多くの学生からご意見と感想が寄せられましたのでご紹介いたします。
●受付件数／342件
No

ご意見・ご感想

1

いつもありがとうございます。村上の名産を食べて、頑張ります。

2

バイトもなくなり削れるところが食費だったので削っている最中でした。この支援のお陰で1弾
の時から助けられています。ありがとうございます。

3

いつも助かっています。嬉しいです。

4

第4弾ありがとうございます!!!!
届くのが楽しみです！

5

支援便の第4段とても嬉しく思います。
なかなか実家に帰ることができず、家族のご飯もなかなか食べられない状況で、村上市の食材を
食べることができることがとてもうれしいです。
いつもありがとうございます。

6

村上で作られたものをこうして食べる機会があまり無いので、とても嬉しいです。ぜひ第五弾も
期待しております。

7

このようなサービスを4回も村上市出身の学生にご提供して頂きありがとうございます。いつも
おいしく頂いております。

8

まずは、第四弾を開催していただき誠にありがとうございます！なかなか実家に帰省できない中
で、こうして地元の食を食べることが出来る機会を非常にありがたく思います。

9

毎度お世話になっています。一年以上帰省できないとは想像もしていませんでしたが、こうして
村上の味を届けていただくことで少し村上を感じることができています。ありがとうございま
す。

10 もしかしたら前回届いてから返信し忘れていたらすみません。
こんな状況のなかで、周りの友達のところではやってないので、すごくありがたいなと思ってま
す。
11 短期間に応援便を何度も行って頂きありがとうございます。
12 第二回目から応募しています。帰省ができないため、この応援便を通じて地元の温かさや味を思
い出すことができています。ありがとうございます。
13 支援便が届くのが毎回楽しみで嬉しいです。
ありがとうございます。
14 とても助かります。ありがとうございます。
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12 今回もありがとうございます！いつかまた、村上に帰れるようにこれからも頑張りたいと思いま
す
13 4度目にもなる支援感謝します。安心してふるさと村上に帰れる日を楽しみにしています。
14 4回もやるなんてすごいですね
15 今回で4度目となり、とても嬉しく思います。
私は今年度で学生生活が終わり、4月からは社会人になります。
このような企画、運営をしてくださった方々のような、
人のために動くことのできる社会人になりたいと思います。
本当に、沢山のご支援ありがとうございました。
16 第4段までまごころ届け隊やって頂いてありがとうございます。
改めて、地元の良さを感じることができました。新型コロナウイルスが収束しましたら、
村上に帰りたいと思います。
17 4回目となる村上市の支援には感謝しかありません。
学校や外出が制限されており先の見えない状況が続いていますがこのような支援のおかげでこれ
からも頑張ろうという気になれます。
当たり前だった日常では、感じることが出来なかった人と人の繋がりや思いがどれだけ勇気や元
気を与えるのかを毎度この村上市の支援を通じて感じております。
18 たくさんの支援便嬉しいです！
徐々に種類も増えてきてありがたいです！
19 一人暮らしをしている身としてはとてもありがたいです。
20 村上市の取り組みには本当に助かります。コロナに負けない村上になって下さい。今年はお祭り
見たいです！！
頑張って下さい。
21 第4弾までも実施していただきありがとうございます。
大学の友達に村上市と地元の特産品を自慢しています。
22 とてもとてもありがたいです！またの開催を心待ちにしております！
23 第4弾ありがとうございます！今まで、4回も頼めて本当に幸せです。毎回、わくわくして選んで
いました！
24 いつも助かっています。ありがとうございます。
25 いつもありがとうございます。
小太喜のラーメンが食べたいです。
26 春休み中に帰省することが難しいなと考えていたので、またこういった取り組みに申し込むこと
ができて嬉しいです。本当にありがとうございます。楽しませていただきます！
27 地元の村上市から，頑張れ！と応援されている気持ちになります．ありがとうございます．
28 様々な種類で豪華なものを毎回いただけるのでとてもありがたく思っています。
村上の人との繋がりはこの地域特有の良いところだと思っています。しかし、コロナ禍において
それがすこし希薄になってしまっているように感じて残念に思われます。
このような取り組みなどにより外に出ているものがこれからの村上をもっと盛り上げて行けたら
良いなと感じました。
29 帰省できない中地元の味が感じられて嬉しいです
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30 この度は、応援便第四弾を行なってくださり、本当にありがとうございます！！県外に住んでい
て、なかなか帰省が難しい私にとって地元の食べ物を食べることができるのは本当に嬉しいで
す。第四弾を行なってくださる村上市の全ての方に感謝して、いただきたいと思います。
31 3月に帰省を考えていましたが、緊急事態宣言の延長にあたり諦めました。実家のご飯が恋しい
中、再びこの企画を開催してくださり本当に感謝でいっぱいです。ありがとうございます！
32 コロナで帰省は出来ませんが、美味しい故郷の味を楽しみにしています！
33 とてもありがたいです。助かります。
34 ありがとうございます
35 いつもありがとうございます！
36 第四弾の学生支援便本当にありがとうございます。収入がとても少ない中でこのような支援が頂
けて嬉しいです。商品が届くのを楽しみにしています！
37 4回目まで開催してくれるなんて思ってもいませんでした。感謝しかないです。ありがとうござ
います。
38 第一弾で終わると思いきや４弾ということで、とてもありがたいです。
感謝しています。
39 いい支援だと思います。
40 新潟から神奈川へ引っ越して約1年が経ち、故郷での思い出を懐かしんでは少し寂しく思ってい
ました。
ですが、もう4度目となるこうした支援を頂き、改めて村上に生まれて良かったと思う次第であ
ります。
報恩の精神を胸に、将来はきっと故郷に何か恩返しができるよう努めていきたいと思います。

41 3弾でこの企画を知って、大変満足したので、また応募させていただきました。
42 村上市の取り組みに感動しております。心温まる対応誠にありがとうございます。
43 4度目の支援をしてくださり心から感謝しております。毎度利用させていただいております。あ
りがとうございます。
44 とてもよい企画だと思います
45 第4弾ありがとうございます。
辛い日々もありますが、応援便が届くたび、温かい気持ちになります。
これからも頑張りたいと思います。
46 毎回ありがとうございます。
47 このような支援があるのは金銭面にあまり余裕がない学生にとってとても有り難く思います。第
3弾で初めて申し込みをさせていただきましたが、自分の育った市から支援をしてもらえるとい
うのはとても心強く、また、嬉しさを感じております。
48 とてもありがたい事です。子供達もきっと村上の為に色々な形で恩返しできると信じています。
村上にいる親はもっと村上市に貢献できるよう、精一杯仕事や地域の為頑張るしかないでしょ
う。
49 第4弾まで企画してくださって本当に嬉しいです。自慢の故郷です。
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50 第4弾目とっても嬉しいです！
懐かしい村上の美味しいものありがとうございます
51 第2弾から利用させていただいていますが、第4弾のお知らせが来てすごく嬉しかったです。今回
の春休みも帰省は難しそうなので残念ですが、また村上市の美味しいものを一人暮らしの家で食
べられるのがすごく楽しみです。ありがとうございます！
52 4度目の応募をさせていただきました．コロナが発生して1年が経過し，依然苦しい状況が続いて
いますが，ふるさと応援便を通して地元の良さに改めて気づくことができたのは，不幸中の幸い
だったのかなと思います．皆様もお体に気を付けてお過ごしください．
53 ここまで支援を継続してくださり、本当に感謝しかないです。
ありがとうございます！
54 助かりました。
55 4回もやっていただけるのは本当に感謝しかないです。ありがとうございます。
56 最高ですね。あざす。まじで。
57 第四弾、ありがとうございます！
村上市大好き～！
58 地元の応援に心が温まります。ありがとうございます。
59 いいね
60 とてもありがたいです。
61 ３回目の応援便を申し込ませて頂き、とても良い内容だったので今回も参加させて頂きました。
年末年始も帰れずなかなか辛い時期ですが、このような温かい地元が自慢です。
62 また支援便を実施して貰えてありがたいです。 毎回利用させて貰ってます ありがとうごさいま
す。
63 第４弾もありがとうございます。
64 いつも助かっています。ありがとうございます。
65 ２回目の利用ですがとても有難い事だと思ってます。
今後もまたあればぜひ利用したいと思います。
ありがとうございます。
66 助かります！！
67 第一弾から利用させて頂いています。村上に帰ることができない中、村上市が県外の学生に対し
てこのような取り組みをしてくださり誠にありがとうございます。
届いた特産品を頂いていると、いつも懐かしい気持ちになります。いつか帰省できる日を楽しみ
に、県外でも頑張ろうという励みになっております。第四弾も実施してくださりありがとうござ
います。
68 応援便第4弾ありがとうございます。
お盆も正月も帰省できない中で、村上の特産物で大好きな村上を感じることができて嬉しいで
す。
美味しいものでいっぱいな村上、早くコロナが落ち着いて帰省していっぱい食べたいと願ってい
ます。
69 いつもおせわになっております！
70 何度も支援していただきありがとうございます。
とても助かっています。
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71 村上市をもっと好きになりました。
72 第４回目の学生支援便を企画していただき、とても感謝しています。なかなか実家に帰れない状
況ですが、村上市からの支援も支えにしつつ、じっと我慢していきたいと思います。
73 いつもこのような企画をしていただき本当にありがとうございます。一刻も早く新型コロナウイ
ルスが終息することを願っています。
74 いつも美味しい食べ物がもらえて嬉しいです！
75 第1弾から継続して申し込んでいます。地元に帰れなくても、地元のものを食べられるのがとて
も嬉しいです。本当にありがとうございます。
76 ありがとうございます。助かっています。
77 とてもありがたく思っております。頑張ります。
78 昨年３月に行ったきり帰ってくることができませんのでこのようなご配慮大変ありがたいです。
79 第四弾ありがとうございます。
帰省できずに1年が経ちました。地元で好きだったお店が営業を辞めてしまったと聞き、新型ウ
イルスの影響はとても大きいと改めて思いました。
少しずつ終息が見え始めていますが、まだまだ気を緩ませず日々を過ごしていきたいです。
継続的な支援をしていただき、心より感謝を申し上げます。
80 このような時期にまた支援便を送っていただけるということで、とてもありがたく感じていま
す。私はもうすぐ卒業して就職となるのですが、様々な費用がかかり、金銭面でとても困ってお
りました。コロナ禍でアルバイトもできない状況なので、支援便はとても助かります。就職し、
金銭面に余裕が出来たら村上市に還元していこうと思っています。頂いたものは大事に食べてい
こうと思います。ありがとうございます。
81 いつもありがとうございます！
82 第4弾ありがとうございます。楽しみです。
83 毎回美味しく頂いています。就職活動が始まってアルバイトをしていないのでありがたいです。
84 ４回も支援便を企画して頂き、本当にありがとうございます。この一年ずっと学校と実習で大変
な年だったと思います。
ふるさとからの温かい支援に何より喜んでくれると思います。
支援開催の情報がわかったのは臥牛山さんのSNSからです。彼の活動で村上市の情報が多く知る
ことができました。ありがとうございます。
85 一人暮らしの助けになっています。とてもありがたいです。
86 毎回応募させていただいております。カタログの内容を見るたびに村上の特産品の多さに気づく
ことができ、うれしく思っております。
87 いつもありがとうございます！
88 4回も支援してくださりありがとうございます。自慢のふるさとです。
89 内定も決まり、おそらく最後の応募になると思います。感染症が続き自粛が余儀なくされた大学
生最後の年でしたが家にいながら美味しい故郷の食材を味わえて幸せでした。ありがとうござい
ました。
90 前回のハムセット、おいしくいただきました。今回もありがとうございます。
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91 手厚いご支援ありがとうございます。 村上から離れていても地元の温かみを感じられるよい取
り組みだと思います。
92 まさか第四弾もあるなんて、本当に驚きました。そしてとても嬉しいです。
93 4月から社会人になるので、今回が最後の応援便になると思います。
これまで村上市からたくさんの名産を送っていただきました。
4回もこの応援便があるとは思ってもいなかったので、とても温かい場所で生まれ育ったんだな
と感じました。
仕事が始まるとなかなか村上市にゆっくり帰ることはできなくなると思いますが、
あたたかい地元があることや応援してくれる方がいてくれることが励みになります。
94 定期的にこの支援をして頂いてとても有難いです。
95 コロナで食べ物も高値になり始め、大変だと感じていたので、とても嬉しいです。
96 いつも助かります。中々会えそうで、会う事が出来ないので励みになります。
97 コロナが落ち着いたら村上の実家に帰りたいです。
第4段まであると思っていませんでした。約1年間実家に帰れていないので、早く帰りたいという
98 思いもありますが、このような支援があるおかげで心の支えとなっています。ありがとうござい
ます。
大変ありがたい取り組みだと思います。
99
4回もの支援本当にありがとうございます。ふるさとの味を遠方でも楽しめるので素晴らしい取
100 り組みだと思います。
101

本当にありがたく、とても感謝しています。ありがとうございます。

やっぱり村上の米は美味しい！第4弾でまた頂けるとは。ありがとうございます。村上市に感謝
102 いたします。自分の目標を達成させるため、勉強頑張ります！
第四弾があるとは思っていなかったのでとても嬉しく思っております。届くのなら毎回楽しみで
す！
何度もやっていただいてありがたい。
104 こういう機会がなければ知らなかったものがたくさんあって楽しいです。
103

105

いつもありがとうございます。

106 毎回本当に助かっています！
非常に助かっており、また懐かしくも感じています。地元のコロナによる影響はどれ程なのか分
107 かりませんが、頑張ってください!
実家に簡単に帰ることができず、地元の名産品を食べることができないというこの状況で、この
108 ような取り組みをしていただき本当に感謝しています。これからも村上市の発展を期待していま
す。
第4弾もありがとうございます。大切に活用させていただきます。
109
110

ありがたいです。

111 いつも本当に助かっています
112

前回送って頂いたものも、美味しくいただきました。いつもありがとうございます。

第4弾の応援物資ありがとうございます。地元に帰れて
ない為地元の食べ物が食べれてとても嬉しく思っていま
113 す。また第5弾としてあれば是非してもらいたいです。
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第1弾から応募させて頂いてます。まだまだ収束が見込めない中
114 地元の村上市から支援をたくさん頂けて、とても感謝しております。
第四弾まで企画してくださり、本当にありがとうございます。
115 このような支援を当たり前と思わず、感謝しながら特産品を美味しくいただきたいと思います。
116

4回目もあるとは思わなかったので大変嬉しいです。ありがとうございます。

まだまだアパートでの非対面式授業が多く、アパートにいる時間が長いので光熱費等が高くつい
117 てしまい、経済的に苦しいところがあるのですが、この取り組みによって助かっています。あり
がとうございます。
ここまでの長い期間、支援してくださってとても励みになり、地元村上を思い出して温かい気持
ちになれます。
118 これから就活が本格化していくので、頑張ろうと思える源になります。ありがとうございます。
119

度重なるご支援に対し深く感謝申し上げます。

4回も支援を受けられてとても嬉しいです。いつも村上の美味しいものをいただけて幸せな気持
120 ちになります。ありがとうございます。皆様もお体には気をつけて下さい。
もう1年以上実家に帰れていません。
成人式にもみんなに会えなくてなって残念でしたが、今年の集いで会えるのが楽しみです。
121 このような応援便をいただけるということで非常にありがたいです。
もう少し頑張りたいと思います。
第4段もありがとうございます！
毎回選ぶのが楽しみです！
122
村上は美味しいものが沢山あって素敵な故郷だなって実感してます！
1人で慣れない生活をしている時の少しの贅沢として活用させて頂いています。
この支援のおかげで、今の生活を頑張れていると感じています。
コロナの状況下でなかなか帰省出来ませんが、頑張っていこうと思えます。
123
本当にありがとうございます!!
村上からの温かさを噛み締めていただきます！
124

一人暮らしのため、食材は本当にありがたいです。ありがとうございます。

125 ありがとうございます。とても嬉しいです。
前回も利用させていただきました。たくさん入っていて日持ちもするのでしばらく食費を抑えて
126 生活できてありがたかったです。
127
128
129

市の文化等を知ることができるので、助かっている
毎回助かります。ありがとうございます。
本当にありがとうございます。

第3段から申し込みして今回で2回目です。
130 懐かしい岩船の味なので楽しみに待っています。
いつもお世話になっております。帰省や外出がままならないなか、こうした支援を頂けることは
131 慣れ親しんだ風土を思い出すとともにとても励みになります！
いつも温かいメッセージと共に送ってくださり、少しでも地元を感じることができて、とてもあ
132 りがたく思っています。
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1年間にこんなにたくさんの支援をいただけると思っていませんでした。ありがとうございま
133 す！あともう少し、明るい未来を祈って頑張りたいと思います。
134

とても助かっています。これからも続けて欲しいです。

今までのふるさと応援便も美味しく食べさせて頂きました。
早くコロナがおさまってまた友達と地元で集まれる日が来て欲しいです。
135
ありがとうございます。
応援便のおかげで好きな塩引き鮭をいただくことができてとても感謝しています。
地元になかなか帰れないので定期的にあると助かります。
136 ありがとうございます！
今回も届くのを楽しみにしてます。
第四弾もやっていただけるとは思っていませんでした！ありがとうございます！
137 村上の美味しいものを食べて、帰省できる日を楽しみにこれからもがんばります！
地元の特産物を自分で楽しむだけでなく、他の地域の友達と一緒に食べることができるのがすご
138 く嬉しいです。いつもありがとうございます。
139

いつもありがとうございます

ありがとうございます。
140 非常に助かります。
141

なかなか外出できませんがこのような取り組みのおかげで幸せな気持ちになります。

第4弾もしてくださると思わなかったので、とても嬉しいです！ありがとうございます。
142 またやってくださるととても助かります。
4弾まで行っていただき、とても嬉しいです。毎回商品が届くのを楽しみにしています。商品が
143 届くと村上を思い出して、がんばろうという気持ちになります。
144

この支援のおかげで、美味しいお米を食べさせていただき本当に感謝しております。

手厚い支援に感謝するとともに、村上市に産まれたことをとても誇りに思います。大学卒業後何
145 らかの形で村上市に恩返しできるようにがんばります！
美味しい米と普段食べられないような特産品を食べることができ、とてもありがたい。
146 一人暮らしで品数も量も少なくなりがちな時にとても助かる。
147

毎回おいしい村上の食べ物、商品を送っていただき、ありがたいです。

毎回このようなご支援をして頂き、本当にありがとうございます。
商品をカタログから選ぶ際は、魅力的な特産品が沢山あるため毎回悩みながら選んでいます笑
148 また村上に帰れるようになったらそうした特産品を買い、県外の友達にも勧めて少しでも村上の
ためになるような行動をしていきたいと考えています。
149 とても助かります。
150

すごくいい取り組みだと思います。

151 第四弾とても嬉しいです、ありがとうございます！
152
153

こちらでは地元村上の食材などはあまり売られていないのでとても良いと思います。
毎度毎度助かっています。ありがとうございます！
8

No
154
155

ご意見・ご感想
いつもありがたくいただいています。
うれしい。

学生支援便で初めて地元のお肉を食べました。
とっても美味しくて改めて村上の誇りだなって思いました。
156 第4弾してくれてほんと嬉しかったです！
ありがとうございます！！
157
158

第4弾までも支援していただきありがとうございます。
いつもありがとうございます、助かっています。村上市に感謝しています。

第一弾から応募させてもらっています。とてもありがたいです。コロナ禍を乗り切るために頑張
159 りたいと思いました。
毎度ほんとにお世話になっております！
160 村上の良さを県外でもPRしていきます！
とても助かります。また村上市の良さを再発見できる機会にもなり故郷のことをよく知ることが
161 できます。
未だに続く新型ウィルスの影響により、なかなか帰省ができない中、村上の商品に触れることで
162 少し懐かしい気持ちになれました。
明日卒業式で、4月からは就職なので、これが応募できる最後になりますが、4回も地元のものを
頂けたことで、コロナ禍の大変な1年ではありましたが、地元の暖かさを感じることができまし
163 た。ありがとうございました。4月から、医療職として働きますが、将来村上市に貢献できるよ
うに頑張ります！
4回も学生支援があることや、毎回内容が豊富でうれしいです。
164
165
166

毎回美味しいものを頼んで、村上を知れるので、とても嬉しいです。
助かります。

いつもありがとうございます。
毎回頼ませていただいてます。
167 地元の食材は普段の一人暮らしでは食べれないのですごく助かってます。
継続的な取り組み、非常に助かっております。
168 知っているようで知らない地域の魅力を再発見できるのもいい点ですね。
前回から参加させて頂いております。
一人暮らしをしていると、なかなか食費にお金をかけられないので、応援便が本当にありがたい
です。
169 何にしようか毎回悩みますが再び村上牛を選んでしまいました。村上の良さをたくさん感じられ
る良い機会なので、もし次があったら他の物も頼んでみたいです。
今回もこの取り組みを決断して下さり本当にありがとうございます。コロナが収束したら帰省し
て家族の元気な姿を見たいです。
コロナ禍が長引く中、一年も実家に帰省出来ずに居ますが地元のものを届けていただけると心強
170 くありがたく感じます。
第四弾まで支援してくれる村上市 強いです！！ありがとうございます！学生支援便のおかげで
食べられた地元の食べ物はやっぱり美味しいなと感じます。進学では関東の学校を選びました
171 が、学生支援便のおかげで食べられた美味しい食べ物によって、就職は食べ物が美味しい新潟へ
戻ってしようかなと思い始めるきっかけになりました。
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No
172

ご意見・ご感想
大変助かっております。ありがとうございます

前回に引き続き申し込ませていただきます。このような状況で支援していただけることは本当に
173 嬉しいです。
私は関東に住んでおり、バイトも時短や休業で満足に働けていない状態です。その中で地元村上
市がこのような取り組みをしており美味しい地元のご飯を食べられることに有り難みを感じてい
174 ます。自分も頑張りたいです。ありがとうございます。
毎度利用させていただいています。大学での学習も忙しく、このような制度にとても助けられて
175 います。東京でも頑張ろうと思います！
村上市からの支援で助かった村上出身学生が沢山いるとおもいます。
176 ありがとうございました！
何度も学生支援をしてくださって本当にありがたいです。大学生に配慮してくださり、村上市が
177 地元であることを誇らしく感じてます。
178
179
180

この活動にはいつもお世話になっています。ありがとうございます。
いつもありがとうございます。
とてもいいと思います

村上市の手厚い支援によって無事卒業を迎えることができました。
181 ありがとうございました。
就活で地元に来ています。就活頑張って地元で社会人になる予定です。後期には北海道に戻りま
182 す。
また、支援をもらえて嬉しいです！！春からもがんばります！！
183
実家から離れていても大好きな村上を身近に感じることができ、大変ありがたく思っています。
184 本当にありがとうございます。
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