
高校生アンケート集計結果
実施期日 　　平成２５年１１月１４日～１１月２８日　　　市内６高校　高校３年生　約1,400人に実施

回答数 1,350 人（6校分）

回答率 73.46% ※質問４に対する回答率：回答数×３つまで選択で計算

〔質問１〕　あなたの性別を教えてください。

回答数 割合

a 男性 647 47.92%

b 女性 684 50.67%

c 無回答 19 1.41%

〔質問２〕　あなたの高校を教えてください。

回答数 割合

a 新発田高等学校 308 22.81%

b 西新発田高等学校 145 10.74%

c 新発田商業高等学校 197 14.59%

d 新発田農業高等学校 181 13.41%

e 新発田南高等学校 299 22.15%

f 新発田中央高等学校 220 16.30%
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〔質問３〕　あなたの住んでいるところを教えてください。

回答数 割合

a 新発田市内 679 50.30%

b 新発田市外 634 46.96%

c 無回答 37 2.74%

〔質問４〕　駅前複合施設の中で入れて欲しい機能、スペース、設備、サービスなどがあれば○をしてください。（○は３つまで）

回答数 割合

a 勉強できる場所をたくさん設けて欲しい。 454 15.26%

b 友達と話しながら本を読める場所が欲しい。 309 10.39%

c 携帯電話で話せる場所が欲しい。 146 4.91%

d バンドや音楽の練習できる場所が欲しい。 159 5.34%

e お洒落なカフェスペースがあると良い。 786 26.43%

f まんがをたくさん置いて欲しい。 275 9.24%

g 本の探し方を教えて欲しい。 31 1.04%

h 就職や進学に役立つ情報が欲しい。 133 4.47%

i 絵などの発表ができる展示スペースが欲しい。 39 1.31%

j 音楽などの発表ができる多目的ホールがほしい。 156 5.24%

k 屋外でも休憩できるようなテラスやベンチがあると良い。 487 16.37%

計 2,975 100.00%

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00%

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

a, 
50.30%

b, 
46.96%

c, 2.74%

2



 

3 
 

新発田駅前複合施設 基本設計に関する高校生アンケート自由意見内容 

 

 

〔質問５〕「その他、必要なものや使いやすい施設となるために、ご意見があれば

記入願います。」 

 

【項目別自由意見】 ※アンケート用紙にいただいた意見等を要約して記載しています。

（ ）は同種意見の件数を表している。 

            

１ 欲しい施設・機能について 

・休憩スペース、待合室（１２） 【電車待ちができる。椅子スペース等】 

・勉強できる場所（９） 【高校にとって勉強は大事だと思う、もっと勉強したい等】 

・きれいなトイレ（７） 

 ・音楽練習室、スタジオ、アフレコスタジオ（６） 

    【無料か、安くバンド練習ができる場所が欲しい。防音で貸切ができる場所 等】 

・お食事スペース、カフェスペース（４） 【持ち込み可能な場所、販売も含む】 

・運動できる部屋。（４） 

・発表スペース、イベントホール（３） 

【様々なイベントや催物が出来る部屋が欲しい。アーティストを呼べるとなお、

活性化につながる等】 

・１人用、仕切られて個室っぽくなっている勉強、読書スベース（３） 

・電車やバスの到着や遅れが分かるような情報モニター（３） 

【入口、ホール、学習スペース等に】 

・トイレを増やしてほしい。（３） 

・睡眠スペース（３） 【リラックスできるところ等】 

・エスカレータ（３） 

 ・地域の人と交流できる場所（２） 

・ＰＣ、Ｗｉｆｉ環境（２） 

 ・自動販売機の設置（２） 

・スマホなどを充電できる設備がほしい。 

・新発田駅から雨があたらずに複合施設に行きたい。（２） 

 ・料理の練習のできる台所的な場所が欲しい。（食材は持ち寄り） 

・キッチンスタジオはとても良いと思う。 

 ・コモンテラスは良いと思う。 

 ・子どもセンターも良いと思う。 

・子どもたちが遊べるスペースをつくってほしい。 
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・キッズスペースよりも勉強できる場の方を多くしてほしい。 

・無料の飲み物、食べ物コーナー 

・サブカルチャー（一部の人だけを対象とする文化）についてわかるような施設 

・芝農の販売を行える場所 

・夏場は冷たい水が出る噴水 

・バスを待つ休憩所がほしいです。とても冬場は寒くてかなわないので、車通勤の人に

負けないくらいに快適に通勤できたら言うことないです。 

・冷暖房のある部屋 

・たばこの喫煙所、禁煙所など。（分別を徹底してほしい。） 

 ・新発タワー（展望台） 

 

２ 欲しい娯楽施設 

・映画館（４１） 【新潟まで行かなくていいように等】 

・ゲームセンター（１４） 

・スポーツジム、運動できるところ（１１） 

・カラオケ（９） 

・ボーリング場（４） 

・バッティングセンター（３） 

・プラネタリウム（３） 

 ・アニメショップ、フィギア販売（３） 

・足湯（３） 

・娯楽施設（３） 【遊べる場所が欲しい。遊べる場所を増やしてほしい。等】 

・ライブハウス 

・バスケットボールコート 

・野球ができる場所 

・デートができるおしゃれな場所 

・マンガ喫茶、メイド喫茶 

・アニメ上映する場所 

・アニメートＣｏｄの対戦場所 

・プラモデルがつくれる施設  

・釣りぼり（五頭） 

  

３ 欲しい飲食施設 

 ・飲食店、レストラン（２２） 

・ファーストフード、ハンバーガー（マック、モスバーガー）（１３） 

・カフェ（スターバックス他）（１２） 
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・ドーナツ（ミスタードーナツ）（７） 

・らーめん屋（５） 

・ケーキバイキング、食べ放題、フリードリンクバー（３） 

・パン屋（２） 

・アイスクリームショップ（サーティーワン）（２） 

 ・クレープ屋 

・焼肉 

 ・フードコート 

 ・かき氷 

 ・おでん 

・飲み屋 

 

４ 欲しい商業施設等 

・お店、ショッピングセンター、ショッピングモール（８） 

・コンビニエンスストア（５） 

 ・服の販売（ユニクロ、gu、ships 等）（３） 

・スーパー（３） 

・書店、本屋 

・CD 屋さん 

・おみやげ売り場 

 ・犬屋さん 

・ペット可能なカフェなどを設置してほしい。 

 ・アクセサリー店、雑貨屋 

・釣り具 

・楽器屋 

・予備校 

・電気店（量販店） 

・おもちゃ（トイザラス） 

・ディズニーランド、ディズニー 

 

５ 施設の管理・運営等について 

・２４時間営業にしてほしい。（１７） 

    【勉強などができて助かります。受験生を含め多数の人が利用すると思う 等】 

・営業時間を拡大してほしい。（１４） 

【２２時くらいまで延長、図書館、勉強スペースを長時間に、夜１２時まで開館 

してほしい等】 
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・丌良の溜まり場にならないようにしてほしい。（４） 

  【公共のマナーを守るように配慮してほしい、（特に勉強スペース）。はり紙をした

り、定期的に巡回する。丌良を減らす。こわい人がたまってるのはこわい。等】 

・勉強スペースについては、友達と話しながら勉強できる場所と１人で静かに黙々と勉

強できる場所があるといい。（３） 

・パソコンを置いて調べ物ができるところがほしい。（２） 

 ・駐車場の料金は無料が良い。（２） 

・学習スペースをもっと広くしてほしい。（２） 

・勉強スペースで飲食ができるように。（２） 

・全て図書館としてほしい。（２） 

・点字の設置、バリアフリー（２） 

・洋画のＤＶＤを充実させて。ＤＶＤを見たい。（２） 

・定期的に企画展を開いてほしい。（イラストの展示など） 

・音楽練習室は１つでは少ないです。豊栄か新潟まで行くのがつらいので、複合施設内

にあるとうれしいです。 

 ・無料化、比較的安価で使用できる体育館が欲しい。 

・大人数が入れる目的ホールを用途に関わらず、格安で借りれるようにしてほしい。 

・若者をどんどん起用すれば良いと思う。 

・勉強スペースは本のない空間がいい。 

・本を探しやすいように検索機能を設けたほうが良いと思う。 

 ・新聞記事検索 

・勉強できる場所はほしいが溜まり場になるような場所はいらない。 

 ・友達と話せる小部屋をいくつか設置してほしい。 

・静かな場所がほしい。 

・音楽を流して欲しい。 

 ・まんがを置いたら盗まれると思います。 

・学生が中心となるであろうことから、監視カメラが必須となろう。あとガードマン。

本を置くのであれば、盗みをはたらく者も出てくるだろう。盗難防止用センサーが必

要と考える。 

 ・治安維持のための地域有志による警備隊 

・アニメが見たい。 

・将棋教室を開いて欲しい（文化を学ぶため）。 

 ・会員制はいやだ。 

・スペースを広く有効利用してほしい。 
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６ その他の意見 

・施設の建設は必要ない。（６） 

【作る意味がわからない。今のままで十分。もっと別のことにお金を使ってくださ

い。等】 

・キッズスペースはいらない。（２） 

・図書館はいらない。（２） 【図書館よりもっと必要なものがあると思う。等】 

・キッチンスタジオはいらない。（２） 

【クッキングスペースなどは公民館でよいと思う。等】 

・需要があるか微妙だと思います。 

 ・全体的にもう少し考えるべき。ハッキリ言って微妙かな… 

・勉強スペースは本当にやる気のある人なら自宅や学校で十分だと思う。 

・半端なものを造るくらいなら、造らない方がよい。どうせ運営できなくなるんだ 

から。 

・駅前に複合施設を造るのはいいと思いますが、その影響で一つ一つの店がますます廃

れてしまうことがないような配慮はしていただきたいです。 

・はっきり言ってこんな施設は必要ない。税金の無駄使いだ。それよりも電車やバスの

本数が少なくて丌便なのでもっと増やしてほしい。乗り換えなどの時間を考えれば必

ずできるはずだ。 

 ・それでって感じ、がんばれ。 

・早く造って下さい。 

・高校生から老人まで幅広い年代の人が楽しめて足を運びやすい場所を作ってほしい。

（体の丌自由の人も行きやすいように。） 

 ・利用する方が使いやすい場所であれば良いかと思われます。 

 ・よりよい新発田駅になることを楽しみにしています。 

・とにかく、楽しくなるような場所ならなんでもいいです。 

・みんなで使いやすい場所にしてほしいと思う。集中して勉強でき、安心して本が読め

る新発田の新しいランドマークになることを望んでいます。高校３年生の私はこれか

らいなくなりますが、３年間親しんできた新発田が賑やかになると思うと嬉しいです。

新発田駅も本気を出してきたので… 

・高校３年で、２８年度オープンなので利用する時があまりないと思いますが、新発田

にはないような施設があると良いと思います。 

・高層化して土地の利用効率は良くなると思うが、気軽に立ち寄れることができるよう

工夫すると良い。 

・景観を害さないように配慮して下さい。 

 ・新発田にない施設がほしい。 
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・市役所や郵便局を、駅の近くや、分かりやすい場所に移してほしい。循環バスをもっ

と増やしてほしい。 

・市内だけでなく、市外からのアクセスをしやすくしてほしい（バスなど）（特に休日） 

・こんなものをつくるなら紫雲寺にコミュニティバスを通してください。 

 ・トイレを近くに置いて欲しい。 

・トイレは洋式がよい。 

・年中冷房と暖房を。 

・温かい建物になってほしい。 

 ・デイリーをセブンイレブンにして欲しい。 

・複合施設よりも商店街をどうにかしてほしいです。 

・個室化して、ゲームを置いてほしい。 

 ・畑を耕す。 

・まず駅前のカラスをどうにかしてほしい。 

 ・アニメ、マンガなどで町を盛り上げよう。 

  

７ 新発田駅に関すること 

・電車の本数を増やしてほしい。（７） 【羽越本線等】 

・線路の向かいの方にも改札がほしい。（５） 

・新幹線の開通（２） 

 ・村上方面にも Suica の普及を！ 

 ・駅のホームに座る場所が少ない気がします。待合室も比較的狭い。 

・新発田駅の待合室をキレイに広く清潔に保てるようにしてほしい。 

・ホームとつながっている待合室にしてほしい。 

・新潟駅みたいにしてほしい。 

・新発田駅舎の改装がまだ甘い。天守閣をつくってください。 

 ・駐輪場の上の段が下がりづらいので、もっと動かしやすくしてほしい。 

・駅周辺図が欲しい。 
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新発田駅前複合施設 基本設計に関するアンケート 

 

現在、新発田市では中心市街地活性化の一環として、新発田駅前の遊休地に図書館をはじめとした複

合施設を計画しています。 

この複合施設には、図書館のほか、こどもセンター、多目的スペース、キッチンスタジオなどがあり、

市民の皆さんの生活を支え、交流することができる施設を目指し、平成２８年度オープンを予定してい

ます。 

 特に、新発田市内の高校生の皆さんが通学途中や休みの日などに気軽に訪れることができる施設とな

るよう、以下のアンケートにご協力ください。 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

質問１．あなたの性別を教えてください。 

a. 男性  b. 女性 

 

質問２．あなたの高校を教えてください。 

a. 新発田高等学校  b. 西新発田高等学校 c. 新発田商業高等学校 

d. 新発田農業高等学校  e. 新発田南高等学校 f. 新発田中央高等学校 

 

質問３．あなたの住んでいるところを教えてください。 

a. 新発田市内 b. 新発田市外 

 

質問４．駅前複合施設の中に入れて欲しい機能、スペース、設備、サービスなどがあれば○印をしてく

ださい。（○は３つまで） 

a. 勉強できる場所をたくさん設けて欲しい。 

b. 友達と話しながら本を読める場所が欲しい。 

c. 携帯電話で話せる場所が欲しい。 

d. バンドや音楽の練習ができる部屋が欲しい。 

e. お洒落なカフェスペースがあると良い。 

f. まんがをたくさん置いて欲しい。 

g. 本の探し方などを教えて欲しい。 

h. 就職や進学に役立つ情報が欲しい。 

i. 絵などの発表ができる展示スペースが欲しい。 

j. 音楽などの発表ができる多目的ホールが欲しい。 

k. 屋外でも休憩できるようなテラスやベンチがあると良い。 

 

質問５．その他、必要なものや使いやすい施設となるために、ご意見があれば記入願います。 

 


