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１．アンケート調査の概要 

 

１ 調査の目的   明石のまちに対する若い世代の意識を把握し、明石市第５次長期総合

計画の策定に向けた基礎資料として活用する。 

 

２ 調査の対象   市内の学校に通う中学２年生、高校２年生 

中学生：７校 1,441 人 

高校生：２校  670 人  計 2,111 人 

 

３ 調査の方法   各学校に配付し、回収 

 

４ 調査の期間   平成 21 年１０月５日（月）～10 月 20 日（火） 

 

５ 調査の項目   回答者の属性のほか、以下のとおりである。 

① 明石のまちへの思いについて 

② 明石のまちのよいところ、不満なところについて 

③ 10 年後の望ましい明石のまちについて 

④ 10 年後の市内への居住意向ついて 

⑤ 夢を実現するため、暮らしやすいまちにするための自由意見 

 

６ 回 収 結 果  ○中学生 配布数：1,441 人 回答数：1,327 人 回収率：92.1％ 

○高校生 配布数： 670 人 回答数： 571 人 回収率：85.2％ 

○全 体 配布数：2,111 人 回答数：1,898 人 回収率：89.9％ 

 

７ 調査分析機関   ㈱総合環境計画 

 

８ そ の 他   本報告書の記載についての留意事項は以下のとおり 

・設問ごとの有効回答数は（ｎ＝ ）と表示しており、回答比率はこ

れを１００％として算出している。 

・本報告書の数表における比率は百分率で表し、小数点以下第２位を

四捨五入しているため、百分率の合計が１００％にならない場合が

ある。 
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図1-1　住まいの中学校区       n = 1327

朝霧中（11.2%、149人）
錦城中（4.4%、59人）

野々池中（15.8%、210人）
高丘中（9.3%、124人）

江井島中（12.8%、170人）
魚住中（21.3%、283人）

二見中（25.0%、332人）
 

 

２．回答者の属性 

 

１ 居住地の校区（記述回答） 

中学生には自分が通っている中学校名を、高校生には市内在住か市外在住を尋ね、市内在

住なら住んでいる小学校区を回答してもらった。 

中学生のうち、最も多かった学校は「二見中」で 25.0％、逆に最も少なかった学校は「錦

城中で 4.4％であった。高校生のうち、市内に住んでいる割合は 67.1％で、市外に住んでい

る割合は 32.4％であった。市内在住の高校生のうち、「人丸小学校区」の割合が 13.6％で

最も多かった。 

 

●中学生 

 

 

 

 

 

 

 

 

●高校生 
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図1-2　市内に住んでいる高校生の小学校区       n = 383

松が丘小（5.5%、21人）
朝霧小（6.8%、26人）

人丸小（13.8%、53人）

中崎小（1.3%、5人）
明石小（2.3%、9人）

大観小（5.0%、19人）
王子小（2.6%、10人）

林小（2.1%、8人）
鳥羽小（1.6%、6人）
和坂小（2.1%、8人）

沢池小（3.7%、14人）
藤江小（5.0%、19人）

花園小（2.6%、10人）
貴崎小（2.9%、11人）

大久保小（4.2%、16人）
大久保南小（2.3%、9人）

高丘東小（0.8%、3人）
高丘西小（0.8%、3人）

山手小（3.4%、13人）
谷八木小（1.6%、6人）
江井島小（1.8%、7人）

魚住小（7.3%、28人）

清水小（5.0%、19人）
錦が丘小（2.1%、8人）

錦浦小（3.1%、12人）
二見小（1.0%、4人）

二見北小（3.9%、15人）
二見西小（2.1%、8人）

不明（3.4%、13人）

※括弧内は割合(%)と回答数(人)。 

※括弧内は割合(%)と回答数(人)。

図　住まいは市内か、市外か       n = 571

市内に住んでいる
（67.1%、383人）

市外に住んでいる
（32.4%、185人）

不明
（0.5%、3人）
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２ 性別（単一回答） 

回答者の性別の割合をみると、「男性」が 47.6％、「女性」が 51.7％で、ほぼ同じ割合で

あるといえる。高校生でみると女性（58.1％）の方が男性（41.3％）より回答者が多かっ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 居住年数（単一回答） 

市内での居住年数の割合をみると、最も多かったのが「生まれてからずっと」の 51.7％で

あった。また、10 年以上居住している学生は、71.8％（＝51.7％＋20.1％）で、7 割以

上の学生が、長く明石市に住んでいることがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3　居住年数       n = 1898

生まれてからずっと
（51.7%、982人）

１年未満
（1.4%、27人）

１年～３年未満
（2.4%、45人）

３年～５年未満
（2.4%、46人）

５年～１０年未満
（11.9%、225人）

１０年以上
（20.1%、381人）

不明
（10.1%、192人）

※括弧内は割合(%)と回答数(人)。

図2　性別       n = 1898

男性
（47.6%、904人）女性

（51.7%、982人）

不明
（0.6%、12人）

図2　性別       n = 1327

男性
（50.3%、668人）

女性
（49.0%、650人）

不明
（0.7%、9人）

図2　性別       n = 571

男性
（41.3%、236人）

女性
（58.1%、332人）

不明
（0.5%、3人）

※括弧内は割合(%)と回答数(人)。 

【参考２】 ①中学生 ②高校生

図3　居住年数       n = 1327

生まれてからずっと
（58.1%、771人）

１年未満
（1.7%、23人）

１年～３年未満
（2.6%、35人）

３年～５年未満
（2.7%、36人）

５年～１０年未満
（14.2%、188人）

１０年以上
（19.7%、262人）

不明
（0.9%、12人）

図3　居住年数       n = 571

生まれてからずっと
（37.0%、211人）

１年未満
（0.7%、4人）

１年～３年未満
（1.8%、10人）

３年～５年未満
（1.8%、10人）

５年～１０年未満
（6.5%、37人）

１０年以上
（20.8%、119人）

不明
（31.5%、180人）

①中学生 ②高校生【参考３】 
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３．アンケート調査の結果 

 

１）集計結果 

 

４ あなたは明石のまちが好きですか｡（単一回答） 

   明石のまちが好きな割合は 85％。 

図4　明石のまちが好きか       n = 1898

とても好きである
（19.5%、370人）

好きである
（65.8%、1249人）

あまり好きではない
（10.7%、204人）

好きではない
（3.0%、56人）

不明
（1.0%、19人）

 

回答者のうち、明石のまちが好きな割合が 85.3％（＝「とても好きである」19.5％＋「好

きである」65.8％）で、8 割以上が明石のまちを好きだと感じていることがわかった。 

逆に、好きではないと感じる割合は 13.7%で（＝「あまり好きではない」10.7%＋「好

きではない」3.0）あった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※括弧内は割合(%)と回答数(人)。

【参考４－１ 男女別】 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

男性 (n=895) 

女性 (n=975) 

とても好きである 好きである あまり好きではない 好きではない

22.1

17.5

63.1

69.4

10.7

11.1

4.0

1.9

（％）
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男女別でみると、「とても好きである」と感じている割合は、男性 22.1%、女性 17.5%

で、若干男性の割合のほうが多かったが、「好きである」と感じている割合では、男性が 63.1%、

女性が 69.7%で、逆に女性のほうが多かったため、好きだと感じている（「とても好きであ

る」と「好きである」の合計）割合は、男性（85.2%）と女性（86.9%）で、ともに約 85％

程度であった。 

中学生と高校生それぞれの傾向をみてみると、「とても好きである」については、高校生

（16.1%）よりも中学生（20.9%）のほうが多かったが、「好きである」については、中学

生（64.4%）よりも高校生（69.0%）の多かったため、好きだと感じている（「とても好き

である」と「好きである」の合計）割合は、中学生（85.3%）と高校生（85.1%）で、と

もに約 85％程度であった。 

 

【参考４－２ 中学生・高校生別】 

図4　明石のまちが好きか       n = 1327

とても好きである
（20.9%、278人）

好きである
（64.4%、855人）

あまり好きではない
（10.8%、143人）

好きではない
（3.1%、41人）

不明
（0.8%、10人）

①中学生 

図4　明石のまちが好きか       n = 571

とても好きである
（16.1%、92人）

好きである
（69.0%、394人）

あまり好きではない
（10.7%、61人）

好きではない
（2.6%、15人）

不明
（1.6%、9人）

②高校生 

※括弧内は割合(%)と回答数(人)。 
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５ あなたは明石のまちのどんなところがよいと思いますか。（複数回答） 

   明石のまちのいいところは「海が近くにあるところ」が 50％。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学生が感じる明石のまちのいいところは、「海が近くにあるところ」が最も多く 50.3％、

2 番目に「食べ物がおいしいところ」が 32.0％、3 番目に「買い物や娯楽の施設がたくさん

あるところ」が 25.7％であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

図5　明石のまちでどんなところがよいと思うか       n = 1898

緑や川など自然が多く残っているところ（21.4%、406人）

公園や広場がたくさんあるところ（23.7%、450人）

買い物や娯楽の施設がたくさんあるところ（25.7%、488人）

交通が便利なところ（16.8%、319人）
海が近くにあるところ
（50.3%、954人）

食べ物がおいしいところ（32.0%、607人）

事故や犯罪が少ないところ（10.9%、207人）

病院や医院が整っているところ（8.0%、152人）

まちなみが美しいところ（5.5%、104人）

文化活動やスポーツ活動を楽しむ環境が整っているところ（12.4%、236人）

地域の人がやさしく、親切なところ（14.5%、275人）

好きなところはない（7.4%、140人）

その他（3.2%、60人）

不明（3.1%、58人）

※括弧内は割合(%)と回答数(人)。

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

男性 (n=877) 

女性 (n=954) 

緑や川など自然が多く残っているところ
公園や広場がたくさんあるところ
買い物や娯楽の施設がたくさんあるところ
交通が便利なところ
海が近くにあるところ
食べ物がおいしいところ
事故や犯罪が少ないところ
病院や医院が整っているところ
まちなみが美しいところ
文化活動やスポーツ活動を楽しむ環境が整っているところ
地域の人がやさしく、親切なところ
好きなところはない
その他

23.3

21.1

28.2

21.1

27.1

26.2

16.4

18.1

48.1

55.2

29.0

36.7

13.8

9.0

8.0

8.2

6.0

5.3

16.3

9.6

13.7

16.2

9.8

5.5

3.2

3.4

【参考５－１ 男女別】 

（％）

（％）
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男女別でみると、男性よりも女性のほうが、「海が近くにあるところ」、「食べ物がおいしい

ところ」がいいところであると感じている割合が多かった。逆に、女性よりも男性のほうが

感じている割合が多かったところは、「公園や広場がたくさんあるところ」、「文化活動やスポ

ーツ活動を楽しむ環境が整っているところ」であった。 

中学生と高校生それぞれの傾向をみてみると、中学生では、全体の傾向と同じであったが、

高校生は、「買い物や娯楽の施設がたくさんあるところ」が 18.6％で、5 番目の評価となっ

ており、中学生よりもいいところであるという認識は低かった。 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

図5　明石のまちでどんなところがよいと思うか       n = 1327

緑や川など自然が多く残っているところ（22.9%、304人）

公園や広場がたくさんあるところ（23.3%、309人）

買い物や娯楽の施設がたくさんあるところ（28.8%、382人）

交通が便利なところ（14.5%、192人）
海が近くにあるところ
（47.9%、636人）

食べ物がおいしいところ（33.2%、441人）

事故や犯罪が少ないところ（12.8%、170人）

病院や医院が整っているところ（8.7%、115人）

まちなみが美しいところ（5.6%、74人）
文化活動やスポーツ活動を楽しむ
環境が整っているところ（13.9%、184人）

地域の人がやさしく、親切なところ（16.5%、219人）

好きなところはない（8.3%、110人）

その他（2.6%、34人）

不明（2.6%、35人）

0 10 20 30 40 50 60 70 80

図5　明石のまちでどんなところがよいと思うか       n = 571

緑や川など自然が多く残っているところ（17.9%、102人）

公園や広場がたくさんあるところ（24.7%、141人）

買い物や娯楽の施設がたくさんあるところ（18.6%、106人）

交通が便利なところ（22.2%、127人）
海が近くにあるところ
（55.7%、318人）

食べ物がおいしいところ（29.1%、166人）

事故や犯罪が少ないところ（6.5%、37人）

病院や医院が整っているところ（6.5%、37人）

まちなみが美しいところ（5.3%、30人）
文化活動やスポーツ活動を楽しむ
環境が整っているところ（9.1%、52人）
地域の人がやさしく、親切なところ（9.8%、56人）

好きなところはない（5.3%、30人）

その他（4.6%、26人）

不明（4.0%、23人）

【参考５－２ 中学生・高校生別】 

①中学生 

②高校生 

※括弧内は割合(%)と回答数(人)。

（％）

（％）
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６ 明石のまちの不満なところはどんなところですか。（複数回答） 

   明石のまちの不満なところは「買い物や娯楽の施設があまりない

ところ」が 31％。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学生が感じる明石のまちの不満なところは、「買い物や娯楽の施設があまりないところ」が

最も多く 30.9％（前問の５では、明石のまちのいいところとして「買い物や娯楽の施設がた

くさんあるところ」が 3 番目にいいと感じられていた。）、2 番目には「不満に思っていると

ころはない」が 25.9％であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

男性 (n=870) 

女性 (n=948) 

緑や川など自然が少ないところ
公園や広場が少ないところ
買い物や娯楽の施設があまりないところ
交通が不便なところ
おいしい料理や食材があまりないところ
事故や犯罪が多いところ
病院や医院が整っていないところ
まちなみが美しくないところ
文化活動やスポーツ活動を楽しむ環境があまり整っていないところ
地域の人とのお付き合いがほとんどないところ
不満に思っているところはない
その他

22.1

16.0

17.9

11.5

23.4

40.0

14.1

14.2

5.3

4.1

20.5

22.9

6.1

6.2

16.3

16.7

16.2

8.8

8.6

8.1

31.3

23.2

4.3

5.0

【参考６－１ 男女別】 

0 10 20 30 40 50 60

図6　明石のまちでどんなところが不満か       n = 1898

緑や川など自然が少ないところ（18.2%、346人）

公園や広場が少ないところ（14.1%、267人）
買い物や娯楽の施設があまりないところ
（30.9%、587人）

交通が不便なところ（13.7%、260人）

おいしい料理や食材があまりないところ（4.6%、88人）

事故や犯罪が多いところ（20.9%、397人）

病院や医院が整っていないところ（5.9%、112人）

まちなみが美しくないところ（15.9%、301人）
文化活動やスポーツ活動を楽しむ
環境があまり整っていないところ（11.8%、224人）

地域の人とのお付き合いがほとんどないところ（8.1%、154人）

不満に思っているところはない（25.9%、492人）

その他（4.4%、84人）

不明（3.8%、73人）

※括弧内は割合(%)と回答数(人)。

（％）

（％）
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男女別でみると、「買い物や娯楽の施設があまりないところ」が、男性で 23.4%であった

のに対して、女性では 40.0%で、ほかの項目と比べて著しく割合が多かった。 

中学生と高校生それぞれの傾向をみてみると、中学生では、「不満に思っているところはな

い」（26.9％）が、「買い物や娯楽の施設があまりないところ」（26.8％）を若干上回って、

最も多く、逆に、高校生では、「買い物や娯楽の施設があまりないところ」への不満が更に多

くなり、40.5％でなった。 

【参考６－２ 中学生・高校生別】 

※括弧内は割合(%)と回答数(人)。

0 10 20 30 40 50 60

図6　明石のまちでどんなところが不満か       n = 1327

緑や川など自然が少ないところ（20.6%、273人）

公園や広場が少ないところ（16.8%、223人）
買い物や娯楽の施設があまりないところ
（26.8%、356人）

交通が不便なところ（13.7%、182人）

おいしい料理や食材があまりないところ（5.0%、66人）

事故や犯罪が多いところ（21.5%、285人）

病院や医院が整っていないところ（6.3%、83人）

まちなみが美しくないところ（16.3%、216人）
文化活動やスポーツ活動を楽しむ環境が
あまり整っていないところ（13.0%、173人）

地域の人とのお付き合いがほとんどないところ（8.0%、106人）

不満に思っているところはない（26.9%、357人）

その他（4.7%、62人）

不明（3.8%、51人）

0 10 20 30 40 50 60

図6　明石のまちでどんなところが不満か       n = 571

緑や川など自然が少ないところ（12.8%、73人）

公園や広場が少ないところ（7.7%、44人）
買い物や娯楽の施設があまり
ないところ（40.5%、231人）

交通が不便なところ（13.7%、78人）

おいしい料理や食材があまりないところ（3.9%、22人）

事故や犯罪が多いところ（19.6%、112人）

病院や医院が整っていないところ（5.1%、29人）

まちなみが美しくないところ（14.9%、85人）
文化活動やスポーツ活動を楽しむ環境が
あまり整っていないところ（8.9%、51人）

地域の人とのお付き合いがほとんどないところ（8.4%、48人）

不満に思っているところはない（23.6%、135人）

その他（3.9%、22人）

不明（3.9%、22人）

①中学生 

②高校生 

（％）

（％）
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７ 今から 10 年後、あなたは明石のまちがどんなまちになっていたらよいと思いま

すか。（複数回答） 

   10 年後の明石のまちで望まれるのは「災害や犯罪が少ない安全な

まち」が 30%。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 年後の明石のまちに望む方向性で、最も多かったのが「災害や犯罪が少ない安全なま

ち」で 30.1％であった。その次に、「子供たちが健やかに育つまち」が 21.5%、「高齢者や

障害者が安心して暮らせるまち」が 21.2％であった。 
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図7　今から１０年後、明石のまちがどんなまちになっていたらよい思うか       n = 1898

高齢者や障害者が安心して暮らせるまち（21.2%、403人）

子どもたちが健やかに育つまち（21.5%、408人）
病院などの医療機関が整っていて、
人々の健康づくりが充実したまち（11.7%、222人）

災害や犯罪の少ない安全なまち（30.1%、571人）

身近な自然が多く、環境にも配慮したまち（293%、15.4人）

まちなみの美しいまち（13.8%、261人）

住宅地として静かで落ち着きのあるまち（9.1%、173人）

観光で多くの人が訪れるにぎわいのあるまち（14.4%、273人）

農業、漁業やたくさんの企業が元気に活動する産業の盛んなまち（6.5%、124人）

学習するための環境が整った教育の進んだまち（3.0%、56人）

文化活動やスポーツ活動が盛んなまち（14.9%、283人）

地域での助け合いや人々のつながりを大切にするまち（13.4%、255人）

不明（6.1%、115人）

※括弧内は割合(%)と回答数(人)。

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

男性 (n=846) 

女性 (n=929) 

高齢者や障害者が安心して暮らせるまち
子どもたちが健やかに育つまち
病院などの医療機関が整っていて、人々の健康づくりが充実したまち
災害や犯罪の少ない安全なまち
身近な自然が多く、環境にも配慮したまち
まちなみの美しいまち
住宅地として静かで落ち着きのあるまち
観光で多くの人が訪れるにぎわいのあるまち
農業、漁業やたくさんの企業が元気に活動する産業の盛んなまち
学習するための環境が整った教育の進んだまち
文化活動やスポーツ活動が盛んなまち
地域での助け合いや人々のつながりを大切にするまち

18.9

25.9

24.8

21.1

12.2

12.7

31.9

32.3

16.4

16.6

13.7

15.5

11.8

7.8

14.2

16.1

8.7

5.4

3.9

2.4

22.3

9.8

8.9

19.3

【参考７－１ 男女別】 

（％）

（％）

（15.4%、293 人） 
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男女別でみると、「高齢者や障害者が安心して暮らせるまち」については、男性（18.9%）

よりも、女性（25.9%）のほうが望んでいる割合が多かった。逆に、「文化活動やスポーツ

活動が盛んなまち」については、女性（9.8%）よりも、男性（22.3%）のほうが望んでい

る割合が多かった。 

中学生と高校生それぞれの傾向も同様であり、「安全」、「福祉」、「子育て」を大切に考えて

いる傾向が伺える。 

【参考７－２ 中学生・高校生別】 

※括弧内は割合(%)と回答数(人)。

0 10 20 30 40 50 60

図7　今から１０年後、明石のまちがどんなまちになっていたらよい思うか       n = 1327

高齢者や障害者が安心して暮らせるまち（21.9%、290人）

子どもたちが健やかに育つまち（20.8%、276人）
病院などの医療機関が整っていて、
人々の健康づくりが充実したまち（11.4%、151人）

災害や犯罪の少ない安全なまち（31.5%、418人

身近な自然が多く、環境にも配慮したまち（16.4%、218人）

まちなみの美しいまち（13.0%、172人）

住宅地として静かで落ち着きのあるまち（8.5%、113人）

観光で多くの人が訪れるにぎわいのあるまち（14.1%、187人）

農業、漁業やたくさんの企業が元気に活動する産業の盛んなまち（6.4%、85人）

学習するための環境が整った教育の進んだまち（3.0%、40人）

文化活動やスポーツ活動が盛んなまち（16.5%、219人）

地域での助け合いや人々のつながりを大切にするまち（14.2%、189人）

不明（6.6%、87人）

0 10 20 30 40 50 60

図7　今から１０年後、明石のまちがどんなまちになっていたらよい思うか       n = 571

高齢者や障害者が安心して暮らせるまち（19.8%、113人）

子どもたちが健やかに育つまち（23.1%、132人）
病院などの医療機関が整っていて、
人々の健康づくりが充実したまち（12.4%、71人）

災害や犯罪の少ない安全なまち（26.8%、153人）

身近な自然が多く、環境にも配慮したまち（13.1%、75人）

まちなみの美しいまち（15.6%、89人）

住宅地として静かで落ち着きのあるまち（10.5%、60人）

観光で多くの人が訪れるにぎわいのあるまち（15.1%、86人）

農業、漁業やたくさんの企業が元気に活動する産業の盛んなまち（6.8%、39人）

学習するための環境が整った教育の進んだまち（2.8%、16人）

文化活動やスポーツ活動が盛んなまち（11.2%、64人）

地域での助け合いや人々のつながりを大切にするまち（11.6%、66人）

不明（4.9%、28人）

①中学生 

②高校生 

（％）

（％）
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８ 今から 10 年後、あなたは明石に住んでいたいと思いますか。｡（単一回答） 

   。10 年後も明石に住んでいるか「わからない」が 39％ 

図8　今から１０年後、明石に住んでいたいと思うか       n = 1898

明石に住んでいたい
（22.3%、424人）

もっと大きなまち
に住みたい

（24.5%、465人）

もっと自然豊かなところに住みたい
（10.2%、193人）

わからない
（39.2%、744人）

その他
（2.5%、47人）

不明
（1.3%、25人）

 

 

10 年後も明石に住んでいるかについて、「わからない」が最も多く 39.2％で、「明石に住

んでいたい」と考えている学生は 22.3％で少なかった。 

また、「もっと大きなまちに住みたい」は 24.5％、「もっと自然豊かなところに住みたい」

は 10.2％となっており、自然豊かなところよりは、大きなまちに住みたいと考えている割合

が多かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男女別でみると、女性のほうが男性よりも感じている割合が多かった項目は、「もっと大き

なまちに住みたい」（男性 22.2%、女性 27.4%）、「わからない」（男性 37.2%、女性 42.0%）

であった。逆に、女性よりも男性のほうが感じている割合が多かった項目は、「明石に住んで

いたい」（男性 24.8%、女性 20.7%）、「もっと自然豊かなところに住みたい」（男性 13.6%、

女性 7.4%）であった。 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

男性 (n=892) 

女性 (n=972) 

明石に住んでいたい もっと大きなまちに住みたい もっと自然豊かなところに住みたい
わからない その他

24.8

20.7

22.2

27.4

13.6

7.4

37.2

42.0

2.2

2.6

※括弧内は割合(%)と回答数(人)。

【参考８－１ 男女別】 

（％）
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中学生と高校生それぞれの傾向も同様で、「わからない」が約 4 割で最も多く、「明石に住

んでいたい」と考えている学生は約 2 割で少なかった。 

【参考８－２ 中学生・高校生別】 

今から１０年後、明石に住んでいたいと思うか       n = 1327

明石に住んでいたい
（23.4%、310人）

もっと大きな
まちに住みたい

（24.6%、326人）
もっと自然豊かなところに住みたい

（9.6%、128人）

わからない
（38.8%、515人）

その他
（2.3%、30人）

不明
（1.4%、18人）

今から１０年後、明石に住んでいたいと思うか       n = 571

明石に住んでいたい
（20.0%、114人）

もっと大きな
まちに住みたい

（24.3%、139人）

もっと自然豊かなところに住みたい
（11.4%、65人）

わからない
（40.1%、229人）

その他
（3.0%、17人）

不明
（1.2%、7人）

②高校生 

①中学生 

※括弧内は割合(%)と回答数(人)。 
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２）自由意見まとめ 

 

①「あなたの夢を実現するために」 

  （次の②「暮らしやすく、すばらしいまちにするために」への意見と思われるものがあ

りますが、中、高校生から提出いただいた内容を掲載しています。） 

●健康・福祉に関する意見 

 中学生 

病院をもっと増やしていいと思う。  女性 

信号機の音を全部の信号機につけて欲しい。  女性 

老人ホームをもう少し多く建てて欲しい。  女性 

もっとスポーツ施設を多くしてほしいし、もっと豊かな町になって欲しいし、高齢者や障害のある人のため

に安心できる施設を作って欲しい。  

男性 

高齢者の方々と触れ合える場所。 女性 

病院や介護施設の整備。 女性 

保育所  女性 

陸上競技場など身近にそういをものを設置すればもっとみんな健康になると思う。（はりま町参考）  男性 

高齢者が暮らしやすい街になってほしい。  女性 

体の不自由な人の為の施設。  男性 

高齢者や障害者が安心して暮らせる明石。  男性 

子供とか、中学生とか、高校生とかが行くような店を増やし、でも、お年寄りが安心して住めるような自然

や緑が多い街にしてくれたらと思う。そして、人と人が協力の出来る、素敵な街であって欲しい。  

女性 

小さい子が安心して遊べる施設をつくって欲しい。  女性 

小さな子供が遊べる場所がほしい。木や森をもっと増やしてほしい。おじいさんや、おばあさんがゆっくり

休める施設が欲しい。  

女性 

高齢者や小さな子供などいろいろな人々が安心してつながりをもてる施設。小さな子供がおもいっきり遊べ

るような大きなアスレチックがある公園。  

女性 

保育園などがもっとあった方が良いと思う。施設が整っていた方が良いと思う。明石が有名になるような施

設があれば良いと思う。  

女性 

もっと子供から老人までが楽しくスポーツできる施設  男性 

  

高校生 

高齢者の方々と地域の子供達がふれあえる施設を増やしてほしい。もっと花や木など植えないといけない所

が多いので、各地域、学校団体に種を配り植えて欲しい。  

女性 

もっと大きな病院があれば良いと思う。老人の人がもっと暮らしやすくするために坂道を減らしてほしい。  女性 

先端医療をうけることができる病院  女性 

少子化を減らす為に子供を産める病院 女性 

もっと保育園を増やして欲しい  男性 

老人ホームなど高齢者にとってバリアフリーな施設があったら良いと思う。  女性 
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●生活環境に関する意見 

 中学生 

ゴミの落ちていない街。  女性 

自然をもっと大切にして、人も動物も快く暮らせる明石をつくって欲しい。  男性 

もうすこしまちなみを美しくしてほしい 。 男性 

道路などにポイ捨てをしないで的な看板を立てたらいいと思う。海を汚して欲しくない。  女性 

畑をふやしてほしい。マンションとかにあまりしてほしくない。畑で野菜とかいろいろ作りたいから。  女性 

ビルや高層住宅はあまり建てないでほしい。外観や治安が悪くなりそうなので。  女性 

緑をもっと増やしてほしい。せっかく海があるのに汚くて残念。  女性 

公園をもっときれいにしてほしい。ゴミのポイ捨てや雑草が多い。  女性 

もっと木や緑を増やしてほしい。最近、本当に環境が悪くなってきてすごい危険な状態なので、地域の人た

ちと一緒にポイ捨てをなくすのを呼びかけたり、ゴミ拾いをして、もっと町をどこの県よりも世界よりもキ

レイな町に自慢できるような町にしたい。  

女性 

川がとてもきれいで、子どもたちがいっぱい遊べる町。  男性 

私の家の近くのたんぼや畑が、コンクリートで埋められて、家が建っている。それは、子供が多くなるし、

賑やかになるが、自然がそのうち消えてしまうのでほどほどにしてほしい。  

女性 

キレイな海にしてほしい。  男性 

もっと緑を大切にする。  男性 

色んな所に緑を増やして、少しでも温暖化を進ませないようにしたらいいと思う。  男性 

星のきれいな町にしてほしい 。 男性 

身近な海や川の自然を大切にし、川などで遊べるようにしてほしい。自然あふれる遊園地。  女性 

 

 高校生 

魚住町に大きな施設はいらない。マンションとかもいらない。田んぼを壊さないでほしい。  女性 

川、木々などの自然を美しく。 特産をアピールしたまちづくりが必要。 女性 

太陽光発電 屋上で植物栽培  男性 

川とか、海とかが汚れないようにしてほしい。 娯楽と自然のバランスが整っていたらいいと思う。  女性 

ゴミの処理  女性 

もっと遊べるように大きな広場を沢山造ってほしい。川をもっときれいにしてほしい。  女性 

海をもう少しキレイに！！  男性 

明石公園のゴミの処理  男性 

ポイ捨て禁止法の導入、警察のパトロールの時間と人数を増加させ、ポイ捨てしている人がいたら罰金を取

るという法律を作ってほしい 。 

女性 
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●都市基盤に関する意見 

中学生 

もっと歩道を整備して欲しいと思うし、公園などの整備や修理もして欲しい。それから、町全体の緑をもっ

と多くして欲しいと思う。  

女性 

もう少し交通を便利にして欲しい。  男性 

自転車置き場の増設。  男性 

自然公園があって欲しい。  男性 

エレベーターを増やすこと。  男性 

もっと大きい広場が欲しい。  女性 

駅の回りにもっと自転車置き場を増やしてほしい。  男性 

もっと大きなサッカーや野球のドームや球場があったらいい。  男性 

事故を少なくするために信号や道路などを強化してほしい。  男性 

たまに道や坂がきちんと整備させていない所があって、そこでよく小さい子やお年寄りがつまずいて転んで

しまったたりしているから整えてほしい。  

女性 

空き地とかで花壇を作って植物を育てる。  女性 

みんなが使える大きい体育館。バスケットボールのリングのある公園。  男性 

だれでも気軽に使えるホール。大きな駅。  女性 

１本で色んな所に行ける乗り継ぎの少ないバス。 女性 

高齢者の人々が安心して暮らせるようにあまり道路がなく車がない方がいいと思う。  男性 

やすらぎや和のある空間の整えてほしい。  女性 

動物とふれあえる所。  女性 

整備できてない道を直してほしい 。 女性 

自然の施設。  男性 

もっと山や草原があった方がいい。  男性 

環境を整えてほしい。路上のゴミを拾う活動などをしてほしい。空気のきれいな町にしてほしい。  男性 

二見町東二見の中でも海に近い所では、「たこバス」が通りだいぶ便利になったが、まだまだ不便な所が多

い。街灯を増やして欲しい。浜国道の歩道をなんとかして欲しい。（歩道がない）歩道がガタガタであぶな

い。  

男性 

身近な海や川の自然を大切にし、川などで遊べるようにしてほしい。自然あふれる遊園地。  女性 

 

高校生 

ＪＲ明石駅と西明石駅の間に駅をつくってほしい。 女性 

無料の駐輪場が欲しい。 男性 

交通がとても不便なところがあるのでバスなどを増やしてほしい。  男性 

友達や家族と楽しめるようにもっと買い物できる場所や遊べる所がほしい。  女性 

たこバスの路線拡大。  女性 

駐輪場（無料）。  男性 

公園や広場等、小さなものでも多く設けることでたくさんの子供達が外で遊ぶ機会が増えると思う。  女性 

もっと緑を増やしてほしい 。 女性 

道路のバリアフリー工事について、メインストリートだけでなく、他の所もしていただければとてもうれし

いです。もっと緑が多ければうれしい。ショッピングモールがあれば、もっと活気もつくと思う。でも、魚

の棚などは地元の良い所なので残していきたい。イベントなどを開てはどうか。  

女性 
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●産業・観光に関する意見 

中学生 

もっと買い物できるところが欲しい。  女性 

自転車置き場の増設。  男性 

防犯カメラをいっぱい設置。動物などと触れあえる所（例：ミニ動物園・牧場 牛・馬 「アイス・乗馬ク

ラブ・乳絞り・触れることが出来る所など」）。もっと遊べる所をつくる。 

女性 

ショッピングセンターをもっと増やして欲しい。  女性 

無料の野球場。ショッピングモール。サーキット場。防犯センター。プール（市民）。砂山。  男性 

駅前のゴミ自転車をなくす。花壇などを増やす。三宮などにある無印良品やハンズ、Ｌｏｆｔなどの大型店

舗が明石にもあると嬉しい。すべてバリアフリーでなくても良いと思う。  

女性 

遊園地をつくって欲しい。  男性 

もっと大きい店を増やして欲しい。  女性 

スポーツジム、公園やアスレチック的な遊具。デパートや飲食店を増やす。明石の魅力としてタコのマスコ

ットをつくる。  

男性 

日本最大級のデパート。服なども売っていて、食べ物も食べれて、生活に必要なもの全てが整っているとこ

ろ。緑の多い公園。遊園地。プール。  

女性 

大きなテーマパーク。巨大なショッピングモール。  女性 

畑をもっといっぱい作る 。 男性 

芝生の公園、娯楽施設をふやしてほしい。  男性 

もっと大きなダンススタジオ、もっと色々な物があるショッピングセンター、動物と自然に触れ合えるよう

な広場。  

女性 

もっと神戸などのようなデパートなどをいっぱい建ててほしい。（もっとにぎわうようにするため）建物が

たくさんありつつ緑もあって、住みやすい所にしてほしい。本屋をもっと増やしてほしい。  

女性 

ＴＤＬみたいなテーマパーク 。 女性 

農業をさかんに。  女性 

激安デパート。激安スーパー。激安な店。  女性 

明石から三木まで電車を開通してほしい。東京ドーム２個分のショッピングモール。観光地を作ってほしい。

大久保にバッティングセンターを作ってほしい  

男性 

ドーム球場。百貨店 。 男性 

キッザニアのような仕事体験施設。  男性 

楽器専門店 。 男性 

安くて大きな遊園地 。 女性 

大きなショッピングモール 。 女性 

バッティングセンターや大きな公園。  男性 

もっとイベントや店を増やしたりしたらいいと思う。人と人との接触が増えていいと思う。  女性 

もっとテニスコートを増やしてほしい。広場を作ってほしい。「東京タワー」みたいな、明石だけの建物を

作ってほしい。お店を増やしてほしい。  

女性 

神戸、姫路みたいに大きい店があってほしい。  女性 

木々を増やして、遊ぶ。買い物する所を増やす。  女性 

子どもや高れい者が安心してくらせる施設。大きなショッピングセンターを作ってほしい。  女性 

買い物ができる所を増やしてほしい。事故を少なくしたい。  女性 

遊園地とか大きなデパートがたってほしい 。 女性 

おしゃれな町になったらいいと思う。三ノ宮みたいに活気あふれてみんなが買い物しやすく高齢者にやさし

い環境にしてほしい。  

女性 

もっと町を大きくしたほうがいいと思う。大人が近くで行きやすいお店を作ったらいいと思う。  女性 

食の豊かな明石だから魚の棚みたいなところを増やしたらいい。  男性 

大きい会社 。 男性 

テニスコートを増やす、駄菓子やが欲しい。  男性 

 

高校生 

買い物できる所を増やしてほしい。  女性 

友達や家族と楽しめるようにもっと買い物できる場所や遊べる所がほしい。  女性 

遊園地や水族館など、もっと大きなものがあったらいいと思う。  女性 

もっと多くの商業施設を作って欲しい。（三宮・大阪）などを見習って都会にしてほしい。さびれた建物な

どは改修工事などできれいにしてほしい 。 

男性 
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駅前にセンタープラザのようなものがほしい。  男性 

明石駅周辺のお店がもっと良くなったらいいと思う。  女性 

もっと買い物するところほしい。  女性 

海外輸入製品を専門に扱う店があってほしい。 外国人と気軽に交流ができる施設をつくってほしい。  女性 

動物園・水族館・遊園地というテーマパークを作り、人と人とのつながりを作っていく 。 男性 

明石焼歴史博物館建設（明石焼が有名らしいので）。明石総合運動公園。 男性 

 

●教育・文化に関する意見 

中学生 

専門的なことを学ぶ学校が増えて欲しい。  男性 

図書館を造る。  男性 

空き地でいいからバスケットボールのリングを設置して欲しい。神戸の方ではたくさんあるのに明石だけに

ないのは、残念。近くにあれば、いろんな人が集まって、より交流が深まると思う。  

男性 

スポーツを楽しくできるところ。（室内競技もできるところ）。  男性 

スポーツジム、公園やアスレチック的な遊具。デパートや飲食店を増やす。明石の魅力としてタコのマスコ

ットをつくる。  

男性 

明石にもっと高等学校や専門学校を増やしてほしい。  女性 

無料で高校や大学並みの勉強ができるところ。  男性 

看護専門学校などの専門学校や大学。 女性 

職業体験とかの施設あったらいいなと思う。  女性 

本がたくさんある図書館。  男性 

スポーツ活動ができる環境を増やしてほしい。  男性 

文化活動やスポーツ施設がもっとあってほしい。  男性 

大きいホールをつくってほしい。  女性 

公立大学 。 男性 

甲子園球場を作ってほしい。遊園地つくってほしい。  男性 

いろんなスポーツが楽しめる施設 。 女性 

特にないです。強いて言うなら高校を少し増やしてほしい。  女性 

理科の実験施設 。 男性 

学校をもっと増やして、生徒の人数を少なめに揃えたらもっと一人一人の生徒をよく見れて子供が起こす犯

罪などが少なくなると思う。  

女性 

 

高校生 

誰でも使いやすいようなスポーツセンターのような施設をつくってほしい。  女性 

大学を作って欲しい。  女性 

競技場をもっと増やす 。 男性 

コミセンなどの体育館やグラウンドなどの自由解放  男性 

アートな街に。  女性 

誰でも就きたい仕事が経験できるところ。  女性 
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●人権・交流に関する意見 

中学生 

地域との交流ができるような場所。  女性 

マナーが悪いから、マナーを見直した方がいいと思う。そうしたら、いろんな所から良い目で見られると

思う。  

女性 

難民への募金箱を町中に設置する。  男性 

地域の人が集まれる場所。 交流できる場所。  女性 

リサイクルショップなどを増やしたり、フリーマーケットを行う回数を増やしてほしい。  女性 

 

高校生 

高齢者の方々と地域の子供達がふれあえる施設を増やしてほしい。もっと花や木などを植えないといけな

い所が多いので、各地域、学校団体に種を配り植えてほしい。  

女性 

お祭りがほしい。  女性 

 

●その他の意見 

中学生 

犯罪が少ない町。  男性 

神戸や大阪みたいに派手になればいい。  男性 

誰でも自由にどんな時間でも行ける場所があったら良いと思う。何か相談事がある時や悩み事がある時に

行けるような場所があったら良いと思う。  

女性 

マナーを良くしてほしい。  女性 

もっと平和な環境になってほしい。  女性 

施設ではなく、一人一人が自然を大切にしてほしい。  男性 

今のままでいい 。 女性 

 

高校生 

明石タワー建立そして世界１。野球場（明石市立で料金が格安のもの）。  男性 

明石はたくさんいろんな所が揃っているからこのままでいいと思う。  女性 

田んぼが多いのは、今のままで良いと思う。  女性 
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②「暮らしやすく、すばらしいまちにするために」 

●健康・福祉に関する意見 

中学生 

バリアフリーを多くする。交通を便利にする。  女性 

もっと点字ブロックを増やしたりしたら、いろんな人がもっと暮らしやすくなる。  男性 

高齢者や障害者のためにスロープや歩道橋などの坂を緩やかにして欲しい。  女性 

ボランティア活動を積極的にしたらいいと思う。高齢者や障害者の人達が安心して暮らせたらいいと思う。

自然を大切にして欲しい。  

女性 

みんなが暮らしやすいように高齢者や子供など誰でも不便じゃないようにして欲しい。  女性 

もっと障害者の人たちが使い易い公共施設があったらいいと思う。  女性 

新型インフルエンザにかからない町にすればいい 。 男性 

高齢者のために手すりなどを付けたらいいと思う。車いすの人が行けるように階段だけでなく、坂を付け

たらいいと思う。  

女性 

段差の少ない道にして欲しい。理由は高齢者や小さい子供の安全を守る為。  女性 

大きな病院を増やしたらいいと思う。  男性 

小さい子供から、お年寄りの人まで、たくさんの人が楽しくすごせる所をいっぱいつくったらいいと思う。  女性 

お年よりの人達のことを考えて、ありとあらゆる人に親しんでもらえるような町にして欲しい。  男性 

高齢者でも利用できる施設があった方がいい。  女性 

 

高校生 

もっと環境のことやバリアフリーとかに配慮した町になればいいと思う。  女性 

高齢者と若い人達が楽しくふれあえる所 。 男性 

お年寄りの人がすごしやすいようなものを取り入れたらいいと思う 。 男性 

バリアフリー、駅の階段を少なくしてほしい。  男性 
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●生活環境に関する意見 

中学生 

もっと環境に良いまちづくりをすればいいと思う。  男性 

ポイ捨て禁止。ゴミを減らす。  男性 

死角や不審者が出そうなところを無くしたりして、みんなが安心して暮らせるようにして欲しい。  女性 

海をきれいにして欲しい。  男性 

明石川をキレイな川にして欲しい。  女性 

日本らしい町並みにする。  女性 

ゴミを減らす運動をしてほしい。信号無視の取り締まり強化。  男性 

木を植えたりして緑を多くし景色を良くする。  男性 

海が見える街並みを残しておいて欲しい。  男性 

「海のごみを拾う」等の自然環境に関するイベントをしたらよいと思う。  女性 

みんなが協力できて美しい街にしたい。  男性 

1 ヶ月に２～３回、親子でゴミ拾いをしてほしい。川や道路にゴミをよく見かけるから自然を大切にして

欲しい。  

女性 

排気ガスを出さないようにする。  男性 

 

高校生 

ゴミの分別の徹底。  女性 

みんなでゴミ拾いをする 。 女性 

海をきれいにして欲しい 。 女性 

自然を利用したものをもっと多く作って欲しい 。 男性 

・川をきれいにする活動 ・深夜のパトロール（バイクの騒音）。  男性 

市内全域で歩きタバコ禁止 。 女性 

広場をもっと作ってゴミ箱をもっと増やしたらポイすてをする人も少なくなってもっときれいになると思

う。  

女性 

夜景が神戸みたいに美しくなればいいと思う。  女性 
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●都市基盤に関する意見 

中学生 

広場や公園を増やす 。 女性 

横断歩道を増やして欲しい。自転車専用の道と歩く人専用の歩道とで、分けたらいいと思う。  男性 

無料駐輪場 。 男性 

電柱を少なくする。人口をもっと増やす。 女性 

坂が多い。電気が少ないから夜、暗くて怖い。  女性 

道路整備 。 男性 

数年間乗用車の使用を禁じる。  男性 

Ｔｈｅハイテクの町（階段がエレベーターなど） 。 女性 

自転車の取締りを徹底的にしてほしい 。 女性 

交通の盛んな場所に必ず歩道をつけること。  男性 

踏切を整えてほしい。歩行者用を作ってほしい。  女性 

神戸みたいに、港町を作ってほしい。 もっと都会っぽくなって欲しい。 女性 

たこバスの路線数を増やす。  女性 

もうちょっと多くの公園をつくってほしい。  男性 

昔からあるモノはちょっと直すくらいならいいけど、全部壊さないでほしい。思い出を大切にできる町に

してほしい。  

女性 

道路とかの工事はいらないから、もっと違う、自然環境のことなどにお金を使ってほしい。  女性 

 

高校生 

無料駐輪場 。 男性 

歩道の増設 。 男性 

もっと緑豊かにしてほしい。  女性 

タコバスの時間をもうちょっと増やしたらいいと思う。  女性 

国道 2 号の渋滞緩和 。 - 

外灯を増やす 。 女性 

夜など、外灯などが少ないので夜道を通るのが怖いです。歩道がない道があって危ないと思う。  女性 

交通量の多い所に整った歩道が多くあったらいい。  男性 
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●産業・観光に関する意見 

中学生 

大きいデパートなどがあれば便利だと思う。  男性 

銀座通りとかに、もっと新しいお店を入れる。明石市民病院の産婦人科を復活させる。コンビニのまわり

のヤンキーを取り締まる。  

女性 

観光客の人が来たら楽しめるような場所が欲しい。  女性 

もっと特産物や町をアピールして欲しい。  男性 

もっと海をきれいにしてほしい。明石の産物をもっと多くの人に伝えてほしい。自然を増やしたらいいと

思う。明石の有名なものを生かしてなんかつくったりしてほしい。  

女性 

タコとかタイとかのイベントをもっと増やしてほしい。シゴセンジャーの味方・敵をもっと作ればいい。 男性 

もっと身近に明石の名産を売ってほしい。  女性 

観光の的になるようなものを作ればいい 。 男性 

もっと買い物できる店を増やしてほしい。  女性 

観光スポットを増やしたら、明石にくる人が増えると思う。  女性 

大きなショッピングセンターをもっと増やして欲しい。  男性 

もっと自然が活かされていて、なおかつ賑わっている街。「田舎」と「都会」両方ある街。観光にたくさ

んの人がくる街。でも、伝統は無くさないで活かして欲しいと思う。  

女性 

明石公園で、バザーや夜店をやるなどしたらいいと思う。  男性 

 

高校生 

もっと色んな観光場所があった方がいい。  女性 

漁業・産業を活性化させる。  男性 

廃屋を無くして地価を上げる。  女性 

大きなショッピングショップなど 神戸のように作ってほしい 。 女性 

遊園地をもっと増やす。  男性 

明石のシンボルを増やしてほしい。  男性 

田んぼを増やす。  男性 

海がある街としてのアピールをした方がいいと思う。もっと観光できるような取り組みをした方がいいと

思う。  

女性 

もっと買い物するところつくってほしい。  女性 
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●教育・文化に関する意見 

中学生 

もっと野球やサッカーのスポーツのできる環境をつくって、スポーツを盛んにするといいと思う。（明石

から県大会など出るチームがほとんどないから）。  

男性 

もうちょっと広めの勉強ができる図書館がほしい。西部図書館はちょっとせまいと思うし、自習禁止だし

机も少ない。 

女性 

スポーツや運動が出来るところを作ってほしい。  男性 

プールを増やしてほしい。  女性 

学校同士の交流、地域の人に話しを聞いて明石の良さを学ぶような企画。植樹活動。  女性 

年に一度、市でスポーツ大会をしたい。  男性 

明石市の人たちがみんな集まって文化活動やスポーツ活動を楽しめる所をもっとつくるといいと思う。  女性 

文化博物館みたいな所を、また作ってほしい。  女性 

 

高校生 

スポーツを通じて子供から大人までコミュニケーションがとれるようにする  男性 

学生の教育をしっかりする  女性 

 

●人権・交流に関する意見 

中学生 

人を思いやる気持ちをみんなが持ったら、素晴らしいまちになると思う。   女性 

緑や川を守る運動とかをしたらいいまちになると思う。  女性 

挨拶のしやすい空気にする。  女性 

祭りなどを盛んにして地域との交流を大切にしてほしい。  男性 

地域の人と親しみを深める。  男性 

市民が交流できるイベントを増やしてほしい。  男性 

もっと地域のイベントを増やしたり、子供が遊べる大きな公園を作ればいいと思う。  女性 

 

高校生 

各国の料理を味わったり勉強したりと日本料理が外国にあるように、自分たちも各国の料理を知る場があ

ったらもっとにぎわうと思う。  

女性 

高齢者と若い人達が楽しくふれあえる所。  男性 

毎日明石の魚の棚でパレード 。 男性 
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●その他の意見 

中学生 

不審者などが一切いないようにして欲しい。伸び伸びと暮らせる町にして欲しい。  女性 

タバコを明石で吸うと罰金というのをして欲しい。もっと魚で有名だから、ＰＲしたほうがいいと思う。  男性 

もっと広い市にしてほしい。  女性 

事故や犯罪を少なくしてほしい、そしたら安心できる良いまちになると思う。 エコにもっと積極的に取

り組んだらいいと思う。  

女性 

事故や犯罪がなかったら、もっと明石が良くなっていると思う。  女性 

マナーを守る  女性 

もっとパトロールをしてほしい  男性 

大人がしっかりと子供が悪いことをしたら注意する  男性 

人に優しく接する  男性 

 

高校生 

安全に暮らせたらそれでいい  女性 

明石といえばこれ！というものがあれば良いと思う。  女性 

花火大会の復活  男性 

喫煙マナーをよくしてほしい。臭くてたまらないからできればタバコの自販機をなくす。そうすれば街だ

ってキレイになる。  

男性 

街をかえるのではなくて、今の良い所を残して発展すればうれしい。たこのキャラクター大好きなので、

もっと広めてほしい  

女性 

高校生が楽しめる場所が欲しい  男性 
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４．アンケート調査票 

 

 

 

まちづくり中学生アンケート 
 

明石市の「今」そして「未来」について、みなさんの意見や思いを聞かせ

てください！ 

 

 

 

 

明石市役所では、これからのまちづくりを進めていくための総合計画を作ってい

るところです。 

 

この総合計画は、明石市を住みよいまち、住み続けたいと思えるまちにするため

に、市民のみなさんや市役所が、これからどんなことをしていくべきか定めるもの

です。 

 

そこで、中学生のみなさんをはじめ、高校生やボランティア団体、その他多くの

市民のみなさんを対象にアンケート調査を実施します。 

 

現在の明石のまちを見つめ、未来に向けてどのようなまちになったらよいか、ご

意見やご提案をいただきたいと思います。 

 

みなさんのご意見を参考にしながら、総合計画を作り上げていきたいと考えてい

ますので、アンケートへのご協力をよろしくお願いします。 

 

 

平成 21 年 10 月 

 

明石市役所 政策部 政策室 
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次の各質問を読んで、答えをこの用紙に書き込んでください。 

 

 

質問１ あなたが通学している学校名は？ 

 

（            ）中学校 

 

質問２ あなたの性別は？あてはまるものに○を入れてください。 

 

１ 男性  ２ 女性 

 

質問３ あなたは明石市で何年ぐらい暮らしていますか？あてはまるものに○を

入れてください。２を選んだ人は、さらに年数についてあてはまるものに

○を入れてください。 

 

１ 生まれてからずっと 

２ １以外         

 

 

１ １年未満          ２ １年～３年未満 

３ ３年～５年未満       ５ ５年～10 年未満 

６ 10 年以上 

 

 

質問４ あなたは明石のまちが好きですか？あてはまるものに○を入れてくださ

い。 

 

１ とても好きである  ２ 好きである  ３ あまり好きではない  ４ 好きではない 

 

 

質問５ あなたは明石のまちのどんなところがよいと思いますか？３つまで選ん

で○を入れてください。 

 

１ 緑や川など自然が多く残っているところ   ２ 公園や広場がたくさんあるところ 

３ 買い物や娯楽の施設がたくさんあるところ  ４ 交通が便利なところ 

５ 海が近くにあるところ           ６ 食べ物がおいしいところ  

７ 事故や犯罪が少ないところ         ８ 病院や医院が整っているところ 

９ まちなみが美しいところ  

10 文化活動やスポーツ活動を楽しむ環境が整っているところ 

11 地域の人がやさしく、親切なところ      12 好きなところはない 

13 その他（                                ） 
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質問６ 反対に、明石のまちの不満なところはどんなところですか？３つまで選

んで○を入れてください。 

 

１ 緑や川など自然が少ないところ       ２ 公園や広場が少ないところ 

３ 買い物や娯楽の施設があまりないところ   ４ 交通が不便なところ 

５ おいしい料理や食材があまりないところ   ６ 事故や犯罪が多いところ 

７ 病院や医院が整っていないところ      ８ まちなみが美しくないところ 

９ 文化活動やスポーツ活動を楽しむ環境があまり整っていないところ      

10 地域の人とのお付き合いがほとんどないところ 

11 不満に思っているところはない 

12 その他（                                 ） 

 

 

質問７ 今から 10 年後、あなたは明石のまちがどんなまちになっていたらよいと

思いますか？よいと思うものを２つまで選んで○を入れてください。 

 

１ 高齢者や障害者が安心して暮らせるまち 

２ 子どもたちが健やかに育つまち 

３ 病院などの医療機関が整っていて、人々の健康づくりが充実したまち 

４ 災害や犯罪の少ない安全なまち 

５ 身近な自然が多く、環境にも配慮したまち 

６ まちなみの美しいまち 

７ 住宅地として静かで落ち着きのあるまち 

８ 観光で多くの人が訪れるにぎわいのあるまち 

９ 農業、漁業やたくさんの企業が元気に活動する産業の盛んなまち 

10  学習するための環境が整った教育の進んだまち 

11  文化活動やスポーツ活動が盛んなまち 

12  地域での助け合いや人々のつながりを大切にするまち 

 

 

質問８ 今から 10 年後、あなたは明石に住んでいたいと思いますか？あてはま

るものに１つ○を入れてください。 

 

１ 明石に住んでいたい 

２ もっと大きなまちに住みたい 

３ もっと自然豊かなところに住みたい 

４ わからない 

５ その他（                     ） 
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自由な意見を書いてください！ 

 

 

１ あなたの夢を実現するために 

あなたの夢を実現できるまちにするために、明石にあったらよいと思う施設、整

えてほしいと思う環境などについて自由に記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 暮らしやすく、すばらしいまちにするために 

明石のまちをもっと暮らしやすいまちにするために、「こんなことをしてほしい」

という要望や「こんなふうにしたらすばらしいまちになる」といった提案を記入し

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました。 
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まちづくり高校生アンケート 
 

明石市の「今」そして「未来」について、みなさんの意見や思いを聞かせ

てください！ 

 

 

 

 

明石市役所では、これからのまちづくりを進めていくための総合計画を作ってい

るところです。 

 

この総合計画は、明石市を住みよいまち、住み続けたいと思えるまちにするため

に、市民のみなさんや市役所が、これからどんなことをしていくべきか定めるもの

です。 

 

そこで、高校生のみなさんをはじめ、中学生やボランティア団体、その他多くの

市民のみなさんを対象にアンケート調査を実施します。 

 

現在の明石のまちを見つめ、未来に向けてどのようなまちになったらよいか、ご

意見やご提案をいただきたいと思います。 

 

みなさんのご意見を参考にしながら、総合計画を作り上げていきたいと考えてい

ますので、アンケートへのご協力をよろしくお願いします。 

 

 

平成 21 年 10 月 

 

明石市役所 政策部 政策室 
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次の各質問を読んで、答えをこの用紙に書き込んでください。 

 

質問１ あなたは明石市内にお住まいですか？あてはまるものに○を入れてくだ

さい。なお、１を選んだ人は、お住まいの小学校区を記入してください。 

 

  １ 市内に住んでいる    ２ 市外に住んでいる 

      ↓ 

お住まいの小学校区 → （         ）小学校 

 

＊ わからないときは、お住まいの町名を記入してください。→ 明石市（        ）町 

 

質問２ あなたの性別は？あてはまるものに○を入れてください。 

 

１ 男性  ２ 女性 

 

質問３ 明石市内にお住まいの方にのみお尋ねします。あなたは明石市で何年ぐ

らい暮らしていますか？あてはまるものに○を入れてください。２を選ん

だ人は、さらに年数についてあてはまるものに○を入れてください。 

 

１ 生まれてからずっと 

２ １以外         

    ↓ 

１ １年未満          ２ １年～３年未満 

３ ３年～５年未満       ５ ５年～10 年未満 

６ 10 年以上 

 

質問４ この質問以降はすべての方にお尋ねします。あなたは明石のまちが好き

ですか？あてはまるものに○を入れてください。 

 

１ とても好きである  ２ 好きである  ３ あまり好きではない  ４ 好きではない 

 

質問５ あなたは明石のまちのどんなところがよいと思いますか？３つまで選ん

で○を入れてください。 

 

１ 緑や川など自然が多く残っているところ   ２ 公園や広場がたくさんあるところ 

３ 買い物や娯楽の施設がたくさんあるところ  ４ 交通が便利なところ 

５ 海が近くにあるところ           ６ 食べ物がおいしいところ  

７ 事故や犯罪が少ないところ         ８ 病院や医院が整っているところ 

９ まちなみが美しいところ  

10 文化活動やスポーツ活動を楽しむ環境が整っているところ 

12 地域の人がやさしく、親切なところ      12 好きなところはない 

13 その他（                                ） 
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質問６ 反対に、明石のまちの不満なところはどんなところですか？３つまで選

んで○を入れてください。 

 

１ 緑や川など自然が少ないところ       ２ 公園や広場が少ないところ 

３ 買い物や娯楽の施設があまりないところ   ４ 交通が不便なところ 

５ おいしい料理や食材があまりないところ   ６ 事故や犯罪が多いところ 

７ 病院や医院が整っていないところ      ８ まちなみが美しくないところ 

９ 文化活動やスポーツ活動を楽しむ環境があまり整っていないところ       

10 地域の人とのお付き合いがほとんどないところ 

11 不満に思っているところはない 

12 その他（                                 ） 

 

 

質問７ 今から 10 年後、あなたは明石のまちがどんなまちになっていたらよいと

思いますか？よいと思うものを２つまで選んで○を入れてください。 

 

１ 高齢者や障害者が安心して暮らせるまち 

２ 子どもたちが健やかに育つまち 

３ 病院などの医療機関が整っていて、人々の健康づくりが充実したまち 

４ 災害や犯罪の少ない安全なまち 

５ 身近な自然が多く、環境にも配慮したまち 

６ まちなみの美しいまち 

７ 住宅地として静かで落ち着きのあるまち 

８ 観光で多くの人が訪れるにぎわいのあるまち 

９ 農業、漁業やたくさんの企業が元気に活動する産業の盛んなまち 

10  学習するための環境が整った教育の進んだまち 

11  文化活動やスポーツ活動が盛んなまち 

12  地域での助け合いや人々のつながりを大切にするまち 

 

 

質問８ 今から 10 年後、あなたは明石に住んでいたいと思いますか？あてはま

るものに１つ○を入れてください。 

 

１ 明石に住んでいたい 

２ もっと大きなまちに住みたい 

３ もっと自然豊かなところに住みたい 

４ わからない 

５ その他（                     ） 
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自由な意見を書いてください！ 

 

 

１ あなたの夢を実現するために 

あなたの夢を実現できるまちにするために、明石にあったらよいと思う施設、整

えてほしいと思う環境などについて自由に記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 暮らしやすく、すばらしいまちにするために 

明石のまちをもっと暮らしやすいまちにするために、「こんなことをしてほしい」

という要望や「こんなふうにしたらすばらしいまちになる」といった提案を記入し

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました。 
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総合計画の策定に向けた 
学生アンケート調査報告書 

 
平成２２年２月 

明石市政策部政策室 




