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1. 調査の概要 

 

① 目的 

本調査は、経営発達支援計画における需要動向調査として実施し、当該地域には高

等学校が 3校あり、高等学校生の往来が多いという地域特性があるため、若年層の

購買動向を調査分析することにより、当商工会地域の事業者に対し、今後の事業展

開に有益となる情報を提供するための基礎資料作りを目的としている。 

。 

 

② アンケート調査の実施概要 

実施主体：矢板市商工会 

実施場所：矢板高等学校、矢板東高等学校、矢板中央高等学校 

実施対象：上記高校 2年生 

実施日 ：平成 28年 9月 20日（火）～10月 11 日（火） 

実施方法：各高校へ調査票を郵送し、休み時間や自由な時間を利用して、学生自身

が調査票に記入する方式で実施した 

 

③ アンケート回収状況および有効回答票数 

アンケート回収数 ：527票 

有効回答票数   ：527票 
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2. 調査結果 

回答者の属性について 

本調査は、矢板市内ある３つの高等学校（以下「高校」と言う）の 2年生を対象に実

施した。したがって本調査を分析するにあたり、はじめに回答者の住所や性別といった

属性について言及する。 

 

① 住所 

本調査における回答者の住所については、矢板市の高校生を対象に実施していること

から矢板市（中心地）が 17%で最も高く、「その他」以外では次いで、矢板市（中心外）、

那須塩原市（西那須野）が 12%となっており、矢板市内の構成比でおよそ 3割を占めて

いる。 
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② 在籍高校 

本調査における回答者の在籍している高校については、矢板高校が 35%、矢板東高校

が 28%、矢板中央高校が 36%となっている。 

 

 

 

 

 

③ 性別 

 本調査における回答者の性別は、男性が 60%で、女性が 38%となっている。そのため

男子生徒の意見の方が強く反映されやすい分析結果になると考えられるため、これ以降

の分析においては性別ごとの結果も併記していく。 
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④ 兄弟の人数 

本調査における回答者の兄弟の人数では、2 人兄弟が 54%で最も高く、次いで 3 人兄弟

が 27%となっており、およそ 9割の回答者には兄弟がいることが分かった。 
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⑤ 携帯電話（スマートフォン）の所有の有無 

本調査における回答者の携帯電話（スマートフォン）の所有の有無については、持っ

ているが全体のおよそ 9 割を占めており、男女別では男子生徒が 92%で、女子生徒が

98%となっているため、女子生徒の方が携帯電話の所有率が高いことが分かった。 

 

 

 

 

 



8 

 

矢板市内の高校生における消費行動特性について 

 

本調査は、高校生が日常的に利用されているお店や飲食店等の消費行動を分析するこ

とで、矢板市内で事業を営んでいる事業者の店舗運営や今後、新たな事業展開などを実

施する際の基礎資料として活用していただければと考えている。 

 

① 保有しているカード 

本調査における回答者の保有しているカードについては、「お店のメンバーズカード」が

62%で最も高く、次いで「銀行のカード」が 31%となっている 

なお当設問では、保有しているカードには複数の回答が考えられるため、複数選択可能

な形式で質問をしている。それにより回答数が 527 を超えている。 

男女別に見てみると、「お店のメンバーズカード」が男女ともに最も保有しているカード

となっているが、保有率を見てみると女子生徒の方が男子生徒よりも圧倒的に保有してい

ることが分かった。したがって女子生徒をターゲットとしている事業者でお店のメンバー

ズカードがまだ整備できていない場合は、固定客化につながる取組として実施していただ

きたいと考えている。 
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② １ヵ月で自由に使える金額 

本調査における回答者の１ヵ月で自由に使える金額は、「5,000円くらい」が 30%で最

も高く、次いで「10,000円くらい」が 12%となっている。また「5,000円くらい」の回

答を中心にほぼ左右対称のグラフになっているのも興味深い。 
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なお男女別のグラフにおいても男女ともに「5,000円くらい」が最も高く、また全体

のグラフ同様に「5,000円くらい」の回答を中心にほぼ左右対称のグラフになっている。 
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③ お金の出所 

本調査における回答者が以下のようなもの（※１）を購入する際にどのようにしてお

金を払っているか、そのお金の出所についての質問をした結果は次のようになっている。 

なお当設問では、お金の出所には複数の回答が考えられるため、複数選択可能な形式

で質問をしている。それにより回答数が 527を超えている。 

 

※１「１．趣味に使うお金」「２．お昼代（お弁当代）」「３．通学定期代（電車、バ

ス）」「４．参考書や問題集代」「５．文房具代」「６．塾・予備校の月謝」「７．学校の

教材費」「８．部活動関連費（用具・合宿代など）」「９．髪を切りにいくお金」「１０．

洋服（私服）・靴代」「１１．休日に遊びに行く交通費」「１２．友達などとの食事代」 

 

 お小遣いで買っているが最も多い回答結果 
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 そのつど親から貰うお金で買っている 
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 使わない（買わない） 

 

 

以上のように学校で使用するようなものに関しては、「そのつど親から貰うお金で買

っている」が最も高い傾向となっており、これは一般的な見解としてもそうような結果

になると何となく理解できるが、「髪を切りにいくお金」や「洋服（私服）・靴代」と言

った身だしなみ（おしゃれ）に関するものまで「そのつど親から貰うお金で買っている」

が最も高い結果となっている。 

したがって高校生が自分のお金で支払うものは「趣味」や「遊び」に関することの部

分でしか支払っていないことが分かった。 

また男女別で見ても同様な結果となっている。 

 

 お小遣いで買っているが最も多い回答結果 
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 そのつど親から貰うお金で買っている 
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 使わない（買わない） 
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④ 商品ごとの購入金額 

本調査における回答者が以下のようなもの（※２）を購入する際、一ヵ月での購入金

額の結果は次のようになっている。 

表内の色分けについては、黄色の部分は最も回答数が高かったもの、青色は、「使わ

ない」回答が最も高かった場合で、次に高かったものとしている。 

また当設問の結果においては、構成比以外に商品ごとのおおよその高校生の市場規模

として、推計金額（※３）を導出した。 

 

※２「１．趣味に使うお金」「２．お昼代（お弁当代）」「３．参考書や問題集代」「４．

文房具代」「５．部活動関連費（用具代）」「６．髪を切りにいくお金」「７．洋服（私服）・

靴代」「８．友達などとの飲食代」「９．お菓子やスイーツ代」 

 

※３ 推計金額＝選択肢の金額（例：500円くらい）×回答数×3（学年数） 

   27,000円＝500円（選択肢の金額）×18（回答数）×3（学年数） 
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以上のように商品ごとの推計金額の順位は次のようになっている。 

 

 

 

また商品ごとの男女別の結果は次のようになっている。 
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以上のように「１．趣味に使うお金」「２．お昼代（お弁当代）」「３．参考書や問

題集代」「６．髪を切りにいくお金」は全体の結果ほぼ同じ傾向となっている。 

しかし「４．文房具代」「７．洋服（私服）・靴代」「８．友達などとの飲食代」「９．

お菓子やスイーツ代」では、女子生徒の方が男子生徒よりも購入金額が高い傾向になっ

ているが、「５．部活動関連費（用具代）」では、男子生徒の方が女子生徒よりも購入金

額が高い傾向となっている。 
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⑤ 商品や食べ物などの情報収集方法 

 本調査における回答者が普段、商品や食べ物などの情報をどのようにして情報を収集

しているかについては、「家族・友達などから」が 65%と最も高く、次いで「インター

ネット」が 59%で、「ラインなどの SNSからの情報」が 57％となっている。 

 なお当設問では、複数回答可能な形式で質問をしているため、回答数が 527を超えて

いる。 

「家族・友達などから」と「ラインなどの SNSからの情報」についての考え方である

が、「ラインなどの SNS からの情報」も基本的には、回答者のつながりの中での情報で

あると考えられるため家族・友達などからの情報を「直接的」にしているか「間接的（ツ

ールを使って）」にしているかの違いと解釈できる。よって本調査における「家族・友

達などから」と「ラインなどの SNSからの情報」の差分（8%）については、SNSをやっ

ているかそうでないかの差と解釈し、回答者の身近な人からの情報という部分では出所

は一緒と考えている。 

 また今回の調査結果で興味深い点として、現在若者の中で TV 離れが騒がれている中

で、「TV番組」と回答している回答者は、全体の半数を超えており、また順位でも 4番

目となっている。 
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当設問では、情報収集をどのようにしているかの複数選択肢の質問と情報収集方法の

順位での質問も同時に聞いており、その結果は次のようになっている。 

 

 商品や食べ物などの情報収集方法（1位） 

 

 

 商品や食べ物などの情報収集方法（2位） 
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 商品や食べ物などの情報収集方法（3位） 

 

 

以上の結果により全体（複数回答）で最も高かった「家族・友達などから」の回答は、

3位までの順位付けで、どの順位でも構成比で最も高い回答数は得られていなかったが、

どの順位でも上位の回答数は得ている。 

また 1位を見てみると「ラインなどの SNSからの情報」が 39%と最も高く、次いで「イ

ンターネット」が 24%となっており、インターネットを介しての情報で 6割を超えてい

る。これらの結果により、情報収集は回答者の身近な人から得ているが、その方法は直

接的なコミュニケーションよりも間接的な方法で得ている傾向があると考えられる。 

次に「フリーペーパー」や「チラシなど」「広報誌」と言った紙媒体での情報である

が、「チラシなど」は全体では 16%となっているが、3位までの結果を見てみると、3位

の 5%が最も高い結果となっている。したがってチラシなどは、情報収集として、2割弱

（16%）の高校生は見ているが、その情報の優先順位は極めて低いと考えられるため、

高校生への周知活動として紙媒体でのアプローチはあまり効果が得られないと思われ

る。 
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 次に男女別での結果では次のようになっている。 

 

 男女別商品や食べ物などの情報収集方法（複数回答） 

 

 

 男女別商品や食べ物などの情報収集方法（1位） 
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 男女別商品や食べ物などの情報収集方法（2位） 

 

 

 男女別商品や食べ物などの情報収集方法（3位） 

 

 

以上の結果により、男子生徒は、「インターネット」や「TV番組」といった身近な人

からよりも広範囲から情報収集を行っている傾向がみられ、女子生徒は、「ラインなど

の SNSからの情報」や「家族・友達などから」といった身近な人からの情報収集を重要

視している傾向が見られると考えられる。 
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⑥ 商品やサービスにおける消費行動 

 本調査における回答者の以下のような商品やサービスについての消費行動の結果は

次のようになっている。 
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以上の結果により、「洋服や靴などおしゃれにお金をかける」や「友達などとよく買

い食いをする」「友達などと食事をする」については、「わりとそうする」の回答数が最

も多かったが、それ以外の消費行動については「まったくしない」が最も多い回答数と

なっている。 

男女別では、「ＣＤや音楽にお金をかける」については、男子生徒は「まったくない」

の回答数が最も多いが、女子生徒は「わりとそうする」の回答数が最も高くなっている。

また「洋服や靴などおしゃれにお金をかける」も同様に男子生徒は「まったくない」の

回答数が最も多いが、女子生徒は「わりとそうする」の回答数が最も高くなっており、

男子生徒は、「友達などとよく買い食いをする」「友達などと食事をする」以外は、「ま

ったくしない」の回答が最も多い結果となっている。 
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しかし「まったくしない」選択肢以外で見てみると、男子生徒では「漫画（単行本）

や本」「ゲーム」が女子生徒よりも「とてもそうする」「わりとそうする」の割合が高く、

女子生徒では「ＣＤや音楽」「雑誌」「化粧品」「洋服や靴など」が男子生徒よりも「と

てもそうする」「わりとそうする」の割合が高い結果となっている。 
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⑦ お店の利用状況と選別理由 

本調査における回答者のお店の利用状況については、「コンビニ」や「複合店（TSUTAYA

やゲオなど）」は「よく利用する」の回答が最も多く、「ショッピングセンター（ベイシ

アやヨークベニマルなど）」や「ファーストフード（マクドナルドやモスバーガー）」も

「ときどき利用する」の回答が最も多いため、このような形態のお店を矢板市内の高校

生は利用していることが分かった。 
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男女別でのお店の利用状況については、全体の結果とほぼ同じような結果であるが、

「スーパー」においては、女子生徒が「ときどき利用する」の回答が最も高くなってい

る。 
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また当設問では回答者が具体的にどこの店舗を利用し、またその理由を探るべく、自

由回答形式で、「利用するお店名」「利用店の場所」「利用する理由」について、1位か

ら 3位までの質問を行った。なお当設問は自由回答であるため、回答結果は以下の表の

ような項目でまとめた。ただし理由については、「近くて安いから」といった２つの項

目が混ざっている回答は除外して回答数を積算している。 

利用するお店については、「ショッピングセンター」の回答が最も多く、次いで「コ

ンビニ」や「複合店」が続いている。矢板市内の個店名をあげている回答者は、数名し

か見られなかった。 

利用する理由については、「（自宅、学校、駅）から近い」の回答が最も高く、次いで

「品揃えが良い、一ヵ所で買い物できる」、目的買いの商品目当ての回答である「欲し

い商品がある」が続いている。「安い」などの価格のリーズナブルについての回答は 1

位から 3位まで 1割未満であるため、以外に高校生は安さではお店を選んでいないこと

が分かった。 

 利用店の場所については、「矢板市」の回答が最も多く、次いで「那須塩原市」「宇都

宮市」となっている。また那須塩原市の回答も具体的には「西那須野地区」の構成比が

高く、当設問は回答者の住所と相関性が高い回答と考えられる。 

以上の結果をまとめると回答者は、日常的には自宅近辺のショッピングセンターやコ

ンビニ、複合店を利用しているが、欲しい商品を購入する場合には、宇都宮のショッピ

ングモールや百貨店へ出かける結果となっている。 
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 利用するお店 
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 利用する理由 
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 利用店の場所 
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⑧ 要望（商品・サービス） 

高校生の商品やサービスにおける要望調査として、「自由に使えるお金が手に入った

場合、どのようなものに使いますか？上位３つを選んでください。」といった設問を設

けた。 

本調査における回答者の商品・サービスの要望については、1 位、2 位では「洋服や

靴」の回数数が最も多く、これは前述した商品・サービスの消費行動と一致している。 

しかし 2位では、1位ほど「洋服や靴」の構成比がその他の選択肢よりも差が生じて

いないため、回答者の消費に対する多様性が色濃く出てきている。 

3位では、「貯金」の構成比が 14%と最も高く、現在の若者が持つ安定志向がこの結果

からも分かる。 

また男女別で見てもほぼ同様な結果となっている。 
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 商品・サービスの要望（1位） 
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 商品・サービスの要望（2位） 
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 商品・サービスの要望（3位） 
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 男女別商品・サービスの要望（1位） 
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 男女別商品・サービスの要望（2位） 
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 男女別商品・サービスの要望（3位） 
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⑨ 要望（お店・施設） 

高校生のお店や施設における要望調査として、「矢板市の「どこに」、「どういったお

店」が出来て欲しいですか？〈あるだけお答えください〉」といった設問を設けた。 

なお当設問は自由回答であるため、回答結果は以下の表のような項目で上位 5 位まで

まとめた。 

またこれらのお店や施設の立地場所の要望では、「駅前」と「学校近く」の回答数が

多かった。 

出来て欲しい専門店では、「スポーツ用品店」の回答が最も多く、出来て欲しいスポ

ーツ施設の中でも 4 位になっている。近年、矢板中高高校がスポーツの分野で華々しい

結果を残していることから、今後もこの要望は高まっていくと考えられる。 

出来て欲しい飲食店では、「コーヒーシップやカフェ」の回答が最も多く、その中で

も「スターバックス」と回答している回答者はおよそ 6 割を占めている。またファミレ

スの回答では「サイゼリア」と回答している回答者は過半数を超えている。 

出来て欲しいスポーツ施設では、「スポーツジム」の回答が最も多いが、5 位までの

差が 8 票であるため、スポーツ施設に関する要望は多様性のある結果となっている。 

出来て欲しいその他の施設では、「コンビニ」の回答が最も多く、立地場所もほぼ駅

前と回答している意見が多かった。また 5 位の「ライブハウス」であるが、出来て欲し

い専門店でも「楽器屋」が 2 位であることから、音楽活動を行っている高校生も少ない

ないと考えられる。そのため楽器店の新設は困難だとしてもライブを定期的に実施する

イベント施設（例えばココマチなど）の提供は出来るのではないかと考えている。 

 

 出来て欲しいお店（専門店） 

 
※回答者数 199、 「駅前」105 「学校近く」25 
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 出来て欲しいお店（飲食店） 

 

※回答者数 210、 「駅前」118 「学校近く」29 

 

 出来て欲しいお店（スポーツ施設） 

 
※回答者数 141、 「駅前」57 「学校近く」35 

 

 出来て欲しいお店（その他の施設） 

 
※回答者数 171、 「駅前」80 「学校近く」33 
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まとめ 

これまでの調査結果をまとめると 

○ 携帯電話（スマートフォン）の所有の有無については、持っているが全体のおよそ

9 割を占めており、男女別では男子生徒が 92%で、女子生徒が 98%となっているた

め、女子生徒の方が携帯電話の所有率が高い。 

○ 保有しているカードについては、「お店のメンバーズカード」が 62%で最も高く、

男女別の保有率では、女子生徒が 82%で男子生徒よりも圧倒的に保有している。 

○ 回答者の１ヵ月で自由に使える金額は、「5,000円くらい」が 30%で最も高く、次い

で「10,000円くらい」が 12%となっている。 

○ お金の出所については、学校で使用するようなものや「髪を切りにいくお金」や「洋

服（私服）・靴代」と言った身だしなみ（おしゃれ）に関するものまで「そのつど

親から貰うお金で買っている」が最も高い結果となっている。高校生が自分のお金

で支払うものは「趣味」や「遊び」に関することの部分でしか支払っていない。 

○ 矢板市の高校生が一ヵ月間で消費している推計金額は以下のようになっている。 

 

  男女別では、「文房具代」「洋服（私服）・靴代」「友達などとの飲食代」「お菓子や

スイーツ代」では、女子生徒の方が男子生徒よりも購入金額が高い傾向になってい

るが、「部活動関連費（用具代）」では、男子生徒の方が女子生徒よりも購入金額が

高い傾向となっている。 

○ 普段、商品や食べ物などの情報をどのようにして情報を収集しているかについては、

回答者の身近な人から情報を得ているが、その方法は直接的なコミュニケーション

よりも間接的な方法（ラインなどの SNSからの情報）で得ている傾向がある。また

チラシなどは、情報収集として 2 割弱（16%）の高校生は見ているが、その情報の

優先順位は極めて低く、高校生への周知活動として紙媒体でのアプローチはあまり

効果が得られないと考えられる。 
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○ 商品やサービスにおける消費行動については、男子生徒は、「友達などとよく買い

食いをする」「友達などと食事をする」以外は、「まったくしない」の回答が最も多

い。女子生徒は、「ＣＤや音楽にお金をかける」「洋服や靴などおしゃれにお金をか

ける」「友達などとよく買い食いをする」「友達などと食事をする」については、「わ

りとそうする」の回答数が最も高く、それ以外は、「まったくしない」の回答が最

も多い。 

○ お店の利用状況については、「コンビニ」や「複合店（TSUTAYAやゲオなど）」は「よ

く利用する」の回答が最も多く、「ショッピングセンター（ベイシアやヨークベニ

マルなど）」や「ファーストフード（マクドナルドやモスバーガー）」も「ときどき

利用する」の回答が最も多いため、このような形態のお店を矢板市内の高校生は利

用している。 

○ 利用する理由については、「（自宅、学校、駅）から近い」の回答が最も高く、次い

で「品揃えが良い、一ヵ所で買い物できる」、目的買いの商品目当ての回答である

「欲しい商品がある」が続いている。 

○ 回答者は、日常的には自宅近辺のショッピングセンターやコンビニ、複合店を利用

しているが、欲しい商品を購入する場合には、宇都宮のショッピングモールや百貨

店へ出かけている。 

○ 回答者の商品・サービスの要望については、1 位、2 位では「洋服や靴」の回数数

が最も多いが、3位では、「貯金」への回答数が最も多かった。 

○ 回答者のお店・施設の要望については、出来て欲しい専門店では、「スポーツ用品

店」、出来て欲しい飲食店では、「コーヒーシップやカフェ」、スポーツ施設では、

「スポーツジム」、出来て欲しいその他の施設では、「コンビニ」の回答が最も多く、

これらのお店や施設の立地場所の要望では、「駅前」と「学校近く」の回答数が多

かった。 

 

最後に矢板市内の高校生の意見、要望については、この後の Appendixで掲載している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 
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Appendix 

 

自由回答一覧 

 

【問 10】またあなたが、普段お買い物をする際に良く利用するお気に入りのお店はど

こですか？上位３つのお店の名前と場所、（出来れば）理由をお答えください。 

 

（1位）お店名 （1位）場所 （1位）理由 

ABCマート 那須アウトレット Tシャツがかわいいから 

ＡＢＣマート 宇都宮 好きな服がある 

AMAZON インターネット すぐに買える 

BAPE 渋谷 かっこいい 

FKD 宇都宮 欲しいものが集まっている、近い 

FKD 宇都宮 色々買えるから 

FKD 宇都宮 色々なお店が入っていて家から近い 

ＧＵ 大田原 近くて安い 

ＨＭＶ 宇都宮 好きなアーティストのＣＤがここしかないから 

PARCO 宇都宮 WEGO とか GUとかあるプリの種類が多い 

PARCO 宇都宮 好きなブランドのお店が入ってるから 

TOBU 大田原 色々なお店が入っていて１ヵ所で物が買える 

ＴＯＢＵ 大田原 近くて便利 

TSUTAYA さくら氏家店 CDや DVDを借りに行くため 

TSUTAYA 大田原 CDや LIVEDVDを買うため 

TSUTAYA 矢板 マンガを買う 

TSUTAYA 矢板、西那須野 ゲーム、DVD、CDを買いに行く 

TSUTAYA 矢板 本や漫画がかえる 

TSUTAYA 矢板 本が売ってるから 

TSUTAYA 矢板 本が沢山ある 

TSUTAYA 矢板 本を良く買うから 

TSUTAYA 西那須野 好きだから 

TSUTAYA 西那須野 漫画や CDなどを買う 
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TSUTAYA 矢板 本や雑誌を買うため 

TSUTAYA 矢板 
本を買ったり、CDや DVDを借りることができ

る 

TSUTAYA 矢板 本が好きだし学校と駅の間にあり行きやすい 

TSUTAYA 矢板 学校帰りに寄れる 

TSUTAYA 矢板 学校から近くよりやすい 

TSUTAYA 矢板 通学で通るとこにあるから 

TSUTAYA 矢板 学校から近い 

TSUTAYA 矢板 近い便利 

TSUTAYA 西那須野 本や CDが買える 

TSUTAYA さくら市 大きくて品揃いがいい 

TSUTAYA 黒磯   

TSUTAYA 矢板 本を良く買う 

TSUTAYA 矢板、黒磯 本が売ってるから 

TSUTAYA 黒磯 近いから 

TSUTAYA 矢板 学校帰りに立ち寄りやすい 

TSUTAYA 矢板 学校から近い 

TSUTAYA 矢板 家に近くでレンタルできるから 

TSUTAYA 矢板 近くて買う本が大抵ある 

ＴＵＴＡＹＡ 矢板 近くにある本屋で趣味が読書だから 

ｚｏｚｏｔｏｗｎ インターネット 安い、在庫が多い 

アウトレット 那須塩原 洋服が沢山ある 

アウトレット 那須塩原 １ヵ所でいろいろ買える 

アウトレット 那須 色々あるから 

アウトレット 佐野 いろいろな物がそろってるから 

アウトレット 那須 店舗が多いから 

アウトレット 那須 いろいろな店があるから 

アウトレット 那須 いろいろな物が売っていて買えるから 

アウトレット 那須 色々買えるし友達と行って楽しい 

アウトレット 那須 近いから 

アウトレット 那須 沢山のお店が１ヵ所にある 

アクロスプラザ 西那須野 家が近い 
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アニメイト 宇都宮   

アニメイト 宇都宮 好きなグッズが売ってるから 

アベイル 大田原 服がかえる 

アマゾン   最高 

アマゾン 家   

アマゾン 日本 動かないですむ 

アマゾン     

アマゾン ネット   

アリオ 千葉 近いから 

アルペン 西那須野 近いし、スポーツ物が買えるから 

イオン 氏家 欲しいものが一度に買えて便利だから 

イオン さくら市 色々なものが買えるから 

イオン さくら市 いろいろ売っていて安い 

イオン     

イオン 那須塩原 いろいろあるから 

イオン 那須塩原 大会会場に近い時がある 

イオン さくら市 
色々な物がそろってる。ミスドやパン屋さんも

入ってる 

イオン 那須塩原 近くて便利で安い 

イオン 氏家 安い 

イオンザ・ビック 那須塩原 安いから 

岩淵スポーツ 宇都宮 サッカーのものが安く売っているから 

岩渕スポーツ 宇都宮   

インターネットショッ

ピング 
  動かないでいい 

インターパーク 宇都宮 色々な物がそろってる 

インターパーク 宇都宮 いろいろそろっているから 

インターパーク 宇都宮 好きなお店がたくさんある 

インターパーク 宇都宮 お店が多いため１ヵ所で欲しいものがそろう 

インターパーク 宇都宮   

インターパーク 宇都宮 たくさんの衣類のお店がある 
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インターパーク 宇都宮 
特定の店でなくビレッジや FKDなど色々ある

ため 

インターパーク 宇都宮 １ヶ所でいろいろな物が買えるから 

インターパーク 宇都宮   

インターパーク 宇都宮 １ヶ所で色々な物が揃う 

インターパーク 宇都宮   

インターパーク 宇都宮 いろんなものが売ってる 

インターパーク 宇都宮 映画館、洋服も買えるから 

インターパーク 宇都宮 たくさんのお店が入っているから 

ウエルシア 大田原 近いから 

オータニ さくら市 家から近いから 

オータニ 氏家 家から近い 

オータニ 西那須野 近いし支払いがカードだから 

カワチ 大田原 家から近い 

カワチ 矢板 安い 

ゲオ 今市 色々な本が売ってるから 

ゲオ 大田原 よくゲームを買う 

ゲオ 大田原 
レンタル、人が少ないので新作ゲームも簡単

に買える 

ゲオ 西那須野 ゲーム買うため 

幸楽園 さくら市 ラーメン安いし近い 

ココマチ 矢板 ココマチのおばちゃんと仲良いし好きだから 

ココマチ 矢板 からあげとポテトがおいしいから 

ココマチ 矢板 フリーWifiがあるから 

ココマチ 矢板 Wifiが使える 

ココマチ 矢板 お店の雰囲気と味が好きだから 

ココマチ 矢板 からあげがうまい 

ココマチ 矢板 からあげがおいしい 

コジマ 氏家 イヤホンやヘッドホンが好きだから 

コンビニ   身近にあるから 

コンビニ 西那須野 家から近いし便利だから 
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コンビニ 黒磯   

コンビニ   移動が楽 

コンビニ 黒磯 主にスイーツを買いに 

コンビニ 大田原 近いから 

コンビニ   近いから 

コンビニ 鍋掛 近いから 

コンビニ 大田原 近いから 

コンビニ 黒磯 色々買えるから 

コンビニ 矢板 近くて便利 

コンビニ 栃木 買い物 

ザ・ビック 黒磯   

ザービック 高久 近いから 

サンクス 氏家 近いから 

サンドラッグ 矢板 化粧品 

サンユ 片岡 近いから 

サンライズ 高根沢 近所で唯一本を売っているから 

塩原屋 西那須野 近くて便利 

しまむら 矢板 近いから 

ショッピングセンター 西那須野 商品が多いから 

スーパーオータニ永

田店 
西那須野 家から近いから 

スポーツランド 大田原 近いから 

セガ 西那須野 ひまつぶし 

ゼビオ 宇都宮 スポーツ用品が多い 

ゼビオ 宇都宮 運動するときの服がたくさんある 

セブン 氏家 近いから 

セブン さくら 近いから 

セブン   
品揃えの悪さを店員にディスりに行くのが楽し

い 

セブン     

セブン   近くておいしい 

セブン 野崎 いろいろな物が売っているから 

セブン 西那須野 近いから 
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セブン 西那須野 近いから 

セブン 塩谷 近いから 

セブンイレブン 上町店 
自宅から一番近いコンビニで様々な物が売っ

てるから 

セブンイレブン 大田原 家が近いから 

セブンイレブン 矢板、大田原 食べ物を買うため 

セブンイレブン 西那須野 家から自転車で行ける距離 

セブンイレブン 那須 ほしいものがあるから 

セブンイレブン 色々 色々な物が売ってる 

セブンイレブン それぞれ 近くて便利 

セブンイレブン 塩谷 家から近い 

セブンイレブン   いろいろあるから 

セブンイレブン 野崎 近いから 

セブンイレブン 高根沢 お菓子などを買う 

セブンイレブン 塩谷 バイト先だから 

セブンイレブン 矢板 使いやすい 

セブンイレブン 高根沢 少し距離はあるけど行きたい時に行ける 

セブンイレブン 大田原 近い 

セブンイレブン 喜連川 近いから 

セブンイレブン 片岡   

セブンイレブン 大田原 家から近いから 

セブンイレブン 黒磯 近くて便利 

セブンイレブン 矢板 近くて良いから 

セブンイレブン 矢板 通学途中にあるから 

ダイソー 矢板 安い 

ダイユー 塩谷町 一番近い店だから 

ダイユー 黒田原   

ダイユー 塩谷   

ダイユー 矢板 家から近いから 

ダイユー 塩谷 近いから 

ダイユー 矢板 コンパクトな大きさでまわりやすい 

ダイユー 黒羽田 近いから 

ダイユー 黒磯 近いから 

たいらや 大田原市 一番近いスーパーだから 
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ツタタ 矢板 本が好きだから 

ツタタ さくら 本がいっぱいあるから 

ツタヤ 矢板 本、文具が好き 

ツタヤ 矢板 通学路で学校で必要なものが買えるから 

ツタヤ 矢板 文房具が買えるから 

ツタヤ 矢板 学校帰りに寄れるから 

ツタヤ 矢板 学校に近い 

ツタヤ 西那須野 本が好きだから 

ツタヤ 氏家   

ツタヤ 矢板   

ツタヤ 黒磯 家から近いから 

ツタヤ 矢板 問題集、参考書を買ったり読んだりするから 

ツタヤ 西那須野 近くとお店の並びに色々な店があるから 

ツタヤ 黒磯 参考書を買う 

ツタヤ 矢板 学校帰りによれる 

ツタヤ 西那須野   

ツタヤ 西那須野、矢板 本、雑誌が買える 

ツタヤ 氏家 帰りにより本を買うから 

ツタヤ 西那須野 近くて雑貨があるから 

ツタヤ 氏家 近くて便利 

ツタヤ 矢板   

ツタヤ 西那須野 マンガがあるから 

ツタヤ 矢板 ＣＤなどをよく買う 

ツタヤ 西那須野 ほしい物がそろっている 

東武 大田原 
化粧品など好きなものが買えるから宇都宮よ

り近い 

東武 大田原 食品以外の物も多くそろっている 

トコトコ 大田原   

トライアル 矢板   

トライアル 矢板 安いから 

トライアル 矢板 安いから 

トライアル 矢板 安くて近い 

トライアル 矢板 安いから 
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トライアル 矢板 安い 

とりせん 高根沢 家に近いから 

とりせん 高根沢 食品をいろいろ買えて安い 

ドン・キホーテ 黒磯 いろいろ安いから 

ドン・キホーテ 黒磯 家が近い 

ドンキ 黒磯 商品が安くて品揃えがいいから 

ドンキ 黒磯 値段が安い 

ドンキ 黒磯 いろいろあるから 

ドンキ 黒磯   

ドンキホーテ 黒磯 安いから 

ドンキホーテ 黒磯 安価で品ぞろえもよいから 

那須アウトレット 那須塩原   

那須アウトレット 那須 安いから、おしゃれ 

那須アウトレット 那須 近くていろいろ買える 

那須アウトレット 那須 服がそろってる 

那須ガーデンアウト

レット 
那須 家が近いから 

那須ガーデンアウト

レット 
那須 なんとなく 

那須ガーデンアウト

レット 
西那須野 １ヶ所でいろいろな物が買えるから 

那須ガーデンアウト

レット 
那須 １ヵ所で買える 

ねばらん 矢板 常連客です 

ねばらん 矢板 カードが売ってる 

ハードオフ 西那須野 矢板市内になく、中古品を安く買える 

ハーベストウォーク 小山 映画もあるし楽しい 

ハーマン 今市 中古なので安くゲームなどを買える 

ハーマン 高根沢 家から近くて友達と遊びやすい 

パルコ 宇都宮 １ヵ所でいろいろな服をかえる 

パルコ 宇都宮 洋服を買う 

ビック 氏家 いろいろなものが売ってるから 
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ビッグ 黒磯   

ビッグ 氏家 いろいろな物が買える 

ビッグ 氏家 いろいろと安い 

ビッグ 那須塩原   

ビック・エクストラ さくら市 
品ぞろいがよく、家からも少し離れているくら

いだから 

ビック・エクストラ さくら市 広い、近い、便利 

ビック・エクストラ さくら市 家から近くて色々買えるから 

ビックエクストラ さくら市 安いから 

ビックエクストラ さくら市 近いから 

ビッグエクストラ 那須塩原 近くて便利 

ビッグエクストラ 那須塩原 近いから 

ビバモール 黒磯 近いし用が足りる 

ファミマ 上河内 近い 

ファミマ さくら 駅から家に帰る途中にあるから 

ファミマ さくら 近いから 

ファミマ 大田原 近いから 

ファミリーマート 矢板 近い、便利 

ファミリーマート 矢板 いろんなものを買えるから 

ファミリーマート 矢板 よく通るから 

ファミリーマート 長久保 ネットショッピングの支払いなど 

ファミリーマート 片岡 家から近い 

ファミリーマート 氏家 通学途中にあるから 

ファミリーマート 矢板 近いから 

ファミリーマート 地元 いろんなものが売ってる 

福田屋 宇都宮 いろいろそろってるから 

福田屋 宇都宮 色々なお店があり家から歩いて行ける 

福田屋 宇都宮 何かしらある 

福田屋 宇都宮 近いから 

福田屋本店 宇都宮 お店が沢山入ってる 

ブックオフ さくら市 安くていろいろな本が買えるから 

ブックオフ 矢板 漫画 
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ブックオフ   本が好きだから 

ブックオフ 矢板 安い 

文教堂 白河   

ベイシア 大田原 おちついてるから、安いから 

ベイシア 大田原 やすいしなんでもそろってる 

ベイシア 矢板 学校で使う材料を買うため 

ベイシア 矢板 食材がそろう 

ベイシア 矢板 親が行くから 

ベイシア 那須烏山 近いから 

ベイシア 矢板 家から近いから 

ベイシア 矢板 学校から近いから 

ベイシア 塩原 食事の買出し 

ベイシア 矢板 家から近いし食材がいろいろある 

ベイシア 矢板 ゲームがあるし１００円ショップもあるから 

ベイシア 矢板 食べ物が安い 

ベイシア 矢板 食べ物が買える 

ベイシア 矢板 家から近く、いろいろな物が売ってる 

ベイシア 那須塩原   

ベイシア 矢板 家から近いから 

ベイシア 矢板 学校帰りに寄れる 

ベイシア 矢板 学校の通学路にあるから 

ベイシア 矢板 学校が近くにあるから 

ベイシア 矢板 商品の種類が幅広く安くて近いから 

ベイシア 矢板 学校から近いから 

ベイシア 矢板 安い 

ベイシア 矢板 近くて便利 

ベイシア 矢板 ８時まで迎えを待つため。 

ベイシア 矢板 通学路にあるから 

ベイシア 矢板 学校と駅の間にあって、帰り道に寄りやすい 

ベイシア 矢板 学校帰りに寄ることができる 

ベイシア 矢板 学校に近いから 
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ベイシア 矢板 いろいろな物が売っていて、すぐに行けるから 

ベイシア 矢板 学校から近い 

ベイシア 矢板 
学校から駅までの間にあって色々な物が買え

るから 

ベイシア 矢板 学校の帰りによれるから 

ベイシア 矢板 学校と駅の間にあり寄りやすい 

ベイシア 矢板 学校から近い 

ベイシア 矢板 通学路にある 

ベイシア 矢板 学校から近い 

ベイシア 矢板 通り道にある 

ベイシア 矢板 飲食物を買う 

ベイシア 矢板 色々な物が売ってて家が学校の近くだから 

ベイシア 西那須野 安くて品揃いがいい 

ベイシア 矢板 いろんなものが売ってる 

ベイシア 矢板 学校に近い 

ベイシア 矢板 学校帰りの時一番利用しやすいから 

ベイシア 矢板 帰り道にある 

ベイシア 矢板 近くてなんでもそろうから 

ベイシア 矢板 学校から近いから 

ベイシア 矢板、烏山 色々売っていて安い 

ベイシア 矢板 学校帰りに行けるから 

ベイシア 矢板 安いから 

ベイシア 矢板 近いから 

ベイシア 矢板 近いから 

ベイシア 矢板 物が安い 

ベイシア 矢板 近い、安い 

ベイシア 矢板 近くて安い 

ベイシア     

ベイシア 矢板 食べ物とか買う 

ベイシア 矢板 近くて安い 

ベイシア     

ベイシア 矢板 近いから 

ベイシア 矢板   
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ベイシア 矢板 安い 

ベイシア 矢板 早い、品揃え 

ベイシア 矢板 安くて日用品が買える 

ベイシア 矢板 安くて近いから 

ベイシア 矢板   

ベイシア 大田原   

ベイシア 西那須野 １ヵ所でいろいろ買える 

ベイシア 矢板 安い 

ベイシア 矢板 いろいろ買える 

ベイシア矢板店 矢板 近いし品ぞろいが良い 

ベルモール 宇都宮   

ベルモール 宇都宮 １ヵ所でいろんな物が買えるから 

ベルモール 宇都宮 １ヶ所でいろいろな物が買えるから 

ベルモール 宇都宮 いろいろなものが揃ってる 

ベルモール 宇都宮 １ヶ所で色々な物が揃う 

ベルモール 宇都宮 色々買えて便利 

ベルモール 宇都宮 色々揃ってるし近いから 

ベルモール 宇都宮 いろいろなものが売っているから 

ベルモール 宇都宮 
多くの種類のお店や施設が揃っていて利用し

やすい 

ベルモール 宇都宮   

ベルモール 宇都宮   

ベルモール 宇都宮   

ベルモール 宇都宮 いろいろな物が買える 

ベルモール 宇都宮 家族でよく行くから 

ベルモール 宇都宮   

ベルモール 宇都宮 １ヵ所にいろんな物があるから 

ベルモール 宇都宮 大きいし、お店がいっぱいあるから 

ベルモール 宇都宮 １ヵ所で色々できる 

ベルモール 宇都宮 何でもあるから 

ベルモール 宇都宮 いろいろあるから 

ベルモール宇都宮 宇都宮 色々なお店が入っているから 
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ポケモンセンター 池袋 行きたいから 

ミニストップ 矢板 家から近いから 

ミニストップ 矢板 学校に行くついでに弁当を買う 

もへじ 大田原 おいしい 

ヤマザキ 駅前 通学途中にある 

ヤマザキショップ 矢板 学校帰りにお腹がすいたときによる 

ヤマザキショップ 矢板 お昼を忘れたときなど買えて便利 

ヨークタウン 矢板 百均や薬局などが１ヵ所にあるから 

ヨークベニマル 矢板 近いから 

ヨークベニマル 矢板 学校帰りに寄る 

ヨークベニマル 矢板 一番近いから 

ヨークベニマル さくら市 食品を買う 

ヨークベニマル 黒磯 家から近い 

ヨークベニマル 矢板 家から近いから 

ヨークベニマル 矢板 柔軟剤が豊富 

ヨークベニマル 矢板 ＡＴＭがあって買い物もできる 

ヨークベニマル 矢板 生活用品を買う 

ヨークベニマル 矢板 近いから 

ラゾーナ 川崎 近い 

ララスクウェア 宇都宮   

ララスクウェア 宇都宮 
１ヶ所で家電、本、１００円商品などがそろい

塾に近い 

ララスクエア 宇都宮 何でも買える 

ララスクエア 宇都宮 駅から近い 

ララスクエア 宇都宮 色々なお店が入っている 

ララスクエア 宇都宮 １ヵ所で色々な店が入っているから 

ララスクエア 宇都宮 好きな服が売っている 

ローソン 西那須野 家の近くにあるから 

ローソン 矢板 近いから 

ローソン 矢板   

ローソン 塩谷   

ローソン 大桶 近くて便利 
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ローソン 西那須野 塾の近くだから 

ローソン 氏家 とても近い 

ローソン 西那須野 一番近いから 

ワイルドー１ 西那須野 家に近く趣味に通じる 

ワングー 大田原 本、ゲームがあるから 

 

 

（２位）お店名 （２位）場所 （２位）理由 

ABCマート 那須塩原 靴も服もあるから 

FKD 宇都宮   

GU 宇都宮、大田原 かわいいし、やすい 

ＧＵ 大田原 服が買いたいから 

HARTMARKET 那須アウトレット 服がかわいい 

JASS 矢板 ガソリンを入れるため 

PARCO 宇都宮 
個人的に好きなブティックがあり定期的に行

きたくなる 

PARCO 宇都宮   

Supreme 渋谷 かっこいい 

TAKADA 大田原 
行く度に新商品があったり気に入るものが多

い 

TAKADA 西那須野   

ｔｏｂｕ 大田原 家族でよく行くから 

TSUTAYA 矢板 漫画 

TSUTAYA 宇都宮 漫画や CDの量が多いから 

TSUTAYA 矢板   

TSUTAYA さくら市 ゲームのソフトなど買えるから 

TSUTAYA 矢板 本が好き 

TSUTAYA 西那須野 本を買うため 

TSUTAYA 矢板 本屋とカフェがあるから 

TSUTAYA 矢板   

TSUTAYA 矢板 本をよく買いに行くから 

TSUTAYA 氏家 本の種類が多く文具も多い 

TSUTAYA 矢板 確実に予約特典がもらえる 

TSUTAYA 氏家 本買いに 

TSUTAYA   本が好きだから 
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TSUTAYA 氏家   

TSUTAYA 那須塩原   

TSUTAYA 矢板 家から近いから 

TSUTAYA 矢板 学校帰りに寄れる 

TSUTAYA 氏家 
休日友達と会える気軽に入れる休憩スペース

がある 

TSUTAYA さくら市 本の量が多くゲーム関連の売り場もあるから 

TSUTAYA 矢板 学校帰りに寄ることができる 

TSUTAYA 矢板 学校に近いから 

TSUTAYA 矢板 家が近い 

TSUTAYA 矢板 学校の帰りによれるから 

TSUTAYA 矢板 通学路にある 

TSUTAYA さくら市 帰りに寄れるから 

TSUTAYA 矢板、黒磯 雑誌や映画を買ったり借りに 

TSUTAYA さくら市 本を買えるから 

TSUTAYA 矢板 本、CDが買えるから 

TSUTAYA 矢板 通り道にある 

TSUTAYA 矢板 本と漫画を買う 

TSUTAYA 矢板 学校から近い 

TSUTAYA 矢板 本を良く買う 

TSUTAYA 矢板 近い 

TSUTAYA 矢板   

TSUTAYA 氏家 本や参考書を買うから 

TSUTAYA 矢板 帰り道にある 

TSUTAYA 矢板 近いから 

TUTAYA 矢板 学校の通学路にあるから 

アウトレット 那須 好きなお店が入っていて、家から行きやすい 

アウトレット 黒磯   

アウトレット 那須 いろんな店があるから 

アウトレット 那須   

アウトレット 那須   

あさひ書店 矢板 歩道橋を渡らなくても本が買えるから 

アニメイト 宇都宮 アニメが好きだから 

アベイル 大田原 いろんな服があるから 

アマゾン 携帯アプリ   
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アルペン 西那須野 スポーツ用品がたくさん売ってるから 

イオン 白河 １ヵ所でいろいろな買い物ができる 

イオン 幕張 近いから 

イオンザビッグ 那須 やすいから 

インターパーク 宇都宮 なんとなく 

インターパーク 宇都宮 洋服がたくさん売っている 

インターパーク 宇都宮 服が沢山あり、映画がある 

インターパーク 宇都宮 洋服店がたくさんあるから 

インターパーク 宇都宮 いろいろなものが売っているから 

インターパーク 宇都宮 １ヵ所で欲しいものが全部そろうから 

インターパーク 宇都宮 いろいろな店がある 

インターパーク 宇都宮   

インターパーク 宇都宮 色々買えるし便利 

インターパーク 宇都宮 たくさんの物がおいてあるから 

インターパーク宇都

宮 
宇都宮 無料で行けるから 

ウェルシア 西那須野 ヘアワックスやお菓子などがあり家が近い 

魚べい 氏家 お昼の休憩などでよく利用するから 

うさぎや 矢板 通学路にあり本が見れる 

オータニ 氏家 バイト先だから 

オータニ さくら市   

オータニ 氏家 近い 

オータニ さくら市 食品を買う 

ガスト 西那須野 友達行きつけ 

カワチ 大田原 飲み物がとても安い 

カワチ 塩谷町 近くて安い 

カワチ 塩谷   

カワチ さくら市 生活用品が買える 

カワチ 矢板 家に近いから 

カワチ 西那須野 近くて便利 

鑑定団 宇都宮 欲しい物が買える 

ゲオ 烏山 ｄｖｄを借りたり、本を買うから 

ゲオ 西那須野   

ゲオ 西那須野 ゲームを買うため 

ゲオ 大田原 本。ゲームを買う時に利用する 



71 

 

ココマチ 矢板 近くて行きやすい 

ココマチ 矢板 特盛のミックス（ポテト）がおいしいから 

越谷レイクタウン 越谷 品数が豊富 

コンビニ 那須塩原 近い 

コンビニ 矢板市内 
ご飯買うのにスーパーに行くのがアホ臭いか

ら 

コンビニ     

コンビニ 塩谷 近いから 

コンビニ 氏家 近い 

コンビニ 塩谷 家から近い 

コンビに 矢板 気まぐれで 

コンビニ 色々 便利 

コンビニ 西那須野 買い物が楽 

コンビに 西那須野 すぐ食べれるから 

ザ・ビック 氏家 いろいろかえるから 

ザ・ビックエクストラ 氏家 近いから 

ザ・ビックエクストラ 氏家 色々な物が揃っているから。 

佐野プレミアム 佐野   

サンキ 矢板 服が買える 

サンクス 氏家 家から近いから 

サンドラッグ 矢板 買いたいものがあり安いから 

サンユー 片岡 近いから 

サンリオ 宇都宮 品数が多く新商品が入りやすい 

塩原屋 西那須野 安いから 

しまむら 大田原 服を見に行く事が多い 

しまむら 大田原 好みの物が多い 

シャンブル 今市 かわいいのがあるから 

ショッピングセンター 矢板 よく利用するから 

セブン 黒磯 さっと入れて便利 

セブン     

セブン 矢板 近いから 

セブン 矢板 おいしい 

セブン 那須塩原 出掛ける際に買い物ができる 

セブン 色々 近い 

セブン 那須 近いから 
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セブン 大田原   

セブン 西那須野 いろいろあるから 

セブン 高根沢   

セブンイレブン さくら氏家店 バイト先でたまに顔を出すため 

セブンイレブン 黒田原   

セブンイレブン 矢板 よく通るから 

セブンイレブン 大田原 家が近い 

セブンイレブン 西那須野 近いから 

セブンイレブン 西那須野 食べ物飲み物を買うため 

セブンイレブン   色々あるから 

セブンイレブン 黒磯 近いから 

セブンイレブン 矢板 便利 

セブンイレブン 西那須野 近いしお金をおろすついでに 

セブンイレブン 塩谷   

セブンイレブン 黒磯 家から近いから 

セリア 黒磯 いろいろな物が買えるから 

ダイソー 西那須野 お財布にやさしく、いろいろな物があるから 

ダイソー 矢板 近いから 

ダイソー 矢板 必要なもが買える 

ダイソー 黒磯 近くていろいろ安い 

ダイユー   安い 

ダイユー 安い   

ダイユー 野崎 ポイントが貯まるから 

たいらや 那須烏山 近いから 

タカダ 西那須野 近いから 

タリーズ 矢板 勉強できる 

ツタヤ 氏家 文房具も本もあり近いから 

ツタヤ 氏家 家から一番近い 

ツタヤ 氏家 家から近い 

ツタヤ 矢板 近い 

ツタヤ 宇都宮 近いから 

ツタヤ 矢板 借りられる 

ツタヤ 矢板 ここぐらいしか本が買えない 

ツタヤ 矢板 ＤＶＤが好きだから 

ツタヤ     
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ツタヤ 矢板 見たい本やＤＶＤを借りて見る 

ツタヤ 矢板 まんが、雑誌、文房具を買う 

ツタヤ さくら   

ツタヤ 黒磯 借りたいものがあるときによく行く 

ツタヤ   レンタルに行きます 

ツタヤ 氏家   

ツタヤ 矢板 近いから 

ツタヤ さくら ゲーム、マンガなど買う 

ツタヤ 西那須野 ゲーム買うため 

ツタヤ 大田原 本とか読みに行く 

トーブ 大田原 いろんな店が入っているから 

ドトール 氏家 コーヒーが好きだから 

トライアル 黒磯 安いから 

トライアル 黒磯 品揃えもいい 

トライアル 矢板 物が安い 

トライアル 矢板 安い 

トライアル 矢板   

トライアル 矢板 安いから 

とりせん 黒磯 家から近いから 

とりせん 高根沢 駅に近く、家からも近い 

とりせん 高根沢 本田仁美が出没するから 

ドンキ 宇都宮 すごい 

ドンキ 黒磯   

ドンキホーテ 宇都宮 駅から近い 

ドンキホーテ 黒磯   

ドンキホーテ 黒磯 野菜や肉を買う 

那須アウトレット 那須塩原 ブランド品が安い 

那須アウトレット 那須塩原 安く手に入る 

那須アウトレット 那須塩原 お気に入りのお店がある 

那須アウトレット 那須 服買えるから 

那須アウトレット 那須塩原 １ヶ所でいろいろな物が買えるから 

那須アウトレット 那須塩原   

那須アウトレット 那須塩原 いろんなものが売ってる 

那須ガーデンアウト

レット 
那須塩原 

そこでアルバイトしていて色んな店で買い物し

ます 
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那須ガーデンアウト

レット 
那須塩原 沢山の洋服店があるから 

那須ガーデンアウト

レット 
西那須野 アウトレット商品が豊富で買いやすい 

那須ガーデンアウト

レット 
那須塩原 無料シャトルバスが出ていていきやすいから 

那須ガーデンアウト

レット 
那須塩原 近い、在庫が多い 

ネットショッピング ネット 色々買えるから 

ハードオフ さくら市 安くてかわいい服が買えるから 

パルコ 宇都宮 色々なショップがそろってる 

パルコ 宇都宮 いろんなお店があり行きやすいから 

パルコ 宇都宮 
オシャレでかわいい洋服のブランドがたくさん

ある 

パルコ 宇都宮 いろいろお店が入っているから 

ﾊﾟﾙｺ 宇都宮 洋服、雑貨が買えるから 

ﾊﾟﾙｺ 宇都宮 好きなブランドのお店が入っている 

パルコ 宇都宮 何でも買える 

パルコ 宇都宮 好きな服が売っている 

ビック 西那須野 家の近くだから 

ビッグ 氏家 学校の帰りに親に乗せて行ってもらえる 

ビッグ 氏家 いろいろあるから 

ビッグ 氏家 お惣菜がおいしく安い 

ビック・エクストラ 那須塩原   

ビック・エクストラ 那須塩原 色々売っている 

ビッグエクストラ さくら 母のおつかいにつていく 

ビッグエクストラ さくら いろんなお店が入って便利 

ビッグエクストラ 那須塩原 近いから 

ファーストフード店 矢板 ポテトが美味しい 

ファミマ     

ファミマ 矢板   

ファミマ 氏家 チキンがうまい 

ファミマ 栃木 買い物 

ファミリーマート 宇都宮 お店の人と仲が良く家から歩いて行ける 

ファミリーマート 矢板 通学路だから 
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ファミリーマート 蒲須坂 家から近いから 

ファミリーマート 高根沢 近いから 

ファミリーマート 蒲須坂 近いから 

福田屋 宇都宮 色々買えて便利 

福田屋 宇都宮 欲しいものを売っていることが多いから 

福田屋 宇都宮 ディズニーストアがあるから 

福田屋 宇都宮 いろいろあるから 

福田屋インターパー

ク店 
宇都宮 お店が沢山入ってる 

ブックオフ 西那須野 欲しいものがすぐ買える 

プラザ 大田原 近くてかわいいものが多い 

ベイシア 大田原 材料を買いに行く 

ベイシア 矢板 近いし安いから 

ベイシア さくら市、矢板 食べ物を買いに 

ベイシア 大田原 １ヵ所でいろんなものが買えるから 

ベイシア 大田原   

ベイシア 那須塩原 家が近くて便利 

ベイシア 矢板 近いから 

ベイシア 矢板 安いから 

ベイシア 矢板 気分転換 

ベイシア 大田原 お菓子を買う 

ベイシア 矢板 家から近い 

ベイシア 矢板 ジュースやお菓子が安い 

ベイシア 宇都宮 親の買い物場所 

ベイシア 矢板 学校から近い 

ベイシア 矢板 学校帰りに寄れる 

ベイシア 矢板 学校から近い、色々買える 

ベイシア 矢板 近い便利 

ベイシア 矢板 お菓子が買える 

ベイシア 矢板 学校帰りで駅に近いから 

ベイシア 矢板 近いから 

ベイシア 矢板 学校に近い 

ベイシア 矢板 安い近い 

ベイシア さくら市 家から近い 

ベイシア 矢板 近いから 
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ベイシア 矢板 ゲーム、文房具が買える 

ベイシア 矢板 通学路にあり多くのものを売っているから 

ベイシア 矢板 
ツタヤの近くにありついでに行ける場所だか

ら 

ベイシア 矢板 気まぐれ 

ベイシア 矢板 通学路でいろんなものが買えるから 

ベイシア 矢板 学校に近い 

ベイシア 矢板 いろいろあるから 

ベイシア 矢板 安く買える 

ベイシア 大田原 近いから 

ベイシア 矢板 タンパク質の多い食べ物を買うため 

ベイシア 矢板 いろんなのがある 

ベイシア 矢板 気軽に行ける 

ベイシア 矢板 何度も行ってるから 

ベイシア 矢板 一番近いから 

ベニマル 矢板   

ベニマル 矢板 いろいろ買える 

ベルモール 宇都宮 １ヵ所でいろいろ買える 

ベルモール 宇都宮 色々なものが買える 

ベルモール 宇都宮 
行きつけのお店がある、１ヶ所で欲しい物が

買える 

ベルモール 宇都宮 友達と遊ぶ 

ベルモール 宇都宮 便利だから 

ベルモール 宇都宮 友達と遊ぶため 

ベルモール 宇都宮 映画、ゲームセンターがある 

ベルモール 宇都宮 好きなお店があるから、家が近いから 

ベルモール 宇都宮   

ベルモール 宇都宮 色々なお店が入ってる 

ベルモール 宇都宮 いろんな店があるから 

ベルモール 宇都宮 映画を見るため 

ホームセンター それぞれ バイクのパーツを買うため 

ポケモンセンター スカイツリー 池袋の次に近いから 

マクドナルド 矢板 友達と食べるとき 

マツキヨ 西那須野 便利でいろいろ売っている 

マック 西那須野   
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マック さくら市 近い 

マック 大田原 家から近い 

マック 氏家   

マック 西那須野 近くておいしい 

マック 矢板   

マックハウス 大田原   

マツモトキヨシ 矢板 学校から近い 

マルイ、イケヤ 川崎 近い 

まんだらけ 宇都宮 好きなアーティストのグッズが多くそろってる 

ミスタードーナッツ 大田原 家から近い Wi-fiがある 

ムラカミインテリア 矢板 居心地がいい 

ユニクロ 氏家 服が買える 

ユニクロ 大田原   

ヨークベニマル 大田原市 いろんな物が売っている 

ヨークベニマル 大田原 ナナコが使えるから 

ヨークベニマル 矢板 材料を買う 

ヨークベニマル 矢板 親が行くから 

ヨークベニマル さくら市 近いから 

ヨークベニマル 矢板 行きやすくナナコカードを使える 

ヨークベニマル 矢板 近いから 

ヨークベニマル 矢板 いろんな店が一度にまわれて買い物しやすい 

ヨークベニマル 矢板   

ヨークベニマル 矢板 なんでもあるから 

ヨークベニマル 矢板 近いから 

ヨークベニマル 矢板 近くて安い 

ヨークベニマル 矢板 好きなパンがあるから 

ヨークベニマル矢板

店 
矢板 近いし品ぞろいが良い 

ヨドバシカメラ 宇都宮 駅近でほぼなんでも買えるから 

楽天 インターネット すぐに買える 

ララスクウェア 宇都宮 洋服屋の種類が多い 

ララスクウェア 宇都宮 １ヶ所で色々な物が揃う 

ララスクウェア 宇都宮 駅から近いし家からも遠くない 

ララスクウェア 宇都宮   

ララスクエア 宇都宮 １ヵ所でいろいろかえる、ご飯を食べれる場所
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がある 

ララスクエア 宇都宮 近いから 

リオントール 高根沢 行きたい時に行けるし買い物に利用するから 

ローソン 塩谷 昼食を買うときに学校の通り道だから 

ローソン 片岡   

ローソン 西那須野 ATMが設置されている 

ローソン 西那須野 近いから 

ローソン さくら 近いから 

ワングー 大田原 品揃えが良いから 

ワンダーグー 大田原 いろんな物があるから 

 

 

（３位）お店名 （３位）場所 （３位）理由 

１００円ショップ 黒磯   

ＡＢＣマート 大田原 くつがほしいから 

Amazon   簡単に探し物をみつけられる 

CAN☆DO さくら市 欲しい物がそろってる 

FKD 宇都宮 服がたくさんある 

ＧＵ 大田原   

ＧＵ 大田原 ブランドで好きだから 

JASS 矢板 ガソリンを入れるから 

NIKE 原宿 かっこいい 

SAVEON 矢板 塾の帰りに前を通るから 

SEGA 大田原 UFOキャッチャーできる 

TSUTAYA 矢板 文房具 

TSUTAYA 矢板 文房具を買うため 

TSUTAYA 氏家 CDかりる 

TSUTAYA   音楽品が買える 

TSUTAYA 矢板 近いから 

TSUTAYA 西那須野 音楽が好き 

TSUTAYA 矢板 
ベイシアからすぐ横にあって映画や音楽のレ

ンタルを気軽に出来る場所 

TSUTAYA さくら市 本、CDを買うため 

TSUTAYA 矢板 気分転換 

TSUTAYA 矢板 CD とか雑誌を買う 



79 

 

TSUTAYA さくら市 雑誌などを買えるから 

TSUTAYA 矢板 本が買える 

TSUTAYA 矢板 見たい映画をすぐ借りられる 

TSUTAYA 矢板 家が近いので文房具なんでも揃ってる 

TSUTAYA 西那須野 
本や文房具を買ったときに Tカードが使える

から 

TSUTAYA 矢板 学校に近い 

TSUTAYA 矢板 本の種類が多いから 

TSUTAYA いろいろ 本や文房具を見るのが好きだから 

TSUTAYA 氏家   

アウトレット 那須塩原 服を買いに 

アウトレット 那須 いろいろな店がある 

アウトレット 那須 めあてのお店がある 

アウトレット 佐野 買い物 

アニメイト 宇都宮 趣味 

アニメイト 宇都宮 PARCOに行くとき必ずよる 

アニメイト 宇都宮 趣味にお金を使うため 

アニメイト 宇都宮 いろいろあるから 

アベイル 大田原   

アベイル 大田原 安いから 

アルペン 西那須野   

アルペン 西那須野 部活用のものを買う 

イオン 氏家 いろいろ安いから 

インターパーク 宇都宮 服も買える映画も見れるご飯も食べれる 

インターパーク 宇都宮 無料でシャトルバスを利用できて便利だから 

インターパーク 宇都宮 洋服屋さんがいっぱいあるから 

インターパーク 宇都宮 好きな服が売っている 

インターパーク 宇都宮 いろいろあるから 

ウェルシア 西那須野 化粧品などが買える 

うさぎや 矢板 親が行くから 

オータニ 喜連川 
ベイシアには無いお菓子が売っているから、

家から近い 

ガスト 西那須野 ガストが好きだから 

ガスト 西那須野 友達の行きつけ 

カラオケＢＡＮＢＡＮ 片岡 近いから 
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カラオケバンバン 片岡   

カワチ 氏家 ケーキの材料がそろっている 

カワチ 黒磯 医療品類が安い 

カワチ 黒羽田 近いから 

カワチ 西那須野 薬も食品も買える 

ゲオ 那須塩原   

ココス 那須塩原 近い 

ココス 矢板 勉強ができる 

ココマチ 矢板 安くて、いごこちがいい駅から近い 

ココマチ 矢板 学校帰りに寄れる 

ココマチ 矢板 からあげが安くておいしい 

ココマチ 矢板 からあげがおいしいから 

越谷レイクタウン 埼玉県Ｂ越谷市 
洋服や靴など自分の欲しい物がたくさん売っ

てる 

コジマ 宇都宮 趣味のものが沢山あるから 

コンビニ 大田原 家が近くて 

コンビニ 高根沢 近いから 

コンビニ     

コンビニ 矢板 近くて楽だから 

コンビニ 西那須野 便利 

サンクス     

サンクス 大田原 近くて物がそろってる 

サンドラッグ 矢板 日用品があるから 

サンライズ 高根沢 本を買う 

渋谷の店 渋谷 近い 

しまむら 矢板 安くてかわいいから 

しまむら 黒磯   

ジャスコ 白河 いろいろなものがあるから 

ジャパンミート 宇都宮 色々なものが買えて安い 

スーパー 西那須野 商品が多いから 

スタバ 宇都宮   

セガ 西那須野 家から一番近いゲームセンターだから 

ゼビオ 宇都宮 スポーツ用品をよく買う 

セブン 那須塩原 家に近いから 

セブン 那須烏山 最寄り駅にあるから便利 
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セブン 矢板   

セブン 矢板 近くてご飯が買いやすい 

セブン 矢板 近いから 

セブン 氏家   

セブン 氏家 近くにある 

セブンイレブン 矢板   

セブンイレブン 矢板 近くて行きやすい 

セブンイレブン 大田原 家の近くだから 

セブンイレブン 那須烏山 家が近いから 

セブンイレブン どこでも 便利 

セブンイレブン   学校に近いから 

セブンイレブン 塩谷   

セブンイレブン 矢板 学校から近い 

セブンイレブン 氏家 通り道にある 

セブンイレブン いろいろ   

セブンイレブン 矢板 近いから 

セブンイレブン 黒田原 近いから 

セブンイレブン 大田原 近いから 

セブンイレブン 西那須野   

セブンイレブン、ロー

ソン等 
矢板 デザートなどを買いに 

ターパー 氏家 近い 

ダイソー 矢板 学校の帰り道にあるから 

ダイソー 矢板 安くて品ぞろいがいいから 

ダイソー 大田原 安いから 

タイムズ 西那須野 本を買うため 

ダイユー 塩谷 家から近い 

ダイユー 塩谷   

ダイユー 黒磯 お母さんと買い物する場所だから 

ダイユー８ 黒磯 近くて工具など買えるから 

太陽書店 宇都宮 いろいろな物がある 

たいらや 宇都宮 家から近いから 

だがしや 大田原 近いから 

タリーズ 矢板 ８時、９時まで迎えを待つため。 

タリーズ 矢板 勉強できる 
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通販   家からでなくて済むから 

ツタヤ さくら市 文房具を買う 

ツタヤ 矢板 文房具などすぐに買い足せるから 

ツタヤ 矢板 近いから 

ツタヤ 黒磯   

ツタヤ 矢板   

ツタヤ 大田原   

ツタヤ 西那須野 雑誌などを買う 

ツタヤ 矢板 帰りによれる 

ツタヤ 矢板 ＤＶＤを借りるため 

ツタヤ 矢板 ＣＤをよく借りるから 

東武 大田原 お店が沢山入ってる 

東武宇都宮 宇都宮 品数が豊富 

トライアル 矢板 1.5Lのジュースの値段が安い 

トライアル 矢板 近いから 

トライアル 矢板 洗剤が安く買える 

トライアル 矢板   

とりせん 高根沢   

とりせん 黒磯 近い 

とりせん 高根沢 近くて便利 

ドンキ 黒磯 すごい 

ドンキホーテ 矢板 楽しい 

ドンキホーテ 黒磯 パズルとかが売ってるから 

那須アウトレット 那須塩原 服買うのに安かったりスパイクとかあるから 

那須ガーデンアウト

レット 
那須 たくさんお店があって便利 

那須ガーデンアウト

レット 
那須 服が買える 

奈良スポ 大田原 部活の買い物をするから 

ハーマン 黒磯 サバゲーの電動ガン 

バッティングセンター 黒磯 黒磯ぐらいにしかないから 

ハニーズ さくら市 かわいい服が買えるから 

パルコ 宇都宮 色々なお店が入っている 

パルコ 宇都宮 近いから 

ビッグ 氏家 色んなお店があって便利だから 
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ビッグ さくら市 いろいろあるから 

ビック・エクストラ 那須 食材が安い 

ファミマ 氏家 バイト道だから 

ファミマ 氏家 近い 

ファミマ   学校から近いから 

ファミマ 黒磯 近いから 

ファミマ 那須 近いから 

ファミマ 矢板 いろいろ買える 

ファミリーマート 大田原市 家からすぐそこにあるため 

ファミリーマート 黒田原   

ファミリーマート 那須町 家から近い 

ファミリーマート 矢板 便利 

ファミリーマート 矢板 食べ物を買うことがある 

ファミリーマート 矢板 近いから 

ファミリーマート 黒磯 帰り道にある 

ファミリーマート 矢板 
帰る途中にあり小腹が空いたときに買いやす

いから 

ファミレス 矢板 ご飯食べに行くから 

福田屋 宇都宮   

福田屋 宇都宮 近い 

福田屋 宇都宮 お店の種類が多い 

ブックオフ 矢板 中古で安く買える家から一番近い店 

ブックオフ 黒磯 家から近くて汚れがあまりないから 

ベイシア 大田原 安い 

ベイシア 矢板   

ベイシア 矢板 家から近くてたいていの物は買えるから 

ベイシア   食べ物が多い 

ベイシア 矢板 高校帰りに行きやすい 

ベイシア   色々な物がある 

ベイシア 西那須野 近いから 

ベイシア 矢板 便利だから 

ベイシア 矢板 安い 

ベイシア 矢板 近いから 

ベイシア さくら市 家から近いから 

ベイシア 矢板 学校から近い 
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ベイシア 矢板 学校と駅から近い 

ベイシア 矢板 帰り道のついでに寄れるから 

ベイシア 塩谷 学校から近い 

ベイシア 矢板 
通学路にあり色々揃うカレーが安いので学生

の味方 

ベイシア 矢板   

ベイシア 矢板 駅に近い 

ベイシア 矢板 学校に近いから 

ベイシア 矢板 学校から近いから 

ベイシア 矢板 たのしい 

ベイシア 矢板 物がたくさんあるから 

ベイシア 西那須野 買い出し 

ベイシア 氏家 いろいろな物が買える 

ベイシア 矢板   

ベイシア 大田原 安くていろいろな物がそろってる 

ベルモ 宇都宮 かわいいものがいっぱいある 

ベルモール 宇都宮 映画を見るのに一番近い 

ベルモール 宇都宮 友達とよく行くから 

ベルモール 宇都宮 友達と行く 

ベルモール 宇都宮 なんとなく 

ベルモール 宇都宮 烏山にないものがあるから 

ベルモール 宇都宮 １ヵ所で色々な物が買える 

ベルモール 宇都宮 服がある、映画がみれる 

ベルモール 宇都宮 便利 

ベルモール 宇都宮 たくさんのお店が入っていて便利だから 

ベルモール 宇都宮 いろいろあるから 

ベルモール 宇都宮   

ベルモール 宇都宮   

ベルモール 宇都宮 いろんな店があって大きくて楽しいから 

ベルモール 宇都宮 たくさんの物がおいてあるから 

ペンカフェ 西那須野 学習スペースがある 

ポケモンセンター 船橋 スカイツリーの次に近いから 

マクドナルド 矢板 おなかがすいたとき帰り道にある 

マクドナルド 矢板   

マクドナルド 矢板 家から近いから 
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マクドナルド 矢板 友達の行きつけ 

マクドナルド 矢板 好き 

マクドナルド 氏家 食べに 

マクドナルド 矢板 近いから 

マクドナルド 矢板 勉強する場所に最適だから 

マクドナルド 矢板 安くておいしい 

マック 宇都宮 値段もあまり高くなく買いやすいから 

マック 西那須野 たまに食べたくなる 

マツモトキヨシ さくら市 色々買えるから 

松屋 さくら市 近い 

道の駅やいた 矢板 ソフトクリームがおいしい 

ミニストップ 栃木 買い物 

モスバーガー 矢板 勉強する環境が良いから 

モスバーガー 矢板 長時間利用してられるから 

ヤマザキ 矢板 駅から近いから 

ユニクロ、ジーユー 氏家、宇都宮   

ユニモ 千葉   

ヨークタウン 西那須野 洋服店や TSUTAYAがあるから 

ヨークベニマル 大田原 おそうざいがとてもおいしい 

ヨークベニマル 黒磯 家が近いから 

ヨークベニマル 西那須野 近いから 

ヨークベニマル 西那須野 
ヨーベニ、TSTAYA、ハニーズ、ダイソーがあ

る 

ヨークベニマル 矢板 物が安い 

ヨークベニマル 矢板 商品がそろっている 

ヨークベニマル 矢板 近いから 

ヨークベニマル 矢板 買いたい時に行ける 

ヨドバシカメラ 宇都宮 矢板には無い物が ALGも含めてある 

ララスク 宇都宮 １ヵ所でいろいろ買える 

ララスクウェア 宇都宮 いろんなものが買える 

ララスクウェア宇都

宮 
宇都宮 駅に近いから 

ララスクエア 宇都宮 安くて品物がそろっているから 

ララポート 埼玉 祖父母の家から３分だから 

ローソン 氏家 おにぎりがおいしい 



86 

 

ローソン 西那須野 駅に近いから 

ローソン 烏山 いろんなものが売ってる 

ローソン     

 

 

【問 14】あなたは、矢板市の「どこに」、「どういったお店」が出来て欲しいですか？

〈あるだけお答えください〉 

 

（専門店）どこに （専門店）どういったお店 

４号線 洋服、靴など 

４号線 服屋 

４号線 UNDEFEATED 

家の近く スポーツ用品店 

家の近く ハンドメイド専門店 

駅 ゲームセンター 

駅   

駅、学校付近 画材屋、漫画喫茶 

駅周辺 大きな楽器店 

駅周辺 バイクパーツ 

駅周辺 ゲームの専門店、ゲームセンター、バイクパーツショップ 

駅周辺 ゲーム機やソフトが売っている 

駅周辺 楽器店 

駅周辺 映画館 

駅周辺 アウトレット 

駅近 本屋 

駅近く カラオケ（高校生が行きやすい） 

駅近く バレーボール関係の店 

駅近く 映画館 

駅近く 手芸店 

駅近く 大きな本屋 

駅近く 靴屋 

駅近く ゲーム、アニメグッズが買える 

駅近く 家電の店 

駅近く アニメイト 

駅近く スポーツ用品店 
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駅近く ベルモールや FKD 

駅近く 本屋 

駅近く ショッピングモール 

駅近く PC関係の店 

駅近く スポーツ店 

駅近く 楽器店 

駅近く アニメイト 

駅近く カードの専門店 

駅近く ゲーセン 

駅近く カードキングダム 

駅の近くに 大きな本屋さん 

駅のホーム ゲーセン 

駅東側 楽器店、図書館分館 

駅付近 カラオケ、楽器店 

駅付近 ユニクロ、ライトオン、イオン 

駅付近 ＡＢＣマート、アウトレット系の店 

駅前 お菓子の材料 

駅前 ABCマート 

駅前 雑貨屋 

駅前 雑貨店 

駅前 大きな雑貨屋さん 

駅前 大きい TUTAYA等の本屋(氏家くらい） 

駅前 本屋 

駅前 服屋 

駅前 ギョーザ屋さん 

駅前 雑貨屋さん、スタバ、ゲーセンなど色々あるお店 

駅前 ブックオフ 

駅前 スポーツ用品店 

駅前 アニメイト、ゲーマーズ 

駅前 アニメイト 

駅前 自転車屋さん 

駅前 イヤホン、ヘッドホン専門店 

駅前 古本屋 

駅前 アニメイト 

駅前 スターバックス 
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駅前 洋服屋 

駅前 スポーツショップ 

駅前 本屋 

駅前 ゲーム店 

駅前 スポーツ店 

駅前 楽器店（特に YAMAHA） 

駅前 スポーツ用品店 

駅前 カラオケ 

駅前 Suprme 

駅前 大きな本屋 

駅前 楽器店 

駅前 サッカー用具の専門店 

駅前 楽器店 

駅前 楽器店 

駅前 服屋 

駅前 娯楽施設 

駅前 靴、服の店 

駅前 スポーツショップ 

駅前 アニメイト、服屋（earth とか） 

駅前 アニメイト 

駅前 カラオケ 

駅前 洋服店、アニメ系店 

駅前 ギター専門店 

駅前 ラケットショップ 

駅前 コンビニ 

駅前 大手楽器店 

駅前 スポーツ用品店 

駅前 楽器店 

駅前 楽器店 

駅前 楽器店 

駅前 楽器店 

駅前 サッカーショップ 

駅前 スポーツ店 

駅前 映画館、カラオケ 

駅前 スポーツ 
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駅前   

駅前 ユニクロ 

駅前   

駅前 アウトレット 

駅前 本屋 

駅前 自転車屋 

駅前 洋服屋 

駅前 スポーツ店 

駅前 ユニクロ、ライトオン 

駅前 大きな本屋 

駅前 ミリタリーショップ 

駅前 ショッピングモール 

駅前 コンビに 

駅前 コンビに 

駅前 サッカー店 

駅前 カラオケ店 

片岡付近 楽器店 

学校近く 文房具屋 

学校近く プリ専門店 

学校近く ショッピングモール 

学校近く 山岳専門店 

学校近く バトミントン用品が揃ってる店 

学校近く 画材屋 

学校近く スポーツショップ 

学校近く スポーツ店 

学校近く コンビニ 

学校近く ツタヤ 

学校近く 本屋 

学校近く ペットショップ 

学校の近く ラーメン屋 

学校の近く 文房具 

学校の近く 自転車屋 

学校の近く サッカー用具の専門店 

学校の近く コンビニ 

学校の近く ライブハウス、楽器店 
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学校の近く 楽器店 

学校の前 自転車専門店 

学校付近 ＤＶＤ専門店 

学校付近 スポーツショップ 

学校付近 ＤＶＤ専門店 

学校前 スポーツ店 

旧カインズホーム跡地 アニメイト 

黒磯 本屋 

県内ならどこでも ポケモンセンター 

塩谷病院近く 洋服屋 

市街 爆弾ハンバーグ 

市内 アニメイト 

市内 ユニクロ、ＧＵ 

市内 卓球専門店 

市の中心 バイクパーツ専門店 

下太田 雑貨とか洋服 

タバコ工場跡地 ヨドバシカメラ 

中心街 楽器屋 

中心地に アニメイト 

中心部 ナイキショップ 

ツタヤ前 中古品を扱うとこ 

どこでも チョコレート専門店 

どこでも アニメイト 

どこでも スポーツ店 

どこでも良い 洋服屋 

図書館の近く ブックオフ 

トライベル 大きな本屋 

西口の辺り スイーツ店、スタバ、洋服 

ベイシア近く ゲーセン 

ベイシア付近 洋服 

マクドナルド周辺 サッカーショップ（KAMO） 

街中 大きな本屋 

元カインズホームがあ

ったところ 
アニメイト 

矢板駅前 スタバ 
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矢板高校前 ベルモール 

矢板市内に カラオケ 

矢板のカワチ周辺 本屋 

矢板東から駅の間 コンビニ 

矢板東高校付近 雑貨屋、洋服屋（プレゼントが買えるような） 

矢板東高校付近 ユニクロ 

寮の近く 熱帯魚店 

駅の 300m左 ゲームセンター 

駅前に オシャレで流行な洋服店、古着屋 

  楽器の店 

  陸上関係の店 

  アニメイト 

  スポーツ用品店 

  カラオケ 

  アニメイト 

  ゲームセンター 

  ゲームショップ 

  スポーツ用品店 

  大きな本屋 

  ゲームセンター 

  
TUTAYAをもっと大きくして、たくさんの人が出入りできると便利

→治安が悪いので、もっと治安をよくしてほしい。 

  ラーメン 

  コーヒー専門店 

  服屋 

  大きな靴屋 

  スポーツ 

  アディダス、ニューバランスショップ 

  専門のスポーツ店 

  大きいショッピングモール 

  楽器店 

  福田屋 

  インパ、ベルモ 

  アルペン 

（飲食店）どこに （飲食店）どういったお店 
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４号線 サイゼリア、魚べい、宮ステーキ、幸楽苑 

４号線 スタバ 

４号線 サイゼリア 

４号線 スタバ 

４号線 カフェテリア、コーヒーショップ 

４号線 ラーメン屋 

４号線沿い 宮ステーキ 

４号線沿い サイゼリア、道とん掘 

足利銀行近く ガスト 

家の近く 焼肉店 

駅 北の方にサイゼ 

駅 サイゼリア 

駅   

駅周辺 スタバ 

駅周辺 安くて入りやすいカフェ 

駅周辺 道頓堀 

駅周辺 ミスタードーナッツ 

駅周辺 ファミレス 

駅周辺 ファストフード店 

駅周辺 サイゼリア 

駅周辺 マック 

駅近 コンビニ、マック 

駅近 気軽に入れるカフェ 

駅近く おいしいラーメン屋 

駅近く おいしいラーメン屋 

駅近く スタバ 

駅近く ファミレス 

駅近く サイゼリア 

駅近く スイーツ店 

駅近く マック 

駅近く コンビニ 

駅近く 安価な食べ放題店 

駅近く 駅中に高校生〔若者〕が入りやすい飲食店があるといい 

駅近く ファーストフード店 

駅近く お菓子専門店、丸亀製麺、スタバ 
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駅近く マクドナルド、スタバ 

駅近く 焼肉屋 

駅近く マック 

駅内 コンビニ、スイーツ店、ファーストフード店 

駅の近く 安くて学生が行きやすいカフェ 

駅の近く 席の多いカフェ 

駅の近く おしゃれな喫茶店 

駅の近く パン屋、３１、ミスドサラダバーがある店 

駅の近く、学校近く スイーツ食べ放題の店、マクドナルド or ミスド orロッテリア 

駅東側 マック 

駅付近 学校帰りに気軽に寄れる店 

駅付近 定食屋 

駅付近 スタバ、イタリアン 

駅付近 サイゼリア 

駅前 スタバ 

駅前 スイーツ店 

駅前 スタバ 

駅前 スタバ 

駅前 スターバックス、ラーメン屋 

駅前 スタバ 

駅前 気軽に寄れるスイーツ店 

駅前 ファミレス 

駅前 ドトール 

駅前 いろんなチェーン店があるお店 

駅前 回転すし 

駅前 気軽に寄れる食べ放題店 

駅前 シャトレーゼ 

駅前 ガスト 

駅前 ガスト 

駅前 オシャレなスイーツｶﾌｪ 

駅前 おいしいスイーツ店 

駅前 スタバ 

駅前 スタバ、サイゼリア 

駅前 勉強ができるカフェかスイーツ店 

駅前 食べ放題 
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駅前 スタバ 

駅前 食べ放題 

駅前 ファーストフード店 

駅前 財布にやさしいカフェ 

駅前 スイーツ店 

駅前 おいしいラーメン屋 

駅前 マック 

駅前 Subway 

駅前 セブンイレブン 

駅前 安くておいしい店、おしゃれな店 

駅前 カラオケ 

駅前 スターバックス 

駅前 スイーツ店とカフェ 

駅前 ステーキ屋 

駅前 カフェのようなもの 

駅前 コンビニ 

駅前 マック 

駅前 コンビニ 

駅前 コメダコーヒー 

駅前 スタバ 

駅前 スタバ 

駅前 スタバ 

駅前 サイゼリア 

駅前 スタバ 

駅前 ファミレス 

駅前 スタバ 

駅前 サイゼリア 

駅前 横浜家系らーめん屋 

駅前 ファストフード店やスタバ 

駅前 ファミレス 

駅前 マック 

駅前 コンビニ、マック、サイゼ、スタバ 

駅前 ﾌﾞﾙｰﾎﾞﾄﾙコーヒー 

駅前 焼肉 

駅前 スイーツ店 
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駅前   

駅前   

駅前 サイゼリア 

駅前 ファミレス 

駅前 おいしいお店 

駅前 ゴマ団子専門の店 

駅前 スタバ 

駅前 スタバ 

駅前 モス 

駅前 コンビニ 

駅前 ファミレス 

駅前 コンビニ、ファミレス、すし 

駅前 サーティーワン、スタバ、マック 

駅前 ネコカフェ 

駅前 カフェ 

駅前 スタバ 

駅前 丸亀製麺 

駅前 丸亀製麺 

駅前 すたみな太郎 

駅前 ファミレス 

駅前 ファミレス 

駅前に かわいいカフェ 

駅前に おしゃれなカフェ 

片岡付近 マック 

学校周辺 コンビに 

学校近く ファミリーマート 

学校近く 焼肉屋さん、おしゃれなカフェ 

学校近く 気軽に寄れるスイーツ店 

学校近く サイゼリア 

学校近く すき家 

学校近く みんなで入れる場所 

学校近く サイゼリヤ、焼肉屋 

学校近く ファストフード 

学校近く スタバ 

学校近く スイーツやファストフード 
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学校の近く コンビニ 

学校の近く 勉強もできる飲食店 

学校の近く サイゼリア 

学校の近く 勉強が出来るカフェ 

学校の近く 定食屋 

学校の近く ファミレス 

学校の近く、駅前 マクドナルド、スタバ 

学校の隣 コンビニ 

学校付近 ファミレス 

学校前 コンビニ 

学校前 コンビニ 

黒磯 スタバ 

高校近く コンビニ、レストラン 

コンビニ近く 焼肉店 

市内 スイーツ店 

ツタヤ スターバックス 

どこでも 爆弾ハンバーグ 

どこでも サイゼリア 

どこでも すし屋、居酒屋 

どこでもいい ステーキ屋、焼肉屋 

ベイシア辺り スタバ 

ベイシアの近く マック 

ベイシアの駐車場 焼肉キング 

ベイシア付近 スイーツ店、スタバ 

ベイシア付近 ファミレス 

本町 焼肉店 

マックの近く ミスド 

道の駅 スタバ 

矢板高校近く ココス 

矢板市内に 丸亀 

矢板中央の前 スーパー 

矢板のカワチ周辺 カフェ 

矢板東高校近く コンビニ 

矢板東高校近く ファミレス 

矢板東高校付近 スタバ、ミスド、勉強ができるようなカフェ 
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矢板東高校付近 マック 

寮の近く コンビニ 

  安くておいしいケーキ屋さん 

  カフェ 

  スターバックス 

  スタバ 

  スイーツ屋さん 

  スターバックス 

  宮ステーキ 

  カフェ 

  スタバ 

  ３１、スタバ 

  ドンキ 

  スイーツ店 

  丸亀製麺、はなまるうどん 

  丸亀製麺、スタバ 

 

 

（スポーツ施設）どこに （スポーツ施設）どういったお店 

４号線 バッティングセンター 

４号線沿い バッティングセンター 

あいてるところ ソフトクラブ 

空き地 バスケットコート（体育館） 

運動公園の近く スケート場 

駅 バッティングセンター 

駅   

駅か学校近くに バレエが出来る所 

駅周辺 東京ドーム 

駅周辺 ジム 

駅近 ダンススタジオ 

駅近く きれいな体育館 

駅近く 陸上競技場（タータンマット） 

駅近く 野球スタジアム 

駅近く 広い体育館 

駅近く 体育館 
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駅近く ビリヤード店 

駅近く 体育館（夜間練習できるようにする） 

駅近く 無料で使えるトレーニングルーム 

駅近く 体育館 

駅近く 体育館 

駅近く 体育館 

駅近く 体育館 

駅近く ラウンドワン 

駅の近く ラウンドワン的なもの 

駅の近く 複合施設 

駅の近く ラウンドワン 

駅の近く スポーツセンター 

駅の近くに スポーツ用品店 

駅の近くに スポーツジム 

駅付近 スイミングスクール 

駅付近 バスケコート 

駅付近 サバゲーフィールド 

駅前 ジム 

駅前 バッティングセンター、ストリートバスケコート 

駅前 スポーツジム 

駅前 スポーツジム、ダンススタジオ 

駅前 スポーツセンター 

駅前 テニス教室 

駅前 ダンススタジオ 

駅前 バスケコート 

駅前 フットボールコート、バスケコート 

駅前 ダンススタジオ 

駅前 ジム 

駅前 大きなスポーツ用品店 

駅前 ゴールドジム 

駅前 ３ON３専用コート 

駅前 ストバスのコート、バッティングセンター 

駅前 バッティングセンター 

駅前 アイススケート場 

駅前 体育館 



99 

 

駅前 バトミトン orテニスクラブ 

駅前 きれいな体育館〔今のはボロすぎる気がします〕 

駅前 スケートリンク 

駅前 ジム 

駅前 スポーツショップ 

駅前   

駅前 スポーツショップ 

駅前 ボルダリング 

駅前 ラウンドワン 

駅前 バッティングセンター 

駅前 バッティングセンター 

学校から駅の間 天井の高い体育館 

学校周辺 スポーツジム 

学校近く ダンススタジオ 

学校近く スポーツ店 

学校近く 筋トレができるジム 

学校近く サッカーグランド 

学校近く サッカーグランド 

学校近く グラウンド 

学校近く サッカーコート 

学校近く 野球グラウンド 

学校近く バッティングセンター、スポーツショップ 

学校近く スポーツ店 

学校近く   

学校近く アルペンなど 

学校近く ゼビオ 

学校に 人工芝のグラウンド 

学校の近く ダンススタジオ 

学校の近く 運動場 

学校の近く フットサルパーク 

学校の近く ダンススダジオ 

学校の近く 体育館 

学校の近く 陸上競技場 

学校の近く   

学校の近く 野球グラウンド 
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学校の近く アルペンみたいな店 

学校付近 ジム 

学校付近 学習スペース的なもの 

黒磯 ラウンドワン 

そこらへん スポーツジム 

中心 ラウンドワン 

中心街 バッティングセンター 

中心部 スポーツジム 

できるだけ駅の近くに テニスコートなど 

どこでも バッティングセンター 

どこでも ジム、野球専門店 

どこでもいい バッティングセンター 

どこでも可 フットサル場 

土地が空いてるところ 全国大会を開催できるくらい入れる柔道場 

東高校周辺 バドミントン専門店、体育館 

街中 ジム、スポーツ店 

矢板駅近く 体育館 

矢板高校付近 トランポリン 

矢板中心地に ジム(高校生でも気軽にできる値段） 

矢板東高校近く ラウンドワン 

矢板東高校付近 バスケットコート 

矢板東高校付近 スケート場 

矢高近く バッティングセンター 

矢東の近くにサッカー

場を含まない陸上競技

場〔安価利用できる〕 

  

寮の近く サッカーコート 

  プール 

  アルペン 

  ディズニーランド 

  ラウンドワン 

  バッティングセンター 

  ゴールドジムのような設備が充実してるトレーニングジム 

  ラウンドワン 

  ゼビオ 
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  バッティングセンター 

  スイミングスクール 

  ラウンドワン 

  陸上競技場 

  ダンススタジオ 

  スポーツ用品店 

  格闘技のジム 

  芝の質が良いグラウンド、ゴールが多いグラウンド 

  ＤＥＰＯ 

  天然芝３コート 

  何でもそろえてる 

  ボウリング 

  ＣＡＭＯ 

  ＣＡＭＯ 

  住宅を守るため、スポーツ施設を作るのはやめてほしい 

  ボーリング 

  野球 

  バッティングセンター 

  ダンススタジオ 

  スキー場 

  運動場 

  体育館 

 

 

（その他の施設）どこに （その他の施設）どういったお店 

４号線沿い 洋服屋 

あいてるところ カラオケ（BanBan、あみぃ） 

家の近く ライブ会場 

駅から３キロ圏内 カラオケ店 

駅から近いところ ライブハウス 

駅周辺 アウトレット 

駅周辺 空港、海、ディズニーランド、USJ 

駅周辺 カラオケ店、ラウンドワン 

駅周辺 コンビニ 

駅周辺 大きいデパート 
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駅周辺 コンビニ 

駅近 アウトレット 

駅近く カラオケ BanBan、ララスクエア、パルコ、アウトレット 

駅近く カラオケ屋、アウトレット 

駅近く 服屋 

駅近く セブンイレブン 

駅近く セブンイレブン 

駅近く ゲームセンター 

駅近く カラオケ店 

駅近く ショッピングセンター 

駅近く 映画館、カラオケ、ショッピングモール 

駅近く コンビニ 

駅近く 洋服屋 

駅近く ライブハウス 

駅近く ベルモールみたいなとこ 

駅近く ライブハウス、お店が並ぶ商店街をつくってほしい 

駅近く ジャンクショップ 

駅の近く ライブハウス 

駅の近く 服屋 

駅の近く 楽器店 

駅の近く 大規模なゲームセンター 

駅の近く カラオケ店、大型ショッピング施設 

駅の近くに カラオケ（バンバン） 

駅の東口 コンビニ 

駅東側 新しい文化会館 

駅東側 コンビニ 

駅付近 プリ機やカラオケ 

駅前 アウトレット 

駅前 大きいお店 

駅前 アウトレット 

駅前 アウトレット 

駅前 映画館 

駅前 ディズニー 

駅前 ゲーセン（セガ） 

駅前 カラオケ 
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駅前 ライブハウス 

駅前 アウトレット 

駅前 モール、映画館 

駅前 コンビニ 

駅前 大きなショッピングセンター 

駅前 アニメイト 

駅前 アウトレット 

駅前 ショッピングモールのようなもの 

駅前 カラオケバンバン、アウトレット 

駅前 コンビニ（自習スペースあり） 

駅前 コンビニ 

駅前 コンビニ 

駅前 コンビニ 

駅前 スケートパーク 

駅前 ショッピングモール、映画館 

駅前 カラオケ 

駅前 カラオケ 

駅前 カラオケ 

駅前 アウトレット、カラオケ 

駅前 シダックスのような大きなカラオケ店 

駅前 ライブハウス兼音楽スタジオ 

駅前 ライブハウス 

駅前 コンビニ 

駅前   

駅前 文化会館の改装、夜９時までやっている自習施設 

駅前   

駅前 コンビニ 

駅前 アウトレット 

駅前 カラオケ 

駅前 アウトレット 

駅前 遊べるところ 

駅前 セブンイレブン 

駅前 ネットカフェ 

駅前 レイクタウン 

駅前 アウトレット 
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駅前〔東口かベイシア

の方〕 
コンビニ〔セブンかローソン〕 

各高校または矢板東高

校周辺に勉強がゆっく

りできる場所（図書館以

外）が欲しい。 

  

学校近く １００円ショップ 

学校近く スーパー、コンビニ 

学校近く 映画 

学校近く 映画館 

学校近く 映画館 

学校近く 体育館 

学校近く 文房具店 

学校近く 図書館施設 

学校近く セブンイレブン 

学校近く コンビニ 

学校に近い４号線 ミニストップ 

学校の敷地 ゲーセン 

学校の近く アウトレット 

学校の近く コンビニ 

学校の近く アウトレット 

学校の近く コンビニ 

学校の近く ゲームセンター 

学校の近く コンビニ 

学校の近く コンビニ 

学校の近く トレーニング施設 

学校の中 コンビニ 

学校付近 コンビニ 

学校前 コンビニ 

黒磯 カラオケ 

高校近くに コンビニ 

塩屋町側 学習施設、映画館 

市内 カラオケ屋 

市内 アウトレット、デパート 

市役所の近く ピアノ楽譜が買えるお店 
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タバコ工場跡地 大阪城 

タリーズの横にスタバ   

中央高の近く ショッピングモール 

中心街 ハードオフ等のリサイクルショップ 

中心部 コストコ 

中心部 レイクタウン 

できるだけ駅の近くに アウトレットみたいな大きい店 

どこか イオン的なショッピングセンター 

どこでも 射的屋 

どこでも カラオケ店 

どこでも 
ラウンドワン、ゴールドレーン、東宝シネマズ、アウトレット、ディ

ズニーリゾート 

どこでも ゲーセン 

どこでも良い ドンキホーテ 

どこでもよい 学習塾 

ベイシア 最新プリクラ機 

ベイシア付近 ライブハウス 

ベイシア付近に カラオケ 

矢板駅東口 コンビニ 

矢板駅東口徒歩５分圏

内 
図書館分館（勉強が遅くまで出来る施設） 

矢板駅を橋上駅に Ｙ 

矢板中央の近く コンビニ 

矢板中央の前 ゲームセンターやカラオケ 

矢板中央付近 コンビニ 

矢板東高校近く アウトレット 

矢板東高校と駅の間 勉強に集中できる場所（図書館とかではなく） 

矢板東高校付近 カラオケ 

矢板東高校付近 カラオケ 

矢板東高付近 友達と話せて勉強できる場所 

矢東と駅までの道 コンビニ 

ヨークベニマル近く ハニーズ、WEGO 

寮の近く コンビニ 

寮の近く コンビニ 

寮の近く 映画館 
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  ライブハウス 

  洋服が売っているところ 

  ゲームセンター 

  ディズニー 

  映画館 

  ラウンドワン 

  映画館 

  ラブホテル 

  アウトレット 

  気楽に寄れる勉強できる場所 

  カラオケ店 

  ゲームセンター 

  ライブハウス 

  ラウンドワン 

  ショッピングモール 

  

大田原市にある図書館とショッピングモールの複合施設（トコト

コ）ココマチのような突貫工事丸出しの施設ではなく、きちんとし

た学習環境が整った施設が欲しい。市外から来る生徒は図書館

に行くまでが大変遠い。時間のムダ。 

  商品を買わなくても勉強できる場所 

  映画館 

  コンビニ、アウトレット 

  遊ぶ場所 

  カラオケ 

  コンビニ 

  ＵＳＪ 

  ゲーセン 

  ゲーセン 

  ドンキ、プリクラ機をかえてほしい 

  テーマパーク、デパート 

 

 

 

 

【問 15】今後あなたは、矢板市にどういったことを期待しますか？ご意見をお聞かせ
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ください。 

 

ご意見 

1つ 1つのお店に行くのに遠くて矢板高校近くにコンビニとかがあると便利になると思う 

３１が出来て欲しい 

４号線を４車線化してください 

Jビレッジ（栃木版）が早くできてほしい。国体楽しみです 

SHARPなどが復旧して矢板の経済状況が良くなること 

明るい町 

遊ぶ施設画ないので一軒だけでもいいからほしい 

遊べる所が増えて楽しい所 

新しいお店が増える 

新しいものをどんどん取り入れていく 

新しい矢板市を期待する 

アニメイトがあるといいです 

あまり期待はしていない 

安全で安心に立ち寄れる街であってほしい 

安全できれいな街づくり 

家の近くにコンビニが欲しい 

田舎らしいのどかさを残しつつも便利になっていけばいいと思う 

今のままでいいです 

いまのままでいいと思う 

今よりもっと明るい町にしたほうがいい 

いろいろ作ってがんばってください 

色々とお店が出来て、活気のある町にしてほしい 

いろんな店が出来る事 

色んな店が増え使われていない畑や建物などをなくす楽しい矢板になってほしい 

氏家駅みたいに連絡橋がほしい 

氏家のような駅の連絡橋にして欲しい。天井があってエレベーターがある。 

宇都宮みたいになる 

宇都宮を倒す 

うるさすぎづ、静かすぎない矢板市がいいです 

映画館ができてほしい 

駅が非常に混んでいる事が多い。もう少し広くしてほしい。 

駅周辺のイルミネーションやサッカーの活躍いよる知名度の上昇や、近隣のお店での収入



108 

 

量増加などによる、地域科活性化。 

駅周辺の活性化。 

駅近くにあまりお店などがないのでもう少しお店をふやしてほしい。 

駅近くにもｘとお店があるといいと思う 

駅などがたまり場になっているから、高校生が集まれる場所をつくってほしい 

駅の近くに気軽に寄れるお店があればいいです 

駅前にもっとお店を作って欲しい 

駅をつかいやすくきれいにしてほしい 

駅をもっと大きくして綺麗にしてください、片岡駅みたいに 

横断歩道に人がいたら車がきちんと止まる市にしてほしい。止まらなすぎると思う。矢板市

を中心にして交通マナーが栃木県全域に広がると良いですね 

大きなお店がほしい 

多くのお店が出来ることを期待してます 

大田原や宇都宮、氏家に出向かずともブランドの洋服が手に入ると良いと思う 

お店が沢山増えるといい 

お店をいっぱい建ててほしい 

学生が楽しめる施設を増やしてほしい 

学生も行ける店を増やして遊びに来れるような街にしたい。もっとにぎやかに 

楽器店があると嬉しいです 

活気のあるところにしてほしい 

学校沿いの商店街をにぎやかにしてほしい 

学校の近くに本屋さんがあってほしい 

活性化、人口減少の打開、公共設備の充実（街灯、道路等） 

カラオケつくる 

カラオケ店をつくってくれること 

カラオケや映画館がほしい 

期待していない 

期待していない 

期待してない 

期待してない 

期待はない 

きたないイメージがあるのでなおしてほしい 

休日に矢板に来たいと思うような町になることを期待している 

きれいにする 

景気が良くなり給料をあげてほしい 
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軽トラ市を年に４回したい（春夏秋冬のように） 

ゲーセンが出来ることを期待する 

ゲーセンやスタバをおいてほしいです 

ゲーム機を売るお店を作った方が良いと思います。 

ゲームセンター（セガ）を建ててください。お願いします何でもします。 

ゲームセンターがほしい、映画館もあるとなお良い 

ゲームセンターとゲーム専門店ができることを期待していますバイクのパーツショップがま

ったくないのであるといいとおもいます 

ゲームセンターを作って欲しい 

現状維持で良いと思う 

交通の面が良くなるといいなと思います。 

高齢者ばかり行くお店ばかりだから、若者が行けるお店もたくさん作ってくれるとありがたい 

ここに書いたからって矢板市が変わることはないと思うし、アンケートを作る暇があるなら違

うことをしてほしい 

ココマチは駅東側にありますが本当にそれが活性化につながってるのか疑問があるので、

中途半端に終わらせないでほしい 

このまま現状維持 

このままでいいと思います 

ごみの少ないキレイな町であってほしい 

これからもがんばってください 

今後、矢板にも大きなアミューズメントパークができることを願っている。 

コンビニが増えることを期待しています 

コンビニが欲しいです 

コンビニできてほしい 

コンビニやファミレスは充実しているが、洋服や雑貨屋などが少ないと思う 

コンビニをもっと増やして、利便性の高い町にしてほしい。また、ネットカフェ等の専門店を

オープンして、パソコンというものにもっと興味を持ってもらいたい。 

栄えていない地域にもチェーン店などを建ててにぎやかにする 

サッカー、バスケができるところがほしい。 

サッカー場誘致を別の施設にすること 

サッカー場を作らないで違う店を沢山作ってほしい。氏家みたいになってほしい 

サッカー中心の市にしてほしいです 

サッカーを発展させる町になるといい 

更なる発展 
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施設のバリエーションが増え、市外や県外からも遊びに行きたいと思わせる街にしてほしい 

自転車屋さんを作ってほしい 

市の発展 

市民の願いを叶えてほしい 

シャッター街が駅前に見うけられる。これは問題であるためカフェや書店や駄菓子屋や焼き

そば屋など新しい町にしてほしい。塾が少ないため、東進や河合塾などがあってもよい。 

シンプルに平和 

スケートパークを作ってストリートカルチャーを引っ張っていける街にしたい 

スケートパークを作ること 

スタバとライブハウスができることを期待 

すばらしい市になること 

スピーカーの音のききとりやすさ  

スポーツショップがほしい 

生活しやすくなる 

生活に最低限のお店は揃っている。今以上に私が求める店はない。そのため、より豊かに

するために施設を増やすことより現状維持につとめてほしい 

世界規模の大都市になること 

世界的に有名になってほしい 

全体的に設備を新しくしてほしい 

大都会になってほしい 

大都会になること 

たくさんのお店が増えること 

楽しい 

地域の人たちが生き生きと暮らせることを期待。商店街をつくることによって学生や主婦の

出入りが多くなるし矢板の名産、ブランドもアピールできるし地産地消も期待できると思う。

人の行き来が多くなるからお金のまわりもよくなるかな。街灯とかを増やしてほしい。暗い

道もあるからそれも考えてほしい。行事も多いのでもっとアピールできる方法を探したいし、

高校生の活動の場も増やしていってほしい。 

できるだけ多くの店が出来てほしい 

電車の本数を増やしてほしい 

電車の待ち時間をムダにしないために、マックやスタバで勉強できたり時間をつぶせるよう

になること 

電車の量をもっと増やしてほしい。これからの発展に期待。 
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問１で矢板市の中心はどこかということに疑問をもちました。駅という人もいれば、市役所と

いう人もいます。しかし、矢板駅を中心として東側は人口が増え、西側は高齢化が進んで

います。もちろん、市役所を中心とするべきですが、若者の中心とする活気ある町にするに

は、駅を中心とする町作りを考えなくてはいけないのではと思います。駅の景観を残しつ

つ、橋上駅にするなど東側と西側のコミュニケーションが増えればいいなと思います。 

東京にしてほしい 

どうせたてらんないから大丈夫です 

道路整備をもっとやってほしい 

道路に街灯を増やしてもっと道を明るくして頂きたい 

道路をキレイにしてほしい（歩道） 

道路を広く、バイクや車が走りやすい道路。お店を多く。 

都会にしてほしい 

都会になってほしい 

都会になってほしいです 

特に期待していない 

都市化することを願う 

図書館が駅と離れていて利用しにくいので、施設を新しくするときは場所をもう少し工夫し

ていただけるとありがたいです。 

図書館の蔵書数を増やすこと 

栃木県なら爆弾ハンバーグがあってもいいと思う 

どのような願望でも聞いてくれること 

友達と遊べる場所を作って欲しい 

なにも期待していない 

何も期待していない 

何も期待していません 

何も期待していませんが、もっと活性化してほしいです 

何もないところにコンビニ 

人気のある飲食店をつくると矢板市は良くなるとおもいます 

バスがたくさん出ること 

バス間隔を短くしてほしい 

発展 

発展してほしい 

発展してほしい 

必要のない道路を増やすのはやめて、道路を作る費用をその他の施設へまわすことを期

待します 
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人がくるような都市 

人がたくさんでにぎやかな町 

フットボールセンターという未来性がなさそうというより邪魔になりそううなのでもっとよい土

地活用をしてほしい 

フットボールセンターを細かい生活道路のなかに作るのはどうかと思います 

不良の撲滅 

文化会館を改修して矢板から全国へ発信する拠点をつくってほしい 

平和であること 

便利で矢板に行けば何でもできる買えるということを期待してます 

他の市に比べてバスの本数が少なく移動の面で少し不便に感じます 

ポケモンセンター 

ポケモンセンターを作る 

ボランティア 

本屋をふやしてほしい 

任せます 

町の改築 

街の道路などをキチンと整備してイベントなどを増やして活気のある市になってほしい 

店の種類が少ない 

店を増やしてほしい 

店を増やす 

見て回れる店がいくつかほしい 

緑豊かなところになってほしいです 

皆が楽しめる場所を増やしてほしい 

みんなが必要としている施設を増やし、活性化すろこと 

もう少しいろんなお店を作って欲しい 

もう少しお店を増やして欲しい、洋服屋をたくさんおいてほしい 

もう少し学生が遊べそうな店を作ってほしい。 

もう少しにぎわってほしい 

もう少し便利なお店が欲しい 

もっといろいろなお店がきてほしい 

もっといろんな人が楽しめて若い人が行きたいと思うようなお店を増やす 

もっといろんな店を増やしてほしい 

もっと飲食店を増やしてほしい 

もっと宇都宮みたいにお店が出来てほしい 

もっと多くの店が欲しい 
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もっとお店を開いたほうがいいと思う。お店が少なくてすぐあきてしまう人が多いと思う。 

もっとお店を増やしてほしい 

もっと学生が遊べる所や勉強のできる場所を作ってほしい。 

もっと活気のある市になってほしい。高校生に人気のある飲食店をつくってほしい 

もっときれいになってほしい 

もっとごまを使った食材を店に並べてほしい 

もっと栄えてほしい 

もっと住み良くしてほしい 

もっとたくさんの人が集まるようなテーマパークや大きなショッピングセンターができてほし

い。 

もっと都会にしてほしい 

もっと都会になってほしい 

もっと都会になってほしい 

もっと都会になってほしい 

もっと発展した町になってお店を増やしてほしいのとバスの本数を増やしてほしい 

もっと発展してほしい 

もっと便利なところにしてほしい 

もっと歩道をキレイに広くしてほしい、時間を潰せるゲームセンターを増やしてほしい 

もっと矢板がにぎわい、交通の面が便利になると良いなと思う 

もっと安くて気軽に寄って買えるカフェや靴屋などいろいろなところを増やしてほしい、矢板

高校に行くまでの坂をなくして欲しい、公園の遊具を新しくしてほしい 

もっと利用しやすい環境をつくってほしい 

矢板駅が歩道橋がなくても上り下りのどちらにでも行けるようにして欲しい 

矢板駅構内の階段を広くして欲しい。朝は非常に使いづらい。無人駅である片岡駅の方が

整っているのはおかしい。お金のムダ。矢板東高隣に建設予定のフットボール施設の存在

意義が分かりません。「自然を楽しみたければ北の那須へ都会を楽しみたければ南の宇

都宮へ行けばいい。矢板はその過程にすぎない」というイメージを取り払い、中途半端な設

備投資ではなく学生にとって有意義な施設が建設されるように願います。税金は有限で

す。 

焼いた駅周辺に更にイベントが追加されてほしいです。今の時期はイルミネーションが施さ

れて駅を利用するたび気分が良いです。そういった駅を常に利用する、または、利用される

ことのある方々の気分をよくしてくれるイベントがあれば嬉しいです。例：春は季節に合わせ

た花を沢山植える。 

矢板駅に売店が欲しい 

矢板駅の TSUTAYA側に改札をつけてほしい 
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矢板駅の陸橋に屋根をつけてほしい 

矢板駅の陸橋に屋根をつけてほしい 

矢板駅を大きくしてほしい 

矢板駅をもう少し大きくしてほしい 

矢板駅をもっと盛んな駅に 

矢板最高 

矢板市営球場の使用許可がもっとおりたら嬉しい。そして坂道を減らしてほしい。 

矢板市が活性化するような建物を作ってほしい 

矢板市にお店がたくさん増えることを期待してます 

矢板市の北部にも気を配ってほしい。ハッキリ言ってしまうと市街地にばかりコンビニが出

来ても全然楽にならないし、まず家が反対側にあるから利用しない。荒井東の道路をキレ

イに整備してもらいたい。小さな石つぶが多くて転んだら危険。 

矢板市文化会館の工事で、さらに使いやすいホールになることを期待します 

矢板中央高校の近くにコンビニをつくってほしい、駅東口のもイルミネーションがあるといい 

矢板独特のお祭りなどができること（伝統的なもの） 

矢板にＷｉ－Ｆｉ 

矢板にサイクリングロードが欲しい！！もっともっと自転車に優しい環境を作って欲し

い！！ 

矢板の商店街のお店を作ってほしい。駅前に飲食店を増やしてほしい。 

矢板東高校近くにコンビニが欲しい 

矢板東高校の周りにお店を増やして 

ヨーベニ方面にお店が集中しているから４号線沿いにもお店がほしい 

夜にたまる不良をなくしてほしい 

ラーメン屋がもう少し欲しい、若者起業 

若い人が遊べる場所が少ないように思います 

若者に必要なお店を作れば栃木を出て引っ越す人も減ると思います 

若者の遊ぶ町 

若者の起業 

若者も高齢者も楽しく、不安のなく暮らせる町になること。 

市外になるとコンビニもなく明かりも少ないので不便で物騒なので改善してほしい。足銀付

近は朝夕道路が混みやすいので整備が必要。空室が増えてきている。お年寄りが増えて

きて交通事故になりそうなことが何度もある。 
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