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【２】浅口市の「強み」と「弱み」 
問 29．あなたは、浅口市が「若者がいきいきと暮らすまち」になることについて、現

状の浅口市のどのようなところを「強み」と思いますか。また「弱み」と思うのは

どのようなところですか。ご自由にご記入ください。 

 

１．浅口市の「強み」 
（１）上位回答 
・自然が豊か（40 件） 

・交通の便がよい。（17 件） 

・強みはない。（９件） 

 

（２）その他の個別回答 
 
〈①交通環境・インフラ等に関する回答〉 
・ＪＲがあり、高速道路やインターもある。 

・ＪＲがあり、交通の便がよい。 

・新しい団地も増え、駅もきれいになった。 

・イオン倉敷など、２号バイパスを利用すれば買い物も便利。 

・駅がきれいになったこと。 

・岡山と福山の中間にあり、好きな街へ行くことができる。 

・気候が温暖で、都市部へのアクセスがよい。 

・倉敷、福山のベッドタウンになる可能性がある。 

・倉敷に近い所。 

・交通の便がよい。岡山市内への通勤が便利。 

・国道、ＪＲ、高速道路が揃っており、便利だと思う。 

・災害が少ない。 

・山陽本線沿い。 

・自然災害が少なく、暮らしやすい。 

・宅地造成ができる土地がたくさんあること。 

・福山や倉敷へのアクセスがよい。 

・ＪＲ、高速道路が通っていること。 

・ＪＲ山陽本線。 

・ＪＲと高速道路がある。 

・ＪＲや高速道路などが通っており便利。 

・駅がきれい。 

・駅がきれいで、特に不自由なく暮らせること。 

・駅の近くに高校があるので、他市からの通学者もいる。 

・駅前の住宅開発。 

・岡山、倉敷へ乗り換えなしで行くことができる。 

・岡山と福山の中間点にあるので、場所的によい。 
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・岡山や福山へのアクセスのよさ。 

・買い物施設やＪＲなど交通の便が充実していること。 

・学校が近隣にあること。 

・倉敷、福山の中間にあり交通の便がよい。 

・倉敷市、福山市の中間に位置している。 

・公共交通機関が充実している。 

・高速道路やＪＲといった交通インフラが整っていること。 

・高速やＪＲなど交通の便がよい。 

・交通機関が発達している。 

・交通の便がよいので、ベッドタウンとして暮らしている子育て世代が多い。 

・交通の便がよく、暮らしに近い。 

・金光や鴨方と、よい距離に駅があるので利用しやすいと思う。 

・災害が少ない。 

・災害や事件が少なく、安全である。 

・山陽本線がある。 

・山陽本線沿いに２町あること。 

・市内に駅が２つあり、倉敷や福山へのアクセスがよいこと。 

・通学、通勤圏内に福山、倉敷がるあること。 

・道路や鉄道等の交通網が充実している。 

・福山や倉敷への通勤・通学が便利。 

・倉敷や福山に近い。 

 

〈②自然環境に関する回答〉 
・あまり栄えていない所。 

・田舎なので、これから開発していけるところがたくさんある。 

・海と山の両方があり、食材が豊富である。 

・海も山もある。 

・海や山に恵まれている。 

・海や山の自然。 

・騒がしくない。 

・自然が豊かで星がきれい。 

・自然豊かなので、子どもをのびのびと育てることができる。 

・スポーツや運動ができる場所があること。 

・ほどほど田舎でのんびりと暮らせる。 

・夜空がきれい。 

・あまり都会化されていない所。 

・海や山などのレジャースポットがあること。 

・かもがた町家公園。 

・環境がよい。 

・きれいな桜並木。 

・公園の広さ。 
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・桜がきれい。 

・事件や災害が少ない。 

・自然が豊か。もっと利用して、誘客できないものか。 

・自然災害が少なくて温暖な気候。 

・自然豊かで交通の便がよい。 

・土地がたくさんある。 

・土地の値段が安い。 

・広い土地がある所。 

・星がきれい。自然が豊か。 

・緑が多い町。 

・山もあれば海もある。 

・豊かな自然。 

 

〈③子育てに関する回答〉 
・「赤ちゃんの駅」がたくさんあり、イベントの際など授乳室が多い。 

・医療費が中学生まで無料。 

・子育てがしやすい。 

・子育て支援が、まずまず充実している。 

・子どもの医療費がかからない。 

・子どもの医療費が中学生まで無料。 

・子どもの医療費が無料。 

・子どもの医療費補助。 

・中学生まで医療費が無料。 

・中学生まで医療費が無料。 

・保育料が安いこと。 

・中学生まで医療費が無料。 

・15 歳まで医療費が無料。 

・子育てがしやすい町。 

・子育て環境がよいこと。 

・子育て環境に関し、給食センターは整っている。 

・子どもの医療費が安い。 

・子どもの医療費免除はよいと思う。 

・子どもの教育の場が充実している。 

・中学３年生まで医療費が無料というのは強みだと思う。 

・中学生まで医療費が無料。 

・保育料が安い。 

・幼稚園に給食があること。びっくりした。 
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〈④特産品・産業に関する回答〉 
・植木、そうめん。 

・海産物などの名産。  

・車での通勤圏内に働く場所がある。 

・スーパーが近くにある。 

・そうめん。 

・手延べそうめんは全国区。 

・天文台。 

・特産品のそうめん。 

・お店が少ないこと。便利になり過ぎてのよくない。 

・企業や店舗ができる土地がたくさんあるところ。 

・スーパー、コンビニなどが多く、買い物が便利。 

・スーパーやコンビニ、ホームセンター等店が充実していて生活に困らない。 

・そうめんやカキを利用した名物グルメを作る。 

・食べ物がおいしい。 

・特産品があること。 

・特産品をＰＲしていること。 

・寄島の海産物。 

・寄島のカキが名物。 

 

〈⑤イベント・交流・教育に関する回答〉 
・高校、専門学校など教育の場が整っている。 

・高校が多い。 

・地域でのイベントが多いこと。 

・天文台がある。 

・天文台がある。 

・イベントが多いこと。 

・イベントで使えそうな場所や施設がいくらかある。 

・様々な習い事ができる。 

・中・高一貫校がある。 

・日本一の天文台がある。 

・ふるさとかもがたプラザ(ビッグハット)があるのは大変な強みだと思う。もっとイベン

トを実施してほしい。 
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〈⑥その他の回答〉 
・「可もなく不可もなく」といったところ。 

・安全な町。 

・田舎過ぎず、インフラも整っており、安心して子育てができる町。 

・近所が優しい。 

・近所づきあいがよい。 

・近所づきあいがよい。  

・金光教。 

・住人のつながりが強い。 

・住民が親切。 

・すくすくクリニックや耳鼻科があること。 

・税金が安い。 

・治安がよい。 

・地域のつながりが強い。 

・未就園児が出かけられる場所がたくさんある。 

・安心して住める。 

・安全性。 

・高齢化が強みなる案があればよいと思う。 

・これといったものがない。 

・金光教。 

・就労、福祉、教育分野への更なる開拓の可能性がある。 

・消防団が充実している。 

・人口が少ないので、同級生の顔がわかること。 

・生活しやすい町。 

・地域住民の結びつきが強い。 

・特産品のそうめんや天文台がある。 

・人が少ないところが好きです。 

・人柄がよい。 

・昔から住んでいる人が多く、みんな顔見知りなので安心して暮らせます。 

・若者支援に取り組んでいる。 
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２．浅口市の「弱み」 
（１）上位回答 
・若者の雇用の場・働く場がない（少ない）。（14 件） 

・大型商業施設がない（少ない）。（13 件） 

・特色や魅力が無い。（10 件） 

・大きな企業がない。（５件） 

・若者の遊ぶ場所がない（少ない）。（４件） 

 

（２）その他の個別回答 
 
〈①商業施設・産業等に関する回答〉 
・24 時間営業のスーパーがない。 

・ＴＳＵＴＡＹＡとマックがない。 

・飲食店が少ない。 

・飲食店などがなく、観光客が素通りしている。もったいないと思う。 

・映画館がない。 

・駅に周りに何もない。 

・駅前に活気がない。 

・おしゃれなカフェとかがない。 

・カフェがない。 

・雇用の場が少ない。 

・市内で働く場所が少ない。 

・ショッピングモールやファストフード店がない。 

・保育士など幼稚園関係者の雇用条件が悪い。 

・欲しい物を買い物する店が少ない。 

・店が少ない。 

・若者が集まる場所がない。 

・若者を対象とした商業施設がない。 

・若者が集える場がない。 

・24 時間営業のスーパーがない。 

・ＧＥＯやＴＳＵＴＡＹＡなどのレンタルショップがない。 

・ＴＳＵＴＡＹＡやユニクロなど若者向けの店がない。 

・遊ぶ所が少ない。 

・遊ぶところがない。 

・飲食店やレジャー施設がない。 

・映画館やボウリング場などのレジャー施設がない。 

・駅周辺に飲食店が少ない。 

・駅前に何もない。 

・駅前に何もない。 

・大型商業施設がない。 

・大きな企業がなく、就職先が少ない。 
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・大きなスーパーがない。 

・おしゃれな店が少ない。 

・買い物が不便。若者がほしいと思う店がない。 

・買い物をする店がない。 

・カラオケボックスなど若者が好む店がない。 

・カラオケボックスやボウリング場など若い人が遊ぶ所がない。だから、他地域に移り住

むと思う。 

・観光地や名物がないこと。 

・企業や商業施設が少ない。 

・娯楽施設がほとんどないこと。 

・市内で遊ぶ所が少ない。 

・市内に働く場所がないこと。 

・就職先の少なさ。 

・就職できるような企業が少ない。 

・就労支援が弱いこと。 

・就労を考えると、暮らすには難しい。 

・食事処や買い物をする所が少ない。 

・正社員としての職場が少ない。 

・専門店が少ない。 

・その特産品をＰＲできていないこと。 

・大学卒業者の就職先が市役所しかない。 

・電気店ばかりはいらない。 

・電気店やホームセンターはもういらない。若者は望んでいない。 

・電気やとホームセンターばかり。ファストフード店やレンタルショップがない。 

・必要とする店がない。 

・ファストフードの店がないこと。 

・ホームセンターや電気店が多すぎると思う。 

・未就学児がいるので、働き場所がない。 

・店が少ない。 

・来訪客の宿泊場所がないこと。 

・レジャー施設の数が少ない。 

・若者が行きたいと思う店がない。 

・若者が好む商業施設がない。 

・若者が楽しく過ごす場所がない。 

・若者に必要な店がない。 

・若者は好む店がない。 

・若者向けの商業施設がないこと。 

・若者向けの店がない。 

・若者向けの店がないこと。（マックやスタバなど） 

・若者を引きつけるような商業施設がないこと。 

・休日に、浅口市で遊ぶ所がない。 
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・若者が好む店が少ないこと。 

・商業施設が少ない。 

・友人とお茶できるカフェがない。 

・遙照山ホテルが閉鎖したこと。 

 

〈②イベント・交流に関する回答〉 
・浅口市に関する情報発信が少ない。 

・浅口市のＰＲ不足。 

・浅口市の知名度が低い。 

・合併で、町の運動会がなくなった。 

・倉敷―福山間の通過点に過ぎない。 

・金光町の祭りがなくなった。 

・市のＰＲができていない。 

・知名度が低い。 

・強みをアピールしきれていないこと。 

・特産品のそうめんや天文台をもっと PR してほしい。 

・とにかく知名度が低い。 

・保健センターや公民館が遠い。 

・浅口市といっても思いつくものがない。 

・浅口市に特色がない。強みも弱みもない。 

・浅口市のイメージが薄い。特産品や観光地がない。 

・浅口市のイメージがわかない。 

・浅口市の宣伝が足りない。 

・浅口市のよいところをＰＲしていない。 

・浅口市をもっと PR する。 

・浅口ブランドはいろいろあるが、あまり知られていない。ＰＲ不足ではないか。「浅口

市ってどこ？」と言われる。 

・逆に倉敷、福山のストローになっている。「笠岡ラーメン」のようなご当地フードが必

要。 

・すごくマイナーなこと。 

・他地域の人に紹介できるものがあまりない。 

・知名度がない。 

・知名度が低い。印象が薄い町。 

・知名度が低いこと。 

・何もない場所と言われるところ。 

・認知度の低さ。 

・レジャースポットのＰＲ不足。 

・若者が暮らすというよりは、倉敷や福山に行くための「素通り」する町というイメージ

が強いと思います。 
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・学校が少ない。 

・観光スポットが少ない。 

・観光名所が少ない。 

・集客力のあるイベントが少ない。 

・地域で盛り上がるイベントが少ない。 

・文化施設がない。 

・植木の町、天文台の町だけでは弱すぎる。 

・倉敷みたいに観光地としてのスポットはほとんどない。だから観光客も素通りしている。 

・障害者向けのスポーツを企画してほしい。 

・大学がない。 

・目立ったスポットがないこと。 

・目立った長所がないこと。 

・寄島花火大会の渋滞を解消してほしい。 

・若者の興味を引くイベントが少ない。 

・若者向けのイベントが少ない。 

・若者の興味を引くイベントが少ない。 

・若者向けのイベントが少ない。 

 

〈③交通環境・インフラ等に関する回答〉 
・ＪＲの快速が一部止まらない。 

・浅口市の奥の方は交通の便が悪い。 

・インターネット環境の整備が不十分。 

・快速が止まらない。 

・公共交通機関が電車しかないので、自家用車が必要。 

・交通の便が悪い。 

・交通の便が悪い。 

・サンライナーが止まらない。 

・マンションやアパートが少ない。 

・安い土地が少ないので、家を建てにくい。 

・倉敷のベッドタウンのイメージ。 

・車がないと不便な町。 

・公共交通機関が不便。バスの本数を増やしてほしい。 

・公共の場でのインターネット環境の整備。(Ｗｉ-Ｆｉ等） 

・交通手段の少なさ。 

・交通の便があまりよくないこと。 

・交通の便が悪い。 

・交通の便が悪い。 

・自家用車がないと不便。 

・道路の渋滞。 

・バス等の公共交通機関が不便。 

・バスや電車の本数が少ない。 
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・バスを走らせて下さい。 

・閉鎖的な地域なので、転入者が住みにくい。空き家も増えている。 

 

〈④子育てに関する回答〉 
・希望の保育園に入れないことがある。 

・子育て支援をしている施設が少ない。 

・児童館がない。 

・幼稚園が 3 年保育ではない。 

・待機児童が多い。保育施設も少ない。 

・待機児童を減らしてほしい。 

・保育園に入れず、働きに行かれない。 

・保育園に入れない待機児童がいる。 

・保育所が少ない。 

・保育料が高いので、子育て世帯には経済的に厳しい土地です。 

 

〈⑤自然環境に関する回答〉 
・自然が多いのに生かせていない。 

・スポーツ公園を十分に生かせていない。 

・寄島や鴨方のように、中心部に大きな公園を作ってほしい。 

・田舎すぎる。 

・田舎で何もないイメージ。 

・田舎のイメージ。 

・田舎のイメージが強すぎる。 

・子どもが遊べる公園が少ない。 

・自然の豊かさをアピールする力。 

 

〈⑥その他に関する回答〉 
・高齢者が多い。 

・子どもが少ない。 

・子どもが入院できる病院がない。 

・先の見えない浅口市に、駅を新しくしても意味がない。 

・産婦人科が遠い。 

・図書館のトイレを洋式にしてほしい。 

・病院が少ない。  

・閉鎖的な町。 

・保育料が高い。 

・保育料金が高い。 

・寄島町の高齢化率が高い。 

・若者が少ない。 

・若者が少ない。 

・若者の減少。 
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・浅口市は老人の町と思われているところ。 

・安全対策が行なわれていない。警察と地域の連携がまるでダメ。 

・植木市とか、高齢者が多いイメージがある。 

・過疎化による若者世代の経済的負担。 

・学校、就職、お店が充実していない。 

・合併して浅口市になったにもかかわらず、３町のまとまりがない。 

・暗いイメージ。 

・光熱費が高く、一人暮らしが困難。親元から離れにくい。 

・高齢者が多い。そのため、若者向けの設備がない。 

・産婦人科が少ない。 

・産婦人科がない。 

・支援に頼り過ぎて、他力本願的な若者がいること。 

・市長、市役所からの情報発信がない。 

・市の税金収入の一部を金光教に頼り過ぎているのはどうかと思う。 

・住民税が高いような気がします。 

・少子高齢化が進んでいる。もっと若者の流入を図るべき。 

・水道光熱費が他市と比べて高すぎる。 

・水道代が高い。 

・水道代が高い。 

・それに気がつかない人々。 

・中心地以外はすたれている。 

・町内会に入らなければ、ゴミを捨てることもできない。 

・バリアフリーが整っていない所がある。 

・防災への関心度が低い。 

・やる気だけではなく、まずが行動に移す。 

・若者がいない。 

・若者の減少。 

・若者の転出者が多い。 

・若者の流出。高齢化。 

・若者をターゲットとした施策が見えてこない。 

・産婦人科がない。 

 

 


