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◆新型コロナウイルス感染症等に関するアンケート調査 自由意見 

 

問１ ⑥世帯構成 その他の記述 

性別 年齢 居住地域 回答 

男性 70 歳以上 鴨方地区 回答しない 

 

問３ 現在の日常生活において、実践している感染予防対策 その他の記述 

性別 年齢 居住地域 回答 

女性 30～39歳 鴨方地区 仕事中はフェイスシールドをしている 

男性 40～49歳 鴨方地区 荷物にはコロナに有効とされる周波数帯の紫外線をあてている。

または、時間をおいて開封する。酸素飽和度を測定できるようにし

ている 

女性 40～49歳 鴨方地区 アルコール消毒 

女性 40～49歳 鴨方地区 買い物先ではアルコール消毒をする 

女性 60～69歳 - 消毒液のある所では消毒をする。ない場所の出入りは自分の持っ

ている液で消毒をする 

女性 60～69歳 - アルコール消毒 

- 60～69歳 金光地区 外出先では、小まめにアルコール入りティッシュを使用する 

 

問６－１ コロナ禍で困ったこと・困っていること その他の記述 

性別 年齢 居住地域 回答 

女性 30～39歳 鴨方地区 子の病院受診（リハビリ通院）の制限。回数減、日程調整 

男性 40～49歳 鴨方地区 他人の目 

- - - 施設に入所 

 

問６－２ 緊急事態宣言以降、困ったこと・困っていること その他の記述 

性別 年齢 居住地域 回答 

男性 70 歳以上 金光地区 県外への外出制限 

 

問 13 新型コロナウイルス感染症の影響が今後も続いた場合、不安に思うこと その他の記述 

性別 年齢 居住地域 回答 

女性 40～49歳 鴨方地区 要介護家族２名の感染予防 

男性 60～69歳 鴨方地区 自身、家族の感染 

男性 60～69歳 寄島地区 旅行等、趣味に不安 

女性 60～69歳 鴨方地区 親の健康 

女性 60～69歳 鴨方地区 孫・嫁の関係 

男性 70 歳以上 寄島地区 国の支出赤字、企業の赤字 
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性別 年齢 居住地域 回答 

女性 70 歳以上 鴨方地区 医療体制 

- - - 年金減少 

 

問 14 新型コロナウイルス感染症の状況や、国・県・市の各種経済支援策等についての情報の入手先 

その他の記述 

性別 年齢 居住地域 回答 

男性 40～49歳 金光地区 スマホニュース 

男性 40～49歳 金光地区 会社 

男性 40～49歳 鴨方地区 周りの話 

女性 50～59歳 鴨方地区 人から聞く 

女性 50～59歳 鴨方地区 知人や組合関係からの連絡 

男性 60～69歳 鴨方地区 人 

女性 60～69歳 鴨方地区 家族 

女性 60～69歳 - 友人、知人 

男性 70 歳以上 金光地区 子から 

男性 70 歳以上 金光地区 親族 

 

問 15 新型コロナウイルス感染症対策として、浅口市に求める施策・取り組みについて その他の記述 

性別 年齢 居住地域 回答 

男性 20～29歳 金光地区 母子家庭ばかりでなく、２人親でも困っている所はたくさんあり

ます。就学援助を受けている所にも支援をして下さい 

女性 20～29歳 金光地区 商品券の配布、現金の配布 

女性 20～29歳 鴨方地区 どの世帯にも平等な支援を 

男性 30～39歳 金光地区 保育者への感染対策の指導。お迎えなどの時に赤ちゃんの顔を触

ってくる保育者がいる 

男性 30～39歳 鴨方地区 休業をとらなければならず収入が減っている。家にいる時間が増

えている為、生活費もかかるようになっている。経済支援をしても

らえるととても助かる 

男性 30～39歳 鴨方地区 外出制限が厳しいので、特に高齢者には訪問サービスが使えるよ

うにしてほしい。特に浅口市は介護の認定が厳しく、外出制限の中

で家での訪問サービスを利用したいと言われる身体の不自由な高

齢者の方が周りに多くいます。足を引きずっている方、生活が不自

由な方など。ただ、浅口市は外へのサービスを促しており、今後サ

ービスを使わせたくないように思われます。介護が他の地域では

支援・介護の認定がでそうな方でも、浅口市では認定が出ない、出

ても、かなり軽いもの（支援）が多く、充実した介護サービスを受

けられていません。コロナ禍の今だからこそ考えてほしい！家か



- 82 - 

 

性別 年齢 居住地域 回答 

ら外出したくないのに、病院のリハビリや元気体操を促される。感

染予防と矛盾していませんか？ 

女性 30～39歳 金光地区 医療・福祉従事者への支援 

女性 30～39歳 鴨方地区 感染者が増加した時の早期対策。増加が確認されたら速やかに規

制をかけていってほしい 

男性 40～49歳 金光地区 商品券や（浅口市からの）１人 5,000 円の応援券が嬉しかったで

す。水道代も無料の時があり、助かりました。これからもして頂き

たいです 

男性 40～49歳 鴨方地区 失業者、収入の減少している人がいる中で、公務員の給料・ボーナ

スが当たり前のように減少せず、そのまま支給されている事。市民

税等の税金の徴収。公務員も危機感（金銭面）を感じるべきだと思

う。仕事を一生懸命している人もいるのですが、それなりにしてい

る人もいるので浅口市役所内でもう少し考えた方がいいと思う 

男性 40～49歳 鴨方地区 子供向けのマスクは、家族間では好評だった。ものがよく、子供も

嫌がらない 

女性 40～49歳 鴨方地区 今もよくやって下さっていると思います 

男性 50～59歳 金光地区 新型コロナウイルスに感染した地域のウソの情報が流れている。

感染者の特定までは言わないが、どこの地域で出たかが分かれば

尚良い 

男性 50～59歳 鴨方地区 コロナ対応の医療環境整備、保健所への援助、病院へ 

男性 50～59歳 寄島地区 ワクチンに関する情報開示を積極的に 

女性 50～59歳 金光地区 コロナで社会が暗くならないよう 

女性 50～59歳 鴨方地区 安価で最短で結果通知をしてくれ、唾液で簡単に出来る PCR 検査

を市民みんなが受けられると、コロナ以外で体調が悪い時、安心し

て病院に行こうと思える 

女性 50～59歳 鴨方地区 心身の健康のための支援。経済的支援。働き先の支援。公務員や月

20 万以上年金のある人は、経済的に困っていないし、コロナで儲

かっている企業もあるので、皆にお金をばらまくのではなく、本当

に困っている人たちを支援して下さい 

女性 50～59歳 鴨方地区 高齢者の買物など、外出を控えている人への手助け（コロナ感染対

策の為）。コロナの為、収入減になった家庭・中小企業に支援 

女性 50～59歳 寄島地区 医療の方はもちろんですが、小さな子供を預かる保育士さん達に

も慰労になる事をしてあげて欲しいです 

男性 60～69歳 鴨方地区 浅口市保健センターでのトレーニングルームは、持病を抱えた者

のリハビリや高齢者の体力維持のために大切な施設です。昨年末

１ヶ月ほど開かれた後、また閉じられて困っています。10 名以下

で消毒・換気をしているので、安全だと思われます。ぜひ再開をし
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性別 年齢 居住地域 回答 

て下さい 

男性 60～69歳 鴨方地区 特に何もしないのが良いと思います 

男性 60～69歳 鴨方地区 すべての市民に公平に支援して欲しい。年齢は問わない。例えば、

水道料金の無償。税の軽減。特定の年齢層に特化しない事 

女性 60～69歳 金光地区 介護施設を利用させてもらっています。利用料（ポイント？）も増

えましたが、介護者の負担は大変なものだと思います。もっと支援

して下さればと思います 

女性 60～69歳 金光地区 いざ自分が感染した時にどうなるか？いろいろ情報は聞くが、い

ざどうなるか心配 

女性 60～69歳 鴨方地区 ・浅口市からは、もっと支援して欲しい 

・水道代が０円というのは有難いですが、水道を多く利用する月も

お願いしたい 

女性 60～69歳 鴨方地区 ワクチン接種 

女性 60～69歳 寄島地区 市内は、コロナによる悪影響を受けている人はあまり多くない。ど

ちらかというと補助金太りの話を聞く。商品券配布等も行き過ぎ。

真に困っている人に手当して欲しい 

男性 70 歳以上 金光地区 ワクチン接種の時期や方法等を早期に公開して欲しい 

男性 70 歳以上 金光地区 高齢化時代は更に深刻かつ支援の重要性待った無しの現在、保険・

医療・福祉の観点に絞って「あさくち復活」。応援券如きの発行に

おいて、80 歳以上の高齢者の方において、夢とか希望とか高齢者

を生き生きさせるものがありました。時たまに少額でよい。時たま

支援賜れば有難いの一言です 

男性 70 歳以上 金光地区 市長がケーブル TV で情報発信。より注意するため、コロナ発生の

町名を発信。浅口市のみでは分からない 

男性 70 歳以上 寄島地区 とりわけ今、ウイルスに関する情報を具体的に！ワクチンの接種

は具体的にどうするのか？期日は国の方で決まらない為、具体的

には言えないでしょう！ただ接種をどのようなシステムで市とし

て展開を予定しているのか？市独自で決められる事は早めに公開

するべきです。その直近になって OPEN にするのではなく…。東京

の練馬（？）方式のように住民主体に！ 

男性 70 歳以上 寄島地区 防災無線を活用したらどうですか。放送する場合は言葉を区切り

ながら 

男性 70 歳以上 寄島地区 何でもかんでも行政へ不満ばかり押しつけるのではなく、平素か

ら自身の生活を常に安定した形で確保する。市民意識の啓発に努

めること！ 

女性 70 歳以上 金光地区 公民館活動の講座や自主講座等で、公民館を利用する時、体温の測

定が必要だと思う 



- 84 - 

 

性別 年齢 居住地域 回答 

女性 70 歳以上 金光地区 子育て世代「小中高大」の家族世帯に現金支給をお願いします。

我々、年金生活者は支給が無くてよろしいから 

女性 70 歳以上 鴨方地区 情報発信について、年末から１月始めまで、市外の人の公共機関利

用自粛通知が出されていましたが、いつそのような指示が出され

たのか、またどのような根拠で解除されたか、今一歩解りにくかっ

たように思った。どこでどのように決定されているのか？高齢者

は情報から取り残される事が多い。どのようにしたらよいのでし

ょうか？ 

女性 70 歳以上 鴨方地区 ・感染拡大を防ぐために無症状の人も積極的に、また、より手軽に

PCR検査ができるよう市として国に要請すること。また、そのた

めの情報提供を積極的にしてほしい 

・生活支援を大幅に 

・児童生徒の安心安全な学校生活ができる援助を 

- 70 歳以上 鴨方地区 患者の病院入院がスムーズに出来る事、患者周辺の PCR 検査で早

期発見。無症状の方の医療設備を整え、感染を防ぐ 

 

問 17 浅口市の施策全般に対するご意見等 

性別 年齢 居住地域 回答 

男性 18～19歳 鴨方地区 ・内部保留金はある程度必要であるが、市民に対してタイムリーに

予算を考え、市民の為に有意義に使う事も重要だと思う 

・もっと浅口市民が増えるよう、また子育てが安心して行えるよう

な町づくりに予算を使って欲しい 

男性 20～29歳 金光地区 マルナカ鴨方店がなくなり困っています。母子家庭のことをちゃ

んと調べて下さい。困っている所に支えをお願いします 

男性 20～29歳 鴨方地区 子どもへの１万円分の券や復活券、水道料等、とても有り難かった

です。待機児童問題が無くなればと思います 

男性 20～29歳 鴨方地区 ワクチン接種を拒む人が多くいると思うので、ワクチンの安全性

と重要性を発信する事が大切だと思います。どの年代の方も安心

してワクチンを接種する事が出来るように SNS やホームページ、

広報あさくち、笠岡テレビなどで発信する事が大切だと思います 

女性 20～29歳 金光地区 問 16 については分かりません 

女性 20～29歳 鴨方地区 我が家は同居している家族が少ない為、可燃ゴミ・不燃ゴミ共にゴ

ミの出る量が少ないです。20Ｌのゴミ袋だと大きすぎて使いにく

いです。今は、20Ｌのゴミ袋を使い２週間に１～２回の頻度で可燃

ゴミを捨てています。可能であれば可燃ゴミ・不燃ゴミ共に、10Ｌ

等の今よりも小さなゴミ袋を販売して頂けると、ゴミを自宅に溜

める必要がなく使いやすいです。また、岡山市のように可燃ゴミと
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性別 年齢 居住地域 回答 

不燃ゴミを同じ袋を使って出す事が出来ると、より便利だと思い

ました 

女性 20～29歳 鴨方地区 あさくち復活応援券があって、よく買物に行く店で使えたので、と

ても助かりました。ありがとうございます。テレビのニュースを見

ていると、マスクを着用しない人が見かけられ問題になっていま

す。今はコロナ禍であるため、マスク着用の必要性を再度お知らせ

又は注意喚起があればと思います。自分がコロナに罹らないため

だけでなく、人にも移さない。１人１人が自分のためだけではな

く、他人のため、人のために行動していくときだと思います。今で

きる対策を精一杯思案して実行していただけると嬉しく思いま

す。浅口市の離婚率はどうですか？増えていませんか？今、家で過

ごす時間が増えていますが、夫婦のけんかが原因となって、または

全く話しもしないですれ違いが原因で、原因はたくさんあります

が、これはよくないと個人的に思います。シングルマザーの人は子

育てに仕事にとかなりの苦労をしています。子どもは親と話しを

せず一人かもしれません。今こそ、夫婦で協力し、家庭を守るとき

だと思います。夫婦がお互いのために生き、親が子のために生き、

子は親のために生きる。家庭が大切であると思います。家族愛や兄

弟愛がさらに広がっていけば、地域愛にもなるのではないでしょ

うか。余談ですが、そういう視点にも立ってもらえたらと思い書き

ました 

男性 30～39歳 金光地区 教育活動に力を入れていただいて有難い。ICT 機器を導入して、活

用方法まで丁寧に研修をして、有効な活用をしていただきたい。ゴ

ミ処理において、真庭市のように生ごみを活性化し液肥を作った

り発電に役立てたりと、循環型社会に貢献できるような取組を考

えていかなければならない。コロナ禍において、5,000 円の券をそ

のまま配る潔さはよかった 

男性 30～39歳 金光地区 危険な道を改善して欲しい。カーブミラーの意見箱はあります

か？そういったことを記入できる場所がホームページに欲しい。

また、匿名で学校・幼稚園・保育園への意見も書く場所があれば良

い。市役所関係の方がマスクをせず話しかけてくることがあり(と

くに高齢の方)きちんと指導してほしい。赤ちゃん連れの人に近寄

らないで欲しい。赤ちゃんはマスクできないので。そういったポス

ターを作成して、貼ってみんなに訴えて欲しい。母親は必死になっ

て赤ちゃんを感染から守ろうとしています。また、産婦人科などは

少しでも感染の危険があると、受診できません。なのに、赤ちゃん

に対して、気軽に近寄ったり触ってきたりしすぎなので、そういっ
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性別 年齢 居住地域 回答 

たことも今は我慢して欲しい。といったことをポスターなどで声

をかけて欲しい。学校・幼稚園の先生に対しても指導してほしい。

さらに、岡山県は横断歩道にいても、車が本当に止まりません。ま

た、高齢者は横断歩道を渡りません。そのような声かけもしてもら

いたい。浅口市の無料送迎バスの運転が荒すぎる。ベビーカーで歩

いていたすぐそばを、すごいスピードで通っていった時には、もの

すごく恐怖を感じました。運転が荒いというのは、とてもよく聞く

ので、本当に改善して欲しい。妻は怖いので、利用するのが不安と、

使ったことがありません。赤ちゃんの○○検診のときに、ボランテ

ィアの高齢の方がすごく咳をしながら対応していた。来る母親、赤

ちゃんに対しては検温したり、きちんとしているのに、待っている

方が咳をしているのはどうかと思った。もう少し、申請すれば医療

費が戻ってきますという内容を、わかりやすく教えてほしい。電話

対応で聞いてから市役所へ行くが、電話対応で聞いた内容とは全

く違い、返金はないという事だった時には、なぜ電話で聞いてから

行ったのに。という気持ちだった。こういった意見はみんなたくさ

んあると思うので、どんどん意見できる場所を作ってください。よ

ろしくお願いいたします。 

男性 30～39歳 金光地区 街灯が少なく全体的に暗い。田舎だから施錠しない家屋が多く、暗

闇に乗じて犯罪行為を実行しやすい環境にあるのがかなりの問題

だと思う。それなのに放置されていて若い人が流出していき、高齢

者しか残っておらず先が見えない 

男性 30～39歳 鴨方地区 一番は介護・福祉・教育のサービスの質が他の地域に比べ低く、遅

れていますよ。大丈夫でしょうか？他の地域では介護の判定がで

そうな方も、浅口市では支援１と判定していて厳しい判定を受け、

泣いている方も多いですよ。本来、支援がでる方も認定がおりず、

手すりも付けられず転倒して入院した人もいたり、自分のお金で

仕方なく全額払って手すりを付けられた方もいます。大丈夫でし

ょうか？浅口市は介護・福祉・教育のサービスについて他の地域、

ケアマネージャー、病院の方からも厳しい、遅い、遅れていると言

われていますよ。大丈夫でしょうか？あと、訪問看護ステーション

が新しく出来てきていますが、結局、市のケアマネージャーさんが

病院のリハビリばかり、訪問看護ばかりすすめているので、次々と

潰れていますよね？ご存じでしょうか？市外の方からも認められ

る、恥ずかしくない介護・福祉・教育サービスになることを願いま

す。どうか胸を張っていられる市となりますように 

女性 30～39歳 金光地区 市役所内のコロナ対策はどうされているのでしょうか？窓口のカ
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ウンター、多くの人が手に触れる物、場所は小まめに消毒されてい

るのでしょうか？手を触れず（手をかざすだけで感知するタイプ、

足で踏むタイプ）の消毒液を何ヵ所か設置してはいかがでしょう

か？学校、こども園では毎日、検温する事になっていますが、公務

員の方、大人の方もされているのでしょうか？学校では行事等も

縮小され、子どもはコロナの影響で楽しい学校生活、園生活を送れ

ていません。非常事態で仕方ないとは言え、多くの事を吸収して経

験する事が大事な時期に我慢ばかりしている子ども達はかわいそ

うです。私自身、先月まで宿泊施設でアルバイトをしており、コロ

ナの影響で大幅に収入が減りました。休業支援金を受け取ろうと

思ったのですが、シフト制なのでという理由で事業主から減った

証明ができないと言う事で受け取る事ができませんでした。事業

主の負担なく、個々で請求のできる休業支援金のシステムを事業

主の方にも情報を広めてほしいです。また、コロナとは関係ないで

すが、幼い子どもを持つ母親はまだまだ働きづらい世の中です。働

きたくても、小さい子どもがいる事で面接で子どもの体調不良で

休む場合の預け先等を指摘されます。小さい子どもがいたら、働い

てはいけないのでしょうか？子どもの体調不良で仕事をお休みす

るのはダメなのでしょうか？病児保育は浅口市内にはまだないよ

うですが、設備ができても非正規職員では経済的に病児保育に預

けるという選択肢は現実的ではありません。また、学童保育の評判

があまり良くないので、正直、我が子を入れたいとは思わないで

す。まとまりのない文章になり、不満ばかりで申し訳ありません。

少しでも浅口市が市民が暮らしやすい街になるよう願っています 

女性 30～39歳 鴨方地区 学童保育の支援員の先生が不足していて、入所できない子どもが

います。子どもを安心した環境に預けて仕事をしたいと思う親の

気持ちにご配慮して頂けたら嬉しいです 

女性 30～39歳 鴨方地区 子供達の遊び場が少ない。道路ばかりが交通状況的に進歩してい

るが、歩道や自転車専用道路などの整備がしっかりしていないせ

いか公道に自転車や人がいる事が多い為、大変困る 

女性 30～39歳 鴨方地区 世間でマスクがなくなったときに、一早く質の良いマスクを送っ

てくださり本当に助かりました。市の力を感じました。ありがとう

ございました。図書館の件ですが、浅口市は漫画を置かない方針だ

と聞きました。漫画にも後世に伝えたい名作や勉強になるものが

たくさんあります。浅口市には本屋さんも少ないですし、レンタル

ショップもないので漫画を読む機会がなかなか取れません。老若

男女が楽しめる名作だけでいいので漫画を図書館に入れてほしい
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です。また、図書館の DVD も貸し出しができるようにしてほしい

です。以前住んでいた市では漫画も DVD も借りられたのでこちら

に引っ越してきたときとても残念でした。現在 DVD は図書館での

視聴のみですが、その視聴もコロナですることができません。つま

り、DVDはあるのに全く使われていない状況だと思います。それは

大変もったいないことだと思います。また、幼児向けのものもたく

さんあり、子どもに見せたいですが、幼い子が図書館で一人で視聴

というのはできないので結局全く DVD は利用できません。コロナ

でおうち時間の長くなっている今こそぜひ DVD の貸し出しも可能

にしていただきたいです。以前住んでいた市ではプラスチックは

リサイクルできなかったので、浅口市でプラスチックをリサイク

ルできることがとても誇りに思っています。また、浅口市は山も海

も近いところが自慢です。SDGs の促進のためにも、ぜひ山や海の

ゴミ拾いを大人だけでなく子どもたちと一緒にできるイベントを

していただき（特に海。プラスチックごみを回収してリサイクルで

きると素晴らしいと思います）、全くゴミがないのが売りにできる

ような綺麗な町にしていけたらと思います 

男性 40～49歳 金光地区 金光町は便利で親しみやすく、ゴミの収集もしてくれて満足して

います。ずっと金光支所（市役所）があって欲しいです。応援券や

上水道無料とか有難かったです（年２回あった）。また出来たらし

て頂きたいです。水害が無い様に道路とかの整備や防災とかを考

えて頂きたいです。雨が多く降っても大丈夫なように。川の氾濫が

ないように川にも重視して頂きたいです。家という目標を失わな

いように、命を失わないように 

男性 40～49歳 金光地区 困難なくして成長なし！柔軟な発想と施策で、より良い街創りを

お願いします 

男性 40～49歳 鴨方地区 全体的に年齢の高い人への支援は手厚い様に感じているが、障害

がある人への支援が弱いと感じている。コロナ感染症もそうだが、

障害がある人への差別や偏見があるのも事実であるので自分自身

も少しずつ取り組むが、行政ももう少し取り組んで頂きたい。障害

を持っている子を持つ親として 

男性 40～49歳 鴨方地区 なんとなく少数派の意見を聞いていない様なので、もう少し取入

れて欲しい 

男性 40～49歳 鴨方地区 ・学童保育が圧倒的に定員が不足している。常時不足しており、小

学３年進学時には利用できなくなるようである（鴨方地区）。こ

れでは、保育園から小学校に上がる際に、こどものケアがむずか

しく、仕事を継続しづらい親が多いと思う。所得が下がる原因に
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なりえる。これなら学童がより充実している倉敷市などに移住

しようかと考える人もいるだろう。ここを改善すれば劇的に 30

代から 40代における子育て世代が住みやすい市になると思う。

また学童が不足しているため、競争が働かず学童の質が問題か

もしれない。真剣な調査対応が必要で、私が市長ならそこを改善

する。聞くところによると、小学校側は学童に対し場所の提供を

渋る傾向があるようだ。要は、人、場所の拡充が必要である 

・幼稚園などはニーズがあまりないため、対策が必要だと思う 

・浅口にあるキャンプ場は工夫が必要。まず電話はほとんど繋がら

ない、予約していっても誰もいない、荒廃している。ホームペー

ジに挙げることが恥ずかしいレベル（２～３年前）。最近はソロ

キャンプなどのニーズ、車中泊用の RV パークのようなニーズ（ド

イツでは車で乗り入れるキャンプ場がやたらあり、週末は車がい

っぱいいた）に応えるのがいいのでは？ 

・用水路、河川等に草等が茂っていて、大雨の時に流れの障害にな

ることが予想される。対策が必要 

・野焼きが多過ぎる。ダイオキシンの関係から原則禁止であるが、

多すぎる。そして火事になる。金光町の火災件数すごいのではと

思う。鴨山の火災の原因は何だったのだろう。金光町の人は、倉

敷の西部クリーンセンターに持って行けるようだが、鴨方町の

人は不可である。よく大量の剪定した木々を軽トラいっぱいに

積んで、クリーンセンターに並んでいる光景を見るが、あれを鴨

方の人もできるようになれば、野焼きをせずに、軽トラで搬送、

処分しやすいのではないかと思う。問題は、低温で燃やすことで

ダイオキシンがでること、臭い、火災の危険等である。時々、ご

みを燃やす人もいる。結論、浅口市の全域で西部クリーンセンタ

ーに持っていけるようにしてほしい 

・単独浄化槽を早くやめさせてほしい。トイレ以外の排水が普通に

川に流れて汚い。補助金率が低いのでは？ 

男性 40～49歳 寄島地区 寄島町のロータリー道路に関して交通関係でおそらくほとんどの

方がロータリー道路の事をよく分かっていない。いつかあのロー

タリーの所で車同士の接触事故が起きる。あのロータリーは信号

は無いが全て左折進行である、停止せよと書いてはないが停止線

が有る 

女性 40～49歳 金光地区 ・コロナの検査をドライブスルーでできるように浅口市にも作っ

てほしい 

・コロナワクチンを密にならずに接種できるよう対策してほしい 
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・大雨のとき大宮神社の下のＴ字路の溝があふれて、道が通れず、

家から出られなかったので、考えてほしい。他の場所も浸からな

いように考えてほしい。道が浸かると避難場所にみんなが辿り

つけなくて困ると思います 

・金光駅がきれいになったり、里見川をきれいにしたり、小学校の

歩道橋を直してくれているのはありがたいと思いました。よろ

しくお願いします 

女性 40～49歳 鴨方地区 大変な時期ですが、よろしくお願いします。5,000円分の商品券は

良かったです。岡山市内の企業に勤めているので、少し知名度の低

さを感じます。企業誘致や観光で「ここ！」と言うのがあればな、

と思います。住みやすくて好きな町です。これからもよろしくお願

いします 

女性 40～49歳 鴨方地区 浅口は復活応援券を配布して頂いたので使用するのが楽しみで

す。ふれあい号とかも、助かっているという声を聞くのでとても良

い事だと感じています。いろいろありがとうございます 

女性 40～49歳 鴨方地区 子供の頃から住み慣れている浅口市が好きです。親が高齢になっ

てきているので（同じ市内に住んでいます）、どこまで自分にでき

るのか、仕事との兼ね合い等、これから考える事が多そうです。高

齢化が増々進んでいくので、そこの辺りを充実させてもらえたら

いいと思います 

女性 40～49歳 鴨方地区 概ね満足しているが、浅口市は年配の方が多いからか、交通ルール

が守れていない車が多すぎて子どもたちを安心して外に出せな

い。一時停止で止まる車はほぼなし。横断歩道で待っていても小さ

い子は見えないのか、停まっている車をみたことがない。今一度、

交通ルールの再確認、警察の配置やルールを守る取締強化、身を持

って取り締まらないと、頭の凝り固まった方たちにはわからない

のだと思う。関係ないですが、そもそもこの間バイクの警察がふん

わりとしか一時停止せずきっちり停まっていなかったのを見て

「終わったな」と思いましたが。そもそも町の警察が模範になって

ないのが問題であって市は関係ないのかもしれませんが…。でも

出来ることは実践してほしいかな、と思います。いつも誰も停まら

ない交差点で一時停止した人に何かしら配るとか 

女性 40～49歳 鴨方地区 よくやって下さっていると思います。いつもありがとうございま

す(^^)。今片付けがブームになっていて、片付けたい、捨てたいけ

ど、なかなか難しい現実。もっと簡単にタンスとか大きなモノや食

器などを捨てられたりリサイクルしたり出来る環境が整うといい

なぁと思いました。高梁駅の図書館みたいにスタバ併設とか、浅口
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市も何か特色があるといいなと思いました。中高生が夜 22 時くら

いまで使える無料の自習室があるとすごく喜ばれると思います。

学力も上がります。駅から近ければ他の地域からも中高生がたく

さん来ます。浅口市が学力向上に力を入れてくれていると口コミ

で広がりイメージが良くなると思います 

女性 40～49歳 鴨方地区 駅の側が便利になると人も増えると思います。土地の問題もある

でしょうが、コンビニが駅前にあるとすごく便利でしょう。駅のイ

ルミネーションも、アンパンマンとかじゃなく星の街らしいもの

にしてみんなが Instagram にアップしたいようなものにしてはど

うでしょう。引っ越してきて、一番に困ったのが皮膚科か近所にな

いことでした。小児科、耳鼻科や幼稚園はあり子育てしやすくなっ

ています。産婦人科は難しいでしょうが、子育てしやすい街！！に

するならば、近くに安心して行ける病院があるというのは心強い

です 

女性 40～49歳 鴨方地区 障害児、障害者、高齢者に対する支援の充実を 

女性 40～49歳 寄島地区 妊娠中にマスクを送ってもらえたのはありがたかったです。どこ

にも売ってなかったので、通院時などに利用していました 

回答しない 40～49歳 鴨方地区 「ふれあい号」は、運転手の方と親しくないものは乗れない雰囲気

があり利用しにくい。利用者が限られているからかもしれないが、

たまに利用するものも利用しやすいものにして欲しい 

男性 50～59歳 金光地区 浅口市を流れる川の土砂を、今一度考え直すべきである。浅口市役

所の職員に態度の悪い人がいる 

男性 50～59歳 鴨方地区 住み良い町にして欲しい 

男性 50～59歳 鴨方地区 下水道が整備されていない所、天草から駅の間を改善して欲しい 

男性 50～59歳 鴨方地区 国道２号線バイパスの早期完成をできるだけ早く。六条院西地区

へのスーパーマーケット等の誘致をお願いしたい 

男性 50～59歳 鴨方地区 駅南のマルナカの場所には何かできるのでしょうか 

男性 50～59歳 鴨方地区 勉強などで静かに利用できる施設の充実をお願いします 

男性 50～59歳 寄島地区 生活空間、利便性、賑わいは行政では限界があります。いかに尾関

の活力を引き出すかが全てです。外部から新しい産業（会社）の誘

致が出来ればその手がかりになりますが、このご時世、なかなか難

しいのでしょうか。でも土地も余っている現状、これがひとまずの

課題でしょうか 

男性 50～59歳 寄島地区 自宅横に空家あり、ネズミのたまり場。私宅に侵入して困る 

女性 50～59歳 金光地区 金光町大谷地区は映画のロケが行われた事もあり、今後観光客の

増加が予想される。古い町並みを活かしつつ、空き家、空き店舗を

カフェや特産品・地場産品（金光教の参拝者に全国の特産品を持ち
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寄ってもらって売るのも良い）売り場にする等、何度も訪れたくな

る町に整備して欲しい 

女性 50～59歳 金光地区 子どもの少ない地域の活性化。調整区域ではなく住宅地など誰で

も住めるようにしてほしい。車がないと不自由な地域に、もっと活

動しやすくできる手段を考えてほしいです。ふれあい号もよいの

ですが、個人的にタクシーチケットなどのプレゼントなど…。高齢

になってもなかなか免許返納ができないのが現実です。よろしく

お願いします 

女性 50～59歳 鴨方地区 空き家や放棄地が目立ちはじめている。防災の面でも不安なので、

計画的にどうにか出来ないものかと思う 

女性 50～59歳 鴨方地区 未来を担う子供達が安心して生活し、学習する場を充実させて頂

きたい 

女性 50～59歳 鴨方地区 浅口市で働くところもないし、充実した豊かな人生を生きられる

ような取組は一切見られない。中途半端な市だから嫌い！教育レ

ベルも先生の資質も悪すぎる。公務員も議員の資質も悪すぎる。こ

んな所へ来るんじゃなかったと後悔しています。ボランティアに

頼らず、労働にはちゃんと報酬を支払って下さい 

女性 50～59歳 鴨方地区 コロナ対策など色々と大変だと思います。浅口市民の意見、アンケ

ートをとっていただき、より良い生活環境を目指して下さってい

る事が伝わってきます。これからも、市民の生活しやすい環境を目

指して頑張って下さい。ありがとうございます 

女性 50～59歳 鴨方地区 今回のコロナ感染に対する浅口市の対応は素早くかつ手厚いもの

であると感心して感謝しております。他県、他市町村に住む友人た

ちからも素晴らしいとお声を頂きました。今後ともよろしくお願

いいたします。ありがとうございます 

女性 50～59歳 鴨方地区 地元住民が働ける企業を増やして欲しいです。また、高齢化が進ん

でいくので、ふれあい号以外にも交通手段を増やして欲しいです 

男性 60～69歳 金光地区 明成産商に地元の人は仕事に就けたのでしょうか？ 

男性 60～69歳 金光地区 施策どうのこうの言うより一番はコロナ対策です！ノラリクラリ

の国政の様にせず！思い切った政策をとる様に市町他にお願いし

たい。この問題が片づいてからの事です 

男性 60～69歳 金光地区 市民の安全・安心第一で政策をお願いします 

男性 60～69歳 金光地区 倉敷市と合併し下水道料金の値下げをして欲しい 

男性 60～69歳 鴨方地区 ①浅口市の水道代は高い 

②長年、浅口市に住んでいるが市の墓地が少ない。又、民間の墓地

も少ない為、市外に墓地を求めた（長年、浅口市に住んでも骨は

他の市町村に埋める事になる。浅口市の愛着が薄れる事となる。
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この様な事をもっと考えるべきである。） 

男性 60～69歳 鴨方地区 ・会計年度任用職員の採用について、合否発表が遅すぎる 

・空き家が増えているので活用出来ないでしょうか 

・休耕、田、畑が増えているので活用出来ないでしょうか 

男性 60～69歳 鴨方地区 コロナに負けるか！あさくち復活応援券は非常に良かったので、

コロナが終わるまで毎月お願いします 

男性 60～69歳 鴨方地区 アンケート結果を浅口市のホームページへ載せて欲しい。交通量

の多い道路や新幹線、高速道路の騒音を何とかして欲しい。夜は静

かな落ち着いた居住空間づくりが欲しい。それによって心の安定、

心の癒しを増やして住み易い浅口市にして欲しい 

男性 60～69歳 鴨方地区 太陽光発電設備の設置により、自然景観が阻害されている。許認可

にルールを設けるべきと思われる 

男性 60～69歳 鴨方地区 イノシシが出なくなり、自由に作物がつくれるようになると良い 

男性 60～69歳 鴨方地区 今まで通り、安心安全に暮らせる事を望みます。色々な災害がおそ

ってくる可能性はいくらでもあります。災難にあう前、災難にあっ

た時、皆で知恵を出し合い、日々の暮らしを守らねばと思います。

舵取りをよろしくお願いします 

男性 60～69歳 鴨方地区 国道バイパスの早期開通と関連県道（計画道路）の完成。県と市の

意識疎通、共有 

男性 60～69歳 寄島地区 山陽道の鴨方インターから寄島方面へのアクセス道の整備を早く

して欲しいです 

女性 60～69歳 金光地区 総社市のように子育て重視、居住環境重視の施策を推進させ、人口

増に繋げて欲しい。総社市長のバイタリティを栗山市長にも望み

ます 

女性 60～69歳 金光地区 活気ある浅口市になる様、今後注視していきたい。市民がそう感じ

る様、メディアを上手に利用してほしい 

女性 60～69歳 鴨方地区 ・今はコロナウイルスの事しか考えられません。浅口市の為、出来

るだけ支援をして欲しい 

・とにかく水道代が高いので困ります 

・防犯カメラをたくさん取付けて欲しい 

女性 60～69歳 鴨方地区 六条院西地区ですが、上水に度々カビ臭がします。飲料に支障があ

るのではと心配しています。原因を追求し、改善してもっと美味し

い水を提供して欲しいです。下水工事を早急にお願いします 

女性 60～69歳 鴨方地区 私は高齢者です。周りを見ると高齢化が進み、空家、田んぼは放棄

地がだんだんと多くなってきています。今は車に乗れますが将来

は不安に思います。１人暮らしになっても住み続けられる地域を

願っています 
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女性 60～69歳 鴨方地区 コロナ対策で色々して下さりありがとうございます。これからも

皆さんが困らないようにがんばって下さい。お願いします 

女性 60～69歳 鴨方地区 みんなの豊かで安心して生きていける様な施策を実行してほし

い。いろいろな情報を発信してほしい 

女性 60～69歳 寄島地区 水道料金、応援券など大変助かりました。早く元気な浅口市になり

ますように 

女性 60～69歳 - マルナカ鴨方店の跡地の利用に興味を持っています。鴨方駅の乗

り降りの客もちょっと過ごせる時間待ちのできる場所がほしいで

す 

- 60～69歳 鴨方地区 既設設備の不具合な部分について処置対応が遅い。公園等の照明 

男性 70 歳以上 金光地区 施策内容そのものに異論はないが、若干、総花的である。浅口市の

経済的・人的な“力”を考えた場合、もう少し重点項目を決めて実

施し、浅口市民にその成果が大いに期待されるような強力な推進

と、又、他市からも注目されるような特徴ある施策を計画に盛り込

む事を望みたい 

男性 70 歳以上 金光地区 金光町の畑仕事をしている人にとって、12 時と夕方のサイレンが

無くなったのは残念です 

男性 70 歳以上 金光地区 よろしくお願い致します 

男性 70 歳以上 金光地区 市会議員はもっと威厳と品格を持ってほしい。自らを律して臨む

べし。市職員は概ね、市民の側に立って働いていると評価できる。

応援・協力を惜しまない 

男性 70 歳以上 金光地区 水道料金の無料、あさくち復活応援券の配布はありがたかったで

す。今後共、浅口市独自の施策をお願い致します 

男性 70 歳以上 金光地区 市政執行に対する職員の積極性が不足している。総社市を参考に

してはどうか（トップマネージメントによるのかな？） 

男性 70 歳以上 金光地区 道路…下水工事の跡に段差が多くあって歩きにくい。道木の作り

かけの道路は今後どうなるのか？いつまでもこのままの状態で終

わるのか？何らかの情報が欲しい 

男性 70 歳以上 金光地区 移住して来られても組合に入らないので全然意味がない。組合を

作ってほしい（新しく来られた人ばかりでも良いので作って！） 

男性 70 歳以上 金光地区 公園を造って欲しい。簡略なアスレチックとか幼児用の遊具を設

置して気軽に遊べる様にする。また金光町は植木の町ですので

色々な花木を植えて、その名前を知らせて欲しいです 

男性 70 歳以上 金光地区 税金の使用配分を若者に重点的に行う。（例）子供手当月額４万円

（０才～18才：高校３年）、出産手当年額 110 万円×２年（余った

お金は大学進学の資金とする等…）／高齢者の医療費は自己負担

を思い切って高くする。（例）平均年齢以上は５割～10 割負担にす
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る。（男性 82才以上、女性 86 才以上）／選挙への参加教育を小学

校からもっと推進して若者の投票率を上げる（10～20％→70～

80％）（投票したい人がいないと言う人に、理想ばかり追わず現実

を見ろと言いたい）（立候補者にまるで仙人や仏様のような要求を

して、それではあなたは仙人や仏様のような人なんですか？と言

いたい。）（若者の投票率を上げない限り、議員の高齢者重視は変わ

らない。誰でも当選したいのは当たり前です。）／文科省の社会教

育をあてにしていたら、いつまでたっても現状は変わらない。浅口

市独自の選挙教育を進めるべきです 

男性 70 歳以上 鴨方地区 浅口市の施策全般につきましては、概ね満足しています。意見とし

ましては抽象的ですが、市外の人が移住を求める様な街づくりを

希望します 

男性 70 歳以上 鴨方地区 真備町から移住して日が浅く、浅口市の取り組みについてはよく

分からない 

男性 70 歳以上 鴨方地区 寄島に釣り堀か、浜辺の釣りを出来る様、地区外の人でも楽しめる

様にする 

男性 70 歳以上 鴨方地区 市より町内会への交付金。町内会の人数に対して交付されるもの

と認識している。市が把握する人数が、現町内会人数を大幅に下回

って把握される。市民課で把握された住民数の地域創造課へデー

タ共有が上手くいってない。吸い上げがおかしい。地域創造課は町

内会に各人が登録されていないからと言うが！役所はそれを是正

し、適正な人数、正確な人数で交付する様にすべきである。親（世

帯人）が亡くなったら、その家族もデータから消えてしまう様なデ

ータ吸い上げでは市からのデータは信頼出来ないと疑ってかかっ

てしまう。<市長へもの申す事>一般市民は市（市役所）のデータは

信用出来るものとして扱っているヨ。そのデータが大幅に違うな

ら、浅口市内の町内会は何を信用したら良いのか。浅口市全体の問

題である 

男性 70 歳以上 鴨方地区 新型コロナのワクチン接種についてその方法、スケジュールは決

まっているのでしょうか？希望者のみ、或いは全住民が対象とな

るのか？ワクチン接種の情報を早く知らせて下さい 

男性 70 歳以上 鴨方地区 住民課へ：市民に対し上から目線で説明する職員がいる（説明書が

不十分なので質問した時） ・人材配置を考えて欲しい 

男性 70 歳以上 鴨方地区 浅口市を PR するものが少ないけど… 

男性 70 歳以上 鴨方地区 ふれあい号発足の時はワンコインと言っていたが、現在も無料で

は納得できない。目的地に行くのに他の地域も回り、長時間を要す

る。タクシー補助制度を検討してもらいたい 
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男性 70 歳以上 鴨方地区 町の方針で 40 年前、町への移住推進で移住した人で 40 年経過し

てる人が多勢いると思うが、その人達が相当の年齢に達している。

その人達で未だに墓地のない人が多くいると思う。市としての対

応は今一つ、何もなし。赤ちゃんから墓場まで。市の方で大いに検

討して頂きたい 

男性 70 歳以上 鴨方地区 ①浅口市にはない、総合病院を建設してほしい 

②コロナ禍が消失したなら、観光事業に取り組んでほしい 

③老人の憩いの場を造ってほしい 

男性 70 歳以上 鴨方地区 学校長へ：中学生の自転車はどちら側（左右）の通行を指導してい

るのか。車の前を平気で右側に寄る。これで事故になれば相手（車）

が悪人によばわりされる、また、考え様によれば怪我をすれば誰で

も痛い。手伝いは誰もしてくれないぞと指導するべし 

男性 70 歳以上 鴨方地区 このアンケートを記入して市の取組にまったく興味を持っていな

かったが、今年に入いて自分が働く職場で問題を感じる事が起き

ている。市が管理する公園の設備を取り壊し再生する事が身近で

発生している。これを市に依頼するのでなくボランティアでやっ

て行くとの事。目的、作業計画等、市の管理部門は知っているのか、

市の許かがあったと聞く。失望した。この間ボランティアの人が作

業してケガや事故発生したら誰が責任を取るのか本職に依頼すれ

ば数十万円する内容である 

男性 70 歳以上 鴨方地区 私は倉敷から移住して来て約 40 年になります。後期高齢者です。

意外と元気です。趣味は畑仕事、囲碁、ウォーキング等です。老人

憩い家にある風呂について、一日も早く再開を望んでいる１人で

す。話に聞くと市長の鶴の一声でストップが掛かっていると聞い

ています。傷んでいるタイル等の補修も大切ですが、衛生面の配慮

に万全を期して再開をよろしくお願いします。以上 

男性 70 歳以上 鴨方地区 多くの職員がパソコン持って退屈していますよ！！ 

男性 70 歳以上 鴨方地区 浅口市は高齢化が進みます。税金を有効に使うことに心掛けて下

さい。特に弱者救済（母子家庭・独居老人〈生きているたとえば信

号旗方式〉等）、ボランティア活動の推進（浅口市からポイ捨てゴ

ミをなくそう〈たとえば市職員率先活動〉）、体力作りの奨励（たと

えば自己申告万歩計競争 etc） 

男性 70 歳以上 鴨方地区 南北の道路建設、金光地区に２本。鴨方地区はゼロに等しい 

男性 70 歳以上 鴨方地区 防災、保健衛生、環境などに関する地区や町内会で行っているいろ

いろな仕事があるが、町内会などの組織に負荷がかかりすぎてい

るのではないか。環境衛生委員とか自主防災組織、ハートフルなど

結構な業務負荷があるが地区によっては高齢化などにより引き受
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けることのできる人の数も少なくなっている。組織などを増やす

のではなく、そろそろ整理して担当する人数を減らすべき時に来

ていると思う。例えば、ゴミステーションなども各町内会管理であ

り町内会員以外を使わせないのが普通になっているが、町内会は

任意団体であり、本来は税金で運営される行政サービスが町内会

を通してしか受けられないのは異常である。全体的に行政が町内

会組織に依存しすぎていると思う 

男性 70 歳以上 鴨方地区 下水道整備は、地域によって計画からとても遅れているため、未整

備のところは早急に行ってください。自然災害によって起こりえ

る川や海の水害防止対策を徹底してください 

男性 70 歳以上 寄島地区 過疎化が進み高齢者ばかり、地区行事もままならず地区住居人だ

けで、他地区等、応援等、もちつもたれつ等にて参加するような方

法は考えられないのか。参加すると何らかの報酬的なもの、又はポ

イント的なものとかを出すとか！！買い物に関してはスーパー等

の出張販売をお願いするとか→市より補助金を出すとか 

男性 70 歳以上 寄島地区 浅口市全体の情報を出来るだけ発信して欲しい 

男性 70 歳以上 寄島地区 ・空き家の総合的対策→空家を回転させ人を呼ぶ。人口を増やす。

倒れそうな家は解体し、整地してきれいな町を作る 

・マイナンバーカードの促進と活用範囲の拡大。年寄りは手続きが

出来ない。なぜ市の職員が手助けをしないのか？市の TOP が遅

れれば IT化も遅れる。全てが遅れる 

男性 70 歳以上 寄島地区 市の施策の的確なアナウンスを望んでいます。市のホームページ

等は中々開けることはないし、“広報あさくち”の記事もあれこ

れ総合的ではなく掘り下げて書き込んで下さい。この号はこの施

策に絞って取り上げるといった配慮を！いま“広報あさくち”も

申し訳ないのですが、パラパラめくる程度で熟読することはあり

ません。市が、施策を市民に到達させようと努力するか？一方通行

で良いや！言ったのだから…で済ませるか？今、市の最大の議題

は何なのですか？あれも、これも…は結局、どれも未達になると思

います。浅口市は新しい農業振興に取り組むべきだと思っていま

す。米は無し！！ 

男性 70 歳以上 寄島地区 職員の名札は目につくようにつけるのでしょう 

男性 70 歳以上 寄島地区 小さなことですが、各地区内の生活道路の白線が消えているから

交通安全上引き直して下さい。又、道路の景観づくりとして歩道の

植樹をお願いします。最後になりましたが、コロナに負けるなあさ

ぐち復活応援券ありがとうございました 

男性 70 歳以上 寄島地区 色々な施策を推進しているが、施策全般について職員は理解して
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取り組んでいるのか、また、施策の進捗状況、達成度を検証してい

るか、施策の柱がはっきり伝わってこない。各施策を具体的に記述

していただきたい 

男性 70 歳以上 - 最近農業の休耕田が非常に多く目立っています。内容は米を作る

後継者がいなく、田を管理する人がいない。管理するのにも金がか

かり、安くてもいいので売りたい、ない方がいい、処分したいと言

う声を多く耳にします。今こそ市の方で理想の都市計画を立て、不

動産業者とタイアップし、企業誘致・住宅地道路網整備する絶好の

チャンスなので、実行をお願い致します。余分事ですがよろしくお

願いします 

男性 70 歳以上 - コロナが早く終息しなければ世の中が荒れて固まってしまいます 

女性 70 歳以上 金光地区 金光町では以前、12時と 17 時に時刻を知らせるチャイム（？）が

あったので、とても助かっていました。是非、復活をして欲しいと

思っています。畑仕事、ウォーキング等、外の活動時や家庭内での

仕事でも時刻の目安となり重宝していました。17 時は子供の帰宅

を促しました 

女性 70 歳以上 金光地区 私は金光に住んでいます。金光駅が新しくなり良かったと思って

いますが、里見川が土で埋まっています。大雨で災害になりかねま

せん。土を取り除いて頂きたいです 

女性 70 歳以上 金光地区 水道料金免除、地域応援商品券等有難う御座いました 

女性 70 歳以上 鴨方地区 新型コロナウイルス感染症が絶滅して欲しいです（一日も早く） 

女性 70 歳以上 鴨方地区 放し飼いの猫による、ふん尿被害にあい困っている 

女性 70 歳以上 鴨方地区 鴨方へ移住して 46 年過ぎました。地方の方々とも触れ合う事が出

来、充実した日々を送れて、第二のふる里になりました 

女性 70 歳以上 鴨方地区 ふれあいバス、ありがとうございます。今、一人暮らしで困ってい

る事は米の買物です。５kg の米は、ふれあい号を頼りにしている

ものは重たくて持てないと思います。今の所、私は娘が休みの日に

連れていってくれているから助かりますが、いないとどうなるの

かと思います。昔は米屋があったのですが今はスーパーなので。買

物券ありがとうございました。全部、お米を買いました。嬉しかっ

たです 

女性 70 歳以上 鴨方地区 今後も感染症対策など大変な事ばかりですが、私達の命を守る事

を第一に考えて頑張って下さる事を、心から願っております 

女性 70 歳以上 鴨方地区 係の皆様方の市民への思いやり、感謝申し上げます。ありがとうご

ざいました 

女性 70 歳以上 鴨方地区 ①情報発信の方法がやや不足。効果的な方法、対策が必要に思う 

②福祉・健康等の市民活動に偏りが見られる。参加する人、しない
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人、～オール浅口の精神を集中する発信が必要と思う 

③全体的に PR不足（広報紙のみで終わる） 

女性 70 歳以上 鴨方地区 ビッグハット、半分のコート、無料で開放して欲しい 

女性 70 歳以上 鴨方地区 障害のある人の社会参加や社会活動が容易になるよう自立訓練や

就労移行、及び就労継続等の支援事業の充実を図り、地域での自立

した生活が出来るよう支援して欲しい 

女性 70 歳以上 鴨方地区 高齢者にとって難しい質問はわかりづらい所がある！！ 

女性 70 歳以上 鴨方地区 ふれあい号を利用したいと思っても、日・時間を考えて、又行先な

どを見ても中々利用しにくい。荒れた土地や家屋の整備について

は、持ち主が近くに居ないと全く進まない。危険等の件、近くを通

うのも困難である場合の処理を、どこに誰に相談したら解決する

のか。不安・不満である 

女性 70 歳以上 鴨方地区 「ふれあい号」予算は大幅に必要だと思うが、地域住民にとって必

要・重要な事だと思う。他の市町などやりたくても実施できない所

がほとんどだと思う。継続して欲しい。コロナ禍の今だからこそ精

神的な面の支援・充実も必要。文化的面の充実もよろしくお願いし

ます。歴史文化の保全活用と芸術文化の振興をお願いします 

女性 70 歳以上 鴨方地区 ・高齢者が増え、限界集落では山林や竹林が荒れても取り組めませ

ん。市の施策として組織的にボランティア等を募集するなど環

境や治水に取り組まなければ現在の豪雨災害の多発には対応で

きないと思います（助成金ではだめ。人的対策をして下さい。） 

・市民の健康向上のためには市の検診をもっと充実してほしいで

す。検診料金の負担軽減をもっとすべきである 

・通学路の安全性を図ること（車道と歩道が分かれていない道路が

ほとんどです。子どもたちの生命安全をもっと守る対策をして

下さい） 

・健康増進の為に散歩は大いに高齢者にとっては大切ですが、ちょ

っと休憩するための小さな公園やトイレ設備がなく困ります。

きれいで安心できるトイレの整備を市のあちこちに整備して下

さい 

・浅口市は昔から零細な農家が食の安全を守ってきました。経済も

同様。もっとそれらの農家を大切にする施策をし、高齢になった

農家にも生きがいを持てる農業政策をして下さい 

・コロナで子どもたちが安心して、また、ひとりひとりが大切にさ

れていると実感できる少人数学級を国に先がけて実施してほし

いです。市の独自の取り組みをして、教育の町浅口市を培って下

さい 
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性別 年齢 居住地域 回答 

女性 70 歳以上 鴨方地区 年々地域に於ける耕作地に雑草が生い繁る地が増加し、又空家が

目立つ様になり、学童も十人前後となると子供の多い時代に育っ

た身としてはさすがに淋しく思い、大学進学と共に県外に出ると、

その時点から就職、結婚と県外その地での生涯生活、後継者と云わ

れた子供達も地元とは遠い存在となる。浅口市は狭いながらも気

候、環境的にも住みよい地と思います。土地利用、活用し、環境を

生かした産業を起こし、一人でも多くの元気な子供の声が聞こえ

る街となる事を願っています。母子家庭の援助を惜しまない様お

願いします 

女性 70 歳以上 寄島地区 荒れた土地の利用法。年を取って管理出来なくなって困っており

ます。何とかして頂けないかと、日夜悩んでおります。よろしくお

願いします 

女性 70 歳以上 寄島地区 運転が出来なくなったら買物、通院に不便さを感じる様になると

思います。ふれあい号は少し時間がかかるので、利用するかどうか

分かりません。今、主人が運転していますが、いつ出来なくなるか。

同居していないので頼りに出来ないし。そういう不安があります 

女性 70 歳以上 寄島地区 福祉の充実を望みます。年を重ねても希望の持てる生活・環境・行

政を！ 

女性 70 歳以上 寄島地区 「ふれあいバス」をはじめから利用させてもらっていますが、８年

もたてば足腰も弱りバスの乗り降りが怖くなりました。「ふれあい

バス」を利用するのは、ほとんどが高齢者で、中には杖を持ってい

る方もいらっしゃいます。できましたら、けが人が出る前に階段を

もう一つ、増やして頂きたいと思っております。タクシー代もいら

ず、「ふれあいバス」には本当に助かっております。どうぞよろし

くお願い致します 

女性 70 歳以上 寄島地区 三ツ山スポーツ公園のトイレが汚い。照明が壊れている 

 


