
酒田市総合計画未来会議　東北公益文科大学版 参加者一人ひとりのキーワード

酒田の「いいの～」の中で

もっと伸ばしたいこと

酒田の「あんべわりの～」の中で

ぜひ解決したいこと

海や自然を活かして、他見の方々へアピール 交通機関の改善

食べ物がおいしいので全国に発信したい。
海がある港町なので、海や港を生かした産業振興

商店街を活性化

食べ物のおいしさを広めたい。 交通の便をもっと改善したい。

酒田の「食文化」→おいしい「食」という魅力をさらに高めて、食を通
じた人の交流を発展させることで酒田という市が盛り上げるのでは。

公共交通機関の見直し→車移動を前提そした感じが否めなく、若者
には少々不便。若者離れの原因になりかねない要因のひとつでは。

酒田のきれいな景色と名所を活かしたい。
若い人が集まるような場、楽しめるような場を中心にできるようにした
い。

自然豊かなものをもっと活かしたい。 色々なお店を建てられるようにしたい。

食べ物がおいしいのでもっとアピールしたい。 若者向けの遊び場（デパート・カフェ等）を増やしたい。

自然を活かしきれていないので、それを活かしたイベントなどがあると
良くなると思う。

駅前や中町などに若者が行くようなお店がないため、考えた方が良いと
思う。

酒田祭りなどのイベントをもっと大きく計画して、観光客を増やす。
（酒田ならではの出店を多く出すなど）

交通機関が弱すぎるので、交通の便を改良したい。そうすれば酒田外、
県外から人が来やすくなる。

おいしい料理があり続けてほしい。 遊ぶ場所・休める場所がほしい。

食料がたくさんある。地域の魅力を発信させる。 交通の便がよくない。時間帯変えたほうがいいと思う。

地域でのイベントが多いので、このまま継続していく。 交通機関を充実させる。

海、川、山などの自然を生かす為にそれに応じたイベントを多く開催し
たい。

インフラを整備するために、新幹線の開通、バスの高速周回を行いた
い。

食べ物がおいしい。→この魅力をもっと発信していくべき。 交通機関があまり発達していない。→整備の強化が必要。

環境資源を伸ばしたい。 交通を便利にしたい。

自然が豊かなので、海や山を使った観光地をつくる。
お年寄りの運転が雑すぎるので、ルールを守れないのであれば免許を取
り上げる。

食べ物がおいしい 若者向けの店やイベント

美味しいものが多いことはもっとアピールすべきだと思う。
新幹線が通っていないのはとても不便であり、酒田に住みたいと思えな
い要因であるとも考えられるため早急になんとかすべきだと思う。

飲食店（ラーメン・ご飯）をもっと広めておいしさを共有したい。 若者が遊んだり買い物ができるような施設を作る。（大学近辺中心）

酒田の伝統的な祭りや文化をユネスコの無形文化遺産に！ 若者向けの店が少ないため、駅周辺に大型商業施設の建設。

おいしい食べ物を売り出したい。 交通の便を良くしたい。

祭りや伝統文化をこれからも大切に 交通が不便なところを改善。

自然が豊か（田んぼ、山（鳥海山）、桜など）
・中心街に人が少ない。
・もっと店があれば人が集まる街になるはず！

知られていない名店がたくさんあると思うので、特集を雑誌やTvでとり
あげて多くの人に知ってもらう。

大学から出ているバスの本数を増やす。バスの運転手を増やし、古い使
われていないバスの再利用。

自然や建物のなどの昔からあるものを大切に
・名産品を全国的に
・食べ物を全国的に有名に

若者でも積極的に参加できるイベントをしたい。
・若者向け施設
・店の閉まる時間
・交通

伝統行事をこれから先ずっとやり続けたい。 酒田を走行する車の運転マナーを向上させたい。

海が近いため津波に対する防災意識はこれからも高め、広めていくべ
き。地震が少ないため油断しっている人も多いと思うので意識啓発が必
要。

高齢者が多いことと、若い人の運転が荒いということから交通ルールの
確認。

・祭り、花火大会を大規模なものに
・ラーメン屋さんを有名に
・桜の美しさを広める。

・大学付近の店を増やす。
・バスの時間を増やす。

おいしい物がたくさんあるので食のイベントをする。 町に活気がないので、若い人からお年寄りまで交流できる所をつくる。

自然・名物をもっとアピールしていきたい。 酒田に旅館やホテルを増やしたい。

もっと飛島をアピールしたい。 中心部を活気づけたい。
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酒田の「いいの～」の中で

もっと伸ばしたいこと

酒田の「あんべわりの～」の中で

ぜひ解決したいこと

・食べ物がうまい。
酒田市は食べ物の種類が多く、おいしいものばかりなので、他県の人に
伝え、酒田のグルメを味わってもらいたい。

・店が閉まるのが早い。
店が閉まるのが早く、若者には不向けの町になっており、若者向けの店
が少ないのも課題、そこを改善できれば良い市になると思う。

海や自然をもっと大切にしてのばしていきたい。 もっと街の活性化したい。楽しい街に。

名産品を増やしたい。そして「酒田市」を有名にしたい。 若者向けの施設をつくり、若者も来て住んで楽しい街にしたい。

食べ物や自然をもっと生かすべき。（食や自然を満喫するイベントを増
やすなど）

若年層も楽しめる町づくりをするべき。ショッピングセンターなどが高
齢者向けである。

空が広く星が見えるのを何かイベントにできないかと思う。 シャッターの閉じている店が多いのをもう少し改善したい。

食べ物や酒がおいしいので全国的に知ってもらう。ラーメンとか。
交通機関が不便すぎる。バスと電車の時間が合わないし、本数自体も少
なすぎて待ち時間が多すぎ。暇つぶしもできない。改善・見直しをして
ほしい。

地酒、魚、三元豚などの名産をもっとアピールして強みにしたい。 移動（交通の便）を良くする。また、改善する。

ラーメンがおいしいということをもっとアピールしたら良いと思う。
娯楽施設を増やしてほしい。遊ぶところがなさすぎて学生の立場からす
ると魅力があまりない。

酒田の歴史を県外へ伝え、知名度を残していきたい。 中心市街地に賑わいを

伝統文化を継承していきたい。 移動手段をもっと改善していきたい。

酒田のラーメン屋が他地域・県外に広く知れ渡ってほしい。 商店街の活気を取り戻すため、祭り・イベントを増やしてほしい。

食べ物をアピールする。 遊び場を充実させる。

歴史ある祭りなどをもっと大切にしたい。 風が強いのに風力発電が少ない。

ラーメンのおいしさを広める。理由：せっかくおいしいラーメン屋さん
がいくつもあるのに情報が広まっていないから。

娯楽施設を増やす。
パチンコ店やカラオケ店しかなく、遊ぶ場所が少なすぎる。

食へのおいしさとこだわり 交通マナー

きれいな海、山を全国にアピールしたい。 若者が集まりやすい街にしたい。

歴史的文化財を観光につなげて酒田を活発にしたい。 交通手段を増やしたい。

酒田のおいしいものをもっとアピールしたい。 誰でも楽しめる場所やショッピングモールなどを増やしたい。

風力発電をアピールしたい。町を豊かにしたい。 駅前をもっとにぎやかにしたい。

自然がきれいなので、山や海を利用して、地元の人々から観光客まで情
報を広げる。

駅前が悲しいのでにぎやかな居酒屋など増やしてほしい。

水産物を広めたい。 交通機関を増やし使いやすくしたい。

風力発電をもっと活発にしたい。 交通の便の増加。バス、電車

自然豊かなところをもっとアピールすべき。 交通機関の整備をしてほしい。

祭りをもっと盛り上げたい。 若者向けの店が少ない。

地域の人々をもっと優しい人が増やしていきたい。 遊べる場所が少ないので若者が遊べる場所を増やしたい。

海・山を利用して娯楽施設（アスレチック、自然、公園etc…）を増やし
たい。

公共交通機関を充足させて、危険運転（高齢者など）を減らしたい。

自然豊かで祭りも多い。 交通網の整備を徹底したい。

山や海など、酒田の美しい自然をもっとアピールしたい。それら自然の
良さを観光客だけでなく、市民にも身近に感じられるようになれば良
い。

中町の活気を取り戻したい。中心がさびしいと全体もさびしい。

食べ物が新鮮でおいしいので多くの人に食べてもらいたい。 市民の車の運転の荒さを改善したい。

新鮮な食材が豊富なところをもっとアピールしていきたい。 交通機関をより便利にしていきたい。

自然が豊かなので、自然を生かした観光を展開したい。
交通の便が悪いので、車がなくても生活できるところにしたい。（バス
や電車など）

酒田のまちづくりをもっと行いたい。 バスを増やしたい。

自然豊かな所をもっとPRしたい。 交通機関の改善をしたい。
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飛島の観光業をのばしたい。 車の運転が荒いこと。

ラーメンをはじめ食べ物がおいしい！食の街としての酒田を広めたい。
車がないとどこへ行くにも不便。公共交通機関をもっと充実してほし
い。

自然が豊かで食べ物がおいしい！←もっとアピールしてほしい。 もっと若者向けの場を作ってほしい！←住んで良かったと思いたい！

自然がきれいな酒田をもっときれいにしたい！
例：浜辺のクリーンアップ運動、植林ボランティアetc…

交通が不便な酒田をもっと移動がしやすくなるよう交通機関を充実させ
たい。
例：署名活動などでバスや電車の本数を増やしたり

酒田の観光名所を県外・国外にもっと発信していきたい。 中心市街地に人の流れを戻して活性化させていきたい。

歴史・伝統・食文化をもっと全国の人に発信していきたい。 駅前を中心にもっと活気をつけていきたい。

酒田の自然と歴史の文化をこれから先も受け継いでいき
たい。

酒田の中心部から働くところ、遊ぶところ、食事するところを増や
していきたい。

景観が良いので、多くの人に見てもらいたい。 酒田の情報をもっと発信してほしい。

景色がいいところをより観光地化したい。 商業施設を一つの場所にまとめたい。（コンパクトシティ化）

酒田にもたくさんおいしい物があるので、全面的に出してPRしたら良い
と思った。

町全体がさみしいので、シャッター街の所をどうにか工夫して昔の栄え
ていた町に、そして若者が集うような町にしたら良いのではと思った。

海水浴場を観光スポットにしたい。←街の中心部・機能を海岸に集中さ
せる。

・道交法について市民・警察が今一度見直すべき。
（一時停止位置、車両の大きさと責任割合、右左折と直進の優先、人命
の重さ、どこを見て運転するか）
・街の形をまっすぐにしたい。

おいしい食べ物をもっと宣伝したい。 若い人向けのお店を増やしたい。

観光スポットが多いのでもっと多くの人に知ってもらえるようにした
い。

交通マナーを改善。

海や平野、鳥海山という自然が多くあるので、それらをもっと全国にPR 交通機関の利便性の向上。

飛島を推進したい。 駅前を活発にしたい。

酒田のご飯がおいしいところを増やしていく。 若者に対しての遊べる場所を増やしていく。

食べ物をもっとおいしくする。 大きい店をつくり、若者を増やす。

食べ物（ラーメン・米・海鮮・三元豚など）をもっとPRしてみんなに食
べてもらう。

働くところを増やして地元に残る人を増やしたほうがいい。

伝統行事や美味しい物など酒田ならではのものをもっと多くの人に知っ
てほしい。

仕事・遊べる場所をもう少し増やし、市民が集う場所がほしい。

古くからの歴史を残したい。 働く場所が少ないので増やして人口減少を止めたい。

風力発電・小水力発電を広めてエネルギーの自立を目指す。
交通の利便性を上げるべき、電車・バスの本数を増やしていくべきだと
思う。

るんるんバスを増やしたい。るんるんバスが通る範囲を増やして、便利
に。←るんるんバス一律100円は良い。

道を舗装したい。酒田は高齢者の割合が高い。道を整備することでより
住みやすいまちに。←道があまり整備されていない。

東京など都会に比べ、建物が少なく、ギラギラしていないので星が見え
やすい。このまま大きな建物を増やさずに星が見えるままにしたい。
（星がきれいに見えることも観光資源の一つだから。）

バスの本数を増やしてほしい。車がない人にとっては不便で仕方がな
い。

おいしい食べ物がいっぱいあるので、もっと全国に広めていきたい。 運転が荒いので、もっと安全運転にしたい。

酒田のおいしい物を広めていきたい。 酒田市の昼夜関係なく、活気のある街にしたい。

企業を誘致したい。 交通の便を良くしたい。

ご飯がおいしいことを発信。 遊ぶところを増やしたい。

北前船などの文化をもっと全面に出したい。 バスの乗り場がわかりづらいのをどうにかしてほしい。

おいしい食べ物をもっと広めたい 交通機関の充実

自然に触る機会をより多く。 交通面をもっと便利に

自然豊かな所をもっと伸ばしていきたい。 交通手段が少ないので交通の便を良くしたい。

海を生かした季節を問わないイベントの開催。 せっかく学生がいるのだから、若者が集まれるような場所づくり
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食べ物や自然に魅力が多いのでそれを元にした観光プランをつくる。発
信していく。

市で経営するカフェのようなものをつくり、おすすめのスポットを
勧められるような環境をつくる。（駅前）←地元の人もくつろげる。観
光客も行きやすい。

キャンプ場をもっと増やしたい。 若者向けの店をもっと増やしたい。

食べ物がおいしいことをもっとアピールしてほしい。 交通の便が悪いところを改善してほしい。

おいしい食べ物をもっと知りたい。 バスの少なさをなんとかして

起業しようとしている人の支援、サポート もっとカフェを増やしたい。

祭りなどをもっと若者に知ってもらう。 カフェを増やしたい。

豊富にある自然やスポットの情報をもっと発信していくべき。
交通の便をもっと良くすれば人が動くようになり少しは活気がつきそ
う。

海・山など自然が豊かなのでもっと情報を発信していきたい。 若者が遊ぶ所が少ないのでもっと遊んだりする場所を増やしたい。

おいしい食べ物えっぺあってあんべいい。 買い物するどごねぐであんべわり。

歴史的名所をもっとアピールして、酒田を活発なまちにする。 交通の便を増やして便利にする。

スーパーやコンビニなどが多くて便利なので伸ばしてほしい。

娯楽施設が少ないのでもっと増やしてほしい。高齢者が多いから、とい
う理由で高齢者が住みやすい街づくりばかりしていると若者の居場所が
なくなり、結果、若い層の人口が市外や県外へ流れていってしまうと思
う。事実、みずほ通りにスターバックスコーヒーが出来てから若い人が
増えたような気がする。

食べ物が美味しいことをアピールする。 若者が遊べる使節をもっと増やす。

豊かな山や海などから採れるおいしい食材をもっと知ってもらいたい。
中町に活気が無い状態を様々なイベントなどで住民と一緒に盛り上がり
たい。

催し物を増やしたい。 交通手段を充実させたい。

海や山などの自然資源をさらに有効活用したい。 住民・観光客に向けてもっと情報を発信したい。

広大でいっぱいある空いた土地をもっと利用していきたい。土地を活か
して新しいものをつくりたい。

生活の利便性を良くしたい。

・ラーメン屋以外のおいしい食べ物屋を増やしたい。
・海に落ちているゴミを減らしてもっときれいにしたい。

・遊ぶ場所を増やしたい。
・町全体を盛んにしたい。
・バスの運行を増やしたい。
・観光客を増やすために、ショッピングモールなど建物を増やしたい。

酒田の魅力をもっと全国へ情報発信してもらいたい。 空き家問題を解決したい。

食の豊かさを県内から全国へアピール 駅を中心にそこから広がるように街を活気づけたい。

豊かな自然を観光スポットに！ 交通機関をもっと利用しやすく、わかりやすくしたい

空港をもっと推したい！ 若者を集客したい！

酒田市の観光をもっとアピールしたい。 交通機関をもっと便利にしたい。


