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「買い物」に関する住民アンケート単純集計
自治会

度数 ％
朝日が丘 82 4.8
岩神町１丁目 115 6.7
大手町1丁目 53 3.1
表町１丁目 303 17.8
国領町１丁目 253 14.8
城東町4丁目 275 16.1
高花台１丁目 241 14.1
鶴が谷町 384 22.5
合計 1706 100.0

性別 住居形態
度数 ％ 度数 ％

男性 269 15.8 一戸建て持家 1450 85.0
女性 1416 83.0 一戸建て借家 70 4.1
無回答 21 1.2 マンション持家 43 2.5
合計 1706 100.0 マンションアパート借家 70 4.1

寮・社宅 28 1.6
年齢 その他 36 2.1

度数 ％ 指定外回答 3 .2
10歳代 1 .1 無回答 6 .4
20歳代 19 1.1 合計 1706 100.0
30歳代 114 6.7
40歳代 216 12.7 家族構成
50歳代 383 22.5 度数 ％
60歳代 463 27.1 一人暮らし 310 18.2
70歳代 321 18.8 夫婦のみ 495 29.0
80歳以上 180 10.6 二世代 729 42.7
指定外回答 1 .1 三世代 107 6.3
無回答 8 .5 その他 48 2.8
合計 1706 100.0 指定外回答 7 .4

無回答 10 .6
居住年数 合計 1706 100.0

度数 ％
1年未満 26 1.5
1年～5年未満 138 8.1
5年～10年未満 139 8.1
10年～20年未満 258 15.1
20年以上 1134 66.5
無回答 11 .6
合計 1706 100.0
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買い物回数（週に） 頻繁に買う品物（回答３つ）
度数 ％ 度数 ％

ほぼ毎日 296 17.4 生鮮食品 1585 92.9
3～5回 782 45.8 弁当や惣菜 314 18.4
1～2回 570 33.4 その他食品 853 50.0
週に1回も行かない 47 2.8 日用品 1087 63.7
無回答 11 .6 化粧品 36 2.1
合計 1706 100.0 医薬品 81 4.7

本や雑誌 92 5.4
買物は誰と 嗜好品 153 9.0

度数 ％ 衣料品 185 10.8
ひとりで 1136 66.6 その他 24 1.4
夫婦 269 15.8 合計 1706 100.0
親 17 1.0
子ども 145 8.5 生鮮食品を買う場所（回答３つ）
友人 28 1.6 度数 ％
他者にお願い 18 1.1 個人商店 398 23.3
指定外回答 43 2.5 スーパー 1503 88.1
無回答 50 2.9 百貨店 281 16.5
合計 1706 100.0 大型センター 674 39.5

農産物直売所 635 37.2
買い物手段（回答２つ） コンビニ 142 8.3

度数 ％ インターネット 12 .7
徒歩 273 16.0 配達サービス 160 9.4
自転車 496 29.1 その他 44 2.6
路線バス 60 3.5 合計 1706 100.0
鉄道 5 .3
タクシー 18 1.1 買い物に不便を
自家用車 1231 72.2 度数 ％
家族に 191 11.2 感じる 955 56.0
その他 33 1.9 感じない 656 38.5
合計 1706 100.0 指定外回答 3 .2

無回答 92 5.4
合計 1706 100.0



3

近所になくて困っている店（回答２つ） 近くにあればよい店（回答２つ）
度数 ％ 度数 ％

生鮮食品 1024 60.0 個人商店 237 13.9
弁当や総菜 187 11.0 スーパー 1030 60.4
その他の食品 340 19.9 百貨店 123 7.2
日用品 526 30.8 大型センター 435 25.5
化粧品 32 1.9 農産物直売所 411 24.1
医薬品 112 6.6 コンビニ 385 22.6
本や雑誌 114 6.7 配達サービス 60 3.5
嗜好品 25 1.5 その他 48 2.8
衣料品 382 22.4 合計 1706 100.0
その他 132 7.7
合計 1706 100.0

撤退・閉店の影響 どのような影響
度数 ％ 度数 ％

影響があった 662 38.8 買い物先を変えざるを得ない 929 54.5
少しあった 530 31.1 買い物を誰かに頼む 47 2.8
まったくない 384 22.5 回数が減った 118 6.9
わからない 36 2.1 その他 77 4.5
その他 13 .8 非該当 32 1.9
指定外回答 19 1.1 無回答 503 29.5
無回答 62 3.6 合計 1706 100.0
合計 1706 100.0

変更先（回答２つ） 便利だと思う支援策（回答２つ）
度数 ％ 度数 ％

個人商店 103 6.0 注文と宅配 586 34.3
スーパー 626 36.7 公共施設持込み 360 21.1
百貨店 193 11.3 移動販売車 659 38.6
大型センター 571 33.5 市街地へ行く手段 482 28.3
農産物直売所 105 6.2 同行し荷物持ち 81 4.7
コンビニ 68 4.0 自宅配送 448 26.3
インターネット 33 1.9 シニアスクーター 6 .4
配達サービス 28 1.6 その他 99 5.8
その他 41 2.4 合計 1706 100.0
合計 1706 100.0
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まちなか催し物参加 参加するに重視すること（回答２つ）
度数 ％ 度数 ％

はい 436 25.6 知名度 128 7.5
いいえ 1211 71.0 内容 807 47.3
無回答 59 3.5 得られる知識 235 13.8
合計 1706 100.0 料金の有無 320 18.8

開催場所 359 21.0
催し物情報入手方法（回答２つ） 駐車場の有無 291 17.1

度数 ％ 曜日や時間帯 642 37.6
インターネット 164 9.6 まちなか情報 48 2.8
広報誌 919 53.9 その他 37 2.2
チラシ 626 36.7 合計 1706 100.0
ポスター 77 4.5
くちコミ 212 12.4 参加のついでにしたいこと（回答２つ）
新聞 535 31.4 度数 ％
ラジオ 52 3.0 買い物 1148 67.3
テレビ 100 5.9 飲食 731 42.8
パンフ情報誌 288 16.9 まちなか散策 323 18.9
その他 29 1.7 銀行 136 8.0
合計 1706 100.0 公共サービス 139 8.1

その他 73 4.3
参加したい催し物（回答２つ） 合計 1706 100.0

度数 ％
趣味 249 14.6
生活関連知識 411 24.1
専門知識技術 247 14.5
体験型 152 8.9
文化的 616 36.1
健康 529 31.0
その他 64 3.8
特になし 387 22.7
合計 1706 100.0
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自治会 性別 年齢 不便さ
岩神町 女性 70歳代 お店が近くにあると良い。特に重いものを持ち運ぶとき。
岩神町 男性 50歳代 サティが撤退してしまった
岩神町 女性 60歳代 その通り。近所にお店が無い。交通の便が悪い
岩神町 女性 40歳代 ヨーカ堂、サティの閉店で日用品は特に不便。
岩神町 女性 70歳代 家の近に店が一軒もない
岩神町 女性 70歳代 近くにお店がない
岩神町 女性 20歳代 近くにお店がないから
岩神町 男性 50歳代 近くにコンビニがない
岩神町 男性 80歳以上 近くに店がない
岩神町 女性 70歳代 近くに販売店がない。交通の便が悪い
岩神町 女性 30歳代 近所にお店がない
岩神町 男性 50歳代 近所にお店がない
岩神町 女性 30歳代 近所にお店がない。
岩神町 男性 50歳代 近所にお店が無い
岩神町 男性 60歳代 近所にお店が無い
岩神町 女性 70歳代 近所にお店が無い
岩神町 女性 70歳代 近所にお店が無い
岩神町 女性 70歳代 近所にお店が無い
岩神町 女性 70歳代 近所にお店が無い
岩神町 女性 70歳代 近所にお店が無い
岩神町 女性 70歳代 近所にお店が無い
岩神町 女性 80歳以上 近所にお店が無い
岩神町 女性 80歳以上 近所にお店が無い
岩神町 男性 80歳以上 近所にお店が無い
岩神町 女性 50歳代 近所にお店が無い、交通の便が悪い
岩神町 男性 60歳代 近所にお店が無い、交通の便が悪い
岩神町 女性 50歳代 近所にお店が無い。
岩神町 男性 60歳代 近所にお店が無い。交通の便が悪い
岩神町 男性 70歳代 近所にお店が無い。交通の便が悪い
岩神町 女性 70歳代 近所にお店が無い。交通の便が悪い
岩神町 女性 80歳以上 近所にお店が無い。交通の便が悪い
岩神町 男性 80歳以上 近所にお店が無い。交通の便が悪い
岩神町 女性 80歳以上 近所にお店が無い。交通の便が悪い
岩神町 女性 70歳代 近所にお店が無い。自転車でチョット行ける所が欲しい。
岩神町 男性 30歳代 近所にコンビニがない
岩神町 男性 50歳代 近所にスーパーが無い
岩神町 女性 60歳代 近所にスーパーや雑貨屋がない。百貨店は洋服が高い、又品物が少量パックが

少ない。
岩神町 男性 50歳代 近所にスーパー等がない
岩神町 女性 60歳代 近所にない
岩神町 女性 60歳代 近所にない
岩神町 女性 70歳代 近所に商店が無い
岩神町 男性 50歳代 近所に店がない
岩神町 男性 50歳代 近所に店がない
岩神町 男性 80歳以上 近所に店がない
岩神町 男性 40歳代 近所に店がない。
岩神町 女性 70歳代 近所に店がナイ。遠くの店に行かなくてはならないので自転車ではムリです。
岩神町 男性 50歳代 近所に店が無い、あっても夜やっていない
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岩神町 男性 40歳代 近場にお店がない。
岩神町 女性 60歳代 近隣のお店がほとんど閉店し、スーパーが遠い
岩神町 男性 50歳代 限られたスーパーしかない。他は遠い
岩神町 女性 50歳代 商店街が無いため、個人商店で買い物ができない
岩神町 男性 50歳代 少しスーパーマーケットが遠い。近所に店が無い
岩神町 女性 50歳代 体が悪くて車に乗れなかったらものすごい不便。遠くまで行かなければなら

なくなった。近所にお店が無い。交通の便が悪い
岩神町 男性 50歳代 店がない
岩神町 女性 60歳代 徒歩か自転車で行ける店が無い
岩神町 女性 50歳代 徒歩で買い物に行ける場所が無く、とても不便
岩神町 女性 40歳代 徒歩圏内に店が少ない
岩神町 女性 50歳代 年老いてくると、なかなか、自転車すら乗れなくなる。個人店は、値段が高

いのでスーパー（格安の）があればよいと思います。
岩神町 女性 40歳代 買いたい物が近くにない
岩神町 女性 40歳代 買い忘れ時にすぐ行ける距離に店が無い
岩神町 女性 60歳代 歩いて、買った物が持って帰れる距離でない
岩神町 女性 30歳代 歩いて行ける場所に欲しい
岩神町 男性 50歳代 例と同
岩神町 女性 80歳以上 例と同じです
高花台 女性 70歳代 １ケ所で買物ができない。
高花台 女性 80歳以上 お店が無いことと交通の便が悪い
高花台 女性 60歳代 コンビニはあるけれど種類が少ない
高花台 女性 60歳代 スーパーが近くにない
高花台 女性 60歳代 スーパが遠い。
高花台 女性 50歳代 ちょっと足りないものが買いたいときにも自家用車を使用しなくてはならな

い。
高花台 女性 60歳代 衣料、寝具用品を買う店がない
高花台 女性 50歳代 下記例の通り
高花台 女性 60歳代 急な来客時等、近所にお店がない。
高花台 女性 20歳代 近くにお店がない
高花台 女性 60歳代 近くにお店がない
高花台 女性 70歳代 近くにお店がなく交通の便も悪い。
高花台 女性 60歳代 近くにお店が無く、坂なので車でしか行けない
高花台 女性 50歳代 近くにお店無い
高花台 男性 40歳代 近くにスーパーがない
高花台 女性 60歳代 近くにスーパーがない
高花台 女性 40歳代 近くにスーパーみたいな店がない
高花台 女性 70歳代 近くに直売所があれば良い
高花台 女性 70歳代 近くに店が少ない
高花台 女性 40歳代 近所にお店がない
高花台 女性 50歳代 近所にお店がない
高花台 女性 60歳代 近所にお店がない
高花台 女性 60歳代 近所にお店がない
高花台 女性 70歳代 近所にお店がない
高花台 女性 60歳代 近所にお店がない。
高花台 女性 60歳代 近所にお店がないし、必要な品物が１ヶ所にない
高花台 女性 60歳代 近所にお店がない交通の便も悪い。コンビニもない
高花台 女性 50歳代 近所にお店が無い
高花台 女性 60歳代 近所にお店が無い
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高花台 女性 60歳代 近所にお店が無い
高花台 女性 60歳代 近所にお店が無い
高花台 男性 60歳代 近所にお店が無い
高花台 女性 60歳代 近所にお店が無い
高花台 女性 60歳代 近所にお店が無い
高花台 女性 70歳代 近所にお店が無い
高花台 男性 70歳代 近所にお店が無い
高花台 女性 70歳代 近所にお店が無い
高花台 女性 70歳代 近所にお店が無い
高花台 女性 70歳代 近所にお店が無い
高花台 女性 70歳代 近所にお店が無い
高花台 女性 70歳代 近所にお店が無い
高花台 女性 80歳以上 近所にお店が無い
高花台 女性 80歳以上 近所にお店が無い
高花台 女性 80歳以上 近所にお店が無い
高花台 無回答 80歳以上 近所にお店が無い
高花台 女性 60歳代 近所にお店が無い．
高花台 女性 70歳代 近所にお店が無い。交通の便が悪い
高花台 女性 70歳代 近所にお店が無い。交通の便が悪い
高花台 女性 50歳代 近所にお店が無い。車にのれない為
高花台 女性 60歳代 近所にお店もコンビニがない。
高花台 女性 40歳代 近所にスーパーがあれば良い
高花台 女性 60歳代 近所にスーパーがない。交通の便、バス代が高い。
高花台 女性 60歳代 近所にスーパーが無い
高花台 女性 60歳代 近所にスーパーマーケットがない。個人商店は品物が少ない。
高花台 女性 60歳代 近所に御店が無い。交通の便が悪い。
高花台 女性 60歳代 近所に店〈生鮮食料品の〉がないので車がないと買物が出来ない。
高花台 女性 60歳代 近所に店がない、交通の便が悪い
高花台 女性 60歳代 近所に店がない。
高花台 女性 50歳代 近所に店がない。品揃えが少ない。ｅｔｃ
高花台 男性 70歳代 近所に店が無い（スーパー）
高花台 男性 60歳代 近所に歩いて行ける店がない。
高花台 女性 50歳代 近所のお店が無い
高花台 女性 60歳代 近所のスーパーが閉店したので歩いて行ける場所にない
高花台 女性 60歳代 近所のスーパーが閉店となった
高花台 女性 60歳代 近場にお店が無いこと。
高花台 女性 50歳代 近隣のスーパーが撤退したため。野菜ひとつ買うために車で行かなければなら

ない。団地内に産直が欲しい。
高花台 女性 60歳代 現在はないが車の運転が出来なくなると困る．
高花台 女性 60歳代 交通の便が悪い
高花台 女性 70歳代 交通の便が悪い
高花台 男性 80歳以上 交通の便が悪い
高花台 女性 70歳代 行きたい店が遠い
高花台 女性 60歳代 今のところ自家用車で行けますが年令を重ねるごとに不安を感じます。
高花台 女性 60歳代 今は感じていないが将来、年をとった時が心配。近所にお店が無い、交通の

便が悪い
高花台 女性 50歳代 時沢（とりせんフレッセイ）まで行くのに徒歩で３０分位、急ぎでなければ

良いが急ぎの時や体調が悪い時はこまる．
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高花台 女性 50歳代 自家用車で行く以外ないので、現年令ではあまり不便ではないが、５年、１
０年後はどうなるか、不安である。

高花台 女性 60歳代 自家用車に乗っていかなければ買物ができない
高花台 女性 60歳代 自動車に乗れなくなった時どうなるのか不安
高花台 女性 70歳代 自動車の運転が出来るうちは良いのですが近所にスーパーがない。
高花台 男性 40歳代 車がないと買い物にいけない
高花台 女性 80歳以上 車がないと買い物に行けない。バスでの買い物は帰りの荷物が重い。
高花台 女性 60歳代 車に頼らないと何処へも行けない。
高花台 女性 50歳代 車を利用しないと買物ができない。近くにない
高花台 男性 60歳代 少し遠い、歩いて買物ができればよい
高花台 女性 40歳代 数日分の買いだめになってしまう
高花台 女性 50歳代 体調が悪い時に車を運転していくのが大変
高花台 女性 50歳代 大部分は車で出掛けて買ってくるが、ちょっと足りない物がある時に不便さを

感じる。＝歩いていける所に店が無い！！
高花台 女性 70歳代 地域外の買物は帰りの荷が重い。近所にお店が無い。交通の便が悪い
高花台 男性 60歳代 町内に店舗なし
高花台 女性 80歳以上 店がない。あっても品物が少ない。
高花台 女性 70歳代 店が少ない。交通の便が悪い
高花台 女性 60歳代 店の数がきわめて少い
高花台 女性 40歳代 徒歩で行ければベスト
高花台 女性 40歳代 徒歩で買いものに行ける所にスーパー等の店がない．
高花台 女性 40歳代 買い忘れた物や、ちょっと足りない品をすぐに欲しい時に近くにスーパーがな

く不便。
高花台 女性 60歳代 買える店がない
高花台 女性 60歳代 歩いて行けるお店がない。
高花台 女性 60歳代 歩いて行ける距離にお店がない。
高花台 女性 60歳代 歩いて行ける所が望しい。
高花台 女性 70歳代 歩いて行ける所にお店がない
高花台 女性 60歳代 歩いて行ける場所にお店が無い。
高花台 女性 70歳代 歩いて行ける場所に無い
高花台 女性 60歳代 歩いて行ける範囲にスーパーマーケットがない
高花台 女性 60歳代 歩いて行ける範囲にスーパーマーケットがない事
高花台 女性 50歳代 例）に同じ
高花台 女性 70歳代 例の通り
国領町 女性 60歳代 １ケ所で買い物が済まない
国領町 女性 60歳代 コンビニポスト
国領町 女性 60歳代 サティ。イトーヨーカ堂が同時になくなってしまい千代田町だけになってし

まった事。自転車に乗せられる物はかぎられてくる
国領町 女性 40歳代 サティー・ヨーカドーが無くなって、１ケ所で買い物が出来なくて困る。
国領町 女性 60歳代 サティがなくなったので…
国領町 女性 80歳以上 サティがなくなったので八百幸かクラシードに。近所にお店が無い
国領町 女性 40歳代 サティが閉店したため、雑貨を買うお店が近所になくなった
国領町 女性 40歳代 サティは近くだったので、本当にいろんな商品を扱っていただけに不便です。

あとバスで駅まで行っても、ヨーカドーや生鮮市場がなくなったので、結局自
転車で街中へ・・・・雨天の際は徒歩となり、不便。

国領町 女性 40歳代 サティやイトーヨーカ堂が閉店してとても不便になった。
国領町 女性 40歳代 サティやヨーカ堂のような大型スーパーが閉店してしまったため
国領町 女性 40歳代 サティ前橋店が撤退した為、急に必要な学用品や食料品を買いに行くのに自

家用車プラス時間がかかるようになった。
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国領町 女性 70歳代 ショッピングセンターがあれば…
国領町 女性 60歳代 ショッピングセンターがなくなった事
国領町 女性 70歳代 スーパーがない
国領町 男性 60歳代 レジーのスピードかん
国領町 男性 60歳代 衣料品
国領町 女性 60歳代 衣料品（特に普段着、くつ下など）
国領町 女性 50歳代 衣料品が買えない。
国領町 女性 50歳代 衣料品店
国領町 女性 30歳代 衣類などのかいものが大型店までいかないとできない
国領町 女性 30歳代 開店時間が遅い（１０時～１１時～がほとんど）
国領町 女性 30歳代 学用品が買えない
国領町 女性 50歳代 気軽にすぐ買いに行ける店がない
国領町 女性 70歳代 近くにスーパーがない
国領町 女性 40歳代 近くにスーパーなどがない
国領町 女性 70歳代 近くに個人のお店が欲しい
国領町 女性 60歳代 近くに店なし
国領町 男性 60歳代 近くのスーパーが無くなった
国領町 女性 40歳代 近所にあった店が閉店したため
国領町 女性 40歳代 近所にお店がない
国領町 女性 40歳代 近所にお店がない
国領町 女性 50歳代 近所にお店がない
国領町 女性 70歳代 近所にお店がない
国領町 女性 80歳以上 近所にお店がない
国領町 女性 60歳代 近所にお店がない。
国領町 女性 70歳代 近所にお店がない。
国領町 女性 30歳代 近所にお店がない。早くサティの跡地に同様のお店が入って欲しい。
国領町 女性 80歳以上 近所にお店がない事は、大変不便
国領町 女性 70歳代 近所にお店が無（サティーがなくなったため）
国領町 男性 30歳代 近所にお店が無い
国領町 男性 50歳代 近所にお店が無い
国領町 女性 50歳代 近所にお店が無い
国領町 女性 60歳代 近所にお店が無い
国領町 男性 60歳代 近所にお店が無い
国領町 女性 60歳代 近所にお店が無い
国領町 女性 70歳代 近所にお店が無い
国領町 女性 70歳代 近所にお店が無い
国領町 女性 70歳代 近所にお店が無い
国領町 男性 70歳代 近所にお店が無い
国領町 女性 70歳代 近所にお店が無い
国領町 女性 70歳代 近所にお店が無い
国領町 女性 70歳代 近所にお店が無い
国領町 女性 70歳代 近所にお店が無い
国領町 女性 70歳代 近所にお店が無い
国領町 女性 70歳代 近所にお店が無い
国領町 男性 80歳以上 近所にお店が無い
国領町 女性 80歳以上 近所にお店が無い
国領町 女性 80歳以上 近所にお店が無い
国領町 男性 80歳以上 近所にお店が無い
国領町 女性 80歳以上 近所にお店が無い
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国領町 男性 80歳以上 近所にお店が無い
国領町 女性 60歳代 近所にお店が無い（個人商店）
国領町 男性 70歳代 近所にお店が無い、交通の便が悪い
国領町 女性 40歳代 近所にお店が無い．
国領町 女性 50歳代 近所にお店が無い。
国領町 女性 60歳代 近所にお店が無い。交通の便が悪い
国領町 女性 80歳以上 近所にお店が無い。交通の便が悪い
国領町 女性 80歳以上 近所にお店が無い。交通の便が悪い
国領町 男性 60歳代 近所にスーパーマーケットが無い。遠くまで車で行くので
国領町 男性 60歳代 近所にない
国領町 女性 50歳代 近所に大型店がなくなり、手頃な衣料品や雑貨などちょっとした小物を買う

所がない
国領町 女性 80歳以上 近所に店がない
国領町 男性 80歳以上 近所に店が少ない。小売店が閉店が多い
国領町 男性 60歳代 近所に店が無い
国領町 女性 30歳代 近所のサティが閉鎖になり不便になった。
国領町 女性 40歳代 近所の大型店舗が閉店して、食料品以外のものが不便になった。
国領町 女性 60歳代 個人商店がない
国領町 女性 70歳代 交通手段。近所にお店が無い
国領町 女性 60歳代 高い。遠くなった
国領町 女性 80歳以上 腰が悪いのでいたい時はどこにも行く事が出来ません。近所にお店が無い
国領町 女性 20歳代 子供と一緒なので、徒歩で行ける位の所にあったサティがなくなり、不便に思

う。ガソリン代などもばかにならないので、近くにあると良いのになと思
う。

国領町 女性 60歳代 自転車で行くので雨の日、風の強い日、徒歩では軽い品物しか買えない
国領町 女性 40歳代 車以外に、徒歩でもすぐに買い物できる店がない
国領町 女性 60歳代 重い荷物もち帰りに不便
国領町 女性 30歳代 食品・日用雑貨等が一ケ所で揃う大型店などがない（小さい子供がいるの

で）
国領町 女性 30歳代 食料品以外の買い物ができる店がやや遠い
国領町 女性 80歳以上 専問店がない（近所に衣・食）
国領町 女性 60歳代 専門店が少ない
国領町 男性 40歳代 前橋サティが無くなった
国領町 女性 80歳以上 足の筋力トレーニングを兼ねた生の直截欲，食の目的地（サティー前橋店）へ

の買い物が不可能になり脚力の減衰を招いた。
国領町 女性 60歳代 大型ショッピングが無い
国領町 女性 60歳代 大型ショッピングセンターが遠い。
国領町 女性 30歳代 大型ショッピングセンタがなくて不便
国領町 男性 70歳代 店が遠い
国領町 女性 50歳代 徒歩１０分内にスーパーがない。本屋や量販店がない。
国領町 男性 60歳代 徒歩で行く近い店がない
国領町 女性 30歳代 徒歩で行けるお店が少ない。
国領町 女性 70歳代 徒歩で行ける店が無くなった。もっと年令を重ねた場合どうしたらよいの

か。
国領町 男性 30歳代 徒歩圏にお店がない。
国領町 女性 60歳代 特に個人商店が次々と店閉をしているので不便
国領町 女性 80歳以上 年令的に。近所にお店が無い
国領町 無回答 70歳代 配達できない（大きなもの）品うす
国領町 女性 60歳代 百貨店が無い
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国領町 女性 60歳代 不足の品物が生じた時
国領町 女性 30歳代 歩いていけるサティがなくなったので。
国領町 女性 50歳代 歩ける距離にお店がない。デパートと、スーパーマーケットの中間の店が無

い。（アピタしか無い）
国領町 女性 50歳代 魅力的な品揃えの店が少ない。
国領町 女性 70歳代 娘に車でつれていってもらう
国領町 男性 60歳代 面倒
城東町 女性 30歳代 イトーヨーカドーやサティが無くなり下着類や日用品等買うのに、大変不便に

なった
城東町 男性 70歳代 お店が少ない。交通手段がない
城東町 女性 50歳代 スーパーマーケットに自転車で行くにしても少々、遠い。
城東町 女性 50歳代 スズラン以外ない
城東町 男性 40歳代 だいたい同じ店での買い物になってしまうため、商品が同じであきる。
城東町 女性 50歳代 ちょっと遠い。
城東町 女性 70歳代 リウマチのため
城東町 女性 60歳代 衣料品等の店が少ない（遠い）
城東町 女性 60歳代 何か１つ買い忘れた時、ちょっと小走りで行ける店がほしい。
城東町 男性 50歳代 近くにお店が無い
城東町 女性 50歳代 近くにスーパーマーケットがなく、ホームセンター等が遠いため
城東町 女性 80歳以上 近くに食料を扱う店が無く気軽に行けない
城東町 女性 80歳以上 近くに大型スーパーがない
城東町 女性 20歳代 近所（自転車で行けるくらい）に小さなスーパーがほしい
城東町 女性 40歳代 近所にお店がない。
城東町 女性 50歳代 近所にお店がない。駅近くにお店がない。
城東町 女性 70歳代 近所にお店がないので老人には不便
城東町 女性 30歳代 近所にお店が無い
城東町 男性 40歳代 近所にお店が無い
城東町 女性 60歳代 近所にお店が無い
城東町 男性 60歳代 近所にお店が無い
城東町 女性 60歳代 近所にお店が無い
城東町 女性 70歳代 近所にお店が無い
城東町 女性 70歳代 近所にお店が無い
城東町 女性 70歳代 近所にお店が無い
城東町 女性 70歳代 近所にお店が無い
城東町 女性 70歳代 近所にお店が無い
城東町 女性 70歳代 近所にお店が無い
城東町 女性 70歳代 近所にお店が無い
城東町 女性 80歳以上 近所にお店が無い
城東町 女性 80歳以上 近所にお店が無い
城東町 女性 80歳以上 近所にお店が無い
城東町 女性 80歳以上 近所にお店が無い
城東町 無回答 80歳以上 近所にお店が無い
城東町 女性 80歳以上 近所にお店が無い
城東町 女性 80歳以上 近所にお店が無い
城東町 女性 80歳以上 近所にお店が無い
城東町 女性 80歳以上 近所にお店が無い
城東町 女性 80歳以上 近所にお店が無い
城東町 男性 80歳以上 近所にお店が無い
城東町 女性 80歳以上 近所にお店が無い、交通の便が悪い
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城東町 女性 60歳代 近所にお店が無い、車でなければ行けない。
城東町 男性 70歳代 近所にお店が無い。
城東町 女性 60歳代 近所にお店が無い。交通の便が悪い
城東町 女性 70歳代 近所にお店が無い。交通の便が悪い
城東町 男性 70歳代 近所にお店が無い。交通の便が悪い
城東町 女性 70歳代 近所にお店が無い。交通の便が悪い
城東町 女性 80歳以上 近所にお店が無い。交通の便が悪い
城東町 女性 80歳以上 近所にお店が無い。交通の便が悪い
城東町 女性 80歳以上 近所にお店が無い。交通の便が悪い
城東町 女性 80歳以上 近所にお店が無い。交通の便が悪い
城東町 女性 80歳以上 近所にお店が無い。交通の便が悪い
城東町 女性 30歳代 近所にお店が無いため車で出かけないと行かれない。
城東町 女性 70歳代 近所にお店が無い為天気の悪い日は駄目
城東町 女性 80歳以上 近所にお店はありますが、色々なものがなくて品数がないのでこまっていま

す。娘が平日務めているので休日、日曜日に車に乗せてもらい買い物に行きま
す

城東町 女性 70歳代 近所にスーパーがなくて不便
城東町 女性 50歳代 近所にスーパーが無い
城東町 女性 60歳代 近所にスーパーが無い
城東町 女性 30歳代 近所にない
城東町 女性 50歳代 近所に食料品店がない。近くのスーパーは魚の鮮度が悪く遠くに月１～２回行

くしか
城東町 女性 60歳代 近所に店がない。
城東町 女性 60歳代 近所に店がない。遠い
城東町 男性 60歳代 近所に店が無い
城東町 女性 60歳代 近所に良い店がない。
城東町 女性 50歳代 近所に良い物を売る店が無い
城東町 女性 60歳代 近場にお店がない
城東町 女性 60歳代 個人店（やおやさん）があっも、肉は無い．アレは無い．結局一回で用か済

むスーパーへ．ちょっと．自転車で買物出来なのか不便
城東町 女性 60歳代 交通の便が悪い
城東町 女性 70歳代 交通の便が悪い
城東町 女性 70歳代 交通の便が悪い
城東町 女性 70歳代 交通の便が悪い
城東町 女性 80歳以上 交通の便が悪い
城東町 女性 80歳以上 交通の便が悪い
城東町 男性 30歳代 市街地ですべてそろうようになってほしい
城東町 男性 30歳代 車があるので特別不便ではないが、ちょっとした買い物ができるくらい近く

に店がない。
城東町 女性 30歳代 車で行かないとスーパーが無い
城東町 女性 30歳代 若い人が行くようなお店がない。
城東町 女性 30歳代 手頃な規模の店が少ない為、お店が遠い。大型店は、気軽に入りずらい
城東町 女性 60歳代 商店・マーケットが遠い
城東町 女性 70歳代 食料品の中でたとえばカラシ、ワサビ、チャップ等）
城東町 男性 60歳代 体調不良
城東町 女性 50歳代 地域（町内）にスーパーマーケットがないため
城東町 女性 60歳代 駐車場の無い（個人の店）店が多いつい大型店へ行ってしまう
城東町 女性 80歳以上 町内に八百屋１軒あるのみ。隣接のうどんやさん等も閉店非常に不便です。近

所にお店が無い
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城東町 女性 60歳代 買い易い店（イトーヨーカドー及びサティ）が閉店してしまったこと。庶民的
な食料．衣料．雑貨がそろっている店

城東町 女性 70歳代 膝、腰痛あるので。近所にお店が無い
城東町 女性 50歳代 歩いて行く距離にスーパーがない
城東町 女性 60歳代 歩いて行ける範囲でスーパーがなくなった。
城東町 女性 40歳代 歩きで行けるスーパーがない！城東町にスーパーがほしい！
城東町 女性 80歳以上 老人には買い物に便が悪すぎる
大手町 女性 40歳代 何を買うのにも自動車が必要
大手町 女性 70歳代 何事も不便になり寂しさを感じております
大手町 女性 80歳以上 近くにお店が無い
大手町 女性 50歳代 近くに八百屋がなく買い忘れた時にこまる。
大手町 男性 70歳代 近所（徒歩圏内）にお店がない。
大手町 女性 80歳以上 近所にお店がない
大手町 女性 70歳代 近所にお店がない。八百や。スーパー
大手町 女性 50歳代 近所にお店が無い
大手町 男性 60歳代 近所にお店が無い
大手町 女性 60歳代 近所にお店が無い
大手町 女性 60歳代 近所にお店が無い
大手町 女性 70歳代 近所にお店が無い
大手町 女性 70歳代 近所にお店が無い
大手町 男性 80歳以上 近所にお店が無い
大手町 女性 80歳以上 近所にお店が無い
大手町 女性 80歳以上 近所にお店が無い
大手町 女性 80歳以上 近所にお店が無い
大手町 女性 60歳代 近所にお店が無い。
大手町 女性 70歳代 近所にお店が無い。交通の便が悪い
大手町 女性 40歳代 近所にお店が無い。交通の便が悪い。駐車場がない。
大手町 女性 50歳代 近所にお店が無い事。
大手町 女性 30歳代 近所にホームセンター、薬局ｅｔｃ日用雑貨を買う所がない
大手町 女性 40歳代 近所に衣類、雑貨ｅｔｃ、を扱う店がなく、大型モールに行くしかない。と

ても不便。混んでいて子供を連れて行くのが大変。
大手町 女性 70歳代 近所に商店がない
大手町 女性 80歳以上 近所に商店が全然ない
大手町 男性 70歳代 近所に小売店がない
大手町 女性 70歳代 近所に店が無い。
大手町 女性 70歳代 近所に店が無い。
大手町 女性 70歳代 個人商店がない事（近くに）
大手町 女性 40歳代 交通手段が平日は自転車のため、文具や下着類ｅｔｃ手に入れづらい物があ

る。
大手町 女性 50歳代 徒歩で行ける店が少ない
大手町 女性 70歳代 同感
朝日が丘町 女性 70歳代 もっと近くにお店があればいい
朝日が丘町 女性 50歳代 衣料品（普段着）を売っている店が近くにない。
朝日が丘町 女性 70歳代 衣料品店が近くにない。
朝日が丘町 女性 60歳代 近くにお店が無い。
朝日が丘町 女性 80歳以上 近所にお店がない。
朝日が丘町 女性 70歳代 近所にお店がない。コンビニもない。
朝日が丘町 女性 70歳代 近所にお店が無い
朝日が丘町 女性 70歳代 近所にお店が無い。交通の便が悪い
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朝日が丘町 女性 70歳代 近所にお店が無い。交通の便が悪い
朝日が丘町 女性 80歳以上 近所にお店が無い。交通の便が悪い
朝日が丘町 女性 80歳以上 近所に生鮮食料品のお店がない
朝日が丘町 女性 70歳代 現在は買ったものをリック等に入れて帰って来られるが重い野菜等持ち帰り大

変。
朝日が丘町 女性 80歳以上 自家用車がない。交通の便が悪い
朝日が丘町 女性 70歳代 自分がほしいと思うものがないと云って市内までは行けない
朝日が丘町 女性 70歳代 店がない。
朝日が丘町 女性 80歳以上 店が遠い
朝日が丘町 女性 40歳代 徒歩で行けるお店が無い
朝日が丘町 女性 80歳以上 年寄りのひとり暮らしのため、バスで買い物に行っています。駅にあったイ

トーヨーカ堂がなくなり、非常に不便です。
朝日が丘町 女性 70歳代 夫婦で病む故重い物が持てないので‥
朝日が丘町 女性 60歳代 歩いていける位の所。近所にお店が無い
朝日が丘町 男性 70歳代 歩いて行ける距離にお店が少ない。
鶴が谷町 女性 60歳代 お店に歩いて行くのに遠いため、これからの生活に不安を感じる。又、道路

の外灯が少なく夜の１人歩きは危険に思う。
鶴が谷町 男性 50歳代 お店がない
鶴が谷町 女性 40歳代 お店がない。
鶴が谷町 女性 50歳代 お店がなく、交通の便も悪い。
鶴が谷町 女性 30歳代 お店が遠い
鶴が谷町 女性 60歳代 お店が遠い
鶴が谷町 女性 70歳代 お店が遠い
鶴が谷町 男性 50歳代 お店が無い
鶴が谷町 女性 50歳代 くるまで行かないと買物できない
鶴が谷町 男性 60歳代 スーパーが近所にない
鶴が谷町 女性 70歳代 スーパーマーケット、コンビニエンスストアーもない。
鶴が谷町 女性 60歳代 スーパーもコンビニも近くにない為、車がないと非常に不便
鶴が谷町 女性 50歳代 スーパーやコンビニが近所に無く不便
鶴が谷町 無回答 50歳代 スーパー最短４ｋｍ．コンビニ１．５ｋｍ
鶴が谷町 女性 50歳代 ちょっとした買物（パンがない、調味料がない）なども、車で行かないと買

えない。
鶴が谷町 女性 50歳代 ちょっとした忘れた買い物を買う店が遠い
鶴が谷町 女性 50歳代 ちょっと足りない時に、歩いて買物が出来る場所がない牛乳一本でも、車で、

買いに行かなければならない。
鶴が谷町 女性 40歳代 もっとすぐ近くにスーパーコンビニが欲しい。
鶴が谷町 女性 40歳代 急な買い物が必要な時、近所にお店がない。
鶴が谷町 女性 50歳代 近くに（徒歩５分以内）あったコンビニがなくなって振込、コピー、配達サー

ビス等が不便になった。
鶴が谷町 女性 40歳代 近くにお店がない
鶴が谷町 女性 40歳代 近くにお店がない
鶴が谷町 女性 40歳代 近くにお店がないのでちょっとした物を買いに行くのにも不便
鶴が谷町 女性 70歳代 近くにお店が一軒もない（酒屋のみ
鶴が谷町 女性 50歳代 近くにお店が無い
鶴が谷町 女性 60歳代 近くにお店が無い
鶴が谷町 女性 40歳代 近くにお店が無い。交通の便が悪い
鶴が谷町 女性 50歳代 近くにスーパーがあるとよいのですが
鶴が谷町 女性 60歳代 近くにスーパーがない
鶴が谷町 女性 50歳代 近くにスーパーがない。
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鶴が谷町 女性 50歳代 近くにない
鶴が谷町 女性 40歳代 近くになくて不便
鶴が谷町 女性 80歳以上 近くには薬店しかない。
鶴が谷町 女性 60歳代 近くに個人店、スーパーもない。
鶴が谷町 女性 60歳代 近くに商店でない
鶴が谷町 女性 50歳代 近くに店がない
鶴が谷町 女性 50歳代 近くに店がない
鶴が谷町 男性 70歳代 近くに店がない
鶴が谷町 女性 40歳代 近くに店がない。
鶴が谷町 女性 70歳代 近くに店が無い事です
鶴が谷町 女性 40歳代 近くのコンビニがなくなってしまったため
鶴が谷町 男性 60歳代 近所（団地内に）店がない。
鶴が谷町 女性 40歳代 近所（徒歩で行ける範囲）にお店がない
鶴が谷町 女性 50歳代 近所に、お店も無く、コンビニもない。薬品店は、あるが、食品は、あまり

ない。
鶴が谷町 女性 50歳代 近所に、すべて整ったお店が無い
鶴が谷町 女性 60歳代 近所にお店が、ぜんぜんない。
鶴が谷町 女性 30歳代 近所にお店がない
鶴が谷町 女性 30歳代 近所にお店がない
鶴が谷町 女性 40歳代 近所にお店がない
鶴が谷町 女性 40歳代 近所にお店がない
鶴が谷町 女性 40歳代 近所にお店がない
鶴が谷町 女性 40歳代 近所にお店がない
鶴が谷町 女性 40歳代 近所にお店がない
鶴が谷町 女性 50歳代 近所にお店がない
鶴が谷町 女性 50歳代 近所にお店がない
鶴が谷町 女性 50歳代 近所にお店がない
鶴が谷町 女性 50歳代 近所にお店がない
鶴が谷町 男性 50歳代 近所にお店がない
鶴が谷町 女性 50歳代 近所にお店がない
鶴が谷町 女性 50歳代 近所にお店がない
鶴が谷町 女性 50歳代 近所にお店がない
鶴が谷町 女性 50歳代 近所にお店がない
鶴が谷町 女性 50歳代 近所にお店がない
鶴が谷町 女性 60歳代 近所にお店がない
鶴が谷町 男性 60歳代 近所にお店がない
鶴が谷町 女性 70歳代 近所にお店がない
鶴が谷町 女性 50歳代 近所にお店がない。
鶴が谷町 女性 50歳代 近所にお店がない。
鶴が谷町 女性 50歳代 近所にお店がない。
鶴が谷町 男性 70歳代 近所にお店がない。
鶴が谷町 女性 50歳代 近所にお店がない。交通の便が悪い
鶴が谷町 女性 50歳代 近所にお店がない。交通の便が悪い
鶴が谷町 女性 50歳代 近所にお店がない。交通の便が悪い。キャッシュコーナーがない
鶴が谷町 女性 40歳代 近所にお店がない。仕事で遅くなると買い物に行ける所が限られる
鶴が谷町 女性 70歳代 近所にお店がない。店が遠く１人では行けない
鶴が谷町 女性 40歳代 近所にお店がなくなってしまった。
鶴が谷町 男性 50歳代 近所にお店がなくなってしまった。
鶴が谷町 女性 40歳代 近所にお店がまったくない
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鶴が谷町 女性 50歳代 近所にお店が無
鶴が谷町 女性 30歳代 近所にお店が無い
鶴が谷町 女性 30歳代 近所にお店が無い
鶴が谷町 女性 40歳代 近所にお店が無い
鶴が谷町 女性 40歳代 近所にお店が無い
鶴が谷町 女性 40歳代 近所にお店が無い
鶴が谷町 女性 40歳代 近所にお店が無い
鶴が谷町 女性 40歳代 近所にお店が無い
鶴が谷町 女性 40歳代 近所にお店が無い
鶴が谷町 女性 40歳代 近所にお店が無い
鶴が谷町 女性 40歳代 近所にお店が無い
鶴が谷町 女性 40歳代 近所にお店が無い
鶴が谷町 女性 50歳代 近所にお店が無い
鶴が谷町 男性 50歳代 近所にお店が無い
鶴が谷町 女性 50歳代 近所にお店が無い
鶴が谷町 女性 50歳代 近所にお店が無い
鶴が谷町 女性 50歳代 近所にお店が無い
鶴が谷町 女性 50歳代 近所にお店が無い
鶴が谷町 女性 50歳代 近所にお店が無い
鶴が谷町 女性 50歳代 近所にお店が無い
鶴が谷町 女性 50歳代 近所にお店が無い
鶴が谷町 女性 50歳代 近所にお店が無い
鶴が谷町 女性 50歳代 近所にお店が無い
鶴が谷町 女性 50歳代 近所にお店が無い
鶴が谷町 女性 50歳代 近所にお店が無い
鶴が谷町 女性 50歳代 近所にお店が無い
鶴が谷町 女性 50歳代 近所にお店が無い
鶴が谷町 女性 50歳代 近所にお店が無い
鶴が谷町 女性 50歳代 近所にお店が無い
鶴が谷町 女性 50歳代 近所にお店が無い
鶴が谷町 女性 50歳代 近所にお店が無い
鶴が谷町 男性 50歳代 近所にお店が無い
鶴が谷町 女性 50歳代 近所にお店が無い
鶴が谷町 女性 50歳代 近所にお店が無い
鶴が谷町 女性 50歳代 近所にお店が無い
鶴が谷町 男性 60歳代 近所にお店が無い
鶴が谷町 男性 60歳代 近所にお店が無い
鶴が谷町 男性 60歳代 近所にお店が無い
鶴が谷町 女性 60歳代 近所にお店が無い
鶴が谷町 女性 60歳代 近所にお店が無い
鶴が谷町 女性 60歳代 近所にお店が無い
鶴が谷町 女性 60歳代 近所にお店が無い
鶴が谷町 男性 60歳代 近所にお店が無い
鶴が谷町 女性 60歳代 近所にお店が無い
鶴が谷町 女性 70歳代 近所にお店が無い
鶴が谷町 女性 70歳代 近所にお店が無い
鶴が谷町 男性 70歳代 近所にお店が無い
鶴が谷町 女性 70歳代 近所にお店が無い
鶴が谷町 女性 70歳代 近所にお店が無い
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鶴が谷町 女性 80歳以上 近所にお店が無い
鶴が谷町 女性 80歳以上 近所にお店が無い
鶴が谷町 女性 80歳以上 近所にお店が無い
鶴が谷町 無回答 無回答 近所にお店が無い
鶴が谷町 女性 40歳代 近所にお店が無い！
鶴が谷町 女性 50歳代 近所にお店が無い（ぜんぜんない
鶴が谷町 女性 50歳代 近所にお店が無い。
鶴が谷町 男性 50歳代 近所にお店が無い。
鶴が谷町 女性 50歳代 近所にお店が無い。
鶴が谷町 男性 50歳代 近所にお店が無い。（ちょっとした買い物の時不便）〈以前はＡコープを利

用〉
鶴が谷町 女性 60歳代 近所にお店が無い。コンビニエンスストアも無い
鶴が谷町 女性 50歳代 近所にお店が無い。ちょっとした買物ができない
鶴が谷町 女性 40歳代 近所にお店が無い。交通の便が悪い
鶴が谷町 女性 40歳代 近所にお店が無い。交通の便が悪い
鶴が谷町 女性 50歳代 近所にお店が無い。交通の便が悪い
鶴が谷町 女性 50歳代 近所にお店が無い。交通の便が悪い
鶴が谷町 女性 50歳代 近所にお店が無い。交通の便が悪い
鶴が谷町 女性 60歳代 近所にお店が無い。交通の便が悪い
鶴が谷町 女性 60歳代 近所にお店が無い。交通の便が悪い
鶴が谷町 女性 60歳代 近所にお店が無い。交通の便が悪い
鶴が谷町 女性 60歳代 近所にお店が無い。交通の便が悪い
鶴が谷町 女性 60歳代 近所にお店が無い。交通の便が悪い
鶴が谷町 男性 60歳代 近所にお店が無い。交通の便が悪い
鶴が谷町 女性 60歳代 近所にお店が無い。交通の便が悪い
鶴が谷町 女性 70歳代 近所にお店が無い。交通の便が悪い
鶴が谷町 無回答 70歳代 近所にお店が無い。交通の便が悪い
鶴が谷町 女性 60歳代 近所にお店が無い。交通の便が悪い。スーパーマーケットや、大型ショッピン

センターが無くて大変に不便さを感じます
鶴が谷町 女性 50歳代 近所にお店が無い。交通の便も悪いため、自家用車を使うしかない。
鶴が谷町 女性 60歳代 近所にお店が無い。車がなければどこへも出かけられない。鶴が谷には、Ｊ

ＡのＡコープがあったが閉店してしまった。店を置くのが条件だったのに市は
追求してもらいたいと思います。

鶴が谷町 女性 50歳代 近所にお店が無い。老人になって車が運転出来なくなった時こまる。
鶴が谷町 女性 40歳代 近所にお店が無い→子供におつかいなどを体験させたいができない。
鶴が谷町 女性 50歳代 近所にお店が無いので、車で買物に行かなければならない事。
鶴が谷町 女性 40歳代 近所にお店が無く、急用の物が買えない。
鶴が谷町 女性 40歳代 近所にスーパーがない
鶴が谷町 女性 30歳代 近所にスーパーがない。コンビニさえない
鶴が谷町 男性 60歳代 近所にスーパーが無い
鶴が谷町 女性 50歳代 近所にスーパーが無い。特に生鮮食料品を買う店がない。
鶴が谷町 男性 50歳代 近所にスーパーマーケットがない。
鶴が谷町 女性 50歳代 近所にスーパーもコンビニもない。交通の便も悪い
鶴が谷町 女性 50歳代 近所にない
鶴が谷町 女性 50歳代 近所にない
鶴が谷町 女性 50歳代 近所にない。
鶴が谷町 男性 60歳代 近所に生鮮食品店舗が無い
鶴が谷町 女性 50歳代 近所に生鮮食料品を売る店が全くない。コンビニも遠い
鶴が谷町 女性 30歳代 近所に店（スーパー）が無い。車でも遠い。
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鶴が谷町 女性 50歳代 近所に店がない
鶴が谷町 女性 50歳代 近所に店がない
鶴が谷町 女性 50歳代 近所に店がない
鶴が谷町 女性 50歳代 近所に店がない
鶴が谷町 女性 60歳代 近所に店がない
鶴が谷町 女性 50歳代 近所に店がない。
鶴が谷町 女性 70歳代 近所に店がないため非常に不便を感じている
鶴が谷町 女性 30歳代 近所に店がなく、仕事帰りに寄るのは大変
鶴が谷町 女性 50歳代 近所に店がなく不便
鶴が谷町 女性 40歳代 近所に店が少ない
鶴が谷町 女性 40歳代 近所に店が無い
鶴が谷町 男性 40歳代 近所に店が無い
鶴が谷町 女性 60歳代 近所に店が無い（少ない）
鶴が谷町 男性 50歳代 近所に店が無い。
鶴が谷町 女性 50歳代 近所に店が無い。
鶴が谷町 女性 50歳代 近所に店が無い。
鶴が谷町 女性 60歳代 近所に店が無い。
鶴が谷町 女性 70歳代 近所に店舗がない。自動車の運転ができない。
鶴が谷町 女性 50歳代 近所に買物の場がない車の運転が出来なくなると困る。せめてコンビニでよい

から欲しい（歩いて行ける場所にないから）
鶴が谷町 男性 50歳代 近所のお店が無くなってしまう。
鶴が谷町 女性 30歳代 近所のコンビニエンスストアがなくなってしまった。
鶴が谷町 女性 50歳代 近所のコンビニが無くなったため
鶴が谷町 男性 60歳代 近場に欲しい
鶴が谷町 女性 70歳代 近辺にお店が欲しい
鶴が谷町 女性 40歳代 交通の便が悪い
鶴が谷町 男性 50歳代 交通の便が悪い
鶴が谷町 女性 60歳代 交通の便が悪い
鶴が谷町 女性 50歳代 交通手段
鶴が谷町 女性 60歳代 郊外なので、交通の便が悪く、お店が一軒もなくとても不便を感じています。
鶴が谷町 女性 60歳代 今は車運転できますが、交通の便が悪すぎます
鶴が谷町 女性 50歳代 車がないと何も買いに行く事が出来ない
鶴が谷町 女性 40歳代 車がないと買物に行けない。
鶴が谷町 女性 40歳代 車が無いと、どこにも行けず、少しの買い物もできない。
鶴が谷町 女性 30歳代 車でしか行けないこと
鶴が谷町 女性 50歳代 車で行くしかないキョリにしか店がない
鶴が谷町 女性 30歳代 車に乗らないと買い物ができない。近所にお店がない
鶴が谷町 女性 70歳代 車の運転が出来なくなったらどうなるか心配。近所にお店が無い。交通の便

が悪い
鶴が谷町 女性 50歳代 車を使っのみ買い物。歩いて行けるお店がない
鶴が谷町 女性 20歳代 車を使用しないとお店が無い
鶴が谷町 女性 50歳代 車を利用せずに買い物できれば良いのですが
鶴が谷町 女性 60歳代 主に買い物は自動車で産直、スーパーですが、いちばん近い所で３ｋｍ、いつ

もの店までは９ｋｍあります。
鶴が谷町 女性 40歳代 前橋東地区に買い物が出来る所が無い
鶴が谷町 女性 50歳代 大型店は時間を必要とする（必要な物を購入しようとすると大型店になってし

まう→遠い）
鶴が谷町 男性 60歳代 団地に店が無い
鶴が谷町 女性 70歳代 駐車場が無い。
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鶴が谷町 男性 50歳代 通勤途中に店がない。
鶴が谷町 女性 50歳代 店が、あったのに、なくなってしまった。
鶴が谷町 女性 50歳代 店がない
鶴が谷町 男性 60歳代 店がない
鶴が谷町 女性 50歳代 店が遠い。交通の便が悪い。
鶴が谷町 女性 40歳代 店が近くに無い
鶴が谷町 男性 40歳代 店が近くに無いため。
鶴が谷町 女性 70歳代 店舗が遠いので車の運転が出来なくなった場合
鶴が谷町 女性 50歳代 徒歩でいける範囲のお店がほしい。
鶴が谷町 女性 50歳代 徒歩で行かれる所にお店が少ない。
鶴が谷町 女性 30歳代 徒歩で行けない。
鶴が谷町 女性 50歳代 徒歩で行けるお店がない
鶴が谷町 女性 20歳代 徒歩で行ける範囲にお店が欲しい。
鶴が谷町 男性 30歳代 徒歩や自転車で買物に行ける環境が理想。近所にお店が無い。交通の便が悪

い
鶴が谷町 女性 60歳代 買い忘れた物が１つでも車で行かなくてはならない
鶴が谷町 女性 50歳代 買い忘れた物があった時近所にお店が無い
鶴が谷町 女性 50歳代 歩いていける所に店が無い
鶴が谷町 女性 40歳代 歩いていける場所にお店がない
鶴が谷町 女性 40歳代 歩いて行くことの出来たコンビニが無くなってしまいいざという時不便です。
鶴が谷町 女性 60歳代 歩いて行ける距離にお店がない
鶴が谷町 女性 50歳代 歩いて行ける店がない
鶴が谷町 男性 50歳代 歩いて行ける範囲にコンビニがない。
鶴が谷町 女性 40歳代 歩いて買いに行ける店がない。
鶴が谷町 女性 50歳代 歩いて買い物出来るお店が無い
鶴が谷町 女性 50歳代 歩いて買物に行く事ができない。（近所にお店がないため）
鶴が谷町 女性 70歳代 歩いて買物に行ける近い店がない。
鶴が谷町 女性 50歳代 満足に出来る物がない。
鶴が谷町 女性 50歳代 陸の孤島のようです。一番近いスーパーまでは３ｋｍです。
表町 女性 60歳代 １００円均一の店が近くにない
表町 女性 40歳代 １つ物が足りない時にすぐに買いに行ける所がない
表町 女性 50歳代 イトーヨーカー堂とサティーが閉鎖したので不便を感じている
表町 女性 40歳代 イトーヨーカドウが近くにあって便利すぎた為、すぐ近くにお店がない不便さ

を感じる
表町 女性 40歳代 イトーヨーカドー、生鮮市場の閉店により近所にお店が無い
表町 女性 60歳代 イトーヨーカドー・生鮮市場の撤退により
表町 男性 50歳代 イトーヨーカドーがなくなって不便。駅前に早くスーパーやデパートを作って

下さい。
表町 男性 60歳代 イトーヨーカドーが退去してしまったので不便
表町 女性 50歳代 イトーヨーカ堂がなくなって近くに総合的に用をたせる店がなくとても不便
表町 女性 70歳代 イトーヨーカ堂の撤退により多種類の食材が整えにくい（２）調味料の調達

（個人商店では種類が少ない）がしにくい（３）それ由、食事のメニューが
単調になってしまう

表町 女性 70歳代 いまヽであった店がなくなること。
表町 無回答 70歳代 お店が少ない
表町 女性 70歳代 お店が少ない事
表町 女性 50歳代 お米、電球、トイレットペーパー等、重いもの、かさ張るものの買物が不

便。
表町 女性 80歳以上 コンビニも近くに有りません
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表町 女性 70歳代 スーパーが遠すぎる。イトーヨカドーがなくなり不自由しています。
表町 女性 50歳代 スーパーマーケットのお店の数が減って遠くに買物に行かなければならない。
表町 女性 60歳代 スーパーや百貨店が近所にない。
表町 女性 70歳代 スーパー大型店が閉店してしまって困る。近所にお店が無い。交通の便が悪い
表町 女性 970歳代 スズランしか町中に無い！為。
表町 女性 50歳代 その時々に気軽るに立ち寄れる店の品揃え
表町 女性 20歳代 ちゅう車場がとおい。
表町 女性 50歳代 ちょっとたりない生鮮食品などのスーパー、コンビニが近くにほしい。
表町 男性 60歳代 とにかく店舗がなさすぎる。
表町 女性 30歳代 ノートなども、どこへ買いに行けばいいか悩む。大型ショッピングセンター店

はわかりずらく行きたくない。ちょっと買いに行く所がない。
表町 女性 70歳代 バスがこの頃良く出ていますが何故に行くのか私共年よりには判りません。

駅から県庁又は１７号線の大きな道路に電車（小さな）が通ると、判りやす
いので考えてほしいと思います。それが私の以前からののぞみです。

表町 男性 50歳代 ほしい物がほしい量だけ買えない。
表町 女性 60歳代 ヨーカドウーに行っている時は、１か所で買物の用がたりていたのに、今では

別のお店にいかなくてはならないことが不便である。
表町 男性 80歳以上 ヨーカドー、生鮮市場が閉店して
表町 女性 70歳代 ヨーカドーがなくなり、スーパーが遠くなった。
表町 女性 70歳代 ヨーカドーが閉店したので
表町 男性 50歳代 ヨーカドーが無くなって、買い物が遠くなった
表町 女性 50歳代 ヨーカドー撤退により、車を使わないと買物ができなくなった。
表町 女性 50歳代 ヨーカ堂、生鮮市場がなくなり、徒歩で行けない
表町 女性 60歳代 ヨーカ堂が近かったので、何でも間に合っていた。なくなってからは買い物が

憶くうになってしまった。
表町 女性 50歳代 ヨーカ堂が閉店してしまったため、遅い時間帯での買い物が不便になった。
表町 女性 50歳代 ヨーカ堂が無くなって不便。後にスズランなど入る予定がダメになってとても

残念！！
表町 女性 40歳代 ヨーカ堂が無くなり買い物が一辺にすまなくなった
表町 女性 40歳代 よく行っていた店が閉店してしまった
表町 女性 70歳代 衣類の購入に不便を感じている。適当な値段の店が近くにない
表町 女性 40歳代 一ケ所で買物が済まない。
表町 男性 60歳代 駅の近辺に店が無い。ロータリー造るより駅近・駅中店を造ってほしい。
表町 男性 70歳代 駅近くに住んでいる（北口）が商店が無くなった。県都だと云うのに駅周辺

にまともな商店が無い。県外の人が来てもこれが県都の玄関かと云われる。
表町 女性 40歳代 家の近くにコンビニがない
表町 女性 50歳代 街中のお店が少なくなっている。イトーヨーカドーがなくなって不便
表町 女性 50歳代 急に物が必要になった時に近くに商店がない
表町 女性 60歳代 近くにお店がない（１カ所で全てがそろうような店
表町 女性 50歳代 近くにお店がないため車で行かなくてはいけない
表町 女性 70歳代 近くに店がない
表町 女性 80歳以上 近くに店がない
表町 女性 40歳代 近くに店がない。
表町 女性 80歳以上 近くに買い物する場所がない。買い忘れ等の品物を？
表町 女性 70歳代 近くに無し
表町 女性 40歳代 近くのスーパー、百貨店が無くなったため。
表町 女性 50歳代 近所にあった店が閉店している。
表町 男性 70歳代 近所にいろいろそろっている店がない
表町 女性 30歳代 近所にお店（ヨーカ堂のようなスーパー）が無い。
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表町 女性 30歳代 近所にお店がない
表町 男性 50歳代 近所にお店がない
表町 女性 50歳代 近所にお店がない
表町 女性 70歳代 近所にお店がない
表町 男性 80歳以上 近所にお店がない
表町 女性 80歳以上 近所にお店がない
表町 女性 80歳以上 近所にお店がない
表町 男性 60歳代 近所にお店がない。
表町 女性 70歳代 近所にお店がない。
表町 女性 50歳代 近所にお店がない。交通が不便
表町 女性 50歳代 近所にお店がない。自動車を運転出来ない
表町 女性 70歳代 近所にお店が少ない。ヨーカ堂がなくなったので不便である
表町 女性 70歳代 近所にお店が少ない。大型店がない。
表町 女性 30歳代 近所にお店が無い
表町 女性 40歳代 近所にお店が無い
表町 男性 40歳代 近所にお店が無い
表町 男性 50歳代 近所にお店が無い
表町 女性 50歳代 近所にお店が無い
表町 女性 60歳代 近所にお店が無い
表町 女性 60歳代 近所にお店が無い
表町 女性 60歳代 近所にお店が無い
表町 女性 60歳代 近所にお店が無い
表町 男性 60歳代 近所にお店が無い
表町 女性 60歳代 近所にお店が無い
表町 女性 60歳代 近所にお店が無い
表町 女性 70歳代 近所にお店が無い
表町 女性 70歳代 近所にお店が無い
表町 女性 70歳代 近所にお店が無い
表町 女性 70歳代 近所にお店が無い
表町 女性 70歳代 近所にお店が無い
表町 女性 70歳代 近所にお店が無い
表町 女性 70歳代 近所にお店が無い
表町 女性 70歳代 近所にお店が無い
表町 女性 70歳代 近所にお店が無い
表町 女性 70歳代 近所にお店が無い
表町 女性 70歳代 近所にお店が無い
表町 女性 70歳代 近所にお店が無い
表町 女性 80歳以上 近所にお店が無い
表町 男性 80歳以上 近所にお店が無い
表町 女性 80歳以上 近所にお店が無い
表町 男性 80歳以上 近所にお店が無い
表町 女性 80歳以上 近所にお店が無い
表町 女性 80歳以上 近所にお店が無い
表町 男性 80歳以上 近所にお店が無い
表町 女性 80歳以上 近所にお店が無い
表町 女性 80歳以上 近所にお店が無い
表町 女性 80歳以上 近所にお店が無い、交通の便が悪い
表町 女性 80歳以上 近所にお店が無い、交通の便が悪い
表町 女性 60歳代 近所にお店が無い。
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表町 女性 70歳代 近所にお店が無い。
表町 女性 70歳代 近所にお店が無い。
表町 女性 70歳代 近所にお店が無い。交通の便が悪い
表町 女性 70歳代 近所にお店が無い。交通の便が悪い
表町 女性 80歳以上 近所にお店が無い。交通の便が悪い
表町 女性 80歳以上 近所にお店が無い。交通の便が悪い
表町 女性 80歳以上 近所にお店が無い。交通の便が悪い
表町 女性 80歳以上 近所にお店が無い。交通の便が悪い
表町 女性 80歳以上 近所にお店が無い。交通の便が悪い。
表町 女性 80歳以上 近所にスーパーがない。
表町 女性 60歳代 近所にスーパーがない。歩ける範囲にほしい。
表町 女性 30歳代 近所にスーパーが少ない。（車で行ける）
表町 女性 60歳代 近所にスーパーが無い
表町 女性 50歳代 近所にスパーが無い。駅前に前橋は何も無い。
表町 女性 60歳代 近所に衣料品・雑貨の店が少なく選べない
表町 女性 50歳代 近所に気にいったお店がない。
表町 女性 40歳代 近所に手頃な店がない
表町 女性 70歳代 近所に商店が少なく、商品も少なく余り良くない。
表町 女性 50歳代 近所に小売店がない。
表町 女性 50歳代 近所に全く店が無い。
表町 女性 50歳代 近所に値段を比較する店がない
表町 女性 60歳代 近所に店（色々の店がなく）が無いので年をとったらどうしようと思います。
表町 女性 60歳代 近所に店がない
表町 男性 80歳以上 近所に店がない
表町 女性 80歳以上 近所に店がない。
表町 女性 60歳代 近所に店が少ない。イトーヨカドウ、鮮魚市場閉店
表町 女性 30歳代 近所に店が無い
表町 女性 40歳代 近所に店が無い
表町 女性 80歳以上 近所に店が無い
表町 男性 50歳代 近所に複数店舗がない為比較ができない
表町 女性 40歳代 近所のお店が次々閉店して行く。
表町 女性 40歳代 近所のお店が無い為。
表町 女性 60歳代 近所のスーパーがなくなった。個人商店がほとんど無い
表町 女性 30歳代 近場にお店があると便利だと思う
表町 女性 60歳代 個人商店（専門店）がなし。
表町 女性 70歳代 今まではイトーヨーカドーでほとんどの物が買えましたけどなくなった為に不

便しておりますスーパーに行っても一度に用がたりないです。あちこちに行っ
ております。

表町 女性 60歳代 今まで近くにあったお店（大型）が閉まり買物に使う時間を取るため生活の
時間の使い方が変わってしまう。

表町 女性 40歳代 今まで行っていたお店が無くなってしまった。
表町 女性 70歳代 市街地での買物は車が使いづらいので運ぶのが大変
表町 女性 50歳代 自動車に乗れないので近くで買うしか手段がなく広告が入って来てもわざわざ

バスでの買物は出来ません。近所にお店が無い、交通の便が悪い
表町 女性 70歳代 自動車を運転出来ない
表町 女性 60歳代 自分が必要と思う店が近所に無い
表町 女性 70歳代 車にのれないので大変
表町 男性 60歳代 借は近所に多くの店があった魚・肉・青果等
表町 女性 30歳代 商店街は駐車場がないのでまとめ買いができない。
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表町 女性 70歳代 商店迄が遠い、徒歩だと荷物が沢山持てない
表町 男性 70歳代 専問店が無い。スーパーも少ない
表町 女性 40歳代 専門店が近くに無い。
表町 女性 60歳代 前橋駅近くに住んでおりますが近くにスーパーがありませんので不便に感じて

おります。
表町 女性 無回答 総合ショッピングセンター／上野商店街ごとく
表町 女性 50歳代 大きなスーパーマーケットがなくなってしまったので。
表町 女性 80歳以上 駐車場が混んでいる。昔のように歩けない。
表町 女性 70歳代 店が次々にやめている
表町 男性 40歳代 店が少ないため品物が同じものになる。
表町 女性 70歳代 店が無い
表町 女性 30歳代 徒歩で行ける、スーパーがもう少し近くにあると良い
表町 女性 60歳代 徒歩圏内に好みの（ニーズにあった）店がない。
表町 女性 50歳代 徒歩圏内に店舗が少ない
表町 女性 70歳代 日用雑貨やくすりｅｔｃ。近くにお店がない。
表町 女性 60歳代 買い忘れの物を買うのに近所に店が無い。
表町 男性 50歳代 必要な店が点在している
表町 女性 30歳代 歩いていけるスーパーがなくなってしまったから。
表町 女性 60歳代 歩いて行ける範囲にお店が少ない
表町 女性 70歳代 名前をあげますと昨年ヨーカ堂が閉店になり、非常に不便です。近所にお店が

無い
表町 女性 70歳代 薬局が近くにない。
表町 女性 無回答 例の様に近所にお店がない。とても不便です。


