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１．アンケート実施の概要 

 （１）対象者 議会報告会参加者 

 （２）実施方法 各会場で配布及び回収 

（表１）集計 

地域 地区 参加数 
前年度 

参加数 

参加数前

年度比較 

アンケー

ト回答数 

回答率 

（％） 

庄原 庄原 41 27 14 36 87.8% 

  高 16 12 4 16 100.0% 

  本村 18 21 -3 18 100.0% 

  峰田 18 18 0 15 83.3% 

  敷信 12 8 4 8 66.7% 

  東 32 43 -11 21 65.6% 

  山内 8 10 -2 7 87.5% 

  北 11 5 6 9 81.8% 

西城 西城 20 12 8 20 100.0% 

  八鉾 16 11 5 12 75.0% 

東城 小奴可 15 6 9 14 93.3% 

  八幡 18 29 -11 17 94.4% 

  田森 8 34 -26 7 87.5% 

  東城 51 18 33 40 78.4% 

  帝釈 28 27 1 27 96.4% 

  新坂 13 9 4 11 84.6% 

  久代 22 19 3 19 86.4% 

口和 口和 8 13 -5 7 87.5% 

高野 高野 17 7 10 14 82.4% 

比和 比和 12 13 -1 10 83.3% 

総領 総領 43 33 10 37 86.0% 

 一般会場計 427 375 52 365 85.5% 

特設会場 西城紫水高校 36 48 -12 35 97.2% 

  東城高校 31 66 -35 31 100.0% 

  庄原実業高校 359  359 359 100.0% 

     (参考) 庄原格致高校  301 -301   

 特設会場計 426 415 11 425 99.7% 

 合計 853 790 63 790 92.6% 

 

(表２）実績 

実施年度 会場数 参加数 回答数 備考 

平成２３年度 22 488 349 口和地域:口北地区・口南地区の２会場 

平成２４年度 21 369 287  

平成２５年度 21 328 261  

平成２６年度 21 430 343  

平成２７年度 22 445 357 特設会場：ジョイフルながえ 

平成２８年度 24 790 739 特設会場：市内３高校(西城紫水、庄原格致、東城） 

平成２９年度 24 853 790 特設会場:：市内３高校(西城紫水、東城、庄原実業） 
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２．アンケート結果  

 

 

問１．市議会の役割や活動が理解できましたか 

回答 回答数 h28 

ア．理解できた 87 101 

イ．ある程度理解できた 249 276 

ウ．あまり理解できなかった 52 27 

エ．理解できなかった 28 6 

無回答 9 5 

合計 425 415 
 

 

 

 

問２（１）．これまでに、市議会に関心がありま

したか 

回答 回答数 h28 

ア．あった 24 18 

イ．少しあった 97 122 

ウ．なかった 295 270 

無回答 9 5 

合計 425 415 
 

 

 

問２（２）．この議会報告会に参加したことで、

市議会に関心が持てましたか 

回答 回答数 h28 

ア．持てた 29 64 

イ．少し持てた 144 
229 

ウ．持てない 239 
114 

無回答 13 
8 

合計 425 415 
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問３（１）①．これまでに、「市議会だより」を

見たことがありますか 

回答 回答数 h28 

ア．ある 40 55 

イ．ない 371 351 

無回答 14 9 

合計 425 415 
 

 

 

 

問３（１）②．これまでに、「市議会ホームペ

ージ」を見たことがありますか 

回答 回答数 h28 

ア．ある 16 13 

イ．ない 396 390 

無回答 13 12 

合計 425 415 
 

 

 

 

問３（２）①．この議会報告会に参加したこと

で、「市議会だより」を見てみようと思います

か 

回答 回答数 h28 

ア．思う 45 56 

イ．思わない 367 347 

無回答 13 12 

合計 425 415 
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問３（２）②．この議会報告会に参加したこと

で、「市議会ホームページ」を見てみようと

思いますか 

回答 回答数 h28 

ア．思う 109 219 

イ．思わない 303 185 

無回答 12 11 

合計 425 415 
 

 

問４（１）．これまでに、市議会の会議を見た

ことがありますか。 

回答 回答数 h28 

ア．議場で傍聴した

ことがある 7 

 

3 

イ．インターネットで

見たことがある 29 

 

15 

ウ．見たことがない 378 383 

無回答 11 14 

合計 425 415 
 

 

 

問４（２）．この議会報告会に参加して、今

後、市議会の会議を見てみようと思います

か 

回答 回答数 h28 

ア．思う 80 161 

イ．思わない 332 239 

無回答 13 15 

合計 425 415 
 

 

 

 

 



5 

 

 

 

問９．この議会報告会について、どのように考

えますか 

回答 回答数 h28 

ア．積極的にやるべき 108 221 

イ．必要性を感じない 56 23 

ウ．どちらともいえな

い 244 

 

151 

無回答 17 20 

合計 425 415 
 

 

 

問１０．この議会報告会の感想をお聞かせくだ

さい 

回答 回答数 h28 

ア．よかった 119 190 

イ．まあまあよかった 131 155 

ウ．どちらともいえな

い 139 

 

42 

エ．あまりよくなかった 7 1 

オ．よくなかった 13 4 

カ．そのほか 4 5 

無回答 12 18 

合計 425 415 
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問２（３）．市議会のどのようなところに関心が持て

ましたか                 （165件） 

【西城紫水高校 14件】 

（2学年 4件） 

○庄原市の田舎にある学校やＪＲなどを残そうとし

ている所。 

○何をしているのか少しわかった。 

○庄原の事をよくすることができるので、いいと思

った。 

○色々、皆の良い生活のために考えるのも大変だ

と思った。 

（3学年 10件） 

○いろいろ話せた。 

○いろいろ考えてくれている。 

○市議会の人たちが、いろんな所で活躍していた

こと。 

○国と違って、まともに考えていた。 

○私たちの考えと議員の方々の思いに通じるとこ

ろがあったこと。 

○考えている事は一般の人とそんなに変わらない

ということ。 

○どんなことを聞いても、正論で返してくれる。 

○分からない事を、また調べたいと思った。 

○皆の事をしっかり考えてくれる 

○地域の課題をどのように改善するかを、自分た

ちが思った以上に、議員の人たちが考えてくだ

さったこと。 

【東城高校 24件】 

（3学年 24件） 

○一人はみんなのために。 

○自分の町を変えていこうと努力されている姿 

○思っていたより大変そう。 

○高齢者の割合や山が庄原を９４％占めているこ

となど明確な数字で説明していただいたことで、

実感が湧き、他にはどんなことが問題にあがっ

ているか知りたくなった。 

○私たちの暮らしに深く関わっているところ。 

○市のことについて話し合いをしていること。 

○市議会の現状がどういったものか。 

○自分たちの市を考えている所に関心を持てた。 

○庄原市の発展のために考えて仕事をされている

ところ 

○街のために考えてくれているところ。 

○市議会の方々が我々の市や町の未来を必死に

考えていて、その対策に取り組んでくれている

ところ。 

○色々な、私が知らないような便利な事があるこ

と。 

○市民のために色々働いているところ。 

○町のために動いているところ。 

○私達の意見を積極的に取り入れてくれようとして

いる姿 

○庄原市を良くしようと一人ひとりの議員の方が意

見を持ち、考えておられるということが分かりま

した。庄原市を知ってもらうために努力されてい

ること。 

○税金の使い方 

○市をよくするためにどんな事を具体的に行って

いるのかを、もっと知りたい。 

○年々人が減少してくなかで、改めて庄原市の課

題など見つけられました。 

○庄原市をどのようにすれば暮らしがよくなるの

か。 

○市議会というより、政策を考えることへの関心。 

○庄原市をよくしようとするところ。 

○税金の使い道。 

○人口減少を防ぐためにしていること。 

【庄原実業高校 127件】 

（1学年 42件） 

○みなさんが仕事をしながら市議会をやっている。 

○政治のことについて 

○楽しいのだ 

○とてもいろいろなことを考えていることが分かっ

た。 

○地域のことを考えていた。 

○住民にたくさんの話を聞いていたところ。 

○仕事内容。 

○ちゃんと市民の声を聞いてるんだなっと思った。 

○しっかり市民のことを考えてくれている。 

○市民の声を聞いているところ。 

○どのような活動をしているのか。住民からそのよ

うな声があがっているのか。 

○みんなの事を思いやっていることや、何か改善

しようとしているところ。 

○庄原市をよくしようと話し合いをたくさんしたり、
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色々な活動を行っている事。 

○みんなの意見を聞いているところ。 

○いろんなきまりがあるところ。 

○年が25歳以上ならずっと続けられること。 

○市のためにいろいろ考えてくれているということ

が伝わった。 

○どんな活動をしているかを聞いて市議会の関心

をもてた。 

○ちゃんと市民の人のことを考えていたこと。 

○選挙の大切さですね。 

○やっぱり大切だと思った。 

○地域の人のことを考えて会議や話を聞くなどして

いたから。 

○市民なら男女関係なく25歳以上から議員に立候

補することができるということ。 

○市をまとめること。 

○多い資料をたくさん覚えたり、市民の事を日々考

えたりしているのが大変だなと思いました。普通 
 の人よりも責任を感じながら過ごしているが自
分だったら無理だなと思いました。なので関心

を少し持てました。 

○どうやって議員をきめるのかよくわかった。 

○地域に貢献できるところ。 

○いろんなところできいてくいるなら少しだけでも

庄原を知ろうと思った。 

○人の話を聞いているところ。 

○市民の声など。 

○良い仕事だと思えること。 

○とくにないです。 

○会議の様子について見てみたいと思いました。 

○いろんな議員がいることがわかった。 

○「自分自身の考えが持てる」というところ 

○いろいろな活動をしているところ。 

○ちゃんと市民の声が聞けていることに関心した。 

○住民の声を丁寧にたくさん聞き回っているとこ

ろ。 

○ＪＲのことを考えてくれているところ。 

○町の声を聞いてくれるところ。 

○市民の声を聞いて、市を良い方向へ進ませてい

るところ。 

○どんな感じに相談しているのか。 

（2学年 33件） 

○役割とか市議会がない時以外の日にしているこ

と。 

○思ったよりよくやってくれている。 

○努力している所。 

○いろんな所。 

○市のために市民の意見を聞くところ。 

○市民の声を大切にしている。 

○もう少しで選挙だということ。 

○話が難しい。 

○○×クイズに参加したことで市議会について分

かりました。 

○役割や活動。 

○どのような活動をしているのか。 

○色々知れた。 

○地元の人の意見もしっかり聞いて、改善したり解

決したりしているところ。 

○ちゃんと市民の声を聞いているところに関心が

もてた。 

○仕組みとかわかった。 

○地域のために活動していること。 

○市民の声を聞いていたこと。 

○活動内容について少し分かったから。 

○僕たちも投票しなければいけないときがくるので

責任感を感じました。 

○地域の人にいっぱい話しかけていてそれをかい

ぜんさせられているので関心できた。 

○市議会議員の仕事内容。 

○議員の数は20人で、議会での選挙を受けられる

のは25歳以上の人であること。 

○聴講できるので機会があったら行きたい。 

○今日聞いたＪＲの話で、市議会さんは、ちゃんと

学生が安心して通勤できるようにしてくれること

を知れたところ。 

○市議会には定年がなく、25歳からなれるのにも

かかわらず若い方が少ないということに関心を

持ちました。 

○市議会の皆さんが普段どのようのなことをして

いるのか、知ることができ、関心が持てた。 

○庄原をよくしようとしているところ。 

○自分のいいと思った人に入れようと思った。 

○会議の内容。 

○庄原をよくしようと市議会をやっているのを知り、

よりよくすごすために選挙はできるだけ参加する

ようにしようと思いました。 

○もう少しで選挙権があるのでどのような感じか分

からないので気になった。 

○町をよりよくしようと考えていること。 
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○いままであいまいだった活動内容を知ることが

できた。市民の声を元に活動をしていく。 

（3学年 52件） 

○活動内容など。 

○市民のことを最優先に考えてくれていた。 

○庄原をよりよくしてくださること。 

○しっかり市民の声をきいているんだなというとこ

ろ。 

○庄原市のことを市民の意見も尊重しながら考え

ているところがすばらしいと思いました。 

○18歳からできること。 

○市民の声も反映することができるというところ。 

○市民の人たちの声を聞いて不満などをなくして

いる活動をしているところ。 

○どんな活動をしているか。 

○投票することは大事だと改めて思えた。 

○選挙は25歳以上しかだめだったのが知れてよ

かった。 

○給与が思ったより多かったこと。 

○市議会の話し合いの内容が分かった。 

○地域の人々を影で支えていること。 

○市民の声をちゃんと聞くということころ。 

○知識が増えた。 

○イベントや行事で市民の声を聞いているところ。 

○市民の意見を聞いて問題解決する為に頑張って

いること。 

○市議会の方が交通の面を気にかけてくださり、う

れしかった。ＪＲを増やしてくれると本当に助かり

ます。 

○これからさきどのような事業を行っていくのか。 

○市民の人に話しかけることに対して関心しまし

た。 

○市民としんみになっているところ。 

○会議がある時は議員の人が庄原を良くするため

にたくさん話し合っているんだなということが分

かりました。 

○いろんな意見を聞くところ。 

○市民のために活動して庄原をよりよくしようと働

いてくれていること。 

○地域の人の意見を聞き、これからの発展の参考

にしているという所。 

○汽車の便について。 

○女性が２人ってこと。 

○庄原市に住みやすくしているところ。 

○市議会議員でも給与が出ること。 

○汽車について。 

○ちゃんと市民のことを考えて動いているなと思っ

た。 

○市議会を傍聴できるところ。 

○市民の意見の聞き込み方。 

○市議会の役割や活動について。 

○市議会についていろいろ学ぶことができた。 

○市民の言葉をどう聞いているのか分かった。 

○どのおようなかんじなのかつかめた。自分の地

域とは少しちがっていた。 

○がんばっているところ。 

○議会ではそのようなことをするのかについて。 

○みんなの意見を訴える所。 

○庄原市民の声を自ら聞きにいき議案へと組み込

んでいるところです。 

○少子高齢化のことが分かった。 

○選挙権を持ったらしっかり考えて参加したいと思

った。 

○市民の意見に耳をかたむけている所。 

○市議会でやっていること。 

○市民の声を聞いていると知り、今まで知らなかっ

たことまでしることができたから。 

○市民の意見をちゃんと聞いてくれている。 

○地域の人の声をしっかりきいていること。 

○市民の声を聞いてくれると。 

○元気であれば退職しなくていい。 

○活動の内容 

 

問５．市議会や議員に、どんなことを期待しますか

                （351件） 

【西城紫水高校 22件】 

（2学年 6件） 

○自販機。 

○もっと庄原が豊かになったらいい。 

○よりよい町になること。 

○町が良くなることを期待します。 

○市民の意見を積極的に聞いて欲しい。 

○庄原市の活性化。 

（3学年 16件） 

○何もない。 

○自分達の意見をちゃんと聞いてくれる人がよい。 
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○養育、教育費の負担軽減。 

○クーラーをつけてください。 

○変化が欲しい。 

○市民の意見を良く聴いてくれたらいいな。 

○生活が安定すること。 

○庄原、西城のために頑張って欲しい。 

○学校の設備。 

○学校のこと 

○市民が安心して暮らせて、さらに市の良い所を

いかせるようにしてほしい。 

○すぐに失敗するような事はしないで欲しい。 

○汚職を起さないでください。 

○若い世代が地元に戻ろうと思えるようになるこ

と。 

○自分達の意見が反映されること。 

○クーラーをつける。 

【東城高校 28件】 

（3学年 28件） 

○これからの生活。 

○今の庄原市の課題に対する解決策をみつけて

ほしい。 

○自分が住みやすい地域をつくってほしい。 

○街の活性化。 

○今から若い人を増やすのは無理なんで、とりあ

えず、存続させてほしい。 

○経済の安定化。 

○自然に対する対応 

○私達の意見を取り入れてくれること。 

○市民の人の意見を積極的に受け入れること。 

○自分たちが思っていることをリーダーとして実行

してほしい。期待します。 

○これから庄原市をよりよくしてほしい。 

○私たちの町をより良いものにしていくこと。 

○交通の便が今よりも良くなること。 

○庄原市を良くPRして下さると思っています。 

○市をより良くしてほしい。 

○庄原市を楽しい町にしてほしい。 

○市がもっと賑わうようん市にしてほしい。 

○庄原市の問題解決 

○庄原市が便利で、よりよくなること。 

○高齢者だけでなく子どもに金を使ってほしい。 

○庄原市というものが消滅しないように努めてもら

いたい。 

○交通の改善 

○選挙の時だけでなく、普段から顔をだせば印象

がよくなると思います。税金の無駄遣いをせず

市を盛りあげてほしいと思います。 

○暮らしやすい町づくり 

○住みやすく、人が集まる町を作ってほしい。 

○これからの庄原市がどのようにかわっていくの

かについて期待しています。 

○これからの庄原市発展に期待しています。 

○マイノリティな市民の意見を行政に反映させる。 

【庄原実業高校  301件】 

（1学年 105件） 

○戦力。 

○庄原をよくしてくれること。 

○これからも頑張ってほしい。 

○ない。 

○何も期待しない。 

○こういう会みたいなのがあった時、内容をもう少

し短く、そして話すときゆっくり。 

○三次市や庄原の発展すること期待したい。 

○庄原を良くしてくれると期待しています。 

○活性化。 

○とくになし。 

○とくになし。 

○特になし。 

○頑張ってください。 

○ない。 

○ないです。 

○ない。 

○特になし。 

○庄原市の未来が良くなること。 

○改善。 

○この庄原市をもっとよくしてくれることを期待御し

ています。 

○もっと町を活性化させてくれることを期待する。 

○市を良くするために最善をつくしていただきたい

と思いました。 

○よりよい庄原になること。 

○庄原の少子高齢化、改善。 

○市をより良くしていくために最善をつくしていただ

きたいです。 

○町が今よりも住みやすくなること。住民の意見が
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採用される。 

○きれいな町にしてくれること。 

○楽しく暮らせるように考えてほしい。 

○市をもっともっとよくしてほしい。 

○もっと高校生のためになるような考えをしてほし

い。 

○市民の意見を聞いてくれる。 

○市民の意見にこたえてくれるようにしてくれるこ

と。 

○交通の改善。 

○庄原市をよくしてほしい。 

○市が良くなること。 

○継続可能な社会になるように期待する。 

○少子高齢化になっていくにつれどんな対策をす

るのか。 

○市が良くなること。 

○コンビニを増やす。 

○市の問題解決。 

○今後どんな活動をするのか。 

○よりよい町づくり。 

○よりよい町づくり。 

○庄原市の過疎化をどう防いでいただけるか。 

○庄原の都市化。 

○市をよりよく住みやすくしてくれること。 

○なし。 

○市をよくする。 

○庄原をたのしいとこにしてください。 

○小さい子どもから高齢者の住みやすい環境を作

ってほしい。 

○庄原市の生活をよりよくしてくれること。 

○庄原活性化。 

○庄原の発展。 

○市民の声を尊重してくれる議員が当選してほし

いです。 

○ないです。 

○庄原の発展。 

○子供から大人まで住みやすい町づくり。 

○庄原をすばらしい町にしてほしいです。 

○しません。 

○期待してない。 

○人がもっと暮らしやすくなる。 

○市がよくなること。 

○特になし。 

○とくに。 

○市をまとめてほしい。 

○分からない。 

○道路を直すこと。 

○これからのこと。 

○もっと庄原市が暮らしやすくなること。 

○現状維持。 

○幸せな町づくり。 

○地域の発展。 

○地域をよりよくしてくれること。 

○良くしてくれればうれしい。 

○市民についてのことをわかりやすく言ってほし

い。 

○少しでも庄原をよくしていってほしい。 

○ゴミの分別をもう少し楽にしてほしい。 

○特になし。 

○良い市にすること。 

○もっと庄原をいい市にしてもらいたい。 

○ない。 

○もっと市民の要望などをかなえてくれること。 

○引き続き庄原市民のために頑張ってくれる。 

○とくになし。 

○継続的可能な社会。 

○もっと町をあかるくしてほしい。虫を減らしてほし

い。 

○町を元気にしてもらいたい。 

○今のままを保ってほしい。 

○特になし。 

○駅の整備。 

○わからない。 

○現内閣総理大臣の自衛隊を軍に似た事(よくわ

からないが)にしよう所を止めてほしい。 

○庄原市に若い人が遊びに行けるようなところが

ほしい。 

○地域をよくすること。 

○何か市が活発になりそうな気がする。 

○町の発展。 

○若者が集まるようなカラオケ店などを作ってくれ

ること。 

○若い人たちの視点から考えてほしい。 

○ＪＲの汽車の帰りのこと。 

○ＪＲの汽車を増やしてもらう。 

○庄原市の改善。 
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○市民の声を聞いて実行してほしい。 

○いまのままでいいと思います。 

○もっと市をよくしてくれること（人口を増やすなど） 

○庄原市内にゲームセンターなどのお店を増やし

てほしい。 

（2学年 101件） 

○とかいにしてほしい。 

○色々なこと。 

○わからない。 

○より良い庄原にしてほしい。 

○わからない。 

○ない。 

○よりよい町づくり。 

○うらぎらない人。 

○今より、日本をより良い国にしてもらいたい。 

○あまり思わない。 

○いい町いしてくれること。 

○市民の要望に可能な限り答える。 

○立派になってほしい。 

○庄原をもっと活性化してほしい。 

○がんばってほしい。 

○市民の声を大切にしてほしい。 

○特になし。 

○なにも期待しない。 

○ＪＲのかいぜん。 

○庄原を良くしてくれる。 

○高齢者への待遇。農業者の支援。 

○これからよりよい生活になることを期待してい

る。 

○興味がない。 

○庄原の活性化。 

○暮らしやすい町。 

○いい世界をつくってほしい。 

○庄原を活性化してほしい。 

○遊ぶ所ふやしてほしい。 

○とくに。 

○地域のこと。 

○三次みたいに医療費500円にしてほしい。 

○最低賃金をちゃんと守らせてほしい。 

○庄原をよくしてくれる人。 

○とくになし。 

○えらそうじゃない人。 

○これからの動き。 

○これからの市民を幸せにしてくれること。 

○庄原がにぎやかになる。 

○特に何も。 

○町の活性化。 

○庄原をもっとまちにしてくれること。 

○よりよい市にしてもらいたい。 

○ない。 

○暮らしやすい庄原にしてくれること。 

○たのしく。 

○明るい未来。 

○庄原市をいい所にしてくれること。 

○なし。 

○なし。 

○少子高齢化をストップさせてくれること。 

○庄原の活性化。 

○よりよい町にしていただけることを期待してい

る。 

○がんばってほしい。 

○市民の声をちゃんと聞いてほしい。 

○たのしいきかく。 

○庄原を良くしてくれること。 

○とくになし。 

○いままで通りでいいです。 

○急速な交通機関の見直し。 

○これからの未来。みんな平和に暮らせるか。 

○庄原市がもっと活発になるようなことをしてほし

い。 

○住みやすい地球。 

○楽しいイベントを増やしてほしい。 

○ない。 

○ミサイルを打たないようにお願いします。 

○これからの庄原の発展を期待します。 

○さまざまな都市で大事が起きていないかどうか

を確かめてほしい。 

○ない。 

○世界を平和にしてほしい。 

○市を良くしてくれる人。 

○これからの高齢者について。 

○庄原を良くしてもらいたい。 

○汽車が増えること。 

○過しやすい庄原にしてほしい。 

○ない。 
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○いいかんじに庄原がなればいい。 

○町がよりよくなること。 

○都市化。 

○地域の活性化。 

○もっと住みやすい庄原に。 

○若さ。 

○地域をもっとみてほしい。 

○日本の未来について。 

○市民の生活を考えてくれる人。 

○交通網を発達させる。 

○なし。 

○これからの日本をよくしてほしい。 

○町をよくしてほしい。 

○地域の活性化。 

○どうゆうことを期待していいか分からない。 

○駅の電車を大きくしろ。 

○庄原の問題を解決してくれること。 

○町のくらしやすさに期待。 

○がんばれ。 

○庄原を人が集まる町にしてほしい。 

○なにも期待しない。 

○住みやすい町にしてほしい。 

○高齢化問題だけでなく子どもの教育、待機児童

問題にも目を向け、現在の庄原を農業以外のと

りえを見つけ伸ばしていくことが大切。 

○これからもっと、庄原が良い所になるように議会

報告会を行うこと。 

○よりよい社会。 

○住みやすい環境になるようにしてほしい。 

（3学年 95件） 

○庄原の活性化。 

○庄原を良くしてくださること。 

○町の活性化。 

○働く場所の増加。 

○良くしてほしい。 

○町を活性化。 

○庄原の発展。 

○庄原市の良い所や、若い世代に興味を持っても

らうことをしてほしい。 

○市が今までよりもより良くなること。 

○庄原に遊ぶ場所を作ってほしい。 

○仕事をしてほしい。 

○遊ぶところをつくってほしい。 

○発展。 

○庄原市をよくしていってほしい。 

○今後の庄原市の発展を期待しています。 

○町の発展。 

○あそぶところをふやす。 

○交通の便を良くしてほしい。 

○積極的に活動してほしい。 

○良い庄原づくり。 

○若い議員が増えてほしい。 

○少子高齢化対策。 

○良い町になるように期待します。 

○もっとすごしやすい町になるのか楽しみ。 

○全ての人が住みやすい庄原にすること。 

○特になし。 

○市民の住みやすい庄原への取り組み。 

○住民の声を聞くこと。 

○色々。 

○よりよい地域にしてほしい。 

○特になし。 

○少子高齢化問題の解決。 

○医療関係。 

○市民の意見を聞いて欲しい。 

○市民の声をちゃんと聞いて欲しい。 

○庄原をよくする。 

○町の改善。 

○自分たちが住みやすい町にしてほしい。 

○ＪＲの本数を増やすなど交通の便をより良くして

欲しい。 

○電車の便数や車両の数。 

○庄原市を活気づくようにしてほしい。 

○不正、汚職をしないことを期待します。 

○庄原市をにぎやかにして欲しい。 

○庄原市に対して益になるようになればいい。 

○汽車やバスなど交通の便が改善され過ごしやす

くなってほしい。 

○地域の活性化。 

○色々。 

○市民の声がとおってもらいたい。 

○地域の活性化。 

○特に。 

○もっと外面的に活躍してほしい。 

○がんばってほしい。 

○古い道などをきれいにしてほしい。 
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○とくになし。 

○無い。 

○道路を広くしてほしい。 

○地域や日本をせおう人になってほしい。 

○高齢者の方のことを考える事はあたりまえのよう

になっていますが若者が地元に帰ってくるというこ

とをもっと考えてくれることを期待します。 

○汽車の便について。 

○市を良くしてくれることを願っています。 

○町をもっとよくしてほしい。ＪＲを増やしてほしい。 

○汽車の本数を増やしてほしい。 

○期待していない。 

○庄原市が発展すること。 

○特に何もない。 

○いい町。 

○高校生まで医療費を500円にしてほしい。 

○行事が楽しい。 

○ないです。 

○有言実行。不言実行は求めません。 

○汽車の本数を増やしてもらえること。 

○よりよくしていくこと。 

○アトラクションパークの設置。 

○公共施設の充実。 

○意見の反映。 

○市をもっとよくしてもらいたい。 

○いい発展に行けたらいいと思います。 

○これからさきどう庄原を活気づけてくれるのか。 

○とくにない。 

○活動。 

○公平。 

○楽しい町づくり。 

○交通の利便が良くなることを期待します。 

○よりよくしていくこと。 

○とくになし。 

○過疎問題の改善にどのように取り組んで人を集め

るのか。 

○庄原をよりよくしてほしい。 

○庄原市の活性化。 

○庄原がもっと良くなってほしい。 

○人口を増やすこと。 

○興味がない。 

○がんばってほしい。 

○住みよい町づくり。 

○もっとたくさんの人に意見を聞くこと。 

○庄原の活性化。 

 

 

問６．「庄原市に、こんな議員がいて欲しい」と思え

る理想の議員像は                （344

件） 

【西城紫水高校 22件】 

（2学年 8件） 

○ちゃんと意見を聞いてくれる人。 

○皆に近くて、皆の事を考えてくれる人。 

○市民の意見を聞いてくれる人。 

○若い人。 

○市民の事をわかる人。 

○皆の希望に応えてくれる。 

○人の話や意見を真剣にきいてくれる人。 

○少子高齢化について感心を持つ人。 

（3学年 14件） 

○期待していない。 

○１つ１つの声をしっかりと聞き、ちゃんと考えてくれ

る議員。 

○行動力のある議員。 

○自分達の意見を聞いてほしい。 

○ちゃんと考えている人。 

○カリスマ性。 

○ちゃんとやってくれる人。 

○若者の事を知っている人。 

○一人一人のことをしっかり考えてくれる人 

○いろんな所で交流して、顔が知れた人なら安心に

も繋がると思う。 

○人々の顔を見ている人。 

○庄原だけでなく色々な所を知っている。 

○子どもの気持ちがわかる人。 

○やさしい人。 

【東城高校 26件】 

（3学年 26件） 

○市民の声をしっかり聞く人。 

○第一に住んでいる町のことを考えてくれる人。 

○現代的な議会（SNSとかネットワークの活用ができ

る議員さん） 

○新しいものを取り入れていく。 
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○市民の人にも直接会える議員。 

○市民のために動ける 

○発想が豊かな人。 

○斬新な考えを思いつく人 

○みんなのために生きてくれる人。 

○市民の声に積極的に耳を傾ける。 

○市民の声を市議会に伝えてくれて実行してくれる

人。 

○市民の方々を一番に考えられる人 

○市のことを大切に思って変えようと努力する人。 

○無駄使いしない。意見を聞いて反映させる。 

○市民の声を市議会に伝えてくれ、実行してくれる

人。 

○このまちを良くしてくれる議員。 

○市民に寄り添って考えてくださる人がもっといてほ

しい！ 

○若い議員 親しみやすい 

○高校生や若者の意見を聞く人。 

○頭が固くない、フランクにどんどん発言できる人。 

○偽善者ではない人 

○市民によりそってくれる人 

○分からない。 

○どんなことでも"庄原市”優先の人。 

○若い年齢の議員。 

○庄原市を変えたい思いが強い人 

【庄原実業高校 296件】 

（1学年 102件） 

○市民の声をしっかりして、それをまとめ、実行で

き、何度も地域のことを考える、視野の広い人。

（いじめのことも、犯罪のことも） 

○ゆたか。 

○特になし。 

○なし。 

○市のことをよく理解している人。 

○とても頭がいい人がいてほしい。 

○とくになし。 

○市民の意見を取り入れる人。 

○住みやすい町にしてくれる議員。 

○ないです。 

○とくになし。 

○特になし。 

○真面目な人。 

○優しい人。 

○いい人。 

○市民のためになる人。 

○ない。 

○市のことをよく考えてくれる人。 

○ない。 

○特になし。 

○特になし。 

○庄原市のことを考えている。 

○特になし。 

○元気。 

○やさしい人。 

○市民がしてほしいといったものをすべてしてくれえ

る人。 

○町の人の声をもっと聞いてくれる議員でいてほし

い。 

○たよりがいのある人。 

○市民の事を一番に考えてくれる人。 

○市民のことを考えてくれる人。 

○フレンドリー。 

○問題をすみやかに解決してくれる人。 

○市民の意見にちゃんとこたえようとしてくれる人。 

○市民ファースト。 

○真面目な人。 

○若い議員さん。 

○なんでも解決してくれるヒーローみたいなイケメン

議員。 

○おもしろい。 

○リーダーシップがあり、頼りがいのある議員。 

○地域の人の意見を実現してくれること。 

○おもしろくて頼りがいがある人。 

○住民の意見を優先してくれる人。 

○みんなのことを考えられる人。 

○庄原市の事を本当によりよくしようとして市民の意

見を尊重してくれる。 

○誠実な人。 

○市民の意見を受け入れてくださる議員。 

○優しくて、笑顔の人。 

○なし。 

○分からない。 

○本当に公約を実現できる人。 

○やさしい人。 

○ないです。 
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○若者目線でも物事が考えられる人。 

○市民の立場に立って考えられる。 

○ない。 

○まとめれる人。 

○市民の声を尊重してくれる人。 

○ないです。 

○ないです。 

○金の問題や、恋愛問題のない議員。 

○ない。 

○市民の気持ちをよく理解している人。 

○市民と同じ目線で物事を考えてくれる議員。 

○気の使える人。 

○信頼感のある人。 

○みんな希望にこたえてくれる人。 

○何事にも一生懸命に取り組んでくれる人が良い。 

○楽しい議員。 

○安定している人。 

○地域の特徴をいかし、くらしやすくなるよう行動す

る人。 

○何事にも動揺せずによく考えてくれる人、自分中

心になってない人。 

○本当にやくにたつ議員や選挙でどんなことをして

いきたいかをはっきりと言って庄原市をよくしてほ

しいし、選挙で言ったことは守ってほしいです。 

○農業に知識のある人。 

○三次の人間なので…。 

○町の声を全体的に生かせる人。 

○とくにありません。 

○市民を第一に考え、市のためにがんばれる人。 

○なにごとにも熱心に取り組んでいく人がいいなと

思います。 

○庄原市の過疎化を軽減し庄原市がより良い市にし

ていただく議員。 

○楽しい人。 

○意見を聞いてくれる。 

○小さな意見でも耳を傾けてくれる。 

○市民に寄り添い、市民のために行動できる人。 

○しっかりと市民の言葉を聞いてくれる議員。 

○とくになし。 

○かっこよく頼りがいがある人。 

○アイディアが豊富な人。 

○釣りがうまい議員がいてほしい。 

○気前のいい議員。 

○意見をちゃんと訴えてくれる。 

○市民と同じ目線の人。 

○若い人たちの視点から考える人。 

○庄原市民のことを考えてくれる。 

○ＪＲのことをしっかり考えてくれる人。 

○住民の声に100％答えてくれる人。 

○まじめで尊敬できる人。 

○真面目に考えてくれる人。 

○特になし。 

○庄原市の条例を変えるような人。 

○北朝鮮を全否定する人。 

○特にない。 

○わからない。 

（2学年 97件） 

○信頼できる人。 

○わからない。 

○ない。 

○あいさつをしっかりする人。 

○分からない。 

○信頼できる人。 

○庄原が全国に知ってもらえるようにがんばる議

員。 

○そんな。 

○自分の利益や出世のことばっかり考えるんじゃな

くて庄原のことだけを考えて一生懸命頑張ってくれ

る議員。 

○たよれるリーダー。 

○やさしい人。 

○優しい人。 

○ない。 

○やさしい。 

○とくにない。 

○やさしい。 

○ない。 

○貧乏な人が議員になってほしい。 

○貧乏な人の気持ちが分かる人。 

○ちゃんとした人。 

○ねっけつ系。 

○まず庄原住みじゃない。 

○なし。 

○すばらしい。 

○ひた向きで貪欲な人。周りの議員の意見だけに流

されず違う視点で物を言う人。 
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○楽しい人。 

○市民の声をよく聞いてくれる人。 

○町のことを理解している人。 

○庄原を良くしてくれる人。 

○優しい。楽しい。 

○かっこいい人。すばらしい人。 

○とくになし。 

○元気で笑顔の人。 

○周りの人や地域の人を一番にしていく人。 

○とくに。 

○市民と接してくれる人。 

○特にいない。 

○とても優しくて市民の声を聞きのがさない人。 

○やる気がある。自分の考えをしっかり持てる。 

○庄原をよくしてくれる人。 

○市民の意見を取り入れてくれる議員。 

○分からない。 

○周囲の人を気遣って意見を多く取り入れてくれ

る。 

○やさしい。 

○明るい人。 

○分からない。 

○なし。 

○なし。 

○少子高齢化について積極的に取り組んでいる。 

○市民との距離が近くて楽しくふれ合える議員。 

○真面目な人。 

○市民の声を聞いてくれる人。 

○あべそうり。 

○給料を上げるように訴える人。 

○若者をもっと増やした議員を作るべきである。 

○とくにない。 

○かたい考えにこだわりすぎず、市民との交流を

大切にする方。 

○特になし。 

○優しい人。 

○学生に優しい人。町をにぎやかにしてくれる人。 

○とても優しい人。 

○気軽に話せる。 

○25歳以上の議員。 

○ない。 

○正しい判断ができる人。 

○みんなに信頼される議員さん。 

○特になし。 

○国民目線で考えてくれる議員。 

○ない。 

○子どもの意見理解してくれる人。 

○私たちの意見によりそってくれる人。 

○若い人。 

○思いやれる人。 

○お金を上手に使う人。 

○なし。 

○よく分からない。 

○やさしい。 

○市民を第一に考える。 

○市のことを一番に思っている人。 

○私たちの目線になって考えてくれる議員。 

○人の心が分かる人。 

○高齢者の為に考えてくれる議員。 

○人がいい人。 

○市民第一に考えてくれる人。 

○なし。 

○市民との距離が近い議員。 

○さわやかな人。 

○子どもから高齢者の意見を聞けて広い視野を持

っている方。 

○いろいろな声をきいて行動する。 

○わかりません。 

○よく分からない。 

○なし。 

○ない。 

○熱い人。まじめな人。 

○市民の声に耳を傾け、行動に移ることができる

議員。 

○松岡しゅうぞうさんみたいな人。 

○わからん。 

（3学年97 件） 

○まつりを増やしてくれる人。 

○誠実で嘘をつかない人。 

○地域思いの議員。 

○汽車の便を増やしてくれる人。 

○選挙のときに行ったことを守ってもらいたい。 

○ＪＲの便を増やしてくれる議員。 

○汽車の便をどうにかしてくれる議員。 

○市民の声にきちんと耳をかたむけて、問題を最

後まで解決してほしい。 
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○無い。 

○若い議員。 

○なし。 

○ない。 

○若い人。 

○町を思う。 

○市のことを考えてくれる。 

○さわやかなイケメン。 

○弁護士の橋本さんみたいな人。 

○特に何もない。 

○若い議員。 

○庄原市を活性化できる人。 

○老若男女、差別なく、平等に意見を取り入れてく

れる議員。 

○つくしてくれる議員。 

○固定観念に捉われていない議員。 

○市民の意見をとりいれる。 

○学生としては遊べるところを作ってほしい。 

○そのままでいい。 

○若い人。 

○市民のために良い案を出してくれる人。 

○市民の立場になって考えられる人。 

○高齢者の人だけでなく、若い人のことも考える

人。 

○市民に優しい人。 

○市民のことを考えてくれる議員。 

○若い議員。 

○もっと町づくりに貢献できるような人。 

○祭り好きな人。 

○若い女性議員。 

○熱い人。 

○盛り上げ上手な人。 

○自分の意見をつらぬき通さずみんなの意見が聞

ける人。 

○市民の声を聞いてできるところはやってくれる

人。 

○優しい議員。 

○みんなから信頼がある。 

○庄原のことを一番に考えてさわやかな議員。 

○おもいうかばない。 

○不正なく、庄原市の事だけを思っている人。 

○誰にでも分け隔てなく接してくれる人。 

○特にない。 

○特になし。 

○庄原のことを考えてくれる。 

○庄原をいい方にかえてくれる人。 

○やることはやる議員。 

○カウンセリングする人。（相談に乗る。アドバイス

をくれる） 

○みんなの意見が取り入れれる。 

○市民の気持ちによりそい、気づける議員さん。 

○福祉、医療や交通に積極的で地域に強い関心を

持っている人。 

○特になし。 

○色々。 

○若い人。 

○市民の思いをきちんと聞いてくれる人。 

○街づくりを進めてくれる人。 

○とくになし。 

○よく分からない。 

○若い議員。 

○やる気のある人。 

○若者を考えれる。 

○若い議員。 

○市民の声をきちんと聞いてくださる方。 

○よく分からない。 

○若い人の意見を聞いてくれる。 

○とにかく明るくて元気で、地域のことをよく見てく

れる人。 

○高齢者、若者のことをよく分かっている人。 

○庄原に帰って来たくなるみりょくをつくってくれる

人。 

○やさしい。 

○市民のよりそって市民の声をききそれを誠実に

実現しくれる人。 

○いい人。 

○つねに道をきれいにしようとする人。 

○すごい人。 

○庄原市の全体を見て、明確な案を出す人。 

○市民の声を聞く人。 

○庄原市への郷土愛を強く持っている人。 

○庄原を変えたいという思いが強い人。しっかりし

てる人。 

○やさしい。 

○周りの人のことを考えれる人。 

○特にありません。 
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○かっこいい議員。 

○若者と高齢者の両者をしっかり考えてくれる人。 

○市民の声をたくさん反映してくれる議員。 

○ありません。 

○やはり少年少女の意見がよく分かってくれてい

る人。 

○庄原を良くしたいと思っている人。 

○うそを言わない、 

○問題を起こさない議員。 

○れんほーさん。 

○少数の意見でも繁栄しようとしてくれる方。 

○分かりません。 

○特になし。 

○市民の意見を実現してくれる。 

 

問７．庄原市での生活や通学で、「これは問題だ

な」と思うことは               （353件） 

【西城紫水高校 23 件】 

（2学年 8件） 

○バスなどの便が少ない。 

○駅から遠い。夏、冬が大変。 

○バスが少ない（西城） 

○通学ができないこと。店まで遠い。 

○便数が少ない。時間が合わない時がある。 

○公共交通機関の便が少ない。 

○通学の便が少ない。 

○電車の時間が遅い。 

（3学年 15件） 

○１時間以上も待つ時間。 

○通学が不便。 

○学校に自販機がないこと。喉が渇いたときに、昼

の売店が来るまで我慢しないといけない。 

○自分、電車通学なんですけど、大雨とか大雪に

なってしまうと、汽車自体が動かないことが、ちょ

っと問題ですね。 

○学校が駅から遠いし、上りなのが辛い。 

○意外と落ちているゴミ。 

○わからない。 

○遊ぶ所がない。 

○遊び場がない。 

○JRの時間を増やして欲しい。 

○JRの便が少ない。 

○電車が少ない。 

○なし 

○店が少ない。学校までの坂がしんどい。 

○電波が薄い。入らない。 

【東城高校 21件】 

（3学年 21件） 

○道がせまい。 

○自分の家の周りにバスが通らない。 

○雪 

○バスの時間。 

○街灯が少ないこと 

○外灯のないところがある。 

○バスの本数が少ない。（オーキャンに行くときな

ど困ります） 

○交通の便が悪い。 

○バスの運賃が高い（広島市などに出るとき） 

○道が狭い。 

○商店街の歩道が狭すぎて、車道を歩いている。 

○バスの一日の本数が少ない 

○バスの便が少ない。 

○交通機関の悪さ。 

○夜が暗い。 

○夜道が危ない。街灯など。 

○バスの便が減っているのでもんだいだと思いま

した。 

○バスが少ない。 

○バス通の時間減少。 

○バスをもう少し増やしてほしい。 

○店が少ない 

【庄原実業高校 309件】 

（1学年 107件） 

○とくになし。 

○電車の本数が少ない。 

○牧原病院横の小道から出てくるときに危ないの

で鏡をつけてほしい。 

○電車が満員。 

○電車の数を増やしてほしいです。 

○特になし。 

○なし。 

○ＪＲの便を増やしてほしい（臨時をとって） 

○バスの便はいっぱいあるのに電車の便が少なく
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待ち時間が長い。 

○とくいなし。 

○ない。 

○ない。 

○ゴミの分別。 

○ない。 

○バスの人が多い。 

○特になし。 

○バスの乗り方。 

○ないです。 

○特になし。 

○特になし。 

○空き家が少し見た目的に汚い。バスの数を増や

してほしい。 

○ない。 

○朝、一番早いバスが小さくてきゅうくつなので、も

う少し大きいバスにしてほしい。（三次～庄原バ

スセンター） 

○ＪＲの本数が少なく交通綿が不便。 

○特になし。 

○ない。 

○電車を待つ時間が長すぎる。バスの時間が少な

すぎて人がパンパン。 

○歩道が狭いことです。 

○とくになし。 

○汽車の時間が少ない。 

○バスの本数を増やしてほしい。 

○汽車をもう一台増やしてほしい。 

○電車の時間。高校生が遊ぶ場所がない。 

○ない。 

○庄原市にもっと店を増やしたら利用者が増える

と思う。電車の数を増やしてほしい。 

○視覚障害者誘導用ブロックがはがれていて、た

まに変なところにおいてある。 

○バスの時間帯、増やしてほしい。 

○電車の本数が少ない。 

○自動販売機。 

○タバコの設置。 

○バスが少ない。 

○汽車の時間をもっと増やしてほしい。 

○ない。 

○外灯が少ない。 

○明かりが少ない。 

○ごみがたくさん落ちている。 

○電車の便を増やす。 

○土曜日の昼からのバスを１本増やしてほしい。 

○ショッピングセンターが少ない。友達と遊ぶ時に

は三次に行くことがほとんど。 

○汽車の便が少ない。 

○汽車の本数が少ない。駅を快適な場所にしてほ

しい。イスをたくさん。すずしくあたたかく。 

○土曜日や日曜日に運行しているバスが少ない

から庄原へ出る時に不便。 

○電車の本数が少ない。（30分おきとか） 

○汽車が不便。 

○電車が少ない。店が少ない。 

○ない。 

○汽車の時間。 

○たまに、歩道に長い草があるから、短くしてほし

い。 

○ないです。 

○ない。 

○特になし。 

○ない。 

○ない。 

○汽車の中が人が多く、しんどい。 

○ゴミ。 

○スーパーぐらいしかないので面白くない。若者を

集めるどころか住み続けたいとも思わない。 

○バスの本数が少ない。15分に１本はいる。 

○光回線の普及が遅い。 

○ない。 

○ない。 

○することがない。 

○汽車の本数が少ないこと。 

○裏の山が崩れているのに人が住んでいないか

らと３月ごろから放置されていること。 

○ポイ捨て。 

○店が少ない。 

○上手く考えれてないのであまり問題が分かりま

せん。 

○ない。 

○自転車の逆走。 

○歩道が狭く自転車などが通るとほぼほぼ通れな

くなる。 

○道が悪い。 

○汽車が１両しかなく狭い。 
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○少子高齢化が原因なので問題だし自分たちが

担い手をしていきたい。 

○お年寄りの人や障害を持っている人でも安心し

て歩けるような広い歩道を作ったほうがいい。 

○ゴミがどこにでもあること。 

○ポイ捨てする人。 

○朝、汽車の中が狭いからもう１両増やしたい。 

○三次行きのバスの最終便が早い。 

○庄原→三良坂のバスが少なすぎる。 

○高校の近くの信号がすごく見にくい。 

○道路に木のはしなどがせまってきていて、通り

にくいところがある。 

○近くにコンビニが少ない。 

○バスや電車の時間帯。 

○ゴミの分別が大変。 

○電車の運行数が少ない。 

○特にない。 

○東城から庄原に来れる汽車が無い。店が少な

い。バス代が高い。 

○バスの時間を増やしてほしい。 

○ない。 

○ＪＲの便がとても少なすぎ、時間が持ったいな

い。帰りの便だけでも増やしてほしい。 

○インターネット環境が悪い。 

○コンビニが少ない。 

○特にない。 

○特になし。 

○庄原実業の周辺に公衆電話が少ない。 

○交差点に信号が少ない。交差点があるにも関わ

らず信号が無い。 

○バスや電車の通勤。 

○ＪＲの汽車の時刻。 

（2学年97 件） 

○汽車の車両を増やしてほしい。 

○道がせまい。 

○バスの時間。 

○よく動物が死んでいる。 

○なし。 

○店が少ない。 

○ない。 

○ごみが多い。 

○ない。 

○汽車の本数。 

○とくになし。 

○とくにない。 

○人口が少ない。いなか。 

○汽車が少ない。 

○ない。 

○ない。 

○列車の便が少なく人が多くて乗れないことがあ

る。 

○汽車の本数が少ない。 

○ＪＲの走る数が少ない。ＪＲが１両なこと。 

○バスの時間がない。スポーツ店がほしい。 

○バスが実業の前の駅まで来ずにジョイフルまで

しか行かないのが不便です。 

○汽車の回数が少なすぎて不便。 

○三次は医療費500円なのに庄原は500円でない

こと。 

○なし。 

○特になし。 

○バスが少ない。部活終わってから乗るのがな

い。 

○バスの時間が少ない。 

○とくに。 

○ない。 

○分からない。 

○分からない。 

○ない。 

○汽車の帰りの時間が遅い。4：15ぐらいのがほし

い。２時間待つのは無理。 

○庄原だけ乳児医療が少ないこと。 

○ＪＲの時間の電車が少なすぎる。 

○歩道が狭いところにある。歩道に草が伸びてき

て通りづらいところがある。 

○道、外灯。 

○電車。 

○バスが少ない。 

○とくにない。 

○ない。 

○少子高齢化が進んでいること。 

○汽車の回数が少ない。 

○ジョイフルから高野のバス代が異常に高い。５時

のバスがなくなった。 

○ない。 

○なし。 
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○汽車の本数が少ない。 

○あそぶとこがない。 

○道路などにゴミが落ちている事がある。 

○特になし。 

○電車の便が少ない。 

○道がくらい。 

○一番がいとうが必要なところにない。最近木を切

ることが増えたこと。 

○交通面でバスのびんやタクシーの数を増やすべ

き。 

○ポイ捨て。 

○交通機関について。 

○ＪＲを一両じゃなくて、二両にしてほしい。電車を

待つ時間が長いこと。 

○歩道ないとこがある。 

○先進機器を増やす。 

○学校が遠い。 

○バスの金額が高い。 

○街並みをもっとキレイにしたらいいと思う。 

○犬のフンが落ちていること。 

○でこぼこ。 

○特になし。 

○特にない。 

○ない。 

○汽車時間少ない。 

○東城の汽車に乗る人数。高速バスを東城から出

るバスの時間を増やしてほしい。 

○何時間おきでしかバスや電車がない。 

○上野池回りの道が汚い。虫のふんで道の色が

変わったり、虫のふんが落ちてきたりしているの

で、どうにかしてほしい。 

○総領のバスが少ない。 

○なし。 

○なし。 

○汽車が少ない。汽車が狭い。 

○道がありすぎて分からない。 

○ないです。 

○ごらくしせつがすくない。 

○本数が少ない。 

○１両じゃせまい。時間が少ない。 

○バスがジョイフルで止まる。 

○特になし。 

○ない。 

○ない。 

○汽車の休日の運行を増やしてほしい。 

○汽車の本数が少ない。 

○ＪＲの回数を増やしてほしい。 

○ＪＲ。 

○汽車が少ない。 

○あまりわからない。 

○汽車の台数と時間をもっと増やしてほしい。 

○バスの本数が少ない。 

○人々が少ない。 

○バスや電車の便が少ない。 

○特になし。 

○車通りの多い所なのに、信号がなく、歩行者から

見えない通りがあること。 

○汽車の便の少なさ。 

3学年 105 件 

○人が少ない。ガソリンが高い。 

○特になし。 

○バスの数が少ない。 

○娯楽施設がない。バスが少ない。 

○バスが少ない。 

○バスの通行数が少ない。 

○特になし。 

○ＪＲの本数の少なさ。 

○特にない。 

○ＪＲの時間が少ない。 

○たばこの吸い殻。 

○ない。 

○自販機のジュースが高い。 

○交通のびんが少ない。 

○なし。 

○汽車やバスの便の時間をもっと増やしてほし

い。 

○特になし。 

○交通が不便。 

○汽車の便が少ない。 

○ＪＲの便の少なさ。 

○なし。 

○路肩駐車が邪魔なときがある。 

○ありません。 

○公共交通機関の本数が少ないこと。 

○お店が少なすぎる。交通の便が悪い。 
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○ない。 

○バス停に屋根とかがなくて雨でぬれたりするこ

と。 

○あまりにも遊ぶ場所がない。 

○コンビニは多いが飲食店で目立ったものがな

い。昔より減少して庄原にも飲食店を増やして欲

しい。道の整備をしてほしい。 

○よく分からない。 

もう少し店を増やせば活気がでるきがする。 

○ない。 

○色々。 

○道路の整備。 

○高速バスの便が少なすぎる。 

○交通手段が活発じゃない。 

○特に。 

○特にないです。 

○マナーを守る人が少ない。（荷物をどけない。）

交通機関の時間が２時間おきなど。 

○遊ぶ所が少ない。 

○交通の便が私はＪＲなので４時台の汽車がある

とありがたいです。 

○交通きかんの本数が少ない。 

○電車の車両の数。 

○バスが少ないこと。 

○ＪＲが１両しかないのはぎゅうぎゅうだったりの

れなかったりするので車両を増やしたほうがい

い。 

○道路に３列で並んで歩く邪魔な高校生(実業生)

がいる。 

○若人が減少中なので若人を集めれるようなイベ

ントを開催するほうがいいと思う。 

○細い道に街灯が少ないこと。 

○汽車やバスの本数が少ない。 

○なにもない。 

○行き先の違うバスで実業前があるのになんでジ

ョイフルまでなのか。 

○かそ化。バスがなかなかない。 

○高野みちのえき～庄原までのバスの本数が少

ない。料金が高すぎる。 

○交通の便を改善してほしい。（例バスの便をふ

やしてほしい。 

○なし。 

○道ばたの草や落ち葉により水があふれていると

きがある。 

○ 店がない。 

○無い。 

○町をもっと都会ぽくしてほしい。バスがくる遅さ。 

○ところところにゴミがちらかっている。 

○汽車の本数が少ない。 

○汽車の便が少ない。 

○ないです。 

○特に。 

○汽車の便の少なさ。 

○道のゴミやはき捨てたガムがあること。 

○歩道が狭いところがある。夜にバイクで通る人

が居てうるさい。治安が悪くなりだしている。 

○交通の不便。 

○ない。 

○交通。 

○電車の数が少なすぎる。 

○ＪＲの便が少なすぎて困る。（とくに夕方）15時の

便に乗らなかったら18時まで待たないといけな

い。 

○道がせまい。 

○医療費。 

○汽車の便が少ない。 

○カップルがふえた。 

○信号が多い。 

○ＪＲ、交通機関の不足。 

○とくになし。 

○なし。 

○バスの回数が少ない。 

○ＪＲのことで、学校が終わっても帰れるまでに２

時間も時間が空くのでとても時間がもったいない

と思ってしまう。 

○ＪＲの時間が少ない。バスの休日が１時間1本し

かないので増やしてほしい。 

○なぜフレッツ光回線をまだ導入しないのか(切実) 

○朝のＪＲ 

○ＪＲの問題(本数、車両を増やしてほしい) 

○バスや電車の時間が少ない。 

○バスの便や停留所が少ない。 

○つうがくが不便。 

○交通の便。 

○口和のバスの時間。 

○バスの時間が少ない。 

○汽車の時間。駅からの道がとてもせまい。 

○バスや汽車の便が少ない。 
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○バスの数が少ない。お店が少ない。 

○バスの時間。 

○バスがないときがある。 

○バス代が高い。 

○ありません。 

○ＪＲのびんが少ない。 

○バスなどの本数が少ない。 

○バスの時間が少ない。 

○バスの便数を増やしてほしい。 

○たばこの吸い殻が落ちている。 

○よく分からない。 

 

問８．庄原市での生活や通学で、「庄原っていい

な」と思うことは            （343件） 

【西城紫水高校 18件】 

（2学年 6件） 

○近所の人と仲が良い。 

○自然がいっぱい。 

○人が優しい。 

○仲がよい。 

○自然と人。 

○とても静で空気もきれいないので、いい生活を

送れるところ。 

（3学年 12件） 

○自然が多い。 

○事件や事故が少ない。 

○自然が多い。 

○あまりない。 

○川がきれい。 

○電車の席に座りやすい。 

○地域の人が本当に温かいこと。 

○川がきれい、動物との距離が近い 

○人があたたかい。川が澄んでキレイ。 

○静か。臭くない。 

○星空や空気が冷たくてよい。 

○挨拶が返ってくる。 

（東城高校 26件） 

（3学年 26件） 

○自然がたくさんあるところ。 

○都会より田舎がやっぱりいいと思うことです。 

○地域の方と近いところ。 

○災害が少ない。 

○自然豊か。水がきれい。 

○車が少ない。 

○緑で満ちている。 

○自然 

○自然が豊かなこと 

○人がいい。 

○自然豊か。 

○近い。 

○自然が豊か。 

○事件、事故と遭遇することがないこと。 

○自然がすぐ近くにある。 

○自然が豊か 

○自然がいっぱいな所です。 

○自然が豊か 

○自然。なじみやすい。 

○農業が盛んである。 

○町を巡回するバスがとても安く乗れること。 

○外の世界に出てみないと分からない。 

○人が温かい。 

○東城。 

○自然がよくてすごしやすい 

○野菜がいっぱいある。 

【庄原実業高校 299件】 

（1学年106件） 

○全部。 

○ない。 

○田舎なとこ。 

○都会すぎてないところがいい。 

○何でもある。 

○特になし。 

○人々がやさしい。 

○庄原焼きがあるところ。 

○静か。 

○特になし。 

○とくになし。 

○なし。 

○畑ばっかり。 

○特になし。 

○ない。 

○とくになし。 
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○ない。 

○自然が豊富。 

○特になし。 

○自然が多いこと。食べ物がおいしい。 

○ない。 

○あいさつができる（知らない人にも） 

○町に優しい人が多い。 

○人が優しい。 

○地域の人が優しくしてくださる事。 

○なんでも熱心に取り組んでいること。 

○ないです。 

○なし。 

○自然が多い。 

○元気がいい（親切？） 

○のどか。 

○森林豊か。 

○たくさんの店がある。 

○静か。 

○平和すぎるところ。 

○みんなやさしい。 

○あいさつできること。 
○地域の方が優しい。 

○自然。 

○特にない。 

○緑があること。 

○市内に比べたら人が少ない。 

○農業と触れ合える。 

○人がいい。 

○自然が多い。人がいい。 

○人が多すぎないところ。 

○自然がいっぱい。 

○町のお年寄りの方がやさしい。 

○いなか。 

○自然がいい。 

○よいとこ祭りなど市全体の行事などで市民全員

で盛りあがれるところ。 

○家がデカイい。 

○お店が近くにある。 

○特に無い。 

○特になし。 

○田舎でマイペースにすごせるところがすき。 

○ないです。 

○みんな明るい。 

○特になし。 

○人がやさしい。 

○静かなところ。 

○ない。 

○のどか。 

○のどかな所。 

○肉がおいしい。 

○仲がいい。 

○周りを見渡せば田んぼばかりなのでとても豊

か。 

○自然。 

○ない。 

○特になし。 

○自然が多い。 

○平和。 

○春の上野公園の桜が綺麗なこと。 

○人がとても優しい。 

○自然。 

○人がおだやかな人が多い。 

○特になし。 

○自豊かなこと。 

○みどりがおおい。 

○ない。 

○緑が多く、霧が出た朝はキレイである。 

○落ち着く環境。 

○分からない。 
○のどか。 

○ない。 

○人が少ない。 

○池がたくさんある。 

○特にない。 

○仲良し。 

○とくになし。 

○自然豊かなところ。 

○車の人でもたまにあいさつ（お辞儀の代わりに

頭を下げる）してくれること。 

○特にない。 

○自然が豊かなところ。 

○ない。 

○自然が多い。 

○みんな仲がいい。 

○通りすがった人があいさつをしてくれるし、あい

さつをすると返してくれること。 
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○とくになし。 

○ない。 

○みどりが多い。 

○人が優しい。 

○自然。 

○ない。 

○町の人があいさつをしてくれる。 

○人が少ない。 

（2学年 99件） 

○ない。 

○地域のみんなやさしい。 

○ない。 

○自然が好き。 

○星がきれい。 

○人がやさしいこと。 

○人が優しい。 

○おちつく。 

○なし。 

○山がきれい。 

○なし。 

○ない。 

○自然が豊か。 

○住みやすい。 

○自然が多い。 

○まつりがたのしい。 

○清掃活動。 

○ゴミの分別をしっかりしているところ。 

○近場に高校があるので歩いて通える。 

○森が多くて空気がおいしい。 

○自然。 

○自然豊か。 

○バスの中で出会った人同士話したりしてる。 

○自然。 

○自然が豊か。 

○自然がいっぱいある所。 

○とくに。 

○ない。 

○自然が多い。 

○自然が豊か。 

○しずか。 

○なし。 

○学校がきれい。 

○自然が豊か。 

○田んぼや山が多くキレイなこと。 

○人、町のふんいき。 

○ない。 

○自然がきれい。 

○ＳＩ5とかＪＷ5とかＲ32とか見れる。 

○優しいところ。 

○地域の人があいさつしてくださること。 

○ない。 

○自然が豊かで生活しやすいところ。 

○ない。 

○ない。 

○夜が静か。 

○なし。 

○自然が多い。 

○静か。 

○ない。 

○おちつく。 

○花がうえてあること。 

○自然がゆたか。 

○静かなとこ。 

○店やバス停の施設がととのっている。 

○とくにない。 

○地域の方が優しい。 

○道がごちゃごちゃしてなくていい。自然があっ

て、住みやすい。 

○昔から続いてる文化がある。自然が豊か。 

○ない。 

○自然。 

○バス。 

○緑が多くて、人が優しいところ。 

○水がおいしい。 

○きれいな花が咲いているとこ。 

○自然が多い。 

○安心して暮らせる。 

○学校とコンビニが近くてよい。 

○平和。 

○実業通りがある。 

○すずしい。 

○住みやすい。自然ゆたか。 

○ない。 

○そうじのボランティア。 

○なし。 
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○人目が多い。 

○事故やケガが少ない。環境がよい。 

○特にない。 

○車の通行量が少ない。 

○なし。 

○自然豊か。 

○汽車でつうがくができる。 

○空気がおいしい。 

○景色。 

○自然が多い。 

○のどか。 

○自然が多くて、「ただいま」と言ったら、「おかえ

り」と返してくれる人が多いこと。 

○祭りが派手で楽しい。けしきがいい。 

○渋滞があまりない。 

○平和。 

○自然が多い。 

○川などのしぜんがあってのどか。 

○あんまりわからない。 

○分からない。 

○自然が豊か。 

○年よりにやさしい。 

○庄原には自然だけでなく新しいことを受け入れ

て発展していくグローバルな姿勢がある。 

○人が優しい。自然がいい。 

○自然があっていい。 

（3学年 94件） 

○特になし。 

○人が少ない。 

○自然が豊か。 

○みんなやさしい。 

○なし。 

○自然が豊かすぎる。 

○治安がいい。 

○道路がきれい。 

○のどかなところ。 

○あいさつが気持ち良い。 

○田舎のわりに店がある。 

○田舎。 

○自然がたくさんあること。 

○しょうじきないです。今後、娯楽施設かショッピン

グモールを増やしてほしいです。 

○いい人ばかり。 

○あいさつしてくれる。 

○あいさつがある。 

○実際に住んでいるとよくわからない。 

○自然が豊か。 

○広い。 

○ありません。 

○ない。 

○自然が豊か。 

○広い。 

○コンビニがたくさんある。 

○とくに思いつかない。 

○とくにありません。 

○庄原の人は優しい人が多いなと思いました。 

○自然。 

○自然の豊かさ。 

○空気がいい。 

○空気がおいしい。 

○治安がいい。 

○人が少なくて楽。 

○自然豊か。 

○とくにない。 

○すれ違うときにあいさつをする人が多い。 

○自然がよい。 

○古き良き商店街の街並みや優しい人が多いとこ

ろ。 

○交通量が少ない。 

○特になし。 

○自然が豊か。 

○ある程度は交通が便利。 

○自然が豊か。 

○特になし。 

○平和。 

○のんびりしている。 

○人が少ないこと。 

○自然が多い。 

○自然であふれている所。 

○ビルなど高い建物があまりないところ。 

○自然豊か。牛。花田植え。 

○特になし。 

○分からない。 

○人が温厚な所。 

○自然が豊か。 
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○汽車がある。 

○えきがとってもすばらしい。 

○なし。 

○自然がいっぱい。 

○町の人が声をかけてくれる。 

○庄原市民じゃない。 

○ない。 

○森林。 

○自然が多いこと。 

○牛。 

○自然が豊か。 

○自然。 

○自然がいい。地域の人が優しい。 

○自然がいっぱい。 

○山がある。 

○広い。 

○緑が豊かで、地域住民が暖かい所。 

○食事処が整っている。 

○自然豊か。 

○丘陵公園。 

○庄原のふんいき、のんびりとしつつも元気のあ

るところ。 

○ない。 

○人がやさしい。 

○しずか。生活しやすい。 

○くうきがいい。 

○とくになし。 

○よく知らない。 

○セブンイレブンが近くにある。 

○自然がある。 

○夜まであいているところや、カフェが三次より多

いと思います。 

○地域の人が仲良い。 

○ひまわりバス。 

○自然、ひまわりバス。 

○よく分からない。 

○自然がたくさんあること。 

○学校の近くにコンビにがあって便利。 

○事件が少ない。 

○自然が多い。 

 

 

 

 

問１０．今回の議会報告会の感想をお聞かせくだ

さい。                   （ 6 件） 

【西城紫水高校 1件】 

（2学年 1件） 

○楽しかった。 

【庄原実業高校 5件】 

（1学年 2件） 

○難しすぎて理解不能。 

○やってもいいと思う。 

（2学年 1件） 

○興味がわかない。 

（3学年 2件） 

○みんなが集中して見れるようにしてほしい。 

○もう少し涼しい時期にしてほしかった。暑かっ

た。 
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