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フリーアンサー一覧 

 

【15】浅口市の魅力向上のため必要なこと 

問 15．浅口市が、問 14であなたが選択したような「まち」になるために、必要だと

思うことは何ですか？具体的に記入してください。 

 

飲食店・カフェ 

奨学金制度の充実、病院での人員体制の増加、コンビニエンスストアの増加 

プロのスポーツ団体のイベントを積極的に開催するべきである。（岡山出身のスポーツ選手の

交流会や大相撲巡業など） 

企業誘致に力を入れてほしい。給料が上がってほしい。保育料が安く、又は無料になる、園に

入りやすくなる等すれば引っ越す人も増えると思う。結婚・出産したい人がしやすくなってほし

い。男性も育児休暇とれるようになるとよい。婚活はしたい人が勝手に行くと思うので、それよ

り、「子育てする為に住みたい町」になるとよいと思う。 

耕作放棄地の利用 

若者向けの施設の充実。大型ショッピングセンター・公園・学校。 

商業・レジャー施設に交渉。 

浅口市中心部に大学・短大があるといいかと思います。他市町村でも、大学や短大の周辺に

学生が下宿し、そしてその学生向けに買い物施設が立ち並ぶといった「大学・短大を核にした

まちづくり」を行っている例があります。雇用機会の確保ために企業誘致などに取り組むものも

ちろん必要ですが、高等教育機関の誘致にも力を入れてほしいです。 

バス路線がないからやってほしい。（なくなったため） 

先日の豪雨災害で一度被害が出た場所を改善し、今後自然災害に見舞われる予想危険場所

を改めて把握し、早急に直して防ぐことが必要。また、防ぐ事だけではなく、その事について近

隣の市民の方々に全力で伝えて広めていく事が必要。南海トラフに向け、各町内ごとに地形

や地域性に応じた備えと知識が必要。鴨方については、3年前に比べてイノシシが増えてい

る。更には、下山している。一刻も早く捕獲しなければ、畑が荒らされ、作物が収穫出来なくな

る。 

伝統文化を大事にする。千歳楽やこども相撲、おせったい（神様へのお参り、おかしがもらえ

る）など懐かしい。地域住民だけで伝統文化を守ることが難しくなっていないか。失われたもの

はないか。市の支援、文化を確認（保存）していく必要があるか、市民の声をきく。 

交通の便 

子育ての費用などの無償化 

地域でのイベントを活発に行い、住民同士のコミュニケーションをしっかりと取り合う。コミュニ

ケーションがしっかり取れれば結果町全体が良い方向へ進むと思う。 

保育施設の充実。待機児童問題の解決。障害児も利用できる施設や訪問看護サービスの充

実。市内に産婦人科が無いのは致命的だと思う。人口が増えるわけない。結婚年齢が上がっ

てきている現在、近くに産婦人科が無ければ不妊治療すら難しい。治療さえすれば授かるかも

知れないのに。また、高齢出産が増えているということは、障害児が生まれる確率も増えてい

るということ。もし授かれても、その子が障害を持っているかも知れない、ここには障害児を育

てていけるだけの施設やサービスが充実していない・・・となると、もう妊活をする気にもなれな
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い。子育て世代に対する物理的、経済的な支援を充実させてほしい。 

駅や、バス等を増やす。 

浅口市内に産院がないのは困りました。近くて笠岡か倉敷なので遠いと感じます。コウノトリタ

クシーも登録外ですし、出産難民だな―と思いました。産後ケアも倉敷市としか提携してない

し、行けるわけないじゃん・・・と思っていました。出産後は意外と快適に過ごせているので、子

育てはしやすい町だなとは思っています。 

地域住民の意見を聞く機会をもっと増やす。 

一生住みたいと思う町にしてほしい・母子手帳をかわいくしてほしい・交通の時間制限をなくす 

既存の施設と資源をいかし続けて PR していくことが大切 

若者が積極的に来ればいい 

このアンケートが税金の無駄 

駅までの公共交通機関がない 

道路整備 

高校進学の支援・農業体験、民泊 

ショッピングモール 

教育資金の援助・老後の社会保障・街灯が少ない 

賃貸物件 

市内の求人情報が目の届きやすい形で集合していること 

24時間スーパー 

24時間スーパー・いじめがないようにしてほしい 

子どもの交通手段がない 

外食をする場所・小さな公園 

企業誘致を実施し若年層を増やす・待機児童ゼロ 

こども園の拡充 

財源 

インフラ投資の予算配分の維持増額・玉島笠岡道路の早期整備・国道２号線の拡幅 

人口密度が低下するのを防ぐこと・商業施設が減ること 

市議会に新しい考え方を持った議員を選出する 

企業が多くあれば人が集まって勝手に発展していくと思います。 

子育てに負担のない職場 

JR（寄島） 

人口の流出（町から町へ） 

便利に買い物できる施設・子育て理解のある職場・交通網の整備 

スポーツ施設や医療施設の主体として健康意識を向上していくこと 

公共交通機関の発達（バス） 

更なる企業誘致 

20歳まで医療費無料・大学進学補助金制度・保育料の無料化・経済的負担を軽減する制度 

消防、地域おこしの協力者の方々の負担が大きすぎている 

子育てが終わり復帰する際の支援があると住みやすい 

がんばる 

バイパスを早く作ってほしい 

介護保険が使用できるサービス事業所の増加・障害者サービスも増えるとよい・産婦人科 
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里庄町のような土地の分譲・アンケート結果を開示してほしい 

問１４と同じ 

子育て支援の充実・通学費用の助成 

病児保育をしてくれる施設・産婦人科 

子育てや母子家庭の支援の充実 

若者が魅力に感じる施設を建設・休日を過ごせる場所・電車賃を安くしてほしい 

ハローワークがある・子どものいる家に支援サービスを手紙で知らせる 

起業したい人への支援 

空き家や田畑が多いため、市が買い上げ安いアパートや建売をしてほしい 

広い土地があること・専門の医師を育てること・奨学金制度の利用者を増やすこと 

中小企業が多く転職したいところがないので、企業を増やしてほしい 

生活環境施設、道路整備への税金投入の割合を増やす・ふれあい号は税金の無駄・３町祭り

で競いたい 

政策課がもっと動くこと 

女性や障害者が働きやすい場所 

保育園の待機をなくしてほしい・幼稚園を三年保育にしてほしい・金光町にお店を増やしてほし

い 

外食する店が少ない・道が細い・インターまでのアクセスが悪い 

同じ種類の店ではなく他の違うお店を作ってほしい 

無駄遣いしている税金（残業代）・役場の人の気持ち 

若者向けのショップ 

高齢化のための買い物支援 

浅口市の祭りを参加しやすいようにしてほしい・街灯を明るくしてほしい 

年に何回か草刈をしてほしい・里見川ため池の整備 

駅前にタクシーが少ない・工事の規制（自然を守る） 

保育園の定員人数を増やしてほしい 

子育てをする補助金を増やしてほしい 

人口の増加を娯楽施設の充実 

空き家などの賃貸、売買・町内会イベントの資産増資・子どもイベント・誰でも参加できる祭り・

自然の中で遊べるイベント 

飲食店を増やす 

自然豊かな故郷であってほしい・農業に力を入れてほしい 

バスの増便 

長く働くことのできる会社が必要 

飲食店 

田舎の良さ（農業体験など） 

子育てサポート 

学費の免除 

交通の便利・働く場所の確保 

安心して子育てできる環境 

夜の照明を明るくする・専門店を作る 

働く場所が少ない、あったとしても賃金が少ない。正社員の募集も少ない。場所を選ばず運営
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でき簡単に移動できそうなライトノベル系の出版社やインターネットゲームの会社を土地を安く

提供して誘致し、それらのグッズを生産する工場を作ったりして働く場所の確保し市内外から

人を集める。 

今のままで十分。災害が増えているので、避難所の増設。 

土砂崩れで通れなくなっている所を通れるようにすること。 

子育て支援（保育施設を増やす、学童保育の時間延長）ハザードマップの周知徹底、空き家・

空地の有効利用 

適度な自然と適度な利便性。発展のために近所に商業施設建てられては困る。 

見通しの悪い道、狭い道、木や草で通行しにくい状態になっている道などを整備し、安全に利

用できるようにする。スーパーなどが集中しているエリアに空地があれば、積極的に利用して、

企業を誘致する。 

他の市のように、二人目から保育料無料にして欲しい。保育料が高すぎる。 

音楽を生かせる場 

市民に向けての働きかけ、市の栄えていない所こそ不便さや危険個所がある。 

市の経済的な余裕、保育所の整備 

六条院の踏切を早く直してほしい。保育士を増やしてほしい。 

商業施設、美術館の誘致活動 

発達障害の子供たちへの対応があまり良くない。就学時検診など親も子もしんどいので、もっ

と柔軟に対応して欲しい。 

飲食店を増やしてほしい 

保育施設の充実、児童館 

若者が市内を訪れる施設が乏しい 

保育園の待機児童ゼロ、歩道の整備、子供が遊べる施設を増やす 

税金が安く生活に余裕がもてる町、保育料の見直し 

商業施設誘致 

子育てと両立できる支援、健康診断の場所を生きやすい所に、産婦人科が少ない 

スポーツができる施設の見直し 

夜間救急病院、企業の誘致、児童館 

所有者不在の土地を市が買い付け住宅地を誘致 

小坂東にスーパーや飲食店を増やしてほしい 

土地、山が多すぎる 

市内にレベルの高い中学と高校 

上下水道の生活環境 

見回り強化、汚水が川に流れない整備、公務員増加 

少子化に歯止めをかけたいなら、もっと子育てしやすいと思える町にすることが必要、産院もな

く夜間救急もないのは困る。 

保育園を増やす、企業が増えても理解が少ない、学童の充実 

防犯体制や治安の維持、向上 

寄島に世界一素敵なスタバ、インスタ映え、市の改名 

魅力のアピールが必要 

歩いて行ける範囲に公園があればいい、道路関係の整備 

道路の整備 
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医療費の負担を中学生までにする 

浸水しそうで怖い（竹小学校から玉島方面に向かっている川 

老いても交通の便がよく、買い物に困らない衣食住が満足できる環境 

大手企業の進出希望と土地開元も 

新居購入の補助、バスの増便 

駐車場 

イベントを沢山やる 

住人を増やす、人を呼ぶ、雇用を増やす 

若者向けのお店、新たなイベント 

子育ての経済的支援、送迎バスなどの通園の支援、安心して入院できる病院の体制作り 

自然環境も良く子育てしやすいので、今のままで満足 

産婦人科が無い 

中道の街灯が少なく危険、野焼きの制限をしてほしい 

子供・女性が遊ぶには目が行き届いてない（雑草などの整備） 

笠岡のぐるっと博みたいなイベント 

公共交通機関の充実 

児童館を作る 

街灯を増やす 

大きな道路だけでなくもっと街灯を増やす 

小さな子供がいても働きやすい環境のある職場が必要 

家電量販店ばかりが良い立地にあり、ほしい店は全くできない。若者や子育て世代にも受け

の良い施設が良い立地にあれば良い 

ホームセンター、ドラックストアばかり必要ない。建設しないでほしい 

大型ショッピングモールやアパレル、子供用品を扱う店、飲食チェーン店を誘致してほしい。雨

の日でも子供たちと出かけられる施設が無いので、子供たちが安心して遊べる場所がほしい。 

家電・薬局ばかりいらない。天文台にばかり予算を使わなくていい。 

こども園を市の中心部に増やしてほしい（途中入園は難しいと言われた） 

ふれあい号の改善、24時間営業のタクシー会社 

子どもがいる世代には高校や大学に行く時の支援があったらいいかと。高齢になった時の支

援も必要。 

既存の文化施設などを整備し、広く利用されるよう周知すること。新たに何かを作る必要はな

いと思う。 

買い物に行くのは、福山や倉敷で服を買ったりするので、浅口市にも若者向けのショッピング

モールなどがあればもっと元気になると考える。 

浅口市単体で発展しても魅力に思えないと思う。近隣都市が総括していい町と思えないと住み

続けたいと思えない。他地域、県単位で連携して商業施設の誘致をしないと薄いまちおこしだ

と思う。 

交通の便利。 

企業が入り浅口市で働くことができるようにしてほしい。働く場所が、倉敷や福山になってしま

うので。 

考えたことがない。考えても思いうかばないので、まちについて興味をもつことが必要。その場

のきっかけが必要。 

浅口市の中でも駅の近くや小・中学校の近くなど、人がたくさん住んでいる地域だけでなく、お
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年寄りしか住んでいないような地域にも目を向けること。（（上下水道の面で）あまりにも不便で

あるし、駅周辺ばかりがキレイになっていくので、同居している孫世代としては倉敷市に引っ越

すことを考えてしまう。）また、真備地区が豪雨災害にあった中で、防災体制に関してもっと整

備してほしい。避難所が少ない。 

地域通貨の創設。地域公共交通の充実→ふれあい号の利用者が少なく感じるのはニーズが

ないのではなく、不便だからだと思う。小規模自営業者の支援・優遇と他市に住所を置く企業

への規制強化。小中高校の授業・活動に保護者に限らず市内の住民に参加してもらう。 

公立の中高一貫校ができ、教育環境が整うこと。三世代交流の機会を増やすこと。 

歩道の整備 

今の自然環境はそのままで、若者や子育て世代が集まりたいと思えるような場所があると浅

口市が若者で活気づくと思う。 

コンビニ等の公共施設 

大きい公園 

道路を広くしてほしい（せまい所が多い）。病院が少ない、保育園がない。 

保育士不足解決。 

子どもの通学路などの安全性の確認。市内バスの普及（100円バスなど年配者でも使いやす

いもの）。 

浅口市に住むと、何かを買う、何かして過ごす時に、倉敷や岡山に出るようになる。その「何

か」が浅口市内で手に入ると、浅口市にいることが当たり前になる。倉敷や岡山に魅力を感じ

てしまうので、子どもが大人になると市から離れようとする、他の地域から入ってこない。今あ

るものをどのように使うかではなく、新しい目玉になるようなものをつくってほしい。（矢掛の公

園みたいな、イオンみたいな、とにかく人を増やしたい）健康診断の助成を若い世代にも。 

普通にすべての支援が少ない。 

土地の坪単価・・・もう少し安くなれば新築の家を建てやすくなると思う。新築の家を建てた方

への補助をするなど経済的に支援があれば。 

まず大雨でくずれているところを早急になおして下さい。 

起業する人に補助金を定期的に出す。（創業支援）また、その情報の発信。空き地、空き家の

活用。 

自宅が道路の奥で車が入らない。せめて消防車とか汲み取りの車ぐらいは入れる程に整備し

てほしい。市外へ勤めると通勤時間だけで、朝も夕も 30分～1時間のロスが生じる。市内に企

業誘致とかしてほしい。 

住みやすい環境。 

他地区の人が住みたいまちに。 

今、災害などの被害が心配な方が多いので、その部分がきちんとできていたら、安心して住め

る様になると思う。また、その様なことがあった時に、どの様な対応があるのかを事前に市民

が聞ける場をもうけてくれたら、高齢の方も含め、皆が安心できると思う。 

障害を持った方が働けるお菓子屋さん、パン屋さんを作る。→スワンベーカリーみたいな！

せっかく町内会があるなら、避難訓練や安全に逃げる経路の確認など行うべき。誰がどこに、

何人住んでいて、どういう状態か（足が悪いとか、寝たきりとか、耳が聞こえないなど・・・）地区

内で把握している人がいるのか？情報を共有するべき。 

鴨方エリアだけでなく、金光・寄島エリアにもスーパーが複数あってほしい。小児科のみの病院

や、産婦人科（分娩可能）の病院を誘致してほしい。最寄り駅までのアクセスを改善してほし

い。 
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イオンモールのような複合施設。遙照山の活性化。高校生まで医療費無料。団地を作る！（素

敵で育児施設の整った）。駅前の活性化。 

浅口市内でも便利なところとそうでないところに差がある。特に後者は移動手段をもたない高

齢者が多いと予測する。ふれあいバスを 1つの対策としているが、以前問題として残っている。 

せっかく高校が 3つあるのだから、若者がにぎわえる楽しめる施設やイベントを開催するべき。

お祭りなど。 

鴨方駅から鴨高までの道の歩道の整備 

子供がボール遊びできる公園（金光）、産婦人科の病院、古い町内会の仕組み、小学校の合

併、容量の小さいごみ袋 

公園等、子供、親が安心して遊べる楽しめる施設を増やす。 

給食費無料 

若者向けの店と遊ぶ所ができれば。金光教を魅力的にする 

校区内の保育園に入らせてほしい 

バスの復活 

六条院踏切を早期に自動車が通れるようにする 

行政が中心となり仕事をすること 

若者が遊ぶ場所が無いのでカラオケ・ボーリング施設 

災害で被害を受けた場所の早期復旧 

寄島に鉄道を走らせる、カフェの建設 

子育て支援の充実、交通網の充実 

地域のイベントが活発であり、人が集まりやすい町であること。星関連のイベントなど 

既存道路の保全、災害などで損傷した道路は早急に修復する・交通の流れの悪い道路の改

修 

金光町はマルナカとコンビニ以外遅くまで店が開いていない 

子育て支援の充実・環境整備 

企業や大型商業施設の設置・駅前の開発 

子育て中でも融通のきく職場・保育園の増加 

駅を有効活用する・空き家の活用・観光名所を作る 

子育て支援・就職先の拡大 

道路の整備・駅前の送迎用の停車スペースの確保 

ちょっとしたものを買いにいける店があるといい 

六条院西にコンビニがあるといい 

費用 

若者が戻ってきたいと思えるように意見を聞いた方がいい。今は古い考え 

交通機関の無料化・大学、専門学校を増やす 

スーパーや移動販売を増やす・公園の活性化・避難場所の見直し 

外灯の整備が徹底している。 

企業誘致をして働く人口をまず増やす 

子育ての環境設備(保育士の確保・育休退園の廃止は必要。子供を産むタイミングが難しい) 

育休退園制度の廃止 

子育てと仕事の両立ができる環境。 

国道以外でのスムーズに行き来できる道路。大きい図書館・本屋・偏差値の高い公立高校・郊



8 

 

外都市としての役割を果たすことが必要。 

室内でも遊べる施設があってもいい。 

ＪＲの快速が止まるようにしてほしい。(鴨方駅へ) 

わからない 

24時間営業のスーパーがあればいいと思う。・カラオケ等若者が楽しめる施設があればいい。 

鴨方駅周辺の活性化。(例：駅前にコンビニ・飲食店が多いと市外から来た人を案内しやす

い。) 

2号線の混雑を解消する。 

自然を残す。生活しやすい環境(お店・病院・学校など)が整っていると生活しやすいと思う。 

大型スーパーなどあったらいいと思います。整備された道路 

子供に対する支援金を増やす。大型商業施設を作る。空き家・空地対策 

カフェ・ファーストフード等・小児～高齢者まで集えれる場所がほしい。 

市内で働く場所があれば、住民も増え、福祉や子供に対する支援できると思う。 

設備投資 

保育園・幼稚園を増やしてほしい。スーパーを増やす。ふれあいバスを増やしてほしい。 

災害に対しての情報源を増やす。 

働きやすい職場 

イベントをもう少し増やしてほしい。 

徒歩で気楽にショッピングができたらいい。 

通学路が少し狭いと思う。交通事故防止の為に広くすればいい。 

児童館 

道路の利便性の向上 

保育施設の充実 

子育て支援の充実・多子世帯への支援・児童発達支援・児童デイサービスの見直し。 

学力の向上・行政支援 

高齢者と若者の交流・駅までの交通手段の環境 

近くに婦人科系があればいい。 

飲食店を増やす。 

地域で子供と高齢者のふれあいの行事を増やす。自然の中で遊んだり、体験できることを増

やす。 

働ける場所が少ない。交通機関の充実 

駅からの主要施設までの便利な交通手段。 

もっと若者の声を聞いてほしい。 

公共交通をもっと使いやすく。駅近辺に飲食店があればいい。 

金光駅前の桜の木を切らないでほしかった。 

子育て支援(小・中・高入学のお祝い金制度・予防接種の助成金) 

温泉施設などの施設。子育て支援(セミナー・賃金などの援助・教育施設の充実) 

商業施設を増やす。 

２号線付近にレジャー施設・カフェがほしい。星の町として、イベントをたくさんしてほしい。 

外からの人を呼び込む 

若者が楽しめる観光スポットを増やす。 

電車の本数を増やしてほしい 
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自分の家を持ちたいが安くていい土地がなかなか見つからない。土地の情報などがあると助

かる 

第 2子の育休中でも第 1子をそのまま保育園に預けられるようにしてほしい。途中退園になる

と生まれてきた子を見ながら上の子どもを見るのはとても大変です。 

子育て環境が充実していれば、今後も結婚してずっと浅口市に住み続けたいなと思いました。

その為には子どもの医療費無料化や待機児童ゼロなど、保育園や小児科などの病院も充実

してほしいです。そして防災体制もきちんと整備されていることも重要です。すぐ隣の倉敷市真

備町や笠岡市、矢掛町などで豪雨災害が起きているので、他人事とは思えない。 

山陽本線が通っているので交通の便が良く、このままこの先も交通機関が発達しているとうれ

しい。しいて言うなら快速電車を鴨方駅に停車してほしい。もっと地域の見守りをしてほしい（市

役所職員） 

保育者・保育施設の充実 

道が暗いので街灯を増やしてほしい 

野焼きをしなくても済む対策、ごみの回収等。ほぼ毎日近所の人たちが燃やすので匂いが気

になるし、臭く換気もできない。外に洗濯干せないので大変迷惑している。 

出産・育児に関して職場に理解を求めていくよう取り組む 

夫婦の職場が浅口市からアクセスが良い、子育て環境が整っている 

駅の中やすぐ近くにコンビニがほしい 

年齢層に合った問題支援を考えていくこと、それぞれの世代に合う所を見つめていくことなの

ではと思います 

就職先の増加、商業施設の建設、2号線の渋滞緩和、医療機関の増加、スーパーを増やす、

婚活支援の活動、安い惣菜屋さん、公園の増加、子どもが遊べる場所、1人暮らしでも困らな

い店舗数 

飲食店を増やす 

若者向けの施設をつくる 

駅から遠くて車がない場合はとても不便。北の方にも駅を増やす 

店はそこそこあると思うのでオフィスが駅の近くにあると市内でも通勤しやすいと思う。 

家庭を持った人が生活しやすいようにするために経済的な支援を増やすべきだと思う 

生活しているすぐ近くに魅力的な商業施設があれば、多くの人が住みたいと思う町になると思

う。（そのためにはしっかり誘致することが必要！！）、子育てへの十分な手当や、他のまちが

驚くような優遇があれば、子育て世代も多く住みたいと思う町になると思う。 

警察署や消防署の設置、保育園等の充実 

財源と土地の確保 

安心して子育てができる子育て支援施設などが充実していくとよい（どの地区にも身近に感じ

られ通うことができる施設） 

商業施設、ショッピングモールがあればよい 

子育てが一段落して就労する際の援助があればよい（男性の転職等は援助なしで、左記のよ

うな型専用で） 

私たち夫婦は、子どもが小学校へ就学する前には夫の実家のある浅口市へ戻り、こども園(保

育園）で友達づくりができるようにしたいという思いから 3年ほど前に転入してきました。私自身

は、初めての場所で土地勘もなく、はじめは戸惑いがありましたが、今のところ何不自由なく生

活できています。今後の子育てを考えたときに安心した子育て、教育ができること、進学の支

援があるのは必須と思います。また、子育て中の全ての人がその支援を知っていることが大
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切ではないかと思います。高齢者施設は充実しているように思いますが、介護世代になった

時、利用できるのか（空き状況や金銭面など）今から心配な点もあります。 

地域の行事やイベントを増やしていくこと 

若者が集まるようなイベントを開催する、防災力が注目される中で消防署が古いと感じる。消

防署が機能を失うと話にならない。立て直しが必要。 

成功する企業に来てもらう 

他行政で市が盛り上がり成功している場所の研究→考察→実施。 

分からない。 

街灯が少なく、夜路が怖い、設置を希望。 
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問 15．【特にあなたが浅口市において、あったらよいと思う商業・レジャー施設など

があれば具体的に記入してください。】 

 

健康ランド・カラオケ・ゲーセン 

銭湯：高齢の方が多いので、銭湯をきっかけにコミュニティを築けると、より一層地域のつなが

りが増すと思う。 

天草公園の土俵がコンクリートでできているので、きちんとした砂で作り直して欲しい。 

おシャレなカフェ、雑貨屋、パン屋。総社市のように、活力がある市になってほしい。 

もっとスーパーがほしい。 

サーティーワン、スターバックス、野球のドーム、ラウンドワン、カラオケ。 

マック。 

マック、TSUTAYA. 

もうちょっと若者向けの服屋さん。自然が豊か。 

財源の無駄なので要らない。他の市に存在していた駅前巨大公園が教訓。今時の方々は飽

きやすく、流行らない。今この町で暮らしている方々が困られている声に耳を傾け、住民を大切

に、南海トラフなどの災害に向けて街全体の防災を強化してほしい。具体的には、足りていな

い機材の購入や各水路にポンプの増設など。 

広い芝生の広場（広いため個人個人が空間を所有？しやすい）。何もないことも大事、無理に

作らなくてもよいのでは。 

土地をいかした観光スポットづくり。桜、銀杏の長い並木道は見頃の季節には人が集まる。電

車でも車でもアクセスできると良い。（無料駐車場、出店、商店街、食べ歩き、体験（キャンド

ル、キーホルダーｅｔｃ）その他観光地へのバスでの移動、スタンプラリー）並木道は景観とその

美観を好ましいものにするのでは。 

カラオケ 

ＴＳＵＴＡＹＡなどのレンタル店 

商店街 

商店街 

ネットカフェ、ダーツバー、子どもづれ赤ちゃんづれでも利用しやすいオシャレなカフェ。岩盤浴

やサウナ、スパ。水族館、動物園。農作物の収穫体験などができる施設。（その場で簡単な調

理をしてすぐに食べられるとなお良い） 

カラオケ、ネットカフェ等、安くて時間が潰せて若い子からお年寄りまで楽しめる場所。 

マクドナルド（特に）、ドムドム、ツタヤかゲオ、サーティーワン、アニメイト、ユニクロ、西松屋 

地域の人がもっと使いやすい運動施設（体育館の予約が少年団優先で予約できるので、一般

使用は使える日が限られている） 

ツタヤ・スタバ・マック・子どもの習い事のできる場 

ツタヤ・マック・若者が利用する施設 

小さい子どもが遊べる公園 

図書館の内容の充実 

温泉・カラオケ 

商業施設 

介護施設 

イケア・コストコ 

レンタル・室内運動施設 
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・マック・ツタヤ・産婦人科 

星を眺められるカフェ 

エブリィ 

水族館 

イオン・居酒屋・オフィスビル・スタバ 

マック 

ららぽーと・イオン 

植物公園 

ツタヤ・マック・24時間スーパー 

レンタル 

福岡県糸島のように 

室内運動施設 

サバイバルゲーム場 

イオン・児童館 

屋内プール 

飲食店 

イオン 

子ども連れでも行ける飲食店 

小さい子どもが遊べる公園 

カフェ・レンタル 

ゲーセン・マック・モス・フタバ図書館・スタバ 

商業施設（一定範囲以内に点在） 

ローラースポーツができる施設 

バッティングセンター 

バッティングセンター 

子どもが無料で遊べる室内施設 

スポーツジム・温泉・カフェ付き図書館・ネットカフェ・映画館・商業施設 

衣類・家具屋・カフェ・花が鑑賞できる場所・ミニシアター 

ザグザグ・駄菓子屋 

温泉・小規模保育園、幼稚園・雑貨屋 

三好の森ポッケのような所 

駅舎を整備する・パン屋やケーキ屋、複合型施設の併設・大学など 

子どもが遊べる施設 

室内軽スポーツ・卓球・吹き矢・ダーツ 

先進的な複合施設（シェアオフィス） 

ツタヤ・マック 

入浴施設 

イオン・ツタヤ 

カラオケ・レンタル・遊園地・映画館・動物園・温泉・ショッピングモール・競馬 

マック・エブリィ・イオン・産婦人科 

複合施設・ジム 

居酒屋 



13 

 

ご近所の噂にならずにお茶が飲める店 

イオンのような大型ショッピングモール 

室内遊戯施設・子連れで行ける飲食店・コロナやラウンドワン、映画館など 

ラウンドワン・カラオケ・アスレチック・科学館 

レンタル・宅配ピザ・ジョリーパスタ 

総合的なスポーツ広場 

海鮮（かき）バーベキュー 

子どもが遊ぶ場所 

大型ショッピングモール 

温水プール・総合運動公園 

スポーツ体験ができる施設 

室内の遊び場と総合遊具がたくさんある公園 

少子化の傾向のため、商業・レジャー施設を作っても焼け石に水、下手するとそれが致命傷と

なる可能性がある。それよりも結婚していない男女を結婚させて子供を増やすか、働く場所を

増やし、市内外の人間をひっぱってきて人口増加が見込めるようになってから考えたほうがい

い。 

スポーツジムなど 

宅配ピザ 

イオン、蔦屋 

ショッピングセンター・遊具がたくさんある公園、明るく女性一人で夜間に歩いても安心な環境

がある公園のような施設 

ショッピングモール 

アパレルショップや靴、小物類を扱うファッション系の店。若い世代にも好まれるようなセレクト

ショップや安価の商品を扱う店だと尚良い 

レンタルビデオ店 

バースデイ・西松屋など子供服の店 

有名な音楽家の演奏会、大きなコンサートホール 

陸上競技場、マラソンコース 

幼児向けレジャー施設 

飲食店、雨の日の子供の遊び場 

道の駅、美術館、蔦屋、スポーツジム、アウトレットモール 

イオン 

ファーストフード店、TSUTAYA 

お産ができる大きな病院 

アンテナショップ、体験型食育施設 

子供用品店、レンタルビデオ、コーヒーチェーン店 

ディスカウントショップ、ボール遊びが出来る公園 

ファーストフード店、映画館、古民家再生カフェ 

近所の人と行けるカフェ 

銭湯や休憩場所完備のスポーツに関する施設 

児童館、道の駅、カフェ、蔦屋 

遊具の沢山ある公園、室内の遊び場 
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イオン 

保育園、幼稚園、ショッピングセンター、映画館、公園、プール 

レンタルビデオ、ジム、子供服 

イオン 

カフェと図書館が一体の所 

キッズ共和国のような遊び場 

人が集まってくるので望まない 

無料で遊べる場 

寄島で朝市を開催する。海沿いに遊歩道と公園を作る。有名建築家に日本一海に近い図書

館とスタバを作ってもらう。 

スポーツジム 

カフェ、食事はできるところ 

イオン 

お花畑、桜がきれいなのでゆっくりできるきれいな場所 

子供が遊べるところ 

イオン 

ショッピングモール 

TSUTAYA 

駐車場の大きな喫茶店、スーパー銭湯、温水プール完備のスポーツジム 

若者向けな遊び場、買い物スポット、コストコ、カラオケなど 

ファーストフード店、ワーキングスペース、大型書店 

雨の時に子供と行ける施設 

映画館、レンタル店、室内レジャー施設 

スポーツバー・プール付きスポーツジム・名物を作って道の駅で販売 

土日に外食しやすい飲食店 

ファーストフード店、レンタルビデオ 

TSUTAYA 

ファーストフード店 

音楽フェスをして全国から人を集め、浅口の特産物をアピールする、食フェス、星を見るキャン

プ、アクティビティ、イベントなど 

TSUTAYA、銭湯、ショッピングモール、スタバ 

カフェ、居酒屋、岩盤浴 

小さな子供が通える温水プールのスイミング、職場に子供と行けて預けられる保育施設、子供

が雨の日でも広々と遊べる施設 

レンタルビデオ、ユニクロなど、イオン・コストコ 

ホームセンター、ドラックストア以外 

飲食店ならなんでもよい 

ファーストフード店や全国チェーンカフェ、宅配ピザ 

もっと若い世代の買い物ができるお店がほしい。（イオンモールなど・・・。あまり大きくないでも

少し服の店があるような感じ・・・。マックなど少し食べるところもほしい） 

倉敷との接続がよくなれば十分。 

若者向けのショッピングモール。レジャーはアスレチックが沢山ある公園。 
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商業施設などに限らず車がないと生活できないのはよくない。買い物も行きづらいし、飲みに

もいけない。 

小さな子どもと一緒でも気軽に入れるカフェ。 

ユニクロとＧＵ 

若い人が気軽に使える（ジムのトレーニングマシンなどもあるような）市民プール。（トレーニン

グ施設） 

本屋 

小規模映画館。農業体験施設（グリーンツーリズム）。備前プレイパークのような自然の中で自

分の責任で自由に遊べる空間。 

ボーリング場 

特にはないが、月１回はファーマーズマーケットのようなものがあれば楽しみに行くと思う。また

屋外音楽祭（定期的な）など浅口市の自然生かした何かがあれば・・・。一年に一回や二回だ

と行ける機会を逃してしまうので・・・。 

ツタヤ、ゲオ、飲食店。 

24時間営業のスーパー、レンタルショップ、スポーツジム。 

図書館や公民館でのミニコンサート（子ども向けの）。テレビアニメのヒーローや戦隊モノのショ

―などをやってほしい（これらができる場所）。 

温水プール→ＢＧを改装して温水プールにする。スクールを開いたり、ウォーキングの時間を

つくる等、大人（老人も）の健康づくりにも役立てるように。室内アスレチック施設→雨の日でも

子どもたちが遊べる無料の施設がほしい。スタバ、マクドナルド、サーティーワンがほしい。図

書館を大きくしてほしい、トイレをきれいに、暗い。 

みらい公園（倉敷）のような子どもにも大人も楽しめる施設。 

トレーニングジム。 

人口芝ｏｒ天然芝で子どもが素足で遊べる公園があれば。 

浅口市はこれがあると言えるような場所。 

ゴルフ場。セグウェイ登山。 

ユニクロやＧＵなど。 

イオン、遊園地、大きな公園。 

遊園地、イオン、色々な催し物。 

ツタヤ。 

駅から歩いて行ける所に、カフェ、雑貨屋、レストラン等あればにぎわうと思う。 

エブリィ、はなまるうどん、ツタヤ、ゲオ、パン屋、スポーツジム、室内で子どもが遊べる施設。 

図書館の整備、通いたくなる、居心地のよい図書館（カフェを併設するなど）。お芝居が観れる

（東京・大阪等の劇団がくるなど、行くと面白い芝居がみれる！）。 

高梁駅のような図書館とカフェの併設。金光図書館は駅から遠く、利便性が悪い。 

是非、金光駅周辺に飲食店を。 

イオンやアリオとまではいかなくても、若者向けのちょっとしたショッピングセンターやカラオケな

ど。カフェやファミレスなど。 

道の駅、温泉、健康ランド。 

コストコ・イオン・靴屋・ユニクロ・キャンプ場・スポーツジム・お土産や 

TSUTAYA・アパレル 

コストコ・TSUTAYA・イケア・マック・ミスド 

居酒屋・金光教の近くの商店街に古民家カフェ 
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大きな公園 

居酒屋、飲食店 

大きな本屋、スポーツジム 

TSUTAYA、軽食ができるカフェ 

吉備中央町にあるキッズパークみたいな無料遊び施設 

マクドナルド 

映画館、カフェ、コーヒーショップ 

自然に密着したアウトドア施設 

本屋、レンタル、スポーツジム、カラオケ 

スポーツジム・プール・ショッピングモール 

イオン 

外食できる場所 

イオン・飲食店・スポーツのできる場所 

飲食店 

ケンタッキー・マック・サーティワン・吉野家 

スタバ・サーティワン 

ワークショップ・フリマ・映画館 

つりぼり 

ユニクロ・カフェ 

芝生でのびのびできる広場 

他市を真似をせず、浅口市としての方針が必要。子育て王国をもっと推進してほしい。 

TUTAYA・西松屋・バースデー(子供服の店) 

イオン・ゆめタウン・レクト・大型商業施設、誘致してほしい。 

イオンモール・ユニクロ 

TUTAYA等レンタルショップ・駅近くに居酒屋・カラオケ・ママ友などで気軽に集まれるランチ・カ

フェ 

広い公園・駅前に居酒屋・24時間スパー 

年配の方も大事だけど、若者が好むショッピングモールなんかあればいい。 

大型スーパー(例→イオン) 

気軽に立ち寄れるカフェ・ファーストフード店など。 

スポーツジム 

コンビニを増やす。ファストファッションのショップ・カフェ・ジップライン 

ファーストフード店 

ショッピングモール(イベントを開催すれば人も集まるのでは・・・) 

ショッピングモール・温泉があるレジャー施設 

ファーストフード・駅前にコンビニ設置 

一つの場所でスパー・ドラッグストア・ホームセンターなど全てが済むようなものがあっていいの

では。 

スポーツジム・商業施設・寄島にもほしい 

ドラックストアーばかりいらない。・飲食店を増やしてほしい。 

今、ある公園・施設で充分。 

野球場 
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子供たちが安心して遊べる公園が少ない。 

スーパーを増やしてほしい。 

野球場 

ショッピングモール・児童館(対象が小学生以上) 

駅周辺に飲食店があればいい。 

妊婦さん等安心して通える産婦人科があるといい。 

スーパー 

映画館 

駅周辺に飲食店・気軽に立ち寄れるカフェ 

室内でも遊べる施設。 

若い人が行きたいと思える美容室 

市内にある施設の有効活動 

自然体験(芋ほり・田植えなど)・森の幼稚園 

飲食店の充実 

ファーストフード店等(映画館・プール・服屋) 

天文博物館のような施設をより拡張。観光所となるようにもっとアピールを。ショッピングモー

ル。 

バスケットボールができ場所。 

ショッピングモールの中に散歩道があったり・ベビーカーも通れたり、飲食店・カフェができとこ

ろ。 

駅周辺に飲食店・道の駅のような観光名所 

ボーリング・カラオケ・温泉施設 

２４Hの施設。 

１か月に 1度はビックハットなどの施設でイベントを。 

飲食店・カフェ・ショッピング施設(複数入っている。)スポーツができる施設。 

公園 

ファーストフード店等 

イオン 

ベビー用品、子供用品専門店 

ファミレス、ファストフード店、コテージがあるキャンプ場、スポーツクラブ（スイミングスクール）、

コーヒーショップ、子どもが遊べるたくさんの遊具がある公園、整備された海水浴場、子供も遊

べる大きなプール 

レンタルＣＤ・ＤＶＤショップ、ショッピングモール 

浅口市は食べるところがあまりないので、飲食店などもっとあれば、わざわざ倉敷まで食べに

出なくても済むのではないかと思う。ＴＳＵＴＡＹＡなどの娯楽施設や図書館（24時間開館）など

があれば便利だと思う。 

マクドナルド、スターバックスなどテイクアウトできる飲食店 

ボーリング場、ファストフード店、スポーツ用品、ゲームショップ 

服が買えるイオンモールのような商業施設 

ショッピングモール（衣服、食料等一度に出来る施設） 

ショッピングモールなど何でもそろう場所、遊具のある公園 

洋服屋、若向きのおしゃれなお店 
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大型ショッピングモール、動物園、水族館 

ユニクロ 

小さな映画館、劇場・ホールなどの文化施設(小さくてよい） 

カフェ、カラオケ 

温泉施設、健康ランド的な泊まれるところ 

スポーツジム、イオン等の大型商業施設、弁当屋、惣菜屋、飲食店 

ＴＳＵＴＡＹＡ、マクドナルド 

レンタルショップ、24時間スーパー 

マクドナルド、イオンモール、コンビニ 

ＣＤ，ＤＶＤレンタルショップ 

大きなショッピングモール 

寄島干拓地にコストコ、寄島の海岸沿いに大きな海の駅 

スポーツクラブ、ショッピングモール 

産婦人科の病院、コインランドリー 

衣類等(ブランド品）を販売する施設、アウトレットパーク等 

ショッピングモール、プール、大きな公園 

ショッピングモール、24時間営業のスーパー、ＴＳＵＴＡＹＡ、コストコ 

ロサンゼルスにあるような筋トレできる公園 

子どもの遊べる整備された公園（小さい子でも遊べる遊具） 

ショッピングモールや飲食店 

屋内アスレチック、公園、スポーツができるようなところ 

ツタヤ、ぽかぽかの温泉、大家族の湯のような温泉施設。 

チェーン店のカフェ、きれいな図書館、社会人が仕事終わりでもできる習い事、サークルの集

まりの場など夕方～夜に活動できる場所。 

子連れで買い物がしやすい場所。 
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【16】浅口市の「強み」と「弱み」 

問 16．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」だと思いますか。また「弱み」だと思

うのはどのようなところですか。具体的に記入してください。 

 

 

「強み」 

強み：大きな図書館がある。道路がきれい。 

強み：スーパーや飲食店などがたくさんあり、自然も豊かである。 

そこそこの田舎であり、かつ山陽本線が通っているのは強いと思う。（大阪等への就職も迷っ

たが、そのため踏みとどまった。） 

強み：自然 

強み：山陽本線が通っているので比較的交通の便がよい。スーパーやドラッグストアが多いの

で生活しやすい。 

女性が入団可能な消防団を発足して下さり、その活動を取り組みたいと思う私のような若者の

声を聞いて実現に向けて協力して下さる事は、とても貴重であり、他の市にはなかなか存在し

ないご対応なので若者の声を取り入れられる強みだと思います。 

地域の人たちと助けあいながら暮らしていける、住みやすいまちだと感じている。山や田畑な

どの環境はとても好きで、昔からの名残が垣間見えるところが良い。 

強み：自然がある 

強みは特にない 

自然が多くてのどかな所は良いと思う。 

自然が多いので、のびのび出来る。 

強み：山陽本線の駅があるところ。日常の買い物が便利なところ。 

土地が安い・子ども医療・保育料が安い・待機児童が少ない・スポーツ少年団の充実・こども

園がある 

交通の便がよい・災害が少ない 

市全体のイベントが多い 

住みやすい 

電車で都市部へ行ける 

土地がある 

自然豊かな土地 

小中学は地域を密接な関係を築いている 

市民の理解力・見守り体質 

インターがある 

高校が多い・交通の整備が良い 

子ども医療費 

子ども医療費 

土地が安い 

土地が安い 

遥照山・天草公園・天文台 
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商業施設の多い 

自然豊か 

交通の便がよい 

土地がある 

優しい街 

交通の便が良い 

子ども医療費補助・災害が少ない 

災害が少ないこと・交通の便が良い 

若い力が育っている町 

駅前の改革 

子ども医療費補助 

子ども医療費補助・適度に田舎 

天文台（活かしきれていない） 

財政が少ない 

穏やかでかつ丁度いい便利さ 

交通の便が良い・情報メールの内容の充実 

交通が便利・駅がきれい・自然が多い・土地がある 

大きな市街地にほど近く、通勤が可能であること 

住宅を建てれる土地が多い・図書館、公園、グランド、スーパーがあるため過ごしやすい 

中高一貫の学校がある 

災害が少ない・晴れが多い 

子育てがしやすい・金光町にお店を増やしてほしい 

交通アクセスがしやすい・買い物がしやすい・子育ての支援 

自然が多い 

自然が豊かで空気がきれい・田植えなど体験できる 

商業施設が充実している・土地がある・教育施設の充実・銀行が充実・自然豊か 

ほどよい田舎 

倉敷市の隣にあり国道沿いにあるという立地条件 

手ごろな住宅土地がある 

田舎すぎずお店がある・そうめんと天文台がある 

交通の便が良い 

アクセスの良さ 

子育て・教育面・海鮮物 

老若男女が住みやすい 

子ども医療費・三年保育 

高校があること 

自然が多く、最低限の店があり、終の棲家と考えると優秀。災害にあいにくい。 

交通の便がよい、災害が少ない。 

治安がよく住みやすい 

行事が多い 

スーパーやドラックストアがたくさんあり、学校も選べる土地なので、暮らすには便利。治安もよ

く緑も多いし交通の便もよい。 
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山陽本線が通っていて駅前に駐車場もいくつかあり外へのアクセスが良い。適度に田舎。 

天文台・プラネタリウムなど観光となるものがあるのは強み。 

各地域での祭りや行事 

ビック周辺地域 

自然豊かな所 

循環バス 

自然 

新しい住宅地、図書館 

倉敷と福山の中間 

自然が多く、魚介類がおいしい、星がきれい 

子供医療費、就学相談 

倉敷が近い 

強みが弱み 

子育てしやすく、買い物に困らない 

商業施設の充実、 

子供を育てやすい 

自然もあり便利な所 

近隣と比べ、土地・住宅が安い 

田舎だけどコンパクトにまとまっている。JRがある。 

星がとてもきれいで天文台もリニューアルし、天文分野が好きな若者が楽しめるイベントや講

座があるところ。 

金光学園がある、金光教の建物、桜がきれい 

子供の医療費の負担 

自然豊か 

自然豊かで子供を育てやすい 

水が豊富で晴れの日が多く気候が良い 

地元の高校生がイベント行事で活躍できるところ、保育園・小学校がきれい、ポイ捨てが少な

い、自然豊かなところ 

自然が多い、人が優しい 

寄島の祭り、子育てがしやすい 

2号線やインターが近いので通勤が便利、土地が安いので若くても家を持ちやすい、公園が多

い 

近所の人が気さくに声をかけてくれる 

代々続く祭りや学校行事 

災害が少ないところ 

小さい町なので施策が届きやすい 

山陽本線の駅がある、インターがある 

スーパー、コンビニ、医療機関には困らず生活しやすい、倉敷市街へのアクセスが良い、渋滞

がすくない 

災害が少なく天候にも恵まれている、水がきれい 

比較的 2号線が近く、倉敷・福山に近い、土地価格が安い 

教育に力を入れているところ 
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“子どもが一人で出歩ける町”というのは県外の人に驚かれる強み。大谷の会の動きは強みだ

と思う。各地区のイベントに他地区の人も訪れることのできる雰囲気・つながりがもっとできると

よい。 

強みは高齢者を大切にできること。 

「強み」だと思うところは特に何もありません。 

地域のつながりが残っており、町内会に多くの人が加入していることが強み。 

地域の行事が続いて、住民同士のつながりがあることが強み。 

強み：近くに海がある、ＪＲの駅がある。 

子育て世代に優しいと思います。町の人が話しかけてくれたり、授乳室を案内してくれたり、と

れも頼れる町だと思います。また子どもの医療費が支援されていることも感謝しています。 

強み：祭り等のイベントがある 

災害が少ない。 

ＪＲ本線を中心に学校が多いため、学生、社会人の浅口市の出入が多いこと。ホームセンター

が多いことで、日用品や農業道具、家庭でのＤＩＹなどの材料が手に入りやすいなどの事が強

みだと思います。 

分からない。星がきれい。生きていける。中学生まで医療費無料。 

金光に引っ越してきてまだ間もないので実感はないですが、学校や幼稚園が近くにあってとっ

ても住みやすい町だと思います。将来は仕事と育児を両立できるような町で生活していきたい

です。 

なし 

強み：2号線や高速道路、鉄道がすぐに利用できるところ。倉敷・岡山・福山へ出かけやすい。

車で 10～15分以内で買い物に行ける店が多く、生活必需品が揃いやすく助かる。子育て支援

センターを利用し、相談できるので、妻は本当に助かっている。 

強み：ＪＲが通り、福山と岡山の中間点であり、倉敷も近く、買い物や遊びに便利であり、大き

な商業施設がなく静かである。高速道路もあり、交通の便がよい。医療費が中学生まで無料、

中学生まで給食。 

自然が豊かな所。海も山もあるところ。 

強み：自然が多い。 

強み：自然。 

強み：自然が豊か。遙照山のキャンプ場など県内外から若者が多く集まる所がある。もっと整

備をすれば、もっと多くの人が集まるのでは？土地がたくさんあるなら、スケートボード場（コー

ス）など作ってほしい。自転車競技場とか。 

強み：土地がある。福山方面にも岡山・倉敷方面にも行ける。私立高校がある。 

とても住みやすい（生活費面で）。アクセスが良い。田舎でのスローライフ的なところは好きで

す。（みんな浅口市にすんだらいいのに！） 

強み：山陽本線が通っているところ。 

特に強みである点が感じられない。強いて言うなら、学校の規模の小ささが故に同世代の繋が

りが強い点が挙げられる。 

市内に県立の普通科高校があった方が通学にお金がかからなくて良いと思う。 

子供の医療費が中学生まで無料・海と山がある 

山陽本線添いで岡山や福山に行きやすい 

医療費が中学校までかからない事 

医療費が中学まで無料 
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田舎ならではの静かさもあり、倉敷・福山へのアクセスが良い所 

自然が多い・子育てや教育の施設や制度は充実している 

生涯学習の場がそろっている 

交通の便も比較的よく医療機関・学校・スーパーも揃い住みやすい場所だと思う。子供医療費

が中学までの所。 

倉敷や岡山に比較的近い 

自然災害が少ない・公園や体育館が充実している 

田舎 

ゆったりと子育てできる 

交通の便もよく気候も良い 

公園がある・幼稚園と小学校の連携 

災害がなく自然豊か・交通の便がよい 

祭りが活発 

交通の便が良い 

子ども医療費・子育てサービスの充実 

平和で事件がない 

お店や病院が増えた 

土地がある 

静かな環境 

自然が豊かで事故が少ない 

うどんの町（体験教室やうどんを使った料理のアピール） 

JRの便利さ。高速道路が近い。 

特になし 

土地が安い。 

鴨方の人たちは皆『鴨方愛』がある。居心地がいいのは魅力の一つ 

山陽本線・高速道路・IC など、交通のインフラが整っている。医療費がかからない。 

学生の挨拶が非常に良い。 

わかりません。 

自然が多い。東方面、西方面に行きやすい。 

海・山があり、自然を残しているところ。 

過ごしやすい町 

豊かな自然があり、のどかな雰囲気がある 

自然が多く、海産物が豊富 

医療費がかからない。公園がたくさんある。道路事情はまあいい方。 

スーパーは充実している。・妊婦さんにとってのマタニティくらすが充実している。 

土地が充分ある。 

幼少期から英語を習う授業がある。 

中学まで医療費無料 

犯罪が少ない・治安がいい 

駅がきれい 

保育料が安い 

近くに JR・高速道路が通っている。 
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県南に位置し JR と高速が通っている 

今の時代には珍しく同居している方が多い。 

治安がいい 

気候は穏やか。 

天候・交通機関がいい 

山・川・海といった自然がある。不自由なく買い物ができる。 

子育ての援助(保育料) 

星がきれい。交通機関が便利。気候がいい 

老人や子供が過ごしやすい町。 

各世代が参加できるイベント・行事・色々な教室がある。 

日常の買い物が便利。 

海の幸が豊富。 

最近雨が降っていたが、消防団などがすぐに駆けつけていろいろしてくれているのを見ると安

心する。 

中学校卒業まで医療費が無料なのはすごく強みであると思う 

倉敷や福山に通勤しやすい 

福山、倉敷方面に仕事に行く人のベッドタウンであることと、自然豊かなところ 

これと言って強みはない 

子育て支援 

子育て支援 

自然がある。田舎っぽさ 

幼・小・中・高等学校、専門学校等教育機関の充実 

新興住宅街が増えている 

穏やかで暮らしやすい、交通の利便性が高い 

なし 

田舎過ぎず、けれどホタルや星など自然豊か、現代社会において強み 

いい人が多い、人が少ない 

自然豊かなので空気がきれい、星が見える、災害が少ない 

住宅地、家を建てる土地が充実しているところ 

自然があって豊かなところ 

ひとつもない 

高速道路、山陽本線があり外出に便利、学校があるため、学生の行き来がある 

自然が豊かで治安が良い、子育て環境が良い 

夜景がきれい 

自然が豊か 

福山や倉敷にも行きやすい 

伝統的な行事(祭り）は強み。 

自然が豊かなところ 

福山市、倉敷市等商業施設が充実した町への交通の便は悪くなく、山陽本線沿いでもあり、

立地は悪くないと思う。 

強み：子どもが遊べる場所・習い事をする場の充実、スーパーの充実、駅への利便性が以前

より上がった。 
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分からない。 

強み：交通網の充実。 
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「弱み」 

弱み：「浅口市といえば？」と聞かれた時にパッと答えられるものがない。若者が少ない。（若者

を惹きつけるものがない。） 

弱み：ホームセンターやドラッグストアが数件あり、特にドラッグストアが多すぎる。ゲオや

TSUTAYAなどのレンタルショップを作って欲しい。 

アパートが増え、住人が増えている実感はあるが、店が少ない。買物は車で市外に行くのが基

本になっている。上記カフェ等に加え、店がもっと増えてほしい。こういうアンケートの返信を

WEB（もえらべる）でできるようにすれば経費節減できるし、返信率も上がるのではないかと思

う。 

もっと支援をしてほしい。 

閉鎖的であること 

弱み：これといったイメージがわかないこと。 

若者向けの施設が少ない。子どもが少ない。 

寄島町の交通便が悪すぎる。 

交通の便が鴨方から良くなる。 

弱みは、上記に対することですが、仕事をしながら、消防団の活動を取り組める若者が減り続

けている事であります。私自身、安定している職を求めています。 

市として内外にやっていること、アピールがヘタ。まずはどんな街にしたいか、市民に伝えるこ

とも必要。そうすれば市民としても賛同しやすいかも。 

最近、新しい住居が建ちはじめ、景観が住宅ばかりとなる場所もちらほらみえはじめた。自然

豊かなまち、景観のよいまちであってほしい。環境の生態系を維持し、またその再生を促すこ

とも考慮したまちづくりがのぞましい。また、住むには適しているが、観光など集客が難しいと

思う。いかにしてアピールポイントをつくるかが課題。 

弱み：交通の便が悪い 

若い人が暮らせる町営住宅がない 

しかし、毎日のようにどこかで草やゴミを燃やしているので、洗濯物が外に干せなくて困ってい

る。せめて燃やして良い時間や曜日を決めてくれないと、外出もできない。朝に干し終わって、

やれやれと思っていると 9：30 くらいからなんだか煙たい。布団干してしるすぐ横とかで燃やし

始めたりするので危ないし、本当に信じられない。夕方の交通量が多い時間帯でも、あっち

こっちで燃やしているので、煙で視界が悪く、いつ事故ってもおかしくないと思う。また、もともと

災害が少ない地域なので仕方ないのかも知れないが、少し雨が降っただけで、すぐに道路が

冠水してしまうのはなんとかしてほしい。きちんと川や水路の整備を万全にしてほしい。 

車が無いと不便なので、車の運転が出来ない子ども達には物足りないと思う。 

弱み：普通科の公立高校がないところ。 

若者が集まる場所（居酒屋等）が少ない。 

老人が多く病院の待ち時間が長い・レジャー施設がない・電気屋が多い 

人口減少・浅口のイメージが弱い 

弱み：若者がいきたいと思うようなショッピングの店が少ない。大きな店がない。 

シニアが多い 

若者が遊ぶ場所がない 

駅までの交通機関がない 

仕事がない・賃金が低い 
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老人が多い 

義務教育の進路 

活気がない 

賃貸物件が少ない 

若者が少ない・災害の時に避難の呼びかけが少ない 

働く場所 

子どもの物を買う所がない 

駅前に若者が集える場所がない 

高齢者が多い・田舎 

狭い道路が多い・保育教育の遅れ 

働く場所が少ない・遊ぶ場所がない 

楽しめる施設 

市長の公約が子ども、高齢者で多すぎる 

大きな企業がない 

地元の人と市外から来た人での心の溝 

大きな企業や商業施設がない 

企業が少ないから郊外に出ていくこと 

農業振興地が多いため転居する人の住宅整備が必要 

里見川の氾濫の危険性が高い 

就労場所が少ない・公園が少ない 

駅周辺に店がない・活気がない 

将来、介護保険料等を負担しないといけない・市役所の窓口対応が冷たい 

古い空き家、田んぼが余っている 

遊ぶ場所がない・駅にお店がない・出会いの場がない 

車がないと生活できない 

バスがない・空き家が多い 

若者が利用する施設が少ないこと 

働く場所が少ない・工場ではなく企業（営業・事務）が少ない・保育園に入れない・里庄は二人

目から保育料がタダでうらやましい 

活気ある町にしようとする動きがない 

働く場所がない 

働く場所がない・学校が少ない・遊ぶ場所がない 

遊ぶところがない・企業が少ない 

商業施設がない 

遊ぶところがない 

災害がある 

働く場所が少ない・車がないと不便 

都市部から「足を運ぼう」と思ってもらえないこと 

遊び場所がないので休日は倉敷や福山に行く 

遊ぶところがない 

天文台のアピールが足りない 

バスが整備されていない（高校生の通学は大変） 
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中途半端な田舎である 

飲食店が少ない・保育園に入れない 

昔の街並みがなくなった 

働く場所がない・遊ぶところがない 

仕事先がない・車がないと不便 

居酒屋、レジャー施設が少ない 

若者が少ない、働く場所の選択肢自体が少ない、有力な企業がない。 

大企業、仕事場が無い。 

交通が不便、もっと若者の意見や考えを聞く機会を増やす。他市からのイメージが薄い。 

店が少ない、行事の案内がない 

みんなが集まれる場所がない、マンションがない 

医療系専門職の場合、浅口市には無いので様々な職種が働ける場があれば嬉しい。 

観光地が少ない。全国放映の映画ロケ地になっても、発信力がない。SNSでもそういった情報

を入手出来なかった。 

市街にはこれといって目立つものがなく、商業施設も少ないので他の大きな町に流れてしま

う。 

スポッチャがない 

若者が県外に出ている。道路がきれいで植木の手入れもされ、日常生活がスムーズに送れる

町になってほしい。 

保育園の制度（二人目が 6か月を超えると一人目が辞めないといけない） 

自然を活かせていない 

若者がいない 

地味 

大きなショッピングセンターがない 

保育園、子供が遊べる施設がない 

高齢者が多く、若者が少ない 

駅周辺が栄えてない、娯楽施設や飲食店が少ない、国道が混む 

税金が高い、公園が少ない、バイパス周辺が危ない、鴨方に店が集中している。良いところが

見つからない。 

若者が少ない 

車以外での移動手段が少ない 

小児救急が無い、産院が無い 

駅を利用しずらい 

家を建てても補助金が出ない 

市内、近場で働きたい場所が無い 

企業が少ない、人口減少 

子供を連れていける遊び場、飲食店が少ない 

育休、産休中の支援 

何もないところ、産院無し商業施設無し目玉イベント無し 

教育、保育の充実は欠かせない 

若者の行く所がない 

友人が来ても、若者が行こうと思う旅館やホテルが無い所 
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若者が定住しない 

活気がない、若者が少ない、いきいきと暮らしているように見えない 

学園生がご飯を食べる所が少ない。 

働いてないと保育園に預けられない、就活中子供を預けられるところが無い 

働く場所がない、高齢化 

遊ぶ場所がない、交通の便が悪い 

若者が就職する場が少ない、高齢者が多い、若者向けのお店が少ない、道が狭い、各施設が

弱い 

商業施設の場所が偏っている、路線バスが無いので高校生の通学が不便、自家用車が無い

と生活が不便、都会からの移住はしづらい。 

商業レジャー施設が近隣に無い 

市役所の職員の笑顔が無い 

若者を統率する役割の不在 

福祉の充実 

同じような店ばかりで友人と過ごせるカフェが無い 

人材不足 

若者が休日に遊べる施設が少ない 

田舎である、若者が集う場所が無い 

働ける大企業が無い、倉敷や福山に通勤するにも少し遠い 

駅に ATM、コンビニが無い 

名所が無い、楽しい施設が無い 

田舎ならではの魅力をはっきするレジャー施設や商業施設が無い、子育て世代に負担となる

年配者中心の行事が多い 

若者が家を新築しても補助がない、水道代が高い、商業施設が無い、強みがあると思うほうが

どうかしている。 

若者が利用できる商業施設が少ない、働く場所が少ない、若者が集まるオシャレイベントがな

い 

若い時は、やっぱりお金が心配です。子どもを育てていく上で不安なので、そうゆう支援がもっ

とほしい。 

大きな商業施設、レジャー施設がないのは弱みといえば弱みだが、そこを強めても周囲には

勝てないだろうから、子どもが安心できる、親が安心して子どもを遊ばせられる穏やかな町で

あり続けてほしいです。 

弱みは、もっと活発的に地域の行事に積極的に参加すべき。 

公共交通（バス）が不便。商業施設とまではいかなくても、お店とかを市内の一か所に集めて、

そこへ向けて公共交通を整備すれば違うのでは。倉敷や岡山に近いのみ、市にパッとする魅

力がないから住みたいと思えない。お店もないし、人もいないし、交通機関もないしで、負の連

鎖だと思う。市単位でどうこうするだけでは変わらないと思う。他の地域からも人が来るように

しなければ、他県から移り住んだ人は、とにかく退屈である。 

若者よりお年寄りの方が多いと思うので何とも言えない。 

職場も倉敷で、住んでいる所も倉敷にかなり近い所なので、そもそも浅口市民であるという意

識も私の中にほとんどありません。「強み」だと思えるところが思いつかない点が「弱み」だと思

います。若い人たちにもっと身近な手段で、つまり広報紙ではなく、ＳＮＳ（特にツイッター）を通

じて情報を知ってもらうことが良いと思います。 
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保守的なのが弱み。長いものに巻かれろ、勝ち馬に乗りたい、という政治意識の方が多いよう

に感じる。声が小さい人、少数意見、異なる意見を言いにくい。議論するという文化がない。 

弱みは就労できる企業などが少ないこと。 

弱みは、もっと活発的に地域の行事に積極的に参加すべき。現在アパートを探しているのです

が、思ったより空いている所が少なかったり、住みたい地域にはアパートがなかったりしている

ところです。鴨方に住みたいと思っています。 

弱み：遊べるところが少ない 

高齢化、シニアが多数。交通の便が悪い。 

駅周辺の施設はある程度ありますが、南北に行く手段が少なく、タクシーか自転車、歩きか車

になるのが、場合により自由が効かないかと思います。あと、鴨方インター周辺が閑散として

いる印象があります。 

目玉になるものがない。そうめん→大好きですよ、でも目玉にならない。天文台→すごいです

よ、１年に何回も行かない。カキ→大好きですよ、はい。「浅口市って小さい市なのに○○が

あってすごいね」っていうものがほしい。小さい市だから○○がないが当たり前になってるのが

悲しい。電気屋多すぎ。しかも国道沿いに、なぜ。 

田舎すぎる。イオンつくれ。 

弱み：少しズレると思うが、金光町の通りの道は大型トラックの交通が多いので、子どもを遊ば

せるのに少し不安になる。→鴨方ＩＣが近いので仕方ないのだが・・・。 

岡山県内での知名度が低い。企業が少ない。 

自然が豊かなど、強みが若者向けでないこと。 

弱み：浅口市に若者が魅力がないため、市外に出てしまう。 

弱み：若者が外に出てしまいます。 

強み：人が多すぎず、少なすぎずで利用しやすい場所がある。 

弱み：リーダーが若くない！「若者がいきいきと暮らすまち」になるためには、若者が中心となっ

て改革していく必要があると思う。昔の人の意見も大事ですが、時代は変わっている。若者の

事は若者にしか分からんで！若者が集まる場所が実際にあい、どのくらい人の出入りがある

か、どういった不満があるのか調査しているのか？市がテナントを用意し、お店を出してみた

い！という若者を募集して支援してあげるのもアリ。 

弱み：高齢者のための介護施設等は多いが、若者のための施設が少ない。3町ごとに動いて

いるので、まとまりがない。 

浅口市に住んで一カ月、まだ何もわかりません。 

週末に浅口市でレジャー等で過ごそうとは思わない・・・？生活が浅口市の中では完結しない。

（浅口市に魅力的な職場がない）女の人が 1人でもふらっと安心して入れる飲み屋さんやバル

がない・・・！ 

浅口市に限定したことではないが、岡山県が他県に比べて就職口が少ないように感じる。特に

優秀な人々の地元離れが否めない。強みも弱みもこれといったものが挙げられないのは興味

がないわけではなく、他の市町村の状況を理解していないため比較できないことに原因がある

と考える。逆に聞きたいのだが、市は浅口市の何を強みだと考え、何を弱みだと考えているの

か。このアンケートに真剣に回答した人数は送付した人数に比べてどのくらいなのか。ますま

す受動的になる若者に対して情報を開示する制度を整えてほしい。 

駅近くに学校はあるが、帰りなどに遊んで帰る場所がないので、倉敷や福山に行ってしまうの

ではないか。高齢化が進む中で若者は大切にするべき！ 

公立幼稚園（西・東）が早く 3年通えるこども園になると、保育園に入れない人々は助かりま
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す。 

特産品が無い・大企業が無い・小学生の預け先が足りない・ハローワークが遠い 

小学校のカバンを他と同じようにランドセルにしてほしい、子供と親の楽しみが無い。金額が高

いと言う声が出たら補助を出せばよいこと。時代に合わせてください。 

子供のリュックをランドセルにして欲しい、子供と一緒に選ぶ喜びも無い 

１８歳まで医療費無料 

高梁川を超えるのに時間がかかる 

大学が無いこと 

若者が楽しめるレジャー施設が無い 

飲食店が少ない、夜遅くやっている店がコンビニしかない 

浅口市の知名度が低い 

しがらみが強い、若者が集えるカフェがない 

住居環境が不十分、家賃相場が高い、他市が行っている若者向け住居補助、自慢となる市の

特徴が無い 

就職先の少なさ 

他市に比べると地味 

若い人たちに優しくない町 

若者が好む店やレジャー施設がない 

飲食店が少ない・娯楽施設がない 

親が相談できる場所 

税金が高い・道の駅や観光案内所がない・みんな倉敷に行く 

基本的に市外にいかないと何もできない 

若者が参加できるサークルがない 

子どもを産む前の支援、産婦人科がない 

田舎すぎて遊ぶところがない 

町内会を強要してほしくない 

若い人がいない・お金がない 

整備されていない道路・荒れた畑 

楽しめる施設がない 

インパクトのある遊具がない 

わからない 

地域の行事が多い。人口が減少に対して、昔ながらにこだわっているところ。 

仕事・職場が近距離にない。 

これといった魅力的がない 

医療が過疎化。救急施設がない 

若者が行くような商業施設がない 

年配の方の為に車がなくても生活ができる環境を見直してほしい。 

マイナンバー・インターネットを活用して、ウエブ上で公共施設の予約状況・確認・予約ができ

ない。年数の経っている家屋が多い 

若者でもレディース健診が受けれるようにしてほしい。 

外灯が少ない。 

公共交通機関(駅まで)行くのに不便 
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寄島からの公共機関がない。 

観光スポットが少ない。車がないと不便。働く場所が少ない。 

←を活かしたイベント・施設を増やすことで今以上に浅口市に人が来るのでは・・・ 

町によって住みやすさに”差”がある 

住みやすいが、飲食店が少なく、観光スポットと呼べるものがない 

気軽に立ち寄れるカフェスペースがあれば活気があふれそう。 

子供が成長するにあたり、それに伴い何かが足りない。 

子供支援の充実。 

飲食店が少ない。 

子供が自由に過ごせる環境づくり。働きにくい地域 

働くところが少ない。 

若者が集まる場所がない 

物品が少し高め 

公立も見直してほしい 

行政サービスが少ない。 

不便な町ではないが、あまり変わり映えしない 

学力が今一つ。介護・介助のサポートを見直し。 

昔みたいにご近所の方との触れ合いがなかなかない。 

就職場所が少ない。ショッピングモールみたいなもがない。 

２号線バイパスが全開通すればいまよりも通過点としての存在になってしまう危機感もある

為、早急な魅力創生をしてほしい。 

アピールするところがない 

買い物ができるが、車がないと行けない。交通機関を便利化にしてほしい。 

子育ての保育料だけ。水道代が高い。 

年配の方が多い。 

飲食店が少ない。大きな病院がない。 

イベント企画を若い世代の声も聞いてほしい。 

若い人たちも参加できる教室の時間帯を増やしてほしい。 

文化施設が少ない。 

小学校で学童の運営が浅口市の中でも差があるように感じられる。 

買物したり、遊んだりする施設が少ない 

もっと浅口市の魅力を情報発信すること。これといった観光施設もなく、ただ通過するだけに

なってしまうので、もっと人が集まれるようなレジャー施設をつくったり、若者が集まれる場をつ

くることが必要。行政側のやり方にも問題があると思う。市民にもっと情報開示したり、市民の

声に耳を傾けてまちづくりを行った方が良いと思う。 

住民税が高いところ 

大きな観光名所や商業施設がないので、他市・県の人からすると浅口市はどこ？みたいにな

るのが弱み。その弱みから若者が浅口市に寄り付かない傾向があるのではないか 

若者の遊べる場所が少ない 

若者の遊べる場所が少ない 

人口が減っていく。みんなにアンケートして上の人が勝手に決めないでほしい。 

若者が遊べる施設やおしゃれなカフェやデートスポットがないところ 
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幼児を遊ばせられるようなレジャー施設がない 

遊ぶところがなく、週末を浅口市で過ごそうと思えない、「市外になくて、浅口市にあるもの」が

ない 

遊べる場所がない 

お年寄りがあまり外出するきっかけ作りが少ない 

遊ぶ場所がない、飲食店が少ない、店が集中的に固まりすぎ、ファストフード店がない 

住むことに対して魅力がない 

夜北の方に行くほど街灯が少なく怖い。北の方にも警察署があれば夜でも駆け込める。せめ

てコンビニでもあれば 

広いので祭りなどの催し物があるとき会場までが遠くて断念してしまうところ、公共交通機関が

増えるといいなと思う。 

店が少ない点 

若者が他の街に誇れるような施設や魅力が何もない。40歳以下の住宅、土地取得の補助が

手厚くあってもよいと思う。（Ｉターン、Ｕターンも対象）、年寄りの政策ばかりで若者の喜ぶ政策

は何一つない。多くの街の政策に目を向けたり、外部からの助言も聞き、考え方を変えなけれ

ば浅口市に未来はないと思う。このアンケートもこんなに大きな封筒で送らなくても、折り曲げ

て送れば安く送れる。 

若者が集まりそうな施設がない、働く場所が少ない、植木祭等行事があるも年寄り向けのもの

が多い、金光教など若者には興味ない 

若者向けの施設が少ない 

近くに商業施設がない 

電気屋とドラッグストアがやたら多い、食べるところが少ない、24時間スーパーがない 

遊ぶところが少ない 

水道代が高い、駅の南側に何もなくてさみしい（居酒屋チェーンがあればうれしい） 

古いもの（習わしなど現代にそぐわないもの）が多いように思う。各地区である町民運動会の

必要性が分からない。親世代（60代）に聞くと、「昔は遊びに出かけることも少なかったからそ

れくらいしか楽しみがなかったのよ、今は何でもあるから若い人たちは町民運動会なんていか

ないわよね、私もずっと参加していないわ」と話してくれました。町や地区の中で横のつながり

がしっかりとしていることは良いことだと思いますが、現代のニーズにはあっていないと思いま

す。必要とされるものは時代によって変わって当然だと思います。空家が多く土地の所有者が

いることなので、市での管理は難しいかもしれませんが、浅口市に家を建てようという人は

元々この土地の人ばかりの王に思います。若い人はもっと都会へ出るでしょうし、戻ってくる人

や浅口市が良いと新規で来る人は少ないと思います。何が魅力か、私にはまだわかりませ

ん。 

少し交通の便が悪い。市内を走るバスなどを増やしていけばよくなっていくと思う。 

正規雇用で働く会社の少なさ 

蛇を少なくして。マムシ退治の報奨金を出しては。子どもが噛まれたら大変 

早島町のような補助、支援があれば、ベッドタウン化は可能だと思う。 

弱み：「これ」と言って遊びたいと思えるスポットがない。専門職や大学卒の人が入りたいと思

える就職先が少ない。夕方～夜に活動できる場所がない。 

弱み：商店（飲食店含む）が少ない。 

 


