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Ⅰ.調査の概要                                

 

１．目的 

本調査は、第２次白石町総合計画（平成27年度から平成32年度の6か年計画）を策定

するにあたり、町民アンケート実施に先立って『小中学生アンケート調査』を行い、小中

学生の白石町に対する考え方や今後のまちづくりの考え方などを把握するために実施し

た。 

 

２．方法 

・調査対象：町内の小学５年生全員および、町内の中学２年生全員（町外中学校に通学す

る11名を含む）。 

・対象者数：462名 

・調査方法：調査票を各学校に依頼。回答のうえ各校でまとめてもらい回収（町外中学校

に通学する生徒には郵便による送付・回収）。 

・調査期間：平成26年７月10日に依頼。平成26年７月25日に回収（町外中学校に通学

する生徒の調査票は平成26年８月12日までに回収）。 

 

３．調査項目 

・大人になった際の定住意向について 

・白石町の残したいものについて 

・暮らしの満足度について 

・登下校中の危険について 

・自由意見 

 

４．回収状況 

・回収数：437票 

・回収率：94.6％ 
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Ⅱ.調査結果                                 

 

 

問１. あなたの性別はどちらですか。 

「男性」が52.4％、「女性」が46.7％と、僅かに「男性」が上回っている。 

『第１次白石町総合計画策定時のアンケート（平成 17 年６月実施）』と比較すると、

ほぼ同様の男女比となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

選択肢 件数 割合
男性 229 52.4%
女性 204 46.7%
無回答 4 0.9%



- 3 - 
 

問２.  あなたは、大人になっても白石町に住みたいと思いますか。 あてはまるものに１つだ

け○をつけてください。 

「住みたい」が 38.9％、「住みたい

と思わない」が24.9％で、「住みたい」

が14ポイント上回っている。 

「分からない」が35.5％で、全体の

３割以上の回答となっている。 

 

 

 

 

 

それぞれの男女比は、ほぼ同率だ

が、「分からない」においては男性が6

割程度となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『第１次白石町総合計画の策定時アンケート（平成 17 年６月実施）』と比較すると、

「住みたい」が7.8ポイント減少し、

「住みたいと思わない」は 2.2 ポイ

ント増加、「分からない」が5.4ポイ

ント増加している。 

 

 

 

 

  

選択肢 件数 割合
住みたい 170 38.9%
住みたいとは思わない 109 24.9%
分からない 155 35.5%
無回答 3 0.7%
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問２―①.  問２.で「住みたい」を選んだ方のみ回答。 

その理由を次の中から１つだけ○を

つけてください。 

「この地域が好きだから」が 33.3％、

「生まれ育った地域だから」が 28.0％、

「家族と一緒に住みたいから」が22.0％、

となっている。 

その他の回答として、「友達と住みた

い」、「住み慣れているから」等と「家督の

継承」を挙げている。 

 

 

 

 

 

 

男女比をみると、「この地域で働くつもりだから」とする男性が約8割、「生まれ育った

地域だから」とする女性が約6割を占めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『第１次白石町総合計画の策定時アンケート（平成 17 年６月実施）』と比較すると、

「家族と一緒に住みたいか

ら」が 3.3 ポイント減少、

「この地域で働くつもりだ

から」が9.9ポイント増加、

「この地域が好きだから」

が2.5ポイント減少、「生ま

れ育った地域だから」が2.9

ポイント減少となってい

る。 

  

その他の回答
友達と住みたい。
家を継がなければならない（長女）。
災害、事件などがないから。
家を継ぎたいから。
住み慣れているから。

選択肢 件数 割合
家族と一緒に住みたいから 37 22.0%
この地域で働くつもりだから 23 13.7%
この地域が好きだから 56 33.3%
生まれ育った地域だから 47 28.0%
その他 5 3.0%
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問２―②.  問２.で「住みたいと思わない」を選んだ方のみ回答。 

その理由を次の中から１つだけ○をつけてください。 

「将来なりたい職業がこの地域にはないから」が47.2％、「「都会へのあこがれがある

から」が 20.8％、「生活するのに不便だから」が 9.4％、「生活するのに不便だから」が

9.4％となっている。 

その他の回答として、「１回は違う

地域に出てみたいから」等の積極的

な意見もみられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男女比をみると、「生活するのに不便だから」については男性が約 8 割を占めている。

その他の3項目においては女性が男性を上回っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の回答
都会に友達がいるから。

一人で生活したいから。

住みたいと思う県があるから。

1回は違う地域に出てみたいから。

津波が来るのが怖いから。

良いものなどがあるから。

海の近くが良いから。

選択肢 件数 割合
生活するのに不便だから 10 9.4%
将来なりたい職業がこの地域にはないから 50 47.2%
まちなかに遊び楽しむにぎわいのあるところがないから 17 16.0%
都会へのあこがれがあるから 22 20.8%
その他 7 6.6%
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『第１次白石町総合計画の策定時アンケート（平成17年６月実施）』と比較すると、「生活

するのに不便だから」が 5.8 ポイント増加、「将来なりたい職業がこの地域にはないか

ら」が2.7ポイント増加、「まちなかに遊び楽しむにぎわいのあるところがないから」が

9.7 ポイント減少、「都会へ

のあこがれがあるから」が

0.8 ポイント増加となって

いる。 
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問３.  あなたは、白石町に「自分の町としての愛着があります」か。あてはまるものに１つだ

け○をつけてください。 

「好き」と「どちらかといえば好き」を合わせると79.7％で、約８割が白石町に愛着

を持っている。 

一方、「どちらかといえば嫌い」と

「嫌い」を合わせると 5.2％となって

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男女比をみると、「好き」、「どちらかといえば好き」及び「どちらかといえば嫌い」に

おいては男女差が小さい。「嫌い」とする回答は女性に多い。 

「どちらでもない」は男女比が6:4となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選択肢 件数 割合
好き 204 46.7%
どちらかといえば好き 144 33.0%
どちらかといえば嫌い 19 4.3%
嫌い 4 0.9%
どちらでもない 30 6.9%
分からない 32 7.3%
無回答 4 0.9%
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『第１次白石町総合計画の策定時アンケート（平成 17 年６月実施）』と比較すると、「好

き」と「どちらかといえば好き」の合計が11.3ポイント増加、「どちらかといえば嫌い」

と「嫌い」の合計が0.8ポイント減少となっている。 
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問４.  白石町内で、あなたが大切にしたいもの、残しておきたいもの、誇れるもの、自慢でき

るものは何ですか。また、その理由は何ですか。可能な限り書いてください。（いくつでも

よい） 

≪大切にしたいもの≫ ※具体的な記入内容は「参考資料Ⅰ」を参照 

回収数437票中、413票に記入（94.5％）があった。また、複数回答により、560件の

記入があった。 

その内訳は、①「自然」に関する項目が最も多く36.5％、次いで②「文化・伝統工芸」

が20.5％、③「イベント」が14.3％、④「特産物」が9.5％、⑤「歴史・建造物」が8.0％、

⑥「施設・公園」が7.5％の順になっている。 

 

各項目の代表的な例を以下にまとめる。 

①「自然」 

…桜の里からの風景、大楠、田・畑・山の風景、

緑豊かな景色、つつじ、空気がきれい、有明

海、潟、稲佐山、白石平野 等々 

②「文化・伝統工芸」 

…面浮立の伝統芸能や獅子舞、宝島の祭り、潮

塞観音祭り、龍神社祭り、白石祇園祭り、豆祇

園、おくんち、めぐりつ祇園、ひーでん祇園 等々 

③「イベント」 

…夏祭り、浮立大会、マイランド祭り、農業祭り、干拓の祭り、バルーンフェスタ、

花火大会、金曜市、地区の行事 等々 

④「特産物」 

…タマネギ、レンコン、イチゴ、アスパラ、のり、ムツゴロウ、田や自然の特産品 等々 

⑤「歴史・建造物」 

…海童神社、潮塞観音、水堂さん、八坂神社、稲佐神社、妻山神社、妻山神社、六角

神社、正隆寺、古墳、方言 等々 

⑥「施設・公園」 

…ふれあい郷、サンパーク、福富マイランランド、歌垣公園、縫ノ池、中央公園、浮

立、モリナガ、白石商店街 等々 

 

≪大切にしたい理由≫ （※具体的な記入内容は参考資料を参照） 

「大切にしたいもの」の記入に対して、ほぼすべての方が「大切にしたい理由」を丁

寧に記入していた。 

記入内容は、日常の生活で感じた事が主で、「楽しい日常生活」、「思い出深い体験」、

「白石町に対する想い」、「住んでいる地域に対する郷土愛」に溢れたものとなっている。 

 

以下に、数例の代表的な「残したい理由」の記述を挙げる。 

  

項目 件数 割合
自然 199 35.5%
文化・伝統工芸 115 20.5%
イベント 80 14.3%
特産物 53 9.5%
歴史・建造物 45 8.0%
施設・公園 42 7.5%
商店街 6 1.1%
ムツゴロウ 5 0.9%
町並み 1 0.2%
人の繋がり 1 0.2%
その他 13 2.3%

合　計 560 100.0%
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・『桜の里の桜、伝統芸能、古墳、大楠』を残したい理由 

きれいな桜を子孫の代にも残して、みんなに残してほしいから。代々受け継がれてい

るからみんなに続けてほしい。昔の王様などの雰囲気が味わえるから。600 年以上生き

ているから、もっと長く生きてほしい。 

 

・『白石町内の田畑やお祭りなど』を残したい理由 

そういう所などがずっとあってほしいと思います。田畑などがないと、野菜などが育

てられなくなったりするからです。お祭りなどで、白石町内の人達を楽しませることも

大切だからです。 

 

・『高城、歌垣公園、田んぼや畑の風景、おくんち』を残したい理由 

高城は龍造寺隆信が住んでいた歴史ある所だから。歌垣公園は花などが咲くときれい

だから。田んぼや畑の風景は都会にはなく、とても田舎らしい風景だから。おくんちは

伝統的な行事であり、とても誇れる行事だから。 

 

・『ひーでん祇園、特産物、田んぼ、水堂さん、縫ノ池』を残したい理由 

ひーでん祇園はたくさんの人が来るし、地域の行事だから大切にしたいです。特産物

は、どれもおいしくて自慢できます。それに、白石町でとれる食べ物は全部おいしいで

す。田んぼは季節よって変わり、もうこんな時期かと知らせてくれるから誇りに思いま

す。水堂さんはとてもきれいで、水がおいしいので誇りに思います。縫ノ池は昔からあ

り、きれいなので誇りに思います。 

 

・『有明海、タマネギ』を残したい理由 

のりが有名だし、潟リンピックがあって人が集まるから。タマネギの収穫率が上位だ

から、誇りに思います。 

 

・『犬山城から見る風景、八坂神社のひーでん祇園』を残したい理由 

犬山城から見る風景はとてもきれいだから。八坂神社のひーでん祇園は、山車などの

伝統のある祭りだから。 

 

・『白石のタマネギ、レンコン、イチゴ等の特産物。マイランドタワー。浮立。』を残したい理由 

タマネギ、レンコン、イチゴはとてもおいしいから。マイランドタワーは高くて、そ

こから見る風景が好きだから。浮立は一生懸命になれるから。 

 

・『田んぼ、神社、有明海、もちすすり伝統』 

たくさんの田畑はどこでも見られるものではないから、残しておきたいです。強いつ

ながりがあるから、誇りに思います。白石町の特産物も宣伝でき、かわいらしいから自

慢できます。（しろいしみのりちゃん）稲佐山には石段もあり、おくんちも稲佐山であ

るので、大切にしたいです。  
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問５.  白石町での暮らしの「満足度」をおたずねします。下のすべての項目について、それぞ

れあてはまるものに１つだけ○をつけてください。 

「満足」と「やや満足」を合計（以下満足）し、「不満」と「やや不満」を合計（以下

不満）したパーセンテージで考察した。（「分からない」は除く） 

全 18 項目のうち、「15.国際交流、国際親善活動が盛んである」を除いた全項目につ

いては、５割を超える高い評価となっている。 

 

特に、７割以上が満足と評価された項目を順にあげる。 

①「18.イベントや祭りが充実している」…83.0％ 

②「4.海や川、山などの自然がすばらしい」…79.8％ 

③「14.小学校、中学校の設備が整っている」…76.9％ 

④「5.まちなみが美しい」…75.0％ 

⑤「13.お寺や神社、名所、文化財に恵まれている」…74.3％ 

⑥「3.スポーツ施設（体育館など）が充実している」…73.3％ 

⑦「1.病院や医療が充実している」…72.8％ 

⑧「10.ごみの処理やリサイクル活動ができている」…71.4％ 

⑨「6.道路が歩きやすく通りやすい」…71.0％ 

⑩「11.文化施設（図書館、ホールなど）が充実している」…70.7％ 

 

以上より、日常生活での楽しいイベントや祭りと関連する神社仏閣・文化財、いつも

目にする自然、身近な存在である小中学校の設備や、医療施設・スポーツ施設・文化施

設について好評価となっている。 

 

一方、２割以上が不満とされた項目を順にあげる。 

⑱「7.鉄道やバスが便利である」…37.2％ 

⑰「9.買物、食事のできる まちの中心がある」…35.1％ 

⑯「12.海、山のレクリエーション地が充実している」…30.7％ 

⑮「8.遊べる公園がある」…29.4％ 

⑭「15.国際交流、国際親善活動が盛んである」…27.8％ 

⑬「6.道路が歩きやすく通りやすい」…23.4％ 

 

国際交流については全体的に評価が低く、その他には交通利便性、買物・食事の場所、

レクリエーション施設等については評価が分かれている。 
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「満足」と「やや満足」の合計と、「不満」と「やや不満」を合計した場合の、それ

ぞれの比較は下図のようになっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「19.その他」については、次の７件の記述があった。 

・事故などがない。（1件）…満足 

・挨拶ができる。（1件）…満足 

・コンビニが充実している。（1件）…満足 

・スポーツ店が充実している。（1件）…不満足 

・店の数。（2件）…不満足 

・遊ぶ場所がない。（1件）…不満足 

 

 

 

 



- 13 - 
 

問５.の詳細のアンケート結果は以下のようになっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



- 14 - 
 

問６.  登下校中や外出した時に、「危ない・怖い」と感じたことがありますか。あてはまるも

のに１つだけ○をつけてください。 

「ない」が72.3％、「ときどきある」が17.8％、「ある」が6.2％、となっている。 

概ね安全であるといえる。 

ただ、「ときどきある」と「ある」を合

わせると24.0％ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その内訳は「車にぶつかりそうになった時」が34.3％、「暗いところを歩いていた時」が

33.3％、「知らない人に声をかけられた時」が 11.4％、「公園などの遊具で遊んでいた時」

が7.6％となっている。 

 

交通事故の危険、暗い道路に対する

検討が求められる。また、子どもの見守

りについても同様といえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

選択肢 件数 割合
ない 316 72.3%
ときどきある 78 17.8%
ある 27 6.2%
無回答 16 3.7%

選択肢 件数 割合
車にぶつかりそうになった時 36 34.3%
暗いところを歩いていた時 35 33.3%
知らない人に声をかけられた時 12 11.4%
公園などの遊具で遊んでいた時 8 7.6%
その他 14 13.3%
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その他として、次の回答があった。 

・猫などが寄って来た時（犬も）。…（3件） 

・自転車で登校していたら、小学生が飛び出してきた。…（1件） 

・道路が石だらけの時。…（1件） 

・道路の凹みに自転車のタイヤがはまりそうになった時。…（1件） 

・夜、暗い時に帰っていたら、街灯がなくて怖い。…（2件） 

・大雨で水が多くなっている時。…（2件） 

・イノシシがいた。…（1件） 

・知らない人から電話をかけられた。…（1件） 

・工事中の時。…（1件） 

・人気がない所を1人で歩いた時。…（1件） 
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問７.  これからの白石町はどんな町になればいいと思いますか。こんな町になってほ

しいという将来の希望などを自由に書いてください。（※具体的な記入内容は参考資料Ⅱ

を参照） 

回収数437票中、402票に記入（92.0％）があった。また、複数回答により、592件の記

入があった。 

記載内容を分類すると、以下の11項目にまとめ

られ、それぞれが占める割合は次のようになって

いる。 

①「安全・安心」…18.8％ 

②「賑やかさ・魅力」…15.0％ 

③「美しさ・自然」…14.7％ 

④「施設・レジャー」…11.7％ 

⑤「活気ある店・商店街」…10.6％ 

⑥「人口増・観光客」…9.5％ 

⑦「農業・特産品」…4.7％ 

⑧「このまま」…3.0％ 

⑨「交通の利便性」…3.0％ 

⑩「歴史・文化」…2.9％ 

⑪「その他」…6.1％ 

 

各項目の代表的な例を以下にまとめる。 

①「安全・安心」 

…「安全で明るい白石町になってほしい」、「事故のない町になってほしい」、「不審者な

どや事故がない将来」等 

②「賑やかさ・魅力」 

…「賑やかな町になってほしい」、「賑やかで、笑顔の絶えない盛んな町」、「良い国、明

るい地域にしたい」等 

③「美しさ・自然」 

…「きれいでいいな、ここに住みたいと思われる町になってほしいです」、「川や海、自

然な町にしたいです。白石町内では野菜がとれ、有明海などに魚達がたくさんいる町で

す。いつも自然できれいな町になりたいと思っています」等 

④「施設・レジャー」 

…「公園などをもっと多くして、私達などの子どもが楽しめるようにしたい」、「これか

らもたくさんの店や図書館などができて、楽しい町になってほしいです」、「私達がもっ

と遊べる所をつくってほしい」等 

⑤「活気ある店・商店街」 

…「白石町にみんなが来たくなるような店を作ったり、自然の中でいろいろな体験がで

きるようになればいいと思う」、「ショッピングセンターを増やしてほしい」、「コンビニ

やスーパーを増やしてほしい。公園を増やしてほしい」等 

項目 件数 割合
安全・安心 111 18.8%
賑やかさ・魅力 89 15.0%
美しさ・自然 87 14.7%
施設・レジャー 69 11.7%
活気ある店・商店街 63 10.6%
人口増・観光客 56 9.5%
農業・特産品 28 4.7%
このまま 18 3.0%
交通の利便性 18 3.0%
歴史・文化 17 2.9%
その他 36 6.1%

合　計 592 100.0%
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⑥「人口増・観光客」 

…「田舎のイメージが強いから、もっとみんなが集まってくるような町がいいと思う」、

「もう少し設備や行事などが増やして、観光地のようにしていきたい」、「安全で安心で

きる町になって、観光客がたくさん来てくれるような町になってほしい」等 

⑦「農業・特産品」 

…「木や花などもっと増えたら嬉しいです。食べ物も地産地消で、白石町の食べ物をた

くさん食べたいです」、「自然がいっぱいで、田舎になって田や畑が盛んで、米や麦がと

れる町にして、もうちょっと木を植えたい。森をつくりたい」、「農業の楽しさを知って

もらうために、田植え体験やタマネギ作りや、コーン、レンコン作りをしたらいいと思

う」等 

⑧「このまま」 

…「このようなのどかな町であり続けてほしい」、「大都市にならずにこのままがいい。」、

「今まで通り、田が多い所であってほしいと思う。」等 

⑨「交通の利便性」 

…「バスが便利になればいい」、「道路の整備などを整えてほしい。道を広くしてほしい」、

「電車がせめて30分に一本はくる町になって欲しい」等 

⑩「歴史・文化」 

…「伝統芸能を守っていきたい」、「高城や歌垣山などを世界遺産に登録してほしい」、

「伝統的な祭りがなくならないで、将来までずっとあってほしい。」等 

 

また、質問形式は異なるため単純な比較はできないが、『第１次白石町総合計画の策定時アン

ケート（平成17年６月実施）』との相違点を以下に挙げる。 

「安全・安心」と「美しさ・自然」については、前回同様に上位をしめている。 

一方、「交通の利便性」については前回よりも下回っている。 
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【参考資料Ⅰ】問４.大切にしたいものとその理由 

413票（560件）の自由意見を、項目ごとに以下にまとめる。なお、複数回答のため、重

複する記述がある。 

問４．自由意見  ①「自然」に関する回答―その1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大切にしたいもの 大切にしたい理由
桜の里、海童神社 桜の里は桜がきれいだから。
桜の里からの風景 みんなが笑顔になれる。だから誇りに思います。
伝統芸能、桜の里 昔からずっと引き続いているから。昔からずっと守られているから。
桜の里、伝統芸能、海童神社 僕が大切にしたいものは、ほとんどが昔からのものや昔から伝わってき

たものです。そんな昔からのものを残して、大切にしたいと思うからで
す。それに自然は美しくきれいだから、残しておきたいと思うからで
す。

桜の里の桜、伝統芸能、古墳、大楠 きれいな桜を子孫の代にも残して、みんなに残してほしいから。代々受
け継がれているからみんなに続けてほしい。昔の王様などの雰囲気が味
わえるから。600年以上生きているから、もっと長く生きてほしい。

夏祭り、潮塞観音、マイランドの風景、浮立 潮塞観音さんは、昔、津波を止めてくれたから。
畑、潮塞観音 潮塞観音様は津波を止めてくれたから。畑の理由は、佐賀のタマネギが

ずっとおいしくなるように。
白石町内には田などがたくさんあります。なの
で、田畑を大切にしたいです。白石町はお祭り
などがたくさんあります。そういう所などが
ずっとあってほしいと思います。

田畑などがないと、野菜などが育てられなくなったりするからです。お
祭りなどで、白石町内の人達を楽しませることも大切だからです。

白石夏祭り、田・畑の風景 地域で楽しめる祭りだから。田・畑ののどかな風景が誇りだから。
田や畑がたくさんある風景を大切にしたい。潮
塞観音祭。

田畑があると、とてものどかな感じがして好きだから。潮塞観音に感謝
の気持ちを忘れてはいけないと思うから。

田や畑の風景 緑がたくさんあるから。
白石町の緑豊かな景色 生まれ育ったこの地域の景色が、とても過ごしやすいから。
田や畑がある。他の所は田や畑が0.1％しかな
い所もあるからです。僕も農業をしたからで
す。あと、祭りがたくさんあるから。潮塞観音
を誇りに思います。
ひーでん祇園、縫ノ池、歌垣、山のつつじ、お
おどぼうクラブ

縫ノ池の水はきれいだし、おいしいし、歴史が凄いから。歌垣山のつつ
じがきれいだから。ひーでん祇園は山車があるから。おおどぼうクラブ
は、いろんな所に体験しに行けるから楽しい。

山の風景 いつも山を見れば、心が落ち着くから誇りに思います。
田や畑 田や畑は生き物がたくさんいるし、タマネギやレンコンは全国で有数の

地域だから。
桜の里 春になると花見客がたくさん来ているから。
豊かな森、自然。受け継がれてきた伝統芸能。 都会にはない白石町だけの森、自然がきれいで、決してなくなってはい

けないものだから大切にしたいと思います。これまで大事に受け継がれ
てきた伝統芸能だから。

海童神社、山からの風景 海童神社は大楠があって、とても大きくてきれいなので、白石町のみん
なに大切にしてほしいです。山からの風景は田が広がって緑がきれいだ
から、自然も大切にしてほしいです。

桜の里の風景 たくさんの人が癒されるから。
稲佐神社、桜の里 伝統芸能を守りたい。桜がきれいだから木を守りたい。
自慢できる有明海 有明海は潮の満ち引きが日本一だから、自慢できると思います。
田畑を大切にしたい。 田畑がたくさんあるから。
いろいろな祭り 楽しいから。
犬山城からの風景。自然。田舎でもない都会で
もないところ。

犬山城から見る風景は美しくて、自然を感じられるから誇りに思いま
す。

犬山城からの風景、田んぼ 犬山城からの風景は白石町が一望できるし、空気もいいから。田んぼは
目にやさしい緑色の苗が植えてあり、気分がいい。

田んぼ、有明海 田んぼはとても広いから。有明海はのりの生産日本一だから。
山が見えるから山を大切にしたい。 山はきれいだから誇りに思います。
田 田を見た時、田が一面にあってとてもきれいだから。
潟、農業祭り 潟体験がある。楽しい。
犬山城からの景色、昔から伝わる水堂さん、農
業祭り

犬山城から見た景色は最高の眺めだから。

ひでつの祇園祭り、のどかな田舎風景、有明
海。

昔からずっと受け継がれてきたから大切にしたい（ひでつの祇園）。
目、心が癒される（田園風景）。ここにしかいない生物や珍しい生物が
いるから（有明海）。

自然、いい空気 自然はとても気持ちがいいから、誇りに思います。いい空気は、あんま
り工場などがなくて空気がきれいだから誇りに思います。

空気がきれい 白石町は田舎で、排気ガスなどがなく空気がきれいだから誇りに思う。
田んぼ 見渡しやすいから。
歌垣山、縫ノ池 きれいだから。災害時に使えるから。
空気 白石町の空気はきれいだから。
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問４．自由意見  ①「自然」に関する回答―その2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大切にしたいもの 大切にしたい理由
田が多い所。有明海。 田が多いと緑がたくさんあり、見通しが良いからです。ムツゴロウがい

るから。
田んぼが多い
稲佐山、おくんち、めぐりつ祇園 稲佐山もおくんちもめぐりつ祇園も、昔から続いている伝統ある山や祭

りだから。
稲佐山、地区の行事 稲佐山は毎年いろんな行事で使われていて、歴史のある山だから。地区

の行事は伝統を受けついで、長年続けてきた行事だから。
有明海 のりをとることができるから。
山や田んぼなどの風景 緑が多く、平和なことはとても良いことだと思うから。
自然が豊かな所 都会などだとこんな豊かな自然はないと思うから、誇りに思います。
稲佐山、有明海 有明にないといけないから。
桜の里 毎年きれいな桜が見られるから。
有明海、白石の自然 有明海はのりが有名で、いろいろな生き物がいるから。白石の自然はき

れいで緑が多いから。
稲佐山 稲佐山は神社もあり、桜が咲くときれいだから。
稲佐山、稲佐祭り、福富マイランド祭り 稲佐山はきれいだから誇りに思います。稲佐祭りは賑やかだから誇りで

す。
有明海 有明海は汚くなってきているから。
残したいものは白石町の自然。誇れるものは、
自然がとても良い。

山などがきれいで、自然がとても良いから。

有明海、干拓の夏祭り 有明海には他の所にない生き物や潟があるから。干拓夏祭りは前からあ
るから。

稲佐山 稲佐山はゴミも少なくきれいでとてもよいところだから大切にしたいで
す。

桜の里 桜の里はきれいだから誇りに思います。
田んぼ たくさんある。
白石平野 白石平野は自然が素晴らしいから誇りに思います。
自然 季節によって、いろんな景色を見ることができるから。
稲佐山 稲佐山は大きい神社があるから。
白石農業祭り、特産物、稲佐山 特産物はその町にとって誇りだから、タマネギやレンコン、のり等は大

切にしていきたいと思いました。
桜の里 桜が満開の時、きれいだから。
自然 どこの地域も家や道路、店などがつくられ、自然はだんだん減ってきて

いるから。自然があれば景色などがきれい。
有明海 ムツゴロウが死んだりしなくていいように守っていきたい。
高城、歌垣山、妻山神社、妻山神社の祭り、ケ
ヤキ
高城、犬山城から見た景色 昔、えらい人達が住んでいたと言われているから。白石町全体が見える

から。
福富マイランド祭り、須古小学校のケヤキ、高
城、縫ノ池

福富マイランド祭りは自慢できる。須古小学校のケヤキ、高城は自慢で
きている。縫ノ池は誇りに思う。

歌垣山 春になったらつつじがきれいだから。あと、なんかきれい。
歌垣山の景色、ケヤキ、高城 歌垣山の景色はきれいだから。ケヤキは自分の学校のシンボルだから。

高城は自分の学校の山だから。
須古小学校のケヤキの木が残ってほしい。 私は白石町で生まれ、須古小学校で勉強してきました。そのケヤキが

ずっと残っていると、須古小学校である私は嬉しいから。
縫ノ池 水がきれいで、水をくみにくる人がいっぱいいる。行事がいっぱいあ

る。
高城、ケヤキの木、田や畑の風景、山からみた
風景、縫ノ池

田や畑の風景が大好き。高城はたくさん遊んだし、風景がいい。縫ノ池
の水はおいしい。

ケヤキの木、縫ノ池 ケヤキは、夏に日陰で涼めるから。
高城、ケヤキ、縫ノ池、田、畑、山の風景、歌
垣山

縫ノ池はおいしい水があるから。歌垣山は春はつつじがきれいだし、遊
ぶ所があって楽しいから。

高城、歌垣山、犬山城
縫ノ池 遊びに来た時、水を飲めるから。
高城、ケヤキの木（須古小学校） 高城を登っていたら楽しいから。涼しくていいから。
歌垣山の景色、高城、ケヤキ、縫ノ池の水や魚 つつじや白石の町が見える。大切な殿様がいたから。何年もずっと立っ

ているし、日陰ができる。水がおいしいし、行事もある。
高城を大切にしたい。
ケヤキの木、高城 ずっと前からある木で、夏になったら日陰をつくってくれる。高城も日

陰があるから。
須古小学校のケヤキ、たかじょう、犬山城の風
景

ケヤキは須古小学校のシンボル。

犬山城、縫ノ池 夜に行くと景色がとてもいいから。冷たい水が飲めるし、いろいろな行
事などがあるから。

縫ノ池 きれいだから。
豊かな自然、タマネギや他の野菜など、祇園祭
りや高城など歌垣山。

子孫にもこの景色などを見せて、都会でなく自然で遊ばせてあげたいか
ら。
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問４．自由意見  ①「自然」に関する回答―その3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大切にしたいもの 大切にしたい理由
学校のケヤキの木 ケヤキで季節がわかるから。
有田焼、バルーンフェスタ。田んぼが多い（畑
も）。緑が多い。

田舎の佐賀に他の県の人や外国の人が見に来てくれるから（有田焼、武
雄バルーンフェスタ）。田んぼや畑は季節ごとに風景が違って、眺める
のが好きだから。

田んぼ これからもレンコンやタマネギがたくさんとれてほしいから。
田んぼの風景 田んぼの風景は緑で、自然だから誇りに思います。
のどか 田舎だから。
のどかさ あまり悪いことが起きないから。
縫ノ池 水がおいしい。
のどかな風景 見ていたら落ち着く。
有明海、稲佐くんち 有明海には、他の海で取れないような生き物がいるから。
稲佐山 稲佐山はずっと昔からあるから、誇りに思います。
川 川はいろいろな魚がいるから。
有明海の潟 有明海ならではの生き物達もいるから。
稲佐山、干拓祭り 稲佐山は流鏑馬などがあるから。干拓祭りはおもしろいから。
稲佐山から見る眺めがきれいだから。
農産物、有明海 白石町の特徴ともいえるタマネギやレンコンがあるから。有明海にしか

生息しない生物やのりの養殖が見られるから。
稲佐山、有明海 稲佐山は美しくて、自然があるから。有明海は、いろいろな生き物がい

るから。
稲佐山、稲佐おくんち、めぐりつ祇園、ひーで
ん祇園。このようなことは大切な行事だから。

稲佐山はとてもきれいで大切な山だから。稲佐おくんちは神様に祈るお
祭りで、1年に1回だからです。ひいでん祇園も神様に祈るお祭りだか
ら。

白石町の一面に広がる田の風景、ぺったんこ祭
り

白石町の田は季節が感じられ、緑がきれいだから。

とても田んぼが多い。緑がたくさんある。 特産物は、この地域だからこそできるものだから大切にしたい。
有明海 有明海では、ムツゴロウやワラスボなど佐賀にしかないものがあるの

で、誇りに思います。
山などの自然 自然は大切だから。
自然がたくさんある。おいしい食べ物がたくさ
んある。恵まれている。

白石町は山、川などの自然がたくさんあり、農業も盛んなとてもいい町
だから誇りに思います。

白石町にいっぱい連なっている山などののどか
さ。

白石の山は美しいから誇りに思います。

昔からの建物、行事、稲佐 稲佐山は自然が多く、文化財などもあるので誇りに思う。
田んぼの風景、稲佐山、縫ノ池、稲佐神社のお
くんち、桜の里、レンコン

桜の里は春にきれいな桜が咲くから大切にしたいと思います。田んぼの
風景は、小さい頃から見てきたから誇りに思います。

稲佐山 稲佐山は眺めもいいし、祭りも結構あっていい所だと思うので誇りに思
います。

犬山城、佐賀城、Aコープ、中央公園、天山、
共立病院、農業まつり。

天山はきれいだ。

田んぼ、畑、ハウス栽培 白石町は、タマネギ、イチゴ、レンコンなどがとても有名だからです。
これがなくなると、白石町の特産物がなくなると思ったから。

杵島岳などの自然、八坂神社の祭り 杵島岳はきれいだから、残して大切にしたい。人がたくさん集まり、と
ても賑わうから。

八坂神社の祭り、歌垣のきれいなつつじ 八坂神社の祭り。山車は何百年も続いているから。
有明海。日本一海の満ち引きの差が大きい。
田や畑が並ぶ風景、八坂の祭り、歌垣山、小学
校、中学校、公園、農業祭り、歌垣祭り

どれも、誰もが思い出の積もっている場所だからです。

有明海 とてもきれいで、のりがたくさんとれるから。
縫ノ池 縫ノ池はいろいろな伝説があったから。
静かさ。 どちらかというと田舎だが、静かでのどかだから誇りに思います。
自然。 きれいな風景や空気を毎日見れたり、吸えたりできているのは、自然の

お蔭だから。
のどかさ。 落ち着くから。
縫ノ池 縫ノ池は水が湧き出てきて、とてもきれいだから誇りに思います。
八坂神社の祭り、歌垣山 八坂神社はいろんなイベント、おみこしがあって、全体を盛り上げてく

れるからです。歌垣山はつつじの花がきれいなので、誇りに思います。
自然が素晴らしい。 自然は都会で味わえないものだから。
縫ノ池 いろんな人が釣りに来て、楽しいから。
ふれあい郷 プールがあったり、遊べるから。
歌垣山、歌垣山の風景、歌垣祭り 歌垣山は静かで景色がいいから。だから誇りに思います。
八坂神社の祭り、歌垣山 八坂のお祭りは年に2回もあり、7月と2、3月は誰もが楽しい行事だか

ら。
隆城、水堂さん、歌垣、祇園祭り、縫ノ池、犬
山城

高城は歴史があって、戦国時代の城だから誇りに思います。水堂さんは
きれいな水が出るから。つつじもきれいだし、春まつりも誇りです。

縫ノ池 魚がたくさんいて、落ち着く場所だから。
歌垣山から見た白石町の風景 白石町には高い建造物等がなくほとんどが田んぼで、山から見ると全部

緑に見えるから、いろいろな人にも見てもらいたいです。
とても自然を感じさせる風景。 この風景を見ていると落ち着くし、風で木や草が揺れる時の音が好きだ

から、残しておきたいです。
歌垣山 歌垣山はきれいで、白石町で有名だから誇りに思います。
縫ノ池 縫ノ池は水がおいしいので、いい場所だと思います。
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問４．自由意見  ①「自然」に関する回答―その4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大切にしたいもの 大切にしたい理由
ひでつの祭り、歌垣山 祭りは楽しいし、伝統的なものだから。歌垣山はきれいだから。
縫ノ池 縫ノ池は水がおいしくてきれいだから、誇りに思います。
縫ノ池 縫ノ池はいろんな地方の人達が湧水をくみにくる。縫ノ池は須古の象徴

でもあるかのように、存在しているから。
全ての行事と須古の山、犬山城 行事をすれば、いろいろな人が来てくれると思うし、きれいな須古の山

は残しておくべき。
自然、湖 自然環境問題を考えて、自然を大切にしたい。湖は、洪水などにならな

いようにするため。
特産物、畑の多さ、農業 特産物は他県の人に自慢できるから。畑が家と家の間にあって、とても

きれいだから。地元の農業を赤字にしたくないから。
農業祭り、山の風景。田んぼの多さと食べ物が
おいしい所（タマネギ、レンコン等）。

農業祭りは伝統があって、たくさんの人が賑わって楽しいから誇りに思
います。山の風景は、山が多く、遠くから見る山が並んでいる所がきれ
いだと思います。田んぼが多くて、きれいで食べ物もおいしいから誇り
に思います。

白石町の自然 都会に行くと、木や山はほとんどなくて空気などが汚れているから。白
石町は木などを伐採せずに、自然を大切にしてほしい。

高城、歌垣公園、田んぼや畑の風景、おくんち 高城は龍造寺隆信が住んでいた歴史ある所だから。歌垣公園は花などが
咲くときれいだから。田んぼや畑の風景は都会にはなく、とても田舎ら
しい風景だから。おくんちは伝統的な行事であり、とても誇れる行事だ
から。

ひーでん祇園、特産物、田んぼ、水堂さん、縫
ノ池

ひーでん祇園はたくさんの人が来るし、地域の行事だから大切にしたい
です。特産物は、どれもおいしくて自慢できます。それに、白石町でと
れる食べ物は全部おいしいです。田んぼは季節よって変わり、もうこん
な時期かと知らせてくれるから誇りに思います。水堂さんはとてもきれ
いで、水がおいしいので誇りに思います。縫ノ池は昔からあり、きれい
なので誇りに思います。

縫ノ池、歌垣山、水堂さん、秀津の祭り。 縫ノ池は、他の地域からも人が来る場所であるから。歌垣山は毎年のよ
うに咲くつつじが大好きだから。

自然豊かな所、田畑、歌垣山のつつじ 農作業が盛んなので、ずっと続けていってほしい。
有明海、タマネギ のりが有名だし、潟リンピックがあって人が集まるから。タマネギの収

穫率が上位だから、誇りに思います。
高城 高城はいろんな人達がいた所だから。
稲佐山 稲佐山に従姉と行って、野球、テニスをして楽しかったから残したいで

す。
稲佐山 景色がいいから。
稲佐山からの風景 稲佐山はいい山で好きだから、誇りに思う。
山、祭り、風景、全てのもの 山などで祭りをしているから。風景がきれいだから。
山、川（廻江川）、錦橋 にしきばしは帰る時や朝通るから。
稲佐山、外の風景、夏祭り 白石町の特色ともいえる大切な山だから。
稲佐山や有明海のムツゴロウやクチゾコ、シオ
マネキなどの珍しい生き物。稲佐山から見た田
んぼの風景。季節によって違う田んぼの色が落
ち着く。稲佐くんち。

稲佐山で行われる稲佐くんちは、800年以上前から受け継がれてきたから
誇りに思います。

山からの風景、祇園祭りや出店がある所、ぺっ
たんこ祭り

山から見たらいろいろな所に立っているのがわかるけど、山に登ってい
ない時はわからないから。嫌な気分でも、祭りが始まれば嬉しい気持ち
になるから。みんなと会えて、嬉しくなるから。知らない人でも友達に
なれるから。

有明海やそこにいるムツゴロウなど珍しい生き
物やのり。辺りに田が広がり、いろいろな作物
が実っている風景。

有明海は干潟が広がり、珍しいムツゴロウなどもとれ、日本一ののりも
とれて白石町の誇りだから。白石町は自然豊かで、その空気を残したい
から。

稲佐山、ぺったんこ祭り、巳の日祭り、ふれあ
い郷、めぐりつ祇園、おくんち、ひーでん祇園

白石町の特色ともいえる大切な山だから。子どもからお年寄りまでたく
さん楽しめるから。みんながたくさん集まって、楽しめるから。子ども
達の大切な遊び場だから。みんなが楽しめる大切な所だから。稲佐山で
行われている祭りだから。いろいろなことで楽しめるから。

稲佐山、有明海、ムツゴロウ、みのりちゃん、
特産物、犬山城、稲佐くんち、稲佐山の頂上か
ら見た風景、水堂さん、のり、ふどうの滝、田
んぼなど

稲佐山は800年以上昔からあるから。有明海は最高の海だから。ムツゴロ
ウは有名な生物だから。田んぼは住み心地が良い。田舎という感じがあ
る。

歌垣山の風景、祇園祭り 歌垣山から見える風景は白石平野がきれいだし、祇園祭りは人が集まる
からです。

八坂神社の祭り たくさんの人が来て、賑やかだから。
歌垣山 白石町の景色が見えるから。
祭り、歌垣山 祭りは毎年続いているから。歌垣山は頂上から見ると景色がいいから。
八坂神社の祭り。歌垣山。 八坂神社の祭りはたくさんの人が来て賑やかだから。きれいな山だか

ら。
犬山城から見る風景、八坂神社のひーでん祇園 犬山城から見る風景はとてもきれいだから。八坂神社のひーでん祇園

は、山車などの伝統のある祭りだから。
田んぼや畑などがたくさんある風景 なくなると淋しい。
農家 農業がなくなってしまうと緑がなくなり、悲しい気持ちになる。
犬山城からの風景、須古地区にあるたくさんの
歴史

地域での歴史があるから。

田んぼなどの自然 田んぼはたくさんあるから。
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問４．自由意見  ①「自然」に関する回答―その5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大切にしたいもの 大切にしたい理由
妻山 楽しいから。
田んぼ 都会には田んぼが少ないから。
田んぼ 風景がきれいだから。
田んぼの風景 田んぼの風景は緑で落ち着くし、空気がきれいだから。
田んぼの風景 田んぼの風景はのどかさがあるから、誇りに思います。
田や畑 食べ物を作って、全国の人達に食べてもらっているから。タマネギなど

の特産物が有名だから。
おだやかさ、農業 福富の農作物は日本でも有名だから。
農業 白石町の農業は、日本で有名だと思うから。
白石のタマネギ、レンコン、イチゴなどの特産
物。マイランドタワー。浮立。

タマネギ、レンコン、イチゴはとてもおいしいから。マイランドタワー
は高くて、そこから見る風景が好きだから。浮立は一生懸命になれるか
ら。

浮立 ずっとやってきたから。
浮立、福富中学校、特産物、田んぼ 浮立や田畑も田舎だからあるので、それを大切にしたい。
田畑の風景 田畑の風景はのどかで、故郷という感じがするので誇りに思います。
山の風景を大切にしたい。 山の風景は帰り道によく見ていて、季節が変わるごとにきれいだから大

切にしたいと思います。
山の風景 緑がきれいだから。
田や自然の特産品 田や自然が広がるのを見たらきれいなので、残したいと思います。
稲佐山とさくらの里 稲佐山とさくらの里は景色がきれいだし、さくらの里は桜が咲くときれ

いになるから。
さくらの里、稲佐山、農業祭り、夏祭り、有明
海

さくらの里は桜の時期に美しいから。有明海はのりがおいしいから。

ふれあい郷の時計台、稲佐山祭り、さくらの
里、田んぼ、犬山城から見る風景、のんびりし
た静かさ

稲佐山は祭りなどもあるし、楽しい山だから。ふれあい郷の時計台は大
きくて、夜、車で時々通ると、とても光っていてシンボルのように思い
ます。さくらの里は桜の道がとてもきれいだから。田んぼで緑いっぱい
にしたい。

稲佐山、白石の祭り 稲佐山は祭りに来た人が楽しいと言っているので、誇りに思います。白
石の祭りは、自然の中で祭りをしているからです。

ふれあい郷、学校（東） みんなが楽しくプールに入れるし、家から近いのでいつでも行けるか
ら。僕達が大人になったら子どもに行かせたいので大切にしたい。

稲佐山 祭りなどで盛り上がるし、長く稲佐山があるから。
有明海、ふれあい郷、サンパーク 有明海は、他の県ではとれないムツゴロウがいて、ムツゴロウをさわっ

たりできるし、とてもおいしいのりがとれるから。ふれあい郷は泳ぐ練
習ができて便利だし、外には楽しい遊具があるから。サンパークは世界
に1つしかない店で、そのサンパークをもっと多くの人に知ってもらいた
いから。

稲佐山、有明海の風景、山の風景、ひーでん祇
園祭り、いなさくんちの祭り

稲佐山は、豊かで自然に恵まれているから誇りに思います。有明海の風
景はきれいで、ゴミを捨てないようにしているから誇りに思います。山
の風景は、自然いっぱいの緑で、生き物に恵まれているから誇りに思い
ます。

稲佐山、有明海、ひーでん祭り 稲佐山はきれいで、避難もできる。有明海はいろいろとれるから。ひー
でん祭りは1歳の時から行っているし、楽しいから。

稲佐山のおくんち、有明海の干潟 稲佐山は葉木がたくさん生えていて、自然豊かだから誇りに思います。
有明海の干潟はムツゴロウがたくさんいて、楽しく遊べる場所でもある
ので、誇りに思います。

農業 白石町に特産物があるから、誇りに思います。
自然の多さ、四季の風景の違い 今、なくなりつつある自然がたくさんあるから
自然、山 自然は一度壊したら戻すのが難しいから残しておくべき
たくさんの田畑、近所でのつながり、しろいし
みのりちゃん、稲佐山

たくさんの田畑はどこでも見られるものではないから、残しておきたい
です。強いつながりがあるから、誇りに思います。白石町の特産物も宣
伝でき、かわいらしいから自慢できます。（しろいしみのりちゃん）稲
佐山には石段もあり、おくんちも稲佐山であるので、大切にしたいで
す。

田んぼ、神社、有明海、もちすすり伝統 田んぼ：都会のように建物がたくさんの町よりも、のどかな町が落ち着
くから。神社：めずらしい神社がたくさんあるから。有明海、もちすす
り伝統：白石町にしかないものだから、これからも残していってほし
い。

南小の桜 生徒も少なくなっているけれど、きれいな桜を残して欲しいから。
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問４．自由意見  ②「文化・伝統芸能」に関する回答―その1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大切にしたいもの 大切にしたい理由
面浮立の伝統芸能や獅子舞など 昔から受け継がれてきたものだから、大切にしたい。
太鼓浮立 昔からあるから残したい。
伝統芸能（面浮立）、宝島の祭り 伝統芸能は昔から携わっているから。みんなが楽しんでやっているか

ら。
浮立、海童神社 西分東分の伝統芸能で続けていきたいから。今でも有名だから。
深浦太鼓浮立 昔から今まで受け継がれている行事だから。
伝統芸能 伝統芸能は昔の人達から受け継がれているから。
海童神社 海童神社はとても古く見えるけど、凄いから誇りに思います。
海童神社の楠の木、面浮立、太鼓浮立、獅子
舞、海童神社

海童神社の楠の木は、今まで大切に育てられたものだから大切にした
い。面浮立、太鼓浮立、獅子舞はいろんな人が教えてくれているものだ
から誇りに思う。海童神社は、みんなで残したいから。

桜の里、海童神社 桜の里は桜がきれいだから。
伝統芸能、桜の里 昔からずっと引き続いているから。昔からずっと守られているから。
桜の里、伝統芸能、海童神社 僕が大切にしたいものは、ほとんどが昔からのものや昔から伝わってき

たものです。そんな昔からのものを残して、大切にしたいと思うからで
す。それに自然は美しくきれいだから、残しておきたいと思うからで
す。

桜の里の桜、伝統芸能、古墳、大楠 きれいな桜を子孫の代にも残して、みんなに残してほしいから。代々受
け継がれているからみんなに続けてほしい。昔の王様などの雰囲気が味
わえるから。600年以上生きているから、もっと長く生きてほしい。

潮塞観音祭り 白石町を守ってくれたから。
浮立 子供が浮立を大切にしたいし、昔からやっているから大切にしたい。
夏祭り、潮塞観音、マイランドの風景、浮立 潮塞観音さんは、昔、津波を止めてくれたから。
浮立 昔から受け継いできたから。
龍神社祭り 祇園祭りは、ダンスなどがあるから楽しい。
マイランド公園、浮立大会 マイランド公園はよく遊んできたから。浮立大会は、続いてきたのを終

わらせたくないから。
浮立 昔から受け継がれているから。
浮立 ずっと昔から受け継がれているから、誇りに思います。
潮塞観音 福富の宝だから。津波を止めたから。
畑、潮塞観音 潮塞観音様は津波を止めてくれたから。畑の理由は、佐賀のタマネギが

ずっとおいしくなるように。
浮立大会 前からあって、地域の人も見てくれるから。
潮塞観音 潮塞観音様は、津波からみんなを守ったから誇りに思います。
浮立大会、潮塞観音 浮立大会は年々受け継がれてきたので、大切にしたい。潮塞観音様が町

を守ってくれたから。
マイランド いろいろあっておもしろい。
白石夏祭り 白石町にとって大切な祭りだから。
田や畑がある。他の所は田や畑が0.1％しかな
い所もあるからです。僕も農業をしたからで
す。あと、祭りがたくさんあるから。潮塞観音
を誇りに思います。
水堂さん 水堂さんはきれいな水が流れていて、昔からある建物だから大切にした

い。
ひーでん祇園、縫ノ池、歌垣、山のつつじ、お
おどぼうクラブ

縫ノ池の水はきれいだし、おいしいし、歴史が凄いから。歌垣山のつつ
じがきれいだから。ひーでん祇園は山車があるから。おおどぼうクラブ
は、いろんな所に体験しに行けるから楽しい。

白石祇園祭りが昔からあっていて、いいと思
う。

学校のみんなのほとんどがぎおん祭りに行っていて、毎年あるので、白
石町が賑やかになっていると思う。

八坂神社の祭り 八坂神社の祭りは楽しくて、いろんな所からみんなが集まるから、ずっ
とあったらいいと思います。

海童神社 300年前の木があるから。
豊かな森、自然。受け継がれてきた伝統芸能。 都会にはない白石町だけの森、自然がきれいで、決してなくなってはい

けないものだから大切にしたいと思います。これまで大事に受け継がれ
てきた伝統芸能だから。

海童神社、山からの風景 海童神社は大楠があって、とても大きくてきれいなので、白石町のみん
なに大切にしてほしいです。山からの風景は田が広がって緑がきれいだ
から、自然も大切にしてほしいです。

楽しい伝統芸能 楽しいし、伝統芸能はきれいで、みんなが楽しめるから誇りに思いま
す。

稲佐神社、桜の里 伝統芸能を守りたい。桜がきれいだから木を守りたい。
楽しくて、おもしろい祇園祭り 祇園祭りは、みんなが楽しめるから誇りに思います。
海童神社を大切にしたい。伝統芸能を大切にし
たい。

昔の人が作って、今まで受け継がれてきたので大切にしたい。伝統芸能
は昔から白石町にはいっぱいあるから、これからも大切にしたい。

いろいろな祭り 楽しいから。
犬山城でとてもきれいな町の風景が見られる。 犬山城は自然がいっぱいだから。
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問４．自由意見  ②「文化・伝統芸能」に関する回答―その2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大切にしたいもの 大切にしたい理由
犬山城からの風景、田んぼ 犬山城からの風景は白石町が一望できるし、空気もいいから。田んぼは

目にやさしい緑色の苗が植えてあり、気分がいい。
ひーでん祇園 ひーでん祇園はみんなが楽しみにしているから。
豆祇園 豆祇園はみんなの楽しみであるから。
犬山城 犬山城は上から見る景色がきれいだから。
犬山城からの景色、昔から伝わる水堂さん、農
業祭り

犬山城から見た景色は最高の眺めだから。

ひでつの祇園祭り、のどかな田舎風景、有明
海。

昔からずっと受け継がれてきたから大切にしたい（ひでつの祇園）。
目、心が癒される（田園風景）。ここにしかいない生物や珍しい生物が
いるから（有明海）。

歌垣山、白石祇園祭り、歌垣ロードレース 歌垣山から見た地上からが凄いから。白石祇園祭りは、神社にいる人に
感謝する祭りだから。歌垣ロードレースは、ロードレースはあまりない
のであってほしいから。

歌垣山、縫ノ池 きれいだから。災害時に使えるから。
歌垣山山 歌垣山はのどかで気持ちがいい。
稲佐山、おくんち、めぐりつ祇園 稲佐山もおくんちもめぐりつ祇園も、昔から続いている伝統ある山や祭

りだから。
有明ののどかさ、稲佐くんちを大切にしたい。 有明はそれくらいしかないというくらいのどかだから、良いと思うか

ら。
稲佐山、稲佐祭り、福富マイランド祭り 稲佐山はきれいだから誇りに思います。稲佐祭りは賑やかだから誇りで

す。
稲佐山 伝統だから。
古墳 あまりないから。
高城、歌垣山、妻山神社、妻山神社の祭り、ケ
ヤキ
妻山神社、ケヤキの木、歌垣公園（歌垣登り口
公園）

白石町の名前があったり、須古の宝物。

豊かな自然、タマネギや他の野菜など、祇園祭
りや高城など歌垣山。

子孫にもこの景色などを見せて、都会でなく自然で遊ばせてあげたいか
ら。

犬山城 4年生の頃、犬山城へ行って頂上から見た景色がとても良かったから、そ
れを白石の人達みんなが見るまで残しておきたい。

ひでつの祭り、タマネギが有名 昔からの伝統だから。おいしいから。
のどかさ あまり悪いことが起きないから。
八坂神社の祭り 長年の伝統的行事だから。
八坂神社の祭り、白石町の町並み 何百年も続いている伝統行事をなくしたくない。自然的だし、ビルのよ

うな高い建物がないから。空気がおいしいから。
八坂神社の祭り 八坂の祭りは有名で、昔からあるものだから誇りに思います。
八坂神社の祭り みんなこの祭りを楽しみにしている。
有明海、稲佐くんち 有明海には、他の海で取れないような生き物がいるから。
おくんちの祭り 昔からあると思うし、自分の誕生日の近くだし、その地域に住んでいる

から。
稲佐山、稲佐おくんち、めぐりつ祇園、ひーで
ん祇園。このようなことは大切な行事だから。

稲佐山はとてもきれいで大切な山だから。稲佐おくんちは神様に祈るお
祭りで、1年に1回だからです。ひいでん祇園も神様に祈るお祭りだか
ら。

稲佐山 昔からあって、歴史がたくさんあるから。
学校、山、神社、田、店 今のでバランスが取れているから、崩してほしくないから。
昔からの建物、行事、稲佐 稲佐山は自然が多く、文化財などもあるので誇りに思う。
田んぼの風景、稲佐山、縫ノ池、稲佐神社のお
くんち、桜の里、レンコン

桜の里は春にきれいな桜が咲くから大切にしたいと思います。田んぼの
風景は、小さい頃から見てきたから誇りに思います。

特産物、八坂神社祭り 特産物はとてもおいしいから、とても誇れます。八坂神社祭りはとても
楽しいし、イベントがたくさんあるから。

杵島岳などの自然、八坂神社の祭り 杵島岳はきれいだから、残して大切にしたい。人がたくさん集まり、と
ても賑わうから。

八坂神社の祭り、歌垣のきれいなつつじ 八坂神社の祭り。山車は何百年も続いているから。
田や畑が並ぶ風景、八坂の祭り、歌垣山、小学
校、中学校、公園、農業祭り、歌垣祭り

どれも、誰もが思い出の積もっている場所だからです。

秀津の祇園 昔から続いているものがあったり、新しい考えを取り入れたりしている
から。

大切にしたいものは中央公園、八坂神社の祭り 中央公園は誰でも楽しく遊べる。八坂神社の祭りは、年間でも一番大き
い祭りだから。

八坂神社の祭り、歌垣山 八坂神社はいろんなイベント、おみこしがあって、全体を盛り上げてく
れるからです。歌垣山はつつじの花がきれいなので、誇りに思います。

ひーでん祇園、地域の行事 夏にある祭りが楽しいから。
町内の祭り、特産物（タマネギやのりなど） 何年もの歴史があると思うから。全国にも有名であるから、誇りに思

う。
八坂神社の祭りなど、イベント系やモリナガな
どの店を大切にしたい。

お祭りはほぼなく、あったとしても遠くに行きにくいということもあ
り、大切にしたいと思います。店は、前は駄菓子屋などの店もあったけ
ど、今はそういった店がなくなった。だけど、モリナガなどができて、
安いものを買いやすくなったから大切にしたい。
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問４．自由意見  ②「文化・伝統芸能」に関する回答―その3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大切にしたいもの 大切にしたい理由
八坂神社の祭り 伝統ある祭りだから。
八坂祭り 楽しいし、地域の人達が団結できるから。
ひーでん祇園 年に1回だから。
八坂神社の祭り 八坂神社の祭りはとても賑やかで、毎年多くの人が来るから誇りに思い

ます。
八坂神社の祭り、歌垣山 八坂のお祭りは年に2回もあり、7月と2、3月は誰もが楽しい行事だか

ら。
隆城、水堂さん、歌垣、祇園祭り、縫ノ池、犬
山城

高城は歴史があって、戦国時代の城だから誇りに思います。水堂さんは
きれいな水が出るから。つつじもきれいだし、春まつりも誇りです。

八坂神社の祭り 毎年行っているから。
タマネギ、白石の祇園祭り タマネギは全国で有名だし、とてもおいしいから誇りに思います。白石

の祇園祭りはとても多くの人が来て、とても楽しい祭りだから誇りに思
います。

ひーでん祇園 何百年前から伝えられている祭りだから。町民の人達が、一斉に集まれ
る祭りだから。

八坂神社の祭り、福富マイランドの祭り 2つとも、みんなが楽しみにしているから。
ひーでん祇園 ひーでん祇園は車引きで有名だったり、昔からあっているからです。
妻山神社の祭り 妻山神社は歴史があり、流鏑馬などがあるから。
ひでつの祭り、歌垣山 祭りは楽しいし、伝統的なものだから。歌垣山はきれいだから。
八坂神社の祭り 毎年、雨などで天候が悪くても関係なく行われていて、みんなが楽しめ

るから。あと、ずっと昔から行われている伝統ある行事。
祇園祭り 祇園祭りは、子供から大人まで楽しくできるから誇りに思う。
全ての行事と須古の山、犬山城 行事をすれば、いろいろな人が来てくれると思うし、きれいな須古の山

は残しておくべき。
他に負けないくらいの特産物の量と質を大切に
していきたい。たくさんある行事を残していき
たい。

白石町の特産物はおいしいものが多いから。大切にしてほしいと思える
行事が多く、それが白石町の良さだと思うから。

六角神社の祭り 祭りはいろんな人が楽しんだり、伝統的なものなどを見ることができる
から。

高城、歌垣公園、田んぼや畑の風景、おくんち 高城は龍造寺隆信が住んでいた歴史ある所だから。歌垣公園は花などが
咲くときれいだから。田んぼや畑の風景は都会にはなく、とても田舎ら
しい風景だから。おくんちは伝統的な行事であり、とても誇れる行事だ
から。

ひーでん祇園、特産物、田んぼ、水堂さん、縫
ノ池

ひーでん祇園はたくさんの人が来るし、地域の行事だから大切にしたい
です。特産物は、どれもおいしくて自慢できます。それに、白石町でと
れる食べ物は全部おいしいです。田んぼは季節よって変わり、もうこん
な時期かと知らせてくれるから誇りに思います。水堂さんはとてもきれ
いで、水がおいしいので誇りに思います。縫ノ池は昔からあり、きれい
なので誇りに思います。

八坂神社の夏祭り 八坂神社の夏祭りは、山などがあって小さい子供から大人まで楽しめる
祭りだから、交流できるものとして残しておいてほしい。

縫ノ池、歌垣山、水堂さん、秀津の祭り。 縫ノ池は、他の地域からも人が来る場所であるから。歌垣山は毎年のよ
うに咲くつつじが大好きだから。

八坂祭り、歌垣の里 八坂祭りは屋台や神輿などで賑わい、白石町の人達とのふれあいの場だ
と思うから。

ひーでん祇園 唯一楽しめる行事だから。
ひーでん祇園などお祭り、農業まつり、市内の
建物

地域の祭りだから大切にしたいと思う。壊れたりしないように大切に使
う。

八坂神社の祭り 八坂神社の祭りはみんなが集まって、とても楽しいから。
正隆寺を残しておきたい 自分の家の隣にあるから。
八坂神社の祇園祭り 毎年たくさんの出店が出て、賑やかで楽しいから。
めぐりつ祇園 稲佐山の景色がいい。
めぐりつ祇園 山からの景色がいい。
ひーでん祭り等の行事、特産物、いろいろな寺
の歴史、景色

祭りで、出店がおもしろいから。多くておいしいから。神社の歴史は古
くから伝わってきたから。山から見た景色はきれいだから。

祭り 好きな風にできるから。
山、川（廻江川）、錦橋 にしきばしは帰る時や朝通るから。
稲佐山や有明海のムツゴロウやクチゾコ、シオ
マネキなどの珍しい生き物。稲佐山から見た田
んぼの風景。季節によって違う田んぼの色が落
ち着く。稲佐くんち。

稲佐山で行われる稲佐くんちは、800年以上前から受け継がれてきたから
誇りに思います。

めぐりつ祇園、稲佐くんち、プール めぐりつ祇園は私達が御神輿を担いでしているから。稲佐くんちは私達
の楽しみだから。プールは私が習っていて、これも楽しいし、おもしろ
いから。

山からの風景、祇園祭りや出店がある所、ぺっ
たんこ祭り

山から見たらいろいろな所に立っているのがわかるけど、山に登ってい
ない時はわからないから。嫌な気分でも、祭りが始まれば嬉しい気持ち
になるから。みんなと会えて、嬉しくなるから。知らない人でも友達に
なれるから。

稲佐山、ぺったんこ祭り、巳の日祭り、ふれあ
い郷、めぐりつ祇園、おくんち、ひーでん祇園

白石町の特色ともいえる大切な山だから。子どもからお年寄りまでたく
さん楽しめるから。みんながたくさん集まって、楽しめるから。子ども
達の大切な遊び場だから。みんなが楽しめる大切な所だから。稲佐山で
行われている祭りだから。いろいろなことで楽しめるから。
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問４．自由意見  ②「文化・伝統芸能」に関する回答―その4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

大切にしたいもの 大切にしたい理由
八坂神社の祭り 前から続いている伝統だから。
祇園祭り 人がいっぱい来て賑やかだし、楽しいから。
歌垣山の風景、祇園祭り 歌垣山から見える風景は白石平野がきれいだし、祇園祭りは人が集まる

からです。
八坂神社 歴史があるから残しておきたい。
八坂神社の祭り たくさんの人が来て、賑やかだから。
祭り、歌垣山 祭りは毎年続いているから。歌垣山は頂上から見ると景色がいいから。
秀津の祭り 秀津の祭りは、みんなが楽しんで来てくれるから。
ひーでん祇園、須古城 楽しいから。
ひーでん祇園 楽しいから。
ひーでん祇園 伝統があるから。
祇園祭り いろんな人が来て、楽しいから。
八坂神社、白石小学校、商店街 祭りなどがあるから。みんなの学校だから。白石町に一つだけの商店街

だから。
八坂神社の祭り。歌垣山。 八坂神社の祭りはたくさんの人が来て賑やかだから。きれいな山だか

ら。
ひーでん祇園春祭り ひーでん祇園や春祭りは、屋台やイベントがたくさんあるから。
祇園祭り 祇園祭りはみんなが楽しめるから。
祇園祭り 山を引く時に、いろんな人が引きに来ているから。
八坂の祭り たくさんの人が来て賑わうし、楽しいから。
八坂神社の祭り たくさんの人が来て、とても賑わうから。
ひーでん祇園、山車、春祭り、ふれあい祭り。 普段できない山引きなどができるから。屋台が出るから。
祇園祭り 出店がたくさん出るから。
犬山城から見る風景、八坂神社のひーでん祇園 犬山城から見る風景はとてもきれいだから。八坂神社のひーでん祇園

は、山車などの伝統のある祭りだから。
八坂神社の祭り 長年の伝統だから。
犬山城からの風景、須古地区にあるたくさんの
歴史

地域での歴史があるから。

ふれあい郷の時計台、稲佐山祭り、さくらの
里、田んぼ、犬山城から見る風景、のんびりし
た静かさ

稲佐山は祭りなどもあるし、楽しい山だから。ふれあい郷の時計台は大
きくて、夜、車で時々通ると、とても光っていてシンボルのように思い
ます。さくらの里は桜の道がとてもきれいだから。田んぼで緑いっぱい
にしたい。

稲佐山、有明海の風景、山の風景、ひーでん祇
園祭り、いなさくんちの祭り

稲佐山は、豊かで自然に恵まれているから誇りに思います。有明海の風
景はきれいで、ゴミを捨てないようにしているから誇りに思います。山
の風景は、自然いっぱいの緑で、生き物に恵まれているから誇りに思い
ます。

稲佐山、有明海、ひーでん祭り 稲佐山はきれいで、避難もできる。有明海はいろいろとれるから。ひー
でん祭りは1歳の時から行っているし、楽しいから。

稲佐山のおくんち、有明海の干潟 稲佐山は葉木がたくさん生えていて、自然豊かだから誇りに思います。
有明海の干潟はムツゴロウがたくさんいて、楽しく遊べる場所でもある
ので、誇りに思います。

稲佐山おくんち、ふれあい郷、ぺったんこ祭
り、歌垣公園、中央公園

稲佐山は秋におくんちがあるから。ふれあい郷はプールや遊具があっ
て、バーベキューもできる。ぺったんこ祭りは餅投げができたり、いろ
んなものがつくれるから。歌垣春まつりなどがあるから。中央公園は、
遊具もグラウンドもあっていろんな所で遊べる。



- 27 - 
 

問４．自由意見  ③「イベント」に関する回答―その1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大切にしたいもの 大切にしたい理由
夏祭り、潮塞観音、マイランドの風景、浮立 潮塞観音さんは、昔、津波を止めてくれたから。
夏祭りをずっと大切にしたい。 ずっと前からずっとしてきたから。
夏祭り ずっと夏祭りが続いているから。
白石夏祭り 白石夏祭りは楽しいし、年に1回しかないので残しておきたいです。
白石夏祭り 白石夏祭りは、いつも行っているから誇りに思います。
白石夏祭り、田・畑の風景 地域で楽しめる祭りだから。田・畑ののどかな風景が誇りだから。
白石Aコップ祭り、潮塞観音祭 白石Aコップ祭りは屋台がいっぱいあるからいいです。
白石夏祭り 白石夏祭りは楽しいから誇りに思う。
白石夏祭り 白石夏祭りは楽しいから。
白石夏祭り お祭りは楽しいから。
白石夏祭り 白石夏祭りは花火などがきれいなので、いろいろな人に見せてあげた

い。
白石夏祭り 白石町にとって大切な祭りだから。
田や畑がある。他の所は田や畑が0.1％しかな
い所もあるからです。僕も農業をしたからで
す。あと、祭りがたくさんあるから。潮塞観音
を誇りに思います。
白石夏祭り 白石夏祭りは楽しいから。
白石夏祭り 楽しいし、おもしろいからです。
祭り 店がいっぱい出るから。
夏の祭り 楽しいからです。
お祭り 地域全体で取り組むと楽しくなるから。
農業祭り
農業祭り 祭りはみんなの笑顔を作るから。
潟、農業祭り 潟体験がある。楽しい。
犬山城からの景色、昔から伝わる水堂さん、農
業祭り

犬山城から見た景色は最高の眺めだから。

歌垣山、白石祇園祭り、歌垣ロードレース 歌垣山から見た地上からが凄いから。白石祇園祭りは、神社にいる人に
感謝する祭りだから。歌垣ロードレースは、ロードレースはあまりない
のであってほしいから。

稲佐山、地区の行事 稲佐山は毎年いろんな行事で使われていて、歴史のある山だから。地区
の行事は伝統を受けついで、長年続けてきた行事だから。

白石町の夏祭り 毎年、たくさんの人達が楽しみにしているし、小さい頃から行っていた
ものだから。

稲佐山、稲佐祭り、福富マイランド祭り 稲佐山はきれいだから誇りに思います。稲佐祭りは賑やかだから誇りで
す。

有明海、干拓の夏祭り 有明海には他の所にない生き物や潟があるから。干拓夏祭りは前からあ
るから。

白石農業祭り、特産物、稲佐山 特産物はその町にとって誇りだから、タマネギやレンコン、のり等は大
切にしていきたいと思いました。

福富マイランド祭り、須古小学校のケヤキ、高
城、縫ノ池

福富マイランド祭りは自慢できる。須古小学校のケヤキ、高城は自慢で
きている。縫ノ池は誇りに思う。

農業祭り いろいろな食べ物や行事がたくさんあるから。お母さんに会えるから。
有田焼、バルーンフェスタ。田んぼが多い（畑
も）。緑が多い。

田舎の佐賀に他の県の人や外国の人が見に来てくれるから（有田焼、武
雄バルーンフェスタ）。田んぼや畑は季節ごとに風景が違って、眺める
のが好きだから。

農業祭り だいだい農協のことを知らせる祭りだから
白石小学校、商店街である夏祭り 白石小学校は佐賀県で一番運動場が広いと聞いたから、残していたいで

す。
夏祭り 花火がきれいだから。
稲佐の祭り 稲佐の祭りは凄く伝統的だから、残しておきたい。
稲佐山、干拓祭り 稲佐山は流鏑馬などがあるから。干拓祭りはおもしろいから。
白石町の一面に広がる田の風景、ぺったんこ祭
り

白石町の田は季節が感じられ、緑がきれいだから。

犬山城、佐賀城、Aコープ、中央公園、天山、
共立病院、農業まつり。

天山はきれいだ。

田や畑が並ぶ風景、八坂の祭り、歌垣山、小学
校、中学校、公園、農業祭り、歌垣祭り

どれも、誰もが思い出の積もっている場所だからです。

ひーでん祇園、地域の行事 夏にある祭りが楽しいから。
マイランドの花火大会 この近くで花火を見られるのは、そこだけだから。
地区のお祭り 地区のお祭りは楽しくて、子供も積極的に参加している。
福富の花火大会 福富の花火大会は白石町の人達が多く集まり、近くであの大きな花火が

見られて、皆が楽しめる場なので残しておきたいです。
農業祭り 農家の人の気持ちがわかる祭りだから。
夏祭り、郷土料理 昔から受け継がれているから。
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問４．自由意見  ③「イベント」に関する回答―その2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大切にしたいもの 大切にしたい理由
八坂神社の祭り、福富マイランドの祭り 2つとも、みんなが楽しみにしているから。
マイランドの祭り 花火などがきれいで、心に残るから。
農業祭り、山の風景。田んぼの多さと食べ物が
おいしい所（タマネギ、レンコン等）。

農業祭りは伝統があって、たくさんの人が賑わって楽しいから誇りに思
います。山の風景は、山が多く、遠くから見る山が並んでいる所がきれ
いだと思います。田んぼが多くて、きれいで食べ物もおいしいから誇り
に思います。

秀津の祭り、特産物のレンコンやタマネギなど 長く続いている祭りだから、伝統にしたいから。白石町民が凄く愛して
いる特産物だから。

商店街の祭り みんなで楽しく過ごせるから。
ひーでん祇園などお祭り、農業まつり、市内の
建物

地域の祭りだから大切にしたいと思う。壊れたりしないように大切に使
う。

ぺったんこ祭り ただで食べられるから。餅投げで、中に入っていたものと商品を交換で
きるから。

ぺったんこ祭り おもしろい。
稲佐山、外の風景、夏祭り 白石町の特色ともいえる大切な山だから。
山からの風景、祇園祭りや出店がある所、ぺっ
たんこ祭り

山から見たらいろいろな所に立っているのがわかるけど、山に登ってい
ない時はわからないから。嫌な気分でも、祭りが始まれば嬉しい気持ち
になるから。みんなと会えて、嬉しくなるから。知らない人でも友達に
なれるから。

稲佐山、ぺったんこ祭り、巳の日祭り、ふれあ
い郷、めぐりつ祇園、おくんち、ひーでん祇園

白石町の特色ともいえる大切な山だから。子どもからお年寄りまでたく
さん楽しめるから。みんながたくさん集まって、楽しめるから。子ども
達の大切な遊び場だから。みんなが楽しめる大切な所だから。稲佐山で
行われている祭りだから。いろいろなことで楽しめるから。

おもしろい行事
歌垣祭り 歌垣山から見る風景はきれいだから誇りに思います。屋台がたくさんあ

るから。
春の祭り、夏の祭り、金曜市 春の祭りや夏の祭りはみんなが集まって、山などを引いていくのが楽し

いから誇りに思います。
秀津の祭り 秀津の祭りは昔からあったし、子から大人まで楽しめるから。
ひーでん祇園、山車、春祭り、ふれあい祭り。 普段できない山引きなどができるから。屋台が出るから。
夏祭り 楽しいから。
夏祭り 楽しいから。
夏祭り
マイランドの祭り みんなが集まれるお祭りだから。
マイランドの祭り 楽しいから。
夏祭り みんなが一緒に楽しく過ごせる時は夏祭りの時だけだから、大切にした

いと思います。
方言、マイランド祭り 方言は昔からこの地域に住んでいた人達からの伝統だから。毎年マイラ

ンド祭りで、福富以外の人も集まって来るから。
方言、下区祭り 昔から受け継がれているから。下区祭りは隣であっているから。
白石みのりちゃんを大切にしたい。 白石町のことを知ってほしいから。
夏祭り
祇園祭り、夏祭り、タマネギ、米 タマネギ、米はおいしく有名だから誇りに思います。
福富マイランド祭り たくさんの人が参加して、楽しい祭りだから。
ふれあい郷、ぺったんこ祭り 近くにあって、とても便利で広いし、遊具もあって楽しいから。屋台な

どがあり、楽しいし子どもが喜べる。
稲佐山祭り みんなが集まる楽しい場所だから。
さくらの里、稲佐山、農業祭り、夏祭り、有明
海

さくらの里は桜の時期に美しいから。有明海はのりがおいしいから。

ふれあい郷、学校、店 ふれあい郷はいっぱい遊んだ場所だから、残ってほしい。
ふれあい郷の時計台、稲佐山祭り、さくらの
里、田んぼ、犬山城から見る風景、のんびりし
た静かさ

稲佐山は祭りなどもあるし、楽しい山だから。ふれあい郷の時計台は大
きくて、夜、車で時々通ると、とても光っていてシンボルのように思い
ます。さくらの里は桜の道がとてもきれいだから。田んぼで緑いっぱい
にしたい。

稲佐山、白石の祭り 稲佐山は祭りに来た人が楽しいと言っているので、誇りに思います。白
石の祭りは、自然の中で祭りをしているからです。

稲佐山おくんち、ふれあい郷、ぺったんこ祭
り、歌垣公園、中央公園

稲佐山は秋におくんちがあるから。ふれあい郷はプールや遊具があっ
て、バーベキューもできる。ぺったんこ祭りは餅投げができたり、いろ
んなものがつくれるから。歌垣春まつりなどがあるから。中央公園は、
遊具もグラウンドもあっていろんな所で遊べる。

夏祭り 夏祭りは、福富で1回しかないから。
夏祭り 楽しいから。
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問４．自由意見  ④「特産品」に関する回答―その1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大切にしたいもの 大切にしたい理由
特産物。全国でも有名だから。 海童神社はとても昔からあって、誇りに思う。
レンコンやイチゴ、タマネギが自慢できるから 白石町の特産物が世界でも有名だから自慢できる。
白石町で誇れるものは、のどかさです。たくさ
んの野菜が取れ、空気がきれいだと思います。

白石町の野菜はおいしく新鮮で、消費者のことをよく考えて作ってある
ので、そのことを誇りに思います。

白石のレンコン 白石のレンコンはおいしいから誇りに思います。
白石農業祭り、特産物、稲佐山 特産物はその町にとって誇りだから、タマネギやレンコン、のり等は大

切にしていきたいと思いました。
タマネギ作り、縫ノ池の水 白石町のタマネギは日本一だから（おいしい）。縫ノ池の水は日本一だ

から（おいしい）。
豊かな自然、タマネギや他の野菜など、祇園祭
りや高城など歌垣山。

子孫にもこの景色などを見せて、都会でなく自然で遊ばせてあげたいか
ら。

有田焼、バルーンフェスタ。田んぼが多い（畑
も）。緑が多い。

田舎の佐賀に他の県の人や外国の人が見に来てくれるから（有田焼、武
雄バルーンフェスタ）。田んぼや畑は季節ごとに風景が違って、眺める
のが好きだから。

ひでつの祭り、タマネギが有名 昔からの伝統だから。おいしいから。
私が白石町内で大切にしたいものは、白石町の
特産物です。

白石町の特産物の中でも、タマネギは全国でも有名だから誇りに思いま
す。

農産物、有明海 白石町の特徴ともいえるタマネギやレンコンがあるから。有明海にしか
生息しない生物やのりの養殖が見られるから。

稲佐山、有明海 稲佐山は美しくて、自然があるから。有明海は、いろいろな生き物がい
るから。

おいしい野菜 野菜がとてもおいしいので、これからも残しておきたい。
自然がたくさんある。おいしい食べ物がたくさ
んある。恵まれている。

白石町は山、川などの自然がたくさんあり、農業も盛んなとてもいい町
だから誇りに思います。

田んぼの風景、稲佐山、縫ノ池、稲佐神社のお
くんち、桜の里、レンコン

桜の里は春にきれいな桜が咲くから大切にしたいと思います。田んぼの
風景は、小さい頃から見てきたから誇りに思います。

特産物、八坂神社祭り 特産物はとてもおいしいから、とても誇れます。八坂神社祭りはとても
楽しいし、イベントがたくさんあるから。

町内の祭り、特産物（タマネギやのりなど） 何年もの歴史があると思うから。全国にも有名であるから、誇りに思
う。

夏祭り、郷土料理 昔から受け継がれているから。
タマネギ、白石の祇園祭り タマネギは全国で有名だし、とてもおいしいから誇りに思います。白石

の祇園祭りはとても多くの人が来て、とても楽しい祭りだから誇りに思
います。

タマネギ、白石町の小中学校 白石町のタマネギは、他のタマネギと比べてとてもおいしいから自慢で
きます。白石町内の小中学校は、グラウンドがとてもきれいなので誇れ
ます。

のり のりは有明海で育っていて、おいしいから誇りに思います。
タマネギ、アスパラ、イチゴ等の特産物 どの特産物もおいしいから。また、タマネギは全国でも上位の生産地だ

から自慢できると思う。
たくさんの特産物、平和な所 たくさんの特産物があって、有名だから誇りに思います。平和な所は、

この周りで事件があっていないから誇りに思います。
農作物 全国でもトップクラスだから。
自然、湖 自然環境問題を考えて、自然を大切にしたい。湖は、洪水などにならな

いようにするため。
須古寿司 長く続いているから。
特産物、畑の多さ、農業 特産物は他県の人に自慢できるから。畑が家と家の間にあって、とても

きれいだから。地元の農業を赤字にしたくないから。
豊富な農産物 タマネギや大豆などの農産物は全国でも有名で、おいしいと思うから残

しておきたいと思います。
農業祭り、山の風景。田んぼの多さと食べ物が
おいしい所（タマネギ、レンコン等）。

農業祭りは伝統があって、たくさんの人が賑わって楽しいから誇りに思
います。山の風景は、山が多く、遠くから見る山が並んでいる所がきれ
いだと思います。田んぼが多くて、きれいで食べ物もおいしいから誇り
に思います。

秀津の祭り、特産物のレンコンやタマネギなど 長く続いている祭りだから、伝統にしたいから。白石町民が凄く愛して
いる特産物だから。

他に負けないくらいの特産物の量と質を大切に
していきたい。たくさんある行事を残していき
たい。

白石町の特産物はおいしいものが多いから。大切にしてほしいと思える
行事が多く、それが白石町の良さだと思うから。

ひーでん祇園、特産物、田んぼ、水堂さん、縫
ノ池

ひーでん祇園はたくさんの人が来るし、地域の行事だから大切にしたい
です。特産物は、どれもおいしくて自慢できます。それに、白石町でと
れる食べ物は全部おいしいです。田んぼは季節よって変わり、もうこん
な時期かと知らせてくれるから誇りに思います。水堂さんはとてもきれ
いで、水がおいしいので誇りに思います。縫ノ池は昔からあり、きれい
なので誇りに思います。

須古寿司 須古寿司は佐賀にしかないから。
有明海、タマネギ のりが有名だし、潟リンピックがあって人が集まるから。タマネギの収

穫率が上位だから、誇りに思います。
イチゴのさがほのか、おくんち祭り イチゴのさがほのかはおいしい。おくんちはみんなが楽しめる祭りだか

ら、誇りに思います。
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問４．自由意見  ④「特産品」に関する回答―その2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

大切にしたいもの 大切にしたい理由
ひーでん祭り等の行事、特産物、いろいろな寺
の歴史、景色

祭りで、出店がおもしろいから。多くておいしいから。神社の歴史は古
くから伝わってきたから。山から見た景色はきれいだから。

有明ののりや、白石町の米などのたくさんの特
産物が自慢です。
白石町の特産品 白石町の特産品は白石町でしか食べられないから、誇りに思います。
特産物を大切にしたい。 白石町の大事なものだから。
稲佐山、有明海、ムツゴロウ、みのりちゃん、
特産物、犬山城、稲佐くんち、稲佐山の頂上か
ら見た風景、水堂さん、のり、ふどうの滝、田
んぼなど

稲佐山は800年以上昔からあるから。有明海は最高の海だから。ムツゴロ
ウは有名な生物だから。田んぼは住み心地が良い。田舎という感じがあ
る。

白石町内の特産物 白石らしさがなくなるから。
タマネギのおいしさ 福富の玉ねぎを残したいから。
食べ物 食べ物がおいしいから。
イチゴ 人気があると思うから。
地方でとれる特産物 地方でとれない所もあるので、それを分け与えるため。
イチゴ おいしいから。
白石のタマネギ、レンコン、イチゴなどの特産
物。マイランドタワー。浮立。

タマネギ、レンコン、イチゴはとてもおいしいから。マイランドタワー
は高くて、そこから見る風景が好きだから。浮立は一生懸命になれるか
ら。

浮立、福富中学校、特産物、田んぼ 浮立や田畑も田舎だからあるので、それを大切にしたい。
祇園祭り、夏祭り、タマネギ、米 タマネギ、米はおいしく有名だから誇りに思います。
山の風景 緑がきれいだから。
田や自然の特産品 田や自然が広がるのを見たらきれいなので、残したいと思います。
タマネギ タマネギはおいしいから誇りに思います。
大切にしたい特産物を作っている畑 白石町は特産物が多いから。
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問４．自由意見  ⑤「歴史・建造物」に関する回答―その1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大切にしたいもの 大切にしたい理由
浮立、海童神社 西分東分の伝統芸能で続けていきたいから。今でも有名だから。
海童神社 海童神社はとても古く見えるけど、凄いから誇りに思います。
海童神社の楠の木、面浮立、太鼓浮立、獅子
舞、海童神社

海童神社の楠の木は、今まで大切に育てられたものだから大切にした
い。面浮立、太鼓浮立、獅子舞はいろんな人が教えてくれているものだ
から誇りに思う。海童神社は、みんなで残したいから。

桜の里、海童神社 桜の里は桜がきれいだから。
桜の里、伝統芸能、海童神社 僕が大切にしたいものは、ほとんどが昔からのものや昔から伝わってき

たものです。そんな昔からのものを残して、大切にしたいと思うからで
す。それに自然は美しくきれいだから、残しておきたいと思うからで
す。

桜の里の桜、伝統芸能、古墳、大楠 きれいな桜を子孫の代にも残して、みんなに残してほしいから。代々受
け継がれているからみんなに続けてほしい。昔の王様などの雰囲気が味
わえるから。600年以上生きているから、もっと長く生きてほしい。

夏祭り、潮塞観音、マイランドの風景、浮立 潮塞観音さんは、昔、津波を止めてくれたから。
潮塞観音 福富の宝だから。津波を止めたから。
畑、潮塞観音 潮塞観音様は津波を止めてくれたから。畑の理由は、佐賀のタマネギが

ずっとおいしくなるように。
潮塞観音 潮塞観音様は、津波からみんなを守ったから誇りに思います。
浮立大会、潮塞観音 浮立大会は年々受け継がれてきたので、大切にしたい。潮塞観音様が町

を守ってくれたから。
田や畑がある。他の所は田や畑が0.1％しかな
い所もあるからです。僕も農業をしたからで
す。あと、祭りがたくさんあるから。潮塞観音
を誇りに思います。
水堂さん 水堂さんはきれいな水が流れていて、昔からある建物だから大切にした

い。
ひーでん祇園、縫ノ池、歌垣、山のつつじ、お
おどぼうクラブ

縫ノ池の水はきれいだし、おいしいし、歴史が凄いから。歌垣山のつつ
じがきれいだから。ひーでん祇園は山車があるから。おおどぼうクラブ
は、いろんな所に体験しに行けるから楽しい。

海童神社 300年前の木があるから。
海童神社、山からの風景 海童神社は大楠があって、とても大きくてきれいなので、白石町のみん

なに大切にしてほしいです。山からの風景は田が広がって緑がきれいだ
から、自然も大切にしてほしいです。

稲佐神社、桜の里 伝統芸能を守りたい。桜がきれいだから木を守りたい。
海童神社を大切にしたい。伝統芸能を大切にし
たい。

昔の人が作って、今まで受け継がれてきたので大切にしたい。伝統芸能
は昔から白石町にはいっぱいあるから、これからも大切にしたい。

犬山城でとてもきれいな町の風景が見られる。 犬山城は自然がいっぱいだから。
犬山城からの風景、田んぼ 犬山城からの風景は白石町が一望できるし、空気もいいから。田んぼは

目にやさしい緑色の苗が植えてあり、気分がいい。
犬山城 犬山城は上から見る景色がきれいだから。
犬山城からの景色、昔から伝わる水堂さん、農
業祭り

犬山城から見た景色は最高の眺めだから。

歌垣山、白石祇園祭り、歌垣ロードレース 歌垣山から見た地上からが凄いから。白石祇園祭りは、神社にいる人に
感謝する祭りだから。歌垣ロードレースは、ロードレースはあまりない
のであってほしいから。

歌垣山、縫ノ池 きれいだから。災害時に使えるから。
歌垣山山 歌垣山はのどかで気持ちがいい。
稲佐山 伝統だから。
古墳 あまりないから。
桜の里 桜の里はきれいだから誇りに思います。
高城、歌垣山、妻山神社、妻山神社の祭り、ケ
ヤキ
妻山神社、ケヤキの木、歌垣公園（歌垣登り口
公園）

白石町の名前があったり、須古の宝物。

稲佐山 昔からあって、歴史がたくさんあるから。
学校、山、神社、田、店 今のでバランスが取れているから、崩してほしくないから。
昔からの建物、行事、稲佐 稲佐山は自然が多く、文化財などもあるので誇りに思う。
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問４．自由意見  ⑤「歴史・建造物」に関する回答―その2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

大切にしたいもの 大切にしたい理由
田んぼの風景、稲佐山、縫ノ池、稲佐神社のお
くんち、桜の里、レンコン

桜の里は春にきれいな桜が咲くから大切にしたいと思います。田んぼの
風景は、小さい頃から見てきたから誇りに思います。

隆城、水堂さん、歌垣、祇園祭り、縫ノ池、犬
山城

高城は歴史があって、戦国時代の城だから誇りに思います。水堂さんは
きれいな水が出るから。つつじもきれいだし、春まつりも誇りです。

全ての行事と須古の山、犬山城 行事をすれば、いろいろな人が来てくれると思うし、きれいな須古の山
は残しておくべき。

ひーでん祇園、特産物、田んぼ、水堂さん、縫
ノ池

ひーでん祇園はたくさんの人が来るし、地域の行事だから大切にしたい
です。特産物は、どれもおいしくて自慢できます。それに、白石町でと
れる食べ物は全部おいしいです。田んぼは季節よって変わり、もうこん
な時期かと知らせてくれるから誇りに思います。水堂さんはとてもきれ
いで、水がおいしいので誇りに思います。縫ノ池は昔からあり、きれい
なので誇りに思います。

正隆寺を残しておきたい 自分の家の隣にあるから。
ひーでん祭り等の行事、特産物、いろいろな寺
の歴史、景色

祭りで、出店がおもしろいから。多くておいしいから。神社の歴史は古
くから伝わってきたから。山から見た景色はきれいだから。

山、川（廻江川）、錦橋 にしきばしは帰る時や朝通るから。
八坂神社 歴史があるから残しておきたい。
ひーでん祇園、須古城 楽しいから。
八坂神社、白石小学校、商店街 祭りなどがあるから。みんなの学校だから。白石町に一つだけの商店街

だから。
犬山城からの風景、須古地区にあるたくさんの
歴史

地域での歴史があるから。
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問４．自由意見  ⑥「施設・公園」に関する回答―その1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大切にしたいもの 大切にしたい理由
マイランド公園、浮立大会 マイランド公園はよく遊んできたから。浮立大会は、続いてきたのを終

わらせたくないから。
マイランド祭り マイランド祭りは伝統に残っていて、楽しい夜になるから誇りに思いま

す。
マイランド公園 楽しく遊べるから。
白石マイランド祭り とても楽しいから。
マイランド いろいろあっておもしろい。
ひーでん祇園、縫ノ池、歌垣、山のつつじ、お
おどぼうクラブ

縫ノ池の水はきれいだし、おいしいし、歴史が凄いから。歌垣山のつつ
じがきれいだから。ひーでん祇園は山車があるから。おおどぼうクラブ
は、いろんな所に体験しに行けるから楽しい。

役所、自分の家 落ち着く場所だから。
妻山神社、ケヤキの木、歌垣公園（歌垣登り口
公園）

白石町の名前があったり、須古の宝物。

白石小学校、商店街である夏祭り 白石小学校は佐賀県で一番運動場が広いと聞いたから、残していたいで
す。

有明中学校 有明中学校はいい所で、楽しいからです。
学校 自分がいつも通っている所だから。
学校、山、神社、田、店 今のでバランスが取れているから、崩してほしくないから。
犬山城、佐賀城、Aコープ、中央公園、天山、
共立病院、農業まつり。

天山はきれいだ。

田や畑が並ぶ風景、八坂の祭り、歌垣山、小学
校、中学校、公園、農業祭り、歌垣祭り

どれも、誰もが思い出の積もっている場所だからです。

中央公園 みんなで楽しくできるし、いろんな遊具があるから。
白石総合グラウンド、白石中学校 白石総合グラウンドは練習ができるから。白石中学校は母校だから。
大切にしたいものは中央公園、八坂神社の祭り 中央公園は誰でも楽しく遊べる。八坂神社の祭りは、年間でも一番大き

い祭りだから。
中央公園 小さい子だけでなく、誰でも遊べる場所だから。
タマネギ、白石町の小中学校 白石町のタマネギは、他のタマネギと比べてとてもおいしいから自慢で

きます。白石町内の小中学校は、グラウンドがとてもきれいなので誇れ
ます。

須古小学校 100年以上の歴史があるし、校庭の木も大木だから。
高城、歌垣公園、田んぼや畑の風景、おくんち 高城は龍造寺隆信が住んでいた歴史ある所だから。歌垣公園は花などが

咲くときれいだから。田んぼや畑の風景は都会にはなく、とても田舎ら
しい風景だから。おくんちは伝統的な行事であり、とても誇れる行事だ
から。

八坂祭り、歌垣の里 八坂祭りは屋台や神輿などで賑わい、白石町の人達とのふれあいの場だ
と思うから。

ひーでん祇園などお祭り、農業まつり、市内の
建物

地域の祭りだから大切にしたいと思う。壊れたりしないように大切に使
う。

めぐりつ祇園、稲佐くんち、プール めぐりつ祇園は私達が御神輿を担いでしているから。稲佐くんちは私達
の楽しみだから。プールは私が習っていて、これも楽しいし、おもしろ
いから。

八坂神社、白石小学校、商店街 祭りなどがあるから。みんなの学校だから。白石町に一つだけの商店街
だから。

中央公園 遊具があって、広場もあって、たくさん遊べるから。
白石小学校 白石小学校の運動場はとても広いから。
中央公園 遊具も充実しているし、休憩する際にとても適しているから。
白石のタマネギ、レンコン、イチゴなどの特産
物。マイランドタワー。浮立。

タマネギ、レンコン、イチゴはとてもおいしいから。マイランドタワー
は高くて、そこから見る風景が好きだから。浮立は一生懸命になれるか
ら。

浮立、福富中学校、特産物、田んぼ 浮立や田畑も田舎だからあるので、それを大切にしたい。
ふれあい郷、ぺったんこ祭り 近くにあって、とても便利で広いし、遊具もあって楽しいから。屋台な

どがあり、楽しいし子どもが喜べる。
ふれあい郷プールのスライダーの珍しさ、白石
総合グラウンドのランニングコース

ランニングコースがあるグラウンドは珍しい。

ふれあい郷 ふれあい郷のシンボルは印のような存在で、大切だから。
さくらの里、稲佐山、農業祭り、夏祭り、有明
海

さくらの里は桜の時期に美しいから。有明海はのりがおいしいから。

ふれあい郷、学校、店 ふれあい郷はいっぱい遊んだ場所だから、残ってほしい。
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問４．自由意見  ⑥「施設・公園」に関する回答―その2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問４．自由意見  ⑦「その他」の回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

大切にしたいもの 大切にしたい理由
ふれあい郷の時計台、稲佐山祭り、さくらの
里、田んぼ、犬山城から見る風景、のんびりし
た静かさ

稲佐山は祭りなどもあるし、楽しい山だから。ふれあい郷の時計台は大
きくて、夜、車で時々通ると、とても光っていてシンボルのように思い
ます。さくらの里は桜の道がとてもきれいだから。田んぼで緑いっぱい
にしたい。

ふれあい郷、学校（東） みんなが楽しくプールに入れるし、家から近いのでいつでも行けるか
ら。僕達が大人になったら子どもに行かせたいので大切にしたい。

ふれあい郷のプール、学校の大きいテレビ ふれあい郷のプールは、みんなで楽しく遊ぶことができるから残してお
きたいと思います。学校の大きいテレビは、勉強に必要だから残してお
きたいと思います。

有明海、ふれあい郷、サンパーク 有明海は、他の県ではとれないムツゴロウがいて、ムツゴロウをさわっ
たりできるし、とてもおいしいのりがとれるから。ふれあい郷は泳ぐ練
習ができて便利だし、外には楽しい遊具があるから。サンパークは世界
に1つしかない店で、そのサンパークをもっと多くの人に知ってもらいた
いから。

稲佐山おくんち、ふれあい郷、ぺったんこ祭
り、歌垣公園、中央公園

稲佐山は秋におくんちがあるから。ふれあい郷はプールや遊具があっ
て、バーベキューもできる。ぺったんこ祭りは餅投げができたり、いろ
んなものがつくれるから。歌垣春まつりなどがあるから。中央公園は、
遊具もグラウンドもあっていろんな所で遊べる。

ふれあい郷 プールのスライダーがおもしろいので、残したいです。

大切にしたいもの 大切にしたい理由
自分の家 大切なものなど、いろいろいいのものがあるから。
白石商店街 白石商店街は昔からもずっとあるから、大切にしたいと思います。
クマピー 小学校でつくった私達の思い出だから、大切にしたいと思います。
自分の家 家が大切だから。
おじいちゃん家の裏にある、小さくてちょっと
ぼろぼろの小屋。その小屋はおじいちゃんのお
父さんのお父さんが作ったらしいです。僕はと
ても凄いと思いました。だからです。それに今
も町に残っています。

ひいおじいちゃんが作った小屋は嵐にも耐え、地震にも耐えた大事な小
屋だから。

家 何年も使うからです。
白石町 白石町は自然が多くて、ご飯がおいしいから。
自分の家 壊れたりしたら嫌だから。
ムツゴロウ 有明海にしかいないから。
田んぼ たくさんある。
いつも行っている剣道の道場 いつもお世話になっているからです。
八坂神社の祭り、白石町の町並み 何百年も続いている伝統行事をなくしたくない。自然的だし、ビルのよ

うな高い建物がないから。空気がおいしいから。
ムツゴロウ ムツゴロウは絶滅危惧種だから、守りたいと思う。
学校、山、神社、田、店 今のでバランスが取れているから、崩してほしくないから。
八坂神社の祭りなど、イベント系やモリナガな
どの店を大切にしたい。

お祭りはほぼなく、あったとしても遠くに行きにくいということもあ
り、大切にしたいと思います。店は、前は駄菓子屋などの店もあったけ
ど、今はそういった店がなくなった。だけど、モリナガなどができて、
安いものを買いやすくなったから大切にしたい。

バスケットボール 小学校で3点シュートを2回奇跡的に決めたからです。バスケで偶然ゴー
ルを決めたことが自慢できます。

近所との仲の良さ。 都会だったら隣の人も知らないくらいだけど、白石町はみんな仲がいい
と思うから。

稲佐山や有明海のムツゴロウやクチゾコ、シオ
マネキなどの珍しい生き物。稲佐山から見た田
んぼの風景。季節によって違う田んぼの色が落
ち着く。稲佐くんち。

稲佐山で行われる稲佐くんちは、800年以上前から受け継がれてきたから
誇りに思います。

有明海やそこにいるムツゴロウなど珍しい生き
物やのり。辺りに田が広がり、いろいろな作物
が実っている風景。

有明海は干潟が広がり、珍しいムツゴロウなどもとれ、日本一ののりも
とれて白石町の誇りだから。白石町は自然豊かで、その空気を残したい
から。

稲佐山、有明海、ムツゴロウ、みのりちゃん、
特産物、犬山城、稲佐くんち、稲佐山の頂上か
ら見た風景、水堂さん、のり、ふどうの滝、田
んぼなど

稲佐山は800年以上昔からあるから。有明海は最高の海だから。ムツゴロ
ウは有名な生物だから。田んぼは住み心地が良い。田舎という感じがあ
る。

自分の家 家を建てたから。
八坂神社、白石小学校、商店街 祭りなどがあるから。みんなの学校だから。白石町に一つだけの商店街

だから。
学校のパソコンを大切にしたい。 パソコンがなくなったら、勉強がしにくくなるから。
ふれあい郷のプール、学校の大きいテレビ ふれあい郷のプールは、みんなで楽しく遊ぶことができるから残してお

きたいと思います。学校の大きいテレビは、勉強に必要だから残してお
きたいと思います。
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【参考資料Ⅱ】問７.こんな町になってほしいという将来の希望など。 

回収数437票中、402票（592件）に記入があった。なお、複数回答のため、重複する記

述がある。 

問７．自由意見  ①「安全・安心」に関する回答―その1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全で明るい白石町になってほしい。
事故のない町になってほしい。
僕は、これから何にも起きない安全な町になればいいと思います。
不審者などや事故がない将来。
決められたルールはきちんと守る。お年寄りも安心できる町。
悪いことがなく、誰でも嬉しく暮らせるような将来の町になってほしい。
みんなが安全にきれいに使用できるような、機械化した、誰もが使用できる安全なものを少しでも増やしたい
と思います。
決められたルールはきちんと守る町。
将来も、安全な町に暮らせるようにしてほしい。
事故のない白石町。
カーブミラーをいろんな所につける。
事故があまり起こらず、挨拶もきちんとできる町になればいい。
事故がない安全な町。
犯罪などがない、平和で有名な町になってほしい。
若い人達がいっぱいいる活気のある町。みんながニコニコしていて、犯罪がない町。たまに夜に外灯がなくて
暗い所があるので、夜でもまわりが見渡せる明るい町。都会の影響を受けない白石町らしい町。
不審者がいない。
けんかがない町にしたい。
危ない所は、できるだけ危なくないようにしてもらう。
愛される町、安全・安心な町。
平和な町。
誰でもやさしく、自然がいっぱいの町。
地震や津波が来ない町になってほしい。
不審者がいない。
いろんな事故が起こらない町、明るい町。
危険な場所や物がなく、安心して生活ができる町。
白石町の伝統は残したまま、いろんな店（様々な種類が増えたらいいと思う。そして暗い所が多いから、灯り
をつけてほしい。地域の活動にゴミ拾いなどを増やしたら、もっといい町になると思う。車の少ない町にした
い。
みんなが住みやすい町にしてほしいです。信号が変わるのが早いので、もう少し遅くしてほしいです。
事故が少なく、活気ある町になってほしい。
事故や事件がない町。
犯罪のない町。
自然の町になってほしい。事故などが少ない町になってほしい。
事件、事故のない町。
病院、医療が充実していて、安心安全な白石町になればいいと思います。
蜂が少なく安全な白石。祭りがたくさんの白石。犯罪が少ない白石など。
どんなものでも、安心して暮らせるような町になってほしい。
みんなが安心して暮らせる町。
犯罪などのない安全な暮らしができる町。
サンパーク前に信号や横断歩道がなく渡りにくいので、信号をつけてほしい。
私は明るい町になっていってほしいです。すでに消えている光（街灯）など、暗いので設置してほしい所があ
るので、取り付けて明るい町になってほしいです。
犯罪やいじめのない白石町になればいいと思います。
どこでも明るい白石町。
暗い道や、横断歩道の信号がない所がなくなり、もっと明るくなるといいと思います。また、店をもっと増や
してほしい。文房具が近くの店では買えません。店をあっちこっちに増やしたら文房具など必要な物が買え
て、遠くにまで行く必要がないので、もっと増やして豊かにしてほしいです。
ポイ捨てがなく、事故が結構少ない町にしたい。
みんなが安心して暮らしやすい町。ゆめタウンなど、大型のショッピングモールがあってほしい。
事件、事故のない、安心、安全な町になってほしい。
ゴミがあまり落ちてなくて、豊かな暮らしができるようにしてほしい。
もっと街灯を増やし、少し明るくしてほしい。
暗くならず、明るい町。交通事故が47都道府県の市町村で一番少ない町。
安全で安心できる町になって、観光客がたくさん来てくれるような町になってほしい。犯罪のない町や事故や
違反が少ない町になってほしいです。
車と自転車の交通事故や飛び出しをなくして平和な町にしていきたいし、事故をなくした方がいいと思いま
す。
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問７．自由意見  ①「安全・安心」に関する回答―その2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これからも犯罪や事故の件数が少なくて済むような町になればいいと思う。暗い所を歩いていた時に少し怖
かったので、もっと街灯を増やしたらいいと思う。
歩行者の道路を広げてほしい。
もっと道路がきれいで、暗くても道が見える町、街灯が多い町。
安全で、安心してこの町に住めるようになってほしい。家族で楽しめる町になってほしい。
事故など危ないことがなければいいと思います。
危ないことをしない人がいる町。危ないことをしない町。
あまり事故やケガがなく、幸せな町にしたい。
もっと遊べて、交通事故もなくて、良い町になればいいと思います。
安全に暮らせる町になればいいと思います。
とても安全な町になってほしい。
安全な町。
もう少し街灯を増やしてほしい。
交通事故や事件などがなくなり、白石の人達全員が安全で安心に暮らしていける町。
川や海で溺れないようにフェンスをする。
釣りで困らないようなクリークがある町になればいい。
事故等人が危なくないような町になってほしい。
通りにくい道が少なからずあるので、そこが整備された町。
安全で楽しい白石町になってほしい。
田んぼや畑が残ってほしい。都会にならないでほしい。小さな暗い道をなくしてほしい。小さな道も大きな道
も通りやすくしてほしい。和菓子屋さんがあってほしい。静けさもあるし、争いがない町。争いがあってもす
ぐにやめられるような町。楽しい町。助け合う町。自然がいっぱい残っていてほしい。公園などの周りは、少
し木を小さくして周りが見えやすいようにしてほしい。お年寄りの人達も安心して暮らせる町。
安全で、外国人と仲良くできる白石町になりたいです。
夜でも安全できれいな町になればいいと思う
白石町にはいい人がたくさんいるので、これからも事件などがおきない平和な町になって欲しいと思う。図書
館を充実させてほしい。
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問７．自由意見  ②「賑やかさ・魅力」に関する回答―その1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もう少し都会のようになってほしい。店がいっぱいあってほしい。

賑やかな町になってほしい。

楽しい所。
「きれいでいいな」、「ここに住みたい」と思われる町になってほしいです。
経済が発展する、みんなに住んでいて嬉しいと思われる町。イオンやゆめタウンなどができたら嬉しい。新幹
線などが通り、駅ができるともっと嬉しい。
もっと豊かになって、助け合う白石町になったらいいと思う。
賑やかで、笑顔の絶えない盛んな町
子どもや町民がたくさんいて、賑やかな町になってほしい。
白石町が、笑顔あふれる町にしてほしい。
誰もが心やさしく、住みやすい町。
明るい町になってほしい。
事故があまり起こらず、挨拶もきちんとできる町になればいい。
みんなが楽しく暮らせる、笑顔いっぱいの町。
平和な町。
もっと盛んで、笑いが絶えない町。
もっと行事を増やして、みんなが楽しめるようにしてほしい（○○大会など）。
きれいになってほしい。
笑顔あふれる町。
愛される町、安全・安心な町。
楽しい町。
人がいっぱいいて、とても仲良くてみんなが憧れるような町になってほしい。いつも楽しめるような町になっ
てほしい。店などがいっぱいある町になってほしい。
静かな町。
もっと住みやすい町になってほしいです。
もっと明るい町になって、都会に負けないくらいの凄い町になってほしいと思った。
気軽に行けるようなショッピングセンターがあるといいと思う。地域のためになるようなボランティア活動を
してして、いい所になればいいと思う。自然があふれる町。
誰でもが住みやすくなるように、自然を絶やさない。穏やかな暮らしになればいいと思います。高すぎる建物
はつくらないでほしいです。
みんなが住みやすい町にしてほしいです。信号が変わるのが早いので、もう少し遅くしてほしいです。
事故が少なく、活気ある町になってほしい。
もっと楽しめる所をつくってほしい
もっと都会になってほしい。もと賑やかになってほしい。田が多すぎる。
活気があふれる町になってほしい。
もっと活気のある町。
農業や山、池などは守りつつ、情報化を進めて、美しく生活しやすい町を目指してほしい。また、町民全体が
まとまり、誰もが町づくりに参加できるようになってほしい。どの町にも負けない強い心を持ってほしい。
もっと明るくなってほしい。何もないから。
明るい町。
どの町よりも一番明るく、白石町が楽しいと思われるような町になってほしい。
明るい町。
もっと活気のある町。
住みやすい町になればいいと思います。
明るくて元気な町。
みんなが笑っていられる町。
楽しい町になってほしい。
とても活気のある街になったらいいと思う。
のびのび暮らせる町。
これからも平和であってほしい。
明るい元気な町。
もっと便利になり、なおかつ、自然がちゃんと残っている町になってほしいと思っています。
ゴミがあまり落ちてなくて、豊かな暮らしができるようにしてほしい。
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問７．自由意見  ②「賑やかさ・魅力」に関する回答―その2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みんなが元気で楽しめる町。
暗くならず、明るい町。交通事故が47都道府県の市町村で一番少ない町。
もう少し町の中心部を活気づけ、もっと生活しやすい豊かな町になってほしい。そして、農産物がたくさんあ
る町にしてほしい。
もっと人を増やして、賑やかな町にしていきたいと思う。そして、有名なものを増やしたい。
もっと都会を目指して、楽しく過ごせるレジャー施設を増やしてほしいです。白石町をもっと賑やかな町にし
たいです。
小さい子供から高齢者まで、不自由せずに楽しく過ごせる町。
今の町の行事、文化（祭り、イベント）などが残っていってほしい。
大きな電波塔が建って、情報通信技術産業が発展してほしいです。他にも白石にショッピングセンターなどが
できて、白石を近代化してほしいです。あと、もっと都市化して、経済にも力を入れてほしいです。リニア
モーターカーや地下鉄なども走って、もっと地域を活性化してほしいです。
人口が増えて、賑やかな町になれば良いと思います。
良い国、明るい地域にしたい。危ない虫などがいないようにして、いい生活を送りたい。
イベントがたくさんあって、悪いことがない、親切な白石町にしたい。
公共施設をもっと増やしてほしい。自然を残して、のどかな町になってほしい。
賑やかになればいい。
楽しく、明るい町にしてほしい。
みんなが助け合って暮らせる白石町にしたい。
賑やかで、事故等のない幸せな町。
平和な町になってほしい。
楽しい町。
楽しい町になったらそれでいい。
賑わっている町。
人がたくさんいて、賑やかな町。
楽しい町。もっと都会のようにする。
自由や絆などを分かち合える白石町。
明るい町。
この町が自然でいっぱいになって、みんながいつでも楽しいと言ってくれるような町になってほしいと思いま
した。
笑顔があふれて、やさしい町。
明るく気持ちがいい白石町になってほしい。
これからも自然豊かで、のどかな町であってほしい。自然豊かで、住民が暮らしやすい町だといいと思いま
す。
都会のようにならないで、人口の多い地域。自然がきれいな地域。賑やかで気持ちいい、活気がある町。
きれいな町で有名になったらいいと思った。
楽しい町。
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問７．自由意見  ③「美しさ・自然」に関する回答―その1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
美しい町になり、たくさんの子供に恵まれて、ゴミが落ちていない町になればいいと思います。
いろんな公園や店などがたくさんあったり、自然がたくさんあったりしてほしい。
「きれいでいいな」、「ここに住みたい」と思われる町になってほしいです。
川や海、自然な町にしたいです。白石町内では野菜がとれ、有明海などに魚達がたくさんいる町です。いつも
自然できれいな町になりたいと思っています。
自然の風景を大切にして保つ。また、自慢できる所を他県の人にたくさん知らせる。
きれいな町。
川や海などがきれいになればいい。
他の町からの観光客が増え、どんな人からも「自然が豊かで、景色がきれい」と言ってもらえるような町。
きれいな町。
川などもきれいにしてほしい。
町をきれいに保ちたい。
空気が良く、店が多い町。
自然にやさしい町になってほしい。
いつもゴミや空き缶などが落ちていない町になりたい。
明るくて緑が多く、美しい白石町になればいい。
そこらへんにゴミを散らかさないなど、きれいな町にしたい。コンビニ、セブンイレブンを近くに作ってほし
い。大きな公園だけでなく、小さくて見通しのいい公園を作ってほしい。
きれいな町。
自然豊かな暮らし。
誰でもやさしく、自然がいっぱいの町。
有明海などの自然を残しつつも、白石町にたくさん人が集まってくる設備を作ってほしい。
白石町の伝統は残したまま、いろんな店（様々な種類が増えたらいいと思う。そして暗い所が多いから、灯り
をつけてほしい。地域の活動にゴミ拾いなどを増やしたら、もっといい町になると思う。車の少ない町にした
い。
山などの自然はそのままで、店などが多く賑やかな町になってほしい。
気軽に行けるようなショッピングセンターがあるといいと思う。地域のためになるようなボランティア活動を
してして、いい所になればいいと思う。自然があふれる町。
誰でもが住みやすくなるように、自然を絶やさない。穏やかな暮らしになればいいと思います。高すぎる建物
はつくらないでほしいです。
自然が豊かなままで、公園や図書館、店などを増やしてほしい。
これからも自然豊かで、風景がきれいな町になってほしい。
捨ててあるゴミが少なくなってほしい。
今よりもきれいな町になってほしい。
美しくしてほしい。
白石町に動物病院があってほしい。森を作ってほしい。
自然の町になってほしい。事故などが少ない町になってほしい。
自然は残してほしい。でも、少しお菓子屋さんがあったら便利だと思います。
きれいな所になってほしい。都会にしてほしくない。
田や畑がたくさんあってほしい。自然がたくさんあってほしい。あまり変わらないでほしい。
自然がたくさんあってほしい。あまり変わらないでほしい。
農業や山、池などは守りつつ、情報化を進めて、美しく生活しやすい町を目指してほしい。また、町民全体が
まとまり、誰もが町づくりに参加できるようになってほしい。どの町にも負けない強い心を持ってほしい。
高城や歌垣山などを世界遺産に登録してほしい。農作物をいっぱいつくって、自然の町にしてほしい。
ケヤキの木が世界遺産に登録されてほしい。人口が増えてほしい。
学校を建てかえてほしい。プールを室内にしてほしい。遊園地がほしい。自転車で登下校できるようにしてほ
しい。大きい店がほしい。世界遺産に登録してほしい。緑を増やしたい。
もっと畑や田んぼがたくさんになってほしい。
工場などがあまりない。緑がたくさん。自然が豊か。
田んぼをもっと広くしたい。
自然のままで、店も今までの数でいい。
きれいな町になってほしい。
みんなが暮らしやすい、豊かな町になればいい。
白石町にみんなが来たくなるような店を作ったり、自然の中でいろいろな体験ができるようになればいいと思
う。
自然豊かできれいな町。
もっと自然がたくさんの町になってほしい。
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問７．自由意見  ③「美しさ・自然」に関する回答―その2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

買物ができる所を増やしてほしい。自然が豊かで、もっと空気などがきれいな町になればいいと思います。
空気がおいしい町になっていきたい。
田んぼの数をできるだけ減らさずに、コンビニがたくさんできてほしい。
ポイ捨てがなく、事故が結構少ない町にしたい。
私達でも買物ができたり、遊んだりする所がほしいです。いろんな自然などがあるので、もっとPRした方がい
いと思います。
緑は残したまま、もっと住みやすい町になってほしい。
もっと便利になり、なおかつ、自然がちゃんと残っている町になってほしいと思っています。
中央公園にサッカーゴール（もしくはミニゴール）を置いてほしいです。芝生をきれいに敷いてほしいです。
白石町に田畑が広がり、自然がいっぱいの地域であってほしいと思います。白石総合グラウンドの利用を自由
にできるようにしてほしいです。
ゴミがあまり落ちてなくて、豊かな暮らしができるようにしてほしい。
もっと街灯を増やし、少し明るくしてほしい。
自然豊かな町になってほしい。
機械に頼らなくとも、食の良さや行事をたくさん残して、毎日が幸せな町になればいいと思います。
自然が豊かな町になってほしいです。なので、木や花などもっと増えたら嬉しいです。食べ物も地産地消で、
白石町の食べ物をたくさん食べたいです。
もっと大きくしてもらいたい。ショッピングモールを作ってほしい。川が汚いから、きれいになったらいいと
思う。
もっと川がきれいになってほしい。もっと賑やかな町になってほしい。もっと大きなショッピングモールが
建ってほしい。
自然がいっぱいで、田舎になって田や畑が盛んで、米や麦がとれる町にして、もうちょっと木を植えたい。森
をつくりたい。
自然が多い。
豊かで、津波がきても大丈夫な所があると、もっと良くなる。
自然をもっと増やしてほしい。みんながとても楽しめる施設を増やしてほしい。
きれいで、ゴミの落ちていない公園をもっとつくってほしい。道のすみっこの所に花を植えたりしてほしい。
きれいな町。
稲佐山の自然を残しながら、アスレチックを楽しめる所を作って、いろんな人が来れるようにしたい。農業の
楽しさを知ってもらうために、田植え体験やタマネギ作りや、コーン、レンコン作りをしたらいいと思う。
公共施設をもっと増やしてほしい。自然を残して、のどかな町になってほしい。
ゴミなどが落ちてないきれいな町。公園や遊べる施設をもっとつくってほしい。レクリエーション施設をもっ
とつくってほしい。
自然が素敵な町。
川などがきれいになってほしい。便利になってほしい。
自然がたくさんの白石町になればいいと思う。
ゴミのポイ捨てなどがない町にしたいです。
この町が自然でいっぱいになって、みんながいつでも楽しいと言ってくれるような町になってほしいと思いま
した。
自然豊かなのどかな町になってほしい。
自然にあふれて、木などがいろいろ植えてある緑の町。
川の水が透明。外でゴミを燃やさない。賑やか。公園がある。海がきれいになってほしい（有明海）。
田んぼや畑が残ってほしい。都会にならないでほしい。小さな暗い道をなくしてほしい。小さな道も大きな道
も通りやすくしてほしい。和菓子屋さんがあってほしい。静けさもあるし、争いがない町。争いがあってもす
ぐにやめられるような町。楽しい町。助け合う町。自然がいっぱい残っていてほしい。公園などの周りは、少
し木を小さくして周りが見えやすいようにしてほしい。お年寄りの人達も安心して暮らせる町。
これからの白石町は、山がたくさんあって川が流れる町にしてほしい。地域に使える体育館がある町にしてほ
しい。
これからも自然豊かで、のどかな町であってほしい。自然豊かで、住民が暮らしやすい町だといいと思いま
す。
電車がせめて30分に一本はくる町になって欲しい。でも、手つかずの自然も大事にしてほしい。図書館を建て
て欲しい。
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問７．自由意見  ④「施設・レジャー」に関する回答―その1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いろんな公園や店などがたくさんあったり、自然がたくさんあったりしてほしい。
バスケットコートができてほしいです。
経済が発展する、みんなに住んでいて嬉しいと思われる町。イオンやゆめタウンなどができたら嬉しい。新幹
線などが通り、駅ができるともっと嬉しい。
公園などをもっと多くして、私達などの子どもが楽しめるようにしたい。
空気が良く、店が多い町。
いろんな人が快適に住める白石町になればいいと思います。文化施設が増えればいい。
これからもたくさんの店や図書館などができて、楽しい町になってほしいです。
みんなが楽しめる公園が増え、みんながすぐに行けるコンビニやスーパーが増えてほしい。
若い人達がいっぱいいる活気のある町。みんながニコニコしていて、犯罪がない町。たまに夜に外灯がなくて
暗い所があるので、夜でもまわりが見渡せる明るい町。都会の影響を受けない白石町らしい町。
人がいっぱいいて、とても仲良くてみんなが憧れるような町になってほしい。いつも楽しめるような町になっ
てほしい。店などがいっぱいある町になってほしい。
私の家の近くにあまり家がないから、もう少し人口が増えたらいい。デパートや大型スーパーが1つはあって
ほしい。
自然が豊かなままで、公園や図書館、店などを増やしてほしい。
いろいろな施設が充実すること。
白石町に動物病院があってほしい。森を作ってほしい。
少しはスーパーができてほしい。公園をもっとつくってほしい。町民図書館や町民プールを使ってほしい。
プールを室内にしてほしい。高城を世界遺産にしてほしい。
少しは大きなスーパーができてほしい。公園をもっと作ってほしい。図書館や室内プールがあったら便利。も
う少しアクション的な町にしたい。
学校をなくして、家庭教師をつくってほしい。小学生ができるスポーツジムをつくってほしい。
学校を建てかえてほしい。プールを室内にしてほしい。遊園地がほしい。自転車で登下校できるようにしてほ
しい。大きい店がほしい。世界遺産に登録してほしい。緑を増やしたい。
工場などがあまりない。緑がたくさん。自然が豊か。
もっと、いろんな所に公園や店を作ってほしい。
もっと、いろいろな人が来れる町にしてほしい。私達がもっと遊べる所をつくってほしい。
遊び場所がいっぱいある。グリーンランドができてほしい。都会になってほしい。リニアモーターカーが走っ
てほしい。白石タワー、風車、大きなプール、首相官邸、裁判所、スキー場、大きなバイキング場、飛ぶ電
車、高速道路、町立病院、飛行場、ゆめタウン、モラージュ、映画館がほしい。
買物、食事が遠くに行かずにできる。道路をきれいにしてほしい。遊べる所を作ってほしい。古い店や駅をき
れいにしてほしい。
私達でも買物ができたり、遊んだりする所がほしいです。いろんな自然などがあるので、もっとPRした方がい
いと思います。
私が行ける白石町内の祭りが年に1、2回くらいなので、もっと増やしてほしいです。祭りを増やすと、町が団
結するのでいいと思います。それに、中学生が遊べる所をもっと作ってほしいです。そうすることで、子供か
ら大人までこの白石町を好きになれると思います。
中央公園にサッカーゴール（もしくはミニゴール）を置いてほしいです。芝生をきれいに敷いてほしいです。
白石町に田畑が広がり、自然がいっぱいの地域であってほしいと思います。白石総合グラウンドの利用を自由
にできるようにしてほしいです。
たくさん店が増えて、遊べる所もいっぱいあるような楽しい所にしたい。そしたら、他の地域の人もたくさん
来ると思う。
スポーツを無料でできる所を作ってほしい。ショッピングセンターを増やしてほしい。
これからも白石町の特産物が残っていて、事件がなく、もう少し公園などの楽しめる場所を増やすなどして、
もっと楽しめる所が多くなっていればいいと僕は思います。
もっと、中学生などが遊べる所を作ってほしい。
いろいろな施設が揃っている町になってほしい。
もっと都会を目指して、楽しく過ごせるレジャー施設を増やしてほしいです。白石町をもっと賑やかな町にし
たいです。
キャンプ場がほしい。
グリーンランドのような施設があってほしい。
公園を多くする。
無料で遊べる遊園地をつくってほしい。
100円くらいで遊べる遊園地をつくってほしい。祭りは無料でできるようにしてほしい。
自然をもっと増やしてほしい。みんながとても楽しめる施設を増やしてほしい。
稲佐山の自然を残しながら、アスレチックを楽しめる所を作って、いろんな人が来れるようにしたい。農業の
楽しさを知ってもらうために、田植え体験やタマネギ作りや、コーン、レンコン作りをしたらいいと思う。
もっといろんな公園などが増えてほしい。楽しい行事がたくさんあってほしい。
きれいな町。若い人達が集まるような店や建物などがほしい。若い人達が集まると、農業もしやすい。もっと
充実している仕事などがあると良い。老人ホームや保育園がほしい。バッティングセンターなどが近くにあっ
てほしい。先生などは試験だけで受かるのではなく、中身や性格などで決めてもらいたい。保育園の求職を増
やしてもらいたい。フィットトを増やしてほしい。長続きしてほしい。
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いろいろな施設があっていいと思う。
もう少し町民のことを考えて、施設をつくったりした方がいいと思う。学校で、先生達の職員室だけクーラー
が入っていて、先生に「なんで僕たちの所はクーラーがないのか」と聞いたら、「町の人に言え」と言われた
ので、クーラーくらいは付けろと言いたい。
バッティングセンターがあればいい。ゆめタウンができればいい。
子どもが遊べるスペースをもう少し広げてほしい。
ゴミなどが落ちてないきれいな町。公園や遊べる施設をもっとつくってほしい。レクリエーション施設をもっ
とつくってほしい。
広い公園があってほしい。陸上競技があってほしい。
白石町に大きな水族館があってほしい。
子どもの行事を増やしてほしい。公園の遊具を新しくしてほしい。
イベントなどがもっとあったらいいと思う。交通がもっと便利になったらいいと思う。
大きなショッピングモールやマンションなどの建物ができたり、動物園や水族館ができてほしい。もしできた
ら白石中学校を世界遺産に登録し、いろんな客に来てもらうためにも空港などをつくってほしい。
もっと人が増えて、賑やかになってほしい。店を増やしてほしい。子ども達が遊べる所をもっと増やしてほし
い。
図書館をつくってほしい（本屋さんも）。大都市にならずにこのままがいい。ミスタードーナツと大型ショッ
ピングモール（ゆめタウン佐賀）があったら便利だと思う（ドラッグモリの近くに）。子どもの人数が多い所
に子育て金がほしい。
公園など遊ぶ所がたくさんあって、博多のような町になってほしい。そしてパソコンやテレビなどを扱うヤマ
ダ電機などがあったらいい。
川の水が透明。外でゴミを燃やさない。賑やか。公園がある。海がきれいになってほしい（有明海）。
世界遺産の所ができたら、外国人にいっぱい来てほしい。白石町は人口が少ないから人口が多くなってほし
い。店やタワーが増えてほしい。
これからの白石町は、山がたくさんあって川が流れる町にしてほしい。地域に使える体育館がある町にしてほ
しい。
遊び場が多い。商店街を多くしてほしい。ふれあい郷をまだ壊さないでほしい。
遊ぶ所がたくさんある町。
電車がせめて30分に一本はくる町になって欲しい。でも、手つかずの自然も大事にしてほしい。図書館を建て
て欲しい。
白石町にはいい人がたくさんいるので、これからも事件などがおきない平和な町になって欲しいと思う。図書
館を充実させてほしい。
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問７．自由意見  ⑤「活気ある店・商店街」に関する回答―その1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経済が発展する、みんなに住んでいて嬉しいと思われる町。イオンやゆめタウンなどができたら嬉しい。新幹
線などが通り、駅ができるともっと嬉しい。
店が多く、農作物が盛んな町になればいいと思う。
住みやすく、田舎と都会のいい所を取るといいと思う。自分の家の近くなどに、買い物をする所がないのは不
満。もう少し住みやすくなるといいと思う。
野球の練習をする所を作ってほしい。
もっと店を増やしてほしい。
もう少し店などを増やしてほしい。道路の整備などを整えてほしい。道を広くしてほしい。
山などの自然はそのままで、店などが多く賑やかな町になってほしい。
もっと明るい町になって、都会に負けないくらいの凄い町になってほしいと思った。
気軽に行けるようなショッピングセンターがあるといいと思う。地域のためになるようなボランティア活動を
してして、いい所になればいいと思う。自然があふれる町。
自然が豊かなままで、公園や図書館、店などを増やしてほしい。
ゆめタウンをつくってほしい。学校にクーラーをつけてほしい。中国など韓国から離れて、PM2.5をなくして
ほしい。
少しはスーパーができてほしい。公園をもっとつくってほしい。町民図書館や町民プールを使ってほしい。
自然は残してほしい。でも、少しお菓子屋さんがあったら便利だと思います。
少しは大きなスーパーができてほしい。公園をもっと作ってほしい。図書館や室内プールがあったら便利。も
う少しアクション的な町にしたい。
学校を建てかえてほしい。プールを室内にしてほしい。遊園地がほしい。自転車で登下校できるようにしてほ
しい。大きい店がほしい。世界遺産に登録してほしい。緑を増やしたい。
豊かな町になってほしい。
ショッピングセンターなどは少しあってほしいけど、あまり変わらないでほしい。
白石町にみんなが来たくなるような店を作ったり、自然の中でいろいろな体験ができるようになればいいと思
う。
江北と武雄のようにしてほしい。積文館、ツタヤ、ファミコンハウスがほしい。
もっと、いろんな所に公園や店を作ってほしい。
身近に買い物ができる所を増やしてほしい。
買物ができる所を増やしてほしい。自然が豊かで、もっと空気などがきれいな町になればいいと思います。
もう少し店などがある町になってほしい。
白石町はもっと発展し、大都市になってイオンモール、ショッピングセンターができてほしい。
田んぼばかりなので、ショッピングセンターなどに電車で行かなくてもいいくらいの近さがいい。
もっと近代化していったらいい。スポーツショップをつくってほしい。
田んぼの数をできるだけ減らさずに、コンビニがたくさんできてほしい。
子供も大人も楽しめて、他県からもたくさん集まってくる町。路面電車もつくってもらいたい。ショッピング
モールがほしい。
白石町に本屋ができたらいいと思う。
買物、食事が遠くに行かずにできる。道路をきれいにしてほしい。遊べる所を作ってほしい。古い店や駅をき
れいにしてほしい。
もう少しだけ店を増やしてほしい。
暗い道や、横断歩道の信号がない所がなくなり、もっと明るくなるといいと思います。また、店をもっと増や
してほしい。文房具が近くの店では買えません。店をあっちこっちに増やしたら文房具など必要な物が買え
て、遠くにまで行く必要がないので、もっと増やして豊かにしてほしいです。
もう少し、買物ができる町になればいいと思う。
私達でも買物ができたり、遊んだりする所がほしいです。いろんな自然などがあるので、もっとPRした方がい
いと思います。
もっと買物などのできる店を増やしてほしい。
みんなが安心して暮らしやすい町。ゆめタウンなど、大型のショッピングモールがあってほしい。
買物ができる場所をもっと増やしてほしい。
もっと大きな店を作って、たくさんの人を連れてきた方がいいと思います。
たくさん店が増えて、遊べる所もいっぱいあるような楽しい所にしたい。そしたら、他の地域の人もたくさん
来ると思う。
スポーツを無料でできる所を作ってほしい。ショッピングセンターを増やしてほしい。
白石町に大きいショッピングセンターがほしい。
これからもずっと、長年受け継いだ祭りや特産物を大切にしてほしい。もう少しゆめタウンなどの大きい店を
つくってほしい。
大きい店を作ってほしい。ゴミなどが全く落ちていないきれいな町になってほしい。人口が少なくなりすぎな
いでほしい。
もっと大きくしてもらいたい。ショッピングモールを作ってほしい。川が汚いから、きれいになったらいいと
思う。
地下鉄ができる。福岡まで直行で行ける。学校にクーラーをつける。人が増えて、ショッピングモールができ
る。本屋を作って下さい。
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問７．自由意見  ⑤「活気ある店・商店街」に関する回答―その2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地下鉄ができる。福岡まで直行で行ける。学校にクーラーをつける。人が増えて、ショッピングモールができ
る。本屋を作って下さい。
大きな電波塔が建って、情報通信技術産業が発展してほしいです。他にも白石にショッピングセンターなどが
できて、白石を近代化してほしいです。あと、もっと都市化して、経済にも力を入れてほしいです。リニア
モーターカーや地下鉄なども走って、もっと地域を活性化してほしいです。
もっと川がきれいになってほしい。もっと賑やかな町になってほしい。もっと大きなショッピングモールが
建ってほしい。
駅（例えば肥前竜王駅）などをきれいに開発してほしい。コンビニやスーパーを増やしてほしい。公園を増や
してほしい。
もっといろんな人に見に来てもらいたいです。白石駅までの1本道に桜の並木が立ったらいいと思います。有
明海も水族館など、有田町の有田焼のような全国でも有名なブランドを出してほしいです。学校の教室にエア
コンを付けてほしいです。
いろいろ食事をする所があったり、大型スーパーができたりしてほしい。
楽しく明るい町にしたいし、田舎でなく、職業に就きやすい所や映画館、サッカーのスタジアム、ビルを建て
る。ジャスコやゆめタウンなどを作ってほしい。
大きなショッピングモールやマンションなどの建物ができたり、動物園や水族館ができてほしい。もしできた
ら白石中学校を世界遺産に登録し、いろんな客に来てもらうためにも空港などをつくってほしい。
店を増やしたい。
工業や商業がもっと盛んになってほしい。
もう少し街灯を増やしてほしい。
楽しい町になったらそれでいい。
農作物がもっと盛んになってほしい。
賑わっている町。
人がたくさんいて、賑やかな町。
買い物ができる町（洋服など）。
店がたくさんある町。
ショッピングモールがたくさんある町。
店を増やしてほしい。
ショッピングモールができて、おしゃれな町。
もっと人が増えて、賑やかになってほしい。店を増やしてほしい。子ども達が遊べる所をもっと増やしてほし
い。
田んぼや畑が残ってほしい。都会にならないでほしい。小さな暗い道をなくしてほしい。小さな道も大きな道
も通りやすくしてほしい。和菓子屋さんがあってほしい。静けさもあるし、争いがない町。争いがあってもす
ぐにやめられるような町。楽しい町。助け合う町。自然がいっぱい残っていてほしい。公園などの周りは、少
し木を小さくして周りが見えやすいようにしてほしい。お年寄りの人達も安心して暮らせる町。
映画館やデパートがあった方が、わざわざ遠くに行かなくても良い。もう少し都会になってほしい。もっと人
口が増えてほしい。大きな祭りがあってほしい。
みんなが結婚して赤ちゃんを産んで、人口がいっぱい増えたらいいと思う。店がいっぱい増えてほしい。みん
なが楽しんで買い物できるから。
イオンやラウンドワン等の娯楽施設を充実をさせ、バッティングセンターをつくってほしい。
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美しい町になり、たくさんの子供に恵まれて、ゴミが落ちていない町になればいいと思います。
たくさんの人が住む町になってほしい。
子どもや町民がたくさんいて、賑やかな町になってほしい。
有明海などの自然を残しつつも、白石町にたくさん人が集まってくる設備を作ってほしい。
人がいっぱいいて、とても仲良くてみんなが憧れるような町になってほしい。いつも楽しめるような町になっ
てほしい。店などがいっぱいある町になってほしい。
私の家の近くにあまり家がないから、もう少し人口が増えたらいい。デパートや大型スーパーが1つはあって
ほしい。
白石町に人が増えるようになればいい。
これからの白石町は、どんどん発展してほしい。農業がもっと盛んになってほしい。
ケヤキの木が世界遺産に登録されてほしい。人口が増えてほしい。
子どもの増加。
みんなが暮らしやすい、豊かな町になればいい。
活気のある町にしたい。
田舎のイメージが強いから、もっとみんなが集まってくるような町がいいと思う。
もっと、いろいろな人が来れる町にしてほしい。私達がもっと遊べる所をつくってほしい。
子供がたくさんいて、賑やかな町。
子供も大人も楽しめて、他県からもたくさん集まってくる町。路面電車もつくってもらいたい。ショッピング
モールがほしい。
もっと大きな店を作って、たくさんの人を連れてきた方がいいと思います。
たくさん店が増えて、遊べる所もいっぱいあるような楽しい所にしたい。そしたら、他の地域の人もたくさん
来ると思う。
若い人が多くいる町になってほしい。小学校の児童数が減っていっているが、増えたらいいと思う。
もう少し設備や行事などが増やして、観光地のようにしていきたい。
自分では、須古の山の夜間イルミネーションで観光地にしてほしい。祭りなどの行事を増やして、他の地区か
らも来てくれるようになるなど、地域を盛り上げるようなことがあればいいと思う。
環境が豊かになってほしい。
農業が盛んになってほしい。もっと人口が増えて、農業をする人が増えてほしい。
安全で安心できる町になって、観光客がたくさん来てくれるような町になってほしい。犯罪のない町や事故や
違反が少ない町になってほしいです。
もっと人を増やして、賑やかな町にしていきたいと思う。そして、有名なものを増やしたい。
人にたくさん来てもらって、この白石町を好きになってもらえるような町になってほしいと思います。
もっと道路がきれいで、暗くても道が見える町、街灯が多い町。
大きい店を作ってほしい。ゴミなどが全く落ちていないきれいな町になってほしい。人口が少なくなりすぎな
いでほしい。
今の町の行事、文化（祭り、イベント）などが残っていってほしい。
もっと発展するようにしたい（近代化など）。
もっと都会のようになってほしい。もっと近代化してほしい。天文台を作ってほしいです。
もっと川がきれいになってほしい。もっと賑やかな町になってほしい。もっと大きなショッピングモールが
建ってほしい。
人口が増えて、賑やかな町になれば良いと思います。
きれいな町。若い人達が集まるような店や建物などがほしい。若い人達が集まると、農業もしやすい。もっと
充実している仕事などがあると良い。老人ホームや保育園がほしい。バッティングセンターなどが近くにあっ
てほしい。先生などは試験だけで受かるのではなく、中身や性格などで決めてもらいたい。保育園の求職を増
やしてもらいたい。フィットトを増やしてほしい。長続きしてほしい。
もっといろんな人に見に来てもらいたいです。白石駅までの1本道に桜の並木が立ったらいいと思います。有
明海も水族館など、有田町の有田焼のような全国でも有名なブランドを出してほしいです。学校の教室にエア
コンを付けてほしいです。
たくさんの人が住む町にしたい。
住む人がたくさんいて、楽しい白石町。
大きなショッピングモールやマンションなどの建物ができたり、動物園や水族館ができてほしい。もしできた
ら白石中学校を世界遺産に登録し、いろんな客に来てもらうためにも空港などをつくってほしい。
人がたくさんいて、賑やかな町。
いろんな人達が暮らしやすい町。
人々がたくさんいて、自給自足で生きていける町になればいいと思う。
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問７．自由意見  ⑥「人口増・観光客」に関する回答―その2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人がたくさんいる町。
農業が盛んで、観光客が増えるような町になればいいと思う。
少し人口が増えて、緑が多い白石町になってほしいです。
もっと人が増えて、賑やかになってほしい。店を増やしてほしい。子ども達が遊べる所をもっと増やしてほし
い。
世界遺産の所ができたら、外国人にいっぱい来てほしい。白石町は人口が少ないから人口が多くなってほし
い。店やタワーが増えてほしい。
田んぼや畑が残ってほしい。都会にならないでほしい。小さな暗い道をなくしてほしい。小さな道も大きな道
も通りやすくしてほしい。和菓子屋さんがあってほしい。静けさもあるし、争いがない町。争いがあってもす
ぐにやめられるような町。楽しい町。助け合う町。自然がいっぱい残っていてほしい。公園などの周りは、少
し木を小さくして周りが見えやすいようにしてほしい。お年寄りの人達も安心して暮らせる町。
安全で、外国人と仲良くできる白石町になりたいです。
人口が増えてほしい。
映画館やデパートがあった方が、わざわざ遠くに行かなくても良い。もう少し都会になってほしい。もっと人
口が増えてほしい。大きな祭りがあってほしい。
遊び場が多い。商店街を多くしてほしい。ふれあい郷をまだ壊さないでほしい。
都会のようにならないで、人口の多い地域。自然がきれいな地域。賑やかで気持ちいい、活気がある町。
みんなが結婚して赤ちゃんを産んで、人口がいっぱい増えたらいいと思う。店がいっぱい増えてほしい。みん
なが楽しんで買い物できるから。
人が増える要素がある町になればいいと思う。
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問７．自由意見  ⑦「農業・特産品」に関する回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特産物の物がもっと盛んにつくれるようになったり、事故や事件がない町になってほしい。

おいしいものがいっぱいある町。楽しくて賑やかな町になってほしい。
店が多く、農作物が盛んな町になればいいと思う。
これからの白石町は、どんどん発展してほしい。農業がもっと盛んになってほしい。
農業が盛んな町。
農業が盛んな町。
農業や山、池などは守りつつ、情報化を進めて、美しく生活しやすい町を目指してほしい。また、町民全体が
まとまり、誰もが町づくりに参加できるようになってほしい。どの町にも負けない強い心を持ってほしい。
農業が盛んな町。
明るくて、みんな共に協力し合えるような町がいいと思います。白石町のいろんな特産物が全国に伝わり、広
がればいいと思います。
これからも白石町の特産物が残っていて、事件がなく、もう少し公園などの楽しめる場所を増やすなどして、
もっと楽しめる所が多くなっていればいいと僕は思います。
農業が盛んになってほしい。もっと人口が増えて、農業をする人が増えてほしい。
もう少し町の中心部を活気づけ、もっと生活しやすい豊かな町になってほしい。そして、農産物がたくさんあ
る町にしてほしい。
これからもずっと、長年受け継いだ祭りや特産物を大切にしてほしい。もう少しゆめタウンなどの大きい店を
つくってほしい。
機械に頼らなくとも、食の良さや行事をたくさん残して、毎日が幸せな町になればいいと思います。
自然が豊かな町になってほしいです。なので、木や花などもっと増えたら嬉しいです。食べ物も地産地消で、
白石町の食べ物をたくさん食べたいです。
もっと人を増やして、賑やかな町にしていきたいと思う。そして、有名なものを増やしたい。
自然がいっぱいで、田舎になって田や畑が盛んで、米や麦がとれる町にして、もうちょっと木を植えたい。森
をつくりたい。
豊かで、津波がきても大丈夫な所があると、もっと良くなる。
公園を多くする。
全国でも有名な有明海ののりを使って、1日のりの養殖体験をすると楽しくなる。この白石町の田を利用し
て、米作り体験や農業体験をする。
きれいな町。若い人達が集まるような店や建物などがほしい。若い人達が集まると、農業もしやすい。もっと
充実している仕事などがあると良い。老人ホームや保育園がほしい。バッティングセンターなどが近くにあっ
てほしい。先生などは試験だけで受かるのではなく、中身や性格などで決めてもらいたい。保育園の求職を増
やしてもらいたい。フィットトを増やしてほしい。長続きしてほしい。
もっと田畑が増えてほしい。
農作物がもっと盛んになってほしい。
人々がたくさんいて、自給自足で生きていける町になればいいと思う。
農業が盛んで、観光客が増えるような町になればいいと思う。
おいしい物がたくさん作れる自然な町。
凄くおいしい食べ物を食べに旅行に来てもらって、「おいしい」と言ってもらって人気になってほしい。
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問７．自由意見  ⑧「このまま」に関する回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問７．自由意見  ⑨「交通の利便性」に関する回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今まで通り、田が多い所であってほしいと思う。
このままがいい。
このまま、のどかな町のままであってほしい。
今のままでいいと思う。
変わらないで良い。
自然がたくさんあってほしい。あまり変わらないでほしい。
このままでいい。
プールを室内にしてほしい。高城を世界遺産にしてほしい。
都会にはなってほしくない。人が増えてほしくない。
このままの自然豊かな町のままでいい。
このままでいい。
今のままでいい。
今のままで十分。
今のままがいい。
図書館をつくってほしい（本屋さんも）。大都市にならずにこのままがいい。ミスタードーナツと大型ショッ
ピングモール（ゆめタウン佐賀）があったら便利だと思う（ドラッグモリの近くに）。子どもの人数が多い所
に子育て金がほしい。
このままで良い。

便利な町になってほしい。

経済が発展する、みんなに住んでいて嬉しいと思われる町。イオンやゆめタウンなどができたら嬉しい。新幹
線などが通り、駅ができるともっと嬉しい。
バスが便利になればいい。
もう少し建物を建てて、便利にしてもらいたい。
きれいな道路がたくさんある。
道路をもっと広くしてほしい。
明るい町。バスや電車が便利になればいい。
買物、食事が遠くに行かずにできる。道路をきれいにしてほしい。遊べる所を作ってほしい。古い店や駅をき
れいにしてほしい。
今の町の感じは残しつつ、もう少し交通の便が良く、職業が多い町になってほしい。あと、大人になってか
ら、町内の人が他の町に行かなくても、白石町に住みたいと思える町になってほしい。
駅（例えば肥前竜王駅）などをきれいに開発してほしい。コンビニやスーパーを増やしてほしい。公園を増や
してほしい。
もっといろんな人に見に来てもらいたいです。白石駅までの1本道に桜の並木が立ったらいいと思います。有
明海も水族館など、有田町の有田焼のような全国でも有名なブランドを出してほしいです。学校の教室にエア
コンを付けてほしいです。
道路や道のアスファルトをきれいにしてほしい。亀裂やヒビなどがあるから。
もっと町外に出れる交通機関を整備して欲しいです。
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問７．自由意見  ⑩「歴史・文化」に関する回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伝統芸能を守っていきたい。
もっと伝統芸能を増やしてほしい。
祭りがたくさんある。
白石町の伝統は残したまま、いろんな店（様々な種類が増えたらいいと思う。そして暗い所が多いから、灯り
をつけてほしい。地域の活動にゴミ拾いなどを増やしたら、もっといい町になると思う。車の少ない町にした
い。
プールを室内にしてほしい。高城を世界遺産にしてほしい。
伝統的な祭りがなくならないで、将来までずっとあってほしい。
蜂が少なく安全な白石。祭りがたくさんの白石。犯罪が少ない白石など。
昔からの伝統を大切にする町。
今の伝統を何年も受け継ぎ、今の悪い点をなくして、良い点ばかりの町になってほしいです。
私が行ける白石町内の祭りが年に1、2回くらいなので、もっと増やしてほしいです。祭りを増やすと、町が団
結するのでいいと思います。それに、中学生が遊べる所をもっと作ってほしいです。そうすることで、子供か
ら大人までこの白石町を好きになれると思います。
自分では、須古の山の夜間イルミネーションで観光地にしてほしい。祭りなどの行事を増やして、他の地区か
らも来てくれるようになるなど、地域を盛り上げるようなことがあればいいと思う。
100円くらいで遊べる遊園地をつくってほしい。祭りは無料でできるようにしてほしい。
イベントなどがたくさんあって、みんなが楽しめるような町になりたい。
映画館やデパートがあった方が、わざわざ遠くに行かなくても良い。もう少し都会になってほしい。もっと人
口が増えてほしい。大きな祭りがあってほしい。
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問７．自由意見  ⑪その他の回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目や足などの不自由な人が、安全に暮らせる施設などがあるといい。
環境にいい町になりたい。
障害のある人も住みやすい町になればいいと思う。
障害者も住みやすい町。
世界や全国で恵まれ、有名な白石町。
有名な町になればいい。
いろんな人が快適に住める白石町になればいいと思います。文化施設が増えればいい。
アメリカのように拳銃を持っている町。
東京都のようになってほしい。
ずっと晴れがいい。
もっと都会になってほしい。もと賑やかになってほしい。田が多すぎる。
ゆめタウンをつくってほしい。学校にクーラーをつけてほしい。中国など韓国から離れて、PM2.5をなくして
ほしい。
中学校や高校にも医学部があってほしい。学校は教科書でなくて、タブレットで勉強したい。1日3時間、外国
語があってほしい。
農業や山、池などは守りつつ、情報化を進めて、美しく生活しやすい町を目指してほしい。また、町民全体が
まとまり、誰もが町づくりに参加できるようになってほしい。どの町にも負けない強い心を持ってほしい。
ヘラクレスを放してほしい。
もう少し都会らしくしたらいいと思う。
もっと都会のようにしてほしい。
もう少し都会になってほしい。
中学校全部の教室にクーラーをつけてほしい。
医療や福祉を充実させて、高齢化が進んでいくことに対応していってほしい。
みんなが暮らしやすい環境がある町になってほしい。
明るく挨拶が響く町。助け合っていける町。
地下鉄ができる。福岡まで直行で行ける。学校にクーラーをつける。人が増えて、ショッピングモールができ
る。本屋を作って下さい。
もっと都会のようになってほしい。もっと近代化してほしい。天文台を作ってほしいです。
病院の手術がとても上手な町。誰でも参加できる楽しいイベントをたくさん作る。
何でも無料。
きれいな町。若い人達が集まるような店や建物などがほしい。若い人達が集まると、農業もしやすい。もっと
充実している仕事などがあると良い。老人ホームや保育園がほしい。バッティングセンターなどが近くにあっ
てほしい。先生などは試験だけで受かるのではなく、中身や性格などで決めてもらいたい。保育園の求職を増
やしてもらいたい。フィットトを増やしてほしい。長続きしてほしい。
楽しく明るい町にしたいし、田舎でなく、職業に就きやすい所や映画館、サッカーのスタジアム、ビルを建て
る。ジャスコやゆめタウンなどを作ってほしい。
工業や商業がもっと盛んになってほしい。
もう少しいろんな整備を整えてほしい。
図書館をつくってほしい（本屋さんも）。大都市にならずにこのままがいい。ミスタードーナツと大型ショッ
ピングモール（ゆめタウン佐賀）があったら便利だと思う（ドラッグモリの近くに）。子どもの人数が多い所
に子育て金がほしい。
田んぼや畑が残ってほしい。都会にならないでほしい。小さな暗い道をなくしてほしい。小さな道も大きな道
も通りやすくしてほしい。和菓子屋さんがあってほしい。静けさもあるし、争いがない町。争いがあってもす
ぐにやめられるような町。楽しい町。助け合う町。自然がいっぱい残っていてほしい。公園などの周りは、少
し木を小さくして周りが見えやすいようにしてほしい。お年寄りの人達も安心して暮らせる町。


