男子 総合運動公園周辺

98 あげくれは自由にやっていい。 小５ 男子 総合運動公園周辺

99 みどりや花をふやす。 小５ 男子 総合運動公園周辺

100
今ある緑をなるべへらさないで、市民ののぞむ場などのことを考えた
い。

小５ 男子 中心市街地周辺

101 会津の歴史を子どもに伝える教育を行う。 小５ 男子 中心市街地周辺

102 交通の便をよくする 小５ 男子 中心市街地周辺

103 福島ばんぱくをかいさいする 小５ 男子 中心市街地周辺

104 殺人などのない国 小５ 男子 中心市街地周辺

105 図書館をもっと充実させたい。 小５ 男子 中心市街地周辺

106
もしも市長でほどう、しゃどうなどのそうじをして、みんながけんこ
うにくらせるようパンフレットやチラシをくばる。

小５ 男子 中心市街地周辺

107 すこし周りの木をばっさいをして新しい建物を作る。 小５ 男子 中心市街地周辺

108 いろいろなしせつをつくる 小５ 男子 中心市街地周辺

109 いろいろ、けんちょくする 小５ 男子 中心市街地周辺

110 アパートがふるかったら、あたらしいのをつくる。 小５ 男子 中心市街地周辺

111 家ていでやくにたつ家ぐなど 小５ 男子 中心市街地周辺

112 かいものばをつくってほしい 小５ 男子 中心市街地周辺

113 はんざいをなくす。 小５ 男子 中心市街地周辺

114 １週間に１回、ゴミひろいを行いたいです。 小５ 男子 中心市街地周辺

115 へいわなせかいにする。 小５ 男子 中心市街地周辺

116 工事 小５ 男子 中心市街地周辺

117 まず事件をおこす人たちをへらしたい。 小５ 男子 中心市街地周辺

118 町をきれいにする活動 小５ 男子 中心市街地周辺

119 店をひらく 小５ 男子 中心市街地周辺

120 ふどうさんをふやす。 小５ 男子 中心市街地周辺

121 休みをもっとふやす。 小５ 男子 中心市街地周辺

122 店をふやす 小５ 男子 中心市街地周辺

123 会津若松市がにぎわうようにしたい。 小５ 男子 中心市街地周辺

124 金をすくなくしてください 小５ 男子 中心市街地周辺

125 お店をいっぱいつくる 小５ 男子 中心市街地周辺
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整理
№

回答 学年 性別 居住地区

18　18　18　18　問17問17問17問17のようなまちにするためにのようなまちにするためにのようなまちにするためにのようなまちにするために、、、、もしあなたがもしあなたがもしあなたがもしあなたが市長市長市長市長だったらだったらだったらだったら、、、、どんなことをどんなことをどんなことをどんなことを行行行行いたいですかいたいですかいたいですかいたいですか。。。。
   自由   自由   自由   自由にににに記入記入記入記入してくださいしてくださいしてくださいしてください

126 市民にアンケート、それを実行したりする 小５ 男子 中心市街地周辺

127 人であふれる市 小５ 男子 中心市街地周辺

128 買い物屋をふやす 小５ 男子 中心市街地周辺

129 大きなことをしたい。 小５ 男子 中心市街地周辺

130 週に２回、町の回りをそうじする 小５ 男子 中心市街地周辺

131 ゴミをたくさんひろうけいかく 小５ 男子 中心市街地周辺

132 楽しいことをやる 小５ 男子 中心市街地周辺

133 公園を増やす。 小５ 男子 中心市街地周辺

134 大がたの店をたてる 小５ 男子 中心市街地周辺

135 ヤンキーぼくめつうんどう 小５ 男子 中心市街地周辺

136 お年よりを助けるような行事 小５ 男子 中心市街地周辺

137 せんでんをする 小５ 男子 中心市街地周辺

138 みんなもっとやさしくして、歴史をのこしていきましょう 小５ 男子 中心市街地周辺

139 自然であそべる場所 小５ 男子 中心市街地周辺

140 ごみ拾いのボランティア活動や町の人がふれあえる行事 小５ 男子 中心市街地周辺

141 あまり何もない公園に水車とかを建てる。 小５ 男子 中心市街地周辺

142 わかりません。 小５ 男子 中心市街地周辺

143 日本でまだやっていないことをやる 小５ 男子 中心市街地周辺

144 市民の人たちの意見を聞いて、いいと思う意見を実行する 小５ 男子 猪苗代湖周辺

145 木を植える 小５ 男子 猪苗代湖周辺

146 図書館をふやす。 小５ 男子 東山、飯盛周辺

147 町のそうじを１週間に１回ずつやる 小５ 男子 東山、飯盛周辺

148
市の中に木を植えたり、新しい建物を建てるときの規制や動物のため
になる、かきなどの木を山に植える。

小５ 男子 東山、飯盛周辺

149 作ってくださいという。 小５ 男子 東山、飯盛周辺

150 すみやすいまちにする。 小５ 男子 東山、飯盛周辺

151 町の人と交流をふかめる 小５ 男子 東山、飯盛周辺

152 いろいろな行事を行う 小５ 男子 東山、飯盛周辺

153
市の人たちが明るく、元気で仲のよい人たちになりそうなたのしい行
事など

小５ 男子 東山、飯盛周辺

154 住み続けられるような町にするための会議 小５ 男子 東山、飯盛周辺

155 ホームレスの人を助ける。 小５ 男子 東山、飯盛周辺

156 木のねをうえる。 小５ 男子 北会津地域

157 バス停や駅をもっとふやす。 小５ 男子 北会津地域

158 市民のニーズにできるだけこたえたい。 小５ 男子 北会津地域

159 駅をもっとふやしてほしい 小５ 男子 北会津地域

160 万引きをしたら、ちょうえき（懲役）19年ぐらいにするとか 小５ 男子 北会津地域

161 高いビルつくろうよ 小５ 男子 北会津地域

162 交通の便を良くする。 小５ 男子 北会津地域

163 町をきれいにする活動 小５ 男子 北会津地域

164 みんなといっしょにたすけあう 小５ 男子 北会津地域

165 アピタみたいなゲームもできて買い物ができる所をいっぱいたてる。 小５ 男子 北会津地域

166 市長だったら安全なまちにしたい。 小５ 男子 北会津地域

211



整理
№

回答 学年 性別 居住地区

18　18　18　18　問17問17問17問17のようなまちにするためにのようなまちにするためにのようなまちにするためにのようなまちにするために、、、、もしあなたがもしあなたがもしあなたがもしあなたが市長市長市長市長だったらだったらだったらだったら、、、、どんなことをどんなことをどんなことをどんなことを行行行行いたいですかいたいですかいたいですかいたいですか。。。。
   自由   自由   自由   自由にににに記入記入記入記入してくださいしてくださいしてくださいしてください

167
スポーツ施設や鉄道やバス、新幹線がとおるといいなぁと思いまし
た。また、会津若松らしい特ちょう的なものがあるといいです。

小５ 男子 北会津地域

168 いい町になるようにがんばる。 小５ 男子 北会津地域

169 せっきょくてきにこうぎょうじぎょうを行う 小５ 男子 北会津地域

170 デパートなどのお店をふやして道路を整備する。 小５ 男子 北会津地域

171 会津若松市を回りたい 小５ 男子 北会津地域

172 バスケの町にしたい 小５ 男子 北会津地域

173 観光地を増やす 小５ 男子 北会津地域

174 木を植える活動 小５ 男子 北会津地域

175 まわりの人に指示をしてはやくやる 小５ 男子 北会津地域

176 しんかん線をつないで人口を増やす。 小５ 男子 北会津地域

177
みんなに聞いてそれが良いあん（案）だったらつくる（お金があった
ら）

小５ 男子 北会津地域

178 市と町の合併。人口を増やす。交通を便利にする。大学を作る。 小５ 男子 北会津地域

179 かうものぜんぶ無料 小５ 男子 無回答

180 東京 小５ 男子 無回答

181 わかりません。 小５ 男子 無回答

182 めだち大きい物を作る。 小５ 男子 無回答

183 いろいろな店をちらしにする 小５ 女子 芦ノ牧、大川周辺

184 お店を増やし、公園などをたてる 小５ 女子 芦ノ牧、大川周辺

185 みんなが楽しめるイベント 小５ 女子 芦ノ牧、大川周辺

186 名所を作る 小５ 女子 河東地域

187 自然を増やす 小５ 女子 河東地域

188 このままでいいと思います。 小５ 女子 河東地域

189 ボランティア活動、祭りなどを開きたい。 小５ 女子 河東地域

190 かんきょうを良くする。 小５ 女子 河東地域

191 みんなのやくに立つようにする。 小５ 女子 河東地域

192 お店をたてる、職場も増やす。放射線もできるだけ減らす。 小５ 女子 河東地域

193
どんどんビルや工業を作ると、イメージがこわれてしまうのであまり
作らない。でも今のままでいい。

小５ 女子 河東地域

194 このままでいいです。 小５ 女子 河東地域

195 努力をし続ける 小５ 女子 河東地域

196 ボランティア 小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

197 公民館のような施設を建てる。 小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

198 ボランティア、お手伝い 小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

199 市内全体を見る。 小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

200 ボランティア活動などをする。 小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

201
本当に必要な建物を建てたり、いろいろな体験行事やツアーなどを作
る。

小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

202 今ある物を大切にする。 小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

203 えいがかんを作ったり、明るくなりそうなものを作る。 小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

204 ポスターを書く、会津のテレビ放そうをする。 小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

205 ゴミを拾う 小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺
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206 いっぱいあそべるまち 小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

207 ふつうの人です。 小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

208 田んぼや畑をふやす 小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

209 お店のしょう品の場所をもっと分かりやすくしたい。 小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

210 田植えのてつだいなど 小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

211 各地区ごとに、半年に一回などにゴミ拾いをする。 小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

212
お金をためて、ゆうえんち、えいがかん、自然な川、スケート場をつ
くって、のこりのお金はほうしゃのうをなくすためにつかう。

小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

213 ポイすてをやめる。 小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

214 ゴミを拾う 小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

215
犯罪などの防止をたいさくしていく。道路での事故をふせぐたいさく
をする。

小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

216 みんなと会うきかいを多くする。みんなによびかける。 小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

217 行事を増やすとか 小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

218 休みを増やし、みんなのやくにたてるようなこと 小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

219 交流 小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

220 まちのふんいきを変える→かべの色を明るい色に変えたり 小５ 女子 会津大学周辺地域

221 じんこうをふやそう　あそぶばしょなどをふやす 小５ 女子 会津大学周辺地域

222
みんなにアンケートをとって、こういうきかいをもたらして、みんな
のいけんをきき、考えてやってみる。

小５ 女子 会津大学周辺地域

223 私は、イベントかきふ集めを行いたいです。 小５ 女子 会津大学周辺地域

224 今は、たくさんの努力をしてみんなの町にする。 小５ 女子 会津大学周辺地域

225 人通りが多くなるために楽しいスポットをたてる 小５ 女子 会津大学周辺地域

226 アニメイトをたてる。 小５ 女子 会津大学周辺地域

227
歴史の物をてんじして、いろんな人に見にきてもらいたい。（会津若
松市のことを知ってもらう）

小５ 女子 会津大学周辺地域

228 若松の良いところを広める活動をしてたくさん施設を作りたい。 小５ 女子 会津大学周辺地域

229 わかりません。 小５ 女子 会津大学周辺地域

230 お祭りをたくさんやる。にぎやかにする。 小５ 女子 会津大学周辺地域

231 思いつきません。 小５ 女子 会津大学周辺地域

232
大きな建物を建設する。建物を新しくする。ボランティア活動を実施
する。

小５ 女子 会津大学周辺地域

233 ごめんなさい。思いつきません。 小５ 女子 会津大学周辺地域

234 わかんない 小５ 女子 会津大学周辺地域

235 ぼうはんカメラをいっぱいつける 小５ 女子 会津大学周辺地域

236 デパートなどをたてる。おとしよりも不自由にならないように。 小５ 女子 会津大学周辺地域

237 いい町をつくるようにしたい。 小５ 女子 市外

238 朝7：00～7：10まで、いえのまわりのそうじ 小５ 女子 西若松駅周辺

239 ボランティアをする。 小５ 女子 西若松駅周辺

240 木をうえようボランティアをする 小５ 女子 西若松駅周辺

241 みんなが楽しくなるようなことをする。 小５ 女子 西若松駅周辺

242 がんばってたてたーい 小５ 女子 西若松駅周辺

243 田んぼを少なくしたり、空き地を使ったりして、ビルなどを建てる。 小５ 女子 西若松駅周辺
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244 よびかけをもっと強くする。　防犯カメラや電灯をふやす 小５ 女子 西若松駅周辺

245 たくさんの行事をつくる 小５ 女子 西若松駅周辺

246 遊ぶところをふやす。ごみを落とさないように工夫する。 小５ 女子 西若松駅周辺

247 リサイクルや町のごみ拾い「あいさつをかわそう」とよびかけなど。 小５ 女子 西若松駅周辺

248
神明通りに店をつくってシャッターがしまっていない通りにする。観
こうスポットを作る。

小５ 女子 西若松駅周辺

249 ポスターを作って呼びかけする。 小５ 女子 西若松駅周辺

250
小どもでも大人でもお年よりでも、気軽に行ける楽しい公共施設を作
りたいです。週に何回かまちをまわったりして、みんなとふれあえた
りしたいしたいです。

小５ 女子 西若松駅周辺

251 とかいにする 小５ 女子 西若松駅周辺

252 もう少しすみやすい町にする。 小５ 女子 西若松駅周辺

253 新幹線を通す。 小５ 女子 西若松駅周辺

254 学区清掃をみっちりやって、専門店などを増やす。 小５ 女子 西若松駅周辺

255 大きいお店などを作ってにぎやかに平和で楽しくなると思う。 小５ 女子 西若松駅周辺

256 犯罪はダメですなどのチラシやよびかけ 小５ 女子 西若松駅周辺

257 映画館 小５ 女子 総合運動公園周辺

258 水族館をつくる 小５ 女子 総合運動公園周辺

259
友人との遊び場（ゲームセンター、カラオケなど）をふやす。古本屋
を増やす

小５ 女子 総合運動公園周辺

260 地元の人の交流の場を増やす（ボランティア活動を増やすなど） 小５ 女子 総合運動公園周辺

261 図書館を作る、映画館や遊園地、ショッピングモールを作る 小５ 女子 総合運動公園周辺

262 犯罪などがなくなるようにしたい 小５ 女子 総合運動公園周辺

263 イオン、スーパーなどをつくってほしい 小５ 女子 総合運動公園周辺

264 ボランティアをたくさんする 小５ 女子 総合運動公園周辺

265 歩道を広くする 小５ 女子 総合運動公園周辺

266
遊ぶところを増やしたりすると人も増えるたのしい場所になると思い
ます。

小５ 女子 総合運動公園周辺

267 国外から人をよぶ 小５ 女子 総合運動公園周辺

268 案を出す。 小５ 女子 総合運動公園周辺

269
（一人ひとりが親切で豊かな町）自分からそういうことをすると相手
もだんだんとそうなるから、まず自分からそういうことをする。

小５ 女子 総合運動公園周辺

270 ぼきんをする 小５ 女子 総合運動公園周辺

271
人間は、むだづかいや自然をはかいしたりして他の生き物をこまらせ
ていたりしているので、それをなくすようによびかけたい。捨て犬・
捨て猫禁止令！捨てたらたいほ！

小５ 女子 総合運動公園周辺

272 かんきょうをよくする。 小５ 女子 総合運動公園周辺

273 あそぶところをいっぱい作りたい。 小５ 女子 総合運動公園周辺

274 みなさんにどのようなことをしたいかを聞いて、それをする。 小５ 女子 総合運動公園周辺

275
不良などをなくし、スプレーなどの落書きを消してゴミのない所にす
る

小５ 女子 中心市街地周辺

276 みんながどりょくする。 小５ 女子 中心市街地周辺

277 相談する 小５ 女子 中心市街地周辺
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278 はたらく人をふやす。 小５ 女子 中心市街地周辺

279 金をたくさん 小５ 女子 中心市街地周辺

280 いろいろなお店をいっぱいせっちする。 小５ 女子 中心市街地周辺

281 ぼきん活動を行う 小５ 女子 中心市街地周辺

282 遊園地などをせっちする 小５ 女子 中心市街地周辺

283 小さなことにお金をかけすぎない。 小５ 女子 中心市街地周辺

284
観光者がふえるようにデパートをふやす。みんなが自由にあそべるよ
うに公園やボーリング場などをふやす。

小５ 女子 中心市街地周辺

285 どうぶつえんをたててみんながよろこぶことをする。 小５ 女子 中心市街地周辺

286 ぼきん活動 小５ 女子 中心市街地周辺

287 公園や遊べるところを多くする。 小５ 女子 中心市街地周辺

288 中かん一かん校を作りたい。じゅくをふやしたい。 小５ 女子 中心市街地周辺

289 イベントをたくさんひらく。 小５ 女子 中心市街地周辺

290
鉄道やバスなど、交通が便利になるように、高速道路がもっとふやす
ようにする。

小５ 女子 中心市街地周辺

291 協力しあう事をどんなに大切かＤＶＤでろくがしてみんなに見せる。 小５ 女子 中心市街地周辺

292
ゴミをすてないボスターをはったり、小さなコトでケンカをしない
（したら戦争とかになる可能性があるから）

小５ 女子 中心市街地周辺

293 悪いことをなくす 小５ 女子 中心市街地周辺

294 お祭りとかでも、ちゃんとけいびいんがいるようにする 小５ 女子 中心市街地周辺

295 市民が楽しめるように、こうきょうじぎょうをすすめる。 小５ 女子 中心市街地周辺

296 問１７のような町にするためポスターなどをつくる 小５ 女子 中心市街地周辺

297 みんなによびかける 小５ 女子 中心市街地周辺

298 子どもも大人もおとしよりもたのしめるものがあるまつり 小５ 女子 中心市街地周辺

299 職業をたくさん 小５ 女子 中心市街地周辺

300
「ポイ捨て禁止」というはり紙をはる。かってにまちの木を切らな
い。

小５ 女子 中心市街地周辺

301 町をきれいにする 小５ 女子 中心市街地周辺

302 木をうえる。 小５ 女子 中心市街地周辺

303 店をふやす　えいがかんをたてる。ゆうえんちを作る。 小５ 女子 中心市街地周辺

304 たてものふやして、会津に住む人を増やしたい。 小５ 女子 中心市街地周辺

305
ぼきんやリサイクルリユースをたくさん行う。（フリーマーケットな
ど）

小５ 女子 中心市街地周辺

306 もっと栄える町にする！　遊び場をいっぱいつくる。 小５ 女子 中心市街地周辺

307 会津若松市がにぎわうようにしたい。 小５ 女子 中心市街地周辺

308 木を植える 小５ 女子 中心市街地周辺

309 休みを増やしてほしい 小５ 女子 中心市街地周辺

310 店をふやしたり、遊ぶ場、便利なものを作る。 小５ 女子 中心市街地周辺

311 リサイクルをおこなったり、道路ほそうおこなう 小５ 女子 中心市街地周辺

312 店を増やす 小５ 女子 中心市街地周辺

313 こまっている人などを手助けする。 小５ 女子 中心市街地周辺

314 悪い人がいなくなるようにする 小５ 女子 中心市街地周辺

315 イベントやお祭りなどをやる 小５ 女子 中心市街地周辺
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整理
№

回答 学年 性別 居住地区
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   自由   自由   自由   自由にににに記入記入記入記入してくださいしてくださいしてくださいしてください

316 ごみ集めや植物を植える。 小５ 女子 中心市街地周辺

317 いろいろなイベント 小５ 女子 中心市街地周辺

318 町をきれいにする活動をさまざまな所でたくさん行う。 小５ 女子 中心市街地周辺

319 アイデアをもらっていろいろなことをやる。 小５ 女子 中心市街地周辺

320 休みの日を土、日以外にも一日増やす。 小５ 女子 中心市街地周辺

321 町に緑をふやして、自然を少しふやす 小５ 女子 中心市街地周辺

322 市内の町にこまっている人がいたら元気づけたい。 小５ 女子 中心市街地周辺

323 大人も子どもも楽しめるイベントをたくさんやる！ 小５ 女子 中心市街地周辺

324 とかいのようにたくさんのお店をたてる 小５ 女子 中心市街地周辺

325 歩路のはじっこに花などを植える 小５ 女子 中心市街地周辺

326
もうすこし、買い物できる場所を増やして、福島の中でも有名な市に
する。

小５ 女子 中心市街地周辺

327 緑を増やすナド。 小５ 女子 中心市街地周辺

328 思いつきません 小５ 女子 中心市街地周辺

329 わかんない 小５ 女子 中心市街地周辺

330
会津のよさを県外（できれば海外）にもつたえ、ひんぷのさがないよ
うなとりくみを行う。

小５ 女子 中心市街地周辺

331 新しい店をふやす。wi-fiをふやす。 小５ 女子 中心市街地周辺

332 ごみをすてないようによびかける 小５ 女子 中心市街地周辺

333
（ボロ家がなく、市がお金をあげ、新しく建てられるようになってい
たい。）ボロ家にすんでる人にそうだんする。そしてそれじっこうす
る。

小５ 女子 中心市街地周辺

334 まつりなどをたくさんつくる 小５ 女子 中心市街地周辺

335 分からない 小５ 女子 中心市街地周辺

336

①地熱発電などを普及させ、市内の電気は市でまかなう。自給自足。
世界に認められたい。②城周辺は電柱をうめる。コンビニは白黒。観
光スポットに。神明通りを充実させる。シャッター街はやめる。新幹
線を通す。

小５ 女子 中心市街地周辺

337 みんんで協力して行う。 小５ 女子 中心市街地周辺

338 みんなの手助けをする 小５ 女子 猪苗代湖周辺

339 自然を守るためにいろんな活動する 小５ 女子 猪苗代湖周辺

340 地区の人たちのいこいの場を作る 小５ 女子 猪苗代湖周辺

341 やはり、ショッピングモールをたてる。 小５ 女子 東山、飯盛周辺

342
小さな子が楽しめて、雨の日でも遊べる室内の公園（？）を作りた
い。

小５ 女子 東山、飯盛周辺

343 悪いことをしている人や、人を明るく市長でいたいです。 小５ 女子 東山、飯盛周辺

344 何かあったら注意する。 小５ 女子 東山、飯盛周辺

345 行事。いけないことをしていたら注意 小５ 女子 東山、飯盛周辺

346 会津若松市の人たちが自由に遊んだりできる行事 小５ 女子 東山、飯盛周辺

347 みんながしぜんと協力することをする。 小５ 女子 東山、飯盛周辺

348 木をどんどん植える活動をたくさんする。 小５ 女子 東山、飯盛周辺

349 ボランティア活動を増やす。 小５ 女子 東山、飯盛周辺

350 いっぱいオシャレなたてものをたてたい。 小５ 女子 東山、飯盛周辺

351 ゴミひろいなどの活動 小５ 女子 東山、飯盛周辺
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整理
№

回答 学年 性別 居住地区
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   自由   自由   自由   自由にににに記入記入記入記入してくださいしてくださいしてくださいしてください

352 犯罪がおこらないようにする 小５ 女子 北会津地域

353 農家が増えるようにする。 小５ 女子 北会津地域

354 鶴ケ城などでいろいろなお祭り（行事）などをやる。 小５ 女子 北会津地域

355 祭りなどを行って、みんな協力できるようなことをする。 小５ 女子 北会津地域

356
ごみを道路などにすてないようによびかけて、地いきなどでごみ拾い
をする。

小５ 女子 北会津地域

357 木の管理、生き物の居場所を作る。 小５ 女子 北会津地域

358

犯罪、いじめなどしても、自分が最悪な人生を送ることになるから意
味がないんだよということを、よびかけてそのような活動を広める。
（うざいと思われるかもしれないけれど、そのような活動をしつこく
つづけていくことが大切だと思います。）

小５ 女子 北会津地域

359 こまっている人を見つけたら、声をかけるようよびかける。 小５ 女子 北会津地域

360 いろいろな建物をたくさん建てる 小５ 女子 北会津地域

361
放射線が飛び散らないように安全にする。お城が関係するイベントな
どをいっぱいにする。

小５ 女子 北会津地域

362 木や花をいろいろなところにたくさん植える。 小５ 女子 北会津地域

363 大きいお店をたくさんたてる。 小５ 女子 北会津地域

364 町を歩いてよびかける。 小５ 女子 北会津地域

365 ごみをひろう。 小５ 女子 北会津地域

366 自然保護 小５ 女子 北会津地域

367 なるべくみんなの要望にこたえる。 小５ 女子 北会津地域

368 マンションやビルなどを建てる。 小５ 女子 北会津地域

369 木などを植える 小５ 女子 北会津地域

370
小学生～高校生が好きそうな洋服屋さんを作って、雑草とかのミドリ
じゃなくて、木とか花とかまちに植える。

小５ 女子 北会津地域

371 ごみなどをひろう 小５ 女子 北会津地域

372 みんなが町のためにやってほしいことをやる。 小５ 女子 北会津地域

373 子どもも大人もいっしょに楽しめる店を建てる。 小５ 女子 北会津地域

374 ポスターなどを作る。建てる 小５ 女子 北会津地域

375 みんなで木をうえたり、花をうえたりする。 小５ 女子 北会津地域

376 ごみのリサイクル　もりなどの木をあまり切らない 小５ 女子 北会津地域

377 会津若松市をまわりたい 小５ 女子 北会津地域

378 おとしよりに荷物をもったりしたいと思いました。 小５ 女子 無回答

379 東京みたいにするぞ 小６ 男子 芦ノ牧、大川周辺

380 ショッピングモールやビル、タワーを作る 小６ 男子 芦ノ牧、大川周辺

381 都会を作る 小６ 男子 芦ノ牧、大川周辺

382 高いビルなどを建ててほしい 小６ 男子 芦ノ牧、大川周辺

383 高いビルをたてる 小６ 男子 芦ノ牧、大川周辺

384 映画館を作る 小６ 男子 芦ノ牧、大川周辺

385 みんながたのしくくらせるようにしたい。 小６ 男子 河東地域

386 スポーツ施設などを増やす。 小６ 男子 河東地域

387 給料をへらしていろいろなものをつくる。 小６ 男子 河東地域

388 世界初の物がある 小６ 男子 河東地域
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389 いろいろなイベントをやる。 小６ 男子 河東地域

390 イベントなどをやる。 小６ 男子 河東地域

391 Ｗｉｆｉ設備を充実させたい。道路を新しくしたい。 小６ 男子 河東地域

392 不便なところを直す 小６ 男子 会津若松ＩＣ周辺

393 けい備をしっかりする。 小６ 男子 会津若松ＩＣ周辺

394 道路のはしの花だんにたくさん花を植えて水をあげていく。 小６ 男子 会津若松ＩＣ周辺

395 あまり雪がつもらない夏の時、すずしい家をつくる。 小６ 男子 会津若松ＩＣ周辺

396 みんなと話し合ったり、人と人をだいじにする。 小６ 男子 会津若松ＩＣ周辺

397 じはんきをせっちする。 小６ 男子 会津若松ＩＣ周辺

398 自然をむやみにこわさず、自然を大事にすること。 小６ 男子 会津若松ＩＣ周辺

399
あまり自然をこわさず、交通を便利にしたり、スポーツ施設や図書館
などの施設を充実させる。

小６ 男子 会津若松ＩＣ周辺

400 いろいろな施設を充実させたい。 小６ 男子 会津若松ＩＣ周辺

401 映画館をつくる 小６ 男子 会津若松ＩＣ周辺

402 ごみひろい 小６ 男子 会津若松ＩＣ周辺

403 わからない 小６ 男子 会津若松ＩＣ周辺

404 スポーツ施設を充実させる 小６ 男子 会津若松ＩＣ周辺

405 公園や広場など楽しい場所をいっぱい作る 小６ 男子 会津若松ＩＣ周辺

406 自分から積極的にやっていく 小６ 男子 会津若松ＩＣ周辺

407 放射線のようなさいがいもんだいをかいけつする。 小６ 男子 会津若松ＩＣ周辺

408 大がたのお店をつくる。 小６ 男子 会津大学周辺地域

409 自然を少しでも残す 小６ 男子 会津大学周辺地域

410 会津のくだものをピーアールする 小６ 男子 会津大学周辺地域

411 とりあえず現状維持 小６ 男子 会津大学周辺地域

412 市民一人一人の話をきく 小６ 男子 会津大学周辺地域

413 アベさんをなかせる 小６ 男子 会津大学周辺地域

414 もうありません 小６ 男子 会津大学周辺地域

415 県で一番大きいタワー 小６ 男子 会津大学周辺地域

416 スポーツ場を作ったり、にぎやかな場所 小６ 男子 会津大学周辺地域

417 自然をあまりこわさないようにする 小６ 男子 会津大学周辺地域

418 やりたいようにやる 小６ 男子 会津大学周辺地域

419 遊園地をつくりたい 小６ 男子 会津大学周辺地域

420 映画館を作る 小６ 男子 会津大学周辺地域

421 家を建てすぎない 小６ 男子 会津大学周辺地域

422 道路の整備など 小６ 男子 会津大学周辺地域

423 いろんなビルなどをたてる。 小６ 男子 会津大学周辺地域

424 桜の道をつくったり、桜のテーマパークをつくる 小６ 男子 会津大学周辺地域

425 にぎやかで明るいまちがいいと思います。 小６ 男子 会津大学周辺地域

426 大人から子どもがきがるに入れるスーパーを立てたい。 小６ 男子 会津大学周辺地域

427 市全体の美化活動。二酸化炭素を減らすよう呼びかけるなどの活動 小６ 男子 会津大学周辺地域

428 ビルをたてたりする 小６ 男子 会津大学周辺地域

429 会津のアピールを全国にして人口を増やし、たくさん建物をたてる。 小６ 男子 会津大学周辺地域

430 植林活動 小６ 男子 会津大学周辺地域
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431 電線を地下にせっちする。 小６ 男子 会津大学周辺地域

432 お金ため 小６ 男子 西若松駅周辺

433 会津にない物をつくる 小６ 男子 西若松駅周辺

434 会津若松駅に新幹線を通したい。生活をかいてきにしたい。 小６ 男子 西若松駅周辺

435 交通を便利にする。 小６ 男子 西若松駅周辺

436 いろいろな工場などをたてる 小６ 男子 西若松駅周辺

437 商店街などの近くに作る 小６ 男子 西若松駅周辺

438 みんなの意見を聞いて、できるかぎり実行する 小６ 男子 西若松駅周辺

439
市長だったら、おおがたしせつは、それほど多くなく、自然を大切に
したい。

小６ 男子 西若松駅周辺

440 買い物できる場や遊べる場所 小６ 男子 西若松駅周辺

441 はんざいのない町 小６ 男子 西若松駅周辺

442 町の人を元気にする 小６ 男子 西若松駅周辺

443 宇宙空間をイメージした道路を造りたい。 小６ 男子 西若松駅周辺

444 会津のＪＲに新幹線を通らせる路線を作る 小６ 男子 西若松駅周辺

445 震災のぼ金活動をする。 小６ 男子 西若松駅周辺

446 森を大切にする。 小６ 男子 西若松駅周辺

447 機械類をたくさんゆにゅうする 小６ 男子 西若松駅周辺

448 ボランティア活動にさんかする。 小６ 男子 西若松駅周辺

449 高速道路を増やす。 小６ 男子 西若松駅周辺

450 自然保護 小６ 男子 西若松駅周辺

451 たいせつなとき以外税金をつかわない！！ 小６ 男子 西若松駅周辺

452
畑をたくさんつくり、野菜や食べ物をたくさん作り、豊作をなやまず
にするから、畑をたくさんつくる。

小６ 男子 西若松駅周辺

453 交通の便を発達させる。都会にあるような店をたくさんつくる。 小６ 男子 西若松駅周辺

454 法律をきびしくする。 小６ 男子 西若松駅周辺

455 かんきょうをきれいにすること。 小６ 男子 西若松駅周辺

456
田はなるべく多くして、田舎も残しつつビルやタワーを建てて都会に
する。

小６ 男子 西若松駅周辺

457 暴力をなくさせる 小６ 男子 総合運動公園周辺

458 新マスコット募集、ラッピング列車 小６ 男子 総合運動公園周辺

459
補助金、交付金などを使って、1つ1つでいいから、やると決めたらそ
れを実現させ、よろこばれることを行いたい。

小６ 男子 総合運動公園周辺

460 いろんなお店や遊び場をたくさんつくりたい 小６ 男子 総合運動公園周辺

461 楽しいイベント 小６ 男子 総合運動公園周辺

462 みんなで楽しめるイベントを行う 小６ 男子 総合運動公園周辺

463 いろいろな施設をつくる 小６ 男子 総合運動公園周辺

464
デパートをつくる。東京みたく日本の中心にする。病院をただにす
る。赤ちゃんを産んだらお金をやる

小６ 男子 総合運動公園周辺

465 何もしない。 小６ 男子 総合運動公園周辺

466 二酸化炭素を出すものをなくす 小６ 男子 総合運動公園周辺

467 仕事ができる場所をふやして、みんなが遊べるところをふやしたい。 小６ 男子 総合運動公園周辺

468 会津に来る方法をたくさんふやす。 小６ 男子 総合運動公園周辺
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回答 学年 性別 居住地区
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   自由   自由   自由   自由にににに記入記入記入記入してくださいしてくださいしてくださいしてください

469 職場をたくさん作る 小６ 男子 総合運動公園周辺

470 静かでおちつく場所をつくる。 小６ 男子 総合運動公園周辺

471 まちをきれいにする 小６ 男子 総合運動公園周辺

472
子どもたちがいつでもきがるにあそべるこうきょうのば（しつない
で）

小６ 男子 総合運動公園周辺

473 新しい建物をつくる 小６ 男子 中心市街地周辺

474 事故を少なくするために、ミラーや街灯を増やす 小６ 男子 中心市街地周辺

475 原発をなくし、ゲームセンターを増やしたい 小６ 男子 中心市街地周辺

476 犯罪をちょっと減らす 小６ 男子 中心市街地周辺

477 犯罪などをおこさないことを行いたい 小６ 男子 中心市街地周辺

478 いらない場所や使われていない場所をこわして新しい場所をつくる 小６ 男子 中心市街地周辺

479 いろいろなイベントなど 小６ 男子 中心市街地周辺

480 会津の新たなシンボルとしてタワーをつくる 小６ 男子 中心市街地周辺

481 工事をしてビルをいっぱい建てる。地下鉄をいっぱいつなげる 小６ 男子 中心市街地周辺

482 工事して地下鉄をいっぱいつくる 小６ 男子 中心市街地周辺

483 市民の言葉に耳をそむけないこと 小６ 男子 中心市街地周辺

484 木の苗を植えたり、町おこしをする 小６ 男子 中心市街地周辺

485 住人を増やして自分から楽しくさせる 小６ 男子 中心市街地周辺

486 観光だけでなく産業なども発展したまちにしたいです 小６ 男子 中心市街地周辺

487 まち全体の道路工事（一斉にではなく） 小６ 男子 中心市街地周辺

488 給料アップと消費税を下げること 小６ 男子 中心市街地周辺

489 国からお金をもらって、いい建物をつくる。 小６ 男子 中心市街地周辺

490 じしんでひびの入ったかべやへいなどをなおす。 小６ 男子 中心市街地周辺

491 自然を大切にできるだけ市民の声をきく。 小６ 男子 中心市街地周辺

492 プロ野球チームや大きい公園、映画館を作る。 小６ 男子 中心市街地周辺

493 映画館やいろいろな店をたてる 小６ 男子 中心市街地周辺

494 外に楽しい遊び場を作る。 小６ 男子 中心市街地周辺

495 会津若松の本をもっとおおくする 小６ 男子 中心市街地周辺

496 スポーツ施設をたくさん建てる。 小６ 男子 中心市街地周辺

497 町にゴミをすてないようにする。 小６ 男子 中心市街地周辺

498 山や森の木は、一切切らず、平地に建物を建てる。 小６ 男子 中心市街地周辺

499 新幹線を通らせる。 小６ 男子 中心市街地周辺

500 使われていない土地や建物をとりこわし木を植える。 小６ 男子 中心市街地周辺

501 新幹線、デパート、大きな公園、観覧車 小６ 男子 中心市街地周辺

502 税金を上げないようにする 小６ 男子 中心市街地周辺

503 人をたくさんよべるように会津をアピールする。 小６ 男子 中心市街地周辺

504 ポイすてをきんしする 小６ 男子 中心市街地周辺

505 少しの平地にでも緑を増やしたい 小６ 男子 中心市街地周辺

506
何人かと、もしくは一人でまちを歩き、いろいろな人とあいさつを
し、みんな笑顔になり、交流がふかまっていくことをする。

小６ 男子 中心市街地周辺

507 歴史がある物か伝統のあるものを大切にする 小６ 男子 中心市街地周辺

508 楽しくて優しい町にする 小６ 男子 中心市街地周辺

509 朝のごみ拾い 小６ 男子 中心市街地周辺
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510 楽しい場所を作る 小６ 男子 中心市街地周辺

511 朝のごみひろい 小６ 男子 中心市街地周辺

512 けいさつしょをふやす 小６ 男子 中心市街地周辺

513 公共事業 小６ 男子 中心市街地周辺

514 デパートをたてたい。 小６ 男子 中心市街地周辺

515 木などを植える 小６ 男子 中心市街地周辺

516
欲はそんなにないから市長になる気はない。もし市長になれるとして
も市長にはならない。

小６ 男子 中心市街地周辺

517 落ちているゴミをみつけたらひろう 小６ 男子 中心市街地周辺

518 住民のよう望にできるだけ答えたいです。 小６ 男子 中心市街地周辺

519 お店をたくさん考える。 小６ 男子 中心市街地周辺

520 色々なイベントをかいさいする。 小６ 男子 中心市街地周辺

521 １家に1つずつ植物（花）とかをわたす。 小６ 男子 中心市街地周辺

522 町をきれいにする。 小６ 男子 中心市街地周辺

523
やられても、やりかえさないで争いをなくし、平和な町にするという
決まりをつくりたい。

小６ 男子 中心市街地周辺

524 市民の願いを実現させる市長 小６ 男子 中心市街地周辺

525
自然をある程度（50％）ぐらい残し、残りの50％で、都会的なまちづ
くりを行いたい。

小６ 男子 中心市街地周辺

526 おもてなしのおおいまち 小６ 男子 中心市街地周辺

527 すぐ作る 小６ 男子 中心市街地周辺

528 ほかの県などに呼びかける。 小６ 男子 中心市街地周辺

529 はんざいのない町 小６ 男子 中心市街地周辺

530 市民たちの交流の場などをつくる 小６ 男子 中心市街地周辺

531 人をあつめる 小６ 男子 中心市街地周辺

532 市で使うお金をせつやく 小６ 男子 中心市街地周辺

533 ゴミ拾い 小６ 男子 中心市街地周辺

534 駅をつくる 小６ 男子 中心市街地周辺

535 モール　コストコ　ＩＫＥＡのどれかなどをつくってみる。 小６ 男子 中心市街地周辺

536 海を作る。 小６ 男子 中心市街地周辺

537 植りん場 小６ 男子 中心市街地周辺

538 公共しせつを増やす 小６ 男子 中心市街地周辺

539
買い物ができる場を増やしたり交通の便をよくする。駅をもっと大き
くしてほしいです。

小６ 男子 中心市街地周辺

540 ほかの県の人たちにとてもいい町ですよと知らせる 小６ 男子 猪苗代湖周辺

541 バス停をつくったりする 小６ 男子 猪苗代湖周辺

542 公共的な施設をつくる 小６ 男子 猪苗代湖周辺

543 他の県にパンフレットを配ったり、インターネットにのせたりする 小６ 男子 猪苗代湖周辺

544 ボランティア活動 小６ 男子 猪苗代湖周辺

545 いろいろ近代的なものを増やしたい 小６ 男子 東山、飯盛周辺

546
木を植える。楽しく面白い施設をつくる。みんながおもしろいと思え
る場所にする

小６ 男子 東山、飯盛周辺

547 清掃する 小６ 男子 東山、飯盛周辺
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回答 学年 性別 居住地区

18　18　18　18　問17問17問17問17のようなまちにするためにのようなまちにするためにのようなまちにするためにのようなまちにするために、、、、もしあなたがもしあなたがもしあなたがもしあなたが市長市長市長市長だったらだったらだったらだったら、、、、どんなことをどんなことをどんなことをどんなことを行行行行いたいですかいたいですかいたいですかいたいですか。。。。
   自由   自由   自由   自由にににに記入記入記入記入してくださいしてくださいしてくださいしてください

548 ビルをいっぱい建てる 小６ 男子 東山、飯盛周辺

549 自然を増やす　遊べる森を増やす 小６ 男子 東山、飯盛周辺

550 他の県の技術を取り入れたい 小６ 男子 東山、飯盛周辺

551 設備を充実させる 小６ 男子 東山、飯盛周辺

552 施設を建てたりする 小６ 男子 東山、飯盛周辺

553
自然を大切に保存し、鉄道やバスなどを増やし、町を発展させてい
く。

小６ 男子 東山、飯盛周辺

554 みんなが協力し合える場をつくることを行う。 小６ 男子 東山、飯盛周辺

555 遊園地などを建てたい。 小６ 男子 東山、飯盛周辺

556 町をきれいにするボランティアに参加する。 小６ 男子 東山、飯盛周辺

557 会津若松市をきれいにするボランティア活動に参加する。 小６ 男子 東山、飯盛周辺

558 まず、陸上競技上の周辺の施設を広くする。 小６ 男子 東山、飯盛周辺

559
ビルをいっぱいたてたり、アトラクションがいっぱいある場所をつく
りたい。

小６ 男子 東山、飯盛周辺

560 スマホなどをしながら車に乗らないこと。 小６ 男子 東山、飯盛周辺

561 ボランティア 小６ 男子 東山、飯盛周辺

562 はん罪をなくすとりくみをする。 小６ 男子 東山、飯盛周辺

563 ゴミ箱をいろんな所におく。 小６ 男子 東山、飯盛周辺

564 公園を増やすようにする。 小６ 男子 東山、飯盛周辺

565 人と仲よくする。 小６ 男子 北会津地域

566 平和なまちにしたい。 小６ 男子 北会津地域

567 平和主義 小６ 男子 北会津地域

568 イベントをやる 小６ 男子 北会津地域

569 ボランティアとかの活動を増やす。 小６ 男子 北会津地域

570 すごしやすくする。 小６ 男子 北会津地域

571 スポーツ施設を２、３こつくる。 小６ 男子 北会津地域

572 行事をたくさん行う 小６ 男子 北会津地域

573 あらそいをなくす。 小６ 男子 北会津地域

574 子供から大人まで楽しめるような施設を作る。 小６ 男子 北会津地域

575 ボランティア 小６ 男子 北会津地域

576 主張する。 小６ 男子 北会津地域

577 ゴミなどを拾う活動 小６ 男子 北会津地域

578 木が多い公園をいっぱいつくりたい 小６ 男子 北会津地域

579 ゴミひろい、けんかしたらなかなおりしたいです。 小６ 男子 北会津地域

580 スポーツようのたてものをつくることとイオンをつくる。 小６ 男子 北会津地域

581
色々な都市と連けいを取り、物流を良くして機会を取り入れたりす
る。

小６ 男子 北会津地域

582 ゲームセンター、イオン、映画館をつくる 小６ 男子 無回答

583 募金をしてもらいそのお金で施設をつくる 小６ 男子 無回答

584 楽しいまちにする 小６ 男子 無回答

585 やっていけないこととやっていいことはわかる。 小６ 男子 無回答

586 がんばる 小６ 女子 芦ノ牧、大川周辺

587 あまり土地を増やさず、あまり木をきったり、建物を増やさない 小６ 女子 芦ノ牧、大川周辺
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588 犯罪をなくす 小６ 女子 芦ノ牧、大川周辺

589
造るのが可能な施設、店を何個か候補を出して、その中から市民に選
んでもらう。また安全については、例えば冬タイヤにしていない車が
あったら注意し、交換してもらうなど安全に過ごせるようにする

小６ 女子 芦ノ牧、大川周辺

590 ボランティア活動 小６ 女子 河東地域

591 とてもきれいな町作りを行いたい。 小６ 女子 河東地域

592
雪が多いどうろには、水がでるしくみにしたり、田んぼには、さくを
つけたりする。

小６ 女子 河東地域

593 つまらない店はつぶす（ひつようない赤字の店） 小６ 女子 河東地域

594
外国の方の読めるパンフレットや、英語に対応できたり、店内にも英
語をかく！！など

小６ 女子 河東地域

595 きれいな町にしたい。 小６ 女子 河東地域

596 人にやさしくする。 小６ 女子 河東地域

597 いろいろなしせつを作る。 小６ 女子 河東地域

598 自然があるようにする 小６ 女子 河東地域

599 会津若松市のPRをほかの県にもする。 小６ 女子 会津若松ＩＣ周辺

600
しょう害をもった人のための支援活動　若松市を全国にアピールす
る。

小６ 女子 会津若松ＩＣ周辺

601 おとしよりが買い物しやすい場所にお店を開く。 小６ 女子 会津若松ＩＣ周辺

602 いろいろなイベントをつくりたい。 小６ 女子 会津若松ＩＣ周辺

603
自分も田植えの時やいねかりを手伝ってみる。ボランティアをしてみ
る。

小６ 女子 会津若松ＩＣ周辺

604 建物をつくるようにしたい。新幹線がとおれるようにしたい。 小６ 女子 会津若松ＩＣ周辺

605 会津の人たちとおにごっごをする。 小６ 女子 会津若松ＩＣ周辺

606 ちょー楽しい店があって、はしゃげるとこ 小６ 女子 会津若松ＩＣ周辺

607 犯罪が起こらないよう呼びかける 小６ 女子 会津若松ＩＣ周辺

608 市長になるきはない 小６ 女子 会津若松ＩＣ周辺

609 桜の木を保護する 小６ 女子 会津若松ＩＣ周辺

610 みんなのやくにたつようなことをする。 小６ 女子 会津若松ＩＣ周辺

611 道路の整備 小６ 女子 会津若松ＩＣ周辺

612 町民の願いをできるだけ努力してみる。 小６ 女子 会津若松ＩＣ周辺

613 子ども～大人まで楽しめる行事をおこなう 小６ 女子 会津若松ＩＣ周辺

614
いろいろなところにポスターをはったり、店の人にたのんで店内で呼
びかける。

小６ 女子 会津若松ＩＣ周辺

615 人々の交流の場を作りたい。 小６ 女子 会津若松ＩＣ周辺

616 会津の歴史上の人物をもっとアピールしたいです。 小６ 女子 会津大学周辺地域

617 自然を大切にする 小６ 女子 会津大学周辺地域

618 木をあまりきらずに、くうこうなどをつくる 小６ 女子 会津大学周辺地域

619 大がた店をつくる。　みんなが住みたがる町 小６ 女子 会津大学周辺地域

620
休んだりできる公園を作る。　みんなが楽しめるような所つくる。
（えいがかん、デパートなど）

小６ 女子 会津大学周辺地域

621 大学などをつくって若い人たちがすんでくれればいいと思う。 小６ 女子 会津大学周辺地域

622 医りょう関係の仕事をとりいれる 小６ 女子 会津大学周辺地域
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623 その時に考える 小６ 女子 会津大学周辺地域

624 みんなのやくにたつこと 小６ 女子 会津大学周辺地域

625 いろんなたてものをつくる。 小６ 女子 会津大学周辺地域

626 林や森などの木は残して、店を多くする。 小６ 女子 会津大学周辺地域

627 子どもたちが、自然とふれあえるような公園を作る。 小６ 女子 会津大学周辺地域

628 資金を集める。 小６ 女子 会津大学周辺地域

629 建物を増やしたい 小６ 女子 会津大学周辺地域

630 みんなが助け合うようにしよう。 小６ 女子 会津大学周辺地域

631
みんなに夢をあたえられそうなイベントなどを開催する。もっともっ
と自然豊かなまちにする。

小６ 女子 会津大学周辺地域

632 木や花を大切にする。木を切っても、また植えるなどをする。 小６ 女子 会津大学周辺地域

633 ポスターで声をかけられるように工夫したいです。 小６ 女子 会津大学周辺地域

634 森などの木を必要以上に切らないで、森をきれいにする。 小６ 女子 会津大学周辺地域

635 みんなに呼びかける 小６ 女子 西若松駅周辺

636 希望がたくさんあったことに取り組む。 小６ 女子 西若松駅周辺

637 店を作って都会にする 小６ 女子 西若松駅周辺

638 会津に観光客を増やす。（問16をつくる） 小６ 女子 西若松駅周辺

639 いっぱい祭などを増やす。 小６ 女子 西若松駅周辺

640 大きなビルを建てすぎない程度に建てる。交通を便利にする 小６ 女子 西若松駅周辺

641 植物をふやす 小６ 女子 西若松駅周辺

642 会津の良い所をもっとＰＲする。 小６ 女子 西若松駅周辺

643 どんな人でも子どもから大人まで安心してくらせる所にする。 小６ 女子 西若松駅周辺

644 なりたくない。 小６ 女子 西若松駅周辺

645 遊び場　買い物をする場所をつくる 小６ 女子 西若松駅周辺

646 みんなのねがいをきく 小６ 女子 西若松駅周辺

647 たくさん呼びかける。ゴミをすてている人に注意するなど 小６ 女子 西若松駅周辺

648 学校からいじめをなくす 小６ 女子 西若松駅周辺

649 観光客がたくさん来るように歴史などをたくさん作る。 小６ 女子 西若松駅周辺

650 活動的に働きたい。 小６ 女子 西若松駅周辺

651 自然保護 小６ 女子 西若松駅周辺

652 いつでも笑顔で話したり、みんなが明るくなるために努力する。 小６ 女子 西若松駅周辺

653 自分が市民の声を聞に行ったり、祭などはなるべく参加する 小６ 女子 西若松駅周辺

654 会津若松市の人の交りゅう会を開く。 小６ 女子 西若松駅周辺

655 みんながよろこぶこと 小６ 女子 西若松駅周辺

656 いろいろお店を作る。 小６ 女子 西若松駅周辺

657
スケートリンクを開発する。ディズニーシーを開発する。ユニバ・イ
オンを開発する。新幹線を開発する。

小６ 女子 西若松駅周辺

658 どうせなれないから無理 小６ 女子 西若松駅周辺

659 都会に近いようなまちにする 小６ 女子 西若松駅周辺

660 活気が無い所があったら、みんなが喜ぶようなしせつを建てる。 小６ 女子 西若松駅周辺

661
みんながすみやすい町にするためにアンケートを取ったりしてその答
えに近い町にする。

小６ 女子 西若松駅周辺

662 わからない 小６ 女子 総合運動公園周辺
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663 環境せいり 小６ 女子 総合運動公園周辺

664 募金して遊ぶ所ふやす 小６ 女子 総合運動公園周辺

665 皆が楽しめる場所をつくる 小６ 女子 総合運動公園周辺

666 映画館があったらいいと思う 小６ 女子 総合運動公園周辺

667
歴史がある建物はそのままにしておくが、大型ショッピングセンター
などをたてたい

小６ 女子 総合運動公園周辺

668 ショッピングモールや遊べる施設を増やす 小６ 女子 総合運動公園周辺

669 雨（雪）が降っても自由に遊べる体育館みたいなところがほしい 小６ 女子 総合運動公園周辺

670
子どもからお年寄りの人までもが楽しめるイベントや建物をつくりた
い。

小６ 女子 総合運動公園周辺

671 消費税0％　医療費０円 小６ 女子 総合運動公園周辺

672 楽しいしせつを設ける。 小６ 女子 総合運動公園周辺

673 ボランティア活動で、ごみを拾って、みんなに呼びかける活動など。 小６ 女子 総合運動公園周辺

674 会津若松市をアピールするこうこくを作る 小６ 女子 総合運動公園周辺

675
ボランティアに参加して、住んでいる人が、住みやすい場所になるよ
うにしていきたい。

小６ 女子 総合運動公園周辺

676 木を植えたり、野原をつくる。 小６ 女子 総合運動公園周辺

677 たくさんの職場をつくる。交通を便利にする。店をつくる。 小６ 女子 総合運動公園周辺

678
公園などがきれいになるためには、ごみをひろったりする。事故が少
なくなるように危ないところに信号をつける。

小６ 女子 総合運動公園周辺

679
会津若松市の特産物や、いろんな場所を他の県に広めてアピールして
いったらいいと思う。

小６ 女子 総合運動公園周辺

680
私だったら、子どもたちのために、公園を作ってあげたりしたいで
す。

小６ 女子 総合運動公園周辺

681 静かな時間（１時間）をつくる 小６ 女子 総合運動公園周辺

682 たくさんのお店やデパートなどを建てたい。 小６ 女子 総合運動公園周辺

683
もめ事がないように教育のやり方を変える。いろんな物が買えるよう
にお店を建てる。みんなが仲良くなるために、公園をあちこちにつく
る。

小６ 女子 総合運動公園周辺

684 みんなが明るくなるようなこと 小６ 女子 総合運動公園周辺

685
あまりたてものをたてたりしないで、そのままの会津若松市でいれる
ようにする。（自然がたくさんのところにたてたら、おだやかで静か
な町がこわされてしまう気がするから。）

小６ 女子 総合運動公園周辺

686 店などを増やして楽しい町にしたい。遊ぶ場所も 小６ 女子 中心市街地周辺

687 人口を増やして建物をつくる 小６ 女子 中心市街地周辺

688 市の人たちの意見を聞けば、もっとよい町になると思います 小６ 女子 中心市街地周辺

689 私が市長だったら歴史のあるもののマップ、うら道をきれいにする 小６ 女子 中心市街地周辺

690
市長になることはないと思うけど、自分が市長だったらやさしい人を
ふやす

小６ 女子 中心市街地周辺

691 環境がいいまちづくりをしたい 小６ 女子 中心市街地周辺

692 落し物を見つけたらすぐに交番に届けるようにポスターで呼び掛ける 小６ 女子 中心市街地周辺

693 人々との関係を深める活動がしたい 小６ 女子 中心市街地周辺

694 木、花などをたくさん植える。 小６ 女子 中心市街地周辺
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695 公共の場をたくさん作り、まちがもっと栄えるようにしたいです。 小６ 女子 中心市街地周辺

696 町の人たちのなやみを聞いてやれるだけのことをする？ 小６ 女子 中心市街地周辺

697
一方通行の道の歩行者があるくところを広くする。街灯を増やす。空
き家をこわす。ドアップのポスターを減らす。

小６ 女子 中心市街地周辺

698 会津若松市のいいところをみんなでたくさん見つけること 小６ 女子 中心市街地周辺

699
外国人観光客の方のために、英語の地図を設置する。
お城や歴史のある場所をＰＲする。

小６ 女子 中心市街地周辺

700 デパートを作る。 小６ 女子 中心市街地周辺

701
子供が遊べるような施設を作る。歩行者の道を広くし、年寄り専用の
道といそいでいる人用の歩行者を作る。

小６ 女子 中心市街地周辺

702 木とか花を植える。 小６ 女子 中心市街地周辺

703 みんなが助かる施設を建てる。 小６ 女子 中心市街地周辺

704
たくさん人が集まる公共しせつをつくる。輝く町にするために町の
人、一人ひとりに呼びかけをする。（ポスターや町内の回覧板など）

小６ 女子 中心市街地周辺

705 問16などを作る。 小６ 女子 中心市街地周辺

706
不自由、おばあちゃん、おじいちゃんや小さい子どものためになにか
を設置したい。

小６ 女子 中心市街地周辺

707 郡山市と合併させる。 小６ 女子 中心市街地周辺

708 みんなのすみやすい市にする。 小６ 女子 中心市街地周辺

709 最新の設備 小６ 女子 中心市街地周辺

710 どこに遊ぶ場所をつくりたいが、アンケートをとる。 小６ 女子 中心市街地周辺

711 たくさんのしせつをせっちする。 小６ 女子 中心市街地周辺

712 まず、市民によりよい町はなにかと考える 小６ 女子 中心市街地周辺

713 会津若松市のＰＲ活動など 小６ 女子 中心市街地周辺

714 デパートを建てる 小６ 女子 中心市街地周辺

715 子供がほしがっている場を作る 小６ 女子 中心市街地周辺

716 町民の願いを叶える 小６ 女子 中心市街地周辺

717 みんなが仲良くできる町にしていきます。 小６ 女子 中心市街地周辺

718 新しい建物などを建てる。 小６ 女子 中心市街地周辺

719 交通事故などの飲酒運転ぼうしなど 小６ 女子 中心市街地周辺

720 れきしを大事にするまちづくりをしてもらいたい。 小６ 女子 中心市街地周辺

721 町のかっせいか　ごとうちキャラクター 小６ 女子 中心市街地周辺

722 よびかけの看板をたてる。 小６ 女子 中心市街地周辺

723 イベントを開く 小６ 女子 中心市街地周辺

724 笑顔プロジェクトをじっこうする。 小６ 女子 中心市街地周辺

725
いなわしろこなどのしょうかいをマップでだしてみたりして、伝統的
なお店はのこして、もっとお店などをふやす。

小６ 女子 中心市街地周辺

726 相手の気持ちを考えて行動しようという条例 小６ 女子 中心市街地周辺

727 やっていいことと悪いことをよびかける 小６ 女子 中心市街地周辺

728 みんなが笑顔になれるように市民が交流できる場をつくる。 小６ 女子 中心市街地周辺

729
はたけがたくさんあるところはのこし、たて物がたくさんたっている
ところに、仕事をするためのビルなどをたてたい。

小６ 女子 中心市街地周辺

730 アンケートなどを行い、作れるはんいでつくれる物をつくる。 小６ 女子 中心市街地周辺

226



整理
№

回答 学年 性別 居住地区

18　18　18　18　問17問17問17問17のようなまちにするためにのようなまちにするためにのようなまちにするためにのようなまちにするために、、、、もしあなたがもしあなたがもしあなたがもしあなたが市長市長市長市長だったらだったらだったらだったら、、、、どんなことをどんなことをどんなことをどんなことを行行行行いたいですかいたいですかいたいですかいたいですか。。。。
   自由   自由   自由   自由にににに記入記入記入記入してくださいしてくださいしてくださいしてください

731 みんなからいけんをきいてなるべくじっこうする 小６ 女子 中心市街地周辺

732 ショッピングモールをつくりたい。 小６ 女子 中心市街地周辺

733
（1）は（2）をすればなくなるとおもいます。（２）はよびかけたら
いいと思います。

小６ 女子 中心市街地周辺

734 建物いっぱいたてる 小６ 女子 中心市街地周辺

735 もっとお金をかせげる所 小６ 女子 中心市街地周辺

736 市長になりたくない。 小６ 女子 中心市街地周辺

737 がんばる 小６ 女子 中心市街地周辺

738 まちの人の意見をできるだけ聞き入れたい。 小６ 女子 中心市街地周辺

739 ショッピングモールなどを増やす。 小６ 女子 中心市街地周辺

740 ゴミを自ら捨ててもらうようにする。 小６ 女子 中心市街地周辺

741 もっとデパートなどをふやす 小６ 女子 中心市街地周辺

742
みどり（木、林、森）などを増やしていきたい。そしてなにより福島
の米はブランドと言われていて、今はみんなおとしよりが米をさいば
いしているので、その米ずっとつづくように、人をあつめる。

小６ 女子 中心市街地周辺

743 防犯をきちんとして楽しい施設を作りたい。 小６ 女子 中心市街地周辺

744 世界に会津のよさをピーアールする。 小６ 女子 中心市街地周辺

745 歩行者天国を作る。 小６ 女子 中心市街地周辺

746 ほかの県にたくさんアピールする。 小６ 女子 中心市街地周辺

747 税金をやめる 小６ 女子 中心市街地周辺

748 でっかいとりが車がわりの町 小６ 女子 中心市街地周辺

749 デパート遊び場などをつくる。 小６ 女子 中心市街地周辺

750 いろいろな所で呼びかける看板を作っていろいろな所に立てる 小６ 女子 猪苗代湖周辺

751 公園をつくる 小６ 女子 猪苗代湖周辺

752 交流会 小６ 女子 猪苗代湖周辺

753
色んなとことでスピーチしたり、パンフレットを配ったり、市をパト
ロールしたりしたい。進んで森や林の保護を行いたい。市民の意見を
取り入れるため、意見箱を設置したい

小６ 女子 猪苗代湖周辺

754 公共施設を増やす。ＰＲをする 小６ 女子 猪苗代湖周辺

755 ごみのない美しい環境に行いたい 小６ 女子 猪苗代湖周辺

756 湖などをきれいにするため、ボランティアを行ったりする 小６ 女子 猪苗代湖周辺

757 意見箱を市役所や学校に置く 小６ 女子 猪苗代湖周辺

758 必要がないレジ袋などをもらわない 小６ 女子 猪苗代湖周辺

759 日本の文化や会津の文化を伝えられるような場所 小６ 女子 猪苗代湖周辺

760 使っていない建物はこわして、みんながくつろげる場所をつくる 小６ 女子 東山、飯盛周辺

761 大きな店をつくる 小６ 女子 東山、飯盛周辺

762 まず鶴ケ城をＰＲし続け、交通機関を発達させる 小６ 女子 東山、飯盛周辺

763 使わない建物を新しいお店にする 小６ 女子 東山、飯盛周辺

764 ちょっとずつ増やしていく 小６ 女子 東山、飯盛周辺

765 子どもたちや老人なども一緒に楽しめる町にしていきたいです 小６ 女子 東山、飯盛周辺

766 皆さんのために楽しく暮らせるようにしてあげたい 小６ 女子 東山、飯盛周辺

767 あんぜんに暮らしてほしい 小６ 女子 東山、飯盛周辺

768 バリアフリーを整える。住んでいる人の意見を聞く。 小６ 女子 東山、飯盛周辺
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769
まずは市民にアンケートをとって、ある程度、みんながどうしたいの
かを調べる。

小６ 女子 東山、飯盛周辺

770
それ以外にもあるような意見も参考にして問１７のようなものを作り
たい。

小６ 女子 東山、飯盛周辺

771
市民の声をしっかり受け入れ、みんなが望むことを１つでも多く実現
する。

小６ 女子 東山、飯盛周辺

772 ポスターをかいて市内にはる 小６ 女子 東山、飯盛周辺

773 いろいろな行事をふやす 小６ 女子 東山、飯盛周辺

774 会津若松市をよごさないよびかけ 小６ 女子 東山、飯盛周辺

775 もう少し会津若松市をアピールする。 小６ 女子 東山、飯盛周辺

776 たくさんの施設をつくる。 小６ 女子 東山、飯盛周辺

777 木を植えたりするボランティアを開きたい。 小６ 女子 東山、飯盛周辺

778
工場などつくりすぎず、自然をのこして必要な分だけたてものを建て
る

小６ 女子 東山、飯盛周辺

779 子どもからお年よりまで楽しくすごせるように建物をたてる。 小６ 女子 東山、飯盛周辺

780 ごみはごみ箱にすてましょう。 小６ 女子 北会津地域

781 まちをたくさんＰＲ　イオンとかをつくる。 小６ 女子 北会津地域

782 危険なことをしない。 小６ 女子 北会津地域

783 しせつをふやす。きれいな自然は守る。交通をべんりにする。 小６ 女子 北会津地域

784 問14のようにいろいろなものが増えたらいいと思います。 小６ 女子 北会津地域

785 お店を少し多くする。 小６ 女子 北会津地域

786 いろいろな行事をつくる！！ 小６ 女子 北会津地域

787 消費税をなくす 小６ 女子 北会津地域

788 みんなでお食事会 小６ 女子 北会津地域

789 お金を寄付してみんなが必要なものを作る。 小６ 女子 北会津地域

790 たくさんの施設をつくる　会津の良さを伝える 小６ 女子 北会津地域

791 公園などをつくって楽しいまちにする 小６ 女子 北会津地域

792 いろいろな建物を建てる。 小６ 女子 北会津地域

793 みんなが楽しめる施設を考える 小６ 女子 北会津地域

794
会津若松市で、なんらかのキャンペーンを行い、県外からの観光客が
たくさん来るようなおもてなしをする。

小６ 女子 北会津地域

795 いろいろ町でみんなのイベントを作る。 小６ 女子 北会津地域

796
遊園地、えいが館、ディズニーランド・シー、ショッピングモール
（イオン、アウトレット）ハワイアンズを作る。

小６ 女子 北会津地域

797 交通を便利にする　様々な施設を充実させる　職場を増やす 中１ 男子 芦ノ牧、大川周辺

798 観光大使をつくる 中１ 男子 芦ノ牧、大川周辺

799 電気の車をおすすめする。今の会津のいいとこを残していく（歴史） 中１ 男子 芦ノ牧、大川周辺

800 今みたいにやる 中１ 男子 河東地域

801 会津を強調できるようなイベントなどを行いたい。 中１ 男子 河東地域

802 市長から子どもにお年玉 中１ 男子 河東地域

803 イオンのような人が集まる所を作りたい 中１ 男子 河東地域

804 本来の風景を残しつつ、施設などを充実させる 中１ 男子 河東地域

805 市長がどのようなことをしていいのかわからない 中１ 男子 河東地域
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806 ごみ拾い 中１ 男子 河東地域

807 遊び場をもっとふやす 中１ 男子 会津若松ＩＣ周辺

808 スポーツ施設を作る。商店街を増やす。 中１ 男子 会津若松ＩＣ周辺

809 うるさくしたサツ（警察）を本気でおこる。 中１ 男子 会津若松ＩＣ周辺

810 ラウンドワンなどいっぱいたてる。 中１ 男子 会津若松ＩＣ周辺

811 ボランティア活動や交通の発展 中１ 男子 会津若松ＩＣ周辺

812 道の清掃など 中１ 男子 会津若松ＩＣ周辺

813 魅力的な何かを作る。 中１ 男子 会津若松ＩＣ周辺

814 昔の街並みなどを再現する。 中１ 男子 会津若松ＩＣ周辺

815 あちこちに大きい文化施設や店をどーんと建てたい。 中１ 男子 会津大学周辺地域

816 いろいろな行事をつくり、ふれあいを多くしたい。 中１ 男子 会津大学周辺地域

817 町中にごみばこをおく。 中１ 男子 会津大学周辺地域

818 アンケートをとりまちを改善していく。 中１ 男子 会津大学周辺地域

819 アンケートをとり、それを生かして町を改善していく。 中１ 男子 会津大学周辺地域

820 リサイクル、太陽光発電の設置運動、あいさつ 中１ 男子 会津大学周辺地域

821 ビルの建築はひかえて木を植える。 中１ 男子 会津大学周辺地域

822
どこの道をとおってもセブンがあるようにセブンをいっぱいつくって
もらう

中１ 男子 会津大学周辺地域

823
みんなの意見を聞くために「意見箱」を作り、一つ一つ目を通して、
じっこうできるようにする。たいへんだけど・・・

中１ 男子 会津大学周辺地域

824 国際的な介護を学べる学校（大学など）をつくる。 中１ 男子 会津大学周辺地域

825 スポーツしせつをみぢかなところに作ってほしい。 中１ 男子 会津大学周辺地域

826 仕事と将来をおこないたいです。 中１ 男子 会津大学周辺地域

827 ショッピングモールづくり 中１ 男子 市外

828 色んな人が興味を持てるような施設を作る。 中１ 男子 市外

829 みんなが楽しんで参加してくれるような行事を行う 中１ 男子 市外

830 新しい観光スポットをつくる。 中１ 男子 市外

831 昔ながらの場所を残す。 中１ 男子 市外

832 行事やふれあいをたくさん行いたい。 中１ 男子 市外

833 注意をてってい的にし、話し合いをする。 中１ 男子 市外

834 ビルをたくさんたてる。人口を増やす。イベントをたくさんする。 中１ 男子 市外

835 今までのような町を保っていること 中１ 男子 西若松駅周辺

836 バスの本数をあと５本くらい増やす 中１ 男子 西若松駅周辺

837 平和を願う 中１ 男子 西若松駅周辺

838 老人や子持ちの人達にとって良いことをする。 中１ 男子 西若松駅周辺

839 市民がよろこぶしせつを増やす。 中１ 男子 西若松駅周辺

840 交番を増やす 中１ 男子 西若松駅周辺

841
大きな建物や映画館などをじゅうじつさせ、それでも歴史的なところ
をもっとＰＲすること。

中１ 男子 西若松駅周辺

842 住みやすい町にしたい。 中１ 男子 西若松駅周辺

843 大きい店を増やす。 中１ 男子 西若松駅周辺

844
1年に3回各町でゴミ拾いを行う。まちなかにたばこを吸える場所をつ
くる。（たばこの吸殻を多くみつけるから）

中１ 男子 西若松駅周辺
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845

まず、若い人もなっとくできる職業を増やし、子育てにもこまらない
町にしてから、その子どもの遊ぶところを除染をして、また、今の会
津にはない映画館を建てて、お年寄りの方もたのしめる所をつくりた
いです。

中１ 男子 西若松駅周辺

846 イベントを多くする。 中１ 男子 西若松駅周辺

847 子ども達が遊べる場所を作ったり、他県の人も呼びこむ。 中１ 男子 西若松駅周辺

848 会津若松を多くの人に知ってもらう 中１ 男子 西若松駅周辺

849 犯罪をなくす 中１ 男子 総合運動公園周辺

850 都会にする 中１ 男子 総合運動公園周辺

851 ビルばかりにしないで自然があるところをつくる 中１ 男子 総合運動公園周辺

852 都会との交流 中１ 男子 総合運動公園周辺

853 今まで市長がやっていたことを行う 中１ 男子 総合運動公園周辺

854
つりを自由に（無料）でできる。なるべく税金でいろいろなものをつ
くる（自然学習教室とか）。

中１ 男子 総合運動公園周辺

855
ゴミ回収、木を切るのを減少させる、動物だけでなく、虫なども保護
する

中１ 男子 総合運動公園周辺

856 募金 中１ 男子 総合運動公園周辺

857 ふざけたことをしない 中１ 男子 総合運動公園周辺

858
より良くするために、アンケートを行い。市民の意見に基づいた活動
をする。

中１ 男子 総合運動公園周辺

859 会津若松市の魅力をＰＲする。 中１ 男子 総合運動公園周辺

860 みんなが楽しく必要だと思うものをつくる 中１ 男子 中心市街地周辺

861 工芸品作りの体験など 中１ 男子 中心市街地周辺

862 サティの復活 中１ 男子 中心市街地周辺

863 募金などでお金を集めて施設を建てたい 中１ 男子 中心市街地周辺

864 駅の近くにイオンやサティで書いたような施設を置く 中１ 男子 中心市街地周辺

865 バリアフリーを多くし、公園を作る（スポーツができるくらい） 中１ 男子 中心市街地周辺

866 子どもたちのために遊ぶ場を増やす 中１ 男子 中心市街地周辺

867 ボランティアをふやす 中１ 男子 中心市街地周辺

868 街灯をもっと増やして、暗い路地も明るくしてほしい 中１ 男子 中心市街地周辺

869 困っている人を助けるボランティア 中１ 男子 中心市街地周辺

870 今の市長と同じこと 中１ 男子 中心市街地周辺

871 遊び場を増やしてできることは何でもする 中１ 男子 中心市街地周辺

872 もっと観光施設を増やす 中１ 男子 中心市街地周辺

873 新幹線を通らせる 中１ 男子 中心市街地周辺

874 新幹線を通らせる 中１ 男子 中心市街地周辺

875 交通を良くする 中１ 男子 中心市街地周辺

876 今までどおり 中１ 男子 中心市街地周辺

877 上にかいたようなこと（観光ルートづくり） 中１ 男子 中心市街地周辺

878 緑を増やしたり、新しいものを取り込む 中１ 男子 中心市街地周辺

879 地域との交流を深める行事 中１ 男子 中心市街地周辺

880 サイゼリヤつくる。子供のために遊園地 中１ 男子 中心市街地周辺

881 スポーツショップの増設、駅周辺の活性化 中１ 男子 中心市街地周辺

882 交通の不便をなくす。 中１ 男子 中心市街地周辺
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883 町の中に人々が楽しめる場所をつくる 中１ 男子 中心市街地周辺

884
まちの人にアンケートなどをとってもらい、それに答えてまちを発展
させたいです。

中１ 男子 中心市街地周辺

885 交通便や建造物などを多くする。 中１ 男子 中心市街地周辺

886 市民の思いや意見をきく。 中１ 男子 中心市街地周辺

887
給食センターからくる給食ではなく、学校それぞれでつくる給食にし
たい。

中１ 男子 中心市街地周辺

888 伝統にふれあいながらよりよくする 中１ 男子 中心市街地周辺

889 とかいっぽくしたい。 中１ 男子 中心市街地周辺

890 ゆとり教育をする。 中１ 男子 中心市街地周辺

891 町の中にちょっとした自然をつくる。 中１ 男子 中心市街地周辺

892 夢の国 中１ 男子 中心市街地周辺

893 コンビにをふやす 中１ 男子 中心市街地周辺

894 あるていどがんばる 中１ 男子 中心市街地周辺

895 1日20分じゅぎょう。月、火、水、金、土、日はやすみ。 中１ 男子 中心市街地周辺

896 ビル作成 中１ 男子 中心市街地周辺

897 会津のおいしいもので祭りをやる 中１ 男子 猪苗代湖周辺

898 田舎でも不便じゃないように店などを作っていきたい。 中１ 男子 猪苗代湖周辺

899 雪をなくす 中１ 男子 猪苗代湖周辺

900 ゆるキャラつくる 中１ 男子 猪苗代湖周辺

901 職場を増やす 中１ 男子 猪苗代湖周辺

902 ＰＲする 中１ 男子 猪苗代湖周辺

903 いっぱい建物たてる 中１ 男子 猪苗代湖周辺

904 ごみ捨てをしないこと。環境をはかいしないこと。 中１ 男子 猪苗代湖周辺

905
前、会津のドラマ「八重の桜」があって会津が少し有名になったの
で、会津をＰＲするようなグループを作って会津をそのグループで有
名にさせる。

中１ 男子 猪苗代湖周辺

906 自然を利用した都会にする 中１ 男子 猪苗代湖周辺

907 呼びかけ 中１ 男子 東山、飯盛周辺

908
毎日のようにパトロールをしてお店などでも犯罪のないようにと警察
のひとに頼む

中１ 男子 東山、飯盛周辺

909
古くなっている家やもう使っていない場所をこわして、ラウンドワン
やディズニーをつくる

中１ 男子 東山、飯盛周辺

910
今はあまり売れているとはいえない神明通りをなくし、広大な土地に
ゲームセンターなどをつくる

中１ 男子 東山、飯盛周辺

911 公共施設を充実させる 中１ 男子 東山、飯盛周辺

912 町改革 中１ 男子 東山、飯盛周辺

913 公園にバスケットリングをたてる 中１ 男子 東山、飯盛周辺

914
みんなが楽しめる場所をつくり、たくさんの人が取りあいにならない
ようにする

中１ 男子 東山、飯盛周辺

915 お金を節約する 中１ 男子 東山、飯盛周辺

916 ポイステをしない 中１ 男子 東山、飯盛周辺

917 木などを植える活動 中１ 男子 北会津地域
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918
一人ひとりがやさしさをもち、それを見た人たちが同じようにやさし
さをもって、どんどんやさしさが増えていくような行事をいっぱい行
いたい。

中１ 男子 北会津地域

919 町全体でゴミ拾いを進んでやりたい 中１ 男子 北会津地域

920 豊かにする 中１ 男子 北会津地域

921 海をつくりたい 中１ 男子 北会津地域

922 おうえん 中１ 男子 北会津地域

923 アンケート 中１ 男子 北会津地域

924 もっとボランティアしよう 中１ 男子 北会津地域

925 道路を増やす。 中１ 男子 無回答

926 名物を増やす。 中１ 男子 無回答

927 市民全体とかかわっていく。町の行事に参加する 中１ 女子 芦ノ牧、大川周辺

928
植樹をする。市民にアンケートをとり、どんな公共施設がほしいかを
調べる

中１ 女子 芦ノ牧、大川周辺

929 パン屋 中１ 女子 芦ノ牧、大川周辺

930 私服警官を多くしたいです。（つかれのでない程度に） 中１ 女子 河東地域

931 少子高齢化をとりあえず防ぐ。 中１ 女子 河東地域

932
神明通りとかをもっと盛り上げる。もえキャラを作る！あかべこぎじ
んかとか！ロコドル作る！アニメのぶたいにする！

中１ 女子 会津若松ＩＣ周辺

933 スポーツ大会などを多く開催する 中１ 女子 会津若松ＩＣ周辺

934 建物を増やす 中１ 女子 会津若松ＩＣ周辺

935 いろいろな取り組みや、子供の思いを考えたりすること。 中１ 女子 会津若松ＩＣ周辺

936 でかい建物を建てる 中１ 女子 会津若松ＩＣ周辺

937
お金は少しかかるかもしれないけど、「イオン」の会社に頼んできて
もらう。　大学病院をつくる。

中１ 女子 会津若松ＩＣ周辺

938 会津の魅力を他県の人に伝えていく。 中１ 女子 会津若松ＩＣ周辺

939 ご当地キャラをつくる。　あいづ弁を広める 中１ 女子 会津若松ＩＣ周辺

940 都会にあるような建物を建てる。（自然はこわさずに） 中１ 女子 会津若松ＩＣ周辺

941
学校の勉強などで「会津若松」のことを勉強して、歴史上の人物や建
物などを調べたりする授業を加える。

中１ 女子 会津若松ＩＣ周辺

942 店を増やす（楽しめる） 中１ 女子 会津若松ＩＣ周辺

943 田んぼなどたあまりなくならなくて、映画館やアニメイトをつくる。 中１ 女子 会津若松ＩＣ周辺

944
自然を大切にして、他人にめいわくのかかる行動をしないように呼び
かける。

中１ 女子 会津若松ＩＣ周辺

945 行事等で交流の場を広げる 中１ 女子 会津大学周辺地域

946
市民の話をしっかり聞く。あいさつをする色んな人に。自分の思いを
しっかり言葉にし、実現する。

中１ 女子 会津大学周辺地域

947 誰も使っていない場所などを調べ、そこを改造し、市民が… 中１ 女子 会津大学周辺地域

948 ボランティアに参加するようにする。 中１ 女子 会津大学周辺地域

949
どのような場所でも危険なところは工事をして安全な場所にして、
人々が安全で楽しい毎日になるようにする。

中１ 女子 会津大学周辺地域

950 施設やデパート（大きい）などをふやしたい。 中１ 女子 会津大学周辺地域

951 交流の場を増やす。 中１ 女子 会津大学周辺地域
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952 デパートをいっぱいつくる。 中１ 女子 会津大学周辺地域

953 もっと良い先生を増やしてほしい。 中１ 女子 会津大学周辺地域

954 森のゴミ拾いなどのボランティア 中１ 女子 会津大学周辺地域

955 子供も大人も楽しめる施設をつくる。焼肉やさんをふやす。 中１ 女子 会津大学周辺地域

956 月２日は清掃ボランティアをする。 中１ 女子 会津大学周辺地域

957
みんなの考えをどんどんとり入れて、うるさい町にならないようなお
ちついた町にしたい。若い人からおばあさんまでの考えをしっかり聞
く。

中１ 女子 会津大学周辺地域

958 ショッピングができるところを増やし、楽しめ、便利になると思う。 中１ 女子 会津大学周辺地域

959 ショッピングセンターを増やす。 中１ 女子 会津大学周辺地域

960
住み人、1人1人が何事もなく暮らせるような市。住む人、1人1人の色
があらわれるようなあたたかいかんじの市。

中１ 女子 会津大学周辺地域

961
ショッピングモールをつくり、会津にしかないなにかを作り、かんこ
う客をよんで、もっとにぎやかにする。

中１ 女子 会津大学周辺地域

962 小学生などに歴史を知ってもらうためにイベントを企画したいです。 中１ 女子 市外

963 お茶会を開く　赤べこ絵づけ講習会 中１ 女子 市外

964 まだ分からない。 中１ 女子 市外

965
バス等を色々な場所に行くようにする。デパートを建てる。除雪の技
術を取り入れる。

中１ 女子 市外

966 イオンを作る 中１ 女子 市外

967 学習ばかりじゃなく、スポーツなどの大会をする。 中１ 女子 市外

968 ごみ拾い。きれいにするため 中１ 女子 市外

969
郡山のように音楽施設を増やしたり、もっと音楽（芸術）を広げた
い。

中１ 女子 市外

970 ブナの森を作り、自然と共存できるようにする。 中１ 女子 市外

971 今までどおりに、今までのものに力を入れたい。 中１ 女子 市外

972 有名な大学をつくり、楽しい施設をたくさん作る。 中１ 女子 市外

973 ごみ拾い、遊具の清掃など 中１ 女子 市外

974 ↑（交通の便、除雪）を改善する。 中１ 女子 西若松駅周辺

975 森のような場所を公園にしたい。 中１ 女子 西若松駅周辺

976 自ら進んで地域の行事などに参加し、市民の意見を聞いていく。 中１ 女子 西若松駅周辺

977
あまり多くならないていどにアウトレットやイオン、大きいアニメイ
ト、遊園地をつくります。

中１ 女子 西若松駅周辺

978
会津のよいところを各県に広めるため、各地にでむきＰＲする！会津
のいろいろなところに行き、町の人の意見をしかりときき、それを取
り入れる努力をする。

中１ 女子 西若松駅周辺

979 買い物をする所などを増やす。 中１ 女子 西若松駅周辺

980 その会社の社長に頼んでお店をつくる。 中１ 女子 西若松駅周辺

981
色々な人にアンケートを取り、どんなお店などがあったらいいか？な
どきく。その中でもっとも多かったお店を建てる。

中１ 女子 西若松駅周辺

982
会津にある全ての施設か歴史的建造物をまわる。学校に行き会津をど
うしたいか聞く。

中１ 女子 西若松駅周辺
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983
ゆうえんちやどうぶつえんなどを行いたいです。つかれた人にはおん
せんに。

中１ 女子 西若松駅周辺

984 陸上選手用のジムを建てたい。 中１ 女子 西若松駅周辺

985
公園の道具を増やしサビなどはなくす。暗い道に電灯などを増やす。
道路を雪道でもせまくならないよう広くする。

中１ 女子 西若松駅周辺

986
交通機関を増やし、テーマパーク等をつくる。人が集まりやすいイベ
ントを行う。

中１ 女子 西若松駅周辺

987 レジャー施設を増やす。 中１ 女子 西若松駅周辺

988 いろんなしせつをつくる。 中１ 女子 西若松駅周辺

989 テストの問題を易しくする 中１ 女子 西若松駅周辺

990
いろいろな人にどんな店が建ってほしいか、アンケートして、一番リ
クエストの多かった店を建てる。そのために皆に募金を協力してもら
う

中１ 女子 総合運動公園周辺

991
もっと平和な町になるためには、犯罪や事故のおきない町でいろいろ
な町の発展を行う

中１ 女子 総合運動公園周辺

992 ツアー 中１ 女子 総合運動公園周辺

993
デパート、ショッピングモール、ゲームセンターをつくる。町をきれ
いにする

中１ 女子 総合運動公園周辺

994 イオンを作って、子ども増やす、呼びかけをする 中１ 女子 総合運動公園周辺

995 このまんま 中１ 女子 総合運動公園周辺

996 仕事 中１ 女子 総合運動公園周辺

997 森を大切にする。（野生の動物を大切にする）田んぼや畑を作る 中１ 女子 総合運動公園周辺

998 買い物をできる場所や遊べる場所をつくる 中１ 女子 総合運動公園周辺

999 公共施設を増やす 中１ 女子 総合運動公園周辺

1000 分からない 中１ 女子 総合運動公園周辺

1001 学びの場をふやす 中１ 女子 総合運動公園周辺

1002
老人ホームを増やせたらいいなと思う。食料品が売っている店をとこ
ろどころに増やす。

中１ 女子 総合運動公園周辺

1003 マナーなど守れる町 中１ 女子 総合運動公園周辺

1004
ビルとかたてたり、でっかい建物をたてる。あと、もっと駅とか、バ
スとか電車とか、いっぱい通らせて、交通をべんりにする。

中１ 女子 総合運動公園周辺

1005 デパートをつくる、都会的かつ歴史が残るまち 中１ 女子 中心市街地周辺

1006
大きな木があったり、緑がいっぱいあるけど、噴水やお店もある大き
な公園

中１ 女子 中心市街地周辺

1007 どんな建物を建てるかを計画してみんなが使いやすい場所につくる 中１ 女子 中心市街地周辺

1008 イベントを多くしたい 中１ 女子 中心市街地周辺

1009
大学を増やす、交通（特に鉄道）の本数を増やす。テレビのチャンネ
ルを増やす（関東で放送しているもの）

中１ 女子 中心市街地周辺

1010 神明通りをリニューアルする 中１ 女子 中心市街地周辺

1011 ポスターを書く。児童にポスターや標語を書いてもらってまちにはる 中１ 女子 中心市街地周辺

1012 会津若松の歴史や良いところをＰＲする 中１ 女子 中心市街地周辺

1013 会津若松の歴史を大切にする 中１ 女子 中心市街地周辺

1014 交通の見直しなど 中１ 女子 中心市街地周辺
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1015 お金をたくさん貯めてららぽはたてたい 中１ 女子 中心市街地周辺

1016 交通をもう少し便利にしたい 中１ 女子 中心市街地周辺

1017 古いところを直したり、新しい施設を増やす 中１ 女子 中心市街地周辺

1018 ゴミ拾い活動の日を定める 中１ 女子 中心市街地周辺

1019 大きな問題がおきてもすぐに解決する 中１ 女子 中心市街地周辺

1020 みんなとふれあえられる広場を作りたい 中１ 女子 中心市街地周辺

1021 モールや施設をつくる 中１ 女子 中心市街地周辺

1022 会津若松市の人々にテレビで放送する 中１ 女子 中心市街地周辺

1023 会津若松の歴史を多くの人に知ってもらう 中１ 女子 中心市街地周辺

1024 ボランティア活動や市内行事を増やす 中１ 女子 中心市街地周辺

1025 いろんな遊び場がある 中１ 女子 中心市街地周辺

1026 神明通りをもっと城下町っぽくする。 中１ 女子 中心市街地周辺

1027 昔からの伝統を大切にしながら、地域復興をしていきたい。 中１ 女子 中心市街地周辺

1028 あまり使わないむだな道路をなくす。そのような道路をつくらない。 中１ 女子 中心市街地周辺

1029 植樹に参加したり、大型ショッピングセンターを作ったり 中１ 女子 中心市街地周辺

1030 いろんなお祭りをやる！ 中１ 女子 中心市街地周辺

1031 お店を建てる。 中１ 女子 中心市街地周辺

1032 家族でいられる時間をもっとふやす。 中１ 女子 中心市街地周辺

1033 今どきのいろんな店を建てる 中１ 女子 中心市街地周辺

1034 学校をもっとよくしたい 中１ 女子 中心市街地周辺

1035 税とかを上手に使う 中１ 女子 中心市街地周辺

1036 もっとビルを建てる 中１ 女子 中心市街地周辺

1037 映画館をつくる 中１ 女子 中心市街地周辺

1038 東京並みに都会にする。 中１ 女子 中心市街地周辺

1039 つくる 中１ 女子 中心市街地周辺

1040 市内アンケートを取って建物を建築する 中１ 女子 中心市街地周辺

1041 東京に視察に行く。 中１ 女子 猪苗代湖周辺

1042 パンフレットなどをつくって他の県にあそびにきてもらう 中１ 女子 猪苗代湖周辺

1043 市民から声を聞き、要望を実現させる。 中１ 女子 猪苗代湖周辺

1044 自分も親切になる 中１ 女子 猪苗代湖周辺

1045 調査隊をつくって調査に行く 中１ 女子 東山、飯盛周辺

1046 もっと遊び場や買い物できる場を増やす（みんなが楽しめるように） 中１ 女子 東山、飯盛周辺

1047
町の人々へ今の会津若松には何が足りないか？というアンケートをと
り、それをもとに、建物を建てたり、必要なことをしたりする

中１ 女子 東山、飯盛周辺

1048
エコ活動の呼びかけのポスターをはる。エコすることでのメリットを
皆に伝える。エコ活動についてどう思っているかをアンケートする

中１ 女子 東山、飯盛周辺

1049 店を出してもうかる 中１ 女子 東山、飯盛周辺

1050 優しくて人助けができること 中１ 女子 東山、飯盛周辺

1051 交通を便利にすること。 中１ 女子 東山、飯盛周辺

1052
市民からアンケートをとり、会津若松市をどうすればもっと良くなる
ようにできるかなどの質問をする。

中１ 女子 東山、飯盛周辺

1053
人口を増やすために、伝統的なまつりなどを他の県の人に知らせた
り、大きな建物（イオンなど）をたてる。

中１ 女子 北会津地域
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1054 殺人を起こした人や何かをした人へのばつをもっと大きなことにする 中１ 女子 北会津地域

1055 いろいろな施設を充実させる 中１ 女子 北会津地域

1056 住民のきずなを深めるためにイベントを行う 中１ 女子 北会津地域

1057 市民の意見を取り入れる 中１ 女子 北会津地域

1058 ディズニーランドみたいにする　でっかくする 中１ 女子 北会津地域

1059 市民の意見をしっかり取り入れた町づくり 中１ 女子 北会津地域

1060
交通を便利にし、遊べる所をふやす。仙台みたいにしたい。地下鉄を
つくる

中１ 女子 北会津地域

1061 体の不自由な人がいつでも快適にすごせる町 中１ 女子 北会津地域

1062 楽しい行事を行う 中１ 女子 北会津地域

1063 交通の場をふやし、ショッピングセンターをたくさんつくる 中１ 女子 北会津地域

1064 このようにアンケートをとって市のみんなの気持ちなどを考えたい。 中１ 女子 北会津地域

1065 ショッピングモールもあるといいが図書館や美術館などをつくる 中１ 女子 北会津地域

1066 できることからはじめる 中２ 男子 芦ノ牧、大川周辺

1067 意見をきく 中２ 男子 芦ノ牧、大川周辺

1068 祭りを増やす 中２ 男子 芦ノ牧、大川周辺

1069 植樹 中２ 男子 芦ノ牧、大川周辺

1070 がんばる 中２ 男子 芦ノ牧、大川周辺

1071 ドンキホーテやヨークベニマルや温泉など若松にたくさん作る 中２ 男子 芦ノ牧、大川周辺

1072 ゴミ拾いする 中２ 男子 芦ノ牧、大川周辺

1073 もう少しごみをすてないようなまちになってほしい。 中２ 男子 会津若松ＩＣ周辺

1074 ショッピングセンターをつくる 中２ 男子 会津若松ＩＣ周辺

1075 誰もが楽しめるような大きな町 中２ 男子 会津若松ＩＣ周辺

1076 イオンなどをつくる。 中２ 男子 会津若松ＩＣ周辺

1077 歴史や若者の意見も聞きたいです。 中２ 男子 会津若松ＩＣ周辺

1078 アウトレット施設をたくさん建てる 中２ 男子 会津若松ＩＣ周辺

1079 発達しているけど、自然豊かな町 中２ 男子 会津若松ＩＣ周辺

1080 地下鉄を作る。アミューズメント、大型ショッピングセンター 中２ 男子 会津若松ＩＣ周辺

1081 大手企業を会津に誘致する。 中２ 男子 会津若松ＩＣ周辺

1082 店や施設を増やす。 中２ 男子 会津若松ＩＣ周辺

1083 いろんな建物を建てたい。 中２ 男子 会津若松ＩＣ周辺

1084
他県や他国との交流を深めるイベントや会津の伝統を発信するイベン
トをたくさん開く。

中２ 男子 会津大学周辺地域

1085 いろいろりゅうこうさせる 中２ 男子 会津大学周辺地域

1086 ボランティアにせっきょくてきにさんかする 中２ 男子 会津大学周辺地域

1087 過疎化地域にデパートなどを造り活気づける。 中２ 男子 会津大学周辺地域

1088 植林などの植物を育てる 中２ 男子 会津大学周辺地域

1089 保育園と老人ホームの交流 中２ 男子 会津大学周辺地域

1090 多くの品が売っている施設 中２ 男子 会津大学周辺地域

1091 老人ホームなどとの交流 中２ 男子 会津大学周辺地域

1092 市民にアンケートをとる。実行できそうな事からやる。 中２ 男子 会津大学周辺地域

1093 道路の設備をしっかりとする。 中２ 男子 会津大学周辺地域

1094 会津を都市化する。 中２ 男子 会津大学周辺地域
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   自由   自由   自由   自由にににに記入記入記入記入してくださいしてくださいしてくださいしてください

1095 家をほうもんしてニートをへらす。 中２ 男子 会津大学周辺地域

1096 事件や事故の呼びかけを強くする。 中２ 男子 会津大学周辺地域

1097 大きな店をつくる。 中２ 男子 会津大学周辺地域

1098 スポーツ施設を増やす 中２ 男子 市外

1099 デパートや交通機関をたくさんつくる。 中２ 男子 市外

1100 子どもから大人まで楽しく安全にくらせるようにしたい。 中２ 男子 市外

1101 ダイヤをふやす。 中２ 男子 市外

1102 大きな町にして有名にできるような活動 中２ 男子 西若松駅周辺

1103 大きなモールをつくる 中２ 男子 西若松駅周辺

1104 使っていない土地を有効に使う 中２ 男子 西若松駅周辺

1105 人が集まるような建物をつくる 中２ 男子 西若松駅周辺

1106 本屋を増やす 中２ 男子 西若松駅周辺

1107 国歌の起立斉唱強制、在日特権の廃止、日教組の廃止 中２ 男子 西若松駅周辺

1108
悩みのある人や悩みのありそうな人を知っている人など、悩みを聞く
ことのできる場所をつくる

中２ 男子 総合運動公園周辺

1109 市民の意見を聞いたりするかな 中２ 男子 総合運動公園周辺

1110 楽しい施設をたくさん設ける 中２ 男子 総合運動公園周辺

1111 遊ぶ場所などをつくる 中２ 男子 総合運動公園周辺

1112 たくさんのイベント 中２ 男子 総合運動公園周辺

1113 デパートなどの建築 中２ 男子 総合運動公園周辺

1114 店を増やす 中２ 男子 総合運動公園周辺

1115 人を集める 中２ 男子 総合運動公園周辺

1116
神明通りもそうだが、それから一本はずれた通りも生き生きとした場
がない。そこを活用して集いの場

中２ 男子 総合運動公園周辺

1117 平和にする 中２ 男子 総合運動公園周辺

1118 ぎゃくたいをなくして悪人を法でさばく。 中２ 男子 総合運動公園周辺

1119 市のデパートをもっと充実させる 中２ 男子 中心市街地周辺

1120 人をにぎやかにさせる 中２ 男子 中心市街地周辺

1121 予算に余裕があればデパートを建てる。なかったら少しずつ貯める 中２ 男子 中心市街地周辺

1122 市のデパートを充実させる 中２ 男子 中心市街地周辺

1123 たくさんＰＲする 中２ 男子 中心市街地周辺

1124 会津若松市をもっとＰＲする 中２ 男子 中心市街地周辺

1125 イベントをたくさん作る。デパートを増やす 中２ 男子 中心市街地周辺

1126 市長になりたくない 中２ 男子 中心市街地周辺

1127 定期的にイベントを開く 中２ 男子 中心市街地周辺

1128 街灯をもっと設ける 中２ 男子 中心市街地周辺

1129 ボランティアなどをたくさんする 中２ 男子 中心市街地周辺

1130 他のところから人を呼ぶ 中２ 男子 中心市街地周辺

1131 買い物できる場所を増やす 中２ 男子 中心市街地周辺

1132 イベントを増やす 中２ 男子 中心市街地周辺

1133 道路がすべらないようにする 中２ 男子 中心市街地周辺

1134 自分から進んで行動する 中２ 男子 中心市街地周辺

1135 人工芝か天然芝のサッカー場をつくりたい 中２ 男子 中心市街地周辺
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整理
№

回答 学年 性別 居住地区

18　18　18　18　問17問17問17問17のようなまちにするためにのようなまちにするためにのようなまちにするためにのようなまちにするために、、、、もしあなたがもしあなたがもしあなたがもしあなたが市長市長市長市長だったらだったらだったらだったら、、、、どんなことをどんなことをどんなことをどんなことを行行行行いたいですかいたいですかいたいですかいたいですか。。。。
   自由   自由   自由   自由にににに記入記入記入記入してくださいしてくださいしてくださいしてください

1136
カーブミラーや雪を融かすために使っている水が出てくるホースなど
を置きたいです

中２ 男子 中心市街地周辺

1137
スポーツ施設や文化施設を充実させ、冬でもスポーツができる環境を
つくる

中２ 男子 中心市街地周辺

1138 施設をたてる 中２ 男子 中心市街地周辺

1139 鶴ケ城をもっとピックアップして訪れやすいよう施設を改良する。 中２ 男子 中心市街地周辺

1140 商業施設を増やす。 中２ 男子 中心市街地周辺

1141 総理にこびを売る 中２ 男子 中心市街地周辺

1142 都会の会社を会津に誘導し、東北新幹線などの交通整備を使って出荷 中２ 男子 中心市街地周辺

1143 歴史的景観の尊重 中２ 男子 中心市街地周辺

1144 ボランティア活動など積極的に行う。 中２ 男子 中心市街地周辺

1145 文化などを学ぶイベントの開催 中２ 男子 中心市街地周辺

1146 様々な施設を増やす。自然をけずって新しく土地を確保する。 中２ 男子 中心市街地周辺

1147 市で時間をきめ、夜出歩かないようにする。 中２ 男子 中心市街地周辺

1148 人と人とのコミュニケーションをふかめるかつどう。 中２ 男子 中心市街地周辺

1149 学校の授業で植林体験を入れることを呼びかける。 中２ 男子 中心市街地周辺

1150 もっと仕事をふやす 中２ 男子 中心市街地周辺

1151 少しでも悪いことをやめさせたい 中２ 男子 中心市街地周辺

1152 自分からボランティア活動に参加する。 中２ 男子 中心市街地周辺

1153 フットサル 中２ 男子 中心市街地周辺

1154 子供からお年よりまで、快適にすごせるまち 中２ 男子 中心市街地周辺

1155 他県と交流を結ぶ 中２ 男子 猪苗代湖周辺

1156 徹底的に危険物取り締まる。いたちごっこをしない。 中２ 男子 猪苗代湖周辺

1157 買い物ができる施設をつくる 中２ 男子 猪苗代湖周辺

1158 まつりを開催する 中２ 男子 猪苗代湖周辺

1159 経済改革 中２ 男子 東山、飯盛周辺

1160 デパート 中２ 男子 東山、飯盛周辺

1161 たのしいまちにする 中２ 男子 東山、飯盛周辺

1162 活性化する。 中２ 男子 東山、飯盛周辺

1163 色々な施設などを作ってまちを盛り上げていきたい。 中２ 男子 東山、飯盛周辺

1164 人と人とが助け合いいつまでも平和をたやさないまち 中２ 男子 東山、飯盛周辺

1165 なにもしない 中２ 男子 北会津地域

1166 やさしくする。けじめをつける 中２ 男子 北会津地域

1167 今よりいい感じに 中２ 男子 北会津地域

1168 自分から犯罪防止などを呼びかける 中２ 男子 北会津地域

1169 今ままでうりにする 中２ 男子 北会津地域

1170 町おこし 中２ 男子 北会津地域

1171 いろいろな物をたてる 中２ 男子 北会津地域

1172 人を集めるためにいろいろな施設をつくる 中２ 男子 北会津地域

1173 避難してくる人がたくさんいるので、マンションなどをもっとたてる 中２ 男子 北会津地域

1174 会津球場、第二球場をきれいにする。 中２ 男子 北会津地域

1175 大規模な商業施設やレジャー施設に対する税の軽減 中２ 男子 北会津地域

1176 他の県との交流 中２ 女子 芦ノ牧、大川周辺
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回答 学年 性別 居住地区
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   自由   自由   自由   自由にににに記入記入記入記入してくださいしてくださいしてくださいしてください

1177 自由にする 中２ 女子 芦ノ牧、大川周辺

1178 いろいろな所に行ってあいさつをしたり、交流を深める 中２ 女子 芦ノ牧、大川周辺

1179 市内の人たちが楽しめるようなまちづくりをしたいです。 中２ 女子 会津若松ＩＣ周辺

1180
お金の使い方を考え、できるだけ多くためる。できる限り市民の要望
にこたえられるようにする。発展させる。

中２ 女子 会津若松ＩＣ周辺

1181 今どきの施設をとりいれる。歴史や伝統はこわさない。 中２ 女子 会津若松ＩＣ周辺

1182 レジャー施設の設置、伝統的な物をアピール 中２ 女子 会津若松ＩＣ周辺

1183 道路を広くして、交通を便利にする 中２ 女子 会津若松ＩＣ周辺

1184
中心部からだいぶ離れた地区にリオンドールを建ててほしい。建てた
い。

中２ 女子 会津若松ＩＣ周辺

1185 家族で遊べる場所を増やし、交通網を良くする。 中２ 女子 会津若松ＩＣ周辺

1186
伝統を守るために過疎化を防ぎ、ショッピングモールなど人が楽しめ
て集まる施設を作りたい。

中２ 女子 会津若松ＩＣ周辺

1187 交通を便利にする。施設を増やす 中２ 女子 会津若松ＩＣ周辺

1188 お金があったら、イオンや水族館を作りたいです。 中２ 女子 会津若松ＩＣ周辺

1189 リオンドール建設、他県に伝統をアピール（地酒） 中２ 女子 会津若松ＩＣ周辺

1190 ボランティア 中２ 女子 会津若松ＩＣ周辺

1191 遊ぶ場を増やす 中２ 女子 会津大学周辺地域

1192
まず、神明通りに若者の店、Ｆｏｏｄの店を増やす。次にショッピン
グモールをたてる。

中２ 女子 会津大学周辺地域

1193 市民の意見をできるだけ使う。 中２ 女子 会津大学周辺地域

1194 もっと会津若松市をPRする 中２ 女子 会津大学周辺地域

1195 母子家庭or父子家庭にお金を寄付する。 中２ 女子 会津大学周辺地域

1196
ゴミ拾い　たくさんの建物を立てる。住民（若者から高齢者）の意見
を聞き、なるべく現実的にする。

中２ 女子 会津大学周辺地域

1197 学生が勉強できる環境をつくる。 中２ 女子 会津大学周辺地域

1198
まだあまり知られていないお店などをしょうかいしていきたいと思
う。

中２ 女子 会津大学周辺地域

1199 買い物しやすいところ、さむくないところ 中２ 女子 会津大学周辺地域

1200 店を集める。店を増やす。 中２ 女子 会津大学周辺地域

1201
神明通りやアピオ周辺はもっと飲食店や買い物ができる所を増やして
栄えるようにする。七日町や鶴ケ城、飯盛山周辺は歴史館や工芸品を
売る店を増やす。京都みたいに景観を崩さない条例をだす。

中２ 女子 会津大学周辺地域

1202
駅をもっと楽しめるとこにして明るくする。町全体がもっと明るくな
るようなことをしたい。

中２ 女子 会津大学周辺地域

1203 遊ぶばしょをふやす。 中２ 女子 会津大学周辺地域

1204

会津大学の外国人とのきょうどう研究や実力などがすごいと思うの
で、そこを全国にアピールする。会津の文化などを志村動物園や鉄腕
ＤＡＳＨで放送されたこともアピールする。そして観光客を呼び予算
を増やす。

中２ 女子 会津大学周辺地域

1205

公園や道路などのみんなで使う場所をきれいにするボランティア。明
るいあいさつが聞こえるようになるには、住民が明るく生き生きする
ことが必要だと思うので、生きがいを感じることができる仕事や生活
の場があるといいと思う。まちの暗い所がなくなるよう、街灯や花や
木が植えてあると良いと思う。

中２ 女子 会津大学周辺地域
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1206 仕事を増やす 中２ 女子 会津大学周辺地域

1207 保育施設と保育士さんを増やしたりデイサービスを充実させる。 中２ 女子 会津大学周辺地域

1208 暗いところが少ない。夜はねむりやすい環境。 中２ 女子 会津大学周辺地域

1209 １人ひとりの夢を応援できる施設をつくる 中２ 女子 市外

1210 人口を増やす。お年寄りにやさしい町に 中２ 女子 市外

1211
まず、小中学生にアンケートをとるなど、こんなことをしない。もは
や紙と（資源と）時間の無駄使いであると思う。

中２ 女子 市外

1212 建物をたて、学校の偏差値を上げる 中２ 女子 市外

1213 雪の置き場所を整備する 中２ 女子 市外

1214 環境は保ちつつ、住みやすいようにする。 中２ 女子 市外

1215 市の人達が元気で長く暮らせるように建物を増やしたい。 中２ 女子 市外

1216
まず若松にとか福島に住んでいる人にアンケートをとる。そしていい
案があれば、活用する。

中２ 女子 市外

1217 アンケートなどを行って、みんなの意見を聞いて行動する。 中２ 女子 市外

1218 市民の話を聞く 中２ 女子 西若松駅周辺

1219 遊べたり、買い物ができるようなところをつくる 中２ 女子 西若松駅周辺

1220 とりあえず電車を増やしたい 中２ 女子 西若松駅周辺

1221 みんなで協力する 中２ 女子 西若松駅周辺

1222 さぼらないで仕事をしたい 中２ 女子 西若松駅周辺

1223 みんながふれ合える場所をもっとつくる 中２ 女子 西若松駅周辺

1224
駅周辺に家族などが楽しめる店をつくる。若松駅からの交通手段を増
やす。

中２ 女子 西若松駅周辺

1225 進んで建てたい 中２ 女子 総合運動公園周辺

1226 イオンとたてる、デパート 中２ 女子 総合運動公園周辺

1227 積極的に市民の人とお話をしにいく 中２ 女子 総合運動公園周辺

1228 今、人気の物のお店をお金が使える範囲でつくりたい 中２ 女子 総合運動公園周辺

1229 商店街をふやす、店を増やす、会津の郷土料理店とかを出したい 中２ 女子 総合運動公園周辺

1230 新しい建物をたくさん作る 中２ 女子 総合運動公園周辺

1231 もっと会津の人が楽しめる市にしたい 中２ 女子 総合運動公園周辺

1232 自然と便利なものを増やしていく。まちをきれいにする 中２ 女子 総合運動公園周辺

1233 いろいろな施設をつくりたい 中２ 女子 総合運動公園周辺

1234 人が集まる笑顔になるイベントを行う 中２ 女子 総合運動公園周辺

1235 お店をつくるための募金 中２ 女子 総合運動公園周辺

1236
色んな考えを市民から聞き、何かの願いだったら業者へ相談し、実現
させるようにする。

中２ 女子 総合運動公園周辺

1237 （お店を）建てる 中２ 女子 中心市街地周辺

1238
空港を建てて駅を大きくして新幹線が来るようにして商業を栄えさせ
る

中２ 女子 中心市街地周辺

1239 たぶん、今のままをたもっていくと思います 中２ 女子 中心市街地周辺

1240 大型ショッピングモールをつくる。（イオンなど） 中２ 女子 中心市街地周辺

1241 自由に暮らせる 中２ 女子 中心市街地周辺

1242 観光ばっかりに力を入れてないで、もっといい場をたてる 中２ 女子 中心市街地周辺
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1243

何も知らないので詳しいことは言えませんし、どうすればいいのか思
いつきませんが、とりあえず、いろんな物や他の県や国のことなどを
知ったり、たくさんの方々と交流したりする機会を増やしてみたいで
す。

中２ 女子 中心市街地周辺

1244 人が集まりそうなものを作る 中２ 女子 中心市街地周辺

1245 市民の声を実行する 中２ 女子 中心市街地周辺

1246 会津の良さをアピールする、市民の意見を大切にする 中２ 女子 中心市街地周辺

1247 楽しめる場所をつくる 中２ 女子 中心市街地周辺

1248 お年寄りの方々に喜んでもらえるような企画をする 中２ 女子 中心市街地周辺

1249 遊ぶ場が充実してて、観光客がたくさん来てほしいです 中２ 女子 中心市街地周辺

1250 いろいろな建物を建設する 中２ 女子 中心市街地周辺

1251 活発にイベントを行う 中２ 女子 中心市街地周辺

1252 緑を破壊しないよう、楽しい施設を増やしたりする 中２ 女子 中心市街地周辺

1253 皆が安心してくらせるように、災害せつびなど 中２ 女子 中心市街地周辺

1254 海外に行く体験学習 中２ 女子 中心市街地周辺

1255 有名なアーティストのライブをひらく。給食に桃をだす！ 中２ 女子 中心市街地周辺

1256 できる範囲で便利な建物を多くたてる。雪かきをていねいにする。 中２ 女子 中心市街地周辺

1257 行事をつくる。→多くの人に知ってもらう→建物をいじする。 中２ 女子 中心市街地周辺

1258
農業を振興する。学び場を増やす。遊び場を増やす。税金を取らな
い。ホームレスの人、お金がない人のための救済をつくる。

中２ 女子 中心市街地周辺

1259
壊れているライト（町にある）などをしっかりなおす。施設を増やす
（スポーツ、ショップ、モール、デパート）ほか

中２ 女子 中心市街地周辺

1260 観光施設をふやす。 中２ 女子 中心市街地周辺

1261 行事などを増やしたり、色んな呼びかけをする 中２ 女子 中心市街地周辺

1262
若者も楽しめる施設をつくる←若者の流出を防ぐ。　鶴ケ城があるの
で町全体を和風にする。→統一感があって観光客が増加する。

中２ 女子 中心市街地周辺

1263
未成年が安全にくらせるようにゲームセンターの立ち入りなどを強化
したい。

中２ 女子 中心市街地周辺

1264 安全になるように、ガードレールなどを増やす。 中２ 女子 中心市街地周辺

1265
会津若松市をもっとアピールして、たくさんの人に昔ながらの風景に
触れてもらう。

中２ 女子 中心市街地周辺

1266
デパートなどを1か所にまとめて作る。観光客の人にアンケートをと
る。

中２ 女子 中心市街地周辺

1267 カワイイ町にしたい。 中２ 女子 中心市街地周辺

1268 みんなの意見を聞く 中２ 女子 中心市街地周辺

1269
観光する人が増えるように大きい自然がいっぱいの公園やショッピン
グモール、東京ドームのような大きいイベントができる公共施設をつ
くりたい。

中２ 女子 中心市街地周辺

1270 全国にアピールできるキャンペーンなどをする。 中２ 女子 中心市街地周辺

1271 ショッピングモール建設 中２ 女子 中心市街地周辺

1272 ひとりひとりを思いやる。 中２ 女子 中心市街地周辺

1273 市内ゴミ拾いボランティア活動 中２ 女子 猪苗代湖周辺

1274 人とふれあえるイベントを増やす 中２ 女子 猪苗代湖周辺
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整理
№

回答 学年 性別 居住地区

18　18　18　18　問17問17問17問17のようなまちにするためにのようなまちにするためにのようなまちにするためにのようなまちにするために、、、、もしあなたがもしあなたがもしあなたがもしあなたが市長市長市長市長だったらだったらだったらだったら、、、、どんなことをどんなことをどんなことをどんなことを行行行行いたいですかいたいですかいたいですかいたいですか。。。。
   自由   自由   自由   自由にににに記入記入記入記入してくださいしてくださいしてくださいしてください

1275 ショッピングモールをつくる。でも歴史的な建物はこわさない 中２ 女子 東山、飯盛周辺

1276 観光客が来やすいような工夫 中２ 女子 東山、飯盛周辺

1277
買い物などがたくさんできるデパートや遊園地などの遊び場を建設す
る

中２ 女子 東山、飯盛周辺

1278 ショッピングできるところを建設する 中２ 女子 東山、飯盛周辺

1279 電車を増やす、ビルを増やす、アウトレットかイオンタウンをつくる 中２ 女子 東山、飯盛周辺

1280 福祉の充実、交通の発達、いろいろな行事をつくる 中２ 女子 東山、飯盛周辺

1281 防犯をしっかりやる。 中２ 女子 東山、飯盛周辺

1282 正月に打ち上げ花火 中２ 女子 東山、飯盛周辺

1283 お金のかけかたを工夫する。お城の近くを中心として、発展させる。 中２ 女子 東山、飯盛周辺

1284 あいさつ運動 中２ 女子 東山、飯盛周辺

1285 施設をつくる。 中２ 女子 東山、飯盛周辺

1286 いっぱいお店つくる 中２ 女子 北会津地域

1287 ショッピングモールまたは遊園地を建設 中２ 女子 北会津地域

1288 みまわり 中２ 女子 北会津地域

1289 大きいテーマパークをつくる 中２ 女子 北会津地域

1290 昔の建造物は残しておく 中２ 女子 北会津地域

1291 楽しく遊べる施設や職場をたくさん建てたい。 中２ 女子 北会津地域

1292 ボランティア 中２ 女子 北会津地域

1293 よくわからない。 中２ 女子 北会津地域

1294 あいさつをこころがける 中２ 女子 北会津地域

1295 ゲーセンやスポーツ関連の施設を建てる。警備をかたくする 中２ 女子 北会津地域

1296 住みやすくする 中２ 女子 無回答

1297 公園をつくったり、子供があそべる場所をつくる。 不明 女子 会津若松ＩＣ周辺
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整理
№

回答 学年 性別 居住地区

1 児童園をなおしてもらえたらいいなと思いました 小５ 男子 芦ノ牧、大川周辺

2 河東中学校を来年までにあたらしくしてほしい 小５ 男子 河東地域

3
テーマパークを作ったとしても新しいものばかりふえて、古ふうなも
のがへるばかりなので、空気がきれいな古き良き自然、建物をこわさ
ないでほしい。会津のためにお願いします。

小５ 男子 河東地域

4 がんばってください。 小５ 男子 河東地域

5
あけましておめでとうございます。ことしも会津をよろしくお願いし
ます。

小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

6 がんばってください 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

7 もっとみんなが分かりやすく質問した方がいいと思います。 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

8 問17のことが実現してほしいです。 小５ 男子 会津若松ＩＣ周辺

9
宿題をへらしてほしい。父さんと母さんのきゅうりょうをふやしてほ
しい。

小５ 男子 会津大学周辺

10 これからもがんばって 小５ 男子 会津大学周辺

11 ふつうのこうこうをふやす 小５ 男子 会津大学周辺

12
新幹線を通してください。給料をふやしてほしい。学校をふやしてく
ださい。

小５ 男子 会津大学周辺

13
会津若松市に地下鉄モノレールを作ってください。じょ雪が下手で学
校に行くのが大変です。人口をふやしてほしいです。特急あいづを復
活してほしいです。

小５ 男子 会津大学周辺

14 高校をふやしてほしい。 小５ 男子 会津大学周辺

15 パチンコなどをへらしてほしい。高校を増やしてほしい。 小５ 男子 会津大学周辺

16 若松だけのキャンペーン店などがほしいです。 小５ 男子 会津大学周辺

17 とかいにしてください。高校 小５ 男子 会津大学周辺

21 ＮＯ 小５ 男子 会津大学周辺

22
つるがじょうのところでせんとう中かとうそう中などのイベントはし
ないのですか。体育館つくってください。

小５ 男子 会津大学周辺

23 もうちょっとかんがえなおしてください 小５ 男子 西若松駅周辺

24 とかいのような町にはできませんか。 小５ 男子 西若松駅周辺

25 がんばってください。 小５ 男子 西若松駅周辺

26 会津若松市を平和にしてください。 小５ 男子 西若松駅周辺

27 万さいどうを作ってください 小５ 男子 総合運動公園周辺

28 Ｊリーグサッカーのできる場所をいっぱい作ってほしい 小５ 男子 総合運動公園周辺

29
門田ヨークに妖怪メダランドを置いてほしいメダルショップもお願い
します

小５ 男子 総合運動公園周辺

30 映画館を造ってください。お願いします 小５ 男子 総合運動公園周辺

31 会津若松には遊園地がないから遊園地をたててほしいです 小５ 男子 総合運動公園周辺

32 ディズニーランド、遊園地、動物園、水族館がほしい。 小５ 男子 総合運動公園周辺

33 これからもがんばってください。 小５ 男子 総合運動公園周辺

34 よるバイクでばく音をならしてうるさいからやめてほしいです。 小５ 男子 総合運動公園周辺

35 小学校に児童はんばいきを作ってほしい。 小５ 男子 総合運動公園周辺

36 どうかこれ以上、緑を減らさないでください。 小５ 男子 中心市街地周辺

37 いろいろなアイデアをだしてください。（オネガイシマス） 小５ 男子 中心市街地周辺

38 がんばって都会にして 小５ 男子 中心市街地周辺

19　19　19　19　もしもしもしもし市長市長市長市長がががが何何何何かかかか伝伝伝伝えたいことがありましたらえたいことがありましたらえたいことがありましたらえたいことがありましたら、、、、自由自由自由自由にににに記入記入記入記入してくださいしてくださいしてくださいしてください
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整理
№

回答 学年 性別 居住地区

19　19　19　19　もしもしもしもし市長市長市長市長がががが何何何何かかかか伝伝伝伝えたいことがありましたらえたいことがありましたらえたいことがありましたらえたいことがありましたら、、、、自由自由自由自由にににに記入記入記入記入してくださいしてくださいしてくださいしてください

39
これからの会津若松市はこのままでよいので、しゃどう、ほどうなど
のせいそうや、けんこうをこころがけるように、チラシなどで住民に
つたえればよいと思います。

小５ 男子 中心市街地周辺

40
いろいろなまちをつくったほうが、すんでいけないところをこわした
ほうがいい

小５ 男子 中心市街地周辺

41 大きなみせをつくってください。 小５ 男子 中心市街地周辺

42 ゴミをそこらへんにすてない。 小５ 男子 中心市街地周辺

43 ぜひ悪い事をする人を減らしてほしいと思います。お願いします。 小５ 男子 中心市街地周辺

44 もっと店がほしい 小５ 男子 中心市街地周辺

45 もっといい町にしてください。 小５ 男子 中心市街地周辺

46 もっといい町にしてほしいのでよろしくお願いします。 小５ 男子 中心市街地周辺

47 店を増やしてほしいです。 小５ 男子 中心市街地周辺

48 ハワイアンズとディズニーランドをつくってください。 小５ 男子 中心市街地周辺

49 ちかくにペットショップをたててほしい 小５ 男子 中心市街地周辺

50 ヤンキーぼくめつうんどうやってください。 小５ 男子 中心市街地周辺

51 水ぞくかんが近くにたててほしいです。 小５ 男子 中心市街地周辺

52
アンケート（このアンケートに書いた提案など）をぜひ実行してくだ
さい!!

小５ 男子 中心市街地周辺

53 市長がんばってください 小５ 男子 中心市街地周辺

54 こうれいしゃも、子どもも、すみやすい町！平和で安全な町。災がい 小５ 男子 中心市街地周辺

55 市長の仕事をがんばってください 小５ 男子 猪苗代湖周辺

56 がんばれ 小５ 男子 猪苗代湖周辺

57 会津若松市に人をよび、何か、企画などを行えばいいと思います。 小５ 男子 東山、飯盛周辺

58 すみやすいまちにしてください。 小５ 男子 東山、飯盛周辺

59
市長さん、会津若松市にスポーツができるところをふやしてくださ
い。

小５ 男子 北会津地域

60
スポーツ製品を安くしてもらいたい。お願いします。お願いします。
お願いします。

小５ 男子 北会津地域

61 アピタみたいな所がもっといっぱいふえてほしい 小５ 男子 北会津地域

62
もっともっとスポーツ施設が増え、スタジアムみたいなものができて
ほしい。

小５ 男子 北会津地域

63 今以上にくらしやすい町にしていってください。 小５ 男子 北会津地域

64 どうかストリートのバスケコートを作ってほしい。がんばって下さい 小５ 男子 北会津地域

65 もっとビルなどをたててください。 小５ 男子 北会津地域

66 集団的自衛権に反対してください。 小５ 男子 北会津地域

67 ゲームただ 小５ 男子 無回答

68 わかりません。 小５ 男子 無回答

69 子どもたちが遊ぶ公園などたててください 小５ 女子 芦ノ牧、大川周辺

70 河東中学校をお願いします。 小５ 女子 河東地域

71 会津若松市を良くして、がんばってください。 小５ 女子 河東地域

72 みんなの役に立てるようにがんばってくださいね。 小５ 女子 河東地域

73 河中をはやくつくってください。 小５ 女子 河東地域

74 有名になりそうな建物があったらどうでしょうか。 小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺
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№

回答 学年 性別 居住地区

19　19　19　19　もしもしもしもし市長市長市長市長がががが何何何何かかかか伝伝伝伝えたいことがありましたらえたいことがありましたらえたいことがありましたらえたいことがありましたら、、、、自由自由自由自由にににに記入記入記入記入してくださいしてくださいしてくださいしてください

75
できたらですが、えいがかんに行くのにたいへんなので、できたら
作ってほしいですが。

小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

76
いつも会津のためのことを考えてくださりありがとうございます。私
たちの学校では、花だんに花を植えています。会津を花いっぱいにし
たらどうでしょうか？CO2もへると思います。

小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

77 いろいろがんばってください。 小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

78
みんなが自然の川、山などであそべるように川、山をつくってほう
しゃのうをなくしてほしい。

小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

79
市長さんは何さいですか？どんな仕事なんですか？これからよい町を
つくってください。おねがいします。

小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

80 これからもがんばってください。 小５ 女子 会津若松ＩＣ周辺

81

私は有名なファッションデザイナーになり、世界とつながっているよ
うな大きな会社をつくり、社長になりたいです。そして、できれば東
京などたくさん人がいる場所などに住み、お店をつくりたいです。で
も自分が生まれ育った町としても「会津若松市」にも大きな店をつく
り、たくさんの人々を幸せにしたいです。←このようなことができる
ようにがんばっていきます。

小５ 女子 会津大学周辺

82
市長さん、お願いです。私達の大学やこれからの学校をたくさん建て
てほしい。電車をたくさん走らせてほしい。

小５ 女子 会津大学周辺

83 私は、もっと便利で楽しく自然がある町にしてほしいです。 小５ 女子 会津大学周辺

84 市内に映画館が建つといい。 小５ 女子 会津大学周辺

85 高校をもっと作ってほしいです。 小５ 女子 会津大学周辺

86
土地をふやして、デパートやえい画館、たくさんの施設をふやしてほ
しいです。

小５ 女子 会津大学周辺

87 高校がすくないので、たくさん作ってほしいです。 小５ 女子 会津大学周辺

88 高校をふやしてほしい！はたらける場所をふやしてほしい！ 小５ 女子 会津大学周辺

89 ラウンドワンとかをつくってほしい！　人口を多くしたい！ 小５ 女子 会津大学周辺

90
デパートをいっぱい作ってほしいです。お菓子屋さんをいっぱい作っ
てほしいです。

小５ 女子 会津大学周辺

91 パチンコを減らしてほしい 小５ 女子 会津大学周辺

92 映画館を建ててほしい 小５ 女子 会津大学周辺

93
きゅうりょうを高くしてほしい。（親）　東京のラジオをきけるよう
になりたい。

小５ 女子 会津大学周辺

94
給料をたかくしてほしい。かんこう客がくるようにめずらしいスポッ
ト、たのしいスポットがほしい。

小５ 女子 会津大学周辺

95 アニメイトをたててほしい。 小５ 女子 会津大学周辺

96 高校や大学をもっとふやしてほしいです。 小５ 女子 会津大学周辺

97
会津若松市をすてきなところにしてください。ヘイセイジャンプのコ
ンサートをしてください。

小５ 女子 会津大学周辺

98 もっと楽しくてあかるい町にしてください。 小５ 女子 会津大学周辺

99 がんばって下さい。 小５ 女子 会津大学周辺

100 しょうひぜいを3％にしてください。 小５ 女子 市外

101 えいがかんをはやくつくってください。 小５ 女子 西若松駅周辺

102 もう少し建物を多く！ 小５ 女子 西若松駅周辺

103 もっと会津をにぎやかにできませんでしょうか？ 小５ 女子 西若松駅周辺
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19　19　19　19　もしもしもしもし市長市長市長市長がががが何何何何かかかか伝伝伝伝えたいことがありましたらえたいことがありましたらえたいことがありましたらえたいことがありましたら、、、、自由自由自由自由にににに記入記入記入記入してくださいしてくださいしてくださいしてください

104 店をふやして明るい町にして下さい。 小５ 女子 西若松駅周辺

105 お仕事がんばって下さい。 小５ 女子 西若松駅周辺

106 これからもまちのためにがんばって下さい。応えんしています！！ 小５ 女子 西若松駅周辺

107 ジャニーズショップを健ててほしい 小５ 女子 西若松駅周辺

108 もっと自然がいっぱいな町にしてほしいです。 小５ 女子 西若松駅周辺

109
パチンコ屋が多すぎるので、私達が遊べる場所がないので、パチンコ
屋を少なくし、私達が遊べる場所をふやしてほしいです。

小５ 女子 西若松駅周辺

110 遊園地をつくってください 小５ 女子 総合運動公園周辺

111 遊ぶ場所をもっとつくってください。 小５ 女子 総合運動公園周辺

112
ジュニアエコノミーカレッジに来てくださり、ありがとうございまし
た。小金井小Ｂチーム

小５ 女子 総合運動公園周辺

113 応えんしています！これからもがんばって下さい。 小５ 女子 総合運動公園周辺

114
捨て犬、捨て猫禁止令はぜひ使ってください！よろしくお願いしま
す。

小５ 女子 総合運動公園周辺

115 がんばってください。 小５ 女子 中心市街地周辺

116 もうすこしたのしいところにしてください。 小５ 女子 中心市街地周辺

117 ガンバッテクダサイ！！ 小５ 女子 中心市街地周辺

118
ブランドの洋服屋をいっぱい設置してください。原宿みたいにしてく
ださい（竹下通り）、バンタン高等学院を設置してください。

小５ 女子 中心市街地周辺

119 デパートをふやしてください。 小５ 女子 中心市街地周辺

120 どうぶつえんをたててください。 小５ 女子 中心市街地周辺

121 もっと町を明るくしてください。 小５ 女子 中心市街地周辺

122
ヤマハ音楽教室のクリスマスパーティに来てくださってありがとうご
ざいました。これからも理科けんきゅう物てんや水道週間のコンクー
ル、書道のコンクールなどよろしくお願いします。林洋美

小５ 女子 中心市街地周辺

123 大学をふやしてほしい 小５ 女子 中心市街地周辺

124 問16のような施設をつくってください。 小５ 女子 中心市街地周辺

125 もっと、栄えた町にしてほしいです。 小５ 女子 中心市街地周辺

126 わたしたちのすみやすい町にしてください。 小５ 女子 中心市街地周辺

127 もっと栄えた町にしてください。 小５ 女子 中心市街地周辺

128 遊ぶ場を作って楽しい町にしてください。 小５ 女子 中心市街地周辺

129 ショッピングモールを増やす（建てる） 小５ 女子 中心市街地周辺

130 会津若松市はとってもよい市だと思います。 小５ 女子 中心市街地周辺

131 雪がつもったときは、持っていてほしい。 小５ 女子 中心市街地周辺

132 ジャニーズショップを健ててほしい 小５ 女子 中心市街地周辺

133 これからも会津若松のためにがんばって下さい!! 小５ 女子 中心市街地周辺

134
これからも会津をがんばってささえていってほしいので、しちょうの
お仕ごとがんばってください。

小５ 女子 中心市街地周辺

135 老人ホームを少なくして！ 小５ 女子 中心市街地周辺

136
とにかく、発電をたくさんして世界に認められたり、観光スポットに
なったりできるようにお願いします。

小５ 女子 中心市街地周辺

137 ショッピングモールが主にアピタしかないので建ててほしい。 小５ 女子 東山、飯盛周辺
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19　19　19　19　もしもしもしもし市長市長市長市長がががが何何何何かかかか伝伝伝伝えたいことがありましたらえたいことがありましたらえたいことがありましたらえたいことがありましたら、、、、自由自由自由自由にににに記入記入記入記入してくださいしてくださいしてくださいしてください

138
これからも、ここ会津若松市を市長として、守っていってください。
市長がいるから、会津若松市が自然豊かな市になっています。がん
ばってください。

小５ 女子 東山、飯盛周辺

139 お仕事がんばってください。 小５ 女子 東山、飯盛周辺

140
これから会津若松市が今までよりももっと良くなるように、たくさん
の人たちと協力していきたいと思います。市長さんもがんばってくだ
さい。

小５ 女子 東山、飯盛周辺

141 これからも仕事がんばってください。 小５ 女子 東山、飯盛周辺

142
イオンモールのけんせつを何でやめて、リオンドールなどがたくさん
あるんですか？

小５ 女子 東山、飯盛周辺

143 応援してます！ 小５ 女子 北会津地域

144 これからも今よりもっとよい会津若松市にしてください。 小５ 女子 北会津地域

145 もっとアピタみたいな大きな店を見たいです。 小５ 女子 北会津地域

146 イオンをたててください。映画館も 小５ 女子 北会津地域

147 これからも会津若松市をよろしくお願いします。 小５ 女子 北会津地域

148 たのしくて明るいまちにしたい 小５ 女子 北会津地域

149 もっと都市化してほしい 小６ 男子 芦ノ牧、大川周辺

150
学校の休みのきかんを長くしてください。河東町にゲームセンターを
つくってください。

小６ 男子 河東地域

151 冬は野球ができないから冬でも野球ができる施設が欲しい。 小６ 男子 河東地域

152 放射線をどうにかしてください。 小６ 男子 河東地域

153 このままがんばってください。 小６ 男子 会津若松ＩＣ周辺

154
ソーラーパネルつきで、そこにコンセントがあって、スマホやDSの
じゅうでんきを作ってください。（どこでももちはこべるように）

小６ 男子 会津若松ＩＣ周辺

155 このまちをゆたかにしぜんにしてほしい。 小６ 男子 会津若松ＩＣ周辺

156 これからもがんばってください。 小６ 男子 会津若松ＩＣ周辺

157
自然をこわさないでくださいとは言えませんが、自然をすべてこわす
ということはしないでください。

小６ 男子 会津若松ＩＣ周辺

158 住みやすい町にするためにがんばってください。 小６ 男子 会津若松ＩＣ周辺

159 松長小学校にゆかだんぼうをつけてほしい。 小６ 男子 会津大学周辺

160 とにかく建物を増やしスーパーなども増やしてほしいです。 小６ 男子 会津大学周辺

161 ほかのところにない物をつくればたくさんの人がくると思う。 小６ 男子 会津大学周辺

162
大型スーパーをなるべくたくさんたててほしいと思う。子どもの遊び
場もほしい。

小６ 男子 会津大学周辺

163
中学生の陸上では1.2.3年生のどれかで全国優勝をするので、応援よ
ろしくおねがいします!!

小６ 男子 会津大学周辺

164 スケートリンクを作って下さい。 小６ 男子 会津大学周辺

165 えいがかんをつくってください。 小６ 男子 西若松駅周辺

166 今より生活をかいてきにしてもらいたいです。 小６ 男子 西若松駅周辺

167 交通を便利にしてください！ 小６ 男子 西若松駅周辺

168 映が館を作ってください。 小６ 男子 西若松駅周辺

169 映画館を作ってください。 小６ 男子 西若松駅周辺

170 会津に新幹線を通らせてくださーい。本当にお願いします。 小６ 男子 西若松駅周辺

171 自然をたやさないでほしい 小６ 男子 西若松駅周辺
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172 湯川をきれいにしてください 小６ 男子 西若松駅周辺

173 映画館をつくってください。 小６ 男子 西若松駅周辺

174 湯川をきれいにしてください 小６ 男子 西若松駅周辺

175 除雪してほしい 小６ 男子 西若松駅周辺

176 映画館をつくって下さい。 小６ 男子 西若松駅周辺

177 畑をください！ 小６ 男子 西若松駅周辺

178
新幹線をつくってください!!交通の便を発達させてください。都会に
あるような店をたくさんつくってください!!アディダスショップをつ
くってください。お願いします!!

小６ 男子 西若松駅周辺

179 事件がないまちにしてください。 小６ 男子 西若松駅周辺

180 バドミントンの事に注目してほしい。 小６ 男子 西若松駅周辺

181
雪がふっても野球ができる室内練習場をつくってください（大きいや
つ）

小６ 男子 総合運動公園周辺

182 鉄道がパっとしないです 小６ 男子 総合運動公園周辺

183 みんなによろこばれる物をつくってください。期待しています 小６ 男子 総合運動公園周辺

184 みんながよろこぶことをしてください。よろしくお願いします。 小６ 男子 総合運動公園周辺

185 早くふくしまの復興して、遠い所からいろんな人に来てほしい 小６ 男子 総合運動公園周辺

186 サッカーの芝のコートを作ってください 小６ 男子 総合運動公園周辺

187 会津若松市が田舎と都会のハーフになってほしい。 小６ 男子 総合運動公園周辺

188 職場を作ってください。 小６ 男子 総合運動公園周辺

189 いつまでもつづけてください。 小６ 男子 総合運動公園周辺

190 大型店をつくってほしい 小６ 男子 中心市街地周辺

191 ゲームセンターをたててほしいです 小６ 男子 中心市街地周辺

192 鶴城地区に楽しい遊び場をつくってほしい 小６ 男子 中心市街地周辺

193 何かのイベントの日と学校の日が重なったらずらしてほしいです 小６ 男子 中心市街地周辺

194 除雪を路肩に置いていかないようにしてください 小６ 男子 中心市街地周辺

195 除雪をもう少していねいにやってください 小６ 男子 中心市街地周辺

196 ゲーセンをつくってほしい（クレーンが強い。当たりやすい） 小６ 男子 中心市街地周辺

197 イオンとゲームセンターとうまい寿司屋をつくって 小６ 男子 中心市街地周辺

198 いい町にしましょう。 小６ 男子 中心市街地周辺

199 もう少し公園を増やしてください。 小６ 男子 中心市街地周辺

200 会津ドームを土にもどしてください。 小６ 男子 中心市街地周辺

201 映画館をつくってください。 小６ 男子 中心市街地周辺

202 会津若松市の自然を今よりもっと大切にしてください。 小６ 男子 中心市街地周辺

203 仕事がんばってください 小６ 男子 中心市街地周辺

204 イオンがほしい 小６ 男子 中心市街地周辺

205 市長さんはこのまま続けていいと思いますか。　はい　いいえ 小６ 男子 中心市街地周辺

206 お店をたくさん作って明るい町にしてください。 小６ 男子 中心市街地周辺

207 会津若松がもっと平和になっていけたらいいです。 小６ 男子 中心市街地周辺

208
もっとくらしやすくしたり、しせつなどをいっぱいつくってくださ
い。

小６ 男子 中心市街地周辺

209 遊び場を作ってほしい。 小６ 男子 中心市街地周辺

210 もっと会津若松市を豊かに、住みやすい町にしてください。 小６ 男子 中心市街地周辺

211 もっと人をあつめていわき市のようなさかえた町にしてください。 小６ 男子 中心市街地周辺

249



整理
№

回答 学年 性別 居住地区

19　19　19　19　もしもしもしもし市長市長市長市長がががが何何何何かかかか伝伝伝伝えたいことがありましたらえたいことがありましたらえたいことがありましたらえたいことがありましたら、、、、自由自由自由自由にににに記入記入記入記入してくださいしてくださいしてくださいしてください

212 若松駅の自動改さつにしてくれてありがとうございます。 小６ 男子 中心市街地周辺

213
2015年2月10日昼12：00ぜひきてください。（ザベリオショウガッコ
ウ6年）

小６ 男子 中心市街地周辺

214 このアンケートに書いたことを実こうしてくれたらうれしいです。 小６ 男子 中心市街地周辺

215 これからもがんばれ 小６ 男子 東山、飯盛周辺

216 いい町にしましょう。 小６ 男子 北会津地域

217 会津をもっとよくにがんばってください！ 小６ 男子 北会津地域

218
1.新幹線を通してください。2.もっとものが入るようにしてくださ
い。3.大型ドームを作ってください。

小６ 男子 北会津地域

219 ゲームセンターを増やしてください 小６ 男子 無回答

220 ふつうにがんばってください 小６ 女子 芦ノ牧、大川周辺

221
いつも私たちの町を責任をもって指導してください。ありがとうござ
います

小６ 女子 芦ノ牧、大川周辺

222 アニメショップをたててください。 小６ 女子 河東地域

223 会津若松市に遊べるしせつをつくってください。問15、16のような 小６ 女子 河東地域

224
若松で嵐のライブができてほしい。（イベントでも）（嵐じゃなくて
他のジャニーズでもいい。）

小６ 女子 会津若松ＩＣ周辺

225
もっと住みやすいまちにしてください！あとお仕事がんばってくださ
い！

小６ 女子 会津若松ＩＣ周辺

226 これからもがんばってください。 小６ 女子 会津若松ＩＣ周辺

227 楽しい会津若松市にかえてください。 小６ 女子 会津若松ＩＣ周辺

228 がんば 小６ 女子 会津若松ＩＣ周辺

229 会津若松市をもっといいまちにしてください。 小６ 女子 会津若松ＩＣ周辺

230 しごとができる場所をふやしてほしい 小６ 女子 会津大学周辺

231 これからも会津若松市をいい町にしてください！！ 小６ 女子 会津大学周辺

232 私は同じ室井です。 小６ 女子 会津大学周辺

233 特に不満はありません。がんばって下さい。 小６ 女子 会津大学周辺

234 がんばって下さい。 小６ 女子 会津大学周辺

235 いつもご苦労様です!!!! 小６ 女子 会津大学周辺

236 お仕事がんばってください！会津をすてきにしてください。 小６ 女子 西若松駅周辺

237 映画館つくってください。 小６ 女子 西若松駅周辺

238 遊園地がほしいです！（映画館も！） 小６ 女子 西若松駅周辺

239 おしごとがんばってください。 小６ 女子 西若松駅周辺

240 イオンをたててほしい 小６ 女子 西若松駅周辺

241 お仕事がんばってください！！ 小６ 女子 西若松駅周辺

242 映画館をつくってほしい。 小６ 女子 西若松駅周辺

243
イオンタウンがほしい～映画館で映画を見たい～、大きいドームを
作ってほしい（ジャニーズのライブを見たい）

小６ 女子 西若松駅周辺

244
会津ドーム（大きい）を作ってほしい。ライブを見たい。3代目J
Soul Brothers EXILE

小６ 女子 西若松駅周辺

245 映画館がほしい。 小６ 女子 西若松駅周辺

246
このアンケートにかいたことを実行して下さい。2月10日昼12：00～
いらっしゃるのをまっています。（ザベリオ学園小学校）

小６ 女子 西若松駅周辺
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247
スケートリンクが欲しいです。また新幹線＆空港の開発お願いしま
す。

小６ 女子 西若松駅周辺

248
自然の豊かさを守りつつ、東京みたいにたくさん建物を作って下さ
い。

小６ 女子 西若松駅周辺

249
問16の希望（ディズニーランド・ストア、ゲームセンター、イオンシ
ネマ、アウトレット）を全て実現させて下さい。よろしくお願いしま
す

小６ 女子 西若松駅周辺

250 暗い所があるから街灯があるといい。 小６ 女子 西若松駅周辺

251
ショッピングモールなどの買い物のできる建物（映画館）がほしい。
期待しています

小６ 女子 総合運動公園周辺

252 みんなによろこばれるものをつくってほしい 小６ 女子 総合運動公園周辺

253 もっと遊ぶ所を使ってほしい 小６ 女子 総合運動公園周辺

254 もっと遊べる場所を作ってほしいです 小６ 女子 総合運動公園周辺

255 イオンなどの大型ショッピングモールを建ててほしいです 小６ 女子 総合運動公園周辺

256 イオンを作ってください 小６ 女子 総合運動公園周辺

257 店を増やしてほしいです。お願いします 小６ 女子 総合運動公園周辺

258 ショッピングモールを増やしてください！ 小６ 女子 総合運動公園周辺

259
問16で書いたこと（ディズニーリゾート、ＵＳＪ、イオン、巨大プー
ル、スケート、映画館）を実現してください。宜しくお願いします。

小６ 女子 総合運動公園周辺

260 自然をこれからも大切にして下さい。 小６ 女子 総合運動公園周辺

261 雪の除雪をきちんとして、通りやすい道をつくってください。 小６ 女子 総合運動公園周辺

262 会津がきれいで伝統的なところでかんしゃしています。 小６ 女子 総合運動公園周辺

263 いい町にしてください 小６ 女子 総合運動公園周辺

264
たくさんのブランドのお店やデパートなどを建ててください。あと本
屋さんをもっと増やしてください。

小６ 女子 総合運動公園周辺

265
私は自然がたくさんでしずかなこの町が好きなので、できれば自然
いっぱいのこの町が建物だらけになるのをさけてほしいと思います。

小６ 女子 総合運動公園周辺

266 がんばってください 小６ 女子 中心市街地周辺

267 お願いします 小６ 女子 中心市街地周辺

268 がんばってください！応援しています 小６ 女子 中心市街地周辺

269 よろしくお願いします 小６ 女子 中心市街地周辺

270 いろいろ大変ですが、がんばってください 小６ 女子 中心市街地周辺

271 平和で安全なまちづくりを続けてください 小６ 女子 中心市街地周辺

272 これからも市長としてよろしくお願いします 小６ 女子 中心市街地周辺

273 これからも会津若松をお願いします！ 小６ 女子 中心市街地周辺

274
せんきょの車がうるさいと思います。勉強に集中できないので気をつ
かってくれたらうれしいです。がんばってください。

小６ 女子 中心市街地周辺

275 がんばってください。 小６ 女子 中心市街地周辺

276 会津若松市をより良い町にするため、がんばってください。 小６ 女子 中心市街地周辺

277 ブックオフをよろしくお願いします。 小６ 女子 中心市街地周辺

278
朝、家の前に犬のウンコがあって指でかくしてあともあったので、せ
んきょなどの紙をはるより、そっちをはってほしいです。

小６ 女子 中心市街地周辺

279 今年もよろしくお願いいたします。 小６ 女子 中心市街地周辺

280 これからもよろしくお願いします。 小６ 女子 中心市街地周辺
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281 会津の文化はってんのためにがんばって下さい。 小６ 女子 中心市街地周辺

282 すみやすいまちにしてください。 小６ 女子 中心市街地周辺

283 夜、道を通る時に暗い道路が多々あるので街灯をふやしてほしい。 小６ 女子 中心市街地周辺

284 会津若松市をよろしくお願いいたします。 小６ 女子 中心市街地周辺

285 アニメ系の店が欲しいっス 小６ 女子 中心市街地周辺

286 会津若松市をもっとよい町にしてください・ 小６ 女子 中心市街地周辺

287 いつもありがとう 小６ 女子 中心市街地周辺

288 ドンキホーテを作ってください。 小６ 女子 中心市街地周辺

289 じょ雪の件、よろしくお願いいたします。 小６ 女子 中心市街地周辺

290
考えたことを実現するのは簡単ではないと思いますが、くじけないで
がんばってください。

小６ 女子 中心市街地周辺

291 きっと夢は夢で現実は現実なのだと思います。 小６ 女子 中心市街地周辺

292 錦町と南花畑をつなぐ橋をつくってほしいです。 小６ 女子 中心市街地周辺

293 錦町と南花畑のあいだにはしをつくってほしい！ 小６ 女子 中心市街地周辺

294 がんばってください 小６ 女子 中心市街地周辺

295 たのしい町にしてください。 小６ 女子 中心市街地周辺

296 夏休みを東京の人と同じ長さにしてください。お願します！ 小６ 女子 中心市街地周辺

297 がんばってください。 小６ 女子 中心市街地周辺

298
もっとお年よりなどが遠出しなくてもいいように、いろいろな所にデ
パートや子どもも楽しめるように映画館などをふやしてほしい。

小６ 女子 中心市街地周辺

299
ごみがすごくいっぱいおちているところがあるので、ごみをすてない
ようによびかけてほしい。

小６ 女子 中心市街地周辺

300
もう少し道に電灯をたくさんつけて下さい。暗くて困っている人もい
るみたいです。

小６ 女子 中心市街地周辺

301 これからもがんばって下さい。 小６ 女子 中心市街地周辺

302 歩行者天国をつくって下さい。 小６ 女子 中心市街地周辺

303 これからもずっと会津若松を宜しくお願いします。 小６ 女子 中心市街地周辺

304
問16の全て（東京ディズニーリゾート、イオン（映画館も）、ピンク
ラテ、新幹線、原宿の全ての店）を作ってください！作ってくれたら
一生会津にいます！

小６ 女子 中心市街地周辺

305 でっかいとりが車がわりの町にしてください！ 小６ 女子 中心市街地周辺

306
しんかん線をとうしてほしいです。デパート・遊び場をつくってほし
い。おねがいします。

小６ 女子 中心市街地周辺

307
おじいちゃん、おばあちゃんが楽しめる活動があって、すごいと思い
ます

小６ 女子 猪苗代湖周辺

308
こども意見箱をつくってほしい。動物の生育地を森をおびやかさない
でほしい

小６ 女子 猪苗代湖周辺

309 市長さん、応援しています。がんばってください 小６ 女子 東山、飯盛周辺

310 安心して暮らせるまちになるように、がんばってください。 小６ 女子 東山、飯盛周辺

311 今よりもっと楽しいまち作りをがんばってください。 小６ 女子 東山、飯盛周辺

312
私達が楽しく暮らしているのは市長さんのおかげだと思います。あり
がとうございます。これからもがんばってください。

小６ 女子 東山、飯盛周辺

313 これを参考にして、会津をもっといい所にしてください。 小６ 女子 東山、飯盛周辺
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314
子どもがお年寄りまでが楽しめるようなすばらしい施設をつくってく
ださい。

小６ 女子 東山、飯盛周辺

315 これからもよろしくお願いします。 小６ 女子 東山、飯盛周辺

316
これからもよろしくお願いします。雪がたくさんあって、道がせま
い。

小６ 女子 東山、飯盛周辺

317 スケート場をつくってほしいです！ 小６ 女子 東山、飯盛周辺

318 これからも町をきれいにしましょう。 小６ 女子 北会津地域

319
遊園地、えいが館、ディズニーランド・シー、ショッピングモール
（イオン、アウトレット）、ハワイアンズを作ってください。

小６ 女子 北会津地域

320 これからもがんばってください！ 中１ 男子 芦ノ牧、大川周辺

321 これからもよりよい会津をつくってください。 中１ 男子 芦ノ牧、大川周辺

322 市長さん、がんばってください！ 中１ 男子 河東地域

323 がんばってください 中１ 男子 河東地域

324 これからも会津の発展に向けてがんばってください。 中１ 男子 河東地域

325 水道からカフェオレ、りんごジュース、コーラを出してほしい 中１ 男子 河東地域

326 おつとめごくろうさまです。 中１ 男子 河東地域

327 除雪をきれいにやってほしい。 中１ 男子 河東地域

328 ドンキホーテと映画館を作ってほしい。 中１ 男子 会津若松ＩＣ周辺

329
仮設住宅に現在、住んでいる人がいるから、なるべく福島の復興をは
やくしてみんなの笑顔を取り戻してほしい。

中１ 男子 会津大学周辺

330 この意見（町中にごみばこをおく）さいようしてください。 中１ 男子 会津大学周辺

331 ゲームセンターを増やしてほしい。 中１ 男子 会津大学周辺

332 松長に野球場（小さくてもいいので）をつくってもらいたい。 中１ 男子 会津大学周辺

333 これからももっといい会津になるようにがんばってください。 中１ 男子 会津大学周辺

334 僕たち中学生でも市役所や市長の活動が身近になれば良いと思う。 中１ 男子 会津大学周辺

335 スポーツしせつをみぢかなところに作ってほしい 中１ 男子 会津大学周辺

336 火災が起きてもつぶれない映画館を建ててほしい。 中１ 男子 西若松駅周辺

337 よろしくお願いします。 中１ 男子 西若松駅周辺

338 映画館を建てて下さい。お願いします。 中１ 男子 西若松駅周辺

339 デパートを増やしてください。 中１ 男子 西若松駅周辺

340 映画館をつくってほしい。 中１ 男子 西若松駅周辺

341 スポーツ施設をもっと充実してほしい。（例テニスコート） 中１ 男子 西若松駅周辺

342 大丈夫です 中１ 男子 総合運動公園周辺

343 都会に住みたいです 中１ 男子 総合運動公園周辺

344 頑張ってください！ 中１ 男子 総合運動公園周辺

345 ショッピングモールを作ってください。映画館 中１ 男子 総合運動公園周辺

346 いい町をつくってください 中１ 男子 総合運動公園周辺

347 お願いいたします・。 中１ 男子 総合運動公園周辺

348 映画館など人があるまる場所をつくってほしい。 中１ 男子 総合運動公園周辺

349 いつもありがとうございます 中１ 男子 中心市街地周辺

350
サッカー禁止、野球禁止などと公園の看板に書いてあるので、もう少
しスポーツのできる公園をつくってほしい

中１ 男子 中心市街地周辺

351 ぜひ実現してください 中１ 男子 中心市街地周辺

352 がんばってください 中１ 男子 中心市街地周辺
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353 ラウンドワンをつくってください 中１ 男子 中心市街地周辺

354 もっと発展させてください 中１ 男子 中心市街地周辺

355 がんばってください。 中１ 男子 中心市街地周辺

356 サイゼリヤつくってください。 中１ 男子 中心市街地周辺

357 中学校（学鳳中）にテニス部（硬式）を作れるようにしてください。 中１ 男子 中心市街地周辺

358 プロレスをどんどん行ってほしい。 中１ 男子 中心市街地周辺

359 がんばっていい町にしてください。 中１ 男子 中心市街地周辺

360
人通りの少ない道に、外灯が少ないので、もう少し増えてほしい。給
食センターで作った給食の味が、もう少しよくなってほしい。映画館
が欲しい。

中１ 男子 中心市街地周辺

361 体育館を増やしてほしい。 中１ 男子 中心市街地周辺

362
給食センターの給食が小学校よりおいしくない。机がグラグラする。
ヒーターや床だんどうにゅう。副読本が使わないものもないため少し
減らす。

中１ 男子 中心市街地周辺

363 トイレを多くしてほしい。部活のどうぐをもっと多くしてほしい。 中１ 男子 中心市街地周辺

364
給食をなくしてほしい。教室をもっと広くする。パソコンが古い。教
室をホテルにする。

中１ 男子 中心市街地周辺

365 きゅう食が小学校のときと比べてまずい。教室が寒い。 中１ 男子 中心市街地周辺

366 小学生のときと中学生のきゅうしょくのさがありすぎ。 中１ 男子 中心市街地周辺

367 学校にエアコンがほしい 中１ 男子 中心市街地周辺

368 がんばれ!! 中１ 男子 中心市街地周辺

369 きゅうしょくがまずい。こうしゃがさむい。テニスコートが少ない。 中１ 男子 中心市街地周辺

370
給食センターのご飯をおいしくしてほしい。ゴミみたいな味がする。
でっかいヒーターとストーブとエアコンがほしい。ビル建てる。ヒー
ターの火力が弱い。タブレットで勉強したい。

中１ 男子 中心市街地周辺

371 市長、会津若松のため、頑張ってください 中１ 男子 猪苗代湖周辺

372 がんばってください 中１ 男子 東山、飯盛周辺

373 会津若松市をかえてください 中１ 男子 東山、飯盛周辺

374
今の会津若松では若い人がいなくなりますよ。このままでいいんです
か？

中１ 男子 東山、飯盛周辺

375 公園にバスケットリングをたててください 中１ 男子 東山、飯盛周辺

376 なるべく子供が楽しめる場を作ってほしい 中１ 男子 東山、飯盛周辺

377 小学校のときの方が給食がおいしかった。 中１ 男子 東山、飯盛周辺

378 木をふやし、環境にいい町にしてください 中１ 男子 北会津地域

379
僕の意見（遊び場が増えている。デパートがある。道路を増やす）を
採用してください！

中１ 男子 無回答

380 がんばってください!! 中１ 男子 無回答

381
コンサートをできるような施設をつくってください！あとシャッター
街をなくさるような所にしてください。

中１ 女子 河東地域

382
関ジャニのライブができるところをつくってください。公園以外で遊
べる所を増やしてください。

中１ 女子 河東地域

383 もっといろんな建物をたててください。お願いします。 中１ 女子 河東地域

384 もっとたてもの多くして 中１ 女子 河東地域

385 映画館を作ってほしいです 中１ 女子 河東地域
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386 イオンを建設してください。近い将来、お願いします。 中１ 女子 河東地域

387 大きい図書館と遊べるところをつくってください。 中１ 女子 河東地域

388 遊ぶところを増やしてほしい。 中１ 女子 会津若松ＩＣ周辺

389 狭い道路に道路工事をしてほしくない。それは交通の便が悪くなるか
ら

中１ 女子 会津若松ＩＣ周辺

390 映画館建ててください！ 中１ 女子 会津若松ＩＣ周辺

391 病院を作ってほしい（大きな）！！ 中１ 女子 会津若松ＩＣ周辺

392 がんばっぺ！会津！ 中１ 女子 会津若松ＩＣ周辺

393 これからもがんばってください。 中１ 女子 会津若松ＩＣ周辺

394 除雪が雑　ゴミがある　ヤンキーがいる 中１ 女子 会津大学周辺

395
市長とのふれあいの場を増やした方がいいと思う。顔を知らない人が
多いのでもっと市民と関わっていた方がいいと思う。

中１ 女子 会津大学周辺

396 遊び場と映画館がほしいです！！ 中１ 女子 会津大学周辺

397 ゆうえんちなどがいっぱいできたらうれしいです。 中１ 女子 会津大学周辺

398 これからも会津をもっとよくしていって下さい。 中１ 女子 会津大学周辺

399 お仕事がんばって下さい！ 中１ 女子 会津大学周辺

400 みんなが楽しく暮らせる安心した町にしてください。 中１ 女子 会津大学周辺

401
ショッピングモールを増やして下さい。友達と遊ぶ場所を作ってほし
いです。

中１ 女子 会津大学周辺

402 「不平和以上平和未満」が私の理想です。 中１ 女子 会津大学周辺

403 もう少し除雪をしてほしいと思います。（通学路） 中１ 女子 市外

404 除雪をもう少していねいにしてほしい。 中１ 女子 市外

405 歌劇などのコンサートや音楽施設がほしい。 中１ 女子 市外

406
私は郡山から会津に通っていますが、前までは只見町にいました。只
見は自然が多すぎますが、只見の自然はかがやいています。

中１ 女子 市外

407
ジャニーズショップ（ジャニーズ公認）をつくってください。あと大
きいアニメイトをつくってください。コンサート用の大きいドームを

中１ 女子 市外

408 ご当地キャラを作ったらいかがでしょうか。赤べこおっさん 中１ 女子 市外

409 バスの便が悪いので、ダイヤ改正できればお願いします。 中１ 女子 西若松駅周辺

410
私の部活は、なぎなた部です。もし、なぎなたで誰かが大会などの賞
に入ったら、各地の新聞にのせてください。あと、将来の夢がかなう
ように、その学ぶところを増やしてください。

中１ 女子 西若松駅周辺

411
アウトレット、イオン、映画館、大きいアニメイト（乙女ゲームの
コーナーを広くしてほしいです。）、遊園地をつくってほしいです。

中１ 女子 西若松駅周辺

412

なんで、上川原の近く、大川の近くには冬、ブルドーザーが入ってく
れなくて、他の大きいところばかりなんですか？道路のわきとか雪山
をなくしてほしい。車がきたり、入ったりわからない事故の原因にな
る。歩道をちゃんと作ってください。冬一番困ります。こういうの
が！！遊ぶ場所つくって！

中１ 女子 西若松駅周辺

413
もう少し、お年寄りが住みやすいようにしたほうがいいと思うので、
バリアフリーなどの設備を増やしてほしいのと、公共の場をもっと増
やしていただきたいです。

中１ 女子 西若松駅周辺

414
若い方が残ってほしいので、買い物ができる場や、休日に遊べる場を
増やしたらどうですか？

中１ 女子 西若松駅周辺

415 もう少しにぎやかで、お店もたくさんあったらいいと思いました。 中１ 女子 西若松駅周辺

416 アンケートありがとうございます。 中１ 女子 西若松駅周辺
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417
会津の歴史について、もっと学びたいと思っておりますので、当時の
会津を体験できる施設があったらいいと思っています。

中１ 女子 西若松駅周辺

418

ゆうえんちや映画やすいぞくかんです。どうぶつえん。よろしくおね
がいします。みせ、おばけやしきも。みんながえがおでたのしくもん
でんまち。人を多くしよう。じいちゃんやおばあさんがすみやすいば
しょ。おんせんやしきなど。

中１ 女子 西若松駅周辺

419
お願いします。スポーツ用の道具や、スポーツ施設を建ててくださ
い。

中１ 女子 西若松駅周辺

420 会津若松市をよりよい町にしていって下さい。 中１ 女子 西若松駅周辺

421 美術室がすごく汚いです。きれいにしてほしい！ 中１ 女子 西若松駅周辺

422 買い物する所を増やしてほしいです。公園を増やしてほしいです。 中１ 女子 総合運動公園周辺

423 子どもや老人のために安全なまちにしてほしいです。 中１ 女子 総合運動公園周辺

424 イオン（映画館）を作ってください 中１ 女子 総合運動公園周辺

425 遊ぶ所を増やしてください。買い物するところを増やしてください 中１ 女子 総合運動公園周辺

426 ジャニーズショップがほしい 中１ 女子 総合運動公園周辺

427 頑張ってください。 中１ 女子 総合運動公園周辺

428
東日本大震災があり、会津若松市に避難していますが、不自由なく楽
しく過ごせています。ありがとうございます！

中１ 女子 総合運動公園周辺

429
私は大熊町から避難してきました。このような会津若松市に来ること
ができて、とても幸せです。ありがとうございます。

中１ 女子 総合運動公園周辺

430 頑張ってください！ 中１ 女子 中心市街地周辺

431
今のままでも会津若松市はじゅうぶん素敵です。ありがとうございま
す

中１ 女子 中心市街地周辺

432
マック事件のように悪いことで全国のみなさんに知られるのではな
く、良いことで会津が有名になればいいなと思います

中１ 女子 中心市街地周辺

433 大変だと思いますが、頑張ってください 中１ 女子 中心市街地周辺

434 被災者だけでなく、会津若松市民にもお金を分けてほしい 中１ 女子 中心市街地周辺

435 これからも会津若松市の市長としてがんばってください 中１ 女子 中心市街地周辺

436 がんばってください 中１ 女子 中心市街地周辺

437
市長とは小学校の時に会って今でも覚えています。市長さんはとても
いい方なので、会津若松市をよりよいものにしていってほしいです。

中１ 女子 中心市街地周辺

438 これからもよりよい市になるよう、がんばってください 中１ 女子 中心市街地周辺

439
もっとたくさんの子供たちが楽しめる場所がほしいです。これからも
がんばってください。

中１ 女子 中心市街地周辺

440

小学校との差がありすぎる（給食）。校舎が古くて、冬が寒いから、
新しくしてほしい。机を交換！トイレを変えてほしい。床暖がいい。
暖房やエアコンを入れてほしい。冬は寒すぎるし、夏は暑くて、授業
に集中できない。

中１ 女子 中心市街地周辺

441 給食を食べる時間を増やしてほしいです。 中１ 女子 中心市街地周辺

442
部活のコートが暗くて、飛んできたボールが見えない。給食が小学校
と違いすぎる。

中１ 女子 中心市街地周辺

443 テニスコートが少ない 中１ 女子 中心市街地周辺
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444

小学校の時は給食がとっても美味しくておかわりしていたのに、中学
校になったらまずくてあんまり食べられません。おいしくしてくださ
い。それと授業が分かりにくくおもしろくありません。もっとわかっ
て、面白い授業にしてほしい。トイレなどが古いので新しくしてほし
いです。教室は暖房が全然きいていないのでとても寒いです。理科の
実験道具や図書室の本が少ないです。

中１ 女子 中心市街地周辺

445
学校を新しくしてほしい。理科の実験器具を充実してほしい。給食の
味がちょっと・・・なので、おいしくしてほしい。机が彫っていない
のにしてほしい。学校が寒い。

中１ 女子 中心市街地周辺

446
給食がおいしくない。売店が欲しい。寒くて困る。体育館が狭い。校
舎がぼろい

中１ 女子 中心市街地周辺

447 映画館をつくってほしい。 中１ 女子 中心市街地周辺

448
給食がまずい。小学校と中学校の差が大きい。勉強はタブレットのほ
うがいい。トイレは洋式がいい。

中１ 女子 中心市街地周辺

449 もっと給食を美味しくしてほしい。教室が寒い。プールがきたない。 中１ 女子 中心市街地周辺

450
給食が小学校のころと比べてまずいのでどうにかしてください。ブラ
スバンド部のピッコロという楽器が壊れて音が出ないです。新しい楽
器が欲しいです。

中１ 女子 中心市街地周辺

451 会津を良くしてください。がんばって下さい！！ 中１ 女子 猪苗代湖周辺

452 もっと今より便利な会津若松市にしてください。 中１ 女子 猪苗代湖周辺

453 遊び場を増やしてください。よろしくお願いします 中１ 女子 東山、飯盛周辺

454
大変だと思いますが、会津若松市がより良いまちになるように精いっ
ぱい頑張ってください。

中１ 女子 東山、飯盛周辺

455
アピタがなくなったら困ります。びっくりドンキーがほしい、テーマ
パークもほしい、八重ブームが終わりなので新しいブームをたてると
いいと思う

中１ 女子 東山、飯盛周辺

456 映画館がほしいです！ 中１ 女子 東山、飯盛周辺

457 より良い会津にするためにがんばってください 中１ 女子 北会津地域

458
市長さんを信じています！なのでこれからの会津がもっと良くなるよ
うがんばってください。

中１ 女子 北会津地域

459 お店増やしてください 中１ 女子 北会津地域

460 バスを充実させたり、アピタ以外にも遊べる所がほしいです。 中１ 女子 北会津地域

461 農業の方もよくしながら、交通や買い物をよくしてください！！ 中１ 女子 北会津地域

462
いろいろと大変だと思いますが、私たちの意見に目を通してくださ
い。がんばってください

中１ 女子 北会津地域

463 がんばってください 中１ 女子 北会津地域

464 雪かきのブルを何とかしてください。とにかくひどいです 中２ 男子 芦ノ牧、大川周辺

465 交通を便利にしていただきたい 中２ 男子 芦ノ牧、大川周辺

466 消費税を下げる 中２ 男子 芦ノ牧、大川周辺

467 大戸町に遊び場（ゲームセンター）を増やしてほしいです 中２ 男子 芦ノ牧、大川周辺

468 がんばってください。 中２ 男子 会津若松ＩＣ周辺

469 坂下も発展させましょう 中２ 男子 会津若松ＩＣ周辺

470 もっともっと会津をよい街にしてください。 中２ 男子 会津若松ＩＣ周辺

471 映画館があるといいと思います。 中２ 男子 会津若松ＩＣ周辺

472 イオンができるのは本当ですか？ 中２ 男子 会津若松ＩＣ周辺
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473 会津を活気良いまちにしてほしい！ 中２ 男子 会津若松ＩＣ周辺

474 がんばってください。応援してます。 中２ 男子 会津若松ＩＣ周辺

475 がんばってください!! 中２ 男子 会津大学周辺

476 今後とも会津若松市をよろしくおねがいします。 中２ 男子 会津大学周辺

477 Ｆｉｇｈｔ！ 中２ 男子 会津大学周辺

478 浜通りや中通りだけでなく会津にもちかづけてほしい。 中２ 男子 会津大学周辺

479 がんばってください 中２ 男子 市外

480 以後、このようなアンケートはやめてください。 中２ 男子 市外

481
ぼくは若松に住んでいませんが、毎日若松に行きたくなるようなステ
キな場所にするためにがんはってください。

中２ 男子 市外

482 自分を切っても街を守る人はいない。 中２ 男子 市外

483
めちゃくちゃ大きい映画館がほしい。いつも会津若松市長としてよろ
しくお願いいたします

中２ 男子 西若松駅周辺

484 映画館、ドンキホーテ 中２ 男子 西若松駅周辺

485 スポーツができる場所をたくさんつくってほしいです 中２ 男子 西若松駅周辺

486
こんにちは、五中のテニスコートはもうだめなので新しくしてくださ
い

中２ 男子 西若松駅周辺

487 デパート 中２ 男子 西若松駅周辺

488 社会で左翼の先生が事実と違うことを教えてきます。助けてくださ
い。

中２ 男子 西若松駅周辺

489 各学校に1人１台ずつ専用タブレットをください。 中２ 男子 総合運動公園周辺

490
これからもがんばってください。（遊ぶところをできればもう少し設
けてください。）

中２ 男子 総合運動公園周辺

491 いつも五中をありがとうございます 中２ 男子 総合運動公園周辺

492 部活で体育館使うんで工事してくれてありがとうございます。 中２ 男子 総合運動公園周辺

493 失望しました。 中２ 男子 総合運動公園周辺

494 がんばってください 中２ 男子 中心市街地周辺

495
お店などを建てて、会津をにぎやかにしていただけるとうれしいで
す。市長という仕事は大変かと思いますが、がんばってください！

中２ 男子 中心市街地周辺

496 がんばってください 中２ 男子 中心市街地周辺

497 がんばってまた出馬してください 中２ 男子 中心市街地周辺

498 借金を減らしてください 中２ 男子 中心市街地周辺

499 映画館がほしいです 中２ 男子 中心市街地周辺

500 アピタだけでは足りないです 中２ 男子 中心市街地周辺

501
雪がふると、道路を歩かなくてはいけません。車が来るととても怖い
です

中２ 男子 中心市街地周辺

502 これからもがんばってください 中２ 男子 中心市街地周辺

503 人工芝か天然芝のサッカー場をつくってください。お願いします 中２ 男子 中心市街地周辺

504
人工芝か天然芝でもいいので、サッカー場などを会津に作ってくださ
い

中２ 男子 中心市街地周辺

505
冬になると雪が降り、テニスやサッカーなどのスポーツができないの
で、もっとスポーツ施設を増やしていただけないでしょうか？

中２ 男子 中心市街地周辺

506 映画館、ジャスコがほしいです 中２ 男子 中心市街地周辺

507 首都にしてください。 中２ 男子 中心市街地周辺

508 会津若松市をよりよい市になるよう頑張って下さい！ 中２ 男子 中心市街地周辺
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509 アピタなどのショッピングモールを増やしてほしい。 中２ 男子 中心市街地周辺

510
住みやすいまちづくりのために、これからもがんばってください。応
援しています。

中２ 男子 中心市街地周辺

511 がんばってください。 中２ 男子 中心市街地周辺

512 ごくろうさまです。 中２ 男子 中心市街地周辺

513 これからもヨロシクお願いします。 中２ 男子 中心市街地周辺

514 映画館をつくってください。 中２ 男子 中心市街地周辺

515 がんばってください 中２ 男子 中心市街地周辺

516 これからもがんばってください 中２ 男子 中心市街地周辺

517 これからも会津若松市をよろしくお願いします 中２ 男子 猪苗代湖周辺

518 びっくりドンキーがあったらいいと思います。 中２ 男子 猪苗代湖周辺

519 がんばってください 中２ 男子 東山、飯盛周辺

520 これからも会津若松市の市長でいてください。 中２ 男子 東山、飯盛周辺

521 がんばって 中２ 男子 北会津地域

522 がんばってください。 中２ 男子 北会津地域

523 ないです。これからもがんばってください。 中２ 男子 北会津地域

524 これからもがんばってください。 中２ 男子 北会津地域

525 ガンバレ 中２ 男子 北会津地域

526 デパートメントストアとかいろいろなものをたててください。 中２ 男子 北会津地域

527 球場をきれいにしてください。 中２ 男子 北会津地域

528
イオンとアニメイトを建ててほしいです。　若者の才能を伸ばせるよ
うに市内でもっと学べる場所をつくってほしい。（高校に音楽科を作
るなど）

中２ 女子 会津若松ＩＣ周辺

529
がんばってください。応援しています。ＥＸＩＬＥと三代目Ｊ．Ｓｏ
ｕｌ．ＢｒｏthersとＥＸＯを若松に呼んでください。

中２ 女子 会津若松ＩＣ周辺

530
楽しめる施設がほしいです。若者たちの思いもちゃんと聞いてほしい
です。

中２ 女子 会津若松ＩＣ周辺

531
大きな映画館とその近くにいろんな店ができたら、いろんな人がくる
と思うので作ってください！！

中２ 女子 会津若松ＩＣ周辺

532 会津をよろしく 中２ 女子 会津若松ＩＣ周辺

533 神明通りを復活させましょう！ 中２ 女子 会津若松ＩＣ周辺

534 すてきな会津にしてください！ 中２ 女子 会津若松ＩＣ周辺

535 今のままで十分です。 中２ 女子 会津若松ＩＣ周辺

536
問17の関連で、将来ではなく今、アピタ以外に中高生が遊べるところ
がほしい。

中２ 女子 会津若松ＩＣ周辺

537 遊ぶ場を増やしてください。 中２ 女子 会津大学周辺

538
このままだと、若松は過疎化しそうだと思います。神明通りの店もど
んどんつぶれるし、どうにかしてください。あと遊ぶ時の場所があり
ません。

中２ 女子 会津大学周辺

539 みんなが暮らしやすいように少しずつ会津を変えてほしい。 中２ 女子 会津大学周辺

540
もっと会津若松の人々が笑顔になるようなまちにしてください。あ
と、アニメイトを作ってください。お願いします！

中２ 女子 会津大学周辺

541 これからも会津若松市のためにかんばって下さい。 中２ 女子 会津大学周辺

542 ジュニア大使の活動を増やしてください。 中２ 女子 会津大学周辺

259



整理
№

回答 学年 性別 居住地区

19　19　19　19　もしもしもしもし市長市長市長市長がががが何何何何かかかか伝伝伝伝えたいことがありましたらえたいことがありましたらえたいことがありましたらえたいことがありましたら、、、、自由自由自由自由にににに記入記入記入記入してくださいしてくださいしてくださいしてください

543 がんばってください。期待してます。 中２ 女子 会津大学周辺

544 イベントで有名人呼ぶならもっと有名な人を呼んでください。 中２ 女子 会津大学周辺

545 がんばって下さい。 中２ 女子 会津大学周辺

546 がんばって下さい。 中２ 女子 会津大学周辺

547

問18で書いたこと（会津大学の外国人とのきょうどう研究や実力など
がすごいと思うので、そこを全国にアピールする。会津の文化などを
志村動物園や鉄腕ＤＡＳＨで放送されたこともアピールする。そして
観光客を呼び予算を増やす。）をやってみてはいかがですか。

中２ 女子 会津大学周辺

548 大きい店がほしい。 中２ 女子 会津大学周辺

549 もっと遊べる場所がほしい。 中２ 女子 会津大学周辺

550 若松市民以外がやる必要性を見いだせない。 中２ 女子 市外

551 がんばってください。 中２ 女子 市外

552
もう八重の桜ブームは終わったから、次のを考えないと観光客が消え
ると思います。

中２ 女子 市外

553
笑顔がたえない。きれいな若松そして福島にもっとしていってくださ
い。

中２ 女子 市外

554 映画館をつくってほしいです 中２ 女子 西若松駅周辺

555 映画館を作ってほしい　スケート場 中２ 女子 西若松駅周辺

556
遊ぶ場所がアピタぐらいしかありません。あと冬は交通手段がなくて
困っています。助けてください

中２ 女子 西若松駅周辺

557 ありがとうございます。 中２ 女子 西若松駅周辺

558 運動できる場が増えて楽しいです 中２ 女子 西若松駅周辺

559
これからもお仕事がんばってください。五中の体育館工事と陸上競技
場の設立ありがとうございます。

中２ 女子 総合運動公園周辺

560 イオンを建ててほしい 中２ 女子 総合運動公園周辺

561 いろいろ大変だと思いますが、頑張ってください 中２ 女子 総合運動公園周辺

562 特にありません。これからも私たちのためによろしくお願いします。 中２ 女子 総合運動公園周辺

563 いつもありがとうございます 中２ 女子 総合運動公園周辺

564 これからも市長がんばってください 中２ 女子 総合運動公園周辺

565
会津のために、いつもありがとうございます。できることはどんどん
実現させていただけると嬉しいです

中２ 女子 総合運動公園周辺

566 イベントをやってください 中２ 女子 総合運動公園周辺

567
もっとお店や遊べる場所をつくったら、にぎやかで楽しい会津になる
と思う。

中２ 女子 総合運動公園周辺

568 デパートを建ててください 中２ 女子 中心市街地周辺

569 良い市にしてください 中２ 女子 中心市街地周辺

570 ショッピングセンターをもっと増やしてほしい、図書館も 中２ 女子 中心市街地周辺

571 ショッピングセンターやゲームセンターなどを建ててほしいです 中２ 女子 中心市街地周辺

572
いつも色んな機会を与えてくださったり、私たちが住みやすいように
と、より良いまちづくりをありがとうございます。

中２ 女子 中心市街地周辺

573 よろしくお願いします 中２ 女子 中心市街地周辺

574
私たちには大きなスーパーのアピタがあります。けれど映画館があり
ません。できれば映画館を作っていただきたいです。もっと笑顔が増
えると思います。

中２ 女子 中心市街地周辺
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整理
№

回答 学年 性別 居住地区

19　19　19　19　もしもしもしもし市長市長市長市長がががが何何何何かかかか伝伝伝伝えたいことがありましたらえたいことがありましたらえたいことがありましたらえたいことがありましたら、、、、自由自由自由自由にににに記入記入記入記入してくださいしてくださいしてくださいしてください

575 オリンピックに出てたら応援してください 中２ 女子 中心市街地周辺

576 いつも安全な町をつくってくださりありがとうございます 中２ 女子 中心市街地周辺

577 会津若松をより良くしていけるよう、がんばってください 中２ 女子 中心市街地周辺

578 会津若松市を良くしてください 中２ 女子 中心市街地周辺

579 これからも体に気をつけてがんばってください 中２ 女子 中心市街地周辺

580 空き地に映画館を建設していただきたいです 中２ 女子 中心市街地周辺

581
映画館、遊園地、ショッピングモールなどを増やしてください！お願
いします

中２ 女子 中心市街地周辺

582
会津に嵐を呼んでください！給食に桃をだしてください！お仕事がん
ばってください！

中２ 女子 中心市街地周辺

583 頑張ってください。 中２ 女子 中心市街地周辺

584 若松市をもっと活性化し、限界集落にならないよう頑張って下さい。 中２ 女子 中心市街地周辺

585
会津若松がより良くなるように私たちの意見を幅広く聞き、頑張って
ください。応援しています。

中２ 女子 中心市街地周辺

586 遊具がたくさんある公園がたくさんほしいです。 中２ 女子 中心市街地周辺

587 町全体を観光地にできるようにするといいと思います。 中２ 女子 中心市街地周辺

588 大きい店がほしい。 中２ 女子 中心市街地周辺

589 頑張ってください！ 中２ 女子 中心市街地周辺

590 頑張ってください。 中２ 女子 猪苗代湖周辺

591 ファイトです！ 中２ 女子 猪苗代湖周辺

592 ショッピングモールを作ってください！！ 中２ 女子 東山、飯盛周辺

593 若松を楽しいまちにしてください！遊ぶ場所がほしい 中２ 女子 東山、飯盛周辺

594 ショッピングできるところと、会津に来たいという街にしてください 中２ 女子 東山、飯盛周辺

595
会津は好きだけど、もっといろいろなものがあれば、もっと好きにな
れると思います。

中２ 女子 東山、飯盛周辺

596 会津若松市をずっと住み続けたいと思えるように頑張ってください。 中２ 女子 東山、飯盛周辺

597 頑張って下さい。 中２ 女子 東山、飯盛周辺

598 お店を増やしてほしいです 中２ 女子 北会津地域

599 お店を増やしてほしいです 中２ 女子 北会津地域

600 今のままでも良い町だと思いました。 中２ 女子 北会津地域

601 会津若松市はいい町だと思う。 中２ 女子 北会津地域

602 除雪を早くやってほしい 中２ 女子 北会津地域

603
もっと子どもたちが遊べる施設を増やしてもらいたい。ジャニーズ
ショップを建ててほしい。

中２ 女子 北会津地域

604 これからもがんばってください 中２ 女子 無回答
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