
令和２年度市民意識調査に係る自由意見

分類項目 件数 構成比率

道路・交通・公園 74 20.7%

行政 35 9.8%

人口減少 30 8.4%

まちづくり全般 29 8.1%

今回の調査に関して 20 5.6%

安全・安心、防災 19 5.3%

観光 18 5.0%

暮らし・福祉・人権 18 5.0%

施設 17 4.8%

商工・経済 16 4.5%

住環境 16 4.5%

医療・衛生 14 3.9%

その他 13 3.6%

歴史・文化 12 3.4%

景観・まちなみ 9 2.5%

子育て 9 2.5%

環境　(自然環境、環境問題) 3 0.8%

農林水産業 2 0.6%

教育・生涯学習 2 0.6%

平和 1 0.3%

合計 357 100%

　調査における自由意見の数は357件であった。
　内容により20項目に分類し、複数の項目にわたる
意見については、それぞれの項目で１件としている。
　また、誤字脱字等については一部修正している
が、原則として回答者の記載をそのまま掲載した。
　なお、「わからない」「特にない」「回答が遅くなり申
し訳ない」などのみの記載分は除いている。
　
※次ページ以降の意見の掲載順については、第四
次総合計画におけるまちづくりの方針の順番に概ね
準じて並び替えている。
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16 施設 -

17 人口減少 -

18 まちづくり全般 -

19 今回の調査に関して -

20 その他 -

観光3
交流のための都市機能を高め、交流を促進し、賑わいを創出します

国際性を豊かにします

良好な生活環境を確保します

4 　平和
被爆の実相を継承します

核兵器廃絶の世論を喚起し、平和な世界を創造します

5 　商工・経済

交流を活かした地場企業の活性化と域内経済の循環を促します

域外経済への進出を加速します

地場企業の経営資源を強化します

新しい企業・新しい産業を創造し育成します

6

自由意見の分類項目 第四次総合計画における基本施策

まちなみ、自然を活かし、まちの質を高めます

歴史・文化遺産を守り、活かし、伝えます

　農林水産業

農林業に新しい活力を生み出します

水産業で長崎の強みを活かします

地元農水産物を活かして食関連産業を活性化します

10 　道路・交通・公園
道路・交通の円滑化を図ります

安全・安心で快適な公共空間をつくります

人と自然が共生する環境をつくります

環境行動を実践します

8 　安全・安心、防災

災害に強いまちづくりを進めます

消防体制を強化します

犯罪のない地域づくりを進めます

安心できる消費生活環境をつくります

7
　環境
　(自然環境、環境問題)

持続可能な低炭素社会を実現します

循環型社会の形成を推進します

9 　住環境

暮らしやすいコンパクトな市街地を形成します

安全・安心な居住環境をつくります

安全・安心な水を安定して供給します

14

11 　暮らし・福祉・人権

人権が尊重され、様々な分野で男女が参画する社会を実現します

高齢者が暮らしやすい地域づくりを進めます

障害者が暮らしやすいまちづくりを進めます

原爆被爆者の援護を充実します

暮らしのセーフティネットを充実します

自らすすめる健康づくりを推進します

12 　医療・衛生
安心できる衛生環境を確保します

安心できる医療環境の充実を図ります

安心して子どもを生み育て、子どもの健やかな育ちを図ります

　教育・生涯学習

次代を生きぬく子どもを育みます

15 　行政

市民が主役のまちづくりを進めます

つながりあう地域社会をつくります

市民に信頼される市役所にします

-

だれもが生涯を通じていきいきと学べる社会をつくります

スポーツ・レクリエーションの振興を図ります

-

-

-

-

芸術文化あふれる暮らしを創出します



まちづくりに関するご意見、ご要望
No. 内容 居住地区 年齢 性別
1 　歴史・文化 長崎は、文化的な面で基準が低すぎる。長崎街道を最も粗末に扱っているのが長崎市というのも一例。 中央東部地区 60～64歳 男性
2 　歴史・文化 高層ビルがどんどん建てられ、古い歴史がある建物は壊されて、長崎はどうなってゆくのか心配しています。 中央東部地区 65～69歳 女性
3 　歴史・文化 旧県庁跡地の遺跡については歴史観光の長崎のシンボルとして整備、開発されんことを切望する。 中央東部地区 70歳以上 男性
4 　歴史・文化 本市は鎖国時代から海外文化の窓口・発祥の地として栄えた街であり、歴史文化を生かしながら調和のとれた都市づくりを目指して欲しい。（ソフト・ハード両面から）。 中央東部地区 70歳以上 男性
5 　歴史・文化 かくれキリシタン，原爆，教会が多いなど，長崎にしかない歴史があるので，どこもかしこもマンションにするのではなく，もっと残すべきものは残してほしい． 中央北部地区 40～44歳 女性
6 　歴史・文化 各所歩道などにある原爆や歴史的な遺構の説明板が古くなって読めなくなっていてもったいないなと思います。また英語や中国語も併記した方がよいように思います。 滑石地区 40～44歳 男性

7 　歴史・文化
長崎にはまだ知られていない財産魅力がたくさんあると思いますそれを生かしていただき歴史的にもまだ見てもらうところはたくさんあると思うので整備を速めて頂いてより良い長崎
にしていただければありがたいです願ってます。 滑石地区 50～54歳 女性

8 　歴史・文化 遺構などを残す努力をして頂きたい。今あるもの、らしさを大切にして頂きたい。 福田地区 60～64歳 女性
9 　歴史・文化 外国の方の住宅地や、文化の整備をして共生できるようにしたい。 東長崎地区 20～24歳 男性

10 　歴史・文化
歴史的な建物が無くなり、マンションなどの建設が多い。情緒的な物は、残すよう、またビル、マンション等、高さを低くできるような規制があると良いのですが。懐かしい建物がなくな
るのは残念です。 東長崎地区 60～64歳 女性

11 　歴史・文化
県立図書館跡地にある古賀十二郎先生の石碑を水辺の森公園に移してほしい。ほかの石碑や案内板も破損があるのをなおしてほしい。石碑の文字も読めないものは刻字しなおし
等検討してほしい。 琴海地区 40～44歳 女性

12 　歴史・文化 歴史、文化を大切にするまちづくり。
13 景観・まちなみ 観光や夜景を武器にしていくつもりであれば、ポコポコ無計画にマンションを建てさせるのはＮGだと思います。条例等で規制をつけるべきかと私は思います。 中央東部地区 25～29歳 男性
14 景観・まちなみ 電線が景観を崩していると思うので、少しずつでも、地下から電力を供給するための工事を進めてほしいです。はたあげしにくいですし。 中央東部地区 30～34歳 女性
15 景観・まちなみ 電柱が多い。 中央東部地区 55～59歳 男性
16 景観・まちなみ 高層マンションは山の景観の面積が減って、あまり好ましくないと思う。 中央東部地区 55～59歳 女性

17 景観・まちなみ
県か市かわかりませんが、今までとても良い建物が壊され、古い建物は二度と同じ場所にも見ることなくビルに替わりとても悲しく淋しく感じています。観光長崎とは名ばかりで新し
い物好きは昔から変わらない気質なのかなと思います。長崎が貧乏すぎるのかよいものを買い支えることが大事に使うということができない県又は市だと残念に思う。 中央南部地区 65～69歳 女性

18 景観・まちなみ
私が通勤している通りでいつも思うのですが、（興善）町辺りに中央の（道路）ところにいつも草が生い茂っているのをよく見かけます（又メディカルセンター）ところも草が生い茂ってい
ます。観光シーズン時は恥ずかしい気持ちになります。よろしくお願いします。長崎に観光で来る客様に美しい町に来てほしいと思う。 小ヶ倉地区 70歳以上 女性

19 景観・まちなみ 史跡や昔ながらの建造物・景観を出来るだけ残してほしい。そして落ち着いた町並みにしてほしい。 日見地区 70歳以上 男性
20 景観・まちなみ ガス灯のような外灯やレンガ造りの建物、石畳の道がもっと増えると観光地としての長崎のイメージがはっきりすると思います。 東長崎地区 45～49歳 女性
21 景観・まちなみ 比較的緑（植木）が多い町だと思うが、もう少し花を多く植えたら、もっと美しい観光地になると思う。 東長崎地区 70歳以上 女性
22 観光 コロナがおさまったら、文化財に関する施設や、観光名所に行ってみたいと思っています。 中央東部地区 30～34歳 女性
23 観光 ・観光依存からの脱却。・自立。 中央東部地区 55～59歳 男性

24 観光

観光地付近、周辺それに関わるけれどもメインの所のみきれいにされていて、メインから離れると清潔感がない所がある。例えば、眼鏡橋はきれいだけど、袋橋には草？がまきつい
ている。安全面でもよくありません。上流の石橋付近も草がはえていたり、清潔感がなかったり…。長崎市全体をもっと清潔感あふれる観光地にしてほしい。例えば長崎は紅葉。大
規模なところがないので時間はかかりますが、そんな所を作る。四季を通じて何か、とか。また、今後、野母﨑地区は恐竜博物館などができるが、琴海地区は少しほったらかしにさ
れているような気がします。自然が豊富でそれを活かすのであれば、もっとPRをしないといけないと思います。（されていたら申し訳ありません。）旅番組を見ていてもおなじようなこ
と、場所ばかりのようでリピーターは少なくなると思います。 中央東部地区 55～59歳 女性

25 観光 グラバー園から鍋冠山にスカイロードみたいなものが出来れば、今以上素敵な観光スポットになると思います。 中央東部地区 60～64歳 男性
26 観光 観光地として魅力がないと思う。もっと魅力的にしてほしい。 中央東部地区 60～64歳 女性
27 観光 観光地長崎に対して、トイレが汚く思います。特に眼鏡橋付近はもっと手洗場所多く作って欲しいです。 中央東部地区 70歳以上 女性

28 観光

稲佐山にスロープカーができたのはいいと思うが、本当に乗り場だけだった。お土産とか限定グッズをおいたら売れそう。ドックランがあるので関連する商品を売ってもよさそう。山頂
にできたハンバーガーがポテト、ドリンクバーガーで￥１６５０もするなんて場所代含むと思うが高すぎると思った。市民は二度三度目の購入はないかも。コロナ禍で難しいとは思う
が、一般人歌自慢コンテストとかドッグランふれあいイベントとかライトアップとかイベントごとつくって屋台とか出店増えたら活気が出そうだなと思った。自分のまちについて考えるい
い機会になりました。ありがとうございました。 中央西部地区 30～34歳 女性

29 観光 観光に取組むのであれば、夜、家族（こども）で食事が出来る「まちづくり」を進めたらどうですか。（一例）夜のマッサージを子供に親が見せる事が出来ますか。 中央西部地区 70歳以上 男性
30 観光 観光地に駐車場が少ない。中華街の閉店時間が早い。西洋館の使い方がもったいない（観光施設に使う）。 中央北部地区 45～49歳 女性
31 観光 〝玄関〟である長崎駅前周辺の整備充実。改札を出た途端「観光地に来た！」と思えるようなつくりを。ライトアップも結構だが、ＬＥＤ防犯灯の増設も。 中央北部地区 50～54歳 男性

32 観光
観光に力を入れたいのであれば、バス停での行き先、料金など、後、どれぐらいで着く、今どの辺を走っているなど、誰が見てもすぐにわかりやすいバス停の表記をきちんとしてほし
い。（長崎駅前バス停はエレベーターを設置するならどこにあるかわかりやすくしてほしい。） 小榊地区 55～59歳 男性

33 観光 長崎は、良いものがたくさんあるが、全国にアピールが足りない、へたと思う(コロナで現在は来てほしくないが)。 西浦上地区 65～69歳 女性

34 観光
「沈黙」という映画の原作は外海地区他長崎市内であったにも関わらず、ロケ地としての許可がでなかったので、台湾で撮影されたと聞いた。長崎が舞台になっているアニメが放送
された時、長崎市の宣伝は弱かった。佐賀県を見習ってもっと貪欲にあるゆる年代の人を招くような活動をしてほしい。歴史の町だけでは観光客は減ると思う。 滑石地区 40～44歳 女性

35 観光
時々海外旅行に行ってます。同じ場所を何度が訪ねて気付く事があります。その地域の穏やかに流れる雰囲気、空気感が大好きです。訪問者にもその時だけに使える特典があっ
たりします。そういう風な環境作りを試みてはいかかでしょうか？ 滑石地区 65～69歳 女性

36 観光 出島祭りを行ったらどうでしょうか（3日間位）。長崎の曲だけ歌う大会等も。 東長崎地区 70歳以上 男性
37 観光 企業誘致も大事ですが、長崎は観光の町。グラバー園を中心に、東山手・南山手の再開発、（昔の外国人居留地の再現を東山手・南山手にかけて大々的にしてもらいたい。） 三和地区 65～69歳 男性
38 観光 観光業を豊かにしてほしい。 琴海地区 20～24歳 女性

39 観光
大村空港から船で西海橋を通り、長崎港へ入港する観光コースの開発。又は琴海地区から三重地区へ運河的な物を作り、大村空港から長崎港へ、入港出来る観光コースを作る事
で、大村湾の水質改善との両立も出来ると思います。財政上の問題が有ると思いますが、船で長崎へ入港する他になり、観光ルートが出来ればと思います。 琴海地区 60～64歳 男性

40 平和 平和、観光だけでははずれにすんでる者は何の恩恵もない。 式見地区 60～64歳 女性
41 商工・経済 アーケードはドラッグストアばかりで買い物する所が無いと思う（若い世代が少ない）。アーケードを賑わいのある場所にして欲しい。 中央東部地区 30～34歳 男性



まちづくりに関するご意見、ご要望
No. 内容 居住地区 年齢 性別
42 商工・経済 長崎の経済活性を高めるために、もっと国内や海外情報をいち早く関係先にまた市民に知らせてほしい。 中央東部地区 65～69歳 男性

43 商工・経済
勝手な個人の希望を記入させて下さい。’’スミマセン’’　浜の町が、ドラッグストアや野菜屋、携帯ショップばかりのイメージになってしまったので、女性が好きな雑貨屋やオシャレな
カフェやキッチン雑貨などかわいいいお店をもう少し増やしてほしいです。 中央南部地区 40～44歳 女性

44 商工・経済 商業施設が増えると、活気が生まれるうえ、経済面でも良くなると思います。 中央北部地区 25～29歳 女性

45 商工・経済
大規模なイベントばかりではなく①術中音楽フェスや②よかもん市などの食・長崎市で頑張っている企業の製品の販売などを隔月で開催すると長崎市の新たな魅力の発信になるの
ではと思いました。 中央北部地区 45～49歳 男性

46 商工・経済 観光ばかりに力を入れず（コロナ等、有事の時を考えて）経済、産業等にも力を入れてほしい。 中央北部地区 65～69歳 女性

47 商工・経済
長崎新幹線を早く全線開通させて欲しい。
公務員や銀行以外の働き口を増やして欲しい。子供が帰って来れない。 西浦上地区 60～64歳 男性

48 商工・経済 出島メッセに関し　長崎の農産、水産などもっと市民の台所として活発な産業になるよう、販売力に力を注いでほしい！。 滑石地区 55～59歳 女性
49 商工・経済 職の機会などを増やし、経済的な充実を希望しています。 福田地区 30～34歳 男性
50 商工・経済 繁華街に居酒屋が少なくなっているし、活気が減ってきてるので、もっと活気を増やして欲しい。チェーン店が少ないので、もう少し増やしてほしい。駐車場のビルを増やして欲しい。 茂木地区 25～29歳 女性
51 商工・経済 働ける場所を増やし雇用の拡大。低賃金の見直し。 茂木地区 40～44歳 女性
52 商工・経済 三菱重工が減給している為に働く場所が減ってきている。対策を早急に立て行動してほしい。 日見地区 70歳以上 男性

53 商工・経済
観光ばかりに頼らず、物作りができる企業の誘致や育成をするようにして欲しい。コロナ禍の中で、サービス業が低迷している。造船業も危い状況にあることを考えると工業の誘致
などが望まれる。 東長崎地区 65～69歳 男性

54 商工・経済 物価を安くしてほしい。賃金を上げてほしい。 土井首地区 30～34歳 男性

55 商工・経済
今はコロナ禍で難しいかもしれませんが、商業施設や飲食店がもっと増えたら良いなあと思います。野母崎地区に住んでいますが、本当に交通の便が不便で町を出ていく方もたくさ
んいるので、高齢者も住みやすくなるよう対策が何かあればと思います。（食品の移動販売等？） 野母崎地区 25～29歳 女性

56 商工・経済
長崎の経済が発展しますように。コロナで恐怖と隣り合わせで働いております。が，長崎市の臨時職員さん方は自宅待機となってもお給料は支払われるとの事。医療や介護の現場
は人手不足で休むひまもありません。 三重地区 40～44歳 女性

57 農林水産業 農業を営んでいますが、台風などでの天災での保障、予防策などをもう少し充実させてほしい。防風ネットなどの設置。 茂木地区 60～64歳 男性
58 農林水産業 漁業、農業従事者が高齢化で減っている、漁業権利、農地の借り上げをして、民間の会社、並びに他地区から個人従事者を増やしてほしい。
59 環境 新たな施設は不要です。緑化等の環境整備を希望します。 中央南部地区 55～59歳 男性
60 環境 食品ロスについて。家庭はもちろんですが、企業側に処分する物を、子供食堂、一人親の家庭、そしてコロナ渦で困っている人達へ配布出来るネットワークを充実して欲しい！！。 中央南部地区 65～69歳 女性
61 環境 水害前に川・溝の土砂を清掃して欲しい。 中央南部地区 70歳以上 男性

62

安全・安心、防災

治安が良いのは一番だと思いますが，他県に比べて大きな犯罪が少ないのは，とてもありがたいと思っています。緑のある公園がもっとたくさんあるとうれしいですが，地形上難しい
かなと思います．個人的には，資料館は今の数でよいと思うので，清潔な町であれば，それでよいと思います。長崎は医療がすばらしいと思うので，そこを一番に取り組んでいただ
きたいと個人的には思います。仕方ないことですが，植物園の閉館はとてもさみしかったです。それ以外では，古い建物はなるべく残していただきたいと思います。（そこは，ヨーロッ
パのように古いものを大事にするほうがよいと思います。長崎らしさがなくなってしまいます）。 中央東部地区 35～39歳 女性

63 安全・安心、防災 コロナの情報やネットなどでもっと確認しやすくしてほしいです。（火災、事故など） 中央東部地区 50～54歳 女性
64 安全・安心、防災 犯罪の少ない町づくり。 中央東部地区 65～69歳 男性
65 安全・安心、防災 イノシシの被害が大きく、今迄以上の対策をお願いしたい。長崎市の観光のシンボル稲佐山公園や登山道もあちらこちら掘り返され大きな石がころがったりしてる。 中央西部地区 65～69歳 女性

66
安全・安心、防災

住近くは坂道が多く、強い雨が降ると側溝壁から雨水が漏れ、市役所に相談したが、見に来てはくれたが何の改善もなされていない。近所では溝に大きな石が落ちているが連絡し
ても、市役所の人は来てくれてないみたいです。大雨になると水が道端まで上がってきているのに。 中央南部地区 60～64歳 男性

67 安全・安心、防災 空家が多いのでイノシシ、猿が多くなっています。道の舗装もお願いします、がけくずればかりです。 中央南部地区 70歳以上 女性
68 安全・安心、防災 市内に流れている音声が浦上地区には聞こえずらい出来れば拡声器が近くに設置されればありがたいです。 西浦上地区 70歳以上 女性
69 安全・安心、防災 イノシシがこわいのでくじょしてほしい。 福田地区 20～24歳 女性
70 安全・安心、防災 イノシシによる被害が多くなっています．対策を強化してください． 茂木地区 30～34歳 男性
71 安全・安心、防災 山沿いの坂道は土砂崩れ場所等、大雨の翌日でも点検、確認等徹底して望しい。 茂木地区 60～64歳 男性
72 安全・安心、防災 市民の安全・安心を優先、全てが発展する必要なし、継続も大切。よろしくお願いします。 茂木地区 65～69歳 男性
73 安全・安心、防災 市役所からの防災無線をどこにいても同じように聞けるようにしてほしい。山側なので音がこもって聞こえづらいです。 土井首地区 45～49歳 女性
74 安全・安心、防災 防災無線が聞き取りにくく思います、改善を望みます。 香焼地区 50～54歳 女性
75 安全・安心、防災 自然災害の時(台風、大雨、大雪など)孤立することが多く、整備対応をもっとしてほしい！ 野母崎地区 55～59歳 女性
76 安全・安心、防災 イノシシが多く自然がこわされている！生活するのにこまる！イノシシをどうにかして下さい。 野母崎地区 70歳以上 男性
77 安全・安心、防災 イノシシ対策にもっと力を入れてほしい。畑、山林等を掘り起こしている（石垣等も）。道路の幅が狭い（市道）。車の離合に困ってます。 三重地区 70歳以上 男性
78 安全・安心、防災 災害に対して早めに対応できる町づくりをしてほしいです。 三重地区 70歳以上 女性
79 安全・安心、防災 災害がおきて　道路修理に時間がかかっている。去年からコロナでしかたないけれど。 外海地区 60～64歳 女性
80 安全・安心、防災 老人です、救急車、火事、病院などの車で行かれるよう市へ希望します。

81
住環境

転勤族です。八ヵ所住みましたが、転勤者には住みにくい町です。物件が少なく、古く、高く、狭い。駐車場が高く、外から来た者には、早く出たい！！と思わせる町ですよ。住居が安
く暮らしやすければ人口は減少しない様に思います。 中央東部地区 55～59歳 男性

82 住環境 中心部・観光地などに力を入れておられますが、住宅地の空き家などが目立って見られます。私は愛宕地区ですが、危険な場所がいくつもあり不安です。 中央東部地区 60～64歳 女性
83 住環境 空き家が多く、特に台風の時など怖くて仕様がありません。行政の方で、どうにかして頂けないでしょうか？。所有者が不明の空き家もあると聞いています。 中央南部地区 55～59歳 女性
84 住環境 トイレの水洗化を１００％にして下さい。観光地としての町中をバキュームカーが走っているのはどうかと思います。先進国とはいえないですよ。 中央南部地区 55～59歳 女性
85 住環境 松ヶ枝第二ターミナル建設は現在どこまで話が進んでいるか？また、それに伴い近くの開発は今後どのようになるのか？情報が欲しい。 中央南部地区 60～64歳 女性

86
住環境

市街地に近い住宅は空き家が多い。老朽化して老人ばかりの町が多い。どうにか利用できないものかと思います。私も愛宕の古い住宅を買って住む事にしましたが、
駐車場の問題があります。 西浦上地区 60～64歳 女性



まちづくりに関するご意見、ご要望
No. 内容 居住地区 年齢 性別
87 住環境 水道管の老朽化を言われて久しいが、今後計画的に回収の方向に行かないのだろうか、水は大切な社会資源だ。 西浦上地区 65～69歳 女性
88 住環境 水道料金が高い。 滑石地区 70歳以上 男性
89 住環境 空き家（特に古民家など）を再利用できる様、促進助成などに力を入れて頂きたい。田舎の魅力を感じてもらえる場所作り、若い人達のセンスやパワーで原点回起！ 東長崎地区 45～49歳 女性

90
住環境

深堀町の有海地区にある所にとても危ない所がある。数年放置しているのをどうかしてほしい。小・中学校があそんでいる時もあり、台の用な物がこわれて半分海に落ちている。深
堀漁港の所、何年もそのままバリケートをしていたがこわれている。 深堀地区 40～44歳 女性

91

住環境

空き家問題があるが、私有地問題（私道）も多いと思う住民が一般で使用する道を買いその事から未だにトイレが汲取式になっているいえがおおい。下水工事はしてもいても、今の
時代に逆らっていると思うし、何の為の下水設備。若い人達が市内に住みたい空地空き家を購入したいと思える市の努力が必要ではないか。私道買い取り等市が大きく動かないと
何も解決しない。このまま世界三大夜景が泣くのでは斜面の明かりも消えていくと思う。雇用賃金が安すぎる！！
斜向エレベーターのみに頼るのではなく、一本でも車が通る道路も考えてほしい。 深堀地区 65～69歳 女性

92
住環境

何度も公営住宅のアンケートはするものの、何も変わらず30年以上住んでますが、一度も外装等した事がなく、カビ等で不衛生です、
できなければ、低資金の私達の家賃を下げてほしい。 香焼地区 60～64歳 女性

93 住環境 ・住宅が不足している。（集約しているのに入居する住宅がない。）・各種施設が老朽化しているのに放置しているので利用できない。・宿泊施設の不備を放置している。 高島地区 70歳以上 男性
94 住環境 ５Ｇが危険すぎる為導入反対。まはや兵器です。水道は民間入れるの反対。フッ素入りはダメ！。ビジネスのためではなく、市民の事を考えてほしい。 野母崎地区 55～59歳 女性
95 住環境 土地の件で誰の土地かわからない所がけっこうあるので調べに回ってほしい。（住民から聞いてほしい） 三重地区 50～54歳 女性
96 住環境 空き家を探している。空き家バンクを利用したい。長崎市に住んでいる人に利用させるべきでは？？。 琴海地区 35～39歳 女性
97 道路・交通・公園 住みよい街づくりで車が横付けで交通便の良い所がいいと思います。特に年取った方で山の上である。 不明 70歳以上 男性
98 道路・交通・公園 公園が充実してくれると良い。（子供の遊具と散歩道）。軍艦島の修理。 中央東部地区 45～49歳 男性

99
道路・交通・公園

階段と坂の多い地域に住んでいる。これから高齢になるので住み続けられるのか心配です。
車の入れる道路を増やしてもらいたい。 中央東部地区 55～59歳 女性

100 道路・交通・公園 歩道橋をなくして欲しい。キャリーバックを持った旅行者には不便だと思う。 中央東部地区 65～69歳 女性
101 道路・交通・公園 新しい施設の造設よりインフラストラクチャーの整備の充実。 中央東部地区 70歳以上 男性
102 道路・交通・公園 毎日友達と歩いていますが道路がでこぼこで歩きにくいので補修してほしいです。（高城台の歩道です。） 中央東部地区 70歳以上 女性
103 道路・交通・公園 石畳を散歩しています。道が広かったらいいと思う。水辺の森公園や出島、グラバースカイロードは、いつもきれいです。 中央東部地区 70歳以上 女性

104
道路・交通・公園

私は仕事に電車に乗りますが（５系）中華街の所の乗り継ぎなどで電車の運転手さんの対応でとってもよい運転手さんとどうしてそうなるのかと思える運転者さんがいます。乗り物の
運転手さんの対応は絶対後々のもう一度長崎に来たいか来たくないかとの気持ちの持ち方にもなると思います。電車、バスの運転手さんにがんばってほしいと思います。 中央東部地区 70歳以上 女性

105
道路・交通・公園

歩道橋について。膝の痛みにより歩道橋が使えなくなり、外出時長い間とても苦労しましたが、撤去された場所も多くなり助かっていますが、何よりも長崎駅前は歩道橋の為、電車
に乗れなくてとても不自由な思いを長年しています。 中央東部地区 70歳以上 女性

106 道路・交通・公園 電車通りの道路幅が狭く運転しづらい。 中央西部地区 45～49歳 男性
107 道路・交通・公園 長崎バスのドライバーは、運転が下手すぎる。態度が悪い。バス停の時間(時刻表)に来たことがない。 中央西部地区 50～54歳 女性
108 道路・交通・公園 道路の整備。企業の誘致。 中央西部地区 60～64歳 男性
109 道路・交通・公園 高齢者が多い中、免許返納は良い事だと思いますが、それに変わる交通手段が少なすぎると思います。 中央西部地区 65～69歳 女性
110 道路・交通・公園 西部地区の稲佐に住んでいますが、高い旭大橋が、低い橋になるともっと県庁が近くになり歩いて行けます。低い橋が欲しいです。西部地区の発展のためにも。 中央西部地区 70歳以上 女性
111 道路・交通・公園 道路整備に時間がかかりすぎる。大きな道路は整備が早いのに小さな道路は、着工から何十年もかかっている。 中央南部地区 50～54歳 男性
112 道路・交通・公園 出雲町は、町も近く電停もあり場所的に良いです。車の横づけができずすごく不便です。 中央南部地区 50～54歳 男性
113 道路・交通・公園 市南部での通勤時の渋滞解消。 中央南部地区 50～54歳 男性
114 道路・交通・公園 中央地区細部の道路の拡幅。 中央南部地区 60～64歳 男性
115 道路・交通・公園 星取町から通学する子供達はますます学校が遠くなり大変です。住民もバスの便が悪すぎて困っております。公共交通機関の整備をまずはお願いします。 中央南部地区 70歳以上 女性
116 道路・交通・公園 夜が暗すぎます。稲佐山の駐車場も暗いです。せっかくのスロープカーも残念です。 中央北部地区 60～64歳 男性
117 道路・交通・公園 観光する際バスの路線図がバス停に無い所が多すぎます。県外の交通機関とくらべてわかりにくい。 中央北部地区 60～64歳 女性
118 道路・交通・公園 計画的長期的な道路行政を示して欲しいそして住宅地での交通事故発生を抑制する道路推進して欲しい苦情になるが市役所退職者の自治会への協力を!! 中央北部地区 70歳以上 男性
119 道路・交通・公園 市内中心部から元船町、浦上方面へと人の流れが変わっています。中心部の活性化の為、駐車場、駐輪場の拡充を希望します。 小ヶ倉地区 70歳以上 男性

120
道路・交通・公園

旭大橋から長崎駅へ向かう時の橋を下りきった信号機の先にある赤いポールを除去してほしいです。あのポールによって車の流れが少し悪くなっていると感じました。あと，さんち家
具前の道路にある信号が長いと感じます．．．。 小榊地区 40～44歳 女性

121 道路・交通・公園 ボール遊びもできる公園を整備して欲しい。広い道路と駐車場を整備して欲しい。 小榊地区 40～44歳 女性

122
道路・交通・公園

女神大橋から小榊地区にかけては自然味あふれるところで、特に夕日の沈む様は素晴らしいです。また福田地区には商業施設も多く小榊～福田は生活環境には恵まれていると感
じていますが、飽浦トンネル～福田の道路が狭く朝夕は渋滞がひどいようです。道路が広がればもっと暮らしやすくなり、福田～海岸沿いのドライブなどで観光客も呼べるのでは。 小榊地区 55～59歳 女性

123

道路・交通・公園

・公共の乗り物を利用するのに駅，宝町の主要乗り換えに絶対階段を使わなければならない。障害者や高齢者は非常に負担です。エスカレーターやエレベーターを設置して欲し
い。（旅行者も不親切な所だと言っていました．）・駅のバス停のバス案内が小さくて待ち合いの人が前に立っているので観光客がみずらい様にしている。（上の方に大きな案内板が
あればと思います。）今後はスマホで検索できる様に主要観光地にはQRコードを取り入れてはと思います。（もうあるかも知れませんが。）・私自身も障害者で片手が不自由です。重
い荷物を持って階段昇降は苦痛で駅や宝町の歩道橋は避けて乗り物を利用している状況です。 小榊地区 70歳以上 女性

124 道路・交通・公園 坂の町です。もっとバスの便を増やし、住みやすい町にしてほしい。ミニバスでいいんです！！大きなバスでなくていいんです！！もっと坂の町に対するくふうをして欲しい。 西浦上地区 35～39歳 女性
125 道路・交通・公園 道路の整備。子供達が遊べる屋内施設の充実。（諫早の子供のような…）電柱の埋設化。浦上川、中島川の水質改善。 西浦上地区 50～54歳 男性

126
道路・交通・公園

道路が狭く年齢が上がるにつれ、車の運転が難しいように感じてきました。道幅を広げてください。
それと、車道に(じゃないかも、歩道かも)とび出している電柱をどうにかして下さい。 西浦上地区 55～59歳 女性

127
道路・交通・公園

交通機関で、乗り合いタクシーや地域で坂の上等の路線を増して充実していただきたいです。手話、英語等また、色々な年代でもコミュニケーションがとれて、つながるようなイベント
やスクールなどの場所を増して参加してまちづくりに繋がりを深めるようになりますように。 西浦上地区 60～64歳 女性

128 道路・交通・公園 子供達を室内で遊ばせる場所が少ない。交通機関の便利な所と不便な所の差があると思います。 西浦上地区 60～64歳 女性
129 道路・交通・公園 買いもの等で利用するバスの充実。（小型のバスでOK‼）（だんだん少なくなって来てる） 西浦上地区 70歳以上 女性



まちづくりに関するご意見、ご要望
No. 内容 居住地区 年齢 性別
130 道路・交通・公園 通学路に危険な箇所があるので、整備してほしい。観光資源にあぐらをかくのではなく、市民中心のまちづくりに全力で真剣に取り組んでほしい。 滑石地区 35～39歳 男性
131 道路・交通・公園 本原交差点とそこから土木事務所に下る道が、通行しにくい。ちょっとしたことで混む。 滑石地区 50～54歳 女性
132 道路・交通・公園 長崎駅裏～西洋館の道路を伸ばして昭和町方面の道路とつないでもらいたい！夕方には北郵便局～大橋の混雑があって時間が読めない。バスが進まないので。 滑石地区 55～59歳 女性
133 道路・交通・公園 小型でもよいのでバスの便数をふやしてほしい。電車が滑石まで通ると便利になるのだが。 滑石地区 65～69歳 男性

134
道路・交通・公園

県営バス滑石と書いてあるが上床も滑石です。はっきりと書いてほしい。県営バスの回送が行ったり来たり、なぜ（空）バスが１日何回も走っているのか。排気ガスばかり……うるさ
い。市からの緊急放送がまったく聞こえない。優良でも良いので付けていただきたい。チャイムだけは聞こえるが何の意味もない。 滑石地区 70歳以上 女性

135 道路・交通・公園 渋滞の緩和。観光地のトイレの充実。 福田地区 45～49歳 女性

136
道路・交通・公園

ここの地区には山があり、海にも近く、河にはホタルがたくさん飛びかう所です。が、道路が狭く、大型車、消防車などがこれません。ゴミ出しの日などは川沿いの道からはみ出して
います。子供たち、や高齢者の公園も近くには全くありません。自治会にはお願いしていますがなかなか少しでも改善できれば若い人が増えると思います。 福田地区 65～69歳 女性

137 道路・交通・公園 福田地区で歩道がせまくて、学生の通学時は危険ですので歩道の整備を早くしてほしいです。 福田地区 70歳以上 女性

138
道路・交通・公園

公園の回りの木、街路樹、又道路のセンターの木々など樹木の種類の検討をしていただきたい。花や小枝が散って散乱し、汚くて気がけて掃いて片付けてはいますが、追いつかな
いことが多いです。 福田地区 70歳以上 女性

139 道路・交通・公園 道が狭く、歩道が狭いので車が来たら危険。 茂木地区 35～39歳 女性
140 道路・交通・公園 道路整備・渋滞解消を行ってほしい。矢の平等。 茂木地区 55～59歳 女性
141 道路・交通・公園 住宅地の道幅が狭いので防災が心配。あぐり迄の道が中途半端になっている。早目の完成を。 式見地区 35～39歳 男性
142 道路・交通・公園 サッカースタジアム周りの交通の充実化。パーキング道路の拡張。 式見地区 55～59歳 女性
143 道路・交通・公園 道路の方を整備してほしいです。 式見地区 70歳以上 男性

144
道路・交通・公園

・バスの本数を増やしてほしい。・特に現側からのバス。・ガス性や社会人が現川駅を　使うことが多いからバスが必要。・現川からの道は人通りが少ない。・車の送迎ができないとこ
ろは歩いて帰ってる。 日見地区 18～19歳 女性

145
道路・交通・公園

自宅周辺には、店がなく、今はまだ、運転できているので、買い物に行けてますが、高齢になれば、買い物や外出する事が、不自由になります。以前（何年も前）乗り合いタクシーな
どの話が出てましたが、その後どうなったのか全く聞こえてこず、消えてしまいました。街の方は整備されていってますが田舎の方にも目を向けてください。お願いいたします。 日見地区 55～59歳 女性

146 道路・交通・公園 アミュプラザ長崎の駐車場までの道が休日渋滞がすごいので緩和していただけたらうれしいです。また道路標識が分かりにくい所があるので改善希望です。（右折禁止など。） 東長崎地区 30～34歳 女性
147 道路・交通・公園 トンネルを境に同じ長崎市と感じにくい事がたまにある。 東長崎地区 45～49歳 女性
148 道路・交通・公園 鶴の尾団地に住んでいるのですが、道の舗装が汚い…どうにかして欲しいです。 東長崎地区 55～59歳 女性
149 道路・交通・公園 道路の整備をしてほしいです。 東長崎地区 70歳以上 女性

150
道路・交通・公園

電車、バス大学病院、市民病院、道路がせまくてとても怖い。どこの市も同じと思うけど、道路が広ければ事故もおこりにくいような気がします。
電車とバスの間を通った時とても怖かった。 東長崎地区 70歳以上 女性

151 道路・交通・公園 長崎市南部の渋滞をなくしてほしい。長崎市南部の道路を拡大してほしい。 土井首地区 40～44歳 男性

152
道路・交通・公園

日本中がそうかもしれないけれど、時々　バスを使おうとすると1時間に1本とかそれ以上の間かくしかない所が多く、
なかなか自家用車を手離せない　高齢になると　病院など　タクシーかな？ 土井首地区 60～64歳 女性

153 道路・交通・公園 南部の道路整備をお願いします。コミュニティーバスの本数を増やして欲しい。医療の充実。 土井首地区 65～69歳 男性
154 道路・交通・公園 深堀4丁目に1本道路を作って貫いたい。コースは深堀神社左側から上に深堀中学校の前に防災の面でも良いと思います。高齢で車が通れる様に。 深堀地区 70歳以上 男性
155 道路・交通・公園 長崎南部（三和、野母崎など）まで高速をつなげてほしい。交通の便が不便。土地はたくさんあるので、交通の便を良くしたら、住む人は増えると思う。 香焼地区 35～39歳 女性
156 道路・交通・公園 車社会に適合した市道町道の改良、改善。 香焼地区 70歳以上 男性
157 道路・交通・公園 高島地区の信号機を無くすべきではない。（電力消費の少ないLEDにするとよいと思う。） 高島地区 25～29歳 男性
158 道路・交通・公園 夜、外灯が暗いし少ないので、車のない方は、不安。 高島地区 60～64歳 女性
159 道路・交通・公園 野母崎地区は、道路の整備、公共交通機関全てにおいて遅れており、昨年の台風の復旧工事も行われていない場所が多くあり長崎市内中心部との違いを強く感じます。 野母崎地区 70歳以上 女性
160 道路・交通・公園 長崎市南部の公園に遊具を増やしたり、小さい子供でも遊べる環境を作って欲しい！時津、諫早は充実しているが行くには遠いです。 三和地区 25～29歳 女性
161 道路・交通・公園 外路灯（堤防灯）の玉切れの対応が遅い。道路の舗装など。 三和地区 65～69歳 男性
162 道路・交通・公園 早く道路を作ってほしです。 三和地区 70歳以上 女性
163 道路・交通・公園 通学がもう少し便利になるといい。 三重地区 20～24歳 女性
164 道路・交通・公園 渋滞の解消、中心部以外の道路整備。 三重地区 50～54歳 男性

165
道路・交通・公園

・駐車場の整備（増やす）。
・道路の整備（バイパス等）。 三重地区 65～69歳 男性

166
道路・交通・公園

山に囲まれた長崎ですが、最近の駅の発展は目を見張るものがありますが、北部の発展が少ない様な気がします。北部（時津～）より中心部への交通の渋滞の解消、発展に希望
します。中央部の緑が少ない様な。 三重地区 70歳以上 女性

167
道路・交通・公園

コミュニティーバスが運行していますが、地区内のみの路線なので利用客がほとんどいません。地区内には買い物出来る場所や病院がほとんどなく、畝刈地区までコミュティーバス
が運行していれば高齢者の行動範囲も広がり、生活も便利になるのでは・・と思います。 外海地区 50～54歳 女性

168
道路・交通・公園

夏祭り、ふるさと祭りが無くなるのは、大変さみしい！でもいざ行なうとしても人出がいつも少なく、大変であることも納得してしまう。コミュニティーバス等の琴海方面まで安価で無理
なのでしょうか？タクシーで、大学病院まで行くと、片道４８００円かかるので大変。 琴海地区 55～59歳 男性

169 道路・交通・公園 長崎市辺境の琴海地区は、道路交通網及び歩道の整備が捨て置かれている状況と思っています。辺境にもそれ相応に重点を置いてほしい。 琴海地区 70歳以上 男性
170 道路・交通・公園 交通が不便なので形上地区にもインターチェンジがあるといいと思う。空港に行くのも不便。病院も夜間、休日は長崎の中心まで行かないといけないので近くにあるといいと思う。 琴海地区 70歳以上 女性
171 暮らし・福祉・人権 年をとっても住みやすい街であることを期待しています。 中央東部地区 55～59歳 女性

172 暮らし・福祉・人権
独り暮らしの老人をひきこもりにしない。その為のイベントとして、昭和のバブル期を思い出せる様なイベントをもっとやりたい。健康で長生き、出歩く事、その気にさせるイベントがや
りたい。良き時代を思い出し、元気になってほしい。市の財源も消費も少なくして、次世代に渡したい。 中央東部地区 65～69歳 女性

173 暮らし・福祉・人権 高齢者が多いので、安心、安全、治安のよい場所であってほしい。 中央東部地区 65～69歳 女性
174 暮らし・福祉・人権 高齢者が住み易い街づくり。 中央東部地区 70歳以上 男性
175 暮らし・福祉・人権 高齢者も住みやすい町。階段が多すぎる（坂の町、長崎無理ですね。） 中央東部地区 70歳以上 女性



まちづくりに関するご意見、ご要望
No. 内容 居住地区 年齢 性別

176 暮らし・福祉・人権
老人にやさしい町づくり、介護施設の拡充、特に特別養護施設の増加、認知症患者ひとり身の増加に備える介護従事者の待遇改善、人口流失の歯止め、流入増加になる施策に結
び付ける県や市で奨励し観光とともに誘致の目玉にする。 中央東部地区 70歳以上 女性

177 暮らし・福祉・人権 車いすでいける便所。 中央南部地区 60～64歳 男性
178 暮らし・福祉・人権 足腰の弱った方々にとって歩きやすい歩道の整備をすすめて下さい。段差、ななめに傾いている、雨ですべりやすい、など。 中央南部地区 65～69歳 女性
179 暮らし・福祉・人権 昨年、包括支援センターに相談に乗っていただきましたが、快く親切でていねいに対応して戴き有難く思いました。 中央南部地区 70歳以上 女性

180 暮らし・福祉・人権
LEDの防犯灯が増えたが、まだ交差点など暗い所があるので、増やす努力をお願いしたい。DVなど家庭内でおこっていることは近所の住人ではわからないので、大きなトラブルに
なる前の対策を公共でお願いしたい。 中央北部地区 60～64歳 男性

181 暮らし・福祉・人権 年寄りにやさしいまちづくりをお願いします。 中央北部地区 70歳以上 女性

182 暮らし・福祉・人権
高齢者が多い所でのまちづくりをして欲しい。
お年寄りでは限界があります。（草刈り、溝そうじ、土砂災害など。） 西浦上地区 55～59歳 女性

183 暮らし・福祉・人権 高齢者に優しい住みやすい長崎市であってほしいです。 西浦上地区 60～64歳 女性

184 暮らし・福祉・人権
・ご老人にサービス等が充実しているように見えるが同じ様に学校を卒業した18才以上の障がいがある子供にも、サービスがないからいいとばかり言わないで、市独自でサポートを
進めてほしい。そのことが子育てにも反映していくように考えています。よろしくお願いします。
・環境整備（歩道の道質、バス停の段差、駐車場の整備）。 滑石地区 40～44歳 女性

185 暮らし・福祉・人権 高齢者にもう少し配慮が欲しい。 東長崎地区 70歳以上 男性
186 暮らし・福祉・人権 高齢者にやさしいまちづくりに期待します。 土井首地区 70歳以上 女性
187 暮らし・福祉・人権 私は高齢者ですので、年寄に優しい町になってほしと考えます。私達が、気軽に集まれて、お話や運動などの出来る施設がたくさんあったらと思います。 伊王島地区 65～69歳 女性
188 暮らし・福祉・人権 医療従事者です。他県に比べ、長崎は医療従事者への差別がひどいようです。離職するか、他県に行くか本気で悩んでいます。助けてください。

189 医療・衛生

タバコ屋やコンビニの前に設置してある灰皿を撤去または喫煙する物に変えるようにできないものでしょうか。　図書館近くにあるタバコ屋の前には毎朝必ず４～５人タバコを吸って
いる方達がいます。マスクなしの密です。コロナ禍でマスクしていない人がたむろしているのを見るのも恐ろしいですし、喫煙を片付ける方も万が一吸殻から移らないか心配です。中
には煙を勢いよく「フーーーッ」と吐く人がいらっしゃいますが、それと一緒にコロナウイルスは拡散されたりはしないのでしょうか？　副流煙は大変体に悪いですし、タバコの煙も苦手
なので、タバコ屋のある道路の反対端を歩くようにしておりますが、それでもかなり臭ってきます。風に乗って５～６ｍ離れたところでも臭ってきます。息を止めて通ってもマスクに入り
込んだ臭いで具合が悪くなります。　市役所斜め前の歩道は狭くさけるスペースもありません。　浜町の吉宗の辺りでは数軒先のタバコ屋から煙ってきますし、反対ブロックの角にも
タバコ屋があり、観光道りから中通りに向かう時、この辺りはいつもタバコ臭いことが多いです。　屋外だからといって煙草の煙がすぐに消えるものではありませんし、数人で吸ってい
たら尚更です。副流煙はできる限り吸いたくありませんし、子供達にも悪影響あると思います。吉宗の前で並んで待っている方々、観光で来られてる方々にも嫌なイメージが残るの
ではないでしょうか。　記載した場所に限らず、あちこちで友人たち数人も嫌な目にあっているという話を聴きました。どうぞご考慮くださいますようお願い申し上げます。 中央東部地区 70歳以上 女性

190 医療・衛生 学校内や観光事業等においてコロナウィルスへの対応策をしっかりと巡らせられる様にして欲しい。 中央南部地区 35～39歳 女性
191 医療・衛生 コロナ対策を具体的に行ってほしい。保健所の対応も信頼できない所が多い。 中央南部地区 40～44歳 男性
192 医療・衛生 今現在は、コロナウイルスの影響で、勤め先も観光地なので不安ばかりです。早くおちついてそれからのまちづくりが賑わうと良いと思います。 中央南部地区 45～49歳 女性
193 医療・衛生 コロナが前よりか増えてきてるので、その対策を強化してほしい。もう怖くて外も歩けない。 中央北部地区 35～39歳 女性
194 医療・衛生 コロナ対応を長崎はきちんと考えて欲しい。 中央北部地区 45～49歳 女性
195 医療・衛生 長崎大学のBSL-4で事故が起きた場合の市の対応はどうなっていますか． 中央北部地区 60～64歳 男性

196 医療・衛生
長崎もコロナ陽性者の人数が増えています。公民館で毎週、運動できるのを楽しみにしていましたができなくなり、不安な毎日を過ごしています。一日でも早く終息して安心した生活
ができることを望みます。 中央北部地区 65～69歳 女性

197 医療・衛生
休日夜間救急について、不安な事があって電話で相談したことが数回あったが、”こちらへ電話して”と何度もたらいまわしの様な状況で何度も説明が必要で、大変だった。もう少し
スムーズにアドバイスしてほしいと思う。 小ヶ倉地区 35～39歳 女性

198 医療・衛生 コロナがおさまって又元の観光客で賑う町になってほしい。 西浦上地区 70歳以上 女性
199 医療・衛生 コロナの情報をもう少し流してほしい．予防の参考にならない． 東長崎地区 65～69歳 不明
200 医療・衛生 島の医療は危機的だと感じています。 高島地区 45～49歳 女性
201 医療・衛生 子供が夜、熱を出したりした時、浜町の夜間まで三重地区から行かないといけないので、住吉周辺に子供の夜間病院などがあればいいなと思います。 三重地区 30～34歳 女性
202 医療・衛生 高齢者の医療体制。
203 子育て 子供の医療費をもう少し安くしてほしいです。 中央東部地区 35～39歳 女性
204 子育て もっと子どもの医療費の充実（乳児期～中高生）をはば広くしてほしい。そうするともっと住みたいと思う。実際親どうしで話している事です。水道代が高い！！（下水道）。 中央東部地区 40～44歳 女性

205
子育て

仕事をしているので、どこの保育園にあずけるか考える。しらべる時も、仕事の時間でさがしたいのに検索しにくい。市役所の方は、人にもよるのでしょうけど、冷たく、業務をこなして
いるだけってかんじで、あまりいんしょうよくない。 中央西部地区 25～29歳 女性

206 子育て 無駄な公共事業はしないで、子育て、老後の安心の為使ってほしい。 中央北部地区 70歳以上 女性
207 子育て 子育て応援特別給付金の期間を延ばして欲しい。 西浦上地区 30～34歳 男性
208 子育て 子育てがしやすい環境をもっと整えてほしいです。また、市民の声を気軽に発信できる場があるといいと思います。 西浦上地区 35～39歳 女性

209
子育て

長崎市で子供を産みたいと思えません。第一子を産み育てて嫌な思い、辛い思い、不便な思いしかありませんでした。価値観が多様化し、家族の形も多様な時代です。「夫婦が勝
手に産み育ててくれる」時代はもう終わりました。兵庫県明石市の子育て支援政策等参考にして欲しいです。 滑石地区 30～34歳 女性

210 子育て 老人ホームと保育園が同じになったらいいと思う。老人と子供がお互いに生活をするのが認知予防になると思う。 土井首地区 40～44歳 男性
211 子育て 子、孫達が生活しやすいような長崎市になってほしいと思います。 土井首地区 70歳以上 女性

212 教育・生涯学習
中学校（片淵、長崎、桜馬場）統合廃合について早急に、統合を進めていただきたい旨を市の担当の方が来られた時に他の保護者様とお願いしておりますが,全く進んでいません。
子供達の教育環境を整え頂きたい。すぐにでも始めて頂きたい。 中央東部地区 40～44歳 女性

213 教育・生涯学習 長崎市は、公園にバスケットゴールがない。もっとバスケットゴールを作って欲しい。（長崎にもバスケットチームが出来たから）。 三重地区 35～39歳 男性



まちづくりに関するご意見、ご要望
No. 内容 居住地区 年齢 性別
214 行政 市長の交代。 不明 55～59歳 男性
215 行政 高齢者への年金を増やし生活を安定させてほしい。飲食店だけでなく他の業種もコロナによる救済措置を取ってほしい。 中央東部地区 35～39歳 男性
216 行政 とにかく箱物事業をやめて、もっと市民に寄り添った市政を行てもらいたい。 中央東部地区 45～49歳 男性

217
行政

この1年WITHコロナの時代を経験し、長崎や日本、世界の状況は激変しています。長崎市は「昔決まった事をただ実行する」というのではなく、臨機応変かつ、スピード感を持って今
現在に必要な事を実行して頂きたいです。一度決まった事でも、今不要と考えられる事は変更していく事も大事です。 中央東部地区 45～49歳 女性

218 行政 行政が保守的すぎる。 中央東部地区 65～69歳 男性
219 行政 私達夫婦（２人生活夫９０才妻８３才の為自治会の活動が出来ない為脱退しました。その為広報ながさきが手に入りません、何か方法はありませんか。 中央東部地区 70歳以上 男性
220 行政 町作りとは関係ないですけど、町中央地区に老人たちの集いの場所を作ってほしい（気軽に行けるおしゃべりの場所）。 中央東部地区 70歳以上 女性
221 行政 ムダに税金を使っているところもある。必要なところに税金を使ってほしい。 中央南部地区 40～44歳 女性

222
行政

コロナ感染症対策や災害復旧対策等、目の前の課題に対して対応すべき事も市民の声と反映できる施策実施のために、公聴機能を今まで以上に高め、組織横断的なまちづくり運
営をスピード感をもって行って欲しい。そのためにも市民協働をより推進して将来へ対応できるよう職員のスキルアップを行って欲しい。 中央南部地区 50～54歳 男性

223 行政 居住者がその地域をよく知ること。例えば、子供達と共に町歩きをする。又、その町の云い伝え、こぼれ話し等を知ってもらう。 中央南部地区 70歳以上 男性
224 行政 市民税が給与から毎月引きおとされるが、税額が高いと思う。 中央北部地区 60～64歳 男性
225 行政 デジタル化に取り組んでください。 小ヶ倉地区 30～34歳 男性
226 行政 市民税を低くしてほしい。 小ヶ倉地区 50～54歳 男性
227 行政 税金が高いのに社会保障が充実していないと思います。 小榊地区 35～39歳 男性
228 行政 税金を無だづかいしないようにして欲しい．市民税を安くして欲しいと思います． 小榊地区 65～69歳 男性
229 行政 地域に密着していて、穏やかだけど芯のある　田上市長に好感が持てます。これからも市民のためのまちづくりをよろしくお願いいたします。 西浦上地区 35～39歳 女性
230 行政 市民税、県民税が高すぎる。自家用車があってようやくそこそこの住み易さ。返送がおそくなってすみませんでした。 西浦上地区 40～44歳 女性
231 行政 市民の声を聞くこと！安易な予測の元に事業を実施しないこと。費用対効果を常に考えること。 西浦上地区 60～64歳 男性

232
行政

よく頑張っていると思うが、もっと市と県が仲良く合理的施策等を行って欲しい。（県庁跡地へ市役所へ等）歴史的財産をもっと生かして欲しい。（箱型の新市役所が長崎のシンボル
にしてふさわしいものか？など）。 西浦上地区 60～64歳 女性

233 行政 医療，観光，その他日常生活において，欲しい情報を簡単に入手できる情報ネットワーク作りを行ってほしい．国に任せておけない．若手，専門エンジニアを集めたプロジェクトが必 西浦上地区 65～69歳 男性

234
行政

市役所の職員は，なるべくデスクワークの時間を減らし，市民との距離を縮めること。動いてこそ，見える物が見えるし，聞こえる声が聞ける。そのためには市役所改革が必要か
も・・。横のつながりを大切。（たて割行政でなく） 西浦上地区 70歳以上 女性

235 行政 行政トップの組長は県庁所在地に有する、値な人物を望む→そういう候補者の出現がここ１０年以上無であり空白である事が疑問。 福田地区 70歳以上 男性
236 行政 若い人の意見を取り入れた斬新な推進が必要だと思います。 茂木地区 40～44歳 男性
237 行政 駅付近や町の中心地のみ開発に予算を投じ、郊外に置いてきぼりされている税の支出不公平。 茂木地区 70歳以上 男性
238 行政 ネット環境もインフラ推進をお願いします。 式見地区 30～34歳 男性
239 行政 自治会入会の必要性には、賛否があると思いますが、市としての重要性の周知のお願い。公務員の方の自治会への入会が非常に少ないのはなぜでしょうか？ 東長崎地区 45～49歳 男性
240 行政 公官庁舎が立派過ぎる。少子化や流出が一番の問題だと思う。そちらに予算をまわしてほしい。人口がどんどん減っている。 東長崎地区 45～49歳 女性
241 行政 住民の声が市になかなか届かないと感じる、対応も遅い。昔、他県市にあった、すぐやる課みたいな組織が必要。 東長崎地区 70歳以上 男性

242
行政

しょうがないですが、住民税が高いと感じています。民間に比べて公務員の給料がまだ高いと感じています。負け犬の遠吠えにしか聞こえないと思います。我々の税金（血税）大事
に使用してほしいです。追伸。伊王島か野母崎地区にカジノや風俗をすえて活気と雇用を作る考えはどうでしょうか。変な事ばかり書いてすいませんでした。 野母崎地区 50～54歳 男性

243 行政 地区公民館の方が何十年と同じ人です。職を求めている人に数年毎で変わった方が良いと思います。※コロナで困っている人々の役に立つ仕事を期待してます！ 三和地区 60～64歳 女性
244 行政 低所得者への税制優遇対策。 三和地区 70歳以上 男性
245 行政 人の心を持って活動して下さい。こちは税金払ってるんだから。そこから給料もらってる人間はちゃんと考えて働いて。 三重地区 40～44歳 女性
246 行政 観光、広報ばかり力を入れないで、市民生活に直結する業務に力を入れてほしい。 外海地区 40～44歳 女性
247 行政 自治会はあまり必要ないと思う。今は老人会と同じ位です。高台に住んでいます、立山町には市の計画で車道ができているとのことです。
248 行政 独身で国民保険高すぎる。年間の所得の10％で毎月払1ヶ月以上で、家賃払もあるのに下げて欲しい。

249 施設
新庁舎の建設は、今の建物が老朽化で仕方ないと思いますが、子供向け施設（科学館・恐竜博物館）などは一回いったら満足しているので、建物を作るなら、中途半端な施設では
なくて、何回行ってもわくわくするような展示内容、面積等を検討してもらいたいです。 不明 45～49歳 男性

250 施設 ハコモノにお金を使いすぎる。古い建物の活用を！！。 中央東部地区 50～54歳 男性
251 施設 県と共同して施設等を考えては。資金のムダ！！。 中央東部地区 55～59歳 男性
252 施設 子供達が遊べる場所（屋内外併設）が欲しい。例ラウンドワンの様な。県外市外からも来てもらえる様な商業施設。例コストコ、イケヤetc。 中央北部地区 50～54歳 女性
253 施設 公会堂がなくなり演劇上演に苦労しています。かわる施設を早急につくって欲しい。アマランスにWiFi設備をつくって欲しい。 中央北部地区 70歳以上 女性
254 施設 大きな施設ばかりでなく、市民目線で物を作って欲しい。ガードレール破そん、外灯のきれっぱなし、いのしし退治。 小榊地区 40～44歳 女性
255 施設 ラウンドワンがほしい。 西浦上地区 20～24歳 男性
256 施設 ギター等のコンサート用中ホールが良い所がないのが残念だ。 西浦上地区 65～69歳 女性
257 施設 観光名所の施設は多くあるが、気軽に使用できる学習スペース（一般も含む）や運動施設、アミューズメント施設が少ない。（県外の知人の意見も含む。） 福田地区 20～24歳 女性
258 施設 レジャー施設を増やしてほしい。 東長崎地区 18～19歳 女性

259 施設
せっかく良市なのに他市の方より商業施設が無い!!　住んでみて東長崎も富裕層が多いのに商業施設がまったく無い!!　イオンも大きくして良いと思う（ショボイ）ユニクロ等スタバ、コ
メダ等　パンデミックでも人が多かった施設くらい作った方が良いと思う。 東長崎地区 45～49歳 女性

260 施設 周りがコンビニだらけなので別のお店がほしい。ドンキホーテ等なんでもそろっているお店希望です。 土井首地区 35～39歳 女性

261 施設
子供～大人が楽しめる施設があればいいと思う。イベントなどのボランティアがあればいいと思う。障害者（身体、知的、精神）向けの講座があってほしい。みんなが楽しく住みやす
いまちづくりにしてほしい。 深堀地区 35～39歳 女性

262 施設 公会堂の存続について嘆願書も出しましたが、全く聞き入れてもらえずとても残念で仕方ありませんでした。 伊王島地区 45～49歳 女性



まちづくりに関するご意見、ご要望
No. 内容 居住地区 年齢 性別

263 施設
孫を連れていける娯楽施設が少ない。知人で入居介護施設に入所する際、困難（予算が高い、空きがない）と聞くと不安です。もっと入所しやすい施設を増やしてほしい。今は自家
用運転で行動出来ますが、返納した時の交通手段が不安です。バス便少ない。 三和地区 60～64歳 女性

264 施設 郊外にスーパー銭湯を増やしてください。（以前はもっとあったようですが） 三重地区 55～59歳 女性
265 施設 近くにコンビニがほしい。 外海地区 25～29歳 男性
266 人口減少 もっと長崎を若者が楽しめる街にしてほしい。 中央東部地区 25～29歳 女性
267 人口減少 若い人がもっと住みやすく、離れたくなくなるようなまちになったらいいなと思う。 中央東部地区 25～29歳 女性
268 人口減少 人口増加に力を入れてほしい。（特に若い人）。 中央東部地区 60～64歳 女性

269
人口減少

長崎に住んで21年で、将来を考えたときに、ずっと長崎に住みたいとは全く思いません。なぜならば、賃金は低く、やりたいと思う仕事もなく、楽しいと思う遊び場もないからです。少
なくとも私は数年以内には長崎を出ていくと思います。長崎に住むメリットを感じません。 中央西部地区 20～24歳 女性

270 人口減少 企業誘致、空家対策（若い人にすすめては）。子育て、人口増加、働き先、若者はすべて外へ向かう（市外）。 中央西部地区 55～59歳 男性
271 人口減少 ・市外・県外に若い人が出て行かない様な政策「仕事がない」で行かないように面談会をふやしたり空き家の整備、家賃の値下げなど。有名な店をもってこれるように・・・。 中央南部地区 40～44歳 男性
272 人口減少 長崎の人口は減少するばかりで、特に若年者はどんどん県外へ流失ながりなので、まずは、長崎市に定住できる様に所得の向上を望む 中央南部地区 55～59歳 男性
273 人口減少 働く場所や賃金などをあげないと、これから只人口が減少する一方だと思います。 中央北部地区 20～24歳 男性
274 人口減少 若者が遊べるところがないと思います。 小ヶ倉地区 20～24歳 女性
275 人口減少 若い人たちが長崎から離れないようにしてほしい。人口減を心配しています。 小ヶ倉地区 55～59歳 女性
276 人口減少 今から就学、就職する子供たちが安定して会社勤めが出来る、企業の誘致など、長崎市を盛り上げていってほしいと思っています。 小榊地区 40～44歳 女性
277 人口減少 最低賃金を上げてほしい。県外からの移住者、開業者への支援をもっと厚くしてほしい。新しい事業の決定には若い人の意見をよく取り入れてほしい。高齢者と子供の手当を上げて 西浦上地区 40～44歳 女性
278 人口減少 若い人が離れないようなまちづくりを行って欲しい。長崎駅周辺の活性化。福岡まで行かなくてすむように。デパ地下的なものが1つもない！食の充実を望みます！ 西浦上地区 45～49歳 女性
279 人口減少 人口減少に歯止めがかかれば良いと思います。 西浦上地区 60～64歳 女性

280
人口減少

雇用を増やして欲しい。観光客よりまず人間がいなければ何も始まらない。新幹線や箱ものの建設などは人口が充実してから。Ｉターンを増やす取り組みを考えて欲しい。←少しず
つ増えていると思うが。 滑石地区 55～59歳 女性

281 人口減少 過疎化が進み人口が減っている。子供が少ないのが　一番の原因。　良い対策を。 式見地区 65～69歳 女性
282 人口減少 若者の定住、生活の安定、所得向上など、若者を大切にする政策を願います。 東長崎地区 20～24歳 男性

283
人口減少

全てのニーズを取り込むのは難しいと思うが、若者の人口流出をもっと真剣に考えるべき。大学も充実しているのになぜその学生たちが結局外に出てしまうのか。もっと議論をして
ほしい。家賃の高さ、給料の安さは言うまでもありません…。 東長崎地区 35～39歳 女性

284 人口減少 若者が働いて生活できる環境を整えて欲しい。 東長崎地区 40～44歳 女性
285 人口減少 若い人達がずっと住み続けられる様に、仕事に関しての不安がなくなる様にしてほしい。 深堀地区 65～69歳 女性
286 人口減少 長崎市に限らず、企業（工場など）の誘致を行い、県外から人を集める努力が必要。県外流出を抑えるだけでは、ジリ貧。 三和地区 40～44歳 男性
287 人口減少 若者の職場が少ない。 三和地区 65～69歳 男性
288 人口減少 長崎で働ける場所、商業施設をもっと増やして欲しい。若者向けをもっと増やして欲しい。 三重地区 25～29歳 女性
289 人口減少 SNSを使ってもっと発信すべきだと思います。若い世代も取り込むような魅力的な発信が必要だと思います。 三重地区 40～44歳 女性
290 人口減少 流入人口が増えるよう、魅力的な教育環境や就業環境が整うといいかも。新幹線は無駄かも（コスパ悪くて）。 三重地区 55～59歳 女性
291 人口減少 若い人の活力が必要と考えます。若者の雇用確保と住宅コストの援助や子育て支援などの充実した魅力ある街づくりが必要と思います。 三重地区 65～69歳 女性
292 人口減少 若い人が働ける場所を作ってほしい。 外海地区 60～64歳 女性

293
人口減少

土台がしっかりした町作りをしてほしい。例えば、観光客など浮き沈みがあるので、企業がたくさん入りやすい町、土地、道路情報(メディア）環境、外国の方の入りやすい環境（仕事
や学校）、人が集まればお金が落ちる。しごとがあれば、どんどん人口が増え税収も増える。
仕事があればどんどん人口が増え、税収も増える。 琴海地区 35～39歳 男性

294 人口減少 若者が定住できるような活気あるまちづくり。
295 人口減少 若者の遊び場所がほしい。
296 まちづくり全般 箱モノはいらない。マイスなんてとんでもない。公務員の給与は民間レベルに引き下げるべき。 中央東部地区 45～49歳 男性
297 まちづくり全般 もう少し市民のためのまちづくりを行ってほしい。何をしているのかわからない。 中央東部地区 45～49歳 女性
298 まちづくり全般 各議員の資質（副市長）コロナ認識、新幹線問題、市役所新築等もっと市民目線が必要、観光客も日帰りでは意味がない。もっと滞在型を考えるべきとおもわれる。 中央東部地区 60～64歳 女性
299 まちづくり全般 新大工町も玉屋が完成するときれいな街になるように思います。楽しみです。 中央東部地区 70歳以上 女性
300 まちづくり全般 長崎市は階段、坂道が多いので何とかならないか考えてほしい。 中央東部地区 70歳以上 女性
301 まちづくり全般 そもそもどんなまちづくりをしているのか知りません。 中央西部地区 30～34歳 女性
302 まちづくり全般 大浦地区で海も近いため、ハトのフンや鳥のフンの被害があります。どこに相談したらいいかわからないので、マンション管理者に注意喚起してほしい。 中央南部地区 35～39歳 女性
303 まちづくり全般 長崎南部のほうが取り残されている感じ。 中央南部地区 70歳以上 男性
304 まちづくり全般 長崎駅も生まれ変わり発展していくのは素晴らしい。 中央北部地区 45～49歳 女性
305 まちづくり全般 佐賀のように地味にならないで、派手に活動してください。活気がある様に。 中央北部地区 50～54歳 女性

306
まちづくり全般

伊王島、高島、野母崎地区のマリンリゾート強化。野母崎地区の、カート場を含め、若者が楽しめるレジャーランドに（昔のスカイランド）の開発。登山（金毘羅、岩屋）などの登山道の
整備。子供の遊具の整備（諫早の月ヶ丘、国見の百ヶ台などはおもしろい。） 中央北部地区 55～59歳 男性

307 まちづくり全般 魅力有る長崎県を作って頂きたいです。 小榊地区 70歳以上 女性
308 まちづくり全般 ウーバーイーツ等のデリバリサービスの拡充、インスタグラムを用いた情報発信、ラウンドワン等　遊戯施設の拡充。 西浦上地区 20～24歳 男性
309 まちづくり全般 商業施設を増やす、道路拡張、交通機関拡張（公共）、子どもが遊べる場所、地方への移動の利便性向上、病気や障害者に対しての理解と職業。 西浦上地区 25～29歳 男性

310
まちづくり全般

市の財政情勢は分かるが、水道代やガス代が他県に比べかなり高く、子供医療も無償化等、充実していないため、住みにくい。住みずらい。我慢の長崎という認識。他県からの誘
致をすすめているのであれば、ぜひ検討をお願いしたい。 西浦上地区 35～39歳 男性

311 まちづくり全般 人が集まること、活気があること。「まち」はこれに尽きると思います。生活エリア、暮らしている人も同じであると思います。 西浦上地区 45～49歳 男性



まちづくりに関するご意見、ご要望
No. 内容 居住地区 年齢 性別
312 まちづくり全般 県庁へ行きずらい。災害時の避難場所としては、不適切。商業施設が多く、公園が少ない。外で遊べる環境が足りない。書類の手続きを平日以外もできるように工夫がほしい。 滑石地区 30～34歳 男性
313 まちづくり全般 市民が生活しやすい町に。 福田地区 70歳以上 男性

314

まちづくり全般

長崎に住んで５０年。最近，特に活気がなくなっている。というより，５０年後は九州の端の寒村になりはしないかと思う。５０年住んでて，これはイカンと思った第一歩は文教町の三
菱の研究所の跡地に「寝るための」施設が出来た事→これで三菱は長崎に力をいれなくなると思った。最近では，中心部に工場を休めて生産拠点をやめてまでして，遊び場を作っ
ている。遊び場に人を集めても，その時限り．古いかもしれませんが物を作って稼ぐ。情報を集めて加工する。生産こそ都市発展のもと思いますが。
生産を基にした都市計画の策定を希望します。 茂木地区 70歳以上 男性

315
まちづくり全般

新幹線開通高層マンション建設など駅周辺は都会の様相を呈してきつつあります。戦後の昭和20年，21年の頃の（欲しがりません。勝つまでは）の時代から隔世の感じです。自然と
調和した都会になって欲しいです。 茂木地区 70歳以上 男性

316 まちづくり全般 式見地区全体的に人の数が少なくなってきているので、もっとかっきある町になってほしいと思っています。 式見地区 70歳以上 女性
317 まちづくり全般 長崎市がもっと安全で住みやすい町になればと思います。 日見地区 40～44歳 女性
318 まちづくり全般 長崎市のまちづくりの関係者様、これからも街づくりを宜しくお願いします。住み良い街づくりを・・・、楽しみにしております。 日見地区 70歳以上 女性
319 まちづくり全般 特にありませんが、これからも住みやすくてより良いまちになるよう、頑張って頂きたいなと思います。 東長崎地区 55～59歳 女性
320 まちづくり全般 長崎市地区全体を明るく元気な町にしてほしいです。コロナ問題も頭がいたいです。 東長崎地区 60～64歳 男性
321 まちづくり全般 ときどき九州内の町を外から車で見ることがあります。長崎もまけてはいないと思っています。 東長崎地区 70歳以上 女性
322 まちづくり全般 魅力あるれるまちにもっとしてほしいと思います。 土井首地区 50～54歳 女性
323 まちづくり全般 ・子供達が通る、トンネル前より明るくなりうれしいです。・中学生になると、帰宅が遅くなる為、電話BOXがない事が困ります。・スマホを持たせるなどの議論が必要では？ 香焼地区 40～44歳 女性
324 まちづくり全般 合併前のように、地区のまちづくりに（ミゾブタの整備）などに予算を使ってほしいです。 三和地区 70歳以上 男性
325 今回の調査に関して 都市経営室様。返送遅くなり申し訳ございません。葉書でのお願いまでさせてしまい、また１つお仕事を増やしてしまいすみませんでした。 中央東部地区 60～64歳 女性
326 今回の調査に関して インターネットでも回答できるようにしてほしい。 中央西部地区 25～29歳 男性

327
今回の調査に関して

この市民意識調査に子供に関する質問がないことがかなり問題だと感じました。老人の人口は多いですが、新しい命は？何も考えなくて良いですか？私の住む地区の公園は汚い
ですよ？ネコのフンだらけ、遊具の安全性、車で行かないとキレイで安心して遊べる公園はありません。どうにかしてください。
あと、公園で飲酒、喫煙も多いです。もう少し考えて下さい。 中央西部地区 30～34歳 女性

328 今回の調査に関して アンケートも税金です。郵送のみではなくＷｅｂとし集計作業も効率化すべきです。広報ながさきは全世帯配布を。 中央西部地区 45～49歳 男性
329 今回の調査に関して 面倒臭い質問ばかりでした。集計ご苦労さまです。集計されたものが、うまく利用されることを願っております。 中央西部地区 65～69歳 男性
330 今回の調査に関して 何から書けばいいか分からない。 中央北部地区 35～39歳 男性
331 今回の調査に関して 意識調査ご苦労様です。大事な調査だと感じました。私はもう少し、行政・地域社会のことに目を向けて生活していこうと思い始めました。 中央北部地区 55～59歳 男性

332
今回の調査に関して

この調査はネットでもしているのでしょうか。もししていないのなら導入すべき。その分サンプルが集められるでしょう。税金は私たちのお金です、支払っている分サービスとしてしっか
り還元して欲しい。特定の人へのみにならないように。 中央北部地区 70歳以上 女性

333
今回の調査に関して

質問のお住まいの地域とは、どの範囲をいうのか判断が異なる。またお住まいの地区とはどう違うのか、お住まいの地域とお住まいの地域や周辺の地域とはわかりにくい、
問１９は答えがない。 小ヶ倉地区 65～69歳 男性

334 今回の調査に関して いつもお世話になります。多少辛い回答となりましたが、市役所で対応して下さる方々は親切な方がほとんどだと思います。 西浦上地区 35～39歳 女性
335 今回の調査に関して 無記名なのにこの２ページでほぼ特定できるかんじがして、あまりいい気はしません。 西浦上地区 45～49歳 女性
336 今回の調査に関して 私は高齢者です。娘に代筆してもらっています。アンケートが多すぎて答えるのが大変でした。参考になるかな他の人が良かったのでは？。 西浦上地区 70歳以上 女性
337 今回の調査に関して 夏休みの宿題かというぐらい量が多くてびっくりしました。頑張って下さい。 滑石地区 20～24歳 女性
338 今回の調査に関して この様なアンケートはｗｅｂ上でも解答できる様になると良いのではないでしょうか。通信費（返送料）や集計作業の人件費も削減できるのではないでしょうか？。 茂木地区 45～49歳 女性
339 今回の調査に関して こんな多くの設問のアンケート必要？作成，郵送，とりまとめ，この予算いくらなんですか？Web回答にすれば？ 日見地区 55～59歳 男性
340 今回の調査に関して 高齢の方にはアンケートの質問数が多すぎ大変でした。 日見地区 70歳以上 男性
341 今回の調査に関して 長いアンケートが、ネット回答も選べるようにしてほしい。 三和地区 45～49歳 男性
342 今回の調査に関して 他の市の良い所がわからないから比較や意見が出ない。 三重地区 70歳以上 女性
343 今回の調査に関して このアンケートは、高齢者で生活されている方や、一人暮らしの方への質問が良いのではと感じました。 琴海地区 55～59歳 女性
344 今回の調査に関して この様なアンケートを、インターネットでも回答できるようにすれば、手軽に回答できて、回答しやすいかなと思いました。
345 その他 一日も早く、コロナの終息を願っています。 中央西部地区 40～44歳 男性
346 その他 おふろにシャワーがほしい。外観が汚い。 中央西部地区 60～64歳 女性
347 その他 長崎市は，住みやすい町だと思います。 中央南部地区 60～64歳 女性
348 その他 長崎大好きです！頑張って下さい！ 中央北部地区 20～24歳 女性

349
その他

長崎に移住して1年たっていませんが、長崎の方々の人柄にいつも助けられています。長崎市に移住を決めて本当によかったと思います。現在長崎もコロナが広まり、思うような行
動が出来ませんが、一人一人が注意して生活していきたいです。いつも皆様ありがとうございます！お気をつけ下さい。 中央北部地区 30～34歳 女性

350 その他 市の職員の皆さん、大変だと思いますが、自分を大事に生きてください。長崎はとてもいい街です。それを信じれば自ずと活気は出てくると思いますお疲れさまでした。 中央北部地区 40～44歳 女性
351 その他 長崎は坂の多い町です。老人にはちょっとつらいですが住み良い町です。 中央北部地区 70歳以上 女性
352 その他 がんばれ。 西浦上地区 20～24歳 男性

353
その他

コロナで今は大変で市民もそれなりに出来る事を頑張っているので、コロナの終息を今の所は願っています。今は、まちづくりより生活するだけで大変な時です(市の職員の方々もお
疲れ様です。)。 式見地区 60～64歳 女性

354 その他 いつも市民のために働いていただきありがとうございます。もっと自分から市のために動こうと思いました。 東長崎地区 25～29歳 女性
355 その他 長崎は良い町です。感謝。 東長崎地区 70歳以上 男性
356 その他 どんなに変化するのか、楽しみにしています。 香焼地区 70歳以上 女性
357 その他 団地のなかには、1８BKのキャッシュコーナーしかないので、郵便局のキャッシュコーナーもお願いしたい。 三重地区 60～64歳 女性



「問1　お住いの地区が住みやすいまちであると思いますか」の理由

No. 問1の回答 内容 居住地区 年齢 性別

1 そう思う 交通の便がいい。騒音がない。 中央東部地区 20～24歳 男性
2 そう思う 電車通りに近く、昼夜に関係なく静かであるから。 中央東部地区 25～29歳 男性
3 そう思う 路面電車、徒歩で生活に困らない。車がいらないから。 中央東部地区 30～34歳 女性
4 そう思う 商店街があり，スーパーの人が親切，病院が近い。 中央東部地区 35～39歳 女性
5 そう思う 病院、スーパー、コンビニが近くにあるから。 中央東部地区 40～44歳 女性
6 そう思う 市場にも近く、病院もある。歩いてでも、そんな遠く感じない程。色んな所が近い。 中央東部地区 40～44歳 女性
7 そう思う 交通アクセスが良く、買物もしやすい。 中央東部地区 45～49歳 男性
8 そう思う 交通の便も良く、日当たりの良い所に住んでいます。夏は涼しく、冬は暖かいので快適です。 中央東部地区 45～49歳 女性
9 そう思う 住みなれているので。 中央東部地区 50～54歳 男性
10 そう思う ・市街地に隣接している。・散歩などリフレッシュエリアがある。 中央東部地区 55～59歳 男性
11 そう思う 電停の近くで便利がよい。 中央東部地区 55～59歳 男性
12 そう思う 生活する上で、基本的に徒歩ですべてのことができる地区である。 中央東部地区 55～59歳 女性
13 そう思う スーパーが近くにある。バスの便数が多い。 中央東部地区 55～59歳 女性
14 そう思う 電車があって便利。 中央東部地区 60～64歳 男性

15 そう思う
①交通の便が良い。②近くにスーパー、市場等があり、車が無くても用が足せる。③近隣住民の人柄
がよい。 中央東部地区 65～69歳 男性

16 そう思う 日常生活が便利である。 中央東部地区 65～69歳 男性
17 そう思う 産まれた所だから。 中央東部地区 65～69歳 女性
18 そう思う 静かでいい。 中央東部地区 65～69歳 女性
19 そう思う 道路が家の前を通っている。 中央東部地区 70歳以上 男性
20 そう思う 病院も近くにあること。 中央東部地区 70歳以上 男性
21 そう思う 環境がいいから。 中央東部地区 70歳以上 男性
22 そう思う 生まれ育った場所であるから。 中央東部地区 70歳以上 男性
23 そう思う 年齢的に世の中の会話が面白く会話できる。例えば社会面と食べものです。 中央東部地区 70歳以上 男性
24 そう思う 友人、知人が多い。 中央東部地区 70歳以上 男性
25 そう思う 町内に緑が多く静かで住みよいです。 中央東部地区 70歳以上 女性
26 そう思う 便りです。 中央東部地区 70歳以上 女性
27 そう思う 平地に引っ越して、交通の便も良い。 中央東部地区 70歳以上 女性
28 そう思う 買い物友達がいるので楽しいです。 中央東部地区 70歳以上 女性
29 そう思う すべてにおいて便利だから。 中央東部地区 70歳以上 女性
30 そう思う 町内の人達は協力し合っていい町と思います。 中央東部地区 70歳以上 女性
31 そう思う 地形が平地であり、交通の便が良い。 中央東部地区 70歳以上 女性
32 そう思う 静かでスーパーも近々にある！！。 中央東部地区 70歳以上 女性

33 そう思う
ご近所同士のトラブルが無く静かな日常である。しかし　野良ネコが多くえさやりをしている人がいる事
で多少の迷惑を感じる。ご近所方々も同じ意見。 中央東部地区 70歳以上 女性

34 そう思う
街中だから利便性にとんでいる。駅、市役所、県庁、夢彩都や浜屋、新地などコンパクトに集まってい
るので移動がしやすい。 中央東部地区 70歳以上 女性

35 そう思う 老人にとって、病院、介護施設、スーパーなどが身近にあり便利である。 中央東部地区 70歳以上 女性
36 そう思う 時津方面、長崎駅方面、両方行きやすい。 中央西部地区 30～34歳 女性
37 そう思う 生まれそだった町だから。 中央西部地区 50～54歳 男性
38 そう思う 自分が生まれた所だから。 中央西部地区 65～69歳 男性
39 そう思う 今のところはそう思うが、車を手放したら、行動が制限されそう。 中央西部地区 65～69歳 女性



「問1　お住いの地区が住みやすいまちであると思いますか」の理由

No. 問1の回答 内容 居住地区 年齢 性別

40 そう思う ４５年も住み、近所の人達とも、そんなに気を遣わずにいいので。 中央西部地区 65～69歳 女性
41 そう思う 静かで、自然が多く、空気もキレイで最良です。 中央西部地区 70歳以上 男性
42 そう思う 生まれ育った町です。 中央西部地区 70歳以上 男性
43 そう思う 交通電車、バスＪRが近く。大きい病院、医者が多数有る。 中央西部地区 70歳以上 女性
44 そう思う 空気がきれいで夜は星も見えます。昼間も静かで良い所だと思います。 中央西部地区 70歳以上 女性
45 そう思う 静かでおだやかです。 中央西部地区 70歳以上 女性
46 そう思う 買い物や交通の便もよく団地内公園のなどで子どもが遊ぶこともできる為。 中央南部地区 35～39歳 女性
47 そう思う 町がきれい。住宅街でもあり、買い物にも困らない。 中央南部地区 35～39歳 女性
48 そう思う 交通機関が揃っているので。 中央南部地区 40～44歳 男性
49 そう思う 買い物しやすい。病院が近くにある。海・山がある。観光名所が近くにある。 中央南部地区 40～44歳 女性
50 そう思う バス・路面電車があり、スーパー・銀行・郵便局も徒歩で行けるため。 中央南部地区 40～44歳 女性
51 そう思う 元々住んでたから。 中央南部地区 45～49歳 男性
52 そう思う 交通が便利だから。 中央南部地区 45～49歳 女性

53 そう思う
産まれ育った町という事。バス停も近く、コンビニも出来たので。自治会の方々もよく管理して下さって
有りがたく思います。 中央南部地区 45～49歳 女性

54 そう思う
人口減少が著しく、商店も減って今までの生活が段々と難しくなっているが、地域を少しでも盛り上げて
支えようとしている人達がいて、ありがたく感じているから。 中央南部地区 50～54歳 男性

55 そう思う 不便なことがあまりない。 中央南部地区 50～54歳 女性
56 そう思う 交通の便が良い。 中央南部地区 55～59歳 男性
57 そう思う 健康促進にいい公園が近くにある。 中央南部地区 60～64歳 男性
58 そう思う 長崎では珍しく平地で交通の便もよく、また海も近く風景もよい。買い物も歩いてスーパーや浜町へ行 中央南部地区 60～64歳 女性
59 そう思う 静かな所で交通の便利さ。 中央南部地区 65～69歳 男性
60 そう思う 平地であり、交通の便も良い。医療機関やショッピングモールも歩行圏内にある。 中央南部地区 65～69歳 女性
61 そう思う 自然も残っていて季節を感じられる。 中央南部地区 65～69歳 女性
62 そう思う 買い物に便利。大きな公園（きちんと整備されている）がある。 中央南部地区 65～69歳 女性
63 そう思う 新道ができてタクシーも使えるし、病院、ストアー浜の町へのアクセスもいい、静かだし！。 中央南部地区 65～69歳 女性
64 そう思う 祖父母の時代から居住しており、隣り近所との絆が強い。 中央南部地区 70歳以上 男性
65 そう思う 自分が生まれ育った場所で、また其の地区に他に誇れる歴史と文化があるから。 中央南部地区 70歳以上 男性
66 そう思う 市中から少しはずれているが生活に便利。 中央南部地区 70歳以上 女性
67 そう思う 街に行く時も近いし住みやすい。 中央南部地区 70歳以上 女性
68 そう思う 車の便利さ。 中央南部地区 70歳以上 女性
69 そう思う 公共交通の利便性が良い。商業施設や医療施設に近い。 中央南部地区 70歳以上 女性
70 そう思う 地元なので。 中央北部地区 20～24歳 男性
71 そう思う 学校もあって住みやすい。安全。きれい。 中央北部地区 20～24歳 女性
72 そう思う スーパー、病院が近い。電車（駅)も徒歩で行ける。 中央北部地区 25～29歳 女性
73 そう思う 交通の便が良い。買い物がしやすい。 中央北部地区 25～29歳 女性
74 そう思う 交通手段も多くて、べんり。周囲の方々との交流が多い。 中央北部地区 30～34歳 女性
75 そう思う 周辺にも電車バス公共交通機関がありとても便利ショッピングモールも徒歩で行け良い。 中央北部地区 30～34歳 女性
76 そう思う 近くにショッピング施設があり、でも静か。 中央北部地区 40～44歳 女性
77 そう思う 長年住んでいるので。 中央北部地区 45～49歳 男性
78 そう思う 閑静であり、また，買い物等が便利であること。 中央北部地区 45～49歳 男性
79 そう思う 交通の便や周囲の学校、公園などが近いため。 中央北部地区 45～49歳 男性



「問1　お住いの地区が住みやすいまちであると思いますか」の理由

No. 問1の回答 内容 居住地区 年齢 性別

80 そう思う
小さいお子さんを持つ親も多く、公園も子供がいて明るく、バス、電車なども充実。近くにスーパー、コン
ビニも多く利用もしやすい。 中央北部地区 45～49歳 女性

81 そう思う 静かでスズメやカラスが飛んでいるから。 中央北部地区 45～49歳 女性
82 そう思う 交通の便が良い。銀行も、買物する所もそろっている。 中央北部地区 45～49歳 女性
83 そう思う 山、海と自然に恵まれている。 中央北部地区 55～59歳 男性
84 そう思う 静かで交通の便も良い。病院も近くにあり安心。 中央北部地区 55～59歳 女性
85 そう思う スーパーなどが近くにあるから。 中央北部地区 55～59歳 女性
86 そう思う 静かです。 中央北部地区 60～64歳 男性
87 そう思う 交通の便が良い。 中央北部地区 65～69歳 男性
88 そう思う ずっと住んでいるところだから。 中央北部地区 65～69歳 男性
89 そう思う 交通の便利が良い。買物、病院に近いこと。 中央北部地区 65～69歳 女性

90 そう思う
周囲が静かである。生活雑貨店、食料品、美容院、薬局、病院、銀行、交通機関便利、環境はとても良
いです。 中央北部地区 65～69歳 女性

91 そう思う 道路交通網、医療が充実している。 中央北部地区 70歳以上 男性
92 そう思う 近所に病院、商店、公共交通機関の乗り場が近い。電車・バスの便が良い。平坦地である。 中央北部地区 70歳以上 女性
93 そう思う 買い物に便利。 中央北部地区 70歳以上 女性
94 そう思う 家から5分もかからない所に電停がある。 中央北部地区 70歳以上 女性
95 そう思う 山の上だが三方向にバスが走っている。 中央北部地区 70歳以上 女性
96 そう思う 浜町にも近くて、バイパス・高速道路も近い。 小ヶ倉地区 45～49歳 男性
97 そう思う 環境が良い。キレイな町。 小ヶ倉地区 55～59歳 女性
98 そう思う 環境、交通の便、地域のコミュニティ良好。 小ヶ倉地区 55～59歳 女性

99 そう思う
長崎で暮らし始めて40年近くになります。仕事があり働ける場所があったということだと思います。子育
ても無事終わりあとわ健康に気を付けようとおもいます。 小ヶ倉地区 60～64歳 女性

100 そう思う どこに行くにも便利、道路などがきれい。 小ヶ倉地区 65～69歳 女性
101 そう思う 住宅地で、学校が近くで、子供にも環境がよい。 小ヶ倉地区 70歳以上 男性
102 そう思う 環境が良く子育てにも良いと思う。 小ヶ倉地区 70歳以上 女性
103 そう思う バス停、保育園が近くにある為。 小榊地区 20～24歳 女性
104 そう思う 長崎市中心部までは車で１０～１５分と近く，景観も良いからです。 小榊地区 40～44歳 女性
105 そう思う 静かだから。 小榊地区 50～54歳 男性
106 そう思う 生まれ育った町で、近所の人とも親しみやすいから。 小榊地区 55～59歳 女性

107 そう思う
町内会長さん筆頭に、副会長、役員さんたちが町内行事や雑用的な事まで良くやり、その恩恵にあず
かっているから。 小榊地区 65～69歳 男性

108 そう思う 静かで過ごしやすい。 西浦上地区 18～19歳 男性
109 そう思う 買い物できる場所がちかくにたくさんあるため。 西浦上地区 18～19歳 女性
110 そう思う 交通も便利で、買い物にも便利。 西浦上地区 20～24歳 男性
111 そう思う 路面電車もJRの駅もバス停もあり商店街でにぎわっているから。 西浦上地区 20～24歳 女性
112 そう思う 買い物が近くで済む（食料品、日用品）。交通の便がよい。病院が近い。 西浦上地区 30～34歳 女性

113 そう思う
近くにスーパー等、車で１０分前後で公園等々、環境も良く、ファミリー層が多く、子育てに良く、いろん
な場所にもアクセスしやすい地区な為。 西浦上地区 35～39歳 男性

114 そう思う 徒歩圏内に商店街やスーパー等がそろっているので。 西浦上地区 35～39歳 女性

115 そう思う
近くに買い物ができるところが多いし、病院もあるので安心。
近所に住む人たちもみんな優しい。 西浦上地区 35～39歳 女性



「問1　お住いの地区が住みやすいまちであると思いますか」の理由
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116 そう思う 駅や商業施設が近くにあるため。 西浦上地区 40～44歳 男性
117 そう思う 現在、不自由を感じないから。 西浦上地区 40～44歳 女性

118 そう思う
バス停、電停が近く、スーパーや市場があり、クリニックや子供の塾、習い事教室があり、生活に関わ
ることがらがそろっているからです。住みやすい便利で明るいという感じです。 西浦上地区 45～49歳 男性

119 そう思う ・交通が便利。・学校・医療が充実している。 西浦上地区 45～49歳 男性
120 そう思う 便利・安全（交通機関・店・公的支所・病院近くにあり利用しやすい。平地）。 西浦上地区 45～49歳 女性
121 そう思う 必要な施設が近くにある為。 西浦上地区 50～54歳 男性
122 そう思う 商業施設が多い。 西浦上地区 50～54歳 男性
123 そう思う 交通の便、商業施設。 西浦上地区 55～59歳 男性
124 そう思う 静か。 西浦上地区 55～59歳 女性
125 そう思う 買い物に便利。バス停が近い。 西浦上地区 60～64歳 男性
126 そう思う 交通の便がいい事。学校、病院、スーパーなど生活していく上で必要な施設が近くにある事。 西浦上地区 60～64歳 男性
127 そう思う 町が静かである。 西浦上地区 60～64歳 男性

128 そう思う
長崎バイパス、川平有料道路出入り口に近く、バスの運行便数も多い。日用の買物にもほどほど便
利。シーボルト大学も近く環境も良い。 西浦上地区 60～64歳 女性

129 そう思う 交通便が良く買い物も便利。 西浦上地区 60～64歳 女性
130 そう思う 交通の便と買い物が便利です。 西浦上地区 60～64歳 女性
131 そう思う 静かだし回りの人も優しい。 西浦上地区 60～64歳 女性
132 そう思う 文教地区であり、利便性が良いです。 西浦上地区 60～64歳 女性
133 そう思う 生活に必要な施設などが歩いていける距離にそろっているから。 西浦上地区 65～69歳 男性
134 そう思う 交通の便、公共施設(銀行、郵便局、病院）、ストアーが徒歩圏内にある。 西浦上地区 65～69歳 女性
135 そう思う 交通や医療施設にと利便性がよい事。 西浦上地区 65～69歳 女性
136 そう思う コミュニケーションがしっかり出来ている。高齢化ではあるが、お互いに声掛け助け合っている。 西浦上地区 65～69歳 女性
137 そう思う 交通が便利。 西浦上地区 70歳以上 男性
138 そう思う 交通の便が良く、又商店は近い。病院もそろっている。 西浦上地区 70歳以上 男性
139 そう思う みんなやさしくしてもらえる。 西浦上地区 70歳以上 男性
140 そう思う ショッピング・交通の便が良い。 西浦上地区 70歳以上 男性
141 そう思う 自然が豊か。近所付き合いが丁度良い。 西浦上地区 70歳以上 女性
142 そう思う 近辺どうし、笑顔で挨拶が出来ること。 西浦上地区 70歳以上 女性
143 そう思う 町の中心であり、買い物等便利ですから。 西浦上地区 70歳以上 女性
144 そう思う 生活をするのに便利だから。 西浦上地区 70歳以上 女性
145 そう思う 人口が多くなくていいから。 滑石地区 20～24歳 男性
146 そう思う 静かで暮らせそう。 滑石地区 20～24歳 男性
147 そう思う 病院、銀行、支所、交番、消防署、スーパーが徒歩で行ける。 滑石地区 20～24歳 女性
148 そう思う 歩いて行ける距離にお店がある。 滑石地区 35～39歳 女性
149 そう思う 近隣にスーパー、病院等もあり、普段の生活で不便を感じないから。 滑石地区 40～44歳 男性
150 そう思う スーパーや市場、郵便局や銀行など歩いていけるから。 滑石地区 40～44歳 女性
151 そう思う 病院、銀行、郵便局、スーパーに歩いて行ける。 滑石地区 45～49歳 女性
152 そう思う 小中高とこの学区に住んでおり、馴染みがあるから。 滑石地区 45～49歳 女性
153 そう思う 1交通手段も豊富で買い物にも困ることはありません町の人もきちんとしていて日々おだやかに過ごせ 滑石地区 50～54歳 女性
154 そう思う 住宅地で静かである。 滑石地区 55～59歳 男性



「問1　お住いの地区が住みやすいまちであると思いますか」の理由
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155 そう思う
交通、スーパー、公民館、銀行、ショッピングセンター、病院、学校、バイパスも近く、ひととおり何でも
揃ってる。 滑石地区 55～59歳 女性

156 そう思う 住民の生活以外の車が通らないので静かな生活できる。 滑石地区 55～59歳 女性
157 そう思う 皆様が親切です。 滑石地区 60～64歳 男性
158 そう思う 静かな所。 滑石地区 65～69歳 男性
159 そう思う 日夜、静かで犯罪等がない。 滑石地区 65～69歳 男性
160 そう思う バス停、スーパー、病院等徒歩で行ける範囲にあり便利である。 滑石地区 65～69歳 男性

161 そう思う
すぐ近くにバス停や駅があり、ショッピングセンターもコンビニもあり、まわりは病院がたくさんあるので
とても便利です。 滑石地区 65～69歳 女性

162 そう思う バスの便利がすごく良い。 滑石地区 65～69歳 女性

163 そう思う
子供が小学校2年時に南部のほうから引越して来ました。環境的に小学校、中学校、病院、銀行、買物
等、バスのアクセスの利便性がそろっていたからです。 滑石地区 65～69歳 女性

164 そう思う スーパーとか、バス停が近く行動が便利。 滑石地区 65～69歳 女性
165 そう思う 交通、近場に買い物ができる店が多い。 滑石地区 70歳以上 男性
166 そう思う 近くに公園が多くある。 滑石地区 70歳以上 男性
167 そう思う 買い物、病院等が近くにありとても住みやすいです。 滑石地区 70歳以上 女性
168 そう思う 団地内の皆さまとお話しやすいことや特に悪い印象の方がいない。誰とでも挨拶しやすい感じです。 滑石地区 70歳以上 女性
169 そう思う スーパー、ドラッグストア、コンビニ等そろっており小中学校も近いため、治安の面で安心。 福田地区 20～24歳 女性
170 そう思う スーパーなどが近くにある。 福田地区 45～49歳 男性
171 そう思う 交通の便がいい。病院も近い。 福田地区 45～49歳 女性
172 そう思う 近くにフレスポや眼鏡市場などあり、便利であるから。 福田地区 50～54歳 女性
173 そう思う 古くからの住民で気心が知れていて安心。 福田地区 60～64歳 男性
174 そう思う 徒歩圏内で、ほとんどの生活必需品を買う事ができる。近くに海と山があり、自然を感じることができ 福田地区 60～64歳 女性
175 そう思う 自然に囲まれているが、買い物、交通（特に高速）の便が良いので。 福田地区 65～69歳 男性
176 そう思う 環境がよい。近くに生活に必要な施説が揃っている。 福田地区 70歳以上 男性
177 そう思う 環境が良い。福田地区。 福田地区 70歳以上 男性

178 そう思う
海と山に囲まれているし、近くにはフレスポが有り又、高速道路にも女神大橋を渡り近くなったので便
利な地区です。 福田地区 70歳以上 男性

179 そう思う 歩いて１０分ぐらいでスーパー、ドラッグ、衣料品。 福田地区 70歳以上 女性
180 そう思う 浜の町まで歩いてでも行ける。 茂木地区 35～39歳 女性
181 そう思う 長崎市中心部に近い為。 茂木地区 50～54歳 女性

182 そう思う

長崎は海があり小高い丘もあり風光明媚であります。以前九州をウォーキングでまわって見てつくづく
そう思いました。勿論東日本や東北など北国はそれ程知りませんが気候に恵まれ、災害もそれ程経験
していません。 茂木地区 70歳以上 男性

183 そう思う 静かである。 茂木地区 70歳以上 女性
184 そう思う 自治会はじめ　地域の団結力がある。 式見地区 65～69歳 女性
185 そう思う 人が1つになる事です。 式見地区 70歳以上 男性
186 そう思う 小さな地区で皆が顔みしりでいろんな事に協力してくれます。 式見地区 70歳以上 女性
187 そう思う 市内中心部に近いから。スーパーが近くにあるから。 日見地区 25～29歳 女性
188 そう思う 近くにコンビニやスーパーがある。海もあってウォーキングなどにもいいから。 日見地区 40～44歳 女性
189 そう思う 父の代から住んでいて周りを良く知っているから。 日見地区 70歳以上 男性
190 そう思う ご近所の方がいい人。私にとって便利（病院，銀行，スーパーが近い）。 日見地区 70歳以上 女性
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191 そう思う 交通機関が多いので、車が移動する必要が無いため。 東長崎地区 20～24歳 男性
192 そう思う 自然もあり、静かで落ち着いているから。 東長崎地区 25～29歳 女性
193 そう思う 近所に病院，学校，スーパー，コンビニ等利用するものがたくさんあるので。 東長崎地区 30～34歳 男性
194 そう思う 交通の便も割と良く、買い物するところも多くあり、公園。学校等も近いから。 東長崎地区 30～34歳 女性
195 そう思う 近くにスーパー，コンビニがあり，夜は静か。 東長崎地区 30～34歳 女性
196 そう思う 治安に良く、学校・買い物も近く便利。 東長崎地区 45～49歳 男性
197 そう思う 自然が多く、適度に都会。 東長崎地区 45～49歳 女性
198 そう思う 便利が良い。 東長崎地区 45～49歳 女性
199 そう思う 静かで物価が安い。 東長崎地区 45～49歳 女性
200 そう思う 公共サービスが近くにあり便利です。 東長崎地区 50～54歳 男性
201 そう思う 交通の便もいいし、買い物をする店も色々ある。小中学校も近い。 東長崎地区 50～54歳 女性
202 そう思う 平地が多く、病院、銀行、ズーパーなども多くある。駅方面や諫早市にも近い。 東長崎地区 55～59歳 女性
203 そう思う 商店が集まっていて、駐車場が、管理されている。 東長崎地区 55～59歳 女性
204 そう思う スーパー・コンビニ・病院・銀行・バス停が近い。 東長崎地区 60～64歳 女性
205 そう思う 生まれ育った町なので。 東長崎地区 60～64歳 女性
206 そう思う 歩いて５分の所に，バス停，ストア，医院があり，水洗トイレも使えることから，住みやすい。 東長崎地区 65～69歳 不明
207 そう思う 自然がいっぱい。 東長崎地区 65～69歳 男性
208 そう思う 治安がいい。 東長崎地区 65～69歳 男性
209 そう思う バスの便は良いし、海が近くて良い。 東長崎地区 65～69歳 男性
210 そう思う 安心。 東長崎地区 70歳以上 男性
211 そう思う 自然環境が良く、買物等商業施設等及び交通の便が良く住みやすいと思っています。 東長崎地区 70歳以上 男性
212 そう思う 静かで自然が多い、高台で眺めがよい。 東長崎地区 70歳以上 男性
213 そう思う 団地だから、もう３８年位住んでいるので住民は年配ばかりで子供が少ない。 東長崎地区 70歳以上 男性
214 そう思う スーパーや病院が近くにある。 東長崎地区 70歳以上 男性
215 そう思う 近所付き合いが出来る。 東長崎地区 70歳以上 女性
216 そう思う 環境が良い、景観が良い、比較的きれい。 東長崎地区 70歳以上 女性
217 そう思う 緑がいっぱい。 東長崎地区 70歳以上 女性
218 そう思う スーパー　銀行　支所　歩いて行ける所にある。 東長崎地区 70歳以上 女性
219 そう思う 近くにスーパーが何店舗かあり、新鮮な食材を購入できる。 東長崎地区 70歳以上 女性
220 そう思う 生まれて、ずっと住んでるから。 土井首地区 40～44歳 男性
221 そう思う 他の地区を知らない。 土井首地区 45～49歳 男性
222 そう思う 病院、買い物にも便利であり、公園も近くにあり、緑も多い。 土井首地区 60～64歳 女性
223 そう思う スーパーが多い。 土井首地区 70歳以上 男性
224 そう思う 住民に激しい出入りがなく顔見知りが多く、安全である。 土井首地区 70歳以上 女性
225 そう思う 静かで、自治会も大変充実しております。また近辺にいろんな店があり生活しやすいです。 土井首地区 70歳以上 女性
226 そう思う 小・中学校と自治会の連携ができており、行事など参加しやすい雰囲気がある。 深堀地区 40～44歳 女性
227 そう思う 自分が産まれた時から住んでいる所で、知り合いも多く話を聞いてくれる人達も多いから。 深堀地区 40～44歳 女性
228 そう思う 町に救急病院有る。街にスパーなど有る。 深堀地区 60～64歳 男性
229 そう思う 親のアパートも近く、お店など充実して便利だから。 深堀地区 60～64歳 女性
230 そう思う 御近所とのコミュニケーションが良くとれてる。 深堀地区 70歳以上 男性
231 そう思う 生活用品が直ぐ購入できる（フレスポ近所）病院がすぐ近くにある（記念病院等）。 深堀地区 70歳以上 男性
232 そう思う 静かです。 香焼地区 30～34歳 女性
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233 そう思う 人の優しさに触れた時に感じます。 香焼地区 50～54歳 女性
234 そう思う 静かだし、ウォーキングがしやすい。 香焼地区 65～69歳 男性
235 そう思う 自然がいっぱい。 香焼地区 65～69歳 女性
236 そう思う 長い間住んでいる。 香焼地区 70歳以上 女性
237 そう思う とても静かで自然が多い地区なので。 伊王島地区 45～49歳 女性
238 そう思う ５年前に引っ越して来ましたが、住民の方々がとても親切ですぐに受け入れて下さり、助かりました。 伊王島地区 65～69歳 女性
239 そう思う 自然にめぐまれている　空気がきれい。 野母崎地区 55～59歳 女性
240 そう思う 近所づきあいがあるから。 野母崎地区 55～59歳 女性
241 そう思う 長年住み慣れt街だから。 野母崎地区 60～64歳 男性
242 そう思う 生まれてからずっと住んでいるから，なれているので。 野母崎地区 70歳以上 男性
243 そう思う 住み慣れた所だから。 三和地区 30～34歳 女性
244 そう思う 自然豊かだから。 三重地区 20～24歳 男性
245 そう思う 近くにスーパーや病院がある。 三重地区 25～29歳 男性
246 そう思う 病院、スーパー、コンビニと近くにそろっている。 三重地区 30～34歳 女性
247 そう思う 病院や学校等、生活していく上で必要な施設が充実している為。 三重地区 45～49歳 女性
248 そう思う 治安が良い。 三重地区 60～64歳 男性
249 そう思う 静かな場所でバスも通っています。店も下ればあるし快適な場所です。 三重地区 60～64歳 女性
250 そう思う 自然の環境で静かで友人（近所）方々がいい。 三重地区 60～64歳 女性
251 そう思う 車での移動がしやすく、買物等もしやすい町。 三重地区 65～69歳 男性
252 そう思う 自然が多く田舎町でゆったり暮らせる。 三重地区 65～69歳 男性
253 そう思う 自然がいっぱいある。 三重地区 65～69歳 男性
254 そう思う 知人ばかりでふれあいが多い。 三重地区 70歳以上 男性
255 そう思う 山も海もあり自然が多くある。 三重地区 70歳以上 女性
256 そう思う 買い物は歩いて10分～15分内に出来るから、運動がてら良いと思います。便利。 三重地区 70歳以上 女性
257 そう思う 生まれ育った場所だから。 三重地区 70歳以上 女性
258 そう思う 住宅地の為。 三重地区 70歳以上 女性
259 そう思う 昼間はいがいとしずかです。 三重地区 70歳以上 女性
260 そう思う 住みやすいからかんきょうが良い。 外海地区 35～39歳 男性
261 そう思う 人口の少ない地域だから。 外海地区 50～54歳 男性
262 そう思う 自然　豊かである。 外海地区 60～64歳 女性
263 そう思う 自然に恵まれてゆっくり過ごせるから。 琴海地区 18～19歳 男性
264 そう思う 近くにスーパーや保育園、銀行、郵便局等あるため便利。 琴海地区 30～34歳 女性
265 そう思う 私自身故郷に近い感じで海あり山ありで生活しやすい。 琴海地区 65～69歳 男性
266 そう思う 住環境は良いが国道２０６号線の渋滞を解消してほしい。 琴海地区 70歳以上 男性
267 そう思う 静かである。 琴海地区 70歳以上 男性
268 そう思う 空気、自然が良い、海の物、山の物も食べれて良い。 琴海地区 70歳以上 男性
269 そう思う 地区が住みやすい。 琴海地区 70歳以上 男性
270 そう思う 施設(老人ホーム）として入所し、寝食に不便無いから。 琴海地区 70歳以上 女性
271 そう思う 自治活動がある程度実行している。隣近所との方とつきあいがしやすい。 琴海地区 70歳以上 女性
272 そう思う 静かな環境。 不明 不明 不明
273 そう思う 空気、海。 不明 不明 不明
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274 そう思う
スーパー、銀行、郵便局が徒歩で近くにあるため、また、子供がいるので、ボールで遊べる公園も近く
にあるため。 不明 45～49歳 男性

275 そう思う 電停、バス停に歩いて行ける。 不明 50～54歳 女性
276 そう思う 生活利便性・交通利便性などとても良い。 不明 65～69歳 女性
277 そう思う 便利が良い。 不明 70歳以上 男性
278 そう思う 店はちかいので買物がらくです。町も近いです。 不明 70歳以上 女性
279 どちらかといえばそう思う 買い物が近くにあるから便利。 中央東部地区 20～24歳 女性
280 どちらかといえばそう思う 利便性がある。 中央東部地区 25～29歳 女性
281 どちらかといえばそう思う 犯罪とかが少ない。 中央東部地区 25～29歳 女性
282 どちらかといえばそう思う スーパーやコンビニが近くにあり買い物しやすいから。 中央東部地区 25～29歳 女性
283 どちらかといえばそう思う アクセスが良く，どこへでもすぐにいける。 中央東部地区 30～34歳 男性
284 どちらかといえばそう思う 食べ物は美味しいが、物価が高すぎる。 中央東部地区 30～34歳 男性
285 どちらかといえばそう思う 路面電車で移動するのはいいが、車は駐車場が少ないため、使用しずらい。 中央東部地区 30～34歳 女性
286 どちらかといえばそう思う 街のコンパクトさは住みやすい。家賃が高い点は住みにくい。 中央東部地区 30～34歳 女性
287 どちらかといえばそう思う 不便ではないから。 中央東部地区 30～34歳 女性

288 どちらかといえばそう思う
住んでいる所には乗り合いタクシー、下へ下れば路面電車、バスと公共交通機関が充実していると思
います。 中央東部地区 35～39歳 女性

289 どちらかといえばそう思う
買い物は便利だが、１時間に１本しかないので、交通の便がとても不便です。バスで通勤しているので
困ります。 中央東部地区 35～39歳 女性

290 どちらかといえばそう思う 駐車場が高い。 中央東部地区 40～44歳 女性

291 どちらかといえばそう思う
一本道を入れば静かなので住みやすくはあるが、坂の街の為、階段、急な坂道が多いので高齢者の
方も考え、車、バイクが入れるようにできればいいと思う。 中央東部地区 40～44歳 女性

292 どちらかといえばそう思う 静で良い。 中央東部地区 45～49歳 男性
293 どちらかといえばそう思う 立地に満足しているから。 中央東部地区 45～49歳 男性
294 どちらかといえばそう思う ここ数年は大きな災害がない。 中央東部地区 45～49歳 男性

295 どちらかといえばそう思う
コンビニ・スーパーが徒歩圏内にあるから。国道が狭く歩道が途切れているところが多々あるので危な
い目にあう事がある。 中央東部地区 45～49歳 女性

296 どちらかといえばそう思う 静か。浜町も近い。バス、電車停留所が近い。 中央東部地区 50～54歳 女性
297 どちらかといえばそう思う 交通の便が良く、どこへ行くにもバス、電車と都合が良い。その反面、路面を行く電車の騒音と思うこも 中央東部地区 50～54歳 女性
298 どちらかといえばそう思う 景色がとてもいい。 中央東部地区 50～54歳 女性
299 どちらかといえばそう思う 交通手段もよく、浜の町にも歩いて行ける距離、近所づきあいもわずらわしくない。 中央東部地区 50～54歳 女性
300 どちらかといえばそう思う 公共交通の利便性。 中央東部地区 55～59歳 女性
301 どちらかといえばそう思う 車が横付けにならないこと以外はとてもすみやすいまちだと思う。 中央東部地区 55～59歳 女性
302 どちらかといえばそう思う すぐ近くにスーパーがある。コンビニが2軒ある。でもホカ弁屋が無いのが残念。 中央東部地区 55～59歳 女性
303 どちらかといえばそう思う 生活圏が狭いので、慣れてしまっているため。本当は、重大な問題があるかもしれない。 中央東部地区 60～64歳 男性
304 どちらかといえばそう思う 西山バイパスの入口近くにあり、どこの街へ行くのも便利であること。 中央東部地区 60～64歳 女性
305 どちらかといえばそう思う そこそこ街に近く、がんばれば浜町は徒歩（20分）。 中央東部地区 65～69歳 男性
306 どちらかといえばそう思う 静かで、夏は涼しくて良いのですが、バス停から家まで階段１７０段有り年老いてからが心配。 中央東部地区 65～69歳 女性

307 どちらかといえばそう思う
買い物の状況、環境はすごくよいのですが、車の横付けが出来無いので、火事及び救急車の時が大
変でした。一方通行、細い横道が有ります。 中央東部地区 65～69歳 女性

308 どちらかといえばそう思う 階段、坂が多く交通の便が悪い。景観は良い。 中央東部地区 65～69歳 女性
309 どちらかといえばそう思う 閑静な住宅地・商店街・バス・電車亭まで１Ｋ圏内で日常生活に便利。 中央東部地区 70歳以上 男性
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310 どちらかといえばそう思う 市の中心部に居住しており、公的機関・商業施設等に近く、交通の利便性も良い。 中央東部地区 70歳以上 男性
311 どちらかといえばそう思う 豊かな自然に恵まれている。が階段が多くて不便である。 中央東部地区 70歳以上 男性

312 どちらかといえばそう思う
マンションなので人とのつきあいがありません。町内会にはいってないので民生委員の方も一度もきて
ません。民生委員のお仕事は何なのでしょうか。 中央東部地区 70歳以上 女性

313 どちらかといえばそう思う 今の住まいは40年目になりますが、近所の方にも慣れて住みやすいと思います。 中央東部地区 70歳以上 女性
314 どちらかといえばそう思う 店の近い所にありバス停も２～３ヶ所利用できる。車イス使用には坂・階段が多少不便はあります。 中央東部地区 70歳以上 女性
315 どちらかといえばそう思う 静か、パトロールのパトカーもよく通ってくれる。心強いです。お巡りさんがやさしい。 中央東部地区 70歳以上 女性
316 どちらかといえばそう思う 高台であるが、町に出るにも乗り物に便利。 中央東部地区 70歳以上 女性
317 どちらかといえばそう思う 町から遠く銀行、病院が遠い。 中央東部地区 70歳以上 女性

318 どちらかといえばそう思う
高台で交通機関等で不便な面はありますが，子供の頃からいるところなので慣れてる事がいいです。
長崎駅までも歩いて下ればいいので。 中央東部地区 70歳以上 女性

319 どちらかといえばそう思う 階段を登らなければいけないので不便（年齢が高くなったので体の自由が不十分）。 中央東部地区 70歳以上 女性
320 どちらかといえばそう思う 近くにスーパーもあり、コンビニもあるため。 中央西部地区 20～24歳 女性
321 どちらかといえばそう思う ずっと住んでいるから。 中央西部地区 25～29歳 女性
322 どちらかといえばそう思う ご近所の方々がやさしい。 中央西部地区 25～29歳 女性
323 どちらかといえばそう思う 住みなれた街で、治安も良いと思うから。 中央西部地区 30～34歳 女性
324 どちらかといえばそう思う 商業施設や駅が近いので便利。しいて言うならスーパーの不足、品ぞろえの悪さが目立つ。 中央西部地区 30～34歳 女性
325 どちらかといえばそう思う 特に不便がないから。 中央西部地区 30～34歳 女性
326 どちらかといえばそう思う 中心地までアクセスがよいから。 中央西部地区 40～44歳 女性
327 どちらかといえばそう思う 徒歩圏内に施設がそろっている。 中央西部地区 45～49歳 男性
328 どちらかといえばそう思う 交通の便がいいから。 中央西部地区 45～49歳 女性
329 どちらかといえばそう思う なんとなく。 中央西部地区 50～54歳 男性
330 どちらかといえばそう思う 中心部からの利便性も高く、生活インフラが充実している。 中央西部地区 55～59歳 男性
331 どちらかといえばそう思う 子供の頃から住んでいるから。 中央西部地区 55～59歳 女性
332 どちらかといえばそう思う 住民が穏やか。 中央西部地区 60～64歳 男性
333 どちらかといえばそう思う 交通の面はいいのですが、スーパーが1つしかなくて買い物が不便です。 中央西部地区 60～64歳 女性
334 どちらかといえばそう思う 最高！とは言えないが、自分の生まれ育ったところだから。 中央西部地区 65～69歳 男性
335 どちらかといえばそう思う 商店は少ないが中心街が近場である。 中央西部地区 65～69歳 女性

336 どちらかといえばそう思う
自宅から町へ行くことによって、交通機関が便利であることと、安心、安全で住める町だと思っていま
す。しかし、スーパーなどが少ない。 中央西部地区 65～69歳 女性

337 どちらかといえばそう思う
・バス停が近い（徒歩1分）。・清鮮市場が近くにある（徒歩1.5分）。
・医療施設まで歩いていける（徒歩17分）。 中央西部地区 70歳以上 男性

338 どちらかといえばそう思う 坂が多いので、きついけど、バスは中央までつれていってくれるしバス代他の地方より安いです。 中央西部地区 70歳以上 女性
339 どちらかといえばそう思う 防災放送がうまくきこえない。 中央西部地区 70歳以上 女性
340 どちらかといえばそう思う 交通が便利。買物も多くの商店があり、不自由しない。 中央南部地区 不明 不明
341 どちらかといえばそう思う 静か。 中央南部地区 25～29歳 男性
342 どちらかといえばそう思う ・自宅から南部息のバスが少ない事。・車を持ってない人もいます。・公共費、家賃・等が高い。 中央南部地区 30～34歳 男性
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343 どちらかといえばそう思う 交通機関、買い物の利便性が良い方だと思う。 中央南部地区 35～39歳 女性

344 どちらかといえばそう思う
公共交通機関を利用するまで家から遠く坂の上に家があるが、長崎の中心街近くに住んでいるため苦
にならない。 中央南部地区 45～49歳 女性

345 どちらかといえばそう思う スーパーや病院が近く便利。 中央南部地区 50～54歳 男性
346 どちらかといえばそう思う 生まれた時から住んでいる町で、勝手知っているから。 中央南部地区 50～54歳 男性
347 どちらかといえばそう思う 市の中心部への移動もしやすく、斜面地等でないので生活しやすい。 中央南部地区 50～54歳 女性
348 どちらかといえばそう思う 近くに店がない。 中央南部地区 55～59歳 男性
349 どちらかといえばそう思う 周囲に空き家が増え、少々怖いが住みなれた町なので…。 中央南部地区 55～59歳 女性

350 どちらかといえばそう思う
騒がしくする人達もいずにいいが、夜間電灯が少なく暗い。空家が多くなってきているのでもっと明るく
してほしい。犯罪防止の意味で!!。 中央南部地区 60～64歳 男性

351 どちらかといえばそう思う 50年以上住んでいる。 中央南部地区 60～64歳 男性
352 どちらかといえばそう思う 平和で、自分で工夫すればある程度の事はできる。 中央南部地区 65～69歳 男性
353 どちらかといえばそう思う 浜の町まで近くてやさい、魚がおいしい。 中央南部地区 65～69歳 男性
354 どちらかといえばそう思う 安全。 中央南部地区 65～69歳 女性
355 どちらかといえばそう思う 地域の交流がある。 中央南部地区 70歳以上 男性
356 どちらかといえばそう思う 銀行、買い物も近くにあるし　バスもちょいちょい通っているので住みやすい。 中央南部地区 70歳以上 男性
357 どちらかといえばそう思う のんびりと暮らせる。 中央南部地区 70歳以上 男性
358 どちらかといえばそう思う 近所とのつながりがある。 中央南部地区 70歳以上 女性
359 どちらかといえばそう思う スーパー、コンビニが近い。 中央南部地区 70歳以上 女性
360 どちらかといえばそう思う 浜の町や長崎駅まで近い（30分バスで）。自然が多くて静か。 中央南部地区 70歳以上 女性
361 どちらかといえばそう思う 交通の便がいい所。 中央南部地区 70歳以上 女性
362 どちらかといえばそう思う 長く住みなれてよいが、だんだん買い物（お店が減って）が不便になってきている。 中央南部地区 70歳以上 女性
363 どちらかといえばそう思う 近くにスーパーやコンビニなどがあるため。 中央北部地区 25～29歳 男性
364 どちらかといえばそう思う 交通の便が良い、買い物が近くで出来る。 中央北部地区 30～34歳 男性
365 どちらかといえばそう思う 公園が多く、子供も多いのでにぎやか。 中央北部地区 35～39歳 男性
366 どちらかといえばそう思う バスの本数が多い。 中央北部地区 40～44歳 男性
367 どちらかといえばそう思う 交通がべんり。 中央北部地区 40～44歳 男性
368 どちらかといえばそう思う 長崎市以外に住んだことがない。 中央北部地区 40～44歳 女性
369 どちらかといえばそう思う 路面電車に近い。スーパーが近い。平地である。 中央北部地区 40～44歳 女性
370 どちらかといえばそう思う とくにふまんはない。 中央北部地区 45～49歳 男性
371 どちらかといえばそう思う 大きな事件事故、人災天災が少ない。害獣が少ない。 中央北部地区 50～54歳 男性
372 どちらかといえばそう思う バスが1時間に数本あり、遅い時間まで走っているから。 中央北部地区 50～54歳 女性
373 どちらかといえばそう思う 生活する上にとても困っているようなことがない。犯罪等も少ない。 中央北部地区 55～59歳 男性
374 どちらかといえばそう思う 景色の良さ、食物の美味しさ。 中央北部地区 60～64歳 男性
375 どちらかといえばそう思う 交通等便利。 中央北部地区 60～64歳 男性
376 どちらかといえばそう思う 幹線道より1本下がった場所に家が有る為、静かに生活出来る。 中央北部地区 60～64歳 男性
377 どちらかといえばそう思う 近くに公園銀行スーパーがある。 中央北部地区 65～69歳 女性
378 どちらかといえばそう思う 昔に比べれば給水制限もないし交通の便もよくなった。 中央北部地区 70歳以上 男性
379 どちらかといえばそう思う 慣れ住んでいるから。 中央北部地区 70歳以上 男性
380 どちらかといえばそう思う すぐ近くにココウォーク、バス停、病院がある。 中央北部地区 70歳以上 女性
381 どちらかといえばそう思う 長年住んでいるから。 中央北部地区 70歳以上 女性
382 どちらかといえばそう思う 買物するの便利。 中央北部地区 70歳以上 女性



「問1　お住いの地区が住みやすいまちであると思いますか」の理由
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383 どちらかといえばそう思う 買い物とバス停が歩いて10分余り程度で助かっていると思います。 中央北部地区 70歳以上 女性

384 どちらかといえばそう思う
（良い点）近所の人が顔見知りで助け合う。（悪い点）年々店が減り不便となっている。・街角が少なく夜
は危険。 中央北部地区 70歳以上 女性

385 どちらかといえばそう思う 買い物及び交通に便利である。景観も良し。病院も近くにある。 中央北部地区 70歳以上 女性
386 どちらかといえばそう思う 人々の心が穏やかでやさしい。 中央北部地区 70歳以上 女性
387 どちらかといえばそう思う 中心部に比較的近いから。 小ヶ倉地区 20～24歳 女性
388 どちらかといえばそう思う 静かでよい。しかし、渋滞や出店の少なさを感じる。 小ヶ倉地区 30～34歳 男性
389 どちらかといえばそう思う 静かで公園も近くで良いが、徒歩圏内の飲食等の店が少ないのが残念。どこへ行くにも自家用車が必 小ヶ倉地区 35～39歳 女性
390 どちらかといえばそう思う 静かな住宅街で子育てに良い。 小ヶ倉地区 45～49歳 女性
391 どちらかといえばそう思う 生活用品の買い物場が遠い。 小ヶ倉地区 50～54歳 男性
392 どちらかといえばそう思う バスは始発で浜の町まで、１５分～２０分で行ける。 小ヶ倉地区 55～59歳 女性

393 どちらかといえばそう思う
開発団地であることから公共施設等の整備が整っており、店舗やバスも便利な位置にあるものの坂が
多く歩くのにはきつい。 小ヶ倉地区 65～69歳 男性

394 どちらかといえばそう思う 交通の便が良い。 小ヶ倉地区 70歳以上 女性
395 どちらかといえばそう思う 団地内に公園もあり、小学校もあるため。 小榊地区 30～34歳 女性
396 どちらかといえばそう思う 同世代の人達が多く子供にとっていいと思う。 小榊地区 35～39歳 男性
397 どちらかといえばそう思う 静か。 小榊地区 35～39歳 男性
398 どちらかといえばそう思う スーパー、コンビニ、郵便局がある。 小榊地区 35～39歳 女性
399 どちらかといえばそう思う 小中学校が近くにある。スーパーが車で５分ぐらいのところにある。 小榊地区 40～44歳 女性
400 どちらかといえばそう思う 緑がよく見え景観がよい。公園も多いので、住み心地はよいのですが、ただ高台なので風が強く寒い。 小榊地区 40～44歳 女性
401 どちらかといえばそう思う 静かで犯罪も少なく、山、海等自然がある。 小榊地区 40～44歳 女性
402 どちらかといえばそう思う 静かだが、バス乗車代金が高すぎる。車がないと、買い物するのに不便。 小榊地区 55～59歳 男性

403 どちらかといえばそう思う

朝夕の渋滞がない。中心部へも10～15分位で行け、高速も利用しやすい。スーパーやコンビニがすぐ
近くにあるし、車を使えば10分程度で商業施設へ行ける。プール、テニスコート、グランドが近くにあり
利用しやすい。 小榊地区 55～59歳 女性

404 どちらかといえばそう思う 生活環境が良い。 小榊地区 65～69歳 男性

405 どちらかといえばそう思う
自治会長さんが気掛けて声をかけて何かと相談にも乗ってくれるし町内も気軽にあいさつするし私は
住み易い町だと思っている。 小榊地区 65～69歳 男性

406 どちらかといえばそう思う スーパーがない。どこに行くのにも時間とバス代がかかる。 小榊地区 65～69歳 女性
407 どちらかといえばそう思う 買い物や病院にバスに乗って行く。 小榊地区 65～69歳 女性
408 どちらかといえばそう思う 治安が良い。交通の便が良い。 小榊地区 70歳以上 男性
409 どちらかといえばそう思う 近隣の環境があまり良くない。 小榊地区 70歳以上 女性
410 どちらかといえばそう思う 遊ぶ場所が少ない。 西浦上地区 20～24歳 男性
411 どちらかといえばそう思う この地区はもう少しバスの時間帯を増やすべき。コンビニは近くにあるので良い。 西浦上地区 25～29歳 男性
412 どちらかといえばそう思う バス停が近い　電停が近い。 西浦上地区 25～29歳 女性
413 どちらかといえばそう思う 徒歩圏内に生活に必要なものが大体あるから。ただ夜中に外が騒がしい時があるのは少し嫌です。 西浦上地区 30～34歳 女性
414 どちらかといえばそう思う 子育てしやすい。 西浦上地区 35～39歳 女性
415 どちらかといえばそう思う 純心前のバスが他と比べて極端に少なくて不便を感じること以外は住みやすい。 西浦上地区 40～44歳 女性
416 どちらかといえばそう思う 自宅の周囲は明るくて安心ですが住宅地（斜面地）は暗くて夜子供が歩くには不安な箇所があるため。 西浦上地区 45～49歳 女性
417 どちらかといえばそう思う 山間部のため高れいになると心配。 西浦上地区 45～49歳 女性
418 どちらかといえばそう思う 坂の上であるが静か。 西浦上地区 50～54歳 女性
419 どちらかといえばそう思う 自然も多く人も優しいと思う。 西浦上地区 50～54歳 女性
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420 どちらかといえばそう思う 歩いて行ける範囲に商業施設や市場があるから。 西浦上地区 55～59歳 女性
421 どちらかといえばそう思う バスや路面電車などの公共交通機関が利用しやすく、買物にも便利なため。 西浦上地区 55～59歳 女性

422 どちらかといえばそう思う
徒歩で食料品店に行けるから(ダイレックス若葉町、チトセピア、まるたか西町店等)。バスはもちろんの
こと、電車乗り場も近いから。 西浦上地区 55～59歳 女性

423 どちらかといえばそう思う 住み慣れている。 西浦上地区 60～64歳 男性
424 どちらかといえばそう思う 北部の商業施設がある地区にいるから。高速バス、路面電車ともに近い。 西浦上地区 60～64歳 男性
425 どちらかといえばそう思う 山の上なので坂道が大変だけど、自然があっていい。 西浦上地区 60～64歳 女性
426 どちらかといえばそう思う 買い物や役場など近くにあるからです。 西浦上地区 60～64歳 女性
427 どちらかといえばそう思う 静かでのんびりとしているため。 西浦上地区 65～69歳 男性
428 どちらかといえばそう思う 市の中心部に近い割に自然の内にある。 西浦上地区 65～69歳 男性

429 どちらかといえばそう思う

近頃は近所づきあいも少なくなり、仕事に出ている人も多く帰りも遅かったりして、話をすることがなくな
り、又、小さい子供達もいないので、皆、高齢になってきて、自分達の介護・病気のことが気になる歳に
なりました。 西浦上地区 65～69歳 女性

430 どちらかといえばそう思う 静かである為！御近所に頼れる方がいる。 西浦上地区 70歳以上 男性
431 どちらかといえばそう思う バス停は近くにあって助かっていますが、スーパーがなくて買い物に不自由しています。 西浦上地区 70歳以上 女性

432 どちらかといえばそう思う
近所に新鮮な魚や肉を売る市場がない．スマイルバスが巡回するようになって少し楽になった．住吉⇔
若竹。 西浦上地区 70歳以上 女性

433 どちらかといえばそう思う
小学校がすぐ近くにあるので子供の元気な声が聞こえていい。バスの便がいい。買い物も大きなストア
徒歩で10~15分位。 西浦上地区 70歳以上 女性

434 どちらかといえばそう思う 家と家がそんなに密ではない。 西浦上地区 70歳以上 女性
435 どちらかといえばそう思う 年をとると皆さん心がせまくなっていくように感じます。 西浦上地区 70歳以上 女性
436 どちらかといえばそう思う 別にこれといって問題はない。 西浦上地区 70歳以上 女性
437 どちらかといえばそう思う 治安が良い。 西浦上地区 70歳以上 女性
438 どちらかといえばそう思う あまり考えたことがありません。 滑石地区 20～24歳 女性
439 どちらかといえばそう思う 車が運転しやすい。 滑石地区 25～29歳 女性
440 どちらかといえばそう思う 静かで綺麗、のら猫も見当たらない。建て物が次々に建ち、発展している。 滑石地区 35～39歳 男性
441 どちらかといえばそう思う 交通便がよい。 滑石地区 35～39歳 女性
442 どちらかといえばそう思う 学校、病院、スーパーなどが近い。 滑石地区 35～39歳 女性
443 どちらかといえばそう思う 道がせまく、大村、諫早の方が車の運転もしやすそう。 滑石地区 40～44歳 男性
444 どちらかといえばそう思う 静かな場所。 滑石地区 45～49歳 男性
445 どちらかといえばそう思う 学校、病院、スーパー、銀行など、近くにあること。 滑石地区 45～49歳 女性
446 どちらかといえばそう思う 平地でバス停、コンビニ他、便利な場所にある。 滑石地区 50～54歳 女性
447 どちらかといえばそう思う 学校も病院もショッピングセンターも近く（徒歩圏内）にあり、交通の便も悪くないから。 滑石地区 50～54歳 女性
448 どちらかといえばそう思う 交通に便利であり、近くに店もたくさんある。 滑石地区 55～59歳 男性
449 どちらかといえばそう思う ショッピングセンターが近い。 滑石地区 55～59歳 男性
450 どちらかといえばそう思う 商業施設が近い。バス停やＪＲも徒歩圏内であること。人や車の往来があるので、治安も悪くないな 滑石地区 55～59歳 女性
451 どちらかといえばそう思う 毎日の買い物が出来る。病院もある。 滑石地区 55～59歳 女性
452 どちらかといえばそう思う 食品や生活雑貨等の買い物が，近隣で可能な点。 滑石地区 60～64歳 女性
453 どちらかといえばそう思う 買物通勤通学に便利ただ坂道が急で年取ってくると住みにくくなる。 滑石地区 60～64歳 女性
454 どちらかといえばそう思う 静か。 滑石地区 65～69歳 男性
455 どちらかといえばそう思う 環境が良い。 滑石地区 70歳以上 男性
456 どちらかといえばそう思う 学校、スーパーが近いから。バスの回数が多いから。 滑石地区 70歳以上 男性



「問1　お住いの地区が住みやすいまちであると思いますか」の理由

No. 問1の回答 内容 居住地区 年齢 性別

457 どちらかといえばそう思う 商店が減少して、金物店、食堂など遠くなっている。 滑石地区 70歳以上 男性

458 どちらかといえばそう思う
高台にあり登るのが大変だけど　近くにスーパー、銀行、郵便局　支所等があり、病院もあるので　住
みやすいと思う。 滑石地区 70歳以上 女性

459 どちらかといえばそう思う
買い物に便利。中心部から距離があるが、交通網（バス便多）は、充実している。医療機関も多く、安
心である。 滑石地区 70歳以上 女性

460 どちらかといえばそう思う 近年、コンビニ、ドラッグストアなど、便利なお店が増えてきたから。 福田地区 30～34歳 男性
461 どちらかといえばそう思う 生活するに於て必要なお店が最低限近くにあるから。 福田地区 55～59歳 男性
462 どちらかといえばそう思う 本線道路からはなれているから。 福田地区 65～69歳 男性
463 どちらかといえばそう思う 職場、実家に近いから。 茂木地区 35～39歳 男性
464 どちらかといえばそう思う 中心部へ近く、自然もあるため。 茂木地区 40～44歳 男性
465 どちらかといえばそう思う 生活するのにあまり不便さを感じない。中心部にも、諫早とかにも行きやすい。 茂木地区 55～59歳 女性
466 どちらかといえばそう思う 交通の便もまあーまあー不便ではない。近所の人々も良い人ばかり。 茂木地区 60～64歳 男性
467 どちらかといえばそう思う 環境的には、最高ですが、交通の便が他と比べると悪いと思う。公共交通機関の本数が少ないと思 茂木地区 60～64歳 男性
468 どちらかといえばそう思う 災害、トラブルが比較的少ない。 茂木地区 65～69歳 男性
469 どちらかといえばそう思う 坂道が多いが治安が良い。 茂木地区 70歳以上 男性
470 どちらかといえばそう思う 町内の人たちの交流があり助け合ったりしてます。 茂木地区 70歳以上 女性
471 どちらかといえばそう思う 病院が近いこと。中心地迄近いこと。 茂木地区 70歳以上 女性
472 どちらかといえばそう思う 夜も静かで治安もいい方だと思うから。 式見地区 25～29歳 男性
473 どちらかといえばそう思う 中心市街地までの距離も30分程度で行けるのですが、近所のうわさ話とか交際費等が気になる。 式見地区 35～39歳 男性
474 どちらかといえばそう思う 学校や地域の施設も近く便利です。お買物も近くでほとんど揃います。 日見地区 45～49歳 女性
475 どちらかといえばそう思う 買い物するにあたって目立った坂が無い事。学校が割と近くにあって便利。 日見地区 55～59歳 男性
476 どちらかといえばそう思う 日常生活においては、そんなに不便ではないが、中心部に行く時は距離的、時間的に少し不便か。 日見地区 70歳以上 男性
477 どちらかといえばそう思う 徒歩10分圏内にスーパーが多々ある。 日見地区 70歳以上 男性
478 どちらかといえばそう思う この地区に来て44年も住んでいます。住みやすい地区だと思います。海、山も有り交通機関も便利で 日見地区 70歳以上 女性
479 どちらかといえばそう思う 公共交通機関が少ない。料金が高い。自然が豊か。 東長崎地区 18～19歳 女性
480 どちらかといえばそう思う バス停が近い。スーパー，コンビニなど必要最低限の買い物が不便でない。 東長崎地区 35～39歳 女性
481 どちらかといえばそう思う 生活する中で不便をあまり感じない。 東長崎地区 40～44歳 男性
482 どちらかといえばそう思う 近所の人たちがあたたかい。 東長崎地区 40～44歳 女性
483 どちらかといえばそう思う 病院や食糧品店など生活に必要なものは全て十分にそろっている。 東長崎地区 45～49歳 女性
484 どちらかといえばそう思う 近くに必要な箇所がそろっているから。 東長崎地区 45～49歳 女性

485 どちらかといえばそう思う
市町が他県よりも人々に優しくすばらしく良い。しかし、市内でもありながら東長崎は店など少なく、諫
早市の方が便利である。 東長崎地区 45～49歳 女性

486 どちらかといえばそう思う 交通の便が悪い。 東長崎地区 55～59歳 女性
487 どちらかといえばそう思う スーパーや病院・コンビニ等近くに沢山ありし、特に不自由なく住んでいるから。 東長崎地区 55～59歳 女性
488 どちらかといえばそう思う 家が密集してなく縁もあり、わりと静かです。 東長崎地区 55～59歳 女性
489 どちらかといえばそう思う 買い物で不便さを感じない。 東長崎地区 60～64歳 男性
490 どちらかといえばそう思う 近所の人が親切でやさしいです。 東長崎地区 60～64歳 男性

491 どちらかといえばそう思う
保護猫の管理をされている方がいらっしゃるのですが、自宅のベランダに入ったりして困る時がありま
す（ボランティアの活動のようです）。 東長崎地区 60～64歳 女性

492 どちらかといえばそう思う もう少し道路が広くなれば良いのにと思う。 東長崎地区 60～64歳 女性
493 どちらかといえばそう思う 自然が有り、人情もあるし、交通手段も一部を除けば便利である。 東長崎地区 65～69歳 男性
494 どちらかといえばそう思う 回りが静かです。 東長崎地区 65～69歳 女性



「問1　お住いの地区が住みやすいまちであると思いますか」の理由
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495 どちらかといえばそう思う 近くにスーパー等が多く買い物に困らないが車がないと不便、近くに公共交通機関がない。 東長崎地区 70歳以上 男性
496 どちらかといえばそう思う 買い物等が便利である。 東長崎地区 70歳以上 男性

497 どちらかといえばそう思う

生まれ育った町だから通院、買物のことを思うと、どうなるか不安、わずかな年金で家賃を払う事もでき
ない。土いじりがとても好きで家庭菜園と花を種から育てるのが好きで
足こしが弱くならないようにすること。 東長崎地区 70歳以上 女性

498 どちらかといえばそう思う 徒歩圏内にホームセンター、コンビニ、学校、公園がある。 土井首地区 45～49歳 女性
499 どちらかといえばそう思う 近くにスーパーなどがあるから。 土井首地区 50～54歳 女性
500 どちらかといえばそう思う 近所の顔が見えているから。 土井首地区 60～64歳 男性

501 どちらかといえばそう思う
買い物、郵便局、１８ATM－バス停近い　町内会が頑張って見守りしてくださる。年末は消防団の方の
火の用心回りあり。 土井首地区 60～64歳 女性

502 どちらかといえばそう思う 特に困った事が無い。 土井首地区 65～69歳 男性
503 どちらかといえばそう思う 中心地が遠い。南部は車の事故があると大渋滞する。 土井首地区 65～69歳 男性
504 どちらかといえばそう思う 車で10分以内のところに市の支所、金融関係、病院等がある。 土井首地区 65～69歳 男性
505 どちらかといえばそう思う 静かである事。 土井首地区 70歳以上 男性

506 どちらかといえばそう思う
自治会がしっかり活動している。
静かで空気が良い。 土井首地区 70歳以上 男性

507 どちらかといえばそう思う 交通の便が良ければ、もっと良いと思う。 土井首地区 70歳以上 女性
508 どちらかといえばそう思う 普段の生活に欠かせないお店や交通が整っているから。 深堀地区 25～29歳 男性

509 どちらかといえばそう思う
長崎市中心部より離れてはいるが、近くにスーパー他、病院もあり、暮らしやすいと思います。車がな
いと不便かもと思います。 深堀地区 45～49歳 女性

510 どちらかといえばそう思う
4分以内の所にバス停が3ヵ所あり、バスの本数が年々　少なくなる中、恵まれている方だと思う。スー
パー、ホームセンター、ドラッグストア、銀行等、徒歩圏内にある。 深堀地区 60～64歳 女性

511 どちらかといえばそう思う 自然が豊富でゴチャゴチャしていない。のんびり生活できる。 深堀地区 65～69歳 女性
512 どちらかといえばそう思う 買物がしやすい。 深堀地区 70歳以上 女性
513 どちらかといえばそう思う トラブルが少ないから。 香焼地区 35～39歳 男性
514 どちらかといえばそう思う 田舎だから。静かだから。 香焼地区 35～39歳 女性
515 どちらかといえばそう思う 平地であり、公共交通機関（バス停）も近く、近隣の社会資源も充実しているため。又、小中学校も近 香焼地区 40～44歳 男性
516 どちらかといえばそう思う 静かで自然豊かだから。 伊王島地区 55～59歳 女性
517 どちらかといえばそう思う 平和な町であり、おだやかに暮らす事ができる。 伊王島地区 55～59歳 女性
518 どちらかといえばそう思う 人が温かく、田舎が好きでのんびりしているから。 高島地区 35～39歳 男性
519 どちらかといえばそう思う 静かな町，安全な町。 高島地区 55～59歳 女性
520 どちらかといえばそう思う この町は離島でほとんどの人と顔見知り。 高島地区 70歳以上 女性

521 どちらかといえばそう思う
現在実家の方に住んでいて田舎に住んでいるんですけど、大きなスーパーがなく買い物が不便。散歩
するには安全で良い。 野母崎地区 20～24歳 女性

522 どちらかといえばそう思う 治安がいい。 野母崎地区 30～34歳 女性
523 どちらかといえばそう思う 自然が豊か。 野母崎地区 55～59歳 女性
524 どちらかといえばそう思う 40年以上住んでいるので住みやすいと。 野母崎地区 60～64歳 男性

525 どちらかといえばそう思う
この町で生まれ、この町で過ごしてきた。色々と不都合なことが最近出てきたが、それに対応した生き
方をして行きたい。古里に誇りをもっている。 野母崎地区 70歳以上 男性

526 どちらかといえばそう思う
そう思うにが出来なかったのは、町に出かけるのにバスの数が少ない上、4月からはのりかえとの事。
不自由です。 野母崎地区 70歳以上 女性

527 どちらかといえばそう思う スーパーや病院が近くにあるから。 三和地区 35～39歳 女性
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528 どちらかといえばそう思う 外食やデリバリー等が出きない地域。 三和地区 45～49歳 男性
529 どちらかといえばそう思う 子育てしやすい。 三和地区 45～49歳 女性
530 どちらかといえばそう思う 長崎市の景観が好きです。山あり、海あり、緑が多い、高層ビルが少ない、夜景がきれい。 三和地区 60～64歳 女性
531 どちらかといえばそう思う 社会インフラがそこそこ揃っている。 三和地区 65～69歳 男性
532 どちらかといえばそう思う 今は車があるので買物など問題無いのですが、先々、車が無くなると、少し不便になります。 三和地区 65～69歳 男性
533 どちらかといえばそう思う 自然に恵まれて、人間関係も良い。 三和地区 65～69歳 男性
534 どちらかといえばそう思う 近くにコンビニなどがあるから。 三重地区 20～24歳 男性
535 どちらかといえばそう思う 同世代に近い方が多い。 三重地区 35～39歳 男性
536 どちらかといえばそう思う 静かできれい。 三重地区 50～54歳 男性
537 どちらかといえばそう思う 以前は佐世保。が良かった。坂が多い。道が細い。 三重地区 55～59歳 男性

538 どちらかといえばそう思う
環境は静かできれいでいいのですが、バスの本数が少ない。近くにスーパーなどなく高齢になると不便
です・・・（心配）。 三重地区 55～59歳 女性

539 どちらかといえばそう思う 豊かな自然と、衣食住に関わる買い物のし易さ。ただし運転ができている間。 三重地区 55～59歳 女性
540 どちらかといえばそう思う しずかで生活しやすい。バスは通っているが、やはり車が必要。 三重地区 60～64歳 女性
541 どちらかといえばそう思う スーパー、銀行、その他、病院も総合ではないが行きやすい。 三重地区 65～69歳 女性
542 どちらかといえばそう思う 静か。 三重地区 70歳以上 男性
543 どちらかといえばそう思う 生れた地域だから。 三重地区 70歳以上 男性

544 どちらかといえばそう思う
川や海が近く空気がきれい、人工も少なくごみごみしていない。人間関係もよく、自治会、老人会、グラ
ンドゴルフ等活発。 三重地区 70歳以上 男性

545 どちらかといえばそう思う
自宅がバス停の前ということ。コンビニ、ドラックストアが近くにあり、車に乗れなくなった時にかなり便
利と思ってる。 三重地区 70歳以上 女性

546 どちらかといえばそう思う 交通の便が良い。タクシーが家の前までくることができる。 三重地区 70歳以上 女性

547 どちらかといえばそう思う
生まれ育った町であり、地域の人達がとてもすばらしい。ただし高齢化が進んで、道路の草刈りなど大
変である。 外海地区 40～44歳 女性

548 どちらかといえばそう思う
田舎でのどかで住みやすいと思うが、子供が少なく高齢化している。働く場所があれば若い人も増えて
くると思う。 外海地区 60～64歳 女性

549 どちらかといえばそう思う 買い物、銀行に行くのが不便。 外海地区 60～64歳 女性
550 どちらかといえばそう思う 干渉されない。伸て暮せる。空気がきれい。 外海地区 70歳以上 女性

551 どちらかといえばそう思う

上下水道代が高い。猫の放し飼いや野良猫が多くフン尿被害がたくさんあります。コロナや感染症の
病気を拡げる恐れがあります。どうか、真剣に考えて、そこにも予算の確保をお願いします。無責任な
飼い主などに罰則などを作ってほしいです。 琴海地区 35～39歳 男性

552 どちらかといえばそう思う
自然も多く、人込みもなくノンビリしたところだけど、坂の上の住宅地だし、将来車の運転ができなくなっ
た時が心配。 琴海地区 40～44歳 女性

553 どちらかといえばそう思う 周りが静かだから。 琴海地区 45～49歳 男性
554 どちらかといえばそう思う スーパー、薬局、市役所支所、銀行等が近くにあるから。 琴海地区 50～54歳 女性
555 どちらかといえばそう思う 長年住んでいるので、住人の人の事や雰囲気を知っている。 琴海地区 50～54歳 女性
556 どちらかといえばそう思う 静か。 琴海地区 55～59歳 男性
557 どちらかといえばそう思う 夜は静かである。 琴海地区 55～59歳 女性
558 どちらかといえばそう思う 回りが親切。 琴海地区 60～64歳 男性

559 どちらかといえばそう思う
豊かな自然が多く、近くに学校，スーパー，銀行，郵便局等がそろっていて、
特に不便を感じないから。 琴海地区 60～64歳 男性

560 どちらかといえばそう思う 静な所。 琴海地区 70歳以上 女性
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561 どちらかといえばそう思わない バスの本数が少なく移動しづらい。 中央東部地区 35～39歳 男性
562 どちらかといえばそう思わない １．坂道が多い。２．幅が狭い道が多く、また一方通行の道路も多く多いため、車の運転が難しい。 中央東部地区 50～54歳 男性
563 どちらかといえばそう思わない バス停が近くになく坂道なので。 中央東部地区 50～54歳 女性
564 どちらかといえばそう思わない 中心地の住居（ファミリー向け）の物件が少なく狭いし高い。 中央東部地区 55～59歳 男性
565 どちらかといえばそう思わない バスの始発が遅い。バスの終着が早い。 中央東部地区 55～59歳 女性
566 どちらかといえばそう思わない 近所に店舗がない、バス停が遠い、雪が降ると車が出せない。車にイタズラされる。裏山が崩れそう。 中央東部地区 55～59歳 女性
567 どちらかといえばそう思わない バスの本数が少ない。コンビニがない。病院が遠い。 中央東部地区 60～64歳 男性
568 どちらかといえばそう思わない 近くに店舗などが無く、一方通行などで動きづらい。 中央東部地区 60～64歳 女性
569 どちらかといえばそう思わない ゴミ屋敷の放置（自治会も何も言えず対応していない)。 中央東部地区 60～64歳 女性
570 どちらかといえばそう思わない 坂があり、山の上である。 中央東部地区 60～64歳 女性
571 どちらかといえばそう思わない 人間関係。 中央東部地区 70歳以上 男性
572 どちらかといえばそう思わない 交通の便が悪い。 中央東部地区 70歳以上 男性
573 どちらかといえばそう思わない バスが１時間に２本しかこないし台風の時期がこわいです。雪が降るとバスはこない。 中央東部地区 70歳以上 女性
574 どちらかといえばそう思わない 高台なので買い物などきつくなる、その他病院などに行くのが辛い。 中央東部地区 70歳以上 女性

575 どちらかといえばそう思わない
・階段が多い。
・買い物に行くのが遠い、病院等も。 中央東部地区 70歳以上 女性

576 どちらかといえばそう思わない 石段が多い。道幅がせまい。空家が多い。 中央東部地区 70歳以上 女性
577 どちらかといえばそう思わない 公共交通機関が充実しておらず、すぐに出かけることができなくて不便だと感じているから。 中央西部地区 20～24歳 女性
578 どちらかといえばそう思わない 坂、階段が多いから、もう少し、平坦地へ住みたい。車も横付け出来ないから。 中央西部地区 40～44歳 男性
579 どちらかといえばそう思わない 老人ばかりで、若い人や子どもが極端に少ない。店がない。 中央西部地区 45～49歳 女性
580 どちらかといえばそう思わない 買い物が、不便。 中央西部地区 50～54歳 女性
581 どちらかといえばそう思わない 買物に不便。 中央西部地区 65～69歳 女性
582 どちらかといえばそう思わない 長崎駅方面のバスはあるが、浦上駅方面のバスが少ない。 中央西部地区 70歳以上 男性
583 どちらかといえばそう思わない 長崎市だけでは遊ぶところが少ない。 中央南部地区 20～24歳 男性
584 どちらかといえばそう思わない 買い物をするところが徒歩圏内にあまりない。 中央南部地区 25～29歳 女性
585 どちらかといえばそう思わない 生活費の高さ。交通の不便さ。 中央南部地区 35～39歳 男性
586 どちらかといえばそう思わない ・坂や階段の多さ。・近くに店がない（週２回トラックで八百屋が来るくらい）。 中央南部地区 40～44歳 男性
587 どちらかといえばそう思わない まわりに店などない。 中央南部地区 40～44歳 女性
588 どちらかといえばそう思わない 近くにスーパーやコンビニがない。 中央南部地区 45～49歳 女性
589 どちらかといえばそう思わない 公共交通機関の便が少ない。道路が狭い。 中央南部地区 50～54歳 男性
590 どちらかといえばそう思わない 最低賃金も全国的にみても最下位レベルであり家賃も高い。 中央南部地区 55～59歳 男性
591 どちらかといえばそう思わない 平坦地でない。 中央南部地区 60～64歳 男性
592 どちらかといえばそう思わない 住まいに人がいない、年寄りばかり。 中央南部地区 70歳以上 女性
593 どちらかといえばそう思わない バスなどの本数が少ない。 中央北部地区 30～34歳 女性
594 どちらかといえばそう思わない 税金が高い。 中央北部地区 35～39歳 女性
595 どちらかといえばそう思わない 近くのスーパーがなくなった。 中央北部地区 45～49歳 女性
596 どちらかといえばそう思わない 猫が多く糞尿が多い。車に猫が乗ったりとにかく多い。 中央北部地区 50～54歳 女性
597 どちらかといえばそう思わない 交通（時間）。 中央北部地区 60～64歳 女性
598 どちらかといえばそう思わない 道が狭い。 中央北部地区 65～69歳 女性
599 どちらかといえばそう思わない １1０階段の５軒屋のうちの借家、５軒中２軒が空家、暴風雪の時が心配。 中央北部地区 70歳以上 男性
600 どちらかといえばそう思わない 車がないと生活できない。 小榊地区 40～44歳 女性
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601 どちらかといえばそう思わない
台風がちかずいているとか、市役所の放送は波、風の音できこえません　まして女の声でねちねちした
いいかた、山びこでききずらいです　男の人の声ではきはきおねがいします。 小榊地区 70歳以上 女性

602 どちらかといえばそう思わない
賃金が安い。職が少ない。←選択肢がかなり少ない。　交通面で危ないところが多い。都心とのアクセ
スが悪い。税や福祉も関東の方が良かった。 西浦上地区 25～29歳 女性

603 どちらかといえばそう思わない バスの停留所のそばで、音がうるさい。雪がひどい時は、坂道なので運転が出来ない。 西浦上地区 25～29歳 女性
604 どちらかといえばそう思わない 交通の便が悪い。近くに店がない。危険な横断歩道がある。 西浦上地区 30～34歳 女性

605 どちらかといえばそう思わない
買い物のできる店舗が近場にあまり無い。抜け道として利用する車が多く、スピードも出ている為、外
を歩いていて恐怖を感じる時がある。 西浦上地区 35～39歳 女性

606 どちらかといえばそう思わない 坂が多くてきつい。家賃が高すぎる。 西浦上地区 40～44歳 女性
607 どちらかといえばそう思わない 賃金が低すぎる。最低賃金が上がらないと、若い人の流出は止まらないと思う。 西浦上地区 40～44歳 女性
608 どちらかといえばそう思わない 坂、階段が多く、バス停、電車までに距離が遠い。 西浦上地区 60～64歳 女性
609 どちらかといえばそう思わない 公共交通機関であるバスの便が少ない。車，バイクがないと不便。 西浦上地区 65～69歳 男性
610 どちらかといえばそう思わない 長与行のバスがない。 西浦上地区 65～69歳 男性
611 どちらかといえばそう思わない 交通の便が悪いし、坂道が多い。 西浦上地区 65～69歳 男性
612 どちらかといえばそう思わない ファミリーマートはありますがお店が少ない。若者が少ない。 西浦上地区 70歳以上 女性
613 どちらかといえばそう思わない 近年はイノシシが出てくるから。 西浦上地区 70歳以上 女性
614 どちらかといえばそう思わない 坂の上で下までおりれば便利ですが、坂が大変です。 西浦上地区 70歳以上 女性
615 どちらかといえばそう思わない 子どもを自由に安全に遊ばせる場所が極めて少なく、子どもを育てる環境は整備されていないため。 滑石地区 35～39歳 男性

616 どちらかといえばそう思わない
住宅街なので、比較的静かなところではあるが、買い物ができるところが少ないので、休みの日に離れ
たところにまとめて買い物に行かないといけない。 滑石地区 40～44歳 女性

617 どちらかといえばそう思わない 年齢に関係なく、挨拶をしない。新参者の受け入れに優しくないと感じる。 滑石地区 55～59歳 女性
618 どちらかといえばそう思わない バス停には、近いんですが，坂の為に、雪が降ったら中々溶けず、皆、高齢者のため大変だと思いま 滑石地区 60～64歳 女性
619 どちらかといえばそう思わない 大型スーパーが近くにない。 滑石地区 70歳以上 女性
620 どちらかといえばそう思わない 交通機関がバスしかない。 福田地区 30～34歳 女性
621 どちらかといえばそう思わない スーパーや病院など、どこに行くにもバスか車でしか手段がない。 福田地区 35～39歳 女性
622 どちらかといえばそう思わない 自宅までの道中が狭く消防車など大型車が入らない。 福田地区 65～69歳 女性

623 どちらかといえばそう思わない

海、山に囲まれ、自然環境としては申し分ないところです。しかし、生活していく上では交通の便が悪
く、又、地域の方々の考え方が排他的で、習慣・しきたりが古すぎる。若い世代が住みたがらない地域
であると思う。 福田地区 70歳以上 女性

624 どちらかといえばそう思わない 車を保有するのに、駐車場が少ない。駐車料金が高い為。 茂木地区 25～29歳 女性
625 どちらかといえばそう思わない 公共交通機関（バス）が少なくて不便。 茂木地区 30～34歳 男性
626 どちらかといえばそう思わない バス停から自宅までの歩道が整備されていない。危ない。街灯が少ない。 茂木地区 35～39歳 女性
627 どちらかといえばそう思わない 過疎化が進んでおり地域が高齢化している。若い人が県外に流出しもどってこない。 茂木地区 40～44歳 女性
628 どちらかといえばそう思わない 公共交通機関が不便。通信インフラが整っていない。 茂木地区 45～49歳 女性
629 どちらかといえばそう思わない 路上駐車が多く玄関の前に車を炉められて家の出入りに支障があることがよくある。 茂木地区 55～59歳 女性
630 どちらかといえばそう思わない 買い物が不自由、依然あった市場がなくなり、今年酒店も閉店した。 茂木地区 70歳以上 男性
631 どちらかといえばそう思わない 交通の便が悪い。 茂木地区 70歳以上 女性
632 どちらかといえばそう思わない 通信のインフラが充実していない。 式見地区 30～34歳 男性

633 どちらかといえばそう思わない
近くに大きなスーパーや、病院がない。仕事で帰りが遅い時に買い物出来る所があればありがたい。
交通の便が悪い。（バスの本数が少ない）。 式見地区 45～49歳 女性

634 どちらかといえばそう思わない 病院、商店、銀行、学校がないため車がないと生活が困難。 式見地区 55～59歳 女性
635 どちらかといえばそう思わない 過疎化してきて不便である。 式見地区 55～59歳 女性
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636 どちらかといえばそう思わない スーパーなど買物する所がなく車ででかけないとできない。 式見地区 60～64歳 女性

637 どちらかといえばそう思わない
家の周りが山で、去年あたりからイノシシが出てきて、明るい時間にも出てきて恐い。市の方にもお願
いしているけど、なかなか、見に来ているけど、何もしてくれない(今の所)。 式見地区 60～64歳 女性

638 どちらかといえばそう思わない 公共交通機関が年々不便になっている。地区の人口が減ってきているからだと思うが。 式見地区 65～69歳 女性
639 どちらかといえばそう思わない 店が少なく、公共交通の便も少なく不便。 式見地区 70歳以上 女性
640 どちらかといえばそう思わない 店が少ない。 日見地区 18～19歳 女性
641 どちらかといえばそう思わない 草地が多く、害虫に一年中悩まされる。 日見地区 65～69歳 女性
642 どちらかといえばそう思わない 野良猫の糞尿被害に遭っている。 東長崎地区 20～24歳 男性
643 どちらかといえばそう思わない 県外からの移動に時間がかかる。早く新幹線が開通してほしい。 東長崎地区 20～24歳 女性
644 どちらかといえばそう思わない 歩く距離にスーパー、病院、金融機関がなく、車がおもで歩行者を見かけることがなく不便である。 東長崎地区 55～59歳 女性

645 どちらかといえばそう思わない

ここは宿町という所です。日見トンネルを超えるとやはり田舎と言う感じです。雪など降るとすぐ規制が
かかり、街には行けなくなります。買物などもバスはなくタクシーだよりになります。ランランバスなどこ
まめに対応できればなと思う。 東長崎地区 65～69歳 女性

646 どちらかといえばそう思わない 時間帯によって渋滞がひどい。最終バスが早い。 土井首地区 35～39歳 女性
647 どちらかといえばそう思わない 車がないと買い物に行けない事が多い、飲食店が少なく、中心部まで行かないといけない。 土井首地区 40～44歳 女性
648 どちらかといえばそう思わない 坂が多い。 土井首地区 55～59歳 女性
649 どちらかといえばそう思わない 道路がせまい。バイクは道路交通法を守ってない。 土井首地区 65～69歳 女性
650 どちらかといえばそう思わない 商業施設、大型病院が近くに無い。 土井首地区 65～69歳 女性
651 どちらかといえばそう思わない 水道が高い。 土井首地区 70歳以上 女性
652 どちらかといえばそう思わない 住みやすい所だと思ってましたが、最近イノシシが走りまわって、それが無ければ良い所です。 香焼地区 60～64歳 女性

653 どちらかといえばそう思わない
※近くに店がなくて不便です。
※バスの本数少ない。 香焼地区 65～69歳 女性

654 どちらかといえばそう思わない 道中が狭く階段、坂道が多く高齢者にはきつい。 香焼地区 70歳以上 男性
655 どちらかといえばそう思わない 子供の遊べる場所(公園など広場)がない。 香焼地区 70歳以上 男性
656 どちらかといえばそう思わない 猫が多い。 伊王島地区 70歳以上 女性

657 どちらかといえばそう思わない
離島である上に、船の便が少なくなったり、離島だからか島の中でこわれたりすると直るのが遅い。ガ
ス代がめちゃめちゃ高い。高島。 高島地区 35～39歳 女性

658 どちらかといえばそう思わない 交通、買い物等不便。 高島地区 45～49歳 女性
659 どちらかといえばそう思わない コンビニがありません。銀行もATMだけです！。 高島地区 60～64歳 女性
660 どちらかといえばそう思わない 情通面、買物面、病院。 野母崎地区 20～24歳 男性
661 どちらかといえばそう思わない 地区にコンビニが1つしかないので不便。 野母崎地区 45～49歳 女性

662 どちらかといえばそう思わない

ほかの県と比較したら、給料（所得）が高くないのに物価が高く感じてます。会社に問題がありますが、
働いても暮らしがあまり楽にならない、※警察消防はよい！我々の税金です大事にして下さい。→公
務員の給料高すぎよ→公務員の所得を民間に近づけてください。※税金、住民税高すぎる。 野母崎地区 50～54歳 男性

663 どちらかといえばそう思わない 交通の便が悪く、町内に商店も少ない。老人は多いが病院も遠い。自家用車がないと何をするにも不 野母崎地区 55～59歳 女性
664 どちらかといえばそう思わない 交通の便が悪い。雑貨、食品等が高い（価格）。 野母崎地区 70歳以上 男性

665 どちらかといえばそう思わない

風の強い地域なので、台風などの影響を受けやすい。長崎市の中心部まで、バスで一時間かかります
が公共交通機関が整備されておらず、困ります。病院が地域(野母崎)に一ヶ所、それも平日のみなの
で急病の時とても困ります。 野母崎地区 70歳以上 女性

666 どちらかといえばそう思わない 不便。 野母崎地区 70歳以上 女性
667 どちらかといえばそう思わない バス停まで遠い。交通が不便。 三和地区 18～19歳 男性
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668 どちらかといえばそう思わない
小さい娘がいますが、近くに公園やコロナ等でお遊び教室も中止になってしまいました…施設がなく、
気軽に遊ぶことができない為。 三和地区 25～29歳 女性

669 どちらかといえばそう思わない 近所にスーパーがない(徒歩)。 三和地区 45～49歳 男性
670 どちらかといえばそう思わない 交通が不便。 三和地区 50～54歳 女性
671 どちらかといえばそう思わない 今は車で移動してますが、これから先、免許証を返納した後、不便です。（バスの本数も少ない）。 三和地区 55～59歳 女性
672 どちらかといえばそう思わない 店がない（スーパーなど）。 三和地区 60～64歳 女性
673 どちらかといえばそう思わない 買い物に不便・・・バスの本数が少ない。店舗が無い。 三和地区 60～64歳 女性
674 どちらかといえばそう思わない 買い物が不便。台風などの災害ですぐに停電し、なかなか復旧しない。 三和地区 65～69歳 女性
675 どちらかといえばそう思わない 合併後、インフラが思うように進んでいない。 三和地区 70歳以上 男性
676 どちらかといえばそう思わない 近くにスーパーがない。 三和地区 70歳以上 男性
677 どちらかといえばそう思わない 地震とか大雪、津波の災害時に避難しにくい（道路事情）イノシシ対策が悪い。 三和地区 70歳以上 男性
678 どちらかといえばそう思わない 交通の便が悪い。年齢を重ねるごとに坂道の利用がきつくなった。 三和地区 70歳以上 女性
679 どちらかといえばそう思わない 商店がない。買い物ができない。 三和地区 70歳以上 女性
680 どちらかといえばそう思わない 交通が不便。公共交通機関が少ない。最終が早い。 三重地区 20～24歳 女性
681 どちらかといえばそう思わない 外灯が少ない。アクセスしづらい。 三重地区 25～29歳 女性
682 どちらかといえばそう思わない 車がないと移動が難しい（バスの本数が少ない）。 三重地区 30～34歳 女性
683 どちらかといえばそう思わない 交通機関の便が悪い。 三重地区 30～34歳 女性
684 どちらかといえばそう思わない 道がせまい。 三重地区 35～39歳 男性
685 どちらかといえばそう思わない バスの本数が少ないので、車がないと移動に不便。 三重地区 40～44歳 女性
686 どちらかといえばそう思わない 交通の便が不便。お店が近くにない。 三重地区 40～44歳 女性
687 どちらかといえばそう思わない 渋滞が多い。 三重地区 50～54歳 女性
688 どちらかといえばそう思わない 道がせまい。 三重地区 50～54歳 女性
689 どちらかといえばそう思わない 車がないと買い物が不便。市街地への通勤、通学する場合の交通費が高くつく。 三重地区 65～69歳 女性
690 どちらかといえばそう思わない 年齢が増すにつれ、交通、買い物、病院などが不便である。 三重地区 70歳以上 男性
691 どちらかといえばそう思わない 高齢者ばかりの町。 三重地区 70歳以上 男性
692 どちらかといえばそう思わない 交通の便が悪い。近くに店がない。 外海地区 45～49歳 女性

693 どちらかといえばそう思わない
バスの利便性が悪い為、若い世帯が少なく、活気がない、学校も統合されて通学の不便になった上、
子供の数が少ない為、通学時の心配が増えた。住民同士の交流の場も少ない。 外海地区 50～54歳 女性

694 どちらかといえばそう思わない 歩く距離に店や病院がある。 琴海地区 50～54歳 男性
695 どちらかといえばそう思わない 不便。 琴海地区 55～59歳 女性
696 どちらかといえばそう思わない 便利が悪い。 琴海地区 60～64歳 男性
697 どちらかといえばそう思わない 交通、医療に対する不安。 琴海地区 70歳以上 女性
698 どちらかといえばそう思わない 市県民税が高い。雨の日に遊ぶところがない（子ども）。 不明 35～39歳 女性
699 どちらかといえばそう思わない 公共交通機関が少ない。 不明 35～39歳 女性
700 そう思わない 家賃が高い。収入に対して家賃が高すぎる（駐車場も）。仕事がない。 中央東部地区 20～24歳 男性
701 そう思わない 希望に合う仕事がない。 中央東部地区 45～49歳 女性
702 そう思わない 交通が不便。病院が少ない。 中央東部地区 55～59歳 男性
703 そう思わない 交通の便が悪い。 中央西部地区 35～39歳 男性
704 そう思わない 隣の棟で殺人事件や火災が起きた。 中央西部地区 60～64歳 女性
705 そう思わない 車の横づけができなくて、子供も小さく買い物が大変。 中央南部地区 50～54歳 男性

706 そう思わない
小さな川ひとつへだてて二世帯水洗化（トイレ）されていない。簡易水洗にしたが毎月のくみとり代が高
くて困っている。雨の水が入ったりして１ヶ月１万円超える時もある。 中央南部地区 55～59歳 女性
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707 そう思わない 道路が狭い、買い物ができる店がない。 中央南部地区 70歳以上 男性

708 そう思わない
交通の便が何年たっても良くならない。あと数年後運転が出来なくなった場合の事を考えると不安ばか
りです。 中央南部地区 70歳以上 女性

709 そう思わない
・歩いて行ける距離にスーパーやコンビニが無い。・バスの便が非常に少ない。そのため通勤ラッシュ
時は、満員でも乗らなければならない。 中央北部地区 25～29歳 女性

710 そう思わない

市民サービスが弱すぎる。役所の手続きに行ったら駐車場は無料にすべき。年に数回は住民票等の
証明書は無料にすべき。観光施設は市民料にすべき。広報誌は不要な情報ばかり。店が開くのが遅
い。賃金が安すぎる。 中央北部地区 30～34歳 男性

711 そう思わない 道路がせまい。治安が悪い。 中央北部地区 45～49歳 女性
712 そう思わない 今、道路問題で介護する立場にある為、とても困っているから。 中央北部地区 65～69歳 女性
713 そう思わない 日当たりがよくない。 中央北部地区 70歳以上 男性

714 そう思わない
山を削って団地を作った後風の流れが変わり台風などが強くあたる様になった。山がなくなり団地，道
路ができて空気が非常に汚染された。 小榊地区 70歳以上 女性

715 そう思わない 道が狭く、道路がいつも混んでいる。どこに行っても駐車料金を取られる。 西浦上地区 30～34歳 男性
716 そう思わない 土地は高いのに交通に不便。バスの便が少なすぎる。住吉地区。 西浦上地区 35～39歳 女性

717 そう思わない
道路が危ない、路上駐車は当たり前の様にされている、広い歩道は車が走る。駐車場がない、狭い、
子供の医療費負担が大きい、物価が高い、他。 西浦上地区 35～39歳 女性

718 そう思わない 坂の上だから。 西浦上地区 45～49歳 女性

719 そう思わない
◎家が高台にある為。◎高齢になると、時々タクシー等を使用しなければならない。◎買い物の場所
が不便であること。 西浦上地区 70歳以上 女性

720 そう思わない 崖がくずれそうでこわい。 西浦上地区 70歳以上 女性
721 そう思わない 変な人が多い。街灯が少なくて暗い。交通の便が悪い。 滑石地区 20～24歳 女性
722 そう思わない 家の近くにバス停はあるが、便数が少なく、仕事でも買い物でも利用できる時間にない。 滑石地区 25～29歳 男性
723 そう思わない 子育て世代はものすごく住みづらい。産休、育休、保育園問題など。 滑石地区 30～34歳 女性

724 そう思わない
・坂道があり車椅子の利用（自走・介助ともに）大変である。
・歩道や横断歩道の状態が悪い（路面、段差、角度）。 滑石地区 40～44歳 女性

725 そう思わない バス停まで遠いし、ポイすてが多く、お店が近くにない。 滑石地区 65～69歳 女性
726 そう思わない 公共料金（水道料金等）が他県とくらべ高い。市長がこれという人がいない。田上NO。 滑石地区 70歳以上 男性

727 そう思わない
・イノシシが多くこわい。・道がせまい。・車がないとふべん。・家賃が高い。・バスが少なくきゅうくつ。・
若者の遊ぶ場所が全然ない。 福田地区 20～24歳 女性

728 そう思わない 不便。 茂木地区 20～24歳 女性
729 そう思わない 近くに店や病院、子どもの遊び場がないから、バスの本数が少ないので不便。 茂木地区 40～44歳 女性
730 そう思わない コンビニがない。駐車場100円パーキングがない。 式見地区 25～29歳 女性
731 そう思わない 買い物に行くにも遠い。交通もあまりよくない。活気があまりない。 式見地区 30～34歳 女性
732 そう思わない 学校がない。バスが通らない。 式見地区 60～64歳 女性
733 そう思わない 交通の便が悪い。 式見地区 65～69歳 女性

734 そう思わない
本堂からの道は狭くバス停まで党いので不便それなりのバスを通ってほしい気鋳物病院どこにも行くこ
とができない。 式見地区 70歳以上 女性

735 そう思わない 給料が低く生活に困る人が出てもおかしくない。 東長崎地区 20～24歳 男性
736 そう思わない 車がないと買い物も仕事へも行けない。 東長崎地区 40～44歳 女性
737 そう思わない 物価が高い。賃金が安い。 土井首地区 30～34歳 男性
738 そう思わない 自然ではありますが…車がないと生活が不便。 香焼地区 40～44歳 女性



「問1　お住いの地区が住みやすいまちであると思いますか」の理由

No. 問1の回答 内容 居住地区 年齢 性別

739 そう思わない 田舎だから。 香焼地区 45～49歳 女性
740 そう思わない 小児科がない。 高島地区 35～39歳 女性

741 そう思わない
中心地から遠い地区なので仕方ないと思いますが、交通の便が不便だと思います。バスの本数が少
ない等。運賃も高いので、中々移動もしづらいです。 野母崎地区 25～29歳 女性

742 そう思わない いなか。 野母崎地区 30～34歳 男性
743 そう思わない 町まで１時間バスの時間も余りない。 野母崎地区 70歳以上 女性
744 そう思わない 交通の便が悪い。バス利用時の本数がなく、不便。 三和地区 18～19歳 女性
745 そう思わない 交通が不便。 三和地区 45～49歳 男性
746 そう思わない 田舎で物価も高い。 三和地区 55～59歳 男性
747 そう思わない 南部地区は、お店も少なく、これから先も発展するみこみもなく不便です。 三和地区 65～69歳 女性
748 そう思わない 商店がな、家まで車が入れない。ゴミ出が遠くて老人にとって大変である。 三和地区 70歳以上 女性
749 そう思わない ①店がない。②バス。 三和地区 70歳以上 女性
750 そう思わない 歩いて行ける距離にスーパーやコンビニがなく、とても不便、高齢化が進んだ時のことが考えられてな 三重地区 40～44歳 女性
751 そう思わない 交通の弁、買い物、病院が無くなってきている。祭りがなくなった！若い人が少ない！。 琴海地区 55～59歳 男性
752 そう思わない 工場、ショッピング少ない。 琴海地区 55～59歳 女性
753 そう思わない 近くに銀行もないし、交通の便も悪い。 琴海地区 70歳以上 女性
754 そう思わない バスの本数が年々減っていて車がないとたいへん不便。コンビニ等、買い物する場所がない。 不明 不明 不明
755 そう思わない ８６歳の年齢では、車が横付けできないし会談があるので足の悪い私にとっては大変です。 不明 不明 不明
756 そう思わない 階段ばかりで、年齢を重ねるたびにきついです。家に帰るのが苦になります。 不明 不明 不明
757 そう思わない 田上市長が悪い。 不明 55～59歳 男性
758 そう思わない 交通の便利が悪い。 不明 70歳以上 男性



「問2　長崎市にこれからも住み続けたいと思いますか」の理由
No. 問2の回答 内容 居住地区 年齢 性別
1 そう思う 住みやすいから。 中央東部地区 20～24歳 男性
2 そう思う 県外に住んだこともあるが，やはり長崎が治安がいい．（福岡）。 中央東部地区 35～39歳 女性
3 そう思う 伝統的な行事も多く、後世に残していきたい。 中央東部地区 40～44歳 女性
4 そう思う 住みやすい。 中央東部地区 40～44歳 女性
5 そう思う 人もいいから。 中央東部地区 40～44歳 女性
6 そう思う 食べ物が美味しいし、とても住みやすいと思っております。 中央東部地区 45～49歳 女性
7 そう思う 適度な生活のしやすがある。 中央東部地区 50～54歳 女性
8 そう思う ・交通至便。・適度に都会。・静か。 中央東部地区 55～59歳 男性
9 そう思う 長年住みなれた場所だから。 中央東部地区 55～59歳 女性
10 そう思う 年齢的にも金銭的にも今から別の土地でという体力はない。 中央東部地区 55～59歳 女性
11 そう思う 海・山など有り、多岐にわたって楽しい。 中央東部地区 60～64歳 男性
12 そう思う 自宅があるから。 中央東部地区 60～64歳 男性
13 そう思う 年齢的に移住は難しいから。 中央東部地区 60～64歳 女性

14 そう思う
大都市は気分転換に行くのはいいけど、長崎くらいの田舎が住むにはちょうど良い。食べ物がと
ても美味しい。 中央東部地区 60～64歳 女性

15 そう思う 住み慣れたところだから。 中央東部地区 60～64歳 女性
16 そう思う ①都会の煩雑さがなく、自然も残っていてたいへん住み易い。②食べ物がうまい。 中央東部地区 65～69歳 男性
17 そう思う 住み慣れている。 中央東部地区 65～69歳 男性
18 そう思う 生まれた所。海山が近い。 中央東部地区 65～69歳 男性
19 そう思う 慣れているから。友人、知人が多い。 中央東部地区 65～69歳 女性
20 そう思う 病院、買い物が便利。（坂道はきついのですが）。 中央東部地区 65～69歳 女性
21 そう思う 生まれ故郷だから。 中央東部地区 65～69歳 女性
22 そう思う 生まれた時からずっと住んでいるので、長崎市外は住みたいとは思わない。 中央東部地区 65～69歳 女性
23 そう思う 住みやすさ。 中央東部地区 70歳以上 男性

24 そう思う
年齢的と社会的に気つかってくれる街であるからです。子供や孫が近くにいる。高台に住んでい
ますが交通の便利がいいから。 中央東部地区 70歳以上 男性

25 そう思う 年齢的な理由です。 中央東部地区 70歳以上 男性
26 そう思う 長崎は人、物、街、自然が優れている。 中央東部地区 70歳以上 男性
27 そう思う 生まれ育った町。 中央東部地区 70歳以上 男性
28 そう思う 住めば都で心ち良いと思います。 中央東部地区 70歳以上 女性

29 そう思う
高齢者なので、又、娘家族が側に居るので離れることは出来ません。1人で出来るうちは自分で
するつもりでいます。最後は家族に迷惑かけない為ホームにはいるつもりです。 中央東部地区 70歳以上 女性

30 そう思う 年齢的に。 中央東部地区 70歳以上 女性
31 そう思う 人が暖かいから。まわりの風景もいいし。 中央東部地区 70歳以上 女性
32 そう思う 他市に移動しようとは思ったことはない。 中央東部地区 70歳以上 女性
33 そう思う 住み慣れている。海と山が、きれい。 中央東部地区 70歳以上 女性
34 そう思う 買い物に行くにも近くで便利で良いです。 中央東部地区 70歳以上 女性
35 そう思う ほかに行く所がない。 中央東部地区 70歳以上 女性
36 そう思う 生まれ育った故郷で歴史がある町。環境は良いと思う。 中央東部地区 70歳以上 女性
37 そう思う 他は知らないから。 中央東部地区 70歳以上 女性
38 そう思う ・交通の便利です。・病院も近くに有る。 中央東部地区 70歳以上 女性
39 そう思う いい町ですね。人がいい。 中央東部地区 70歳以上 女性



「問2　長崎市にこれからも住み続けたいと思いますか」の理由
No. 問2の回答 内容 居住地区 年齢 性別
40 そう思う 人のあたたかさや優しさがある。 中央東部地区 70歳以上 女性
41 そう思う 長年住み慣れた土地であり、坂道や階段がない地形は高齢者にとって、とても住みやすい。 中央東部地区 70歳以上 女性
42 そう思う 安心、安全かな？。 中央東部地区 70歳以上 女性

43 そう思う
長崎は歴史も素晴らしく〔さるく〕の資料など集めて読んだり歩いたりとても素晴らしい町だと思い
ます。生まれも育ちも長崎で安心して生活できています。 中央東部地区 70歳以上 女性

44 そう思う
街中だから利便性にとんでいる。駅、市役所、県庁、夢彩都や浜屋、新地などコンパクトに集まっ
ているので移動がしやすい。 中央東部地区 70歳以上 女性

45 そう思う 高齢（夫婦二人）なのでおそらくここでおわると思う。 中央東部地区 70歳以上 女性
46 そう思う 長崎市が病院や介護施設の充実など福祉に力を入れている、さらなる充実をして欲しい。 中央東部地区 70歳以上 女性
47 そう思う 長崎は好きだから、まぁ、他に行ったことないのですが。住み慣れているからかな。 中央西部地区 40～44歳 男性
48 そう思う とくに理由はない。 中央西部地区 50～54歳 男性
49 そう思う 好きだから。 中央西部地区 50～54歳 女性
50 そう思う 他に住むことが考えられない。 中央西部地区 50～54歳 女性
51 そう思う 長崎は災害などが少なく住みやすいと思う。 中央西部地区 55～59歳 女性
52 そう思う 両親の墓。生まれ育った地、愛着がある。 中央西部地区 60～64歳 男性
53 そう思う 住みなれているので。 中央西部地区 60～64歳 女性
54 そう思う 自分が生まれた所だから。 中央西部地区 65～69歳 男性
55 そう思う 長崎市以外考えた事がない。 中央西部地区 65～69歳 女性
56 そう思う 子供達も長崎市に住んでいるから。 中央西部地区 65～69歳 女性
57 そう思う 長崎で生まれ育ちしばらく離れてはいましたが、やはりこの町がいいと思うからです。 中央西部地区 65～69歳 女性
58 そう思う 以前、東京に住んでいましたが、他県に住んで、特に長崎の良さを感じました。 中央西部地区 70歳以上 男性
59 そう思う 高齢であり、生まれそだった町。 中央西部地区 70歳以上 男性
60 そう思う 高齢者ばかりに成ってますが、山、海ありで良いです。 中央西部地区 70歳以上 女性
61 そう思う 現在74歳です。アパート等賃貸は出来ません。 中央西部地区 70歳以上 女性
62 そう思う 長崎は歴史があり、いろんな所に残っています。山、海と風景も良くて住みやすい所です。 中央西部地区 70歳以上 女性
63 そう思う 家族が皆、長崎市に住んでいる。 中央西部地区 70歳以上 女性
64 そう思う 産まれ育った街だから、今さら他県に移り住む事はあり得ない。 中央南部地区 不明 不明
65 そう思う 路面電車があり、繁華街へ行きやすい。 中央南部地区 25～29歳 男性
66 そう思う 景観が美しい。人が優しい。 中央南部地区 25～29歳 女性
67 そう思う ・近所に顔見知りがいるから。 中央南部地区 30～34歳 男性
68 そう思う 歴史への誇り。地域の人とのつながり。 中央南部地区 35～39歳 男性
69 そう思う 生まれた地域でもあり、住み慣れている。親族や、友人知人にもすぐに会うことができる。 中央南部地区 35～39歳 女性
70 そう思う 他に行く所がない。 中央南部地区 40～44歳 男性
71 そう思う 生まれた時から長崎で、ただ大好きだから。最近は、街もきれいになってきたから。 中央南部地区 40～44歳 女性
72 そう思う 人が温かく、田舎が好きでのんびりしているから。 中央南部地区 45～49歳 男性

73 そう思う
年齢的に今から他の土地に住む勇気はありません。長崎の人達はあたたかいので住みやすい
です。気候も良いですし。 中央南部地区 45～49歳 女性

74 そう思う
生まれ育った場所であり、実際にマンションを購入した。近々引っ越す予定。今住んでいる所より
利便性が良い。 中央南部地区 45～49歳 女性

75 そう思う 治安がいい。 中央南部地区 50～54歳 男性
76 そう思う ふるさとで、今の自分にながさきへの恩返しをしたいと感じているから。 中央南部地区 50～54歳 男性
77 そう思う 電車が便利。 中央南部地区 50～54歳 男性



「問2　長崎市にこれからも住み続けたいと思いますか」の理由
No. 問2の回答 内容 居住地区 年齢 性別
78 そう思う 実家でもあるし、転居する理由もない。住んでいる町におおむね満足している。 中央南部地区 50～54歳 男性
79 そう思う 移転する理由がない。 中央南部地区 50～54歳 女性
80 そう思う 静かである。 中央南部地区 55～59歳 男性
81 そう思う 住み慣れた場所だから。 中央南部地区 55～59歳 男性
82 そう思う 生まれ育った町で、県外に居住した経験もあるが、又戻ることができて良かったと思う。 中央南部地区 55～59歳 女性
83 そう思う うまれ育ったふるさとだから。 中央南部地区 55～59歳 女性
84 そう思う 子供夫婦が近くにいる。趣味の釣りが出来る。 中央南部地区 60～64歳 男性

85 そう思う
生まれてからずっと長崎だったこともありますが、街自体コンパクトで生活しやすいと思う。また自
然もあり、海山近くて気に入っている。 中央南部地区 60～64歳 女性

86 そう思う 年齢もあり、仮に移動したいと考えても簡単ではない。その意志もない。 中央南部地区 65～69歳 男性
87 そう思う 文化、環境を大切にしたいと思うからです。 中央南部地区 65～69歳 男性
88 そう思う 長崎市以外、考えられない。 中央南部地区 65～69歳 男性
89 そう思う 結婚して他県で住んでいて25年振りに帰って来た時に、長崎の良を感じたからです。 中央南部地区 65～69歳 女性
90 そう思う 東山手は高台だけど少し下ると全て便利がいい、特に見晴らしがいい。 中央南部地区 65～69歳 女性
91 そう思う 高齢奢のせいか顔見知りが多いから。 中央南部地区 70歳以上 男性
92 そう思う 静かである、災害にあまりあわない。財産がある。 中央南部地区 70歳以上 男性
93 そう思う 生まれ育った場所だから離れたくない。 中央南部地区 70歳以上 男性
94 そう思う 周りに同級生や昔からの知人が住んでいて、良くコミニケションが取れるからです。 中央南部地区 70歳以上 男性
95 そう思う 代々この地にお世話に成っています。ですから、心が分かっているから住みやすいです。 中央南部地区 70歳以上 男性
96 そう思う 高齢の為。 中央南部地区 70歳以上 女性
97 そう思う 長年住んでいるから慣れたところが良い。 中央南部地区 70歳以上 女性
98 そう思う 高齢になったし、子供も長崎にいるから。 中央南部地区 70歳以上 女性
99 そう思う 静かだし住みやすい。 中央南部地区 70歳以上 女性
100 そう思う 自然が豊かである。 中央南部地区 70歳以上 女性
101 そう思う 50年住んでいて住みやすいから。友人知人も多く住んでいるから。 中央南部地区 70歳以上 女性
102 そう思う 住み慣れているので。 中央南部地区 70歳以上 女性
103 そう思う 住み良い。 中央北部地区 20～24歳 男性
104 そう思う 今とても満足した生活を送れているから。 中央北部地区 25～29歳 女性

105 そう思う
他県から移住してきて１年もたたずだが、一人一人が優しく、周囲の方々との交流する機会が多
く、満足できる環境であるから。 中央北部地区 30～34歳 女性

106 そう思う 好きだから。 中央北部地区 30～34歳 女性
107 そう思う 色々な歴史ある町だから。 中央北部地区 40～44歳 女性
108 そう思う 都会すぎないので住みやすい。 中央北部地区 40～44歳 女性
109 そう思う 事業を始めたので。 中央北部地区 45～49歳 男性
110 そう思う 長崎市を出るりゆうがない。 中央北部地区 45～49歳 男性
111 そう思う 長崎は美味しい物が多い。親も長崎なので子供がいる家庭は安心。 中央北部地区 45～49歳 女性
112 そう思う 都会は遊びに行くだけで良い。住み慣れた。 中央北部地区 45～49歳 女性
113 そう思う 職場が長崎市にある限りは、交通の便から住みたいと思います。 中央北部地区 55～59歳 女性

114 そう思う
長く住み続けた町であり、快適に生活できる条件が整っている。仕事もあり、道は狭く渋滞ばかり
であるが、様子をよく知っている町であり、不便はあまり感じない。 中央北部地区 60～64歳 男性

115 そう思う 生活がしやすい。 中央北部地区 60～64歳 男性
116 そう思う 他にないので。 中央北部地区 60～64歳 男性



「問2　長崎市にこれからも住み続けたいと思いますか」の理由
No. 問2の回答 内容 居住地区 年齢 性別
117 そう思う バス、電車、病院等が近くにある。 中央北部地区 60～64歳 女性
118 そう思う 市内が小さいため、商店、病院などが近い。 中央北部地区 65～69歳 男性
119 そう思う ずっと住んでいるところだから。 中央北部地区 65～69歳 男性
120 そう思う 長年住んでいるので、今さら動きたくない。 中央北部地区 65～69歳 女性
121 そう思う 住み慣れた所だから。 中央北部地区 65～69歳 女性
122 そう思う 生地ではないが長く住み、家族も楽しく仲良く暮らして行っているから。 中央北部地区 70歳以上 男性
123 そう思う 住み慣れているから、市内の場所がわかるから。 中央北部地区 70歳以上 男性
124 そう思う 医療や福祉サービスが充実している。 中央北部地区 70歳以上 男性
125 そう思う 親族がいるから。 中央北部地区 70歳以上 男性
126 そう思う 長崎は坂が多くて疲れるけど、人々がやさしい。町がすぐ近くで行ける所。 中央北部地区 70歳以上 女性
127 そう思う 友人、知り合いがいるから。自宅が持ち家だから。 中央北部地区 70歳以上 女性
128 そう思う 産まれ育った地区だから。 中央北部地区 70歳以上 女性
129 そう思う 長年住んでいるため。 中央北部地区 70歳以上 女性
130 そう思う 長崎はとっても住みやすい町です。 中央北部地区 70歳以上 女性

131 そう思う
２０才前から市内に住んでいる、住むところは今までその時におおじて７回ぐらい変えました。そ
の間に結婚もし子供も育て上げ今は１人ぐらし（７５才）。 中央北部地区 70歳以上 女性

132 そう思う 買い物に不便なことに困りますけど、ウォーキングに出たと思って毎日出かけます。 中央北部地区 70歳以上 女性
133 そう思う 夫婦とも８０歳で終の住みかと思っている。 中央北部地区 70歳以上 女性
134 そう思う 住みごこちは良い。 小ヶ倉地区 35～39歳 女性
135 そう思う 地元だから。 小ヶ倉地区 45～49歳 男性
136 そう思う 地元だから。 小ヶ倉地区 45～49歳 女性
137 そう思う 産まれた時から他に住んだ事はなく、旅行で各地に行った事があるが食や生活面で住みやすい 小ヶ倉地区 55～59歳 女性
138 そう思う 生まれてから長崎に住んでいるので。 小ヶ倉地区 55～59歳 女性
139 そう思う 子どもたちの故郷を変えたいとは思わないので。 小ヶ倉地区 55～59歳 女性
140 そう思う やはり住みなれた街という事でしょうか。 小ヶ倉地区 60～64歳 女性
141 そう思う 住みなれているから。 小ヶ倉地区 65～69歳 男性
142 そう思う 長年過んでいて時々旅行で地方に行っても早く長崎に戻りたいと思う。 小ヶ倉地区 65～69歳 女性
143 そう思う 人々が親切である。 小ヶ倉地区 70歳以上 男性
144 そう思う 風光明媚、自然に囲まれ、少し都会で少し田舎、全体的にバランスが取れている。 小ヶ倉地区 70歳以上 男性
145 そう思う 他県と比べて見たときに、自然災害などが少なく住みやすいと思った。 小ヶ倉地区 70歳以上 女性
146 そう思う 生まれ、育った街だから。 小榊地区 40～44歳 女性
147 そう思う 引っ越すのはお金がかかるので無理です。 小榊地区 40～44歳 女性

148 そう思う
仕事で福岡・東京など色々住みましたが，やはり落ちつくのは長崎かと。観光地，特産物など他
の県と比べても負けないくらいの魅力があるからです。 小榊地区 40～44歳 女性

149 そう思う 仕事も家も長崎だから。 小榊地区 50～54歳 男性

150 そう思う
産まれた、育った場所。
転勤で離れた事はあるが、移住する余程の理由がないかぎり、長崎に住む。 小榊地区 55～59歳 男性

151 そう思う 市外に出る事が怖いから。 小榊地区 55～59歳 女性
152 そう思う 今の生活環境に満足しているから。 小榊地区 55～59歳 女性
153 そう思う 生まれ育った場所であり、私の財産です。 小榊地区 65～69歳 男性
154 そう思う 生まれ育った場所だから。 小榊地区 70歳以上 女性
155 そう思う 治安が良く、自然が美しい。 西浦上地区 20～24歳 男性



「問2　長崎市にこれからも住み続けたいと思いますか」の理由
No. 問2の回答 内容 居住地区 年齢 性別
156 そう思う 生まれも育ちも長崎だから。 西浦上地区 25～29歳 男性
157 そう思う すでに生活基盤ができており、家族も市内に在住している為。 西浦上地区 35～39歳 女性
158 そう思う 人が親切。 西浦上地区 35～39歳 女性
159 そう思う 職場、実家、買い物などの面で利便性が高いため。 西浦上地区 40～44歳 男性
160 そう思う 生まれ育った場所で、街自体は好きなため。 西浦上地区 40～44歳 女性
161 そう思う 不動産が高い以外は最高。 西浦上地区 45～49歳 男性
162 そう思う ・職場・学校が近くにある。・便利で安全な場所にある。・子どものころから住んでいて愛着があ 西浦上地区 45～49歳 女性
163 そう思う マイホーム購入しているので住むしかない。 西浦上地区 45～49歳 女性
164 そう思う 今後の老後を考えた場合に住みやすいので。 西浦上地区 50～54歳 男性
165 そう思う 戸建て住宅に住んでいる上、長崎市に不満がないため。 西浦上地区 50～54歳 男性
166 そう思う 家があるから。 西浦上地区 50～54歳 女性
167 そう思う 家庭を持ち、職場がある。 西浦上地区 55～59歳 男性
168 そう思う 人が良い。ゴミゴミしていない。 西浦上地区 55～59歳 女性
169 そう思う 歳をとるにつれ、食料品店が家の近所にあるというのは、便利だと思うからです。 西浦上地区 55～59歳 女性
170 そう思う 先祖の墓がある。長男である。家が持ち家である。子供たちが帰る家（場所）である。 西浦上地区 60～64歳 男性
171 そう思う ゆったりとした時間が流れている感じがする。 西浦上地区 60～64歳 男性
172 そう思う すべての事で住みやすい町だと思う。 西浦上地区 60～64歳 男性
173 そう思う ずっといるから。 西浦上地区 60～64歳 女性

174 そう思う
自然が美しく、魚貝類や他の料理も美味しい。歴史があり坂の街もいささかきついが美しいね。ス
ポーツ文化施設、公園も近年充実してきた。 西浦上地区 60～64歳 女性

175 そう思う 長崎市内で産まれ育ったから。 西浦上地区 60～64歳 女性
176 そう思う 食品など新鮮でおいしいものが多く、観光など歴史ある建物が多いことです。 西浦上地区 60～64歳 女性
177 そう思う 長崎市が正直大好きだから。 西浦上地区 60～64歳 女性
178 そう思う 実家が長崎市，また今更他に移動しようとは思わない。 西浦上地区 65～69歳 男性

179 そう思う
以前、大学卒業後東京に3年ほど就職して住んだが都会は仕事をする所で、住む所では無いと
感じた。夜中でも灯りが（ネオン等）あり騒がしく落ち着く事がなくてなじまず。 西浦上地区 65～69歳 男性

180 そう思う やはり長崎に生まれ育ったのだから。 西浦上地区 65～69歳 男性
181 そう思う 行動範囲が丁度良い。物価が安い。 西浦上地区 65～69歳 女性

182 そう思う
私の住んでいる所は、住吉、西町、若葉町とか歩いて買い物に行くことが出来て、コロナの中で
は、運動不足にならないため、特に気をつけています。重い荷物の時は車を使っています。 西浦上地区 65～69歳 女性

183 そう思う ふる里だから。 西浦上地区 70歳以上 男性
184 そう思う 長崎が好きです。 西浦上地区 70歳以上 男性
185 そう思う 生まれ故郷だから。 西浦上地区 70歳以上 男性
186 そう思う ショッピング・交通の便が良い。 西浦上地区 70歳以上 男性
187 そう思う 生まれ時から住んでいる。 西浦上地区 70歳以上 女性
188 そう思う 町の大きさが丁度良い。 西浦上地区 70歳以上 女性
189 そう思う 住みなれた場所だから。 西浦上地区 70歳以上 女性
190 そう思う 長崎に住みついて55年、住み良い所だと思う。人々が心温まる人が多いように思う。 西浦上地区 70歳以上 女性
191 そう思う ２０年ほど住んでいますので、ほかに変わりたくありません。 西浦上地区 70歳以上 女性
192 そう思う 気温が大体安定している。地震等が少ない。 西浦上地区 70歳以上 女性
193 そう思う ここにきて50年過ぎ近所の方ともうまくいっている。交通に便利。 西浦上地区 70歳以上 女性
194 そう思う 生まれは？二歳からこの市に住んでいるので。 西浦上地区 70歳以上 女性



「問2　長崎市にこれからも住み続けたいと思いますか」の理由
No. 問2の回答 内容 居住地区 年齢 性別
195 そう思う 取り立てて今のところ変える事柄もない。 西浦上地区 70歳以上 女性
196 そう思う 人口が多くなくていいから。 滑石地区 20～24歳 男性
197 そう思う 物価が少し高いし、給料も低いが安心安全である。 滑石地区 20～24歳 男性
198 そう思う 病院、銀行、支所、交番、消防署、スーパーが徒歩で行ける。 滑石地区 20～24歳 女性
199 そう思う 家族や友達がいるから。 滑石地区 25～29歳 男性
200 そう思う 生まれ育った土地で家族や友人もいるため。 滑石地区 25～29歳 女性
201 そう思う 他の所に住んだ事があまりないから。 滑石地区 40～44歳 女性
202 そう思う 住みやすいから。 滑石地区 45～49歳 女性
203 そう思う 家を建てているから。 滑石地区 45～49歳 女性
204 そう思う 自然災害も少なく、慣れ親しんでいるため住みやすい。 滑石地区 50～54歳 女性
205 そう思う 仕事が長崎市（夫婦とも）。 滑石地区 50～54歳 女性
206 そう思う 古郷であるから。様々な歴史があるから。 滑石地区 55～59歳 男性
207 そう思う 産まれた土地だから。 滑石地区 55～59歳 男性
208 そう思う 住み慣れているから。 滑石地区 55～59歳 女性

209 そう思う
都会ではないが、にぎやかで、安心して住める。歴史が深くいろいろな見どころが他の県よりたく
さんあるし　海がどこへ行っても近くにある。 滑石地区 55～59歳 女性

210 そう思う 長崎人の、のんびりした所が好き。 滑石地区 55～59歳 女性
211 そう思う 生まれ育ったところだから。 滑石地区 60～64歳 女性
212 そう思う 生まれ育った所。移動する理由がない。 滑石地区 65～69歳 男性
213 そう思う 道路も整備されていて、足が悪い人でも不自由なく歩けます。 滑石地区 65～69歳 男性
214 そう思う バス停、スーパー、病院等徒歩で行ける範囲にあり便利である。 滑石地区 65～69歳 男性
215 そう思う 生活面で不自由なく暮らせる利便性です。 滑石地区 65～69歳 女性
216 そう思う 住みやすいから。 滑石地区 65～69歳 女性
217 そう思う 海があり、山があり、人情が豊かである。 滑石地区 70歳以上 男性
218 そう思う 生まれたところだから。 滑石地区 70歳以上 男性
219 そう思う 人々が優しい。 滑石地区 70歳以上 女性
220 そう思う ご近所の皆さまがとても話しやすいし、困ったなと感じる方がいない。 滑石地区 70歳以上 女性
221 そう思う 持ち家なのでかんたんに家を手ばされない。 滑石地区 70歳以上 女性
222 そう思う 地元だから。 福田地区 30～34歳 女性
223 そう思う ・家など住むところに困らない。・病院が近くにある。 福田地区 45～49歳 男性
224 そう思う 生れた時からすんでおり、これから知らない土地で住む自信がないから。 福田地区 50～54歳 女性
225 そう思う 長崎が好きな町ですから。 福田地区 60～64歳 男性
226 そう思う （経済的に）普通に生活できれば、多少の不便があっても、それ程の不満はない。 福田地区 60～64歳 女性
227 そう思う すみなれているから。 福田地区 65～69歳 男性
228 そう思う 長崎で、生まれ育ち大好きなところだから。 福田地区 65～69歳 女性
229 そう思う その他に現況より良い所の知識、認識がなく、その必要性を感じない。 福田地区 70歳以上 男性
230 そう思う 生活がしやすい。福田地区は、海と緑にめぐまれている。 福田地区 70歳以上 男性
231 そう思う 環境は良いし、最後まで住み続けたいです。 福田地区 70歳以上 男性
232 そう思う 年取って、これから新しい所に行くのは不安です。 福田地区 70歳以上 女性
233 そう思う 長崎は大好きです。長崎愛というものでしょうか。長崎が一番と思っています。 福田地区 70歳以上 女性
234 そう思う 雰囲気が良い。歴史を感じれるし、奥深い町だから。 茂木地区 25～29歳 女性
235 そう思う 仕事場が実家なので。 茂木地区 30～34歳 男性
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236 そう思う 生まれ育った地域だから。 茂木地区 35～39歳 男性
237 そう思う ずっーと住んでいるから。 茂木地区 35～39歳 女性
238 そう思う 親が居るから。 茂木地区 45～49歳 女性
239 そう思う 持ち家がある為。 茂木地区 50～54歳 女性
240 そう思う 他の市町村で生活したことがないので生まれ育ち慣れ親しんだ長崎を離れる気はない。 茂木地区 55～59歳 女性
241 そう思う 長崎に長年生活していて、場所等も把握できている為。 茂木地区 60～64歳 男性
242 そう思う 治安も他と比べると安定しているし、住みやすい街だと思う。 茂木地区 60～64歳 男性
243 そう思う 生まれ故郷だから。 茂木地区 65～69歳 男性
244 そう思う 行くとこないし、必要ない。 茂木地区 70歳以上 男性

245 そう思う
高齢の為、他県に行くこともできないのと、当地に住んでみて何の不自由も感じないしそれに近
い将来新幹線が開通すればそして北国の人達から見れば冬も暖かい当地は西方浄土と思われ
るから。

茂木地区 70歳以上 男性
246 そう思う 持ち家で一戸建て、高齢にて。 茂木地区 70歳以上 男性
247 そう思う 永年住み慣れた土地（市）で家族がすんでいたから。 茂木地区 70歳以上 女性
248 そう思う 住みやすいと思います。 茂木地区 70歳以上 女性
249 そう思う 昔から住んでいるから。 茂木地区 70歳以上 女性
250 そう思う 産まれ育った場所だから離れたくない。 式見地区 25～29歳 女性
251 そう思う 先祖から代々住み続けているから。 式見地区 65～69歳 女性
252 そう思う 園田地区はいい所です。 式見地区 70歳以上 女性
253 そう思う 住み慣れた町だし遠くにはあまり行きたいと思わない。 日見地区 40～44歳 女性
254 そう思う 生まれたときから長崎に住んでいるので、とても住むのにいいし、気に入っています。 日見地区 45～49歳 女性

255 そう思う
長崎に生まれ実家を離れた事がないですが、ニュースなどで他県を見た時(比較した時）。長崎市
というか、今住んでいる場所の方が良いのかなと思う。 日見地区 55～59歳 女性

256 そう思う 食に関して長崎は素晴らしいと思う。 日見地区 65～69歳 女性
257 そう思う 年齢的に74歳であり、知らない所へは行きたくない。 日見地区 70歳以上 男性
258 そう思う 人情が豊かである。 日見地区 70歳以上 男性
259 そう思う 若い頃、県外が多かったので、長崎は住みやすい。 日見地区 70歳以上 女性
260 そう思う 生まれ育った町だから。 東長崎地区 18～19歳 女性
261 そう思う 他県に引っ越す理由がない。 東長崎地区 20～24歳 男性
262 そう思う 森があり、緑が豊かで居心地が良いから。 東長崎地区 20～24歳 男性
263 そう思う 県外へ出る理由がない。 東長崎地区 40～44歳 男性
264 そう思う 海がすぐそばにある。自然が豊かだし、何より街並みが好き。 東長崎地区 40～44歳 女性
265 そう思う 治安も良く、学校・買い物も近く便利。 東長崎地区 45～49歳 男性
266 そう思う 自然も多く、美しい街もあり、また、代々住んでいる家や継承している事業がある為。 東長崎地区 45～49歳 女性
267 そう思う 引越しが大変だからよっぽどの事がない限り動かない。 東長崎地区 45～49歳 女性
268 そう思う 子どもの福祉医療費がとても助かっているから。 東長崎地区 45～49歳 女性
269 そう思う 年齢的にも他の地域に住む気力がないです。 東長崎地区 50～54歳 男性
270 そう思う ずっと地元にいるので、特に変えようと思わない。 東長崎地区 50～54歳 女性
271 そう思う 好きな町、住みやすい町だから。 東長崎地区 55～59歳 女性

272 そう思う
慣れ親しんだ市であるし、交通の便も整っているし、美味しい物もたくさんあるので、これからも長
崎市に住み続けたいと思うから。 東長崎地区 55～59歳 女性

273 そう思う 災害とかも少ないと思います。 東長崎地区 55～59歳 女性
274 そう思う ・住みやすい・親戚が多い。 東長崎地区 55～59歳 女性



「問2　長崎市にこれからも住み続けたいと思いますか」の理由
No. 問2の回答 内容 居住地区 年齢 性別
275 そう思う 住み慣れていて、もう終活中。 東長崎地区 60～64歳 男性
276 そう思う 何かあったらそうだんできる。 東長崎地区 60～64歳 男性
277 そう思う 暮しやすい。 東長崎地区 60～64歳 女性
278 そう思う 長崎生まれ，長崎育ちである。転勤で，各地まわったが，やはり，長崎市がいい。 東長崎地区 65～69歳 不明
279 そう思う 故郷。 東長崎地区 65～69歳 男性
280 そう思う 古里をはなれたくない。 東長崎地区 65～69歳 男性
281 そう思う 居住して30年が経ち、子供等もこの地で育ち、近くに住んで、スープのさめない関係にある。 東長崎地区 65～69歳 男性
282 そう思う 生まれて育った所です。別の土地に行こうとは思わない。 東長崎地区 65～69歳 女性
283 そう思う この街が好きだから。 東長崎地区 70歳以上 男性
284 そう思う 生れ育った地で、他の地区で生活した経験がなく、比較のしようがない。 東長崎地区 70歳以上 男性
285 そう思う 長崎生まれの長崎そだちだから。 東長崎地区 70歳以上 男性
286 そう思う 自分が生まれ育った所だから。 東長崎地区 70歳以上 女性
287 そう思う 自分の家だから。 東長崎地区 70歳以上 女性
288 そう思う 今のところ、やや満足している。 東長崎地区 70歳以上 女性
289 そう思う 高速道路、バイパスがあり、私たちの小さいころの夢のようです。 東長崎地区 70歳以上 女性
290 そう思う 人情に厚い人が多い。 東長崎地区 70歳以上 女性
291 そう思う 市民の優しさ人がらがいいので。 土井首地区 40～44歳 男性
292 そう思う 親が近くにいるから。 土井首地区 40～44歳 女性
293 そう思う 他の地区を知らない。 土井首地区 45～49歳 男性
294 そう思う 生まれた育った街だから愛着がある。 土井首地区 65～69歳 男性
295 そう思う 海や山が近くにあり自然が楽しめる。 土井首地区 65～69歳 女性
296 そう思う 他に行くところが無い。 土井首地区 65～69歳 女性
297 そう思う 魚が美味しい。 土井首地区 70歳以上 男性
298 そう思う 特に移動する理由がない。家族も近辺に住んでいる。 土井首地区 70歳以上 女性
299 そう思う 安全である。 土井首地区 70歳以上 女性
300 そう思う 長崎県人は、皆親切です。 土井首地区 70歳以上 女性
301 そう思う 年取っているので今から他市に住みたいと思わない。 土井首地区 70歳以上 女性
302 そう思う 街の発展具合が丁度良いから。人の密度も不快にならない程度。 深堀地区 25～29歳 男性
303 そう思う 家族が居るから。土地を買ったから。 深堀地区 40～44歳 女性

304 そう思う
職が少ないのは少し考える所ですが、子供達は大人になって好きな所に行ったとしても、住みな
れて、知り合いが多いところで住みつづけたいと思っています。 深堀地区 40～44歳 女性

305 そう思う 生れてからずっと住み続けているところですし、都市にはない静かさもあり、安らげるからです。 深堀地区 45～49歳 女性
306 そう思う 持ち家だから。 深堀地区 60～64歳 男性
307 そう思う 旅行など行ってみましたが、生まれ育ったところが良いと思うから。 深堀地区 60～64歳 女性
308 そう思う 近所との付き合いがあり、住みやすい。 深堀地区 65～69歳 女性
309 そう思う 私の生まれた所などで住居もありますし、年齢的にも住み続けたいと思います。 深堀地区 70歳以上 男性
310 そう思う 自宅が長崎市（深堀）にある。娘と同居している。 深堀地区 70歳以上 男性
311 そう思う 職場がありますので。 香焼地区 30～34歳 女性
312 そう思う 長崎市という街が大好きです。 香焼地区 50～54歳 女性
313 そう思う 県外で住んだ事がありますが、やっぱり長崎が好きです。 香焼地区 60～64歳 女性
314 そう思う 長崎で生まれ育ったから。 香焼地区 65～69歳 男性
315 そう思う ※長年住みなれているから。 香焼地区 65～69歳 女性



「問2　長崎市にこれからも住み続けたいと思いますか」の理由
No. 問2の回答 内容 居住地区 年齢 性別
316 そう思う 産まれ育った所だから。人がやさしい。 香焼地区 65～69歳 女性
317 そう思う 現住地は住みよい。子供にとってはふるさと。 香焼地区 70歳以上 男性
318 そう思う 余り変化がないので。 香焼地区 70歳以上 女性
319 そう思う 住みやすい。 伊王島地区 55～59歳 女性
320 そう思う 生れ、育った所ですし、他県で住んだことがなく、これからも住み続けられたらと思っています。 伊王島地区 65～69歳 女性
321 そう思う 生まれ育った町だから。 高島地区 45～49歳 女性
322 そう思う 地元だから。 高島地区 55～59歳 女性
323 そう思う こちらで産まれたので離れたくない！。 高島地区 60～64歳 女性
324 そう思う 住みやすいからです。 高島地区 70歳以上 女性
325 そう思う 生活に困らない程度の商業施設もありますし、自然もたくさんあるので住み続けたいです。 野母崎地区 25～29歳 女性
326 そう思う 魚がおいしい。 野母崎地区 30～34歳 女性
327 そう思う 長崎市以外に住む理由がないから。親が住んでいるので、近い方が便利。 野母崎地区 45～49歳 女性
328 そう思う 他の選択肢がない。 野母崎地区 55～59歳 女性
329 そう思う 子供のころからずっとすんでいるで住みなれている。 野母崎地区 55～59歳 女性
330 そう思う 住み慣れた町である。 野母崎地区 55～59歳 女性
331 そう思う この町が古里だから。 野母崎地区 70歳以上 男性
332 そう思う 海があるから。 野母崎地区 70歳以上 男性
333 そう思う 先祖のお墓もありますし、ほかに行く地域もないのでこれからも今の場所に住むことになります。 野母崎地区 70歳以上 女性
334 そう思う 幸せに暮らせているから。 三和地区 35～39歳 女性
335 そう思う 生まれた町だから、仕事があるから。 三和地区 45～49歳 男性
336 そう思う 仕事も長崎の家も建ててるし、県外に行かなければいけない事がない。 三和地区 45～49歳 男性
337 そう思う 自然がたくさんあり、すぐ、海、山があり、食べ物もおいしいから。 三和地区 45～49歳 女性
338 そう思う 住み慣れている。愛着がある。 三和地区 50～54歳 女性
339 そう思う 年なので、今から知らない土地に行って住もうとは思いません。 三和地区 55～59歳 女性
340 そう思う 生れた時から住んでいる、地震が少ない。 三和地区 60～64歳 女性
341 そう思う 住みやすい。 三和地区 65～69歳 男性
342 そう思う 自分自身が生まれ育った場所。人情味あふれる町。食べ物も美味しい。くんち大好き。 三和地区 65～69歳 女性
343 そう思う 海や緑が多く、食べ物がおいしい。 三和地区 70歳以上 男性
344 そう思う 土地があり、家があるから。 三和地区 70歳以上 男性
345 そう思う 生まれ故郷。 三和地区 70歳以上 男性
346 そう思う どこにも行くあてがない。 三和地区 70歳以上 女性
347 そう思う 住みやすい。 三和地区 70歳以上 女性
348 そう思う 他の場所を知らない。 三和地区 70歳以上 女性
349 そう思う 住み慣れている。 三重地区 20～24歳 男性
350 そう思う 産まれ育った所だから。 三重地区 20～24歳 男性
351 そう思う 病院、スーパー、コンビニと近くにそろっている。 三重地区 30～34歳 女性
352 そう思う 育った街だから。 三重地区 35～39歳 男性
353 そう思う 地震もなく、自然災害が少ないから。 三重地区 40～44歳 女性
354 そう思う 産まれ故郷だから。 三重地区 50～54歳 男性
355 そう思う 県外に移り住みたいと思わないから。 三重地区 50～54歳 女性
356 そう思う 地震が少ない。暖かい。 三重地区 55～59歳 女性
357 そう思う 治安・人が良い。 三重地区 60～64歳 男性



「問2　長崎市にこれからも住み続けたいと思いますか」の理由
No. 問2の回答 内容 居住地区 年齢 性別
358 そう思う 暮らしやすいからです。 三重地区 60～64歳 女性
359 そう思う 住みなれた市だから。 三重地区 60～64歳 女性
360 そう思う 他地区に住んだ事がないので分からない。 三重地区 65～69歳 男性
361 そう思う 歴史と文化の街である事。 三重地区 65～69歳 男性
362 そう思う 歴史的にも景観的にも情趣豊かで美しく、県都であることのメリットもあると思ってます。 三重地区 65～69歳 女性
363 そう思う 気候的に住みやすい。 三重地区 70歳以上 男性
364 そう思う 生れた地域だから。 三重地区 70歳以上 男性
365 そう思う 家、土地があるから。 三重地区 70歳以上 男性
366 そう思う 生まれ育った所に愛着があるから。 三重地区 70歳以上 男性
367 そう思う 住み慣れているから。 三重地区 70歳以上 男性
368 そう思う 10年前までは東北に住んでいたのでこちらに来て夏は少し暑いがその他はとても良い。 三重地区 70歳以上 女性
369 そう思う 生まれた所で外に出た事がない。 三重地区 70歳以上 女性
370 そう思う 親戚、友達がいる。 三重地区 70歳以上 女性
371 そう思う 自分の生まれた故郷、年齢も取ってるし。 三重地区 70歳以上 女性
372 そう思う 住みなれたところだから。長崎が好きだから。 三重地区 70歳以上 女性
373 そう思う 長崎が好きだから。 外海地区 35～39歳 男性
374 そう思う 自然豊かで、今のところ不満がないから。 外海地区 40～44歳 女性
375 そう思う 実家があるので。 外海地区 50～54歳 男性
376 そう思う ・都会は人が多い。・やっぱり長崎がいい。 外海地区 60～64歳 女性
377 そう思う 自分（家族）の家だから。 外海地区 60～64歳 女性
378 そう思う 食に関して　好きなものが多い。 外海地区 60～64歳 女性
379 そう思う 今の生活に満足している。 外海地区 70歳以上 女性
380 そう思う 地元で仕事をしたいし地元だからできることがたくさんある。 琴海地区 18～19歳 男性
381 そう思う 生まれた町だし歴史が面白いから。 琴海地区 40～44歳 女性
382 そう思う 家を購入したから。 琴海地区 45～49歳 男性
383 そう思う 長崎人だから。 琴海地区 50～54歳 男性
384 そう思う ふる里だから。 琴海地区 50～54歳 女性
385 そう思う 行くところがない。 琴海地区 55～59歳 女性
386 そう思う のんびりしている。 琴海地区 60～64歳 男性
387 そう思う 好きな町だから。 琴海地区 60～64歳 男性
388 そう思う ほかに行く国がない。 琴海地区 65～69歳 男性
389 そう思う 家族の故郷の為。 琴海地区 70歳以上 男性
390 そう思う 生活　便利がいい。 琴海地区 70歳以上 男性
391 そう思う 生まれて育った町だから。 琴海地区 70歳以上 男性
392 そう思う 特に出ようとは思わないから。 琴海地区 70歳以上 女性
393 そう思う 生まれ育った所だから。 琴海地区 70歳以上 女性
394 そう思う 海のそばに住んでいるので、海が大好きだから。 琴海地区 70歳以上 女性
395 そう思う Uターンしたのですが近くに親類がある。 琴海地区 70歳以上 女性
396 そう思う 土地、家が自分の所有。 不明 不明 不明
397 そう思う 山も近くに見えて、近所の人たちのいざこざが無く静かに暮らさせていただいています。 不明 不明 不明
398 そう思う 長崎が好きだから。両親が市内在住だから。 不明 50～54歳 女性
399 そう思う 住み慣れているから。 不明 65～69歳 女性



「問2　長崎市にこれからも住み続けたいと思いますか」の理由
No. 問2の回答 内容 居住地区 年齢 性別
400 そう思う 住みやすい。 不明 70歳以上 男性
401 どちらかといえばそう思う 昔から住んでいるため。 中央東部地区 25～29歳 男性
402 どちらかといえばそう思う 歴史ある街を見て歩くのが楽しいから。 中央東部地区 30～34歳 女性
403 どちらかといえばそう思う 暖かく、過ごしやすい気候。 中央東部地区 30～34歳 女性

404 どちらかといえばそう思う
住みたいけれど、通勤の関係で住めない。（佐賀市内や福岡市内まで１時間程度で通えば住み
続けたい。 中央東部地区 30～34歳 女性

405 どちらかといえばそう思う あまり不満はありません。けれど、素敵な町はたくさんあるので、２です。 中央東部地区 30～34歳 女性
406 どちらかといえばそう思う 地元で不自由をあまり感じない為。 中央東部地区 35～39歳 男性
407 どちらかといえばそう思う 住み慣れた所だからです。 中央東部地区 35～39歳 女性
408 どちらかといえばそう思う 仕事をしているから。 中央東部地区 35～39歳 女性
409 どちらかといえばそう思う 住み慣れているから。 中央東部地区 35～39歳 女性
410 どちらかといえばそう思う 住み続けてもいいし、出てもいいから。 中央東部地区 40～44歳 女性
411 どちらかといえばそう思う 仕事の為あまり魅力は感じない。 中央東部地区 45～49歳 男性
412 どちらかといえばそう思う 街がちょうど良いが子供が遊ぶ公園と遊具が少ないのが少し残念です。 中央東部地区 45～49歳 男性
413 どちらかといえばそう思う 子育て環境に優れている地域があれば移住したい。 中央東部地区 45～49歳 男性
414 どちらかといえばそう思う 生活の基盤（自宅、家族を含めた仕事の勤務地等）が、この地にあるため。 中央東部地区 50～54歳 男性
415 どちらかといえばそう思う 住みなれているので。 中央東部地区 50～54歳 男性
416 どちらかといえばそう思う 年齢（６０才）的に、老後は子供のころから住み慣れた場所で住みたいと思っている。 中央東部地区 55～59歳 男性
417 どちらかといえばそう思う 出身地だから。 中央東部地区 55～59歳 男性
418 どちらかといえばそう思う 住み慣れた立地だから。 中央東部地区 55～59歳 女性
419 どちらかといえばそう思う 生まれ育った町なので。 中央東部地区 55～59歳 女性
420 どちらかといえばそう思う 景観がいい。住みやすい。 中央東部地区 55～59歳 女性

421 どちらかといえばそう思う
思うが　長崎は水道代が高い。マイス等箱物等の建設ばかり行ない市民の目線ではない。また
税金も高い。 中央東部地区 60～64歳 女性

422 どちらかといえばそう思う 小さい街ですので移ることはない。 中央東部地区 70歳以上 男性
423 どちらかといえばそう思う 友人、知人が多い。他の地域に住んだことがない。 中央東部地区 70歳以上 男性
424 どちらかといえばそう思う 年齢が高くなり、見知らぬ土地に移るのは心配・ 中央東部地区 70歳以上 女性
425 どちらかといえばそう思う 市内に実家があるから住み続けると思う。でも好きなショップが少ないから福岡にも住みたい。 中央西部地区 20～24歳 女性
426 どちらかといえばそう思う 仕事が長崎市だから。 中央西部地区 25～29歳 女性
427 どちらかといえばそう思う 高齢の父と母がいるから将来的な介護だとか考える年になったから。 中央西部地区 30～34歳 女性
428 どちらかといえばそう思う 転職の予定もないため、転出する理由がない。 中央西部地区 30～34歳 女性

429 どちらかといえばそう思う
これから開発がすすみ、より便利になるから。ただし教育機関や機会が少ないので子どもの進路
によっては都市部に転出する可能性がある。 中央西部地区 40～44歳 女性

430 どちらかといえばそう思う 地元も気になるので老後少し思ったりしています。 中央西部地区 45～49歳 女性
431 どちらかといえばそう思う 大分市にも住んでみたい。 中央西部地区 50～54歳 男性
432 どちらかといえばそう思う 住み続けることに対し、マイナスの要因がない。 中央西部地区 65～69歳 男性
433 どちらかといえばそう思う しょうがない。 中央西部地区 70歳以上 女性
434 どちらかといえばそう思う 家族がいるため。 中央南部地区 35～39歳 女性
435 どちらかといえばそう思う 食材が豊富、おいしい。 中央南部地区 35～39歳 女性

436 どちらかといえばそう思う
生まれてからずっと長崎市にいるのでやむなしと思っています。住み続けたいではなく、住み続け
ざるを得ない感覚。 中央南部地区 35～39歳 女性

437 どちらかといえばそう思う 地元なので。 中央南部地区 40～44歳 男性



「問2　長崎市にこれからも住み続けたいと思いますか」の理由
No. 問2の回答 内容 居住地区 年齢 性別
438 どちらかといえばそう思う 長年住んでいるので別の場所に住みたいとは特に思われない。 中央南部地区 50～54歳 女性
439 どちらかといえばそう思う 50年以上住んでいる。 中央南部地区 60～64歳 男性
440 どちらかといえばそう思う 現在、仕事がある為。 中央南部地区 60～64歳 男性
441 どちらかといえばそう思う 持ち家であるから。 中央南部地区 65～69歳 女性
442 どちらかといえばそう思う 住み慣れた所だから。 中央南部地区 70歳以上 男性
443 どちらかといえばそう思う 年だから仕方がない。 中央南部地区 70歳以上 女性
444 どちらかといえばそう思う 今の生活で不自由していないため。 中央北部地区 25～29歳 男性

445 どちらかといえばそう思う

・歩いて行ける距離にスーパーやコンビニが無い。・バスの便が非常に少ない。そのため通勤ラッ
シュ時は、満員でも乗らなければならない。などの不便さはあるものの、生活が出来ない訳では
ないため、市外への転生は考えてない。 中央北部地区 25～29歳 女性

446 どちらかといえばそう思う 住み慣れている。 中央北部地区 25～29歳 女性
447 どちらかといえばそう思う ずっと長崎市に住んでいて家族も市内に住んでいるから。(親族も多く）。 中央北部地区 35～39歳 女性
448 どちらかといえばそう思う 長崎が好きだから。両親が市内在住だから。 中央北部地区 35～39歳 女性
449 どちらかといえばそう思う 地震が少ない。 中央北部地区 40～44歳 男性
450 どちらかといえばそう思う 特にどこかに行く理由がない。 中央北部地区 40～44歳 男性
451 どちらかといえばそう思う 地元のため。 中央北部地区 45～49歳 男性
452 どちらかといえばそう思う もう引っ越す元気がないからです。 中央北部地区 45～49歳 女性
453 どちらかといえばそう思う 故郷ではないから。 中央北部地区 50～54歳 男性

454 どちらかといえばそう思う
市内で映画館もアミュプラザもカフェも美術館もかんたんに回れる範囲にあり、佐賀に較べれば
そろっているから。 中央北部地区 50～54歳 女性

455 どちらかといえばそう思う 住みたいが、地価が高い。 中央北部地区 55～59歳 男性
456 どちらかといえばそう思う 安全で、住んでいる人もいい人が多いから。 中央北部地区 55～59歳 男性
457 どちらかといえばそう思う すみなれているから。 中央北部地区 55～59歳 女性
458 どちらかといえばそう思う 宗教的に、教会が身近に有るから。 中央北部地区 60～64歳 男性
459 どちらかといえばそう思う 他県に子供達が住んでいるので、元気なうちは、住み続けたいけど、先は分らない。 中央北部地区 65～69歳 女性
460 どちらかといえばそう思う 長く住んでいるので。 中央北部地区 65～69歳 女性

461 どちらかといえばそう思う
私は胎児被曝のため、長崎では手厚い医療が受けられて、
県・市に対してありがたく思っています。 中央北部地区 70歳以上 女性

462 どちらかといえばそう思う 地元意識があるため。 小ヶ倉地区 30～34歳 男性
463 どちらかといえばそう思う 愛着がある。 小ヶ倉地区 50～54歳 男性
464 どちらかといえばそう思う 若くないから(高年齢)。 小ヶ倉地区 70歳以上 女性
465 どちらかといえばそう思う 実家もあるため。 小榊地区 30～34歳 女性
466 どちらかといえばそう思う 持ち家の為。 小榊地区 35～39歳 男性
467 どちらかといえばそう思う 実家があるから。 小榊地区 35～39歳 女性
468 どちらかといえばそう思う 便利である。 小榊地区 40～44歳 女性
469 どちらかといえばそう思う 今さら他所へ行きたくない。 小榊地区 65～69歳 男性
470 どちらかといえばそう思う 住み慣れたところだから。他の場所で住んだ事がないから。 小榊地区 65～69歳 女性
471 どちらかといえばそう思う 今さら行く所がない。 小榊地区 70歳以上 女性
472 どちらかといえばそう思う 職場の近くがいいから。 西浦上地区 25～29歳 女性
473 どちらかといえばそう思う 暮らしやすい。両親がいるので。 西浦上地区 30～34歳 女性
474 どちらかといえばそう思う 住みやすいし、やさしい人が多いから。 西浦上地区 30～34歳 女性
475 どちらかといえばそう思う あまり不便を感じないため。 西浦上地区 35～39歳 女性



「問2　長崎市にこれからも住み続けたいと思いますか」の理由
No. 問2の回答 内容 居住地区 年齢 性別
476 どちらかといえばそう思う 主人の仕事が長崎だから。 西浦上地区 35～39歳 女性
477 どちらかといえばそう思う 子育支援とか発達支援とか、いろいろお世話になっているから又、魅力的な幼稚園も多いから。 西浦上地区 40～44歳 女性
478 どちらかといえばそう思う 環境を変えたくないだけ。 西浦上地区 40～44歳 女性

479 どちらかといえばそう思う
仕事や子供の進学、就職などなど。家庭と仕事の両面でいろんな条件が今後かわってくると思い
ます。よって必ず住み続けるというよりは、住み続けない選択肢も持っておこうと考えています。 西浦上地区 45～49歳 男性

480 どちらかといえばそう思う 老後は転出も考えます。 西浦上地区 45～49歳 女性
481 どちらかといえばそう思う 慣れているから。市外でも良いところがあれば移ってもいいとは思っている。 西浦上地区 50～54歳 女性

482 どちらかといえばそう思う
住み慣れた場所であること。交通、買物、病院などがある程度整っているから。また、父母や義母
が長崎市内に在住のため。 西浦上地区 55～59歳 女性

483 どちらかといえばそう思う 生まれ育った所だからです。 西浦上地区 60～64歳 女性
484 どちらかといえばそう思う 住み慣れていて、人間関係も満足しているので。 西浦上地区 60～64歳 女性

485 どちらかといえばそう思う
家族の都合では移住もあるかもしれませんが、長崎で生まれた自分にとっては、一番の場所で
す。しかも、長崎で生まれたことは自慢でもあります。 西浦上地区 60～64歳 女性

486 どちらかといえばそう思う 生まれ故郷だから。 西浦上地区 65～69歳 男性
487 どちらかといえばそう思う 便利な場所である。 西浦上地区 70歳以上 男性
488 どちらかといえばそう思う なるべく快適な生活をおくれるよう、頑張りたい。 西浦上地区 70歳以上 女性
489 どちらかといえばそう思う 自宅がありますから、このまま住みたいです。 西浦上地区 70歳以上 女性
490 どちらかといえばそう思う 住めば都でしょうか。 西浦上地区 70歳以上 女性
491 どちらかといえばそう思う 住み慣れているから。 西浦上地区 70歳以上 女性
492 どちらかといえばそう思う 住み慣れているから。 滑石地区 35～39歳 女性
493 どちらかといえばそう思う 住み続けたくない理由が特にない。 滑石地区 40～44歳 男性
494 どちらかといえばそう思う 両親が住んでいるから。治安がいい方だと思うから。 滑石地区 40～44歳 男性
495 どちらかといえばそう思う 移動する財力がない。 滑石地区 45～49歳 男性
496 どちらかといえばそう思う 年も年なので・・・。 滑石地区 45～49歳 女性
497 どちらかといえばそう思う 海や空がきれい。交通も車があればどこにでもすんなり行ける。 滑石地区 55～59歳 女性

498 どちらかといえばそう思う
生まれ育った街だし大好きでしたが、他県に移住したいと思ったことがあります。それはP.M2.5の
数字が高いし、明らかに空気が汚れているのが見える。 滑石地区 65～69歳 女性

499 どちらかといえばそう思う 住み慣れているから。 滑石地区 65～69歳 女性
500 どちらかといえばそう思う 子供達の世話になるかもしれない。（県外）。 滑石地区 70歳以上 男性
501 どちらかといえばそう思う 故郷であるため。 滑石地区 70歳以上 男性
502 どちらかといえばそう思う 出生地であるから。 滑石地区 70歳以上 男性
503 どちらかといえばそう思う 今の所元気なので友人や趣味の点で住みたいと思う。 滑石地区 70歳以上 女性
504 どちらかといえばそう思う 高齢となり、他市町へ転出の選択肢はなくなった。 滑石地区 70歳以上 女性

505 どちらかといえばそう思う
福岡県など、他の都道府県に住んでみたい気持ちもあるが正直、
面倒（引っ越すのが）だということ。 福田地区 30～34歳 男性

506 どちらかといえばそう思う 慣れているから。 福田地区 45～49歳 女性
507 どちらかといえばそう思う 年齢。 福田地区 55～59歳 男性
508 どちらかといえばそう思う 長崎県にいる限りそう思う。他県と比較したらそう思わない。 茂木地区 35～39歳 女性
509 どちらかといえばそう思う 両親の介護のため。 茂木地区 40～44歳 男性
510 どちらかといえばそう思う すみたいと思うが高齢になり不便を感じたら子供が住んでいる近くに住むかもしれない。 茂木地区 40～44歳 女性
511 どちらかといえばそう思う 住み慣れているから。 式見地区 25～29歳 男性
512 どちらかといえばそう思う 他のところにあまり住んだことがないので…。 式見地区 30～34歳 女性



「問2　長崎市にこれからも住み続けたいと思いますか」の理由
No. 問2の回答 内容 居住地区 年齢 性別
513 どちらかといえばそう思う 実家を出るには両親が心配。 式見地区 35～39歳 男性
514 どちらかといえばそう思う 海・山に囲まれコンパクトで住みやすい。 式見地区 55～59歳 女性
515 どちらかといえばそう思う 税金が高い。しかし中心なので長崎市に住んでいた方が何かと便利ではある。 式見地区 55～59歳 女性
516 どちらかといえばそう思う 今さら　土地を　もとめ、家を建てられない。 式見地区 60～64歳 女性
517 どちらかといえばそう思う 他に行く所がないから仕方ない。特にコロナが恐くて、動けない。 式見地区 60～64歳 女性
518 どちらかといえばそう思う 住みやすい。 式見地区 65～69歳 女性
519 どちらかといえばそう思う 住み慣れている地域だからです。 日見地区 20～24歳 女性
520 どちらかといえばそう思う 様々な文化が豊富で楽しい。 日見地区 55～59歳 男性
521 どちらかといえばそう思う 今以上に生活を変えようという気持ちは無い。 日見地区 70歳以上 男性
522 どちらかといえばそう思う 人々のお付き合いも楽しいから。いい人ばかりです・・・。 日見地区 70歳以上 女性
523 どちらかといえばそう思う 家族の家があるため移住はハードルが高い。 東長崎地区 20～24歳 男性
524 どちらかといえばそう思う 住みやすいので住み続けたいが、手続き等をもっと新しくしてほしいです。 東長崎地区 25～29歳 女性
525 どちらかといえばそう思う 家を建てるとした時に，土地が高い。 東長崎地区 30～34歳 女性

526 どちらかといえばそう思う
もっと人口を増やせる要素はあるのに、そこに手をつけれていない。人口を増やさないと快適に
は過ごせないし、増やして色んなことが充実すればとても住みやすい町だと思うので住み続けた
い。

東長崎地区 35～39歳 女性
527 どちらかといえばそう思う 家を購入したから。 東長崎地区 45～49歳 女性
528 どちらかといえばそう思う 先の事がわからない。 東長崎地区 45～49歳 女性

529 どちらかといえばそう思う

転勤族ですので全国３年ぐらいまわっています。今回は長い期間になりそうですので，来てすぐ
はデパートはとぼしくバラエティーショップが無い、他県には必ずある、ショップがあまりにも無く不
便です。
しかし、市政など温かい市で今までいった数多くの県の中で一番、
住み心地が良いです。

東長崎地区 45～49歳 女性
530 どちらかといえばそう思う 仕事をしている限りは長崎市内に住みたいと思っています。老後はまだわかりません。 東長崎地区 55～59歳 女性
531 どちらかといえばそう思う 会社が近くだから。 東長崎地区 55～59歳 女性
532 どちらかといえばそう思う 生まれ育った場所だから。 東長崎地区 60～64歳 女性
533 どちらかといえばそう思う 近所つき合いが良い。 東長崎地区 65～69歳 女性
534 どちらかといえばそう思う 交通の便が良い。 東長崎地区 70歳以上 男性
535 どちらかといえばそう思う 五島で生まれ、長崎で働き墓地も用意しているから。 東長崎地区 70歳以上 男性
536 どちらかといえばそう思う 長崎市の近くであれば他の市でも構わない。 土井首地区 35～39歳 女性
537 どちらかといえばそう思う 住みなれた街で土地勘がある。 土井首地区 45～49歳 女性
538 どちらかといえばそう思う 生まれた地だから。 土井首地区 50～54歳 女性

539 どちらかといえばそう思う

公園がきれいなこと。江川公園、水辺の森公園　元宮公園、グラバー園周辺、マリア園など（ドン
ドン坂）　歩くと時間を忘れるくらい美しい町並、魚が美味しい。（最近のあちこちのライトアップが
すばらしいことにあきない）。 土井首地区 60～64歳 女性

540 どちらかといえばそう思う 特に困った事は無い。 土井首地区 65～69歳 男性
541 どちらかといえばそう思う 子供が近くにいる。 土井首地区 65～69歳 男性
542 どちらかといえばそう思う ふる里で慣習になれている。 土井首地区 70歳以上 男性
543 どちらかといえばそう思う 施設にいるから。 土井首地区 70歳以上 女性

544 どちらかといえばそう思う
今、住んでいるところは山間部で、車かバイクで買い物、病院へ行っています。バスの本数も微
妙です。今後は、便利なところ（お店、バス停が近いところ）に住むか考えています。 深堀地区 35～39歳 女性

545 どちらかといえばそう思う 長年住んでいるため、愛着がある。 深堀地区 70歳以上 女性
546 どちらかといえばそう思う 親、兄弟が長崎に住んでいるから。 香焼地区 35～39歳 女性
547 どちらかといえばそう思う 住み慣れた所だから。 高島地区 35～39歳 女性



「問2　長崎市にこれからも住み続けたいと思いますか」の理由
No. 問2の回答 内容 居住地区 年齢 性別
548 どちらかといえばそう思う 生まれ育ったので。 高島地区 70歳以上 女性

549 どちらかといえばそう思う
仕事上福岡に勤務しているけど今後の育児を考えたら子供のためにも実家に近い長崎市に住ん
だ方がいいのかなと思います。 野母崎地区 20～24歳 女性

550 どちらかといえばそう思う 電磁波による被害が５Ｇなどの都会より少ない。 野母崎地区 55～59歳 女性
551 どちらかといえばそう思う 今の年齢になって他の所に行く決断はない。 野母崎地区 60～64歳 男性
552 どちらかといえばそう思う 自然豊かで四季を感じられる為。 三和地区 25～29歳 女性
553 どちらかといえばそう思う 住み慣れている。 三和地区 60～64歳 女性
554 どちらかといえばそう思う もう若くないから。 三和地区 65～69歳 男性
555 どちらかといえばそう思う とくに県外にようがないから。 三重地区 35～39歳 男性
556 どちらかといえばそう思う 戸建を購入したから。 三重地区 55～59歳 男性
557 どちらかといえばそう思う 出身が東京なので（子供達も東京）一人になったら考える。 三重地区 60～64歳 女性
558 どちらかといえばそう思う 住みやすいから。 三重地区 65～69歳 男性
559 どちらかといえばそう思う 住み慣れたから。 三重地区 65～69歳 女性
560 どちらかといえばそう思う 持ち家に住んでいる為、他に住みたいとは思わない。 三重地区 70歳以上 男性

561 どちらかといえばそう思う
子供、孫達は県外、市外にいるが、自分自身の姉妹が健在であること、親の墓を引き継いだこと
等から。＊この先独りになれば不明。 三重地区 70歳以上 女性

562 どちらかといえばそう思う 今も住んでいるから。 外海地区 45～49歳 女性
563 どちらかといえばそう思う 生まれ育った場所だから。 外海地区 50～54歳 女性
564 どちらかといえばそう思う 住み続けたいです。 琴海地区 35～39歳 男性
565 どちらかといえばそう思う 生まれた時からずっといるから。自分の家があるから。 琴海地区 55～59歳 女性
566 どちらかといえばそう思う 便利の良い所に移りたい。 琴海地区 60～64歳 男性

567 どちらかといえばそう思う
住みなれた街なので、住みたい。早く、道路が近くまで来るようになってほしい。立山ですけど、な
かなか進まない。 不明 不明 不明

568 どちらかといえばそう思う 実家があるし、親の面倒を見なくてはならないから。 不明 不明 不明

569 どちらかといえばそう思う
長崎市は好きだが、都会でもないのに家賃が高く、給与の水準はそんなに高くないので暮らしに
余裕がない人も多い。 不明 35～39歳 女性

570 どちらかといえばそう思う
古い街並みを大事にしているイメージがあるが、高層のマンションが建ち並んでおり、古い建物
が壊されているから、観光に力を入れているのとは、方向が逆行しているため。 不明 45～49歳 男性

571 どちらかといえばそう思う 田上市長が悪い。 不明 55～59歳 男性
572 どちらかといえばそう思わない 家賃が高い。収入に対して家賃が高すぎる（駐車場も）。仕事がない。 中央東部地区 20～24歳 男性
573 どちらかといえばそう思わない 美術が好きなのでもっと画廊や展示できる場が増えればと思う。多い場所にひっこしたい。 中央東部地区 25～29歳 女性
574 どちらかといえばそう思わない 遊べる場所が少ない。(ショッピングモール等)。 中央東部地区 25～29歳 女性

575 どちらかといえばそう思わない
市政が市民（特に若い人）を大切にしているように感じないから。
賃金が低い割に、価値が高いから。 中央東部地区 25～29歳 女性

576 どちらかといえばそう思わない 単身で転勤できており，実家へ戻りたいため（家族）。 中央東部地区 30～34歳 男性
577 どちらかといえばそう思わない 高齢者が多いため、介護保険料が高い。家賃、水道代も高い。給与水準が低い。活気がない。 中央東部地区 50～54歳 女性
578 どちらかといえばそう思わない 坂ばかりで年取った時に対応が難しい。長崎は好きですが、生活を考えると・・・。 中央東部地区 50～54歳 女性
579 どちらかといえばそう思わない 賃金が安い。 中央東部地区 55～59歳 男性
580 どちらかといえばそう思わない お金があれば、より住みやすい所へ移動したい。←金がないのでやむなし。 中央東部地区 60～64歳 男性

581 どちらかといえばそう思わない
子育てで医療費の負担と仕事をしながらなので、サービス業の為、平日子供を遊びにつれてい
けるところが少ない。 中央西部地区 25～29歳 女性

582 どちらかといえばそう思わない 子供を遊ばせる場所（施設）があまりない。 中央西部地区 30～34歳 女性



「問2　長崎市にこれからも住み続けたいと思いますか」の理由
No. 問2の回答 内容 居住地区 年齢 性別
583 どちらかといえばそう思わない 土地が高い。高低差がある。 中央西部地区 55～59歳 男性
584 どちらかといえばそう思わない 今後の税とか不安。 中央西部地区 70歳以上 女性
585 どちらかといえばそう思わない 長崎市だけでは遊ぶところが少ない。仕事も選べない。 中央南部地区 20～24歳 男性
586 どちらかといえばそう思わない 物価，家賃も高い。車がないと生活しづらい。出かけられる場所が少ない。 中央南部地区 45～49歳 女性

587 どちらかといえばそう思わない
買い物や飲食、娯楽における選択肢が少ない。
福岡に出る必要があったり、不便を感じることがある。 中央南部地区 50～54歳 男性

588 どちらかといえばそう思わない 坂道も多いし高台に住んでる為、高齢になったら厳しいと思う。 中央南部地区 55～59歳 男性
589 どちらかといえばそう思わない 住居にかかる費用が高い。 中央南部地区 65～69歳 女性
590 どちらかといえばそう思わない いつも違う景色が見たかっただけ。 中央南部地区 70歳以上 女性
591 どちらかといえばそう思わない 就職先がなかった。（助産師）。 中央北部地区 20～24歳 女性
592 どちらかといえばそう思わない 上記の理由と、貸金の安さ。 中央北部地区 30～34歳 女性
593 どちらかといえばそう思わない 収入が全体的に低い。就職先が少なく、他県に比べて年収が低い。 中央北部地区 40～44歳 女性
594 どちらかといえばそう思わない 家賃が高い（駐車場代も）。 中央北部地区 45～49歳 女性
595 どちらかといえばそう思わない 子育てがしにくい。 中央北部地区 50～54歳 女性
596 どちらかといえばそう思わない 災害時に交通の遮断，物資不足。 中央北部地区 60～64歳 男性
597 どちらかといえばそう思わない 坂道や階段は高齢者には不便。 中央北部地区 60～64歳 女性
598 どちらかといえばそう思わない 買い物や病院に行くのが不便。 中央北部地区 65～69歳 女性

599 どちらかといえばそう思わない

橋がかかり雨水は下に（ひくい土地）ながれ下の方に畑、家、があるのに下まで橋からながれてく
る雨水、まして山からの雨水がひどいので大きな橋につなった道の水まで、ながれこんで畑はく
ずれ家の石がきはくずれてきます　どうして。 小榊地区 70歳以上 女性

600 どちらかといえばそう思わない 地元に帰りたいため。 西浦上地区 18～19歳 女性
601 どちらかといえばそう思わない 遊ぶ場所が少ない。 西浦上地区 20～24歳 男性
602 どちらかといえばそう思わない 持ち家なので転出は考えていないが、もっと子育て支援を充実させてほしい。 西浦上地区 30～34歳 女性
603 どちらかといえばそう思わない 一度は都会に出たい。 滑石地区 20～24歳 女性
604 どちらかといえばそう思わない 子育て世代はものすごく住みづらい。産休、育休、保育園問題など。 滑石地区 30～34歳 女性
605 どちらかといえばそう思わない 上記の通り。住民税が高い割に、それに見合った行政サービスが提供されていない。 滑石地区 35～39歳 男性
606 どちらかといえばそう思わない 予防接種の補助等、子育て支援が市外の方が手厚かったりするので。 滑石地区 35～39歳 女性

607 どちらかといえばそう思わない
賃金が安いのに光熱費が高く、将来のために貯金ができるだけの余裕がない。親の介護の問題
がなければすぐにでも出たい。 滑石地区 40～44歳 女性

608 どちらかといえばそう思わない ・何もしがらみが無ければ、転居していた（仕方なく住んでいる）。 滑石地区 40～44歳 女性
609 どちらかといえばそう思わない 興味をそそられる物（事）が少ない（＝ワクワクしない）。 滑石地区 55～59歳 男性
610 どちらかといえばそう思わない 年齢に関係なく、挨拶をしない。新参者の受け入れに優しくないと感じる。 滑石地区 55～59歳 女性
611 どちらかといえばそう思わない できることが限られている（仕事面）。 福田地区 20～24歳 女性
612 どちらかといえばそう思わない 人のあたたかさや、街の雰囲気は好きですが、小学校の選択肢が少ないと感じるため。 福田地区 30～34歳 女性
613 どちらかといえばそう思わない 今、不便な環境だから。 茂木地区 40～44歳 女性
614 どちらかといえばそう思わない 住みにくいが生まれ育った町だから。 東長崎地区 40～44歳 女性
615 どちらかといえばそう思わない 他県に住んでみたい（福岡等）。 東長崎地区 60～64歳 女性
616 どちらかといえばそう思わない 交通の便が悪い。 東長崎地区 70歳以上 女性

617 どちらかといえばそう思わない
長崎市にこだわって住み続けたいという理由もないが、今さら県外に出たいとは思わない…が県
内だったら長崎市じゃなくても、いい。 深堀地区 60～64歳 女性

618 どちらかといえばそう思わない 事業をするにあたりサポートがうすい為。 高島地区 35～39歳 男性
619 どちらかといえばそう思わない パートで働いているが、賃金が安い。娯楽が少ない。 高島地区 35～39歳 女性



「問2　長崎市にこれからも住み続けたいと思いますか」の理由
No. 問2の回答 内容 居住地区 年齢 性別
620 どちらかといえばそう思わない 仕事。 野母崎地区 20～24歳 男性
621 どちらかといえばそう思わない 賃金が安すぎる。モチベーションが上がらない。 三和地区 18～19歳 女性
622 どちらかといえばそう思わない 住みにくい。 三和地区 50～54歳 女性
623 どちらかといえばそう思わない 買い物・病院・交通が不便。 三和地区 60～64歳 女性

624 どちらかといえばそう思わない
※子供2人が（男子）県外にいるので、今は夫婦2人ですがどちらか一人になると考えると思いま
す（子供→京都・姫路在住）。 三和地区 65～69歳 女性

625 どちらかといえばそう思わない 長崎市独自の行政が国に影響されやすい。 三和地区 70歳以上 男性
626 どちらかといえばそう思わない 不便なため。他県にも一度過んでみたいから。 三重地区 20～24歳 女性

627 どちらかといえばそう思わない
田舎のくせに家賃が高い。バスも本数が少ないし、高い。
仕事の職種も限られているくらい少ない。 三重地区 25～29歳 女性

628 どちらかといえばそう思わない
利点がない。楽しいところが無く、労働の貸金も安すぎ。交通は不便。政策も庶民に得する物もな
い。県知事も長崎市長も頭つかって働いてると思えない。 三重地区 40～44歳 女性

629 どちらかといえばそう思わない インフラやその他不便なことが多い。楽しい施設が少ない。（中途半端なかんじ）。 三重地区 55～59歳 女性
630 どちらかといえばそう思わない 横浜にいきたい。 三重地区 70歳以上 女性
631 どちらかといえばそう思わない もっと良い場所があれば住みたい。 琴海地区 20～24歳 女性

632 どちらかといえばそう思わない
長崎市で老後も快適に過ごせる場所は路面電車が通る平地の中心部だけに限られる。上下水
道代が他市と比べ高い。 不明 不明 不明

633 どちらかといえばそう思わない 市県民税が高い。店舗も魅力的じゃない。 不明 35～39歳 女性
634 そう思わない 全ての面において魅力が少ない。 中央東部地区 45～49歳 女性

635 そう思わない
働くにしても賃金が他の県より低く、娯楽が全然ないため、遊ぶにしてもつまらないため他県へ行
くので長崎に住んでいるメリットがないと感じるため。 中央西部地区 20～24歳 女性

636 そう思わない 出張で来ているため。 中央西部地区 45～49歳 男性
637 そう思わない 税金が高い。若い人が都会へ出て行くから。 中央西部地区 45～49歳 女性
638 そう思わない 賃金が低い。 中央西部地区 60～64歳 女性
639 そう思わない 働く場所がないから！！。 中央北部地区 20～24歳 男性

640 そう思わない
問１と同理由。小中学校の体育館を夜にどの競技でも使えるようにして欲しい。立地が悪いのに
家賃が高い。大阪や福岡市をもっと参考に。 中央北部地区 30～34歳 男性

641 そう思わない 都市計画が遅れている。あと、２０～３０年が限界だと思う。 中央北部地区 45～49歳 男性
642 そう思わない 家賃（地価）が高い。 中央北部地区 45～49歳 女性

643 そう思わない
①洋服、コスメ、雑貨の店がとても少ない。（若者が求めているものが。）②交通機関の最終時間
が早すぎる。 小ヶ倉地区 20～24歳 女性

644 そう思わない 地元に帰りたい。 西浦上地区 20～24歳 男性
645 そう思わない 就職で福岡に行くため。 西浦上地区 20～24歳 女性
646 そう思わない 夫婦共々長崎出身ではないため。 西浦上地区 30～34歳 男性

647 そう思わない

住んでいる場所の環境は良いが、水道、ガス等かなり高い。家賃も高く物価が高いイメージ。道
路も主要の大きい道路が１本しかないので混む。（主要道路が混むので、近道の道路もあたり前
にいつも混む）。 西浦上地区 35～39歳 男性

648 そう思わない
バスの本数が少なすぎ。坂が多くとてもじゃないが歩いてあがれない。結局タクシーを利用する
はめになる。 西浦上地区 35～39歳 女性

649 そう思わない
道路が危ない、路上駐車は当たり前の様にされている、広い歩道は車が走る。駐車場がない、
狭い、子供の医療費負担が大きい、物価が高い、他。 西浦上地区 35～39歳 女性

650 そう思わない 坂が多くてきつい。家賃が高すぎる。 西浦上地区 40～44歳 女性



「問2　長崎市にこれからも住み続けたいと思いますか」の理由
No. 問2の回答 内容 居住地区 年齢 性別
651 そう思わない 娯楽がない、少ない。スポーツ観戦、コンサート、演劇とか。 西浦上地区 45～49歳 女性
652 そう思わない 給料が低い。 滑石地区 20～24歳 女性
653 そう思わない 老後のことを考えてます。 滑石地区 65～69歳 男性
654 そう思わない 長崎市には何もないから。 滑石地区 65～69歳 女性

655 そう思わない
・イノシシが多くこわい。・道がせまい。・車がないとふべん。・家賃が高い。・バスが少なくきゅうく
つ。・若者の遊ぶ場所が全然ない。 福田地区 20～24歳 女性

656 そう思わない どこに行くにもお金がかかる。 茂木地区 20～24歳 女性
657 そう思わない 後期高齢者保険が急に多額に上がり、市役所に問い合わせても、冷たい返事。 茂木地区 70歳以上 女性
658 そう思わない ここで良いのは静かで空気が良いだけ生きていくのは大変なところ。 式見地区 70歳以上 女性
659 そう思わない 田舎だから。時給が少ない。 日見地区 18～19歳 女性
660 そう思わない 転勤族だからという理由もあるけど、住むとすれば時津か長与の方が住みやすそう。 日見地区 25～29歳 女性
661 そう思わない 他県の大学に通っていて、長崎に戻る理由がない。 東長崎地区 20～24歳 男性

662 そう思わない

就労状況が長崎は良くないので．仕事に困っているわけではないがコロナが落ち着いたら福岡
へ移住しようと思っています．子供の教育，保証なども考えた結果あっとうてきに九州では福岡だ
と思うので．．．。 東長崎地区 30～34歳 男性

663 そう思わない 物価が高い。賃金が安い。 土井首地区 30～34歳 男性

664 そう思わない

車の流れが遅いのに交通マナーが悪い。野母崎は特に車道をふさいで上下で止まり道をふさい
で歩行者が話をしていた。大型車の前へのトラックへのわりこみ当たり前。佐賀、福岡はない。長
崎ナンバーだからかも。県外ナンバー。 野母崎地区 50～54歳 男性

665 そう思わない 進学で引っ越し予定がある。 三和地区 18～19歳 男性
666 そう思わない 老後、車の運転が出来なくなった時の買い物その他心配。 三和地区 55～59歳 男性

667 そう思わない
車の運転が老後に怖いので！医療が心配！老後の生活を子供に迷惑かけたくないので、妻と
自立した生活が出来る所に住みたい！。 琴海地区 55～59歳 男性

668 そう思わない 年金が少ない。物価が高い。 不明 70歳以上 男性



「問3-1　長崎市以外に住み替えることを考えたことがある理由」のその他自由記述
No. 問3の回答 内容 年齢 居住地区 性別
1 実際に検討している 大学進学のため。 18～19歳 小ヶ倉地区 男性
2 実際に検討している 進学。 18～19歳 西浦上地区 男性
3 実際に検討している 進学。 18～19歳 三和地区 男性
4 実際に検討している 就職が決まったため。 20～24歳 西浦上地区 女性
5 実際に検討している あまり楽しめない。 20～24歳 福田地区 女性
6 実際に検討している 遊びに行くとき不便。買物も。 20～24歳 野母崎地区 女性
7 実際に検討している 美術関係の環境がもう少しほしい。 25～29歳 中央東部地区 女性
8 実際に検討している 福岡県に住みたい。 25～29歳 中央西部地区 男性
9 実際に検討している 転勤があるため。 30～34歳 西浦上地区 男性
10 実際に検討している 移住して来たが、やっぱり戻るか違うところに移住したい。 35～39歳 高島地区 女性
11 実際に検討している 事業拠点として考えて。 45～49歳 中央北部地区 男性
12 実際に検討している 単身赴任中であるから。 45～49歳 中央北部地区 男性
13 実際に検討している 環境の良いところへ住みたいから。 50～54歳 西浦上地区 女性
14 実際に検討している 長崎市の魅力が無くなってきている。 55～59歳 中央東部地区 男性
15 実際に検討している やはり、生まれ故郷に戻りたい気持ち。 55～59歳 中央東部地区 男性
16 実際に検討している 子どもとの同居を考えているから市内は高く購入出来る物件がない。 55～59歳 中央西部地区 男性
17 実際に検討している 今は車を運転しているが、これから先のことを考えると不安。 55～59歳 中央北部地区 女性

18 実際に検討している
年齢に関係なく、挨拶をしない。新参者の受け入れに優しくないと感じるの理由もあり、
他県に家を購入し、老後は住居予定。 55～59歳 滑石地区 女性

19 実際に検討している 老後住みやすい場所が良い。 55～59歳 式見地区 女性
20 実際に検討している 老後のため。 55～59歳 日見地区 男性
21 実際に検討している 病院の数と、技術の進歩が不安！。 55～59歳 琴海地区 男性
22 実際に検討している 長崎市に色々と問題があるから。 60～64歳 西浦上地区 男性
23 実際に検討している 駐車場代も高い。 60～64歳 西浦上地区 女性
24 実際に検討している 階段が多い。 70歳以上 西浦上地区 女性
25 実際に検討している 後期高齢者保険が急に多額に上がり、市役所に問い合わせても、冷たい返事。 70歳以上 茂木地区 女性
26 過去に考えたことがある 福岡の大学を卒業したため、長崎の友達が少ない。 20～24歳 中央西部地区 女性
27 過去に考えたことがある 夫の転勤の為。 20～24歳 小榊地区 女性
28 過去に考えたことがある 1人ぐらしがしたかった。 20～24歳 西浦上地区 男性
29 過去に考えたことがある 県外に出てみたい。 20～24歳 西浦上地区 男性
30 過去に考えたことがある 都会に出たい。 20～24歳 滑石地区 女性
31 過去に考えたことがある 楽しい所がない。 20～24歳 滑石地区 女性
32 過去に考えたことがある 他の場所がどうなのか知りたいから。 20～24歳 東長崎地区 男性
33 過去に考えたことがある 長崎に住んでいても全然発展しない。 25～29歳 中央東部地区 女性
34 過去に考えたことがある 転勤が頻繫にあるため。 25～29歳 中央南部地区 男性



「問3-1　長崎市以外に住み替えることを考えたことがある理由」のその他自由記述
No. 問3の回答 内容 年齢 居住地区 性別
35 過去に考えたことがある 通勤できる範囲がせまい。 30～34歳 中央東部地区 女性
36 過去に考えたことがある 進学と同時に県外を検討したことがある。 30～34歳 中央西部地区 女性
37 過去に考えたことがある 長崎市以外の市町が、長崎市よりも暮らしやすい評判を聞くことが多い。 30～34歳 中央西部地区 女性
38 過去に考えたことがある 単純に長崎県や長崎市以外の場所から刺激が欲しかったから。 30～34歳 福田地区 男性
39 過去に考えたことがある 公共料金や子どもの医療費や予防接種等、近隣の町より高い。 30～34歳 琴海地区 女性
40 過去に考えたことがある 今後の不安。 35～39歳 不明 男性
41 過去に考えたことがある 職場に近い住む方が楽だと考えた。 35～39歳 中央東部地区 男性
42 過去に考えたことがある 結婚を機会に引越しした経験あり。 35～39歳 中央東部地区 女性
43 過去に考えたことがある 閉鎖的な雰囲気や，人の考えに少し視野の狭さを感じる時がある。 35～39歳 中央東部地区 女性
44 過去に考えたことがある 住環境。 35～39歳 中央南部地区 男性

45 過去に考えたことがある
市民税が高い。長与町や時津町は福利厚生が手厚いので、とてもうらやましく感じるこ
とがあります。 35～39歳 西浦上地区 女性

46 過去に考えたことがある 実家の近く。 35～39歳 滑石地区 女性
47 過去に考えたことがある 近所がうるさい。 35～39歳 式見地区 男性
48 過去に考えたことがある 障害者（身体、知的、精神）向けの作業所。 35～39歳 深堀地区 女性

49 過去に考えたことがある
学校給食を払ってますが、市からの補助でもっと質の良い食べ物をつかってほしいで
す。観光の方ばかリ予算をつかっているように見えます。 35～39歳 琴海地区 男性

50 過去に考えたことがある 妻の実家（神戸）への移住。 40～44歳 滑石地区 男性
51 過去に考えたことがある 他の市町村より住民税が高い。水道代が高い。 40～44歳 滑石地区 女性
52 過去に考えたことがある 住宅購入を考えても何かしら問題がある。 40～44歳 滑石地区 女性
53 過去に考えたことがある 都会にはいろいろあるから住んでみたいと思った。 40～44歳 日見地区 女性
54 過去に考えたことがある 住みやすそう。 40～44歳 香焼地区 男性
55 過去に考えたことがある 地元が好きだから。 45～49歳 中央西部地区 女性
56 過去に考えたことがある 長崎にはないお店やレジャー施設が他県に多くあるように思えるから。 45～49歳 中央南部地区 女性
57 過去に考えたことがある 転勤の為。 45～49歳 西浦上地区 女性
58 過去に考えたことがある 仕事の都合。 45～49歳 茂木地区 女性
59 過去に考えたことがある 田舎くらしがしてみたい。 45～49歳 東長崎地区 女性
60 過去に考えたことがある 現実逃避したい。 45～49歳 土井首地区 女性
61 過去に考えたことがある 結婚相手の考えで。 45～49歳 琴海地区 女性
62 過去に考えたことがある 生活のしやすさ。 50～54歳 中央東部地区 女性
63 過去に考えたことがある 定年後、平地に住みたい。 50～54歳 中央東部地区 女性
64 過去に考えたことがある 水道料金などが高く、生活コストが所得に比べてかかりすぎるから。 50～54歳 中央南部地区 男性

65 過去に考えたことがある
車の横づけできる地域が良いと思って子供をつれて
遊びに行ける無料の場所が少ない。 50～54歳 中央南部地区 男性

66 過去に考えたことがある 生まれた故郷に戻りたい気持ちもある。 50～54歳 西浦上地区 男性



「問3-1　長崎市以外に住み替えることを考えたことがある理由」のその他自由記述
No. 問3の回答 内容 年齢 居住地区 性別
67 過去に考えたことがある 交通の便が悪い。 50～54歳 土井首地区 女性
68 過去に考えたことがある お店が多い地区、時津町。 50～54歳 深堀地区 男性

69 過去に考えたことがある

性風俗が全然ない。※私が市議議員になったら努力して実施できるようにします。→裏
風俗がまん延するのでソープランドなどの店舗風俗をおくべき。観光地だからなど理由
にならない。もてない男性の為にも性風俗は必要悪。裏風俗はヤクザの資金源になる。
伊王島はカジノと風俗の島にするべきです。 50～54歳 野母崎地区 男性

70 過去に考えたことがある 住んでみたいと思う県（地区）があったので。 50～54歳 三和地区 女性
71 過去に考えたことがある 都市ガスが少なく、水道料金があまりにも高い。 55～59歳 中央東部地区 男性
72 過去に考えたことがある 出身（生）地の県に住もうかと考えた。 55～59歳 中央北部地区 男性
73 過去に考えたことがある 長男が継ぐと思っていたので転勤先の福岡で家を購入しようとした事がある。 55～59歳 小榊地区 男性
74 過去に考えたことがある 子供の就職先に応じて、その近くに住みたいと思っている。 55～59歳 滑石地区 女性

75 過去に考えたことがある
賃金に対し、物価が高い、今も以前より主人が沖縄に住みたいと言っていて(物価はこ
ちらも高い)少し考えたことがあった高齢の(母と同居の為、今は、絶対無理ですが！）。 55～59歳 日見地区 女性

76 過去に考えたことがある 市民税や水道代が高い。 55～59歳 東長崎地区 女性
77 過去に考えたことがある 老後の楽しみが考えられない。 55～59歳 三重地区 女性
78 過去に考えたことがある 交通の便が悪い。商業施設がない。 55～59歳 琴海地区 女性
79 過去に考えたことがある 家庭の事情。 60～64歳 中央東部地区 女性
80 過去に考えたことがある 住みたい場所が他にある。 60～64歳 中央南部地区 男性
81 過去に考えたことがある 家まで車がこない。 60～64歳 式見地区 女性

82 過去に考えたことがある
福岡に住んでいた時があって（1年くらい）、福岡は、長崎と違って、すべてが楽しい。長
崎は行く所が何もない(若い人は、特に思っている)。 60～64歳 式見地区 女性

83 過去に考えたことがある
南部は何かと不便。中央に出るのに時間がかかる。希望の職場を見つけても中央から
北部に集中している。 60～64歳 深堀地区 女性

84 過去に考えたことがある 住民購入の為。 60～64歳 香焼地区 女性
85 過去に考えたことがある 生まれた地へ帰りたい。 60～64歳 三重地区 女性

86 過去に考えたことがある
自給自足の生活をしてみたいと思ったから、
沖縄の離島に移住したいと思ったことがある。 65～69歳 中央東部地区 男性

87 過去に考えたことがある 両膝の手術及び癌を持って、腰痛も出て来て居り通院に困っている。 65～69歳 中央東部地区 女性
88 過去に考えたことがある 友達がいるから（他県に）。 65～69歳 中央北部地区 女性
89 過去に考えたことがある 長く生活した土地だから。 65～69歳 西浦上地区 男性
90 過去に考えたことがある 朝夕の通勤時の渋滞がひどく、ＪＲｒ利用できる地域への転居を考えた。 65～69歳 西浦上地区 女性
91 過去に考えたことがある

親戚、友人、子供の親etc。知っている人が多すぎて、わずらわしい。自由な行動ができ
ない。 65～69歳 西浦上地区 女性

92 過去に考えたことがある 空気が悪いので身体のことを考えたらとても不安。 65～69歳 滑石地区 女性
93 過去に考えたことがある 西のはずれすぎ。 65～69歳 東長崎地区 男性
94 過去に考えたことがある 実家がある（県外）。 65～69歳 土井首地区 男性
95 過去に考えたことがある 以前、主人の転勤で10年ほど関西（伊丹）に住んでいたので。 65～69歳 三和地区 女性



「問3-1　長崎市以外に住み替えることを考えたことがある理由」のその他自由記述
No. 問3の回答 内容 年齢 居住地区 性別
96 過去に考えたことがある 人間関係。 70歳以上 中央東部地区 男性
97 過去に考えたことがある 老後に田舎暮らしを考えていた。 70歳以上 中央東部地区 男性
98 過去に考えたことがある 坂道が年とったらつらい。 70歳以上 中央西部地区 女性
99 過去に考えたことがある 空家が多く、人がいない階段が多い、道も悪い。 70歳以上 中央南部地区 女性
100 過去に考えたことがある もっと都会に住んでみたい。 70歳以上 中央南部地区 女性
101 過去に考えたことがある 危険地区に指定されている。 70歳以上 中央北部地区 男性
102 過去に考えたことがある 兄弟姉妹、親戚がいない事。 70歳以上 中央北部地区 女性

103 過去に考えたことがある
主人が魚釣りが好きで、定年職したら釣りが出来る五島の方へ住んでみたいと考えた
事が有る。 70歳以上 小ヶ倉地区 女性

104 過去に考えたことがある 土砂崩れ。 70歳以上 小榊地区 女性

105 過去に考えたことがある
空気が汚い。モラルが低い。干渉しすぎ。除草剤や殺虫剤農業による環境汚染。排気
ガスー道路が上を走っていてにおいが降りてたまる。 70歳以上 小榊地区 女性

106 過去に考えたことがある
若い頃，世界を知りたい！英語力を伸ばしたい！長崎では英語力を試される職場がな
いなど。 70歳以上 西浦上地区 女性

107 過去に考えたことがある 地方の閉塞感。 70歳以上 西浦上地区 女性
108 過去に考えたことがある 坂の都だからです。 70歳以上 西浦上地区 女性
109 過去に考えたことがある 故郷への帰郷。 70歳以上 滑石地区 女性
110 過去に考えたことがある 故郷が佐賀市で佐賀に住みたいと思っていたが妻が長期介護が必要となった為。 70歳以上 深堀地区 男性
111 過去に考えたことがある こちらに来てすぐぐらいはもう一度東北に戻ろうかと考えた。 70歳以上 三重地区 女性

112 過去に考えたことがある
仕事をやめた後、一日を有意義に過ごすための家と土地を探していた。今の所が見つ
かり引っ越した。 70歳以上 外海地区 女性

113 過去に考えたことがある 年を取ると石段がありますので。 不明 不明 不明



「問3-2　長崎市以外に住み替えることを考えたことがある」方の住み替えたい地区
No. 地方 内容 年齢 居住地区 性別
1 長崎県内 長与地区、又は大村市。 不明 不明 不明
2 長崎県内 大村。 18～19歳 日見地区 女性
3 長崎県内 時津か長与。 20～24歳 中央西部地区 女性
4 長崎県内 時津地区、福岡市。 20～24歳 西浦上地区 男性
5 長崎県内 時津町。 20～24歳 日見地区 女性
6 長崎県内 大村、佐世保もしくは県外。 20～24歳 東長崎地区 男性
7 長崎県内 大村市。仕事に関係なく、日当たり、平地の多さが魅力的。 25～29歳 中央東部地区 男性
8 長崎県内 長与。 25～29歳 中央西部地区 女性
9 長崎県内 大村市。 25～29歳 中央北部地区 男性
10 長崎県内 長与地区、時津地区。 25～29歳 中央北部地区 女性
11 長崎県内 諫早。 25～29歳 西浦上地区 女性
12 長崎県内 時津地区・長与地区。 25～29歳 滑石地区 女性
13 長崎県内 長与地区、時津地区。 25～29歳 野母崎地区 女性
14 長崎県内 時津、諫早。 25～29歳 三和地区 女性
15 長崎県内 大村市、佐賀の鳥栖、福岡市内。 30～34歳 中央東部地区 女性
16 長崎県内 時津地区、大村市。 30～34歳 中央西部地区 女性
17 長崎県内 佐世保市or長崎県外。 30～34歳 福田地区 男性
18 長崎県内 時津地区。 30～34歳 式見地区 女性
19 長崎県内 大村市。 30～34歳 東長崎地区 女性
20 長崎県内 諫早地区。 30～34歳 東長崎地区 女性
21 長崎県内 時津町or長与町。 30～34歳 琴海地区 女性
22 長崎県内 諫早。 35～39歳 中央東部地区 男性
23 長崎県内 雲仙市小浜。 35～39歳 中央南部地区 男性
24 長崎県内 長与、時津、福岡。 35～39歳 中央北部地区 女性
25 長崎県内 長与地区・時津町。 35～39歳 西浦上地区 女性
26 長崎県内 諫早市、時津町、長与町。 35～39歳 滑石地区 男性
27 長崎県内 五島。 35～39歳 滑石地区 男性
28 長崎県内 時津町。 35～39歳 滑石地区 女性
29 長崎県内 長与。 35～39歳 滑石地区 女性
30 長崎県内 諫早、佐世保、大村。 35～39歳 土井首地区 女性
31 長崎県内 諫早市多良見地区、時津地区、長与地区、佐世保早岐地区。 35～39歳 深堀地区 女性
32 長崎県内 南島原。子育てにいろんな補助があったから。 35～39歳 琴海地区 男性
33 長崎県内 長与方向。 40～44歳 中央東部地区 女性
34 長崎県内 浜の町付近。 40～44歳 中央南部地区 男性
35 長崎県内 大村市。 40～44歳 中央南部地区 女性
36 長崎県内 時津。 40～44歳 西浦上地区 女性
37 長崎県内 大村市。 40～44歳 滑石地区 女性



「問3-2　長崎市以外に住み替えることを考えたことがある」方の住み替えたい地区
No. 地方 内容 年齢 居住地区 性別
38 長崎県内 浜の町など。 40～44歳 福田地区 女性
39 長崎県内 長与地区。 40～44歳 香焼地区 男性
40 長崎県内 大村市等。 45～49歳 中央東部地区 女性
41 長崎県内 大村市。 45～49歳 中央東部地区 女性
42 長崎県内 大村。長与。 45～49歳 中央北部地区 女性
43 長崎県内 長与町。 45～49歳 滑石地区 女性
44 長崎県内 諫早市。 45～49歳 福田地区 女性
45 長崎県内 五島市、佐世保市、県外。 45～49歳 式見地区 女性
46 長崎県内 県内の田舎。 45～49歳 東長崎地区 女性
47 長崎県内 大村市。 45～49歳 野母崎地区 男性
48 長崎県内 時津地区。 45～49歳 三和地区 男性
49 長崎県内 時津、長与地区、大村市。 50～54歳 中央東部地区 女性
50 長崎県内 時津地区。諫早地区。 50～54歳 中央東部地区 女性
51 長崎県内 実家・五島。 50～54歳 中央東部地区 女性
52 長崎県内 長与。 50～54歳 中央南部地区 男性
53 長崎県内 長与。 50～54歳 西浦上地区 男性
54 長崎県内 長与、大村市、東彼杵。 50～54歳 西浦上地区 女性
55 長崎県内 対馬市。 50～54歳 滑石地区 女性
56 長崎県内 時津町、住むなら長与町（約１２年間住んでいた）。 50～54歳 深堀地区 男性
57 長崎県内 島原市。 50～54歳 三和地区 女性
58 長崎県内 大村市。 50～54歳 三和地区 女性
59 長崎県内 時津地区。 50～54歳 外海地区 女性
60 長崎県内 長与地区、五島市。 50～54歳 琴海地区 女性
61 長崎県内 佐世保市。 55～59歳 中央東部地区 男性
62 長崎県内 大村市。 55～59歳 中央東部地区 男性
63 長崎県内 諫早・大村。 55～59歳 中央西部地区 男性
64 長崎県内 諫早市、大村市。 55～59歳 中央南部地区 女性
65 長崎県内 大村市。仕事に関係なく、日当たり、平地の多さが魅力的。 55～59歳 中央北部地区 男性

66 長崎県内
長崎県内では、大村市が住みやすいかと考えたことがありますが、実際の行
動（調査等）はしていません。 55～59歳 中央北部地区 男性

67 長崎県内 大村市。 55～59歳 中央北部地区 女性
68 長崎県内 時津地区。 55～59歳 滑石地区 男性
69 長崎県内 大村市、長与地区。 55～59歳 日見地区 男性
70 長崎県内 小浜町。 55～59歳 日見地区 男性
71 長崎県内 諫早。 55～59歳 東長崎地区 女性
72 長崎県内 諫早市。 55～59歳 東長崎地区 女性
73 長崎県内 長与、時津。 55～59歳 高島地区 女性



「問3-2　長崎市以外に住み替えることを考えたことがある」方の住み替えたい地区
No. 地方 内容 年齢 居住地区 性別
74 長崎県内 時津。 55～59歳 琴海地区 女性
75 長崎県内 時津地区。 55～59歳 琴海地区 女性
76 長崎県内 長与町・大村市。 60～64歳 中央北部地区 男性
77 長崎県内 平たん地で交通・買物（食品）に便利な　住吉。 60～64歳 中央北部地区 女性
78 長崎県内 伊王島・高浜。 60～64歳 東長崎地区 男性
79 長崎県内 大村市。 60～64歳 東長崎地区 女性
80 長崎県内 時津地区、長与地区、大村市。 60～64歳 深堀地区 女性
81 長崎県内 時津地区。 60～64歳 香焼地区 女性
82 長崎県内 島原市。 65～69歳 中央東部地区 女性
83 長崎県内 時津町。 65～69歳 中央北部地区 女性
84 長崎県内 長崎駅周辺。 65～69歳 中央北部地区 女性
85 長崎県内 長崎県であれば年齢を考え交通の便が良い所。 65～69歳 中央北部地区 女性
86 長崎県内 大村市。 65～69歳 西浦上地区 女性
87 長崎県内 田舎に家があるから。（西海市）。 65～69歳 滑石地区 男性
88 長崎県内 南松浦郡五島市。 65～69歳 式見地区 女性
89 長崎県内 諫早市。 65～69歳 東長崎地区 男性
90 長崎県内 島原。 65～69歳 香焼地区 女性
91 長崎県内 長崎地区。 70歳以上 中央東部地区 男性
92 長崎県内 長崎市内ですが、交通の便が良いので。 70歳以上 中央東部地区 女性
93 長崎県内 五島。 70歳以上 小ヶ倉地区 女性
94 長崎県内 長与地区。 70歳以上 小榊地区 女性
95 長崎県内 長与地区。 70歳以上 西浦上地区 女性
96 長崎県内 諫早地区。 70歳以上 西浦上地区 女性
97 長崎県内 諫早地区。 70歳以上 西浦上地区 女性
98 長崎県内 時津地区、日見地区。 70歳以上 土井首地区 女性
99 長崎県内 時津。 70歳以上 深堀地区 女性
100 長崎県外（地域指定なし） 県外。 18～19歳 三和地区 男性
101 長崎県外（地域指定なし） 長崎以外のどこか。 20～24歳 西浦上地区 男性
102 長崎県外（地域指定なし） 県外。 20～24歳 茂木地区 女性
103 長崎県外（地域指定なし） 県外。 20～24歳 東長崎地区 女性
104 長崎県外（地域指定なし） 県外。 20～24歳 東長崎地区 女性
105 長崎県外（地域指定なし） 県外。 25～29歳 中央東部地区 男性
106 長崎県外（地域指定なし） 長崎県外。 25～29歳 西浦上地区 男性
107 長崎県外（地域指定なし） 県外。 25～29歳 式見地区 男性
108 長崎県外（地域指定なし） 長崎県外。 30～34歳 土井首地区 男性
109 長崎県外（地域指定なし） 長崎県外、福岡等。 35～39歳 中央南部地区 女性
110 長崎県外（地域指定なし） 県外。 35～39歳 中央北部地区 男性



「問3-2　長崎市以外に住み替えることを考えたことがある」方の住み替えたい地区
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111 長崎県外（地域指定なし） 県外。 35～39歳 西浦上地区 女性
112 長崎県外（地域指定なし） 県外。 40～44歳 中央東部地区 女性
113 長崎県外（地域指定なし） 県外。 40～44歳 西浦上地区 女性
114 長崎県外（地域指定なし） 県外。 40～44歳 土井首地区 女性
115 長崎県外（地域指定なし） 県外。 40～44歳 三和地区 男性
116 長崎県外（地域指定なし） 県外、大村市。 40～44歳 三重地区 女性
117 長崎県外（地域指定なし） 県外。 45～49歳 中央北部地区 男性
118 長崎県外（地域指定なし） 県外。 45～49歳 小榊地区 女性
119 長崎県外（地域指定なし） 県外。 50～54歳 中央西部地区 女性
120 長崎県外（地域指定なし） 長崎市以外、長崎県以外に。 55～59歳 中央東部地区 男性
121 長崎県外（地域指定なし） 県外を考てる。 55～59歳 中央南部地区 男性
122 長崎県外（地域指定なし） 県外（親の居住地）。 55～59歳 三重地区 女性
123 長崎県外（地域指定なし） 県外。 60～64歳 中央西部地区 女性
124 長崎県外（地域指定なし） 両親が生存中，五島をと考えた。 60～64歳 滑石地区 女性
125 長崎県外（地域指定なし） 子どものそば（他県）。 65～69歳 中央北部地区 女性
126 長崎県外（地域指定なし） 県外。 70歳以上 中央南部地区 男性
127 長崎県外（地域指定なし） 他県にふる里があるから。 70歳以上 西浦上地区 女性
128 長崎県外（地域指定なし） 県外。 70歳以上 滑石地区 男性
129 長崎県外（地域指定なし） 県外（過去に検討）。 70歳以上 土井首地区 女性
130 長崎県外（地域指定なし） 県外（子供の所）。 70歳以上 深堀地区 女性
131 長崎県外（地域指定なし） 県外。 70歳以上 三重地区 女性
132 福岡市内 福岡市。 20～24歳 西浦上地区 女性
133 福岡市内 福岡市。 20～24歳 野母崎地区 男性
134 福岡市内 福岡市。 25～29歳 中央東部地区 女性
135 福岡市内 福岡市。 30～34歳 福田地区 女性
136 福岡市内 福岡県福岡市。 30～34歳 東長崎地区 男性
137 福岡市内 福岡県福岡市、東京都２３区。 35～39歳 茂木地区 女性
138 福岡市内 福岡市。 45～49歳 中央東部地区 男性
139 福岡市内 福岡市。 45～49歳 中央東部地区 女性
140 福岡市内 福岡市。 45～49歳 中央東部地区 女性
141 福岡市内 福岡市及び福岡都市圏。 50～54歳 中央南部地区 男性
142 福岡市内 福岡市。 55～59歳 中央東部地区 男性
143 福岡市内 福岡の天神地区。 55～59歳 茂木地区 女性
144 福岡市内 福岡市。 55～59歳 三和地区 男性
145 福岡市内 福岡市。 55～59歳 三和地区 女性
146 福岡市内 福岡県中央区。 55～59歳 琴海地区 男性
147 福岡市内 福岡市とその近郊。 60～64歳 西浦上地区 男性
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148 福岡市内 福岡市南区。 60～64歳 土井首地区 女性
149 福岡市内 福岡市。 65～69歳 不明 女性
150 福岡市内 博多。 65～69歳 中央東部地区 女性
151 福岡市内 福岡市。 65～69歳 中央南部地区 女性
152 福岡市内 福岡市。 65～69歳 中央北部地区 男性
153 福岡市内 福岡市。 70歳以上 中央東部地区 女性
154 福岡県内 福岡県。 20～24歳 中央東部地区 女性
155 福岡県内 福岡県、東京都、その付近。 20～24歳 中央西部地区 女性
156 福岡県内 福岡、東京などの都市。 20～24歳 中央南部地区 男性
157 福岡県内 県外、福岡など都市へ。 20～24歳 中央北部地区 男性
158 福岡県内 福岡。 20～24歳 小ヶ倉地区 女性
159 福岡県内 福岡・大阪。 20～24歳 滑石地区 女性
160 福岡県内 福岡。大阪。 20～24歳 福田地区 女性
161 福岡県内 福岡、長崎（大村）。 20～24歳 野母崎地区 女性
162 福岡県内 福岡県。 20～24歳 三重地区 女性
163 福岡県内 福岡。 25～29歳 中央東部地区 女性
164 福岡県内 福岡県。 25～29歳 中央西部地区 男性
165 福岡県内 福岡、東京、長崎市内は住吉～大波止。 25～29歳 三重地区 女性
166 福岡県内 福岡、佐世保。 30～34歳 中央西部地区 女性
167 福岡県内 福岡。 30～34歳 小ヶ倉地区 女性
168 福岡県内 福岡県、長与地区。 30～34歳 西浦上地区 女性
169 福岡県内 福岡県。 30～34歳 滑石地区 女性
170 福岡県内 福岡。 35～39歳 不明 女性
171 福岡県内 福岡や熊本の方が賃金も高く職も選べるイメージがある。 35～39歳 中央東部地区 男性
172 福岡県内 福岡県。 35～39歳 中央東部地区 女性
173 福岡県内 福岡県。香川県。 35～39歳 中央西部地区 男性
174 福岡県内 福岡。 35～39歳 式見地区 男性
175 福岡県内 福岡。 35～39歳 東長崎地区 女性
176 福岡県内 福岡，首都圏。 35～39歳 東長崎地区 女性
177 福岡県内 九州なら福岡。 40～44歳 中央北部地区 女性
178 福岡県内 福岡県。 40～44歳 西浦上地区 女性
179 福岡県内 福岡や東京。住みたい地区はあまり考えたことはない。 40～44歳 日見地区 女性
180 福岡県内 福岡や神奈川。 45～49歳 不明 男性
181 福岡県内 県外（福岡）。 45～49歳 中央東部地区 男性
182 福岡県内 福岡県。 45～49歳 中央南部地区 女性
183 福岡県内 福岡県。 45～49歳 中央南部地区 女性
184 福岡県内 福岡。 45～49歳 中央北部地区 男性
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185 福岡県内 福岡。 45～49歳 中央北部地区 男性
186 福岡県内 福岡県。 45～49歳 中央北部地区 女性
187 福岡県内 福岡県糸島市。 45～49歳 土井首地区 女性
188 福岡県内 福岡県。 45～49歳 香焼地区 女性
189 福岡県内 県外福岡。 45～49歳 三和地区 男性
190 福岡県内 福岡県。 50～54歳 中央東部地区 男性
191 福岡県内 福岡、糸島、島原。 50～54歳 中央東部地区 女性
192 福岡県内 福岡。 50～54歳 土井首地区 女性
193 福岡県内 北九州市、広島市、福岡市、佐賀県内。 50～54歳 野母崎地区 男性
194 福岡県内 福岡県。 55～59歳 中央東部地区 男性
195 福岡県内 福岡。 55～59歳 中央東部地区 女性
196 福岡県内 過去に考えたのは福岡。 55～59歳 小榊地区 男性
197 福岡県内 福岡。 55～59歳 式見地区 女性
198 福岡県内 福岡（子供が住んでいるので）。 55～59歳 東長崎地区 女性
199 福岡県内 福岡。　長崎であれば大村。 60～64歳 中央東部地区 男性
200 福岡県内 福岡地区。 60～64歳 中央東部地区 女性
201 福岡県内 福岡県。子供が福岡で就職し、そちらに行こうかと思っている。 60～64歳 中央南部地区 女性
202 福岡県内 福岡。長崎県内なら長与・時津。 60～64歳 式見地区 女性
203 福岡県内 福岡。 60～64歳 東長崎地区 男性
204 福岡県内 福岡県。 60～64歳 東長崎地区 女性
205 福岡県内 県外(福岡、大阪)。 60～64歳 野母崎地区 男性
206 福岡県内 福岡県。 65～69歳 中央西部地区 女性
207 福岡県内 福岡。 65～69歳 中央南部地区 女性
208 福岡県内 福岡県。 65～69歳 中央北部地区 女性
209 福岡県内 福岡県。 65～69歳 西浦上地区 女性
210 福岡県内 他県（福岡）。 65～69歳 西浦上地区 女性
211 福岡県内 北九州市（子供が居住している）。 70歳以上 中央東部地区 女性
212 福岡県内 都会の平地の福岡。 70歳以上 中央西部地区 女性
213 福岡県内 県外（福岡又は佐賀）。 70歳以上 小榊地区 男性
214 九州地方 熊本県か鹿児島県。 30～34歳 西浦上地区 男性
215 九州地方 佐賀県。 30～34歳 茂木地区 女性
216 九州地方 沖縄など。 35～39歳 高島地区 男性
217 九州地方 沖縄。 35～39歳 高島地区 女性
218 九州地方 生家が鹿児島県なので鹿児島へ。 40～44歳 小榊地区 女性
219 九州地方 宮崎県都城市。 40～44歳 西浦上地区 女性
220 九州地方 沖縄。 45～49歳 西浦上地区 女性
221 九州地方 大分県。 50～54歳 中央西部地区 男性
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222 九州地方 宮崎県都城市。 50～54歳 西浦上地区 男性
223 九州地方 唐津・伊万里。 55～59歳 滑石地区 男性
224 九州地方 大分県、熊本県。 55～59歳 三重地区 女性
225 九州地方 大分県。 60～64歳 中央東部地区 男性
226 九州地方 沖縄の離島（久米島）。 65～69歳 中央東部地区 男性
227 九州地方 熊本市（実家がある）。 70歳以上 滑石地区 女性
228 九州地方 佐賀市城内近郊。 70歳以上 深堀地区 男性
229 九州地方 大分県湯布院市。 70歳以上 三和地区 男性
230 九州地方 宮崎市。 70歳以上 琴海地区 男性
231 東京都内 東京都・福岡県。 25～29歳 中央東部地区 女性
232 東京都内 東京。 30～34歳 三重地区 男性
233 東京都内 東京または大阪。 40～44歳 中央西部地区 女性
234 東京都内 東京、神奈川、千葉、大阪、京都。 40～44歳 東長崎地区 女性
235 東京都内 都市部（東京など）。 45～49歳 中央西部地区 男性
236 東京都内 東京世田谷。 60～64歳 三重地区 女性
237 東京都内 東京。 70歳以上 西浦上地区 男性
238 東京都内 東京都。 70歳以上 西浦上地区 女性
239 関東地方 神奈川、東京。 20～24歳 福田地区 女性
240 関東地方 関東地方、もしくは福岡県。 30～34歳 中央北部地区 女性
241 関東地方 神奈川県横浜市磯子区または中区。 40～44歳 土井首地区 男性
242 関東地方 神奈川県（娘の都合）。 60～64歳 西浦上地区 女性
243 関西 京都。 18～19歳 西浦上地区 男性
244 関西 兵庫県。 20～24歳 東長崎地区 男性
245 関西 奈良県。 40～44歳 滑石地区 女性
246 関西 大阪、兵庫、京都、福岡。 40～44歳 茂木地区 女性
247 関西 大阪。 50～54歳 中央東部地区 男性
248 関西 大阪府。 65～69歳 西浦上地区 男性
249 関西 京都など。 65～69歳 三和地区 女性
250 関西 出来るなら出身地（大阪）。 70歳以上 西浦上地区 女性
251 関西 京阪地方へ。 70歳以上 滑石地区 男性
252 その他（地名） 大阪市、福岡市。長与地区は悪い。 30～34歳 中央北部地区 男性
253 その他（地名） 妻の実家がある神戸。広々としている大村市。 40～44歳 滑石地区 男性
254 その他（地名） 広島県。 55～59歳 中央東部地区 男性
255 その他（地名） 自分の故郷の横浜。 55～59歳 滑石地区 女性
256 その他（地名） 南阿蘇。 60～64歳 中央南部地区 男性
257 その他（地名） 横浜。 65～69歳 西浦上地区 女性
258 その他（地名） 緑の多い長野県。 65～69歳 滑石地区 女性
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259 その他（地名） 神戸。 65～69歳 東長崎地区 男性
260 その他（地名） ポルトガル。 70歳以上 中央北部地区 男性
261 その他（地名） 福島県。 70歳以上 三重地区 女性
262 その他（条件） 現在はそのようなことは考えて居りません。現在居住。 不明 不明 不明
263 その他（条件） どこでも。 25～29歳 外海地区 男性
264 その他（条件） 海外（カナダ等）昔，考えたことがあります。 35～39歳 中央東部地区 女性
265 その他（条件） 利便性が高く安全な地区。 35～39歳 西浦上地区 女性
266 その他（条件） 具体的な地名はない。 45～49歳 西浦上地区 女性
267 その他（条件） 具体的には思いつかない。 45～49歳 西浦上地区 女性
268 その他（条件） 車を使うのに不便でない所。 45～49歳 東長崎地区 女性
269 その他（条件） 仕事が選べる所。 50～54歳 不明 女性
270 その他（条件） 離島、過疎化地区。 50～54歳 三和地区 男性
271 その他（条件） 長崎市以外。 55～59歳 不明 男性
272 その他（条件） 子供の就職先が、どこになるか分からないので、県内とは限らない。 55～59歳 滑石地区 女性
273 その他（条件） 平地な場所。 55～59歳 滑石地区 女性

274 その他（条件）
(具体的な場所はなし)沖縄も遊びに行くのはいいけど、実際に住むのは不安
です。今は、住み慣れたここが一番かなぁと思います。 55～59歳 日見地区 女性

275 その他（条件） 小さい頃に育った所。 55～59歳 三重地区 男性
276 その他（条件） 首都圏。 60～64歳 中央東部地区 男性
277 その他（条件） 25歳の時、実家出る時。 60～64歳 中央南部地区 男性
278 その他（条件） 坂の上でなく平地で交通便が良い所、大村市（空港近く）。 60～64歳 西浦上地区 女性

279 その他（条件）
若いころは都会にあこがれていました。（東京、福岡など）若者が遊ぶ所が少
なかった。賃金が最低だった。 60～64歳 西浦上地区 女性

280 その他（条件） 通勤や通学など。 60～64歳 式見地区 女性
281 その他（条件） タクシーでも近く迄行ける、平地で田舎でも良いと思う。 65～69歳 中央東部地区 女性
282 その他（条件） 畑で野菜や花を育てられる所。 65～69歳 小榊地区 女性
283 その他（条件） 中央区。 70歳以上 不明 男性
284 その他（条件） 経済力のある都会（福岡、大阪、東京）。 70歳以上 中央東部地区 男性
285 その他（条件） 階段が少なく病院，店が歩くきょりであった方が良い！。 70歳以上 中央東部地区 女性
286 その他（条件） 年だからあきらめています。 70歳以上 中央南部地区 女性
287 その他（条件） 今は夫婦2人だが、一人になった時は子供の家の近くに住むことを考えている。70歳以上 中央南部地区 女性
288 その他（条件） 身内の近く。 70歳以上 中央北部地区 女性
289 その他（条件） 平地であること。 70歳以上 西浦上地区 女性
290 その他（条件） 平地。買物に便利な所。 70歳以上 西浦上地区 女性
291 その他（条件） 現在探してます。 70歳以上 茂木地区 女性

292 その他（条件）
長崎以外長崎の人は長崎の事しか考えていない考え方が内向き外の人を受
け入れる気持ちがない。 70歳以上 式見地区 女性



「問3-2　長崎市以外に住み替えることを考えたことがある」方の住み替えたい地区
No. 地方 内容 年齢 居住地区 性別
293 その他（条件） いまは考えたことはありません。長男が他県にいるから。 70歳以上 式見地区 女性
294 その他（条件） 漠然とだから、具体的にどこと考えたこと無い。 70歳以上 東長崎地区 女性
295 その他（条件） 海外。 70歳以上 土井首地区 男性
296 その他（条件） 中心地。 70歳以上 香焼地区 女性
297 その他（条件） 現在の所に適当な土地、家を見つけた。 70歳以上 外海地区 女性



「問4　お住まいの場所を選択した際、居住環境として重要と考えた項目」のその他自由記述
No. 内容 居住地区 年齢 性別
1 交通や周囲の音がうるさくない。 中央東部地区 25～29歳 男性
2 たまたま、ペット可の良い物件がここしかなかった為。 中央東部地区 30～34歳 女性
3 事務所に近い方がよい為。 中央東部地区 40～44歳 女性
4 ペットが飼える住居だった。 中央東部地区 45～49歳 男性
5 景色がいい。介護の為。 中央東部地区 50～54歳 女性
6 結婚した時から。 中央東部地区 50～54歳 女性
7 親がちかくにいるため。 中央東部地区 55～59歳 男性
8 親族が近くに住んでいる。 中央東部地区 55～59歳 女性
9 スーパーが近くにある。 中央東部地区 55～59歳 女性
10 親所有の家。 中央東部地区 60～64歳 男性
11 40年余り大浦の平地に住んでいたが、実家の上小島に昨年戻ってきた。 中央東部地区 65～69歳 女性
12 子供の同居でなく近くに住める事。 中央東部地区 70歳以上 女性
13 全部ありません。 中央東部地区 70歳以上 女性
14 中心部が好きだから。 中央東部地区 70歳以上 女性
15 西陽が当らず生活しやすい。 中央東部地区 70歳以上 女性
16 勤務先に近い。 中央西部地区 45～49歳 男性
17 主人が今のところを離れられないから。 中央西部地区 45～49歳 女性
18 坂がない。 中央西部地区 60～64歳 男性
19 お金がない。 中央西部地区 65～69歳 男性
20 結婚前に主人が住んでいたので。 中央西部地区 65～69歳 女性
21 ３２年前に転居しましたが、右も左もわからずに、今では最高の場所になりました。便利です。 中央西部地区 70歳以上 男性
22 ＤＶ他（前夫からのストーカー）。 中央西部地区 70歳以上 女性
23 海が見えるので。山が近いので。 中央西部地区 70歳以上 女性
24 職場に近い。 中央南部地区 25～29歳 男性
25 宿舎の為選択肢になかった。 中央南部地区 25～29歳 女性
26 家賃と間取りのみ+市の中心部であること。 中央南部地区 40～44歳 男性
27 生活保護。 中央南部地区 45～49歳 男性
28 親が亡くなってその家に住んでいる。 中央南部地区 55～59歳 女性
29 家賃の安さ。 中央南部地区 60～64歳 男性
30 結婚した時から住んでいるので。 中央南部地区 70歳以上 女性
31 今福岡の大学へ通っています。 中央北部地区 20～24歳 男性
32 社宅がある。 中央北部地区 45～49歳 男性
33 会社のすぐ近くである。 中央北部地区 45～49歳 女性
34 寮だから。 中央北部地区 55～59歳 女性
35 以前住んでいた家を道路にするために引っ越してきた。 中央北部地区 65～69歳 女性
36 市営団地として開発されたから。 中央北部地区 70歳以上 男性
37 転勤が多かった。 中央北部地区 70歳以上 男性



「問4　お住まいの場所を選択した際、居住環境として重要と考えた項目」のその他自由記述
No. 内容 居住地区 年齢 性別
38 景観が良い。 中央北部地区 70歳以上 女性
39 コンビニがある。 小ヶ倉地区 45～49歳 男性
40 職場への近さ。 小榊地区 40～44歳 女性
41 近居で介護。 小榊地区 45～49歳 女性
42 主人の実家に近い。 小榊地区 55～59歳 女性
43 親も死　母が９３才まで生きていたので。 小榊地区 70歳以上 女性
44 職場に近い駐車場。 西浦上地区 25～29歳 女性
45 夫の職場が近い。 西浦上地区 30～34歳 女性
46 ファミリー層が多いか、環境。 西浦上地区 35～39歳 男性
47 職場に近い。 西浦上地区 35～39歳 女性
48 社宅につき選択肢ない。 西浦上地区 35～39歳 女性
49 実家（長与町）にも近いため。 西浦上地区 40～44歳 男性
50 自分で決めてないのでわからない。 西浦上地区 45～49歳 女性
51 職場に近い。 西浦上地区 55～59歳 男性
52 職場に近い。 西浦上地区 60～64歳 男性
53 住宅購入時の金額が安い条件にて。 西浦上地区 60～64歳 女性
54 職場が近い。 西浦上地区 60～64歳 女性
55 子供と住むため。 西浦上地区 65～69歳 男性
56 市内中心部に近いのに家賃が安い。 西浦上地区 65～69歳 男性
57 夫が二世帯同居を決めた。自分の意見は入ってない。 西浦上地区 65～69歳 女性
58 車がおける。 西浦上地区 70歳以上 不明
59 子供だったのでわからない。 滑石地区 20～24歳 女性
60 会社～自宅の時間が短い。 滑石地区 45～49歳 男性
61 住宅地で静かである。 滑石地区 55～59歳 男性
62 結婚して相方親と同居だから。 滑石地区 60～64歳 女性
63 20歳前まで住んでいた。 滑石地区 70歳以上 男性
64 退職して年金生活であるので、どうでもよい。 滑石地区 70歳以上 男性
65 夫の両親からすすめられた。 福田地区 50～54歳 女性
66 会社から近い。 福田地区 55～59歳 男性
67 勤務先の近く。 福田地区 60～64歳 女性
68 通勤の便。 福田地区 65～69歳 男性
69 海に面している。 福田地区 70歳以上 男性
70 夫の通勤に近くて便利だった。 福田地区 70歳以上 女性
71 結婚し、夫の家族と同居。 福田地区 70歳以上 女性
72 職場の寮の為。 茂木地区 25～29歳 女性
73 実家に近い。 茂木地区 45～49歳 女性
74 嫁にきたので選択したわけではない。 茂木地区 55～59歳 女性



「問4　お住まいの場所を選択した際、居住環境として重要と考えた項目」のその他自由記述
No. 内容 居住地区 年齢 性別
75 以前の貸家が狭くなって来た為、親戚の家が空いた為。 茂木地区 60～64歳 男性
76 たまたま通っていた所。 茂木地区 70歳以上 女性
77 親の近くだから。 茂木地区 70歳以上 女性
78 両親と同居のため。 式見地区 60～64歳 女性
79 ただ単に主人の実家のそば。 式見地区 60～64歳 女性
80 親が住んでいる。 式見地区 70歳以上 女性
81 結婚してから。 式見地区 70歳以上 女性
82 土地を購入した場所がここだったから。 日見地区 70歳以上 男性
83 職場に近い。 東長崎地区 30～34歳 男性
84 職場へのアクセスがしやすい。 東長崎地区 40～44歳 男性
85 車での移動はしやすいと思うが、交通網が充実しているとは思わない。 東長崎地区 45～49歳 女性
86 主人の会社の近くにした。 東長崎地区 45～49歳 女性
87 静か。 東長崎地区 55～59歳 女性
88 ペット飼育。 東長崎地区 55～59歳 女性
89 両親からの移譲。 東長崎地区 60～64歳 男性
90 実家が近い。 土井首地区 40～44歳 女性
91 実家に近い場所←両親が高齢のため。 土井首地区 45～49歳 女性
92 親が近くに住んでいる。 土井首地区 50～54歳 女性
93 親や親族の近くである。 土井首地区 65～69歳 男性
94 金銭面で住宅を取得しやすかったから。 土井首地区 65～69歳 男性
95 実家だから。 土井首地区 70歳以上 男性
96 結婚以来住み続けている。 土井首地区 70歳以上 女性
97 親の仕事の都合（勤務先の近く）。 深堀地区 45～49歳 女性
98 子供が産まれ育った場所を離れることを嫌がった為。 深堀地区 60～64歳 女性
99 職場に近い。 香焼地区 40～44歳 男性
100 土地がここしかなかったから。 香焼地区 40～44歳 女性
101 息子夫婦が決めた。 香焼地区 65～69歳 女性
102 義父から土地をいただいて自宅を建てた。 香焼地区 70歳以上 男性
103 職場が近いこと。 香焼地区 70歳以上 女性
104 他地区からの婚姻により今の場所に居住。 伊王島地区 55～59歳 女性
105 仕事の関係で引越して来ました。 伊王島地区 65～69歳 女性
106 仕事場に近いから。 野母崎地区 45～49歳 女性
107 職場が近い。 三和地区 35～39歳 女性
108 買える金額見合う場所だった。 三和地区 55～59歳 男性
109 義母が亡くなり、義父と同居するようになった為（義父の家）。 三和地区 55～59歳 女性
110 両親の家の近く。 三和地区 60～64歳 女性
111 静かで、景色が気に入った（山なみ）。 三和地区 60～64歳 女性



「問4　お住まいの場所を選択した際、居住環境として重要と考えた項目」のその他自由記述
No. 内容 居住地区 年齢 性別
112 みどりが多い所。 三和地区 65～69歳 女性
113 何にも無い。 三和地区 70歳以上 女性
114 当時は深く考えてなかった。 三和地区 70歳以上 女性
115 住宅地だった為。 三重地区 50～54歳 女性
116 老後にゆっくりするのがいい土地だと思う。 三重地区 55～59歳 女性
117 子供の生活環境・転校等子供の負担。 三重地区 60～64歳 男性
118 実家に近いから。 三重地区 60～64歳 女性

119
戸建の家を低価格で購入できたこと、海の見える場所であること、大型犬を飼育しやすい環境で
あること。 三重地区 65～69歳 女性

120 商売をしようと思ったから。 三重地区 65～69歳 女性
121 空気がきれいだったから。 三重地区 70歳以上 女性
122 家を建てている（持ち家）。 三重地区 70歳以上 女性
123 畑仕事ができる土地があり静かな場所。 外海地区 70歳以上 女性
124 実家が近い。 琴海地区 55～59歳 男性
125 たまたま土地を買っていた。 琴海地区 60～64歳 男性
126 通勤に便利だった。 琴海地区 60～64歳 男性
127 私が長崎に住んだのが琴海が始めてだから。 琴海地区 65～69歳 男性
128 知人が住んでいたため。 琴海地区 70歳以上 女性
129 仕事関係で。 琴海地区 70歳以上 女性
130 海の近くで親の近くを探していて見つけたから。 琴海地区 70歳以上 女性
131 職場に近いため。 不明 45～49歳 男性



「問12-1　「安心・快適な買い物」ができていると思わない理由」のその他自由記述
No. 問12の回答 内容 居住地区 年齢 性別
1 どちらかといえばそう思わない お店が少ない。品揃えが不足。 中央東部地区 50～54歳 女性
2 どちらかといえばそう思わない 車の駐車場所がない。 中央東部地区 70歳以上 男性
3 どちらかといえばそう思わない 大型ショッピングモールがない。 中央西部地区 25～29歳 男性
4 どちらかといえばそう思わない 品揃えがあまり豊富ではない。魅力のある施設がない。 中央西部地区 50～54歳 女性
5 どちらかといえばそう思わない 品ぞろいに少し不満。 中央西部地区 60～64歳 男性
6 どちらかといえばそう思わない Amazonなどネットも有りなんとか満足。 中央南部地区 35～39歳 女性
7 どちらかといえばそう思わない 買い物の際の選択肢が少ない。 中央南部地区 50～54歳 男性
8 どちらかといえばそう思わない 衣類に関して品ぞろえが足りなく感じる。 中央南部地区 50～54歳 女性
9 どちらかといえばそう思わない 専門店が少ない。 中央南部地区 55～59歳 女性
10 どちらかといえばそう思わない 物が高い。 中央南部地区 60～64歳 男性
11 どちらかといえばそう思わない 品揃えが悪い。新商品がない。 中央南部地区 60～64歳 男性
12 どちらかといえばそう思わない 品揃えが都会に比べて少ない。 中央南部地区 70歳以上 男性
13 どちらかといえばそう思わない 同じ店ばかり。 中央北部地区 40～44歳 男性
14 どちらかといえばそう思わない 他県に比べて規模が小さい。又イオン銀行など、長崎には窓口がない。 中央北部地区 40～44歳 女性
15 どちらかといえばそう思わない 駐車場が狭い。 中央北部地区 50～54歳 女性
16 どちらかといえばそう思わない 大きなデパートがない。 中央北部地区 60～64歳 男性
17 どちらかといえばそう思わない 店の駐車場が狭い。 中央北部地区 70歳以上 男性
18 どちらかといえばそう思わない 品物（ほしい）がない。 中央北部地区 70歳以上 女性
19 どちらかといえばそう思わない 中心部へ行くと駐車場代が必要で、高い。ゆっくり買いものできない。 小ヶ倉地区 35～39歳 女性
20 どちらかといえばそう思わない 駐車料金が高い。 西浦上地区 25～29歳 女性
21 どちらかといえばそう思わない 物価が高い。 西浦上地区 35～39歳 女性
22 どちらかといえばそう思わない 品揃え、店の種類。 西浦上地区 45～49歳 女性
23 どちらかといえばそう思わない 品物の選択肢が少ない。 西浦上地区 50～54歳 男性
24 どちらかといえばそう思わない 品ぞろえが悪い。野菜、果物など道路に並べて販売している。 西浦上地区 55～59歳 女性
25 どちらかといえばそう思わない 駐車場がない。狭い。 西浦上地区 65～69歳 男性
26 どちらかといえばそう思わない 品物がたかい。 西浦上地区 70歳以上 女性
27 どちらかといえばそう思わない 商品の少なさ。 滑石地区 35～39歳 女性
28 どちらかといえばそう思わない 車椅子利用者が使用しやすい駐車場がない。 滑石地区 40～44歳 女性
29 どちらかといえばそう思わない 近くにスーパーはあるが、鮮度（野菜・肉類）が低い為購入しづらい。 滑石地区 55～59歳 女性
30 どちらかといえばそう思わない 時津・長与が便利。 滑石地区 70歳以上 男性
31 どちらかといえばそう思わない 適正な価格、品ぞろえ等。 福田地区 55～59歳 男性
32 どちらかといえばそう思わない 大きなショッピングモールがない。 茂木地区 40～44歳 女性
33 どちらかといえばそう思わない 長崎でもコロナの感染が増加の為。 茂木地区 60～64歳 男性
34 どちらかといえばそう思わない ほしいものが仕入れていない。 式見地区 30～34歳 男性
35 どちらかといえばそう思わない 駐車場。 日見地区 55～59歳 男性
36 どちらかといえばそう思わない 狭い、駐車場の不便さ。 東長崎地区 60～64歳 男性
37 どちらかといえばそう思わない 駐車場が遠い。 土井首地区 30～34歳 男性



「問12-1　「安心・快適な買い物」ができていると思わない理由」のその他自由記述
No. 問12の回答 内容 居住地区 年齢 性別
38 どちらかといえばそう思わない 福岡の品物数くらべてしまう。 深堀地区 60～64歳 男性
39 どちらかといえばそう思わない 駐車場に課題、品ぞろえも豊富ではない。 香焼地区 40～44歳 男性
40 どちらかといえばそう思わない 一つにお店がまとまっていない。 高島地区 35～39歳 女性
41 どちらかといえばそう思わない 品物が高い！！。 高島地区 35～39歳 女性
42 どちらかといえばそう思わない 中心部は、車での買い物がしにくい。 三和地区 65～69歳 男性
43 どちらかといえばそう思わない 駐車場が少ない。 三和地区 65～69歳 女性
44 どちらかといえばそう思わない 高い。 三重地区 40～44歳 女性
45 どちらかといえばそう思わない 市内中心部より他町の方が近く便利だから。 琴海地区 60～64歳 男性
46 そう思わない 街の雰囲気に活気がない。 中央東部地区 45～49歳 男性
47 そう思わない 品揃えが悪すぎる。 中央東部地区 45～49歳 女性
48 そう思わない 品ぞろえが悪い。 中央東部地区 45～49歳 女性
49 そう思わない 駐車場等。有料で買い物に行きますか。 中央東部地区 55～59歳 男性

50 そう思わない
昔の充実していた頃を知っているので、映画館も本屋もあらゆる物が揃っ
ていました。 中央東部地区 65～69歳 女性

51 そう思わない 子供服や下着、安い店が郊外にしかない。浜の町に良い店がない。 中央南部地区 50～54歳 男性
52 そう思わない 大型店があまりない。 中央北部地区 45～49歳 女性
53 そう思わない コロナで県外に出られないため。 中央北部地区 60～64歳 女性
54 そう思わない 商品数が少ない。 中央北部地区 60～64歳 女性
55 そう思わない 店の質が課題。 中央北部地区 65～69歳 男性
56 そう思わない コロナのため。 小榊地区 70歳以上 女性

57 そう思わない
１００円均一ショップやドラッグストアばかり多くて買いたいものがない。品
質の高い商品がなくなった。 小榊地区 70歳以上 女性

58 そう思わない 食品の安全性。 西浦上地区 70歳以上 女性
59 そう思わない 都心部と比べ、大型店舗が少ない。 滑石地区 40～44歳 男性
60 そう思わない 近所の店は競争店がないため、他の町より高価格。 滑石地区 40～44歳 女性

61 そう思わない
昔に比べてブティックや店が少ないし品物が少ないので、楽しみながら選
ぶことができない。 滑石地区 65～69歳 女性

62 そう思わない 10～20年前まで近くに小店（市場等）があった。 滑石地区 70歳以上 男性
63 そう思わない コロナの影響。 福田地区 30～34歳 男性
64 そう思わない 欲しい品がない。 東長崎地区 20～24歳 男性
65 そう思わない 長崎市内は、コロナが心配。 東長崎地区 30～34歳 男性
66 そう思わない 大きな複合施設が少ない。 高島地区 35～39歳 男性
67 そう思わない 品揃え。 野母崎地区 30～34歳 男性
68 そう思わない 品がない。 三和地区 45～49歳 男性
69 そう思わない コロナで気軽に外出できないため。 琴海地区 20～24歳 女性
70 そう思わない 市外の方が安くて品質がいい。 琴海地区 35～39歳 男性
71 そう思わない 欲しい商品、品数が少ない。 琴海地区 55～59歳 男性



「問12-1　「安心・快適な買い物」ができていると思わない理由」のその他自由記述
No. 問12の回答 内容 居住地区 年齢 性別
72 そう思わない 限られた店しかない。 琴海地区 70歳以上 女性
73 どちらかといえばそう思わない 大きな商業施設がない。 不明 35～39歳 女性



「問14-1　水道の水をどのように飲んでいますか」のその他自由記述
No. 内容 年齢 居住地区 性別
1 料理のときのみ使用。 25～29歳 野母崎地区 女性
2 お店で購入。 30～34歳 中央北部地区 男性
3 ペットボトルを購入。 30～34歳 東長崎地区 男性
4 夏場は水出しの麦茶をつくる。 30～34歳 東長崎地区 女性
5 製水器で水剥にしてのんでいる。 35～39歳 東長崎地区 女性
6 料理で加熱してから。 35～39歳 三和地区 女性
7 お湯（沸かす）か麦茶や沸かしたもの。 40～44歳 中央東部地区 女性
8 麦茶を作る。 45～49歳 中央南部地区 女性
9 水出し茶。 45～49歳 小榊地区 女性
10 買ってきた水。 45～49歳 東長崎地区 男性
11 夏場は飲まない。 50～54歳 中央東部地区 女性
12 麦茶にして飲む。 50～54歳 中央南部地区 男性
13 自宅は地下ボーリングの水。 55～59歳 日見地区 女性
14 買っている。 60～64歳 中央西部地区 女性
15 ウォーターサーバー。 60～64歳 中央北部地区 男性
16 ペットボトル。 60～64歳 西浦上地区 女性
17 市販の天然水ボトル入り。 60～64歳 福田地区 男性
18 ペットボトルの水。 60～64歳 式見地区 女性
19 買ってる。 65～69歳 中央北部地区 女性
20 主に、ミネラルウォーター。 65～69歳 日見地区 女性
21 薬用は購入しています。 70歳以上 中央東部地区 男性
22 ミネラルウオータを購入。 70歳以上 中央北部地区 女性
23 天然水を買っている。１０年以上前から。 70歳以上 西浦上地区 女性
24 塩素量が多く手も荒れる。 70歳以上 西浦上地区 女性
25 水だけはいいが、水道料金が高い。 70歳以上 滑石地区 男性
26 買ってのんでいます。薬をのむので。 70歳以上 式見地区 女性
27 ペットボトル。 70歳以上 日見地区 男性
28 ペットボトルの水を買っている。 70歳以上 香焼地区 女性
29 時々スーパーの無料の水。 70歳以上 三重地区 女性



「問17　普段の生活で、主にどのような移動手段を利用していますか」のその他自由記述
No. 内容 居住地区 年齢 性別

1 バスと徒歩半々。 中央東部地区 55～59歳 女性

2 乗り合いタクシー。 中央南部地区 70歳以上 女性

3 自転車。 中央北部地区 30～34歳 女性

4 船。 高島地区 35～39歳 女性

5 船。 高島地区 70歳以上 女性

6 船で町に出る。 高島地区 70歳以上 女性

7 施設の車。 三和地区 40～44歳 男性

8 自営業のためなし。 琴海地区 65～69歳 男性

9 施設の車。 琴海地区 65～69歳 女性



「問20　犯罪の少ないまちであると思いますか」の理由及びその他自由記述
No. 問20の回答 内容 居住地区 年齢 性別
1 そう思う フィッシング詐欺。 中央東部地区 20～24歳 男性
2 そう思う 住宅地の巡回。人が少ない分怖い。 中央東部地区 25～29歳 女性
3 そう思う 警察官の方がよくパトロールをしているのを見かけるから、犯罪が防止されていると思う。 中央東部地区 25～29歳 女性
4 そう思う 犯罪件数を減らしてほしい。 中央東部地区 30～34歳 女性
5 そう思う 南国なので優しい人が多いですよね。 中央東部地区 30～34歳 女性
6 そう思う 小道を歩く時の曲がりかどにミラーがあるといい。（階段などの小道）。 中央東部地区 45～49歳 男性
7 そう思う 特に不安に思うことはありません。 中央東部地区 45～49歳 女性
8 そう思う 子供の育成に力を入れれば健全な人間が増え、良い環境になると思う。 中央東部地区 50～54歳 女性
9 そう思う 身近に被害を受けた人がいない。ネット系の対策は強化をしてほしい。 中央東部地区 55～59歳 女性
10 そう思う ニュースにはならない痴漢などの話をよく耳にする。交番が少なく、いざの時困ると思う。 中央東部地区 60～64歳 女性
11 そう思う 地域のまとまりがあると思う。年寄りをねらった詐欺の取り組みを入れてもらいたい。 中央東部地区 65～69歳 男性
12 そう思う 振り込め詐欺。 中央東部地区 65～69歳 男性
13 そう思う 近所は顔見てる人が多い為声をかけている。 中央東部地区 70歳以上 男性
14 そう思う 数年前まで保護司、子供１１０番経験があります。 中央東部地区 70歳以上 男性
15 そう思う 理由：防犯意識が高い。対策：目に見えてのおまわりさんの巡回。 中央東部地区 70歳以上 男性
16 そう思う 町が明るい。 中央東部地区 70歳以上 男性
17 そう思う 町内に犯罪がなかったため。 中央東部地区 70歳以上 女性
18 そう思う おれおれ詐欺。 中央東部地区 70歳以上 女性
19 そう思う 各町内ごとに取れていると思う。 中央東部地区 70歳以上 女性
20 そう思う あまり回りで犯罪を聞かない。 中央東部地区 70歳以上 女性

21 そう思う
時々ニュースで聞くだけだが注意して日常生活をしなくてはと常に警戒している。警察官のパトロー
ル〈顔見知り〉〈地域の交番〉。 中央東部地区 70歳以上 女性

22 そう思う
１を選んだ理由はそもそも歩いている人を見ない。たまにいると警戒する。夜は暗いので電灯とか
コンビニがあると安心する。 中央西部地区 30～34歳 女性

23 そう思う
枠外記入：誘導するような質問ではないか？市の施策を評価するためならこのような注文を記載す
るべきでないのでは。 中央西部地区 45～49歳 男性

24 そう思う 公安職がしっかりしている。 中央西部地区 65～69歳 男性
25 そう思う 長崎の人は親切な人が多い。 中央西部地区 65～69歳 男性
26 そう思う 大きな犯罪がない。ちかんなど。 中央西部地区 70歳以上 女性
27 そう思う タクシーが多い。 中央南部地区 25～29歳 男性
28 そう思う 近所が顔見知り。力を入れてほしいが、犯罪対策は特になし。 中央南部地区 45～49歳 女性
29 そう思う 窃盗事件などは少ないと思う。 中央南部地区 50～54歳 男性
30 そう思う 性犯罪の対策を強化して欲しい。 中央南部地区 55～59歳 男性
31 そう思う 空き家の整備。 中央南部地区 55～59歳 女性
32 そう思う 町内が電灯が少なく、薄暗いので、明るく防犯カメラの設置を数おおく。 中央南部地区 60～64歳 男性
33 そう思う 全国ニュースになる様な犯罪が少ないから。 中央南部地区 65～69歳 女性

34 そう思う
犯罪発生が周辺で発生していないが、警察官の数が少ないように思われる。現場の警察官を増や
して欲しい。 中央南部地区 70歳以上 男性

35 そう思う 横断歩道に朝夕、警察の方が立っている。街灯がついているから暗くない。 中央北部地区 25～29歳 女性

36 そう思う
身近での犯罪を長崎に移住してからまのあたりにしておらず、長年長崎に住まれてる義両親からも
犯罪の事をあまり耳にしないから。 中央北部地区 30～34歳 女性

37 そう思う 身の回りでおきてたいからそう思うのだろう。 中央北部地区 40～44歳 男性
38 そう思う 近い人で犯罪にあった人を知らないから。 中央北部地区 45～49歳 女性



「問20　犯罪の少ないまちであると思いますか」の理由及びその他自由記述
No. 問20の回答 内容 居住地区 年齢 性別
39 そう思う パトカーによるパトロール。 中央北部地区 45～49歳 女性

40 そう思う
神奈川県に住んでいた時、からまれたことが、数度あった。市内では、住人が信頼できる。民度が
高い。交通マナーも良い。 中央北部地区 55～59歳 男性

41 そう思う バイクの走行マナーの向上が求められる（無理な走行車線変更はしないなど）。 中央北部地区 55～59歳 男性
42 そう思う 性犯罪。 中央北部地区 70歳以上 男性
43 そう思う 詐欺、泥棒、空き巣等の犯罪。 中央北部地区 70歳以上 男性

44 そう思う
街灯を増やしてほしい、民家が減って駐車場(コインパーキング)が増えるにつれ夜道が暗くなり危
険になっている。 中央北部地区 70歳以上 女性

45 そう思う パトロールや啓発活動は今のように続けていただきたいです。 小ヶ倉地区 55～59歳 女性
46 そう思う 地域に於ける防犯意識の高まり、ただ残念なことに地域を見守る交番が閉鎖されたこと。 小ヶ倉地区 70歳以上 男性
47 そう思う 目立った犯罪を余り聞かないから。 小榊地区 55～59歳 女性
48 そう思う 夏場夜間のバイク等爆音。 小榊地区 70歳以上 男性
49 そう思う 青色の街燈を増やす。 西浦上地区 20～24歳 男性
50 そう思う 盗。 西浦上地区 20～24歳 男性

51 そう思う
のんびりしていて荷物をとられる心配をしたことがない。
町の人も顔見知りが多い伝統増やして欲しい。 西浦上地区 20～24歳 女性

52 そう思う
夜間の道路のスピード違反（２０キロ以上の速度超過）を頻繁にみる。夜の警らをほぼみない。道
路が主要しかないにしては、何してるの？と疑問に思う。 西浦上地区 35～39歳 男性

53 そう思う 明らかに「変な人」への取り締まり。見た目は一見普通なんだけど「変な人」への注意喚起。 西浦上地区 45～49歳 男性
54 そう思う 生活の中で危険を感じることがないから。 西浦上地区 45～49歳 女性
55 そう思う 交番の復活、市街灯の増設。 西浦上地区 55～59歳 男性

56 そう思う
お巡りさんの夜中のパトロールを増やして欲しいです。犯罪か何かは分かりませんが、夜中に家の
近所で女性に悲鳴を聞いた事があるので恐ろしくなった事があります。 西浦上地区 55～59歳 女性

57 そう思う カメラ設置を増やす。 西浦上地区 60～64歳 男性

58 そう思う
暴力団対策は他県に比べるとしっかりしているしその為か犯罪も少ないのでは。今ネット犯罪、お
年寄をねらった詐欺などに力を入れてほしい。 西浦上地区 60～64歳 男性

59 そう思う そういうニュースはあまり聞かないので、犯罪と名することには力を入れてほしいです。 西浦上地区 60～64歳 女性
60 そう思う ひったくり等の暴力的な犯罪のニュースが無いので。 西浦上地区 65～69歳 男性

61 そう思う
交番等が減り、何かあった折り、交番に寄っても留守（パトロール中等）等があり都会に比べて犯罪
が少ないので現状では、問題名井のかも知れないが、警戒心は常に持つべきだと考えます。備え 西浦上地区 65～69歳 男性

62 そう思う 長崎の人はやさしい。荒々しくない。人が良い。 西浦上地区 70歳以上 男性
63 そう思う パトカーとか警察官の方が良く巡回して下さってますので続けていただきたいと思います。 西浦上地区 70歳以上 女性
64 そう思う 大阪、福岡では、危なそうな人によく出会うが、長崎は少ない。 滑石地区 40～44歳 男性
65 そう思う 国道は昔から爆音を響かせバイクを走っています深夜だと睡眠を妨げられて不快なことがありま 滑石地区 50～54歳 女性
66 そう思う 犯罪の発生が減少している。今後は痴漢等の性犯罪やスーパー等の万引き防犯対策。 滑石地区 65～69歳 男性
67 そう思う まわりで何もおこらないから。 滑石地区 65～69歳 女性

68 そう思う
８年前に認知症の方を７人保護しました。うろうろした方、見かけない方が家の前（道路に面してい
る）を歩いていく方にやさしく話しかけています。 滑石地区 70歳以上 女性

69 そう思う あまり事件がない。力を入れてほしい犯罪対策は万引き。 福田地区 20～24歳 女性



「問20　犯罪の少ないまちであると思いますか」の理由及びその他自由記述
No. 問20の回答 内容 居住地区 年齢 性別

70 そう思う
自分の身近で、特に犯罪に出くわしたことがほとんどない。
対策としては、現在やっていることの強化。 福田地区 30～34歳 男性

71 そう思う 身近で事件等が起こっておらず、町全体で見ても恐怖を感じるほどのことがないから。 福田地区 30～34歳 女性
72 そう思う 身近なところでこの１０年発生したという記憶がない。 福田地区 70歳以上 男性

73 そう思う
留守をする時だけ鍵をかけるのではなく、昼間でも家に居る時も鍵をかける習慣など個人の意識を
高める。 福田地区 70歳以上 女性

74 そう思う 犯罪のニュースや話などをあまり聞かないので。 茂木地区 30～34歳 男性
75 そう思う ニュース等の他県の情報からすると長崎市は犯罪が少ないほうだと思う。 茂木地区 35～39歳 男性
76 そう思う 高齢者を勧誘する電話が多い。 茂木地区 40～44歳 女性
77 そう思う 駐車場に止めている車へのいたずら（パンクなど）。 茂木地区 60～64歳 男性
78 そう思う 凶悪な犯罪が他県に比べて少ないと思うから。 式見地区 65～69歳 女性
79 そう思う 大きな犯罪のニュースなどを聞かないので。 日見地区 45～49歳 女性

80 そう思う
地域で犯罪があった話をほとんど聞かない、春や夏になると不審者が出るかもしれないが、それよ
り害獣駆除の対策をお願いしたい。 日見地区 55～59歳 女性

81 そう思う 犯罪の数が全国と比べて低いから。 東長崎地区 18～19歳 女性
82 そう思う 特に大きな事件の話も聞かないので、平和なのだろうと思う。 東長崎地区 20～24歳 男性
83 そう思う 悲惨な事件はあまり起きていない気がする。 東長崎地区 20～24歳 男性
84 そう思う あおり運転のスピード違反の取締り。窃盗（スリ）、空き巣。 東長崎地区 30～34歳 女性
85 そう思う ニュース等を見てそう感じる。 東長崎地区 40～44歳 男性
86 そう思う 交番が近くにあり、必要な時にすぐ来てくれる。 東長崎地区 50～54歳 男性
87 そう思う パトロールの強化。 東長崎地区 55～59歳 女性
88 そう思う 地元の犯罪パトロールを強化してほしいです。 東長崎地区 60～64歳 男性
89 そう思う 身近かで犯罪がおこっていない。 東長崎地区 65～69歳 不明
90 そう思う 防犯灯の設置など、通学路対策を取って欲しい。 東長崎地区 65～69歳 男性
91 そう思う 件数が少ない。交番所派出所の努力。 東長崎地区 70歳以上 男性
92 そう思う 現在はあまり心配する様な事はない。 土井首地区 70歳以上 女性
93 そう思う ニュース、新聞であまりすごい犯罪は目にしないと思う。 深堀地区 40～44歳 女性
94 そう思う 街灯を増やしてほしい。 深堀地区 50～54歳 男性
95 そう思う 少ないとは思うが、生活苦による窃盗などが増えない様になればと思う。 深堀地区 65～69歳 女性

96 そう思う
他県に比べて少ないと思います。良い意味で長崎人の気質も関係しているのでは…
とも思います。 香焼地区 50～54歳 女性

97 そう思う 余り近くで聞かないので。 香焼地区 70歳以上 女性

98 そう思う

性犯罪を減らす為には、性風俗を長崎市に充実させる必要があります。店舗型、ソープランドなど
は絶対必要です。→前記しましたが観光地だからこそ必要です。正直、女性子供は満足しますが、
男性は長崎市の観光に絶対満足しない、私はそうです。ピンサロ・デリヘルはよくない。 野母崎地区 50～54歳 男性

99 そう思う オレオレ詐欺やなりすましメール。 野母崎地区 55～59歳 女性
100 そう思う 窃盗、盗み。 野母崎地区 70歳以上 男性
101 そう思う 煽り運転。 三重地区 20～24歳 男性
102 そう思う 身の回りで犯罪の話をきかないから。 三重地区 50～54歳 女性
103 そう思う 犯罪は少ないと思うが、交通マナーや運転などすごく悪いと思う。 三重地区 55～59歳 女性

104 そう思う
大都市に比べ古くからの地元民が多い。
高齢者がターゲットになるような詐欺罪、性犯罪、窃盗罪。 三重地区 55～59歳 女性



「問20　犯罪の少ないまちであると思いますか」の理由及びその他自由記述
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105 そう思う 特になし。 三重地区 70歳以上 男性
106 そう思う 近くで犯罪が少ない。 外海地区 70歳以上 女性

107 そう思う
犯罪が0ではないが、以前住んでいた県と比べると繁華街も落ち着いた感じ。人口が少ない分
（パーソナルスペースがある分）人は怒りなどの感情が出にくいから。 琴海地区 40～44歳 女性

108 そう思う 小さな町だし、風俗などには厳しいと思います。つながりも強く、目がゆきとどいていると思う。 琴海地区 50～54歳 女性
109 そう思う 犯罪の話を聞かないので！。 琴海地区 55～59歳 男性
110 そう思う 麻薬や暴力事件等。 琴海地区 60～64歳 男性
111 そう思う 事件が少ないので、そう思う。 琴海地区 65～69歳 男性
112 そう思う 犯罪より交通事故のほうが多いイメージがある。 琴海地区 70歳以上 女性
113 そう思う 駐在所を増やすこと。 不明 70歳以上 男性
114 どちらかといえばそう思う 暴走族の取り締まり（夜、うるさい）。 中央東部地区 45～49歳 男性
115 どちらかといえばそう思う 街灯の増設。近くに交番があると安心（かなり遠くにしかない）。 中央東部地区 45～49歳 男性
116 どちらかといえばそう思う 交通マナー。 中央東部地区 45～49歳 女性
117 どちらかといえばそう思う 空家が多い。安全とは言えない。 中央東部地区 50～54歳 男性
118 どちらかといえばそう思う パトカーによる夜警、見回り。 中央東部地区 50～54歳 女性
119 どちらかといえばそう思う 放火。 中央東部地区 50～54歳 女性
120 どちらかといえばそう思う 交番が減った分、パトカーでなく徒歩での見回りをして欲しい。 中央東部地区 50～54歳 女性
121 どちらかといえばそう思う 薬物。 中央東部地区 55～59歳 男性
122 どちらかといえばそう思う 差別、格差のない社会。 中央東部地区 55～59歳 男性
123 どちらかといえばそう思う パトロール。 中央東部地区 55～59歳 女性
124 どちらかといえばそう思う 街灯がなく暗い道もあるので、街灯を増やしてほしいです。 中央東部地区 55～59歳 女性
125 どちらかといえばそう思う 町内会の夜のパトロールとか。 中央東部地区 55～59歳 女性
126 どちらかといえばそう思う 身近で犯罪を聞いたことがないから、詐欺に力を入れてほしい。 中央東部地区 60～64歳 女性
127 どちらかといえばそう思う 神社や観音堂に設置しているさい銭箱の盗難事故の防止対策。 中央東部地区 65～69歳 男性
128 どちらかといえばそう思う 詐欺対策。 中央東部地区 65～69歳 女性

129 どちらかといえばそう思う
せんたく物を干して4回取られた。おじいさんが横断歩道の間の車道の電車道を堂々と渡ってい
た。1人暮らしの方で少し認知があるのでは？と思った。 中央東部地区 65～69歳 女性

130 どちらかといえばそう思う 特殊詐欺や迷惑電話など減るといいです。 中央東部地区 65～69歳 女性

131 どちらかといえばそう思う
昔から長崎市は治安対策は良かったと思う。今後は高齢者の増に伴い「オレオレ」詐欺等の知的
犯罪の撲滅に力を入れて欲しい。 中央東部地区 70歳以上 男性

132 どちらかといえばそう思う 長崎市はあまり事件が少ないと思う。 中央東部地区 70歳以上 女性
133 どちらかといえばそう思う 身近に犯罪の事実を有にしない。 中央東部地区 70歳以上 女性
134 どちらかといえばそう思う 家の近くではあまりきかない。 中央東部地区 70歳以上 女性

135 どちらかといえばそう思う
交番を増やすか巡回を増やすかして防犯に対して身近に感じられるようにして欲しい（坂道に家屋
が多いので）。 中央東部地区 70歳以上 女性

136 どちらかといえばそう思う コロナで生活環境変化・・ニュースを見ていても、人の心の浮き沈みが怖いです。 中央西部地区 25～29歳 女性
137 どちらかといえばそう思う 近所の人とのつながりが少なく、子どもの安全が心配。 中央西部地区 30～34歳 女性
138 どちらかといえばそう思う 商業施設内の駐車場二おいて逆走する人が多い。 中央西部地区 40～44歳 女性
139 どちらかといえばそう思う 特殊詐欺や、子どもに対する性犯罪対策。 中央西部地区 45～49歳 女性
140 どちらかといえばそう思う 交番をふやす。以前はそれで地域住民が安心できていた。 中央西部地区 50～54歳 男性
141 どちらかといえばそう思う 以前は色々な子どもの事件や市長銃撃などがあったが、最近はあってないから。 中央西部地区 55～59歳 男性
142 どちらかといえばそう思う 道路の整備。 中央西部地区 60～64歳 男性
143 どちらかといえばそう思う 夏の夜など暴走車、バイクなどがわがもの顔で走っているので、怖くて騒がしい。 中央西部地区 65～69歳 女性
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144 どちらかといえばそう思う 昔の様に交番をもっと増やした方が良いのではと思う。 中央西部地区 65～69歳 女性
145 どちらかといえばそう思う 無言TELが度々あったりする為、TEL器を交換しました。 中央西部地区 70歳以上 女性
146 どちらかといえばそう思う 盗難。 中央西部地区 70歳以上 女性
147 どちらかといえばそう思う 交通ルール。 中央西部地区 70歳以上 女性
148 どちらかといえばそう思う よく変質者が居ると聞きます。特に小学生がねらわれるのでは・・・と思い不安です。 中央南部地区 不明 不明
149 どちらかといえばそう思う 都心部に比べれば少ないとは思う。ただし以前に比べて殺人等の重い犯罪を耳にするように思う。 中央南部地区 35～39歳 女性
150 どちらかといえばそう思う 都会のニュースなどを見ると、長崎はそこまではないのかな…と思うから。 中央南部地区 40～44歳 女性
151 どちらかといえばそう思う 街灯をつけるところを増やす。 中央南部地区 40～44歳 女性
152 どちらかといえばそう思う まわりに犯罪にまきこまれる人がいないから。 中央南部地区 50～54歳 男性
153 どちらかといえばそう思う 空き家対策。 中央南部地区 50～54歳 男性
154 どちらかといえばそう思う 身の回りで犯罪に関することがない。迷惑電話は多い。 中央南部地区 50～54歳 女性
155 どちらかといえばそう思う 脇道に入ってからの路上駐車が多いのでもっと取り締って欲しい。 中央南部地区 55～59歳 男性
156 どちらかといえばそう思う 詐欺行為。 中央南部地区 60～64歳 男性
157 どちらかといえばそう思う 身近で犯罪などきかないこともありますが、ご近所の付き合いもあり情報も入ってくる。 中央南部地区 60～64歳 女性
158 どちらかといえばそう思う 近所とのつながりがよい。（自治会の発展）住んでいる地域をよく知ることは、その地域を好きにな 中央南部地区 70歳以上 男性
159 どちらかといえばそう思う 防犯カメラを増やすといいと思います。 中央南部地区 70歳以上 男性
160 どちらかといえばそう思う 警察官を増す事。 中央南部地区 70歳以上 男性
161 どちらかといえばそう思う 他県に比べ犯罪件数が少ない。 中央南部地区 70歳以上 女性
162 どちらかといえばそう思う 高齢者に対するサギ対策。 中央南部地区 70歳以上 女性

163 どちらかといえばそう思う
理由：ニュースで、あまり犯罪の報道を見かけないため。
犯罪対策：町中の街灯を増やしてほしい。 中央北部地区 25～29歳 女性

164 どちらかといえばそう思う 街灯を増やしてほしい。 中央北部地区 30～34歳 男性
165 どちらかといえばそう思う 公園の死角になる部分をなくすこと。 中央北部地区 35～39歳 女性
166 どちらかといえばそう思う 特に大きな犯罪などがおきていない。 中央北部地区 45～49歳 男性
167 どちらかといえばそう思う 性犯罪など厳重に罰してほしい。 中央北部地区 45～49歳 男性
168 どちらかといえばそう思う 高齢者に対する訪問販売等。 中央北部地区 50～54歳 女性
169 どちらかといえばそう思う 人通りの少ない所は、街灯等、明るくしてほしいです。 中央北部地区 50～54歳 女性

170 どちらかといえばそう思う
あまり被害にあったとか周りで聞かないし、ニュースも（新聞も）ないように思うから（お年寄りを狙っ
た犯罪には注意してほしい）。 中央北部地区 55～59歳 女性

171 どちらかといえばそう思う 窃盗等の犯罪がほとんど無い事。 中央北部地区 60～64歳 男性
172 どちらかといえばそう思う 暗い所が多いので電灯などで明るく。 中央北部地区 60～64歳 女性
173 どちらかといえばそう思う パトロール強化。 中央北部地区 60～64歳 女性
174 どちらかといえばそう思う 公園に防犯カメラがない（近くの公園につい最近つけられた）。 中央北部地区 65～69歳 女性
175 どちらかといえばそう思う 地域全体が安定しているから。 中央北部地区 70歳以上 男性
176 どちらかといえばそう思う KOBANが少ない。減っている。増やして欲しい。 中央北部地区 70歳以上 女性
177 どちらかといえばそう思う 近くに犯罪が起きていない。 中央北部地区 70歳以上 女性
178 どちらかといえばそう思う いじめ。 小ヶ倉地区 35～39歳 男性
179 どちらかといえばそう思う ここ十数年で交番が減った。あるだけで防犯になるのではと思ったりもする。 小ヶ倉地区 35～39歳 女性
180 どちらかといえばそう思う 自分の身近に犯罪がないから。 小ヶ倉地区 45～49歳 女性
181 どちらかといえばそう思う ニュース等を見てもあまり大きな犯罪は聞かないと思うから。 小ヶ倉地区 55～59歳 女性
182 どちらかといえばそう思う 細い道などの安全対策。 小榊地区 20～24歳 女性
183 どちらかといえばそう思う 子供たちが安心安全に過ごせるまちづくり。 小榊地区 40～44歳 女性
184 どちらかといえばそう思う 詐欺の電話がかかってくる。どうにかしてほしい（詐欺かわからないが怪しい電話）。 小榊地区 40～44歳 女性
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185 どちらかといえばそう思う 空巣、不審者、交番が少なくなり不安あり。 小榊地区 40～44歳 女性

186 どちらかといえばそう思う
小さい子供がまだいるので、不審者などの情報が入ると不安になります。パトカーによるパトロール
など回数を増やしていただければ安心です。 小榊地区 40～44歳 女性

187 どちらかといえばそう思う 道路、歩道、電灯の整備。 小榊地区 40～44歳 女性

188 どちらかといえばそう思う
①夜間灯の充実。②トンネル内の照明が暗い。
散歩している人もいるので猪等に出会うこともある。 小榊地区 65～69歳 男性

189 どちらかといえばそう思う 今以上にパトカーでのパトロール強化。 小榊地区 65～69歳 男性

190 どちらかといえばそう思う
街灯を増やしてほしい。・自宅すぐそばでもまっ黒な所があり電灯を持たないと歩けない。猪や狸が
でます。・人影もわからない。 小榊地区 70歳以上 女性

191 どちらかといえばそう思う 全国のニュースを見てそう思う。 小榊地区 70歳以上 女性
192 どちらかといえばそう思う 被害をあまり聞いたことがないため。 西浦上地区 18～19歳 女性
193 どちらかといえばそう思う 大通り以外の、裏路地や坂道など、もう少し街灯があると安心できます。 西浦上地区 35～39歳 女性

194 どちらかといえばそう思う
ローカル番組や新聞等を目にする機会が少ないので、主だった犯罪の話を聞くことが無い為。夜間
の街灯が少ない場所が多いので、もう少し増えると安心。 西浦上地区 35～39歳 女性

195 どちらかといえばそう思う 夜間に近辺で、騒音を立てながら走行するバイクがいるため、取り締まりを行ってほしい。 西浦上地区 40～44歳 男性
196 どちらかといえばそう思う わいせつ教師を雇用しないでほしい。 西浦上地区 40～44歳 女性
197 どちらかといえばそう思う コロナ前の中高生向けの対策をいいなと思ったから（赤ちゃんとのふれあいとか）。 西浦上地区 40～44歳 女性
198 どちらかといえばそう思う 酔っ払いが夜中に大声で騒いでうるさい。ひとたびおきれば、大事件（佐世保市）とかなので…。 西浦上地区 40～44歳 女性
199 どちらかといえばそう思う 全体的にはそう犯罪が多いとは思わないけれど時々とんでもないことがおこる。 西浦上地区 50～54歳 女性
200 どちらかといえばそう思う あまり犯罪の話を聞かない。犯罪よりも一人暮らしの高齢者が多いので孤独死が心配。 西浦上地区 55～59歳 女性
201 どちらかといえばそう思う ・身の回りで犯罪を感じた事がないからです。・オレオレ詐欺等、巧みになる犯罪。 西浦上地区 60～64歳 女性
202 どちらかといえばそう思う ローカルニュース等で大きな事件、事故等が全国的に少ないと思います。 西浦上地区 60～64歳 女性
203 どちらかといえばそう思う 横断歩道を歩いているのに、なかなか車が止まってくれない。 西浦上地区 60～64歳 女性

204 どちらかといえばそう思う
貧富の差が拡がると、犯罪も増えると思うので、防犯意識を強く持つことは大切。パトロールも強化
してほしい。 西浦上地区 60～64歳 女性

205 どちらかといえばそう思う 身近に犯罪例がない。 西浦上地区 65～69歳 女性
206 どちらかといえばそう思う 自治会（町内会）の充実が必要。 西浦上地区 65～69歳 女性
207 どちらかといえばそう思う 市内、町内のパトロール(パトカーによる）。 西浦上地区 65～69歳 女性
208 どちらかといえばそう思う 騒音問題、暴力問題。 西浦上地区 70歳以上 男性
209 どちらかといえばそう思う 時々警察官の見回りに力を入れて欲しい。空き家が増えているので。 西浦上地区 70歳以上 女性
210 どちらかといえばそう思う オレオレ詐欺。 西浦上地区 70歳以上 女性
211 どちらかといえばそう思う 長崎県警がよく守って下さる為。 西浦上地区 70歳以上 女性
212 どちらかといえばそう思う 交番、派出所等。地区に密着していたが撤去され、小さな事など相談が出来なくなった。 西浦上地区 70歳以上 女性

213 どちらかといえばそう思う

長崎市内でも、かなり外人が増えている。外人が困ったら相談できる場所を設置して受け入れをす
るべきだと思う。私はメルボルン市で１０年間過ごしましたが、「日豪プレス」に行くと「ボランティア」
「新聞（無料）」「コンドミニアム」「観光」など多彩な資料が自由に見たり調べたり、相談も気安くでき
る日本語が話せる人も居られる。よく私はそこを訪れて楽しんだ思い出がある。 西浦上地区 70歳以上 女性

214 どちらかといえばそう思う 地区の警察者の人達の巡回がよくあります。 西浦上地区 70歳以上 女性
215 どちらかといえばそう思う 青少年の教育、指導。 西浦上地区 70歳以上 女性

216 どちらかといえばそう思う
バイクの交通マナーが非常に悪く、歩行者が危険にさらされる場面が多いため、厳しく取り締まって
ほしい。 滑石地区 35～39歳 男性

217 どちらかといえばそう思う 街灯と信号機の設置。 滑石地区 45～49歳 女性
218 どちらかといえばそう思う 振りこめ詐欺や性犯罪。 滑石地区 45～49歳 女性



「問20　犯罪の少ないまちであると思いますか」の理由及びその他自由記述
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219 どちらかといえばそう思う マフラーを外したバイクなどの取り締まり！マンションの前でわざと音を出して通る。 滑石地区 55～59歳 女性
220 どちらかといえばそう思う 少年非行。バイク、車の暴走行為。 滑石地区 65～69歳 男性
221 どちらかといえばそう思う 振り込め詐欺類。 滑石地区 70歳以上 男性
222 どちらかといえばそう思う 交番による見まわり等。 滑石地区 70歳以上 女性
223 どちらかといえばそう思う 電車通りは当然、夜も明るいが少し外れた、地域（新中川町、十人町、泉町等）の街灯が少ない。 福田地区 20～24歳 女性

224 どちらかといえばそう思う
他県から来た方の話を聞くと長崎は平和な町だと実感する。
詐欺による犯罪対策（DMやネットなど）。 福田地区 50～54歳 女性

225 どちらかといえばそう思う 現在の住居周辺で犯罪が起きた事例はない。 福田地区 60～64歳 男性
226 どちらかといえばそう思う 地域でのコミュニティが不足しているように思われる。 福田地区 60～64歳 女性
227 どちらかといえばそう思う 人口に対して少ないと思う。 福田地区 70歳以上 男性

228 どちらかといえばそう思う
犯罪件数の内訳は分かりませんが、長崎を代表する大手企業の三菱造船所の仕事不足による不
況と又、コロナ感染による飲食店の不況による金銭トラブル等があるのかなと思う。 福田地区 70歳以上 男性

229 どちらかといえばそう思う 今、若い人（学生含む）の犯罪を耳にしますが、対策に力を入れてほしい。 福田地区 70歳以上 女性
230 どちらかといえばそう思う 薬物系や空き巣系はもっとパトロールで取り締まってほしい。 茂木地区 35～39歳 女性
231 どちらかといえばそう思う 万引きや詐欺。 茂木地区 35～39歳 女性
232 どちらかといえばそう思う 防犯カメラを沢山設置して欲しい。犯罪の抑止に！！。 茂木地区 40～44歳 女性

233 どちらかといえばそう思う

全国第3位と聞けば、少ないんだという気はするし、1230件と聞けば月に100件はあるわけだし、小
さな事件が多いのかな。弱者に対する犯罪対策をとってほしいです。高齢者に対する詐欺とか、女
性に対するDV、子どもの虐待など。弱者に対する犯罪対策をしっかりとって欲しいです。高齢者に
対するサギとか女性に対するDV、子どもの虐待など。 茂木地区 55～59歳 女性

234 どちらかといえばそう思う 身近に感じないから。全ての犯罪に適切な対策を担当部署が計画、実施すべき。 茂木地区 65～69歳 男性
235 どちらかといえばそう思う ポリボックスが無人になった。 茂木地区 70歳以上 男性
236 どちらかといえばそう思う 独居老人宅の周辺のパトロール。 茂木地区 70歳以上 女性
237 どちらかといえばそう思う 他県に比べると犯罪は少ないと思う。 式見地区 25～29歳 女性
238 どちらかといえばそう思う 大阪に住んでいた時のことを思い返すと、長崎はとても安全だと思う。 日見地区 25～29歳 女性
239 どちらかといえばそう思う 近くではあまり聞かないから。 日見地区 40～44歳 女性
240 どちらかといえばそう思う 暴力、盗みもないので、住みやすい。今後、高齢化により、見廻り等が減ってくると分からない。 日見地区 70歳以上 男性
241 どちらかといえばそう思う 凶悪な事件は少ないように思う(過去にはあったが）詐欺事件への対策。 日見地区 70歳以上 男性
242 どちらかといえばそう思う 私の回りでは「犯罪」と言う事が無いのでわかりません。 日見地区 70歳以上 女性
243 どちらかといえばそう思う 不審者が時々出るため、パトロールを強化してほしい。 東長崎地区 20～24歳 女性
244 どちらかといえばそう思う 高齢者への詐欺案件。 東長崎地区 45～49歳 男性
245 どちらかといえばそう思う 詐欺。 東長崎地区 45～49歳 女性
246 どちらかといえばそう思う 車や家のカギをかけないでいる事が多いが、今まで犯罪被害などない。 東長崎地区 45～49歳 女性

247 どちらかといえばそう思う
犯罪が少ないのか?外灯は昔より増えているとは思うが、よそがら来ると「暗い」とよく聞く。この先も
このままで良いのか不安に思う。 東長崎地区 45～49歳 女性

248 どちらかといえばそう思う 通学路の夜、暗い道に外灯を増やしてほしいです。 東長崎地区 45～49歳 女性

249 どちらかといえばそう思う
うちのマンションがセキュリティマンションでアルソックさんがいつでも来て下さるので安心なのです
が、名前をなのらない訪問が多く危ないので規制してほしい。 東長崎地区 45～49歳 女性

250 どちらかといえばそう思う
昨年、実家近くのスーパーの駐車場に健康管理とふれ込みのプレハブが建って、近所の方が強制
的な買い物をしたと聞きました。お年寄りをターゲットにするのはいかがな商法かと思います。 東長崎地区 60～64歳 女性

251 どちらかといえばそう思う 外灯の数と明るさを考えてほしい。 東長崎地区 60～64歳 女性
252 どちらかといえばそう思う 夜間、この地区(かき道)暴走バイクが良く走り回る。対策をお願いしたい。 東長崎地区 70歳以上 男性
253 どちらかといえばそう思う 出来れば防犯カメラを増やしてほしい。 東長崎地区 70歳以上 男性
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254 どちらかといえばそう思う 飲み屋街のパトロールを強化してほしい。 土井首地区 40～44歳 男性
255 どちらかといえばそう思う 防犯カメラ等もっと設置して欲しい。 土井首地区 65～69歳 男性
256 どちらかといえばそう思う 重大な事件は少ないと思う。詐欺対策。 土井首地区 65～69歳 男性
257 どちらかといえばそう思う 近辺で強盗　空巣などの犯罪が起きてないと思う。 土井首地区 70歳以上 女性
258 どちらかといえばそう思う 空き巣。 土井首地区 70歳以上 女性
259 どちらかといえばそう思う 自分自身はもちろんだが、夜の繁華街を歩いていても、穏やかな印象がある気がするから。 深堀地区 25～29歳 男性

260 どちらかといえばそう思う
年に１～２回ぐらい、公民館などで犯罪対策の講義を開催してほしい。念のため見回り、あんぴ確
認など。 深堀地区 35～39歳 女性

261 どちらかといえばそう思う
自分の周りであまり目にすることが少ないから。一人暮らしや老人が増えているので、見回り等増
やしてほしい。 深堀地区 45～49歳 女性

262 どちらかといえばそう思う 街路灯をつける。 深堀地区 60～64歳 男性
263 どちらかといえばそう思う キメの細いパトロールを御願いしたい。 深堀地区 70歳以上 男性
264 どちらかといえばそう思う あおり運転。 香焼地区 35～39歳 男性

265 どちらかといえばそう思う
犯罪があったことは近場では聞かないから。
街中や公道に、防犯カメラの設置をたくさんしてほしい。 香焼地区 35～39歳 女性

266 どちらかといえばそう思う 危険運転、路上駐車、詐欺。 香焼地区 40～44歳 男性
267 どちらかといえばそう思う ・子供達の帰宅時間等は、もっとパトロールしてほしい。 香焼地区 40～44歳 女性
268 どちらかといえばそう思う マスコミの報道等少ない。防犯パトロール。 香焼地区 70歳以上 男性

269 どちらかといえばそう思う
学校近くにて声かけ事件など起こっているので、夕方のパトロールを強化してほしいです。下校時
～夕方。 伊王島地区 45～49歳 女性

270 どちらかといえばそう思う ネット詐欺、架空請求、インターネット利用する事が多い為。 高島地区 55～59歳 女性
271 どちらかといえばそう思う あまりニュースで聞かない。 野母崎地区 20～24歳 女性
272 どちらかといえばそう思う 空家が多くなっているので、空家の火災、倒壊、何かの犯罪に使用されないようにしてほしい。 野母崎地区 70歳以上 女性
273 どちらかといえばそう思う 空き家が多く、夜電気を大きくしてほしい。高い上に半分しか付いてない。 野母崎地区 70歳以上 女性

274 どちらかといえばそう思う
幼児や児童を対象とした犯罪また交通事故等…またたまにお年寄りの方の運転危ない場面を目に
すると怖いです。 三和地区 25～29歳 女性

275 どちらかといえばそう思う 対馬など離島での外国人による土地購入の規制を行う。 三和地区 40～44歳 男性
276 どちらかといえばそう思う 犯罪があると聞かない。 三和地区 50～54歳 女性
277 どちらかといえばそう思う 警察官の巡回。 三和地区 65～69歳 男性

278 どちらかといえばそう思う

インターネットの普及に伴い、自分がわからないままネットの詐欺に巻き込まれるのは怖い。警察
官の方々が何も無い時にも定期的にパトロールして頂ければ未然に防げるのではないでしょうか。
車の交通違反を取り締まるのではなく、警察官の方が立っておられるだけで車を運転する者は気
が引き締まります。 三和地区 65～69歳 女性

279 どちらかといえばそう思う 他人が周りにいるから。（知人）。 三和地区 70歳以上 男性
280 どちらかといえばそう思う 長崎の風土によるもの。 三和地区 70歳以上 女性
281 どちらかといえばそう思う 警察によるパトロール。 三重地区 50～54歳 男性
282 どちらかといえばそう思う 交通事故等。 三重地区 55～59歳 男性
283 どちらかといえばそう思う 外灯の設置数を増やす。 三重地区 65～69歳 男性

284 どちらかといえばそう思う
大都市に比べ、人と人とのつながりが親密になりやすい。人を独りにさせない温かさがある。サギ
やネット犯罪の防止をはじめ青少年の犯罪を抑制していただきたい。 三重地区 65～69歳 女性

285 どちらかといえばそう思う 防犯センサーを取り付けてほしい（団地内）。 三重地区 70歳以上 男性

286 どちらかといえばそう思う
防犯外灯が我が家の横には設置されているが、あぐりの丘へ続く道は（橋の先の）外灯が少なく、
真っ暗な箇所があり怖い。（犯罪が起きる前に懸念している）。 三重地区 70歳以上 女性
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287 どちらかといえばそう思う 高齢者がだまされない対策。 外海地区 40～44歳 女性
288 どちらかといえばそう思う 盗難防止により力を入れてほしい（空き巣や車上荒らしなど）。 外海地区 45～49歳 女性
289 どちらかといえばそう思う 詐欺。 外海地区 60～64歳 女性
290 どちらかといえばそう思う 合板セキュリティーが整っているから。 琴海地区 18～19歳 男性

291 どちらかといえばそう思う

オレオレサギ。固定電話にあやしい業者から物の買い取りや家のリフォーム、その他家に来て台風
被害のアンケートに協力してほしいなどいろいろある。嫌な気分になるので固定電話も外すし、イン
ターフォンのみで対応している。 琴海地区 45～49歳 男性

292 どちらかといえばそう思う 県外とくらべると少ない。 琴海地区 70歳以上 男性
293 どちらかといえばそう思う 外灯が少ない。 不明 不明 不明

294 どちらかといえばそう思う
ゴミのポイ捨て（お菓子の袋、タバコなど)本当に目立つので対策してほしいです。長崎のあるある
かもしれませんが、住宅地での路上駐車の取り締まり強化希望（事故の元だと思います）。 不明 不明 不明

295 どちらかといえばそう思う 重大な犯罪がメディアにたまにとりあげられたりするので。 不明 45～49歳 男性
296 どちらかといえばそう思う 防犯。 不明 50～54歳 女性
297 どちらかといえばそう思う 理由・・・？対策は・・心のありかた？。 不明 50～54歳 女性
298 どちらかといえばそう思う 子供・高齢者を狙った犯罪。交通事故を起こす原因となる犯罪。 不明 65～69歳 女性
299 どちらかといえばそう思う パトロールの強化。街灯、防犯カメラの整備。 不明 70歳以上 男性
300 どちらかといえばそう思わない 不審者。 中央東部地区 35～39歳 女性
301 どちらかといえばそう思わない 数年に１度ひどい殺人時間などがある。 中央東部地区 35～39歳 女性
302 どちらかといえばそう思わない 暗い道が多い。見回りなど強化してほしい。 中央東部地区 40～44歳 女性
303 どちらかといえばそう思わない 中心街に交番の再設置をお願いします。 中央東部地区 45～49歳 男性

304 どちらかといえばそう思わない
街灯を増やしてほしい。中心地でも、一本裏通りに入っただけで暗い道が沢山有る。警察の夜の巡
回をムラなくやってほしい。家の近辺でたむろしている若者が多いので。 中央東部地区 70歳以上 女性

305 どちらかといえばそう思わない 大きい犯罪はないと思うが、小さい犯罪はあるのではないかと思う。 中央西部地区 20～24歳 女性

306 どちらかといえばそう思わない
自転車の逆走や狭い道（歩道）での運転が危険、通りの裏道（生活道）での自転車の暴走行為の
対策を乞う。 中央西部地区 50～54歳 男性

307 どちらかといえばそう思わない
時々子供の学校より、「不審者注意」等のプリントが来ます。サギなどの情報も。人口の割りには多
いように感じます。 中央南部地区 45～49歳 女性

308 どちらかといえばそう思わない
小さな犯罪の種があるように思う。防犯カメラの設置をより進めて欲しい。（地域自主運営組織の設
立とセットで）。 中央南部地区 50～54歳 男性

309 どちらかといえばそう思わない 警察の訪問が無い。 中央南部地区 70歳以上 女性
310 どちらかといえばそう思わない 件数は少ないかもしれないが犯罪になりうる話は多く耳にする。 中央北部地区 35～39歳 男性

311 どちらかといえばそう思わない
安心メールで県警からのメールがたまに来るので気になるのは
子供や学生達への声掛け事案が怖い。 中央北部地区 45～49歳 女性

312 どちらかといえばそう思わない
・夜暗い道はできるだけなくしてほしい（夜景にも影響）。・件数は少ないと思うが、驚くような大きな
事件が多いと感じる。 中央北部地区 60～64歳 男性

313 どちらかといえばそう思わない
私の子供のころは家など開け放して、寝ていたものですが、長崎市内はそおいかないようで、夜中
に泥棒に入られました。 中央北部地区 70歳以上 女性

314 どちらかといえばそう思わない 性犯罪対策、ストーカーなど。 小ヶ倉地区 30～34歳 男性
315 どちらかといえばそう思わない 下校時パトロール。 小榊地区 30～34歳 女性
316 どちらかといえばそう思わない 犯罪件数は少ないが重大事件が多い様な気がする。 小榊地区 35～39歳 男性
317 どちらかといえばそう思わない あおり運転、迷惑防止条例、わいせつ（公然含）窃盗、詐欺、傷害、暴行、DV、器物損壊。 西浦上地区 25～29歳 男性
318 どちらかといえばそう思わない 市民のこと、しゅんちゃん事件の印象は強い。 西浦上地区 45～49歳 女性
319 どちらかといえばそう思わない 不審者の取締り。 西浦上地区 50～54歳 男性
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320 どちらかといえばそう思わない 暴力団撲滅。オレオレ詐欺などのなりすまし犯罪対策。 西浦上地区 60～64歳 女性

321 どちらかといえばそう思わない
以前、空き巣に入られた事があり、大変な思いをしました。また、子供が高校生の時、変な人につ
けられた事があり、保護者がバス停まで迎えに行った。 西浦上地区 65～69歳 女性

322 どちらかといえばそう思わない 犯罪被害者の保護。加害者の更生プログラム（治療的関わり）。 滑石地区 30～34歳 女性

323 どちらかといえばそう思わない
・不審者が多くなりとても危険を感じる。その対応も大変である。・街づくりをする中でもICTを使用し
ての対策を増やしてほしい。 滑石地区 40～44歳 女性

324 どちらかといえばそう思わない 通学路の見回り。 滑石地区 40～44歳 女性

325 どちらかといえばそう思わない
どこででも犯罪は起きるものだと思うが、働き口が少ないのでは。雇用の充実を図り各自がやる気
と貢献の気持ちを持って生活すれば犯罪は減るのではないかと思う。 滑石地区 55～59歳 女性

326 どちらかといえばそう思わない
近隣月極駐車場で、車にキズ（他の車の移動にてあてられたキズ）があり、警察処理はしたが、何
の連絡もない。 滑石地区 55～59歳 女性

327 どちらかといえばそう思わない 昔はほとんど犯罪はなかったが、最近はコロナを含めていろんな事がおきている。 滑石地区 65～69歳 女性
328 どちらかといえばそう思わない 不審者の声かけなど近所であっているから。 福田地区 35～39歳 女性
329 どちらかといえばそう思わない 警察官の巡回が少ない。 茂木地区 70歳以上 女性
330 どちらかといえばそう思わない 大きな事件が多い印象。 式見地区 55～59歳 女性
331 どちらかといえばそう思わない おれおれ詐欺の電話があった２０年位前に夜中に人が入ってきて大変な思いをした。 式見地区 70歳以上 女性
332 どちらかといえばそう思わない 夜が怖い。 東長崎地区 20～24歳 男性
333 どちらかといえばそう思わない 未成年同士の犯罪や対未成年への犯罪等。 東長崎地区 20～24歳 女性
334 どちらかといえばそう思わない 夜道の街灯が少ない。 東長崎地区 45～49歳 女性

335 どちらかといえばそう思わない
犯罪はちょこちょこあっている。
誘拐や泥棒やあおりが恐いので頻繁にパトロールをお願いしたいです。 東長崎地区 55～59歳 女性

336 どちらかといえばそう思わない 詐欺被害。テレビでよくお年寄りの方が被害が多すぎる。 土井首地区 45～49歳 女性
337 どちらかといえばそう思わない 駐車場での事件などがあったから。 深堀地区 60～64歳 女性

338 どちらかといえばそう思わない
思ったより少ないんですね。強烈に記憶に残っている少年事件があったので。長崎市での事件で
は、なかったのもありましたね。佐世保市でした。 深堀地区 60～64歳 女性

339 どちらかといえばそう思わない
犯罪件数の少なさが全国的に長崎が少ないと言われているが数ではない。1件でも発生したら問
題である事をふまえもっと対策を強化せろ。 香焼地区 35～39歳 男性

340 どちらかといえばそう思わない
地区によってなのでしょうが、昼の外出の場合で心配なので、
夜間パトロール等をお願いしたいです。 香焼地区 60～64歳 女性

341 どちらかといえばそう思わない
私が住んでいる地域は、夜になると外灯が少なく、すごく暗くなるので歩くのが怖いと感じる時があ
ります。人通りも少ないので、もう少し外灯を増やして頂けると嬉しいし安心します。 野母崎地区 25～29歳 女性

342 どちらかといえばそう思わない ・飲酒運転、万引き。 野母崎地区 45～49歳 女性
343 どちらかといえばそう思わない 薬物。 三和地区 18～19歳 女性
344 どちらかといえばそう思わない 郵便物の盗難の噂を聞いた事があり、パトカーの巡回を増やしてほしい。地域の見守り。 三和地区 60～64歳 女性
345 どちらかといえばそう思わない ここさいきん交通事故をよく見る。 三重地区 35～39歳 男性

346 どちらかといえばそう思わない
犯罪の有無に関わらず、パトカーにて巡回して欲しい。前に巡回に来られた警察官にもお願いした
が、年に数回程度。 三重地区 40～44歳 女性

347 そう思わない 夜の道が怖い。外灯が少なく暗い。 中央東部地区 20～24歳 男性
348 そう思わない 市長が2人も撃たれる町ですよ。正気ですか。 中央東部地区 60～64歳 男性
349 そう思わない 特殊詐欺などによる被害者が多いように感じるので、この対策に力を入れて欲しい。 中央西部地区 40～44歳 男性
350 そう思わない 交通事故が多いと思う。 中央西部地区 50～54歳 女性
351 そう思わない バスの便数を増やして欲しい。 中央西部地区 60～64歳 女性



「問20　犯罪の少ないまちであると思いますか」の理由及びその他自由記述
No. 問20の回答 内容 居住地区 年齢 性別

352 そう思わない
中国製のスマートフォンで悪い事をしても、日本では取り締まりが出来ない。（日本のスマートフォン
しか使用出来ないと決めて下さい）他国でも悪い事をしていますよ。 中央西部地区 70歳以上 男性

353 そう思わない たまに凶悪犯罪が起きている。 中央北部地区 35～39歳 女性
354 そう思わない 思った以上に怪しい人が多いので怖い。パトロールなどきちんとした方がいいとおもう。 中央北部地区 35～39歳 女性
355 そう思わない 街灯が少ない。防災放送が全く聞こえない（何を言ってるか聞き取れない）。 中央北部地区 40～44歳 女性

356 そう思わない
犯罪が少ないのは、若年層や壮年層が少ないからであり、高齢者による万引きや事故などが増加
していると思う。 中央北部地区 45～49歳 男性

357 そう思わない 街灯が少ないし暗すぎます。 中央北部地区 60～64歳 男性
358 そう思わない 定期的になかなかすごい事件が起きているから。 小ヶ倉地区 20～24歳 女性
359 そう思わない 住吉地区は不審者が多い。 西浦上地区 35～39歳 女性
360 そう思わない チカンや不審者の目撃情報をよく耳にするので、パトロールを強化してほしいです。 西浦上地区 35～39歳 女性
361 そう思わない 子供を連れていると男性に話し掛けられることがあった。 西浦上地区 35～39歳 女性
362 そう思わない 不審者情報が多い。 滑石地区 20～24歳 女性

363 そう思わない

犯罪の数は少ないかもしれないが、たまに起きる事件の内容が「市長の銃撃」「中学生が幼児を駐
車場から落として殺す」など平和宣言をしている町としては信じられない事件があり、
平和な町とは思えない。 滑石地区 40～44歳 女性

364 そう思わない 交通事故、その他いろんな事件、自殺等、以前と全く変わらない。（特に自殺が増えている）。 滑石地区 70歳以上 男性

365 そう思わない
オレオレ詐欺、交通事故、交通事故は特に高齢者のドライバーの運転が恐いです。子供がいるの
で心配。 東長崎地区 30～34歳 男性

366 そう思わない 空家に不審者が住んでいないが見回り。 東長崎地区 40～44歳 女性
367 そう思わない 犯罪多い。 香焼地区 45～49歳 女性
368 そう思わない 何がおこるかわからないので、パトロール、巡回を24時間春夏秋冬力を入れてほしい。 外海地区 35～39歳 男性

369 そう思わない
家の周辺には、空き家が多くて、お化け屋敷のようにかずらが巻き付いています。火事になった
ら？と思う。 不明 不明 不明

370 不明 暴力団ではないが近い人物も多い。 中央東部地区 60～64歳 女性



「問21　お住まいの地域を、将来、どのようなまちにしたいと思いますか」のその他自由記述

No. 内容 居住地区 性別 年齢

1 若者や何かに取り組もうとする人達を応援、支援できるまち。 中央南部地区 男性 50～54歳

2 公共交通機関の充実。 中央南部地区 女性 70歳以上

3 バスの本数をもっと多く。 中央北部地区 男性 70歳以上

4 長崎は何もなくても魅力的な町である事を皆が信じている街。みんなの心が満たされる街。 中央北部地区 女性 40～44歳

5 世界で闘えるスポーツ選手が育つ街。 小榊地区 女性 40～44歳

6 ビルはかり大都合のなみにできて長崎らしさをくずさないで。 小榊地区 女性 70歳以上

7 公園を充実・道路整備。 西浦上地区 男性 35～39歳

8 人の交流する場が欲しい。（ふれあいセンター等）福田地区は大きいふれあいセンターがない。 福田地区 女性 70歳以上

9 若い世代が住みやすく、お互いに干渉しない暮らしをめざす。 福田地区 女性 70歳以上

10 普通に生活しやすい町で良い。 茂木地区 男性 65～69歳

11 通りすぎの町。 式見地区 女性 60～64歳

12 前記しましたが、風俗のまちを一部に必要です。 野母崎地区 男性 50～54歳

13 交通の便をよくしてほしい。 三和地区 男性 18～19歳

14 のんびりした町。 三和地区 男性 45～49歳

15 坂の上まで車が来てほしい。 三和地区 女性 70歳以上

16 東京。 三重地区 男性 30～34歳

17 企業がどんどん入ってくる町。 琴海地区 男性 35～39歳



「問24-1　地域活動等に参加や協力はしたくない理由」のその他自由記述
No. 内容 居住地区 年齢 性別

1 時間があるなら別の私的な事に使いたい。 中央東部地区 25～29歳 男性

2 めんどくさい。 中央東部地区 30～34歳 女性

3 高齢者になり参加したくない。 中央東部地区 70歳以上 女性

4 年齢的に無理。 中央東部地区 70歳以上 女性

5 人との交流がおっくう。 中央北部地区 30～34歳 女性

6 人とのふれあいが苦手である。 中央北部地区 45～49歳 女性

7 他者と交わるのが苦手。 中央北部地区 60～64歳 女性

8 人に接するのが好きでない。 中央北部地区 65～69歳 男性

9 高齢なので面倒なことはできない。 中央北部地区 65～69歳 女性

10 高齢である。 中央北部地区 70歳以上 女性

11 年齢的にできない。 中央北部地区 70歳以上 女性

12 知らない人と会いたくない。 小ヶ倉地区 50～54歳 男性

13 腰が痛くあまり歩けない。 小ヶ倉地区 70歳以上 女性

14 人付き合いが苦手です。 西浦上地区 55～59歳 女性

15 人と話したくない。 西浦上地区 60～64歳 男性

16 自分のやりたいことが優先だから。 西浦上地区 65～69歳 男性

17 高齢の為、体力が無い為、意欲なしになった。 西浦上地区 70歳以上 女性

18 年金生活で８９歳で無理。 西浦上地区 70歳以上 女性

19 病気。 滑石地区 40～44歳 女性

20 面倒。 滑石地区 55～59歳 男性

21 参加するのがいや。 滑石地区 65～69歳 女性

22 参加、協力してもなんら変わりようがないと思う。 滑石地区 70歳以上 男性

23 参加する体力もない。 茂木地区 70歳以上 男性

24 身体不自由。 式見地区 70歳以上 女性

25 身体が不自由。 土井首地区 65～69歳 女性

26 体力がない。 香焼地区 70歳以上 男性

27 健康不安。 三和地区 70歳以上 男性

28 老人の為。 三和地区 70歳以上 女性

29 家族の介護。 三重地区 70歳以上 女性

30 老人のために。 不明 不明 不明



「問25-1　自治会に加入していない理由」のその他自由記述
No. 内容 居住地区 年齢 性別
1 此の十年間、身内に病人が続き、自分も行動時間が短く成り動けなかったので、身を引いた感じです。 中央東部地区 65～69歳 女性
2 引っ越しして間もない。 中央東部地区 65～69歳 女性
3 自治会活動があったが今はない。 中央東部地区 70歳以上 男性
4 自治会費をおさめた、おさめないで問題になった。 中央南部地区 60～64歳 男性
5 自治会から連絡が来なくなった。 中央南部地区 60～64歳 男性
6 近所にはろくな奴が居ない、アイサツさえほとんどがしない。 中央南部地区 65～69歳 男性
7 もう嫌になったから。 中央北部地区 40～44歳 女性
8 以前は加入していましたが、お手伝いが困難。 中央北部地区 70歳以上 女性
9 自治会がひとりの為にある様なものだから。意見を言っても聞く耳がない。 小榊地区 65～69歳 女性
10 役員の体制、人間性に疑問が生じ脱退した。 小榊地区 70歳以上 女性
11 引っ越ししてまだ間もないので。 西浦上地区 35～39歳 女性
12 子供がいない為、あまり加入する気がない。 西浦上地区 40～44歳 女性
13 家族がいないので、何もできない。 西浦上地区 45～49歳 女性
14 子供会中心なので加入していないです（子供がいないので）。 西浦上地区 50～54歳 女性
15 旧来からの人間関係に参入したくない。 西浦上地区 55～59歳 男性
16 人付き合いが苦手です。 西浦上地区 55～59歳 女性
17 お子さんがいる方が中心と聞いたので。 西浦上地区 60～64歳 女性

18
役員を８年程勤めましたが役員間の意思疎通に自信を失い自ら身を引いた方が周囲と全体に対して最
善と判断。 福田地区 70歳以上 男性

19 母が加入しているから。 式見地区 60～64歳 女性
20 管理組合に加入しているから。 日見地区 55～59歳 男性
21 人が怖い。 東長崎地区 20～24歳 男性
22 親が加入していないから。 東長崎地区 35～39歳 女性
23 お金が無いので自治会から抜けました。 東長崎地区 55～59歳 女性
24 アパートに住んでいるし子供もいないので。 土井首地区 40～44歳 女性
25 親との同居で親が加入しているから。 深堀地区 40～44歳 女性
26 解散した。個人的に加入はできるが今は必要ない。 深堀地区 50～54歳 男性
27 加入するメリットがわからないので脱会した。 深堀地区 55～59歳 女性
28 親にまかせている。 香焼地区 30～34歳 女性
29 新しく家を建ててから加入する予定。 三和地区 30～34歳 女性

30
考え方の違い。以前、年齢や体調を理由に役員ができない事を伝えると、自治会をやめさせられていた
家があったので。 三和地区 40～44歳 男性

31 施設入所のため。 三和地区 40～44歳 男性
32 施設に入所しているから。 三和地区 45～49歳 女性
33 高齢の為。 三和地区 70歳以上 女性
34 以前住んでいた地域で自治会のもめ事を見て非常に嫌になった。 三重地区 40～44歳 女性
35 役員の時、いやがらせをしつように受けた。 三重地区 60～64歳 男性



「問25-1　自治会に加入していない理由」のその他自由記述
No. 内容 居住地区 年齢 性別
36 アパートの為、加入していない。 琴海地区 45～49歳 女性
37 老人ホームに入所しているから。 琴海地区 70歳以上 女性



「問26-1　社会全体でみた場合に、男女が平等になっていないと思う場面」のその他自由記述
No. 内容 居住地区 年齢 性別

1 どちらかといえば男性の方が優遇されている
お客様より「女のくせに」とか「男を出せ」とか。平等になりつ
つあると実感するが、まだまだだと思う。 中央西部地区 30～34歳 女性

2 どちらかといえば男性の方が優遇されている
子育てで、共働きだが、子供が病気になった場合女性が仕
事を休むから。 中央南部地区 50～54歳 男性

3 どちらかといえば男性の方が優遇されている 男性が育休とると（1年位）多分クビですね、民間企業は。 琴海地区 35～39歳 男性
4 どちらかといえば男性の方が優遇されている 給料。 琴海地区 55～59歳 男性
5 どちらかといえば女性の方が優遇されている 年金で男性1人は生活は大変、女性一人は優遇されている。 琴海地区 70歳以上 女性
6 男性の方が優遇されている お店。 中央東部地区 30～34歳 女性
7 男性の方が優遇されている 全て。 中央西部地区 50～54歳 男性



「問27-1　この1年間に人権に関していやな思いをしたり、不当な扱いを受けた分野」のその他自由記述
No. 問27の回答 内容 年齢 性別 居住地区

1 自分（家族）がいやな思いをした（または不当な扱いを受けた）ことがある 会社会長税務調査で税務署員より不詳なことを言われた。 不明 不明 不明
2 自分（家族）がいやな思いをした（または不当な扱いを受けた）ことがある 大浦警察署の方から決めつけられた言い方をされ家族が傷ついた。 40～44歳 女性 土井首地区
3 自分（家族）がいやな思いをした（または不当な扱いを受けた）ことがある 家族間DV。 45～49歳 女性 東長崎地区

4 自分（家族）がいやな思いをした（または不当な扱いを受けた）ことがある
バスの運転手が他県に比べ横柄、運転が荒い。観光地と言っているわりに
は不適切。上から目線、わからなく聞いたのににらむ等、不愉快。 45～49歳 女性 東長崎地区

5 自分（家族）がいやな思いをした（または不当な扱いを受けた）ことがある

職場でのモラル、ハラスメント。人間は生まれた時から不平等であり理不尽
が当たり前と私は考えています。それに耐えれるか耐えられないかだけの違
いです。悲しいことですが事実です。 50～54歳 男性 野母崎地区

6 自分（家族）がいやな思いをした（または不当な扱いを受けた）ことがある 医者の態度が悪い。 50～54歳 女性 中央西部地区
7 自分（家族）がいやな思いをした（または不当な扱いを受けた）ことがある コロナ接触者。 55～59歳 男性 中央西部地区
8 自分（家族）がいやな思いをした（または不当な扱いを受けた）ことがある 警察官の態度、法人優先であった。 65～69歳 男性 中央南部地区

9 自分（家族）がいやな思いをした（または不当な扱いを受けた）ことがある

ボランティア行為に対するある人物から批判され思い違い等で過剰に警察ま
で巻き、警察は理解を得ているが説明しても本人は全くわからないらしいと
のこと、、このような犯罪者あつかいまでされた。市に相談したところありがた
い行為です。（課長から）このことだったが一部の職員はその人の言動を真
に受けて確認もせず看板まで設置した。まったくの嫌がらせを市が協力して
いるのはおかしい。 65～69歳 男性 小ヶ倉地区

10 自分（家族）がいやな思いをした（または不当な扱いを受けた）ことがある 中国人よりネットで誹謗中傷。 70歳以上 男性 中央西部地区

11 自分（家族）がいやな思いをした（または不当な扱いを受けた）ことがある
周囲の人々の中で一部の手段、行動、考えに到底理解できない
場面に遭遇。 70歳以上 男性 福田地区

12 自分（家族）がいやな思いをした（または不当な扱いを受けた）ことがある 近所のクレーマー。 70歳以上 女性 中央西部地区
13 自分（家族）がいやな思いをした（または不当な扱いを受けた）ことがある 病院で看護師さんの対応にいやな思いをした。 70歳以上 女性 茂木地区
14 自分（家族）以外の人がいやな思いをした（または不当な扱いを受けた）場面をみたことがある コロナ。 20～24歳 女性 三重地区
15 自分（家族）以外の人がいやな思いをした（または不当な扱いを受けた）場面をみたことがある 人の悪口。 35～39歳 女性 深堀地区
16 自分（家族）以外の人がいやな思いをした（または不当な扱いを受けた）場面をみたことがある カスタマーハラスメント、店員に対する暴言などが多い。 55～59歳 女性 中央南部地区
17 自分（家族）以外の人がいやな思いをした（または不当な扱いを受けた）場面をみたことがある 学校。 60～64歳 男性 中央北部地区

18 自分（家族）以外の人がいやな思いをした（または不当な扱いを受けた）場面をみたことがある

ペットの犬の散歩で畑道、歩道を通るが　尿には水をかけ、フンは持ち帰る
が、ある家の前で我家の門柱にオシッコかけているだろう！ときめつけられ、
あやまらせられた。我家の犬はメス犬で地面にしかオシッコしない。他の人も
しっかりペットのこと考えてほしい。 60～64歳 女性 土井首地区

19 上記「1」「2」の両方ともある
女性大人数に対して男性１人の時に何もしてないと言いづけられている。違
います、させてすらくれない、行動したら嫌な目で見る…は？。 20～24歳 男性 東長崎地区

20 上記「1」「2」の両方ともある
コンビニでエッチな本がありますが、女性の被写体はたくさんあるのに、男性
のは無い。 30～34歳 女性 中央東部地区



「問27-2　この1年間に人権に関していやな思いをしたり、不当な扱いを受けた行為」のその他自由記述

No. 問27の回答 内容 居住地区 年齢 性別

1 自分（家族）がいやな思いをした（または不当な扱いを受けた）ことがある 何気ない会話でのセクハラ・マタハラ発言。 中央東部地区 30～34歳 女性
2 自分（家族）がいやな思いをした（または不当な扱いを受けた）ことがある 職場の男性にプライベートのことを根ほりはほり聞こうとされた。 中央東部地区 35～39歳 女性
3 自分（家族）がいやな思いをした（または不当な扱いを受けた）ことがある 不快に感じる言葉をかけられた。 中央東部地区 50～54歳 男性
4 自分（家族）がいやな思いをした（または不当な扱いを受けた）ことがある 警察官の態度、法人優先であった。 中央南部地区 65～69歳 男性
5 自分（家族）がいやな思いをした（または不当な扱いを受けた）ことがある しつこくされた。 中央北部地区 45～49歳 女性

6 自分（家族）がいやな思いをした（または不当な扱いを受けた）ことがある

問２７-1-14（ボランティア行為に対するある人物から批判され思い違い等で過
剰に警察まで巻き、警察は理解を得ているが説明しても本人は全くわからな
いらしいとのこと、、このような犯罪者あつかいまでされた。市に相談したところ
ありがたい行為です。（課長から）このことだったが一部の職員はその人の言
動を真に受けて確認もせず看板まで設置した。まったくの嫌がらせを市が協力
しているのはおかしい。）のとおり、市は苦情の内容を確認もせずに対応を
行っている者がいる（現地を確認したのかと問うとしなかったという）。 小ヶ倉地区 65～69歳 男性

7 自分（家族）がいやな思いをした（または不当な扱いを受けた）ことがある 全てにおいて男性優位。女性がそれを助長させている事もある。特に母親。 西浦上地区 60～64歳 女性

8 自分（家族）がいやな思いをした（または不当な扱いを受けた）ことがある
職場で高齢者に暴力をふるわれた．現場の職員を高齢者の暴力から守る対
策を立ててほしい。 東長崎地区 30～34歳 男性

9 自分（家族）がいやな思いをした（または不当な扱いを受けた）ことがある 家族のことをけなされた。 三重地区 30～34歳 女性
10 自分（家族）がいやな思いをした（または不当な扱いを受けた）ことがある 宗教の勧誘が来た。 琴海地区 20～24歳 女性
11 自分（家族）以外の人がいやな思いをした（または不当な扱いを受けた）場面をみたことがある 残念ですが、コロナ感染症のうわさで張り紙までされた店舗があった。 中央南部地区 50～54歳 男性
12 自分（家族）以外の人がいやな思いをした（または不当な扱いを受けた）場面をみたことがある 職場において、時間外労働した分の手当てが支払われなかった。 中央北部地区 25～29歳 女性
13 自分（家族）以外の人がいやな思いをした（または不当な扱いを受けた）場面をみたことがある 悪意ない言動。 東長崎地区 25～29歳 女性

14 自分（家族）以外の人がいやな思いをした（または不当な扱いを受けた）場面をみたことがある
いきなり、その犬が　ここにいつもおシッコをかけてるだろう！！と　決めつけら
れた（その道は通らなくなった）。 土井首地区 60～64歳 女性

15 自分（家族）以外の人がいやな思いをした（または不当な扱いを受けた）場面をみたことがある コロナに関する差別、風評被害。 香焼地区 40～44歳 男性
16 上記「1」「2」の両方ともある 言葉による暴力。 西浦上地区 50～54歳 女性
17 上記「1」「2」の両方ともある TV・新聞などの偏向報道。 野母崎地区 55～59歳 女性



「問33　医療や介護が必要になった時、自宅で生活し続けるために必要なもの」のその他自由記述
No. 内容 居住地区 年齢 性別

1 道のバリアフリー。 中央東部地区 40～44歳 女性

2 地域的なバリアフリー。 中央東部地区 55～59歳 女性

3 現金。 中央東部地区 60～64歳 男性

4 人との信頼。 中央西部地区 65～69歳 男性

5 私道でも階段の手すりを付けて欲しい。 中央西部地区 65～69歳 女性

6 日頃の健康づくり。 中央北部地区 45～49歳 男性

7 お金。 中央北部地区 45～49歳 女性

8 お金。 西浦上地区 50～54歳 女性

9 お金。 滑石地区 45～49歳 女性

10 （救急車を利用した時）土曜日だったけど　２０分引き受ける所がなく　またされた。 式見地区 60～64歳 女性

11 考えたことがないのでわかりません。 東長崎地区 35～39歳 女性

12 お金。 不明 55～59歳 男性



「問36　運動やスポーツを行う際に、困っていることや妨げになっていること、行わない理由」のその他自由記述
No. 内容 居住地区 年齢 性別
1 コロナでスポーツ自粛中。 中央東部地区 20～24歳 男性
2 社会人サークルが少ない。 中央東部地区 25～29歳 女性
3 コロナ禍でスポーツジムに通えていない。 中央東部地区 30～34歳 女性
4 利用施設が予約制になり自由に行けない。※かぶとがにアリーナのトレーニング室。 中央東部地区 35～39歳 男性
5 コロナ。 中央東部地区 50～54歳 男性
6 コロナだから。 中央東部地区 50～54歳 女性
7 長崎市内に施設がない。パークゴルフ！！。 中央東部地区 55～59歳 男性
8 坂道。 中央東部地区 65～69歳 女性
9 自然気象条件の悪化による。 中央東部地区 70歳以上 男性

10
月に２回あった体操教室が、コロナのことで今お休みしているのでとっても寂しいです。でも、友人とメール
とデンワではらしてます。 中央東部地区 70歳以上 女性

11 今までは職についていて時間がとれなかった。 中央東部地区 70歳以上 女性
12 年齢（１００歳）。 中央東部地区 70歳以上 女性
13 コロナ。 中央西部地区 60～64歳 女性
14 介護があります。 中央西部地区 65～69歳 女性
15 足のリハビリ中。 中央西部地区 70歳以上 男性
16 ディサービスへ週4回通っている。 中央西部地区 70歳以上 女性
17 職が１日体を使うものなので休日はゆっくりしたいから。 中央南部地区 40～44歳 女性
18 きっかけとなる情報や場所が不足している。 中央南部地区 50～54歳 男性
19 親の介護。 中央南部地区 60～64歳 男性
20 介護をしている為、外出が殆ど出来ない。 中央南部地区 65～69歳 女性
21 施設が少ないので利用がむずかしい。 中央北部地区 40～44歳 女性
22 近くにグランドがない。駐車場代金などがかかる場所も有る。 中央北部地区 45～49歳 男性
23 体調不良の為。 中央北部地区 70歳以上 男性
24 あまり歩けない。 中央北部地区 70歳以上 女性
25 腰が痛いのでほとんど家にいる。少しは歩かないといけないので買物は電車で出かける。 中央北部地区 70歳以上 女性
26 年齢的。 中央北部地区 70歳以上 女性
27 現在自宅安静中のため。 小ヶ倉地区 35～39歳 女性
28 仕事が忙しい。 小ヶ倉地区 45～49歳 女性
29 スポーツによっては場所がない。 小榊地区 40～44歳 女性
30 運動かスポーツができる公園などの場所が近くにない。 小榊地区 40～44歳 女性
31 妻が体調が悪いため、（一緒にウォーキング）出来ずにいる。 小榊地区 55～59歳 男性
32 仕事に行っているので又妻は自営業しているのでその手伝いもいている。 小榊地区 65～69歳 男性
33 場所がない。 西浦上地区 18～19歳 男性

34
テニスの壁打ちできる施設が最寄りで、かきどまり運動公園にしか無く、公共交通機関では利用しづらい。
松山のテニスコートにそのような施設があれば利用し易いと思う。 西浦上地区 40～44歳 男性

35 場所。 西浦上地区 40～44歳 女性
36 ウォーキングの回数をもっと増やしたいですが、今はコロナが怖いのであまり外出しないようにしていま 西浦上地区 55～59歳 女性



「問36　運動やスポーツを行う際に、困っていることや妨げになっていること、行わない理由」のその他自由記述
No. 内容 居住地区 年齢 性別
37 歩いていける範囲で気軽に運動できる公園等が少ない。 西浦上地区 65～69歳 女性
38 身体の具合が悪い。 西浦上地区 70歳以上 女性
39 手軽に利用できる施設の充実。 西浦上地区 70歳以上 女性
40 施設が少ない。例えばサッカーコートは他市に比べ極めて少ない。 滑石地区 35～39歳 男性
41 もしも…けがをして、仕事に支障がでるため。 滑石地区 35～39歳 女性
42 外で運動しようとすると近所の人から白い目で見られる。家の中で運動したくてもマンション住まいなので 滑石地区 40～44歳 女性
43 病気のため。 滑石地区 40～44歳 女性
44 散歩時、狭い道で車がスピードを出して通り過ぎる。 滑石地区 55～59歳 男性
45 公衆トイレを増やして欲しい。 滑石地区 55～59歳 男性
46 坂が多い為,日営的には、おっくうになりやすい。 滑石地区 55～59歳 女性
47 リウマチによる左ひざ人工関節であるため。 滑石地区 65～69歳 男性
48 自宅で運動の機器を使用している。 滑石地区 65～69歳 女性
49 運動施設（一般の方が気軽に使用できる）が少ないと思う。 福田地区 20～24歳 女性
50 仕事自体が体力を使うことなのであえて運動する必要がない。 茂木地区 40～44歳 男性
51 毎日、ウォーキングをしている。 式見地区 70歳以上 女性

52
母の介護、家事の雑用、時間がないに入るのかな？時間は作ろうと思えば作れるのだろうが、決まった時
間やまとまった時間が取れない。 日見地区 55～59歳 女性

53 運動に必要な機能(呼吸器、肩や膝の関節に持病を持っているから)。 日見地区 70歳以上 男性
54 毎日5分程、ストレッチをしています。 日見地区 70歳以上 女性
55 足腰が悪い。 日見地区 70歳以上 女性
56 夜間にランニングを行う際、街灯が少ない。 東長崎地区 18～19歳 女性
57 人や動物が怖い。 東長崎地区 20～24歳 男性
58 コロナの影響で、集まることができなくなった。 東長崎地区 20～24歳 女性
59 障害に影響すると思っている。 東長崎地区 45～49歳 女性
60 コロナで外でのスポーツが出来ない、自宅でしてます。 東長崎地区 45～49歳 女性
61 希望する施設が近くにない。 東長崎地区 55～59歳 女性
62 農作業をしているので、身体は毎日動いている。 東長崎地区 70歳以上 女性
63 コロナ。 土井首地区 60～64歳 女性
64 近くにジムがない。 高島地区 35～39歳 女性
65 知的障害、疾病があり軽い運動のみ行う。 三和地区 40～44歳 男性
66 今の時期コロナで人との接触が不安。 三和地区 60～64歳 女性
67 犬の散歩でフンの不始末、リード線を離す。 三重地区 50～54歳 男性
68 主人と親の介護と仕事で時間がない。 三重地区 60～64歳 女性
69 足が悪い。 三重地区 65～69歳 女性
70 高齢者の為。 三重地区 70歳以上 女性
71 高齢の為疲れやすい（９７才）。 三重地区 70歳以上 女性
72 スポーツジムが近くにあると助かるが無いので！。 琴海地区 55～59歳 男性
73 体が不自由なため。 琴海地区 65～69歳 女性



「問36　運動やスポーツを行う際に、困っていることや妨げになっていること、行わない理由」のその他自由記述
No. 内容 居住地区 年齢 性別
74 腰の治療中。 琴海地区 70歳以上 女性
75 出会いがなかった。 不明 不明 不明
76 ８５才の年齢では、足腰が痛くて、無理な運動はできない。 不明 不明 不明



「問37-1　この1年間に芸術文化を鑑賞していない理由」のその他自由記述
No. 内容 居住地区 年齢 性別
1 コロナで出かけていない。 中央東部地区 20～24歳 男性
2 コロナ。 中央東部地区 25～29歳 男性
3 コロナ。 中央東部地区 30～34歳 女性
4 コロナがこわい。 中央東部地区 40～44歳 女性
5 コロナの為自粛した。 中央東部地区 45～49歳 女性
6 鑑賞したいと思うものがない。 中央東部地区 45～49歳 女性
7 コロナだから。 中央東部地区 50～54歳 女性
8 コロナ。 中央東部地区 55～59歳 男性
9 コロナ自粛。 中央東部地区 60～64歳 女性
10 この一年間コロナ影響がおおきい。人の多い場所に行きたく無い。 中央東部地区 65～69歳 女性
11 新型コロナ感染対策。 中央東部地区 70歳以上 男性
12 コロナ禍の為。 中央東部地区 70歳以上 女性
13 家庭菜園を楽しんでいる。 中央東部地区 70歳以上 女性
14 若い頃はよく美術館行っていた。 中央東部地区 70歳以上 女性
15 情報がない。 中央東部地区 70歳以上 女性
16 コロナの為外出自粛している。 中央東部地区 70歳以上 女性
17 年齢。 中央東部地区 70歳以上 女性
18 コロナにて・・。 中央西部地区 25～29歳 女性
19 コロナの影響。 中央西部地区 40～44歳 男性
20 コロナの影響。 中央西部地区 50～54歳 女性
21 市内なら、いつでも行けると思うから。 中央西部地区 65～69歳 男性
22 介護があるので気持ち的にできない。 中央西部地区 65～69歳 女性
23 すべてが新型コロナで。 中央西部地区 70歳以上 男性
24 庭の手入れ。 中央西部地区 70歳以上 男性
25 コロナのため。 中央南部地区 30～34歳 女性
26 コロナの影響で。 中央南部地区 35～39歳 女性
27 コロナ。 中央南部地区 45～49歳 男性
28 コロナで自粛中。 中央南部地区 45～49歳 女性
29 ネットフリックスで映画などは見れる為。 中央南部地区 45～49歳 女性
30 コロナ禍。 中央南部地区 50～54歳 男性
31 新型コロナウイルスの感染防止のため。 中央南部地区 50～54歳 女性
32 不要不急の外出に当たらず老人と同居の為、コロナが怖かった。 中央南部地区 55～59歳 女性
33 コロナ。 中央南部地区 60～64歳 男性
34 趣味の釣りと読書でいっぱい。 中央南部地区 60～64歳 男性
35 コロナで、行くのを控えている。 中央南部地区 60～64歳 女性
36 楽しむ余裕がない。 中央南部地区 65～69歳 女性
37 庭の手入れなどで忙しいです。 中央南部地区 70歳以上 男性
38 お金がない。 中央南部地区 70歳以上 女性
39 コロナの影響もあり、高齢なのでほとんどおでかけできていない。 中央南部地区 70歳以上 女性
40 コロナ感染防止のため。 中央北部地区 25～29歳 女性
41 コロナ。 中央北部地区 35～39歳 男性



「問37-1　この1年間に芸術文化を鑑賞していない理由」のその他自由記述
No. 内容 居住地区 年齢 性別
42 コロナのせい。 中央北部地区 35～39歳 女性
43 コロナのため。 中央北部地区 60～64歳 女性
44 テレビで鑑賞している。 中央北部地区 65～69歳 男性
45 新型コロナウイルスでの密会やイベント中止等により。 中央北部地区 65～69歳 女性
46 自分で行っている。 中央北部地区 70歳以上 男性
47 一人で行きたくない。 中央北部地区 70歳以上 男性
48 コロナ。 中央北部地区 70歳以上 女性
49 コロナの為、その前は鑑賞していた。 中央北部地区 70歳以上 女性
50 歩いて行くのがつらい。 中央北部地区 70歳以上 女性
51 腰が痛いので長いこと歩けない。 中央北部地区 70歳以上 女性
52 年齢的。 中央北部地区 70歳以上 女性
53 コロナ禍で行けない。 中央北部地区 70歳以上 女性
54 外出が困難。 中央北部地区 70歳以上 女性
55 コロナ。 小ヶ倉地区 50～54歳 男性
56 コロナ。 小ヶ倉地区 55～59歳 女性
57 腰が悪くあるけない。 小ヶ倉地区 70歳以上 女性
58 コロナ。 小榊地区 55～59歳 男性
59 コロナ禍。 小榊地区 55～59歳 女性
60 新型コロナウイルスの為。 小榊地区 70歳以上 男性
61 体調不良。 小榊地区 70歳以上 女性
62 コロナのため外にあまり出ない。 西浦上地区 18～19歳 女性
63 コロナ対策。 西浦上地区 30～34歳 女性
64 コロナの影響により。 西浦上地区 35～39歳 女性
65 コロナの影響を考え外出を控えていた為。 西浦上地区 35～39歳 女性
66 コロナで中止氏や子供がいる為。 西浦上地区 40～44歳 女性
67 自身の興味のあるものがなかった。 西浦上地区 40～44歳 女性
68 今年は何もできなかった。 西浦上地区 45～49歳 女性
69 コロナ対策。 西浦上地区 45～49歳 女性
70 コロナ問題。 西浦上地区 50～54歳 女性
71 コロナで人ごみにいかない。 西浦上地区 60～64歳 女性
72 一人で行くのが面倒。 西浦上地区 65～69歳 男性
73 ほかにすることがある。運動、他。 西浦上地区 65～69歳 男性
74 コロナ。 西浦上地区 65～69歳 女性
75 感染予防で外出自粛したため。 西浦上地区 65～69歳 女性
76 今までは映画館、美術館、博物館等行ってましたが、コロナ禍で全部自粛してます。 西浦上地区 65～69歳 女性
77 すべてに興味があるがコロナ、身体的健康不安から外出できず、テレビではみている。 西浦上地区 65～69歳 女性
78 体調不安。 西浦上地区 70歳以上 不明
79 高齢だから。 西浦上地区 70歳以上 男性
80 歩行不安。 西浦上地区 70歳以上 男性
81 コロナで自粛。 西浦上地区 70歳以上 男性
82 脳梗塞のため、手足不自由の為。 西浦上地区 70歳以上 男性



「問37-1　この1年間に芸術文化を鑑賞していない理由」のその他自由記述
No. 内容 居住地区 年齢 性別
83 足、腰が悪く外出が出来ない。 西浦上地区 70歳以上 女性
84 認知症、８９歳です。 西浦上地区 70歳以上 女性
85 病院通院の為。 西浦上地区 70歳以上 女性
86 COVID－19の影響で職場からが外出許可が出ていない。 滑石地区 40～44歳 女性
87 介護があるため。 滑石地区 40～44歳 女性
88 コロナを考えて。 滑石地区 45～49歳 女性
89 コロナ問題。 滑石地区 50～54歳 女性
90 コロナウイルス。 滑石地区 55～59歳 男性
91 コロナの感染を考え、足が遠のいた。 滑石地区 60～64歳 女性
92 コロナ。 滑石地区 60～64歳 女性
93 コロナで行けない。 滑石地区 65～69歳 男性
94 町に出るのが遠い。 滑石地区 70歳以上 男性
95 年齢的なもの。 滑石地区 70歳以上 男性
96 体力的に無理。 滑石地区 70歳以上 女性
97 コロナの影響。 福田地区 30～34歳 男性
98 コロナの影響。 福田地区 35～39歳 女性
99 昨年まで家族の介護で私の自由な時間はなかった。 福田地区 70歳以上 女性
100 コロナ。 茂木地区 35～39歳 女性
101 歩行が困難その為。 茂木地区 70歳以上 男性
102 足が悪く歩くのが大変で外出ができない。 茂木地区 70歳以上 女性
103 コロナで出かけられない。 茂木地区 70歳以上 女性
104 腰痛で歩けない。 茂木地区 70歳以上 女性
105 コロナの影響。 式見地区 55～59歳 女性
106 その場所まで行くのが大変。 式見地区 60～64歳 女性
107 身体が悪いため。 式見地区 70歳以上 女性
108 コロナ。 日見地区 25～29歳 女性
109 コロナの関係。 日見地区 65～69歳 女性
110 身体、健康的な理由。 日見地区 70歳以上 男性
111 足が悪いのでリハビリ以外出ません。コロナで、リハビリも休んでます。 日見地区 70歳以上 女性
112 コロナで鑑賞を自粛した。 東長崎地区 20～24歳 女性
113 新型コロナの流行の為。 東長崎地区 30～34歳 女性
114 コロナ。 東長崎地区 45～49歳 女性
115 外出自粛。 東長崎地区 45～49歳 女性
116 興味のある展示がない。 東長崎地区 60～64歳 男性
117 コロナの為。 東長崎地区 60～64歳 女性
118 年始めに病気をし手術そのころコロナで映画を観たいと思っても感染が怖くて行っていない。 東長崎地区 60～64歳 女性
119 遠い。 東長崎地区 65～69歳 不明
120 コロナウイルスが気になる為。 東長崎地区 70歳以上 男性
121 遠いから。 東長崎地区 70歳以上 女性
122 外出に自信がない。 東長崎地区 70歳以上 女性
123 自分は自分なりの野、草、木、室などを見てたのしんでいる。 東長崎地区 70歳以上 女性



「問37-1　この1年間に芸術文化を鑑賞していない理由」のその他自由記述
No. 内容 居住地区 年齢 性別
124 コロナ感染があり中止になったり自粛のため。 土井首地区 60～64歳 女性
125 タイミングが合わない。 土井首地区 65～69歳 男性
126 コロナ禍で外出しないため。 土井首地区 65～69歳 男性
127 体が不自由。 土井首地区 65～69歳 女性
128 新型コロナ感染予防。 土井首地区 70歳以上 女性
129 健康上の問題。 土井首地区 70歳以上 女性
130 自宅から遠く、中々行く機会がない。 深堀地区 35～39歳 女性
131 コロナのため。 深堀地区 40～44歳 女性
132 時間なく。 深堀地区 60～64歳 男性
133 コロナ禍でそういう場所に行くのは控えている。 深堀地区 60～64歳 女性
134 この一年間でしょう、コロナです。 深堀地区 65～69歳 女性
135 コロナ。 香焼地区 40～44歳 男性
136 新型コロナの為予防。 香焼地区 45～49歳 女性
137 移動（交通）。 伊王島地区 70歳以上 女性
138 2020年はコロナの為行けなかった。 高島地区 70歳以上 女性
139 当たり前ですが、コロナ禍の為自粛しています。 野母崎地区 50～54歳 男性
140 機会がない。 野母崎地区 70歳以上 女性
141 コロナウイルス感染拡大の為。 野母崎地区 70歳以上 女性
142 病気のため。 野母崎地区 70歳以上 女性
143 コロナが心配で。 三和地区 25～29歳 女性
144 コロナの感染がこわいので。 三和地区 35～39歳 女性
145 ネット上で見る。 三和地区 40～44歳 男性
146 知的障害があり理解が難しい。 三和地区 40～44歳 男性
147 コロナ。 三和地区 45～49歳 女性
148 コロナ禍で控えてる。 三和地区 50～54歳 女性
149 コロナで外出抑制中。 三和地区 60～64歳 女性
150 コロナで外出しない様にしている。 三和地区 70歳以上 男性
151 持病が気になると体力がない。 三和地区 70歳以上 女性
152 コロナ。 三重地区 25～29歳 男性
153 コロナ。 三重地区 35～39歳 男性
154 コロナで外出する気になれない。 三重地区 40～44歳 女性
155 コロナで自宅でDVDを見てる。 三重地区 65～69歳 女性
156 通年は年2～3利用しているが昨年はたまたまコロナのことで外出が減ったので・・・。 三重地区 70歳以上 女性
157 入院しているため。 三重地区 70歳以上 女性
158 耳が遠い。長時間すわることができない。 三重地区 70歳以上 女性
159 Youtubeでみれる。 外海地区 35～39歳 男性
160 コロナ感染予防のため。 外海地区 40～44歳 女性
161 コロナで外出できなかった。 外海地区 60～64歳 女性
162 身近にそうゆう移設が無い。 琴海地区 35～39歳 男性
163 コロナ。 琴海地区 60～64歳 男性
164 体が不自由なため。 琴海地区 65～69歳 女性



「問37-1　この1年間に芸術文化を鑑賞していない理由」のその他自由記述
No. 内容 居住地区 年齢 性別
165 コロナ禍。 琴海地区 70歳以上 男性
166 コロナウイルスの影響で外出出来ない。 琴海地区 70歳以上 女性
167 近所に鑑賞出来る施設がない。 琴海地区 70歳以上 女性
168 身近にない。 琴海地区 70歳以上 女性
169 主人の病気治療中で出掛けにくい。 琴海地区 70歳以上 女性
170 コロナ。 不明 不明 不明
171 コロナの影響で人の多い場所は避けているため。 不明 35～39歳 女性



「問38-1　この1年間に鑑賞を除いて、芸術文化活動を行っていない理由」のその他自由記述
No. 内容 居住地区 年齢 性別
1 コロナで行けていない。 中央東部地区 20～24歳 男性
2 インプットが主でアウトプットはほぼしない。 中央東部地区 25～29歳 男性
3 コロナ。 中央東部地区 30～34歳 女性
4 仕事、育児に忙しく、休みしている。 中央東部地区 40～44歳 女性
5 コロナがこわい。 中央東部地区 40～44歳 女性
6 行いたいことがあってない。 中央東部地区 45～49歳 女性
7 観たりするのは好きだが、自分でやろうとは思わない。 中央東部地区 50～54歳 男性
8 コロナだから。 中央東部地区 50～54歳 女性
9 興味ある活動がない。 中央東部地区 55～59歳 男性
10 コロナ。 中央東部地区 55～59歳 男性
11 新型コロナ感染対策。 中央東部地区 70歳以上 男性
12 やる気がない。 中央東部地区 70歳以上 女性
13 コロナの為。 中央東部地区 70歳以上 女性
14 高齢のため。 中央東部地区 70歳以上 女性
15 コロナの為外出を自粛している。 中央東部地区 70歳以上 女性
16 年齢。 中央東部地区 70歳以上 女性
17 他の分野（スポーツや菓子作りなど）の趣味があるので、それ以上あれもこれもはできない。 中央西部地区 45～49歳 女性
18 コロナ。 中央西部地区 60～64歳 女性
19 とりかかるのが　おっくう。 中央西部地区 65～69歳 男性
20 自分自身が縛られたくないから。 中央西部地区 65～69歳 男性
21 コロナ。 中央南部地区 35～39歳 女性
22 休日ゆっくりしたい。 中央南部地区 40～44歳 女性
23 コロナ。 中央南部地区 45～49歳 男性
24 好きだが、コロナが怖かったので。 中央南部地区 55～59歳 女性
25 コロナ。 中央南部地区 60～64歳 男性
26 楽しむ余裕がない。 中央南部地区 65～69歳 女性
27 コロナが怖い。 中央北部地区 35～39歳 女性
28 できるもんなら大勢の前で歌いたい歌唱力がいまいち。 中央北部地区 40～44歳 女性
29 才能がない。 中央北部地区 45～49歳 男性
30 思いつきもしなかった。 中央北部地区 45～49歳 女性
31 おくんち継承には力を入れてる。 中央北部地区 60～64歳 男性
32 コロナ。 中央北部地区 60～64歳 女性
33 テレビで色んなことがあってるので好きなものは見て楽しめる。 中央北部地区 65～69歳 女性
34 趣味が園芸だから。 中央北部地区 70歳以上 男性
35 一人では行きたくない。 中央北部地区 70歳以上 男性
36 コロナ。 中央北部地区 70歳以上 女性
37 コロナの為、行けてない。 中央北部地区 70歳以上 女性



「問38-1　この1年間に鑑賞を除いて、芸術文化活動を行っていない理由」のその他自由記述
No. 内容 居住地区 年齢 性別
38 腰が痛いのでやたらと、あっちこっちに行くことができません。 中央北部地区 70歳以上 女性
39 コロナ禍で休止中。 中央北部地区 70歳以上 女性
40 眼、耳が不自由。 中央北部地区 70歳以上 女性
41 コロナ。 小ヶ倉地区 50～54歳 男性
42 コロナ。 小ヶ倉地区 55～59歳 女性
43 コロナ。 小榊地区 65～69歳 女性
44 新型コロナウイルスの為。 小榊地区 70歳以上 男性
45 病気のため。 小榊地区 70歳以上 女性
46 体調不良。 小榊地区 70歳以上 女性
47 コロナの影響により。 西浦上地区 35～39歳 女性
48 自身の興味のあるものがなかった。 西浦上地区 40～44歳 女性
49 今年は何もできなかった。 西浦上地区 45～49歳 女性
50 コロナ。 西浦上地区 50～54歳 女性
51 鑑賞するのみです。 西浦上地区 60～64歳 女性
52 コロナで中止。 西浦上地区 60～64歳 女性
53 数年前までは、積極的に行っていたが、この1年は健康上の理由でできていない。 西浦上地区 65～69歳 女性
54 遠くまであるけない。 西浦上地区 70歳以上 男性
55 コロナ。 西浦上地区 70歳以上 男性
56 脳梗塞、手足不自由。 西浦上地区 70歳以上 男性
57 外出、出来ない。 西浦上地区 70歳以上 女性
58 認知症、８９歳です。 西浦上地区 70歳以上 女性

59
年齢が87歳なので、1人で我が家でレコードを聞いたり、書物を読んだり、
花を活けたりしている（1人活動のみ）。 西浦上地区 70歳以上 女性

60 病院通院の為。 西浦上地区 70歳以上 女性
61 高齢の為。 西浦上地区 70歳以上 女性
62 高齢なので。 西浦上地区 70歳以上 女性
63 機会がない。 滑石地区 20～24歳 女性

64
COVID－19の影響で職場からが外出許可が出ておらず外出できない。休日はＣOVID-19の最新情報を
調べるので精一杯。 滑石地区 40～44歳 女性

65 介護する人も介護される人も一緒に行けないので行けない。 滑石地区 40～44歳 女性
66 病気のため、治療のため。 滑石地区 40～44歳 女性
67 感染を考えて。 滑石地区 45～49歳 女性
68 コロナで人の集まるところは怖いから。 滑石地区 50～54歳 女性
69 コロナ。 滑石地区 55～59歳 女性
70 体調不良のため。 滑石地区 60～64歳 女性
71 コロナ感染防止のため控えている。 滑石地区 65～69歳 男性
72 健康面。 滑石地区 70歳以上 男性



「問38-1　この1年間に鑑賞を除いて、芸術文化活動を行っていない理由」のその他自由記述
No. 内容 居住地区 年齢 性別
73 年齢的なもの。 滑石地区 70歳以上 男性
74 興味がない。 滑石地区 70歳以上 男性
75 年齢的に無理。 滑石地区 70歳以上 女性
76 コロナの影響。 福田地区 35～39歳 女性
77 行ってみたいと思う芸術文化活動の日程と仕事のシフトがあわない。 福田地区 50～54歳 女性
78 歩行。 茂木地区 70歳以上 男性
79 体調不良。（足）（体）。 茂木地区 70歳以上 女性
80 いけない。 式見地区 70歳以上 女性
81 コロナ。 日見地区 65～69歳 女性
82 気力、体力が無い。 日見地区 70歳以上 男性
83 コロナのため。 東長崎地区 20～24歳 女性
84 新型コロナの流行の為。 東長崎地区 30～34歳 女性
85 コロナ。 東長崎地区 45～49歳 女性
86 見るのは好きですが自分は何も出来ません。 東長崎地区 55～59歳 女性
87 病気でコロナ感染が怖い為。 東長崎地区 60～64歳 女性
88 遠い。 東長崎地区 65～69歳 不明
89 この1年間はコロナであまり行けなかった。 東長崎地区 70歳以上 女性
90 若い時ならったことを思いだし自分なり。 東長崎地区 70歳以上 女性
91 コロナ禍のため。 土井首地区 65～69歳 男性
92 体が不自由。 土井首地区 65～69歳 女性
93 感染予防のため、外出を控えている。 土井首地区 70歳以上 女性
94 健康上の問題。 土井首地区 70歳以上 女性
95 コロナ。 深堀地区 55～59歳 女性
96 体力がない。 深堀地区 70歳以上 女性
97 コロナ。 香焼地区 40～44歳 男性
98 新型コロナの為予防。 香焼地区 45～49歳 女性
99 コロナのため自粛しました。 伊王島地区 45～49歳 女性
100 2020年はコロナの為行っていない。 高島地区 70歳以上 女性

101
上記と同じです、コロナの為控えています。中止にもなっています。※この一年間は特に自粛しています。
我慢しています。当たり前のことを聞かないでください、腹立たしいです。 野母崎地区 50～54歳 男性

102 病気のため。 野母崎地区 70歳以上 女性
103 コロナで外出抑制中。 三和地区 60～64歳 女性
104 コロナ。 三和地区 70歳以上 男性
105 持病の為。 三和地区 70歳以上 女性
106 コロナの為。 三重地区 35～39歳 男性
107 機会がない。 三重地区 60～64歳 女性
108 足が悪いので人につれて行ってもらわないと行けない。 三重地区 65～69歳 女性



「問38-1　この1年間に鑑賞を除いて、芸術文化活動を行っていない理由」のその他自由記述
No. 内容 居住地区 年齢 性別
109 たまたま昨年は行ってない。 三重地区 70歳以上 女性
110 コロナでいけない。 三重地区 70歳以上 女性
111 入院しているため。 三重地区 70歳以上 女性
112 コロナ感染予防のため。 外海地区 40～44歳 女性
113 コロナで外出できなかった。 外海地区 60～64歳 女性
114 身近にそうゆう移設が無い。 琴海地区 35～39歳 男性
115 体が不自由なため。 琴海地区 65～69歳 女性
116 農業をしている時が楽しい。 琴海地区 70歳以上 男性
117 主人の病気治療中で出掛けにくい。 琴海地区 70歳以上 女性
118 チャンスがない。 不明 不明 不明



「問39　現在行っている又は行いたいと思う芸術文化活動」のその他自由記述
No. 内容 居住地区 年齢 性別
1 映画。 中央東部地区 70歳以上 男性
2 囲碁。 中央東部地区 70歳以上 男性
3 （陶芸）（俳句）。 中央東部地区 70歳以上 女性
4 ピアノ。 中央西部地区 60～64歳 女性
5 書道。 中央西部地区 65～69歳 男性
6 茶道。 中央西部地区 70歳以上 女性
7 書道。 中央南部地区 35～39歳 女性
8 文庫本。 中央南部地区 60～64歳 男性
9 絵てがみ。 中央南部地区 65～69歳 女性
10 長崎学研究。 中央南部地区 70歳以上 男性
11 コーラス。 中央北部地区 45～49歳 女性
12 太鼓。 中央北部地区 55～59歳 男性
13 ピアノ。 中央北部地区 60～64歳 女性
14 合唱。 中央北部地区 65～69歳 女性
15 社会科学勉強会。 中央北部地区 70歳以上 女性
16 コンサート。 中央北部地区 70歳以上 女性
17 市民会館で月１回の俳句の会。 中央北部地区 70歳以上 女性
18 民謡（唄）(三味線）。 小ヶ倉地区 70歳以上 女性
19 伝統工芸。 小榊地区 55～59歳 女性
20 手話、英会話。 西浦上地区 60～64歳 女性
21 ピアノ。 西浦上地区 65～69歳 女性
22 テレビ。 西浦上地区 70歳以上 男性
23 簡単な学習、ドリル等。 西浦上地区 70歳以上 女性
24 バンド。 滑石地区 30～34歳 女性
25 ギター。 滑石地区 50～54歳 女性
26 吟詠。 滑石地区 70歳以上 女性
27 語学。 福田地区 30～34歳 男性
28 釣り。 福田地区 65～69歳 男性
29 書道展～おもしろい。又は興味を促すような発表展。 福田地区 70歳以上 男性
30 おゆうぎ会。 日見地区 25～29歳 女性
31 ギター。 東長崎地区 30～34歳 女性
32 書道。 東長崎地区 35～39歳 女性
33 しの笛。 土井首地区 60～64歳 女性
34 ウクレレ。 高島地区 70歳以上 男性
35 動画作成。 三和地区 65～69歳 男性
36 ライブ。 三重地区 25～29歳 女性
37 手芸、洋裁。 三重地区 60～64歳 女性
38 将棋。 三重地区 70歳以上 男性
39 スポーツ観戦はする。 三重地区 70歳以上 男性
40 ビーズ等での小物作り。 三重地区 70歳以上 女性



「問39-1　ホールや公民館等以外の場所で芸術文化活動に関する練習を行う場合、どんな設備が必要ですか」のその他自由記述
No. 問39の回答 内容 居住地区 年齢 性別
1 写真 将棋。 中央南部地区 70歳以上 男性

2 吹奏楽、写真、伝統芸能 託児。 西浦上地区 40～44歳 女性
3 生活文化 机。 中央北部地区 65～69歳 女性

4 生活文化 場所。 東長崎地区 65～69歳 女性

5 その他音楽 駐車場。 中央南部地区 50～54歳 男性
6 その他音楽、写真、生活文化 洗い場・キッチン。 中央北部地区 60～64歳 男性
7 美術 場所。 中央西部地区 70歳以上 女性

8 美術、写真 広く汚れてもいい部屋。 西浦上地区 40～44歳 女性
9 文学、生活文化 炉。 滑石地区 50～54歳 女性

10 メディア芸術、芸能、生活文化 冷暖房、障害者トイレ（赤ちゃん用ではないベット付き）。 滑石地区 40～44歳 女性



「問41-1 どんなことに注意していますか」のその他自由記述
No. 内容 居住地区 年齢 性別

1 はじめから断る。話を聞かない。 中央東部地区 55～59歳 女性

2 固定電話で留守電にて対応。 中央東部地区 70歳以上 女性

3 留守電しておき、知らない番号は出ない。 中央西部地区 65～69歳 女性

4 電話をかけて相手の名前を言わない時。 中央西部地区 65～69歳 女性

5 契約購入等しない。 中央西部地区 70歳以上 女性

6 非通知、0120、070発信などの電話に出ない。 中央北部地区 50～54歳 男性

7 電話があっても断る。 中央北部地区 65～69歳 女性

8 もうかる様な話自体がおかしい。 中央北部地区 70歳以上 男性

9 買い物は自分で見て、その店に行って自分できめる。 中央北部地区 70歳以上 女性

10 知らない電話は取らない。 西浦上地区 20～24歳 男性

11 すぐに行動せず、じっくり①～⑥を考え、すすめる人の名前、所属をしっかりたずねる。西浦上地区 70歳以上 女性

12 携帯電話の非通知の番号には出ない。 西浦上地区 70歳以上 女性

13 内容を理解するまで聞く。 茂木地区 35～39歳 女性

14 人を簡単に信じないようにしている。 茂木地区 40～44歳 男性

15 フィシングメール。 高島地区 25～29歳 男性

16 消費者センターに相談する電話番号登録スミ。 三和地区 60～64歳 女性

17 ネットで調べる。 三和地区 65～69歳 男性

18 電話は常に留守電！！かかった番号確認できる。 外海地区 60～64歳 女性



「問42-1　消費者センターを知ったきっかけは何ですか」その他自由記述
No. 問42の回答 内容 居住地区 年齢 性別

1 業務内容・場所などを知っている 行った事がある。 中央東部地区 45～49歳 女性

2 業務内容・場所などを知っている 常識。 中央東部地区 55～59歳 男性

3 業務内容・場所などを知っている 近所だから。 中央東部地区 55～59歳 女性

4 業務内容・場所などを知っている よくメルカには行くので知っている。 中央東部地区 55～59歳 女性

5 業務内容・場所などを知っている 仕事の関係で。 中央東部地区 70歳以上 男性

6 業務内容・場所などを知っている 民生員活動中に利用しました。 中央東部地区 70歳以上 女性

7 業務内容・場所などを知っている 呼び出された事がある。 中央西部地区 55～59歳 男性

8 業務内容・場所などを知っている メルカに行った時。 中央南部地区 55～59歳 女性

9 業務内容・場所などを知っている 病院。 中央南部地区 70歳以上 女性

10 業務内容・場所などを知っている 築町勤務していた。 中央南部地区 70歳以上 女性

11 業務内容・場所などを知っている 利用した事がある。 中央北部地区 60～64歳 女性

12 業務内容・場所などを知っている パスポート。 小ヶ倉地区 50～54歳 男性

13 業務内容・場所などを知っている メルカの店の人。 小榊地区 70歳以上 女性

14 業務内容・場所などを知っている 学校の教育。 西浦上地区 18～19歳 男性

15 業務内容・場所などを知っている 会社づたい。 西浦上地区 20～24歳 男性

16 業務内容・場所などを知っている メルカ築町を利用した際。 西浦上地区 35～39歳 女性

17 業務内容・場所などを知っている 地元。 西浦上地区 40～44歳 男性

18 業務内容・場所などを知っている 仕事で。 西浦上地区 45～49歳 女性

19 業務内容・場所などを知っている 仕事関連。 西浦上地区 65～69歳 女性

20 業務内容・場所などを知っている 市役所に用事があって。 西浦上地区 70歳以上 女性

21 業務内容・場所などを知っている 孫のピアノ発表会。 滑石地区 70歳以上 女性

22 業務内容・場所などを知っている パスポートの件。 滑石地区 70歳以上 女性

23 業務内容・場所などを知っている 通学路だった。 福田地区 20～24歳 女性

24 業務内容・場所などを知っている トラブル時に調べたため。 福田地区 55～59歳 男性

25 業務内容・場所などを知っている メルカつきまちで見かけた。 福田地区 60～64歳 女性

26 業務内容・場所などを知っている ハローワークに行った時に。 茂木地区 60～64歳 男性

27 業務内容・場所などを知っている 参加したことが、きっかけで。 茂木地区 70歳以上 男性

28 業務内容・場所などを知っている パスポート作成。 東長崎地区 25～29歳 女性



29 業務内容・場所などを知っている パスポートを作りに行った時。 伊王島地区 65～69歳 女性

30 業務内容・場所などを知っている 実際に被害あり。 三和地区 60～64歳 女性

31 名前だけ知っている 職場。 中央東部地区 35～39歳 女性

32 名前だけ知っている メルカで見た。 中央東部地区 60～64歳 男性

33 名前だけ知っている 近くに行ったことがある。 中央東部地区 70歳以上 女性

34 名前だけ知っている メルカつきまちに行ったので。 中央西部地区 30～34歳 女性

35 名前だけ知っている メルカ築町に行ったときに見た。 中央西部地区 70歳以上 女性

36 名前だけ知っている メルカ築町の案内板。 中央南部地区 50～54歳 男性

37 名前だけ知っている 実際にトラブルがあり利用したことがある。 中央南部地区 50～54歳 男性

38 名前だけ知っている メルカ築町に行った時。 中央南部地区 65～69歳 女性

39 名前だけ知っている 証明書を取りに行ったとき。 中央北部地区 30～34歳 男性

40 名前だけ知っている 通りかかった。 中央北部地区 45～49歳 女性

41 名前だけ知っている 小、中の学習時。 小ヶ倉地区 20～24歳 女性

42 名前だけ知っている 消費者センターは市にはあるものだと思っている。 小榊地区 40～44歳 女性

43 名前だけ知っている なんとなく名前だけ知っている。 西浦上地区 35～39歳 女性

44 名前だけ知っている 10代の頃、福岡で知ったので名前にあるという事は知っている。 西浦上地区 40～44歳 女性

45 名前だけ知っている 覚えてない。 西浦上地区 50～54歳 女性

46 名前だけ知っている 別件でその近くに行った。 西浦上地区 65～69歳 男性

47 名前だけ知っている メルカ築町でみた。 滑石地区 20～24歳 女性

48 名前だけ知っている 何となく。 滑石地区 55～59歳 女性

49 名前だけ知っている たまたま近くを通ってしった。 茂木地区 70歳以上 女性

50 名前だけ知っている 職場が近い。 式見地区 30～34歳 男性

51 名前だけ知っている 近くを通ったので。 日見地区 25～29歳 女性

52 名前だけ知っている 学校の授業。 東長崎地区 18～19歳 女性

53 名前だけ知っている 通りかかったから。 東長崎地区 40～44歳 女性

54 名前だけ知っている メルかつきまちに行った時。 土井首地区 45～49歳 女性

55 名前だけ知っている かんばん。 野母崎地区 30～34歳 男性

56 名前だけ知っている よく覚えていません。 三和地区 35～39歳 女性

57 名前だけ知っている ハローワーク。 外海地区 25～29歳 男性



「問43-1　長崎市役所コールセンター（あじさいコール）を知ったきっかけ」のその他自由記述
No. 内容 居住地区 年齢 性別

1 友人から聞いた。 中央東部地区 45～49歳 女性

2 常識。 中央東部地区 55～59歳 男性

3 仕事の関係で。 中央東部地区 70歳以上 男性

4 なんとなく名前だけ知っている。 中央西部地区 20～24歳 女性

5 職場で。 中央南部地区 50～54歳 男性

6 使用した事がある。 中央北部地区 50～54歳 女性

7 名前は聞いたことあったが電話番号とは思わなかった。 小榊地区 40～44歳 女性

8 災害。 西浦上地区 70歳以上 女性

9 仕事上。 福田地区 45～49歳 男性

10 職場。 東長崎地区 30～34歳 女性

11 家族・友人から聞いた。 東長崎地区 60～64歳 女性

12 子育てガイドブック（裏面）。 東長崎地区 65～69歳 女性



「問44　市役所からの情報を入手する手段」のその他自由記述
No. 内容 居住地区 年齢 性別

1 知らない。 中央東部地区 45～49歳 男性

2 新聞。 中央東部地区 55～59歳 男性

3 直接手紙で受けて居ります。 中央東部地区 65～69歳 女性

4 新聞。 中央東部地区 70歳以上 男性

5 友人。 中央東部地区 70歳以上 女性

6 入手してない。 中央西部地区 20～24歳 女性

7 必要な時はしらべる、色々な手段で。 中央西部地区 55～59歳 男性

8 なし。 中央西部地区 60～64歳 男性

9 テレビ・ネット。 中央南部地区 35～39歳 女性

10 局。 中央南部地区 70歳以上 女性

11 必要のない情報な為、入手していない。 中央北部地区 30～34歳 男性

12 ヤフーニュース。 中央北部地区 40～44歳 女性

13 知人から。 中央北部地区 55～59歳 女性

14 長崎新聞のLINE。 小ヶ倉地区 20～24歳 女性

15 家族。 小ヶ倉地区 20～24歳 女性

16 直接行く時。 西浦上地区 35～39歳 女性

17 無し。 滑石地区 55～59歳 男性

18 興味なし。 滑石地区 70歳以上 男性

19 仕事上。 福田地区 45～49歳 男性

20 新聞。 茂木地区 60～64歳 男性

21 わからない。 東長崎地区 20～24歳 男性

22 ＬＩＮＥ。 東長崎地区 45～49歳 女性

23 口コミ。 東長崎地区 55～59歳 女性

24 なし。 土井首地区 40～44歳 女性

25 人づて。 三重地区 25～29歳 女性



「問45-1　市役所からの情報発信に満足していない理由」のその他自由記述　
No. 問45の回答 5.欲しい情報： 内容（8.その他） 居住地区 年齢 性別

1 どちらかといえばそう思う
私のマンションは町内会にはいってないので（広報長崎は図
書館）でもらってます。

中央東部地区 70歳以上 女性

2 どちらかといえばそう思わない
NEWSはメディアを利用
して即座に対応してほ
しい。

問題化しているコロナを例に挙げると、防災行政無線を利用
した広報だけではダメ！！もっと市長はメディアを活用すべき
と思う。

中央西部地区 65～69歳 男性

3 どちらかといえばそう思わない コロナについての情 不明 35～39歳 女性

4 どちらかといえばそう思わない
新型コロナの詳しい情
報。

中央東部地区 70歳以上 男性

5 どちらかといえばそう思わない
例えば、コロナ発生状
況をタイムリーに。

中央北部地区 55～59歳 男性

6 どちらかといえばそう思わない
統計情報など、基礎
データ。

中央東部地区 60～64歳 男性

7 どちらかといえばそう思わない
広報ながさきの案内事
項で変更等が発生した
時の入手方法。

福田地区 70歳以上 男性

8 どちらかといえばそう思わない 新しい情報がわかりにくい。 不明 65～69歳 女性
9 どちらかといえばそう思わない 防災無線が聞こえにくい。ネットもわかりずらい。 中央東部地区 50～54歳 女性
10 どちらかといえばそう思わない 情報の対応が遅い。 中央東部地区 65～69歳 男性
11 どちらかといえばそう思わない 役所本位の情報発信が時々ある。 中央西部地区 65～69歳 男性

12 どちらかといえばそう思わない
防災無線が聞こえづらい。都度、長崎市のHPへアクセスし、
内容を確認している。

中央北部地区 25～29歳 女性

13 どちらかといえばそう思わない 欲しい情報の回答が明確に書いていないことが多い。 西浦上地区 50～54歳 女性
14 どちらかといえばそう思わない 町内放送のスピーカーの音が聞こえない。 西浦上地区 70歳以上 男性
15 どちらかといえばそう思わない 情報を他で見たり聞いたりすることがないので…。 滑石地区 40～44歳 女性
16 どちらかといえばそう思わない 市役所の防災無線が全くわからんない。 東長崎地区 60～64歳 女性
17 どちらかといえばそう思わない ホームページがみにくい。分かりずらい。 土井首地区 45～49歳 女性
18 そう思わない 空き家対策 西浦上地区 60～64歳 男性
19 そう思わない 新しい歴史の発見な 琴海地区 40～44歳 女性
20 そう思わない コロナ関連。 茂木地区 35～39歳 女性

21 そう思わない
コロナ関連の支援策
や、地域情報、防災情
報など。

中央南部地区 50～54歳 男性

22 そう思わない 市が積極的に情報発信していると思えない。 中央西部地区 30～34歳 女性
23 そう思わない 自治会に入ってないため広報紙が配られない。 中央西部地区 45～49歳 男性
24 そう思わない 防災無線は意味がない必要なとき聞こえない。 中央西部地区 55～59歳 男性

25 そう思わない
緊急事態などのアナウンスが聞こえない。何を言っているの
かわかりません。

中央西部地区 70歳以上 女性

26 そう思わない 市役所の情報に日々アンテナを張っているわけではない。 中央北部地区 35～39歳 男性

27 そう思わない
コロナの詳細な情報が全く伝わってこない。又、感染対策の
PR不足で職員の感染等危機感に欠ける。

小ヶ倉地区 65～69歳 男性

28 そう思わない 本人の興味不足。市役所職員の人材不足、市役所の努力不 東長崎地区 70歳以上 男性



「問45-1　市役所からの情報発信に満足していない理由」のその他自由記述　
No. 問45の回答 5.欲しい情報： 内容（8.その他） 居住地区 年齢 性別
29 そう思わない 広報がくるのがおそい。 東長崎地区 70歳以上 女性
30 そう思わない 遅い。 三和地区 45～49歳 男性
31 そう思わない 大体SNS見れば。 三重地区 25～29歳 女性


