
 

 

 

 

 

山口市が目指すまちの姿 
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目指すまちの姿
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番号 性別 年齢 まちの姿 理由 区分１ 区分２ 区分３ 区分４

1 女 10歳代 お店や娯楽施設。 他市・他県へ行く事が多い。
15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

2 男 10歳代 お店や娯楽施設が豊富。
遊戯できる施設が少ないので、県外や市外に行きがちです。もっと活性
化させたいです。

15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

3 女 10歳代 もっとショッピングできるまち。
山口市には映画館も無くて、大きなショッピングモールも無いので、休
日は、わざわざ遠出しなくてはいけないのが大変です。

15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

4 男 10歳代 安全に暮らせるまち。 治安が悪いから。 14治安がよく安心
5 女 10歳代 海が近くにある。 海は遠出しないと行く事が出来ないから。 17その他
6 男 10歳代 街灯が多いまち。 夜暗いと感じる事が多い。 14治安がよく安心

7 女 10歳代 活気ある民間企業の多いまち。
一般企業の賃金は山口市の公務員給料との差が多くあるため、山口市の
一流企業が山口市役所になっていてはだめだ！！仕事もしない奴が多す
ぎる。

8産業が盛んで働く場所が
充実

8 男 10歳代 活気のあるまち。
若い世代の人が働く場があり、住みたいと思う事により、町に活気が出
てくると思う。お祭りやイベントがあれば良いと思う。

8産業が盛んで働く場所が
充実

9 女 10歳代
企業をつくり、若者が生き生きと過ごせるま
ち。

企業が少ないため若者が県外にどんどん出て行って高齢化が進んでい
る。もっと若者が就職できるような企業が必要だと考える。

8産業が盛んで働く場所が
充実

10 女 10歳代 交通の便がいいまち。 電車、バスの本数が少な過ぎて、遊ぶ気が失せる。 9交通利便性が高い
11 女 10歳代 交通の便が良いまち。 電車やバスの便数が少ないから。 9交通利便性が高い
12 女 10歳代 交通利便性の高いまち。 どこに行くにしても電車やバスがなくて困る。 9交通利便性が高い

13 女 10歳代 交通利便性の高いまち。

今の山口市は、昔と比べると道路も整備され、車による移動がしやすく
なったように思う。しかし、市街地から離れた地域に住む高齢者にとっ
ては、車を持っていなければ、バスもあまり通っていない為、交通手段
が限られて、不便だと思う。

9交通利便性が高い

14 女 10歳代 交通利便性の高いまち。 車以外の交通手段が不便だから。 9交通利便性が高い

15 女 10歳代
高齢者・障がい者等、弱者を理解し、思いや
りあるまち。

自己中心的な人が多くなり、差別を無意識にされていると思う事が多
い。

12個性を尊重し多様なラ
イフスタイルが実現

16 女 10歳代
今から暮らし始める人も、ずっと暮らしてい
る人も、安心・安全に過ごせる治安の良いま
ち。

家の近くで犯罪が起きて怖かったので、他の人にあじあわせたくないで
す。

14治安がよく安心

17 男 10歳代 市内に住んでいて楽しいまち。
大型のショッピングモールがあれば、賑やかになるし、市外の人も来て
もらえる。

15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

18 女 10歳代 思いやりのあるまち。
割と冷たい人が多い。親身になって相談にのってくれる人が、あまりい
ない。

10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

19 女 10歳代 若い人も住みたくなる、活気のあるまち。
若い人が働く事のできる場所が少ないので、他の市・県へ出てしまうか
ら。

8産業が盛んで働く場所が
充実

20 女 10歳代 若い世代が住み続けるまち。
大学の学部、設備等が充実していないため、若い世代が県外へ出て行っ
てしまうから。出て行った若い世代が戻って来たいと思うような魅力が
ないから。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

21 女 10歳代
身近にバリアフリーを感じる事ができるま
ち。

信号や交差点で段差があり、お年寄りの方や身体の不自由な人が、安心
して暮らせるようになると良いと思う。

16まちづくり全般

22 男 10歳代 人が集まる場所が集まっている。 多くの人が集まる場所が市内に分散している。 16まちづくり全般

23 女 10歳代 誰もが平等で生活したい。
障害の方でも、同じ人として働いて生活したい。テレビとかでもいろい
ろあるけれど、それは、おかしいと思う。

12個性を尊重し多様なラ
イフスタイルが実現

24 男 10歳代 夜でも安全に出歩けるまち。 街灯が少なく、夜は危なく感じる為。 14治安がよく安心

25 女 10歳代 歴史・文化等を意識できるまち。
国宝等があるのに、良さを活かしきれていないと感じる。また、もっと
地元の人が、それらの良さを感じて生活できると良いと思う。もったい
ないです。

3歴史･伝統･芸術･文化を
大切にする

26 女 20歳代
“おいでませ”と、他県、他地域の人をしっ
かりと迎えられるまち。

人々が楽しめる施設もなく、有名なスポットも少ないため、誰も観光と
して訪れようと思わないと思うから。

4観光交流が盛ん

27 女 20歳代
あらゆる世代の人がふれあいを持つ事が出
来、誰もが安心して笑顔で暮らせるまち。

高齢化に伴い、生活に様々な不安があるが、地域のコミュニティが衰弱
していく事が懸念される。地域でお互いに気軽に声を掛け合い、笑顔で
暮らしていけたら良いなと考える為。

10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

28 女 20歳代
ある程度の時間までお店が開いて、観光客も
利用しやすい、交通利便性の高いまち。

歴史や文化は大切にしつつ、観光する人もしやすいように、バスや電車
をもっと使いやすいようにすると、山口中心街にも人が集まり、お店も
少し長い営業をされる等、今よりも、もっと活気が出るのではないかと
思う。居酒屋以外のお店（カフェ等）が早く閉まり、平日、仕事の後
等、お茶をする素敵なお店がたくさんあるのに、もったいないと思う。

9交通利便性が高い
15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

29 女 20歳代
お店や娯楽施設が沢山あり、買い物が便利な
まち。

選択肢が少ないので、好きな衣服をなかなか買えない。
15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか
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番号 性別 年齢 まちの姿 理由 区分１ 区分２ 区分３ 区分４

30 男 20歳代
お店や娯楽施設が豊富で、夜でも賑やかさの
あるまち。夜でも賑やかさのあるまち。

やはり、子供が安心して暮らせるというのは田舎だからで、人が穏やか
で大事ですが、その反面、都会に若者が流れてるのも事実です。もう少
し、交通機関・ショッピングセンター等を賑やかにしない限り、若者の
増加は見込まれなく、すなわち、山口の将来は無いと思います。

15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

31 女 20歳代 お店や娯楽施設が豊富なまち。 お店や娯楽施設が少なく、市外に出る事が多いから。
15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

32 男 20歳代
お店や娯楽施設が養父で、夜でも賑やかさの
あるまち。

市民全体の意識の低さ。
15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

33 女 20歳代
ここでずっと暮らしていきたいと、心から思
えるまち。

①働く場所が充実していれば、安定した収入を得る事が出来、人が多く
なる為、結婚率も上昇すると思う。
②共働きの夫婦の場合、保育園に預けられる保障があれば、２人目、３
人目を産みたいと思っている人も踏み切れると思う。
③災害対策がしっかりとしていれば、歳をとっても安心して暮らせる。

7子育てしやすい環境が整
備

8産業が盛んで働く場所が
充実

13防災対策や浸水対策が
強化

34 女 20歳代
ここに住みたい、と思われる魅力のあるま
ち。

「子育てしやすい」でも、「好きなまちなみがある」でも、理由は何で
も良いですが、「ここに住みたい」と思って暮らす人のパワーは大き
く、他の人をも惹き付けます。まずは、「住みたい」と思ってもらえる
ポイントを見つけて強化し、ＰＲしてはどうでしょうか。ＹＣＡＭも、
一般の人にもっとわかりやすく伝える工夫をする。若しくは、とことん
コアな人々にピンポイントで発信する事で、全国・世界から人を集める
事ができるはず。ターミナルパークもホールを造るなら、様々な音楽コ
ンクールやコンサート等を、「ぜひ、ここでやりたい」と、何年も先ま
で予約が埋まるような施設にしないと、大金を掛けるのがもったいない
です。移住者や起業した人、地域の中心となっている人等の情報を徹底
的に集め、彼らを有機的につなぐ事で、「何だかここに住んだら楽しそ
う」というわくわく感が生まれ、それが更に市の魅力になると思いま
す。今あるものや人を再発見して、つなぐだけならお金もほとんど掛り
ません。全ては市職員の感度と、行動力や発想力、話しを聞いて協力し
ようと思ってもらえるかといった、職員自身の人としての魅力に掛って
いると思います。

16まちづくり全般

35 女 20歳代 ショッピングが楽しめるまち。 買物を市内でしようと、あまり思えない。
15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

36 男 20歳代 スポーツに親しむまち。
スポーツに親しむ環境づくりをする事により、地域コミュニティの活性
化につながり、治安も良くしていく事ができる（声掛け等）。

5スポーツに親しむ環境が
整備

37 男 20歳代 安心・安全に暮らせるまち。 近年、自然災害が多いので。
13防災対策や浸水対策が
強化

38 女 20歳代
安心してあれもが落ち着いて楽しく暮らせる
まち。

安心して暮らせる事が、日々の生活をして行く上で一番大切だと思うか
ら。
治安の良い事が、子育てをしていくにも、伸び伸びと育てて行けるか
ら。

14治安がよく安心

39 男 20歳代 安心して子どもを産み育てられるまち。 産科や小児科、また、託児所等が不足しているように感じるため。 7子育てしやすい環境が整

40 男 20歳代 安心に暮らせるまち。
台風や地震が少ないので、それい以外の安全さがほしい。安全な地域に
なってほしい。

16まちづくり全般

41 男 20歳代 移動の便利性。 都会のようにとは言わないが、移動手段が、もう少しあればと思う。 9交通利便性が高い

42 男 20歳代 医療が充実したまち。 自分が、医療人になりたい為。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

43 女 20歳代 穏やかな気持ちで生活できるまち。 穏やかに平和な暮らしがしたい。 16まちづくり全般

44 男 20歳代 活気あふれるまち。 商店街等の商業施設を、もっと充実してほしい。
15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

45 女 20歳代 活気あふれるまち。
もっと新しい店がほしい。
企業を増やして、働ける場所を増やしてほしい。

15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

46 女 20歳代 活気あるまち。
高齢者の割合が高くなる→医療の充実。
都会に出た若者が、家を建てられるような手当て。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

16まちづくり全般

47 男 20歳代 活気あるまちづくり。 夜、早くから町が淋しい。
15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

48 女 20歳代 活気がほしい。 商店街。
15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

49 男 20歳代 活気のあるまち。
若者が、定住したくなるような魅力的な企業、ショッピングや外食の場
が少ないから。

15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

50 女 20歳代 活気のあるまち。
つぶれた店の後がそのままだったりと、昔よりも確実に活気が無くなっ
たと感じるから。

15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか
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番号 性別 年齢 まちの姿 理由 区分１ 区分２ 区分３ 区分４

51 女 20歳代 活気のあるまち。
同世代の友人達は、県外に出ている人が多く、若者には刺激が少ない町
だと思う。もっと若い人が増え、活気ある町になってほしい。

16まちづくり全般

52 女 20歳代 観光も盛んで、山口市の魅力を発信できるま 山口市のアピールが、弱く感じる事が多いです。 4観光交流が盛ん
53 女 20歳代 観光業に力を入れる。 未だ観光は、あまり力が入っていないから。 4観光交流が盛ん

54 男 20歳代 企業が、もっとあれば良い。 働く場所が少ない。
8産業が盛んで働く場所が
充実

55 男 20歳代 県外から人を呼ぶ事のできるまち。
交通・物流の便は良いが、留まる魅力は薄い。県の外、特に県外から来
る人が多い町でもあるので、その人達が、住みたいと思えるようになっ
てほしい。

16まちづくり全般

56 女 20歳代
県外に買い物に行かなくても、便利なファッ
ション性のあるまち。自然もあるが、町内は
都会。

夜、買い物に行かない（店が開いていない→町の賑いが無くなる）。
県外に行かなければ、娯楽施設や店が無い。パルコや、そういう若者が
行く所を造れば、若者離れも少なくなると思う。

15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

57 女 20歳代
県内他市町村から山口市に多くの回数来ても
らうまち。

商業施設が少なく、他市町村や県外へ行く人が多いと感じるため。
15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

58 男 20歳代 娯楽施設が豊富なまち。
山口市には映画館も無く、若者にとって魅力的な施設が無いので、つま
らない。その為、人が市外・県外へ流出する。

15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

59 女 20歳代 交通が便利なまち。 電車やバスの本数をもう少し増やしてほしいから。 9交通利便性が高い
60 男 20歳代 交通の便が良いまち。 他の県と比べて道路が狭かったり、電車の数が少ないから。 9交通利便性が高い

61 女 20歳代 交通の便利性が良い。
現在のＪＲは本数が少なすぎて、便利性が悪いと思う。新山口での乗換
で、５０分以上待つ事がある為、学校が終わった時に、ただ帰るだけな
のに、疲れが溜まるから。

9交通利便性が高い

62 女 20歳代 交通の利便性の高いまち。
学生の時、電車が直ぐ止まるし、一時間に一本しか無く、不便だった
為。

9交通利便性が高い

63 男 20歳代 交通の利便性の高いまち。 交通が雨・風に弱く、遅延も多い。 9交通利便性が高い
64 女 20歳代 交通利便性の高いまち。 観光客が移動しにくいから。 9交通利便性が高い
65 女 20歳代 交通利便性の高いまち。 自動車を持っていないと、移動が不便。 9交通利便性が高い

66 男 20歳代 交通利便性の高い町
自家用車での移動はしやすいが、他の交通手段（電車等）が不便だか
ら。

9交通利便性が高い

67 男 20歳代 洪水、土砂災害の少ないまち。 洪水、土砂崩れ、浸水等が発生する事が多い為。
13防災対策や浸水対策が
強化

68 女 20歳代 高度な医療や福祉サービスが充実したまち。 出産できる病院の少なさ。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

69 男 20歳代 高度な医療や福祉サービスが充実したまち。
生活するにあたり、一番心配なのは病気です。安心できる生活を送れた
ら、幸せだと思います。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

70 女 20歳代 高齢者福祉が充実しているまち。
将来、歳をとっていく事に対して、年金や生活の面で、不安を感じる事
が多いから。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

71 女 20歳代 災害対策のしっかりされている安全なまち。
地震や津波、大雨等による災害が増えているので、もっと危険に陥るリ
スクの低い町になると良いと思う為。

13防災対策や浸水対策が
強化

72 － 20歳代 子ども（皆）が安心して過ごせるまち。 恐いニュースや事件が多いので。 14治安がよく安心

73 女 20歳代 子どもがいても働けるまち。 子供がいて、保育所もいっぱいで預ける所が無く、働けない。
7子育てしやすい環境が整
備

74 男 20歳代
子どもからお年寄りまで、安心して暮らせる
まち。

個人情報の保護が、きちんとされてほしい。 16まちづくり全般

75 女 20歳代
子どもから高齢者が住みやすい、活気あるま
ち。

電車やバス等の公共交通機関が不充分で、車が無いと、どこに行くにも
不便。
教育を受けられる環境が少ない分、地元を離れていく人々が多く、御高
齢の方々が、生活に不便さを感じる事が多い。また、孤独を感じている
方々もいる。
マンション等の居住地は沢山あるが、ショッピングモール等の娯楽施設
や医療機関（老健等も）等が少なく、将来の老後の生活を考えた時、不
安が大きい。

9交通利便性が高い

76 女 20歳代 子どもと車にやさしいまち。

ニュースでよく子どもの事件、事故など目にするので、小さい子供は
スーパーや公園などでも安心して出掛けられるような環境に、大きい子
供なら通学時や遊びに出掛けて帰る時など、安心できる環境になれば助
かります。
あと、山口市は信号がムダに多かったり、とにかくどこへ行くにも混む
ので出掛けづらいです。

16まちづくり全般

77 男 20歳代
子育てがしやすく、娯楽施設や働き口が豊富
な、若者が住みやすいまち。

市内は高齢化が進み、若者の県外流出を防ぎきれていないから。
若者に魅力の無い町になっている。

7子育てしやすい環境が整
備

8産業が盛んで働く場所が
充実

78 女 20歳代 子育てしやすいまち。
もっといろいろな援助があれば、もっと良くなっていくのではと思う
為。

7子育てしやすい環境が整
備
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79 男 20歳代 子育てしやすい環境。

保育園の待機児童が多い。
勤務時間が短かったり、自営で書類を書き、勤務時間を誤魔化している
人が保育園に通い、他の人が入れなくなっている現状を、ほったらかし
にしている。

7子育てしやすい環境が整
備

80 女 20歳代 子育てしやすい環境。
7子育てしやすい環境が整
備

81 女 20歳代 子育てしやすい環境が整備されたまち。 育児休が取りにくく、保育園に入れない。働けない。
7子育てしやすい環境が整
備

82 女 20歳代 子育てしやすい環境が整備されたまち。
市が管理している公園が少なく、休日に安心して遊べる公園に人が偏
り、人が多過ぎて遊ばせにくい。小さな公園は自治体に任せているか
ら、老朽化が目立つ。

7子育てしやすい環境が整
備

83 男 20歳代 子育てしやすい環境が整備されている。
買物をする所が少なく、また、相談を気軽にできる環境もあまり整って
いない。個々の自己責任となっていて、市としてのサポートが感じられ
ない。

7子育てしやすい環境が整
備

84 女 20歳代 子育てしやすい環境のまち。
認可保育園が少ないと感じる。職場に合わせて、防府市等、市外の保育
園を認めてほしい。

7子育てしやすい環境が整
備

85 男 20歳代 子育ての環境が整備されたまち。

①他の瀬戸内地域と比べ、産業資源が乏しいと思われる山口市では、地
域でのつながりといった面を、押し出す必要があると感じる。
②どの自治体でも共通の課題について、独自的に、山口市として取り組
む必要があると感じる。

7子育てしやすい環境が整
備

86 女 20歳代 市内を移動しやすい交通利便性の高いまち。
車が無く、バスを利用しようと思ったが、ホームページも見づらく、利
用しづらいと感じたから。

9交通利便性が高い

87 女 20歳代 視野の広い人が育つまち。
協働のまちづくりが叫ばれる中で、多様な人材の育成（子供も大人も）
が、必要になっていると思う。人々が学ぶ機会の充実を図り、視野の広
い人が育つ事が望ましいのではないかと思う。

16まちづくり全般

88 男 20歳代
事件や犯罪が二度と起きる事が無く、皆が安
心して、平和に暮らしていけるまち。

ニュースや新聞等を見て、よく事件や犯罪が、毎日のように頻繁に起
こっている為。

14治安がよく安心

89 男 20歳代 治安のよいまち。 交通ルールを守らない方々が多い。 14治安がよく安心

90 男 20歳代 自然と調和したまち。
豊かな自然の魅力を、前面に押し出したまちづくり。スローな町の感じ
が、とても良いから。

11身近に自然を感じる

91 男 20歳代 自由に娯楽施設が利用できるまち。 交通の利便性、駐車場等が狭い。少ない。 9交通利便性が高い
92 男 20歳代 若者が、安心して暮らせるまち。 若者が少ないので、呼び寄せる。 16まちづくり全般
93 男 20歳代 若者が、希望を持って暮らせるまち。 若者の都市部への流出の多さ。 16まちづくり全般

94 男 20歳代 若者が、将来に対して希望のあるまち。 産業が活発でなく、就職先が少ない。
8産業が盛んで働く場所が
充実

95 男 20歳代 若者がずっと住みたいと思うまち。

山口は高齢者が多く、若者は都市部に出て行っているので、中心商店街
の活性化、企業の誘致など、若者が就職しやすく、買い物がしやすいよ
うにしてほしい。それにより山口全体が活性化し魅力あるまちになるの
ではないか。

8産業が盛んで働く場所が
充実

15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

96 男 20歳代 若者が集まるまち。 少子高齢化が進み、子どもが少ないまちになってしまう。 16まちづくり全般

97 女 20歳代 若者が魅力を感じるまち。
働きたいと思える職場が無い。
ショッピング等、娯楽施設がまだまだ充実していない。

8産業が盛んで働く場所が
充実

15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

98 女 20歳代 若者の楽しめるまち。 活気が出るように。 16まちづくり全般

99 女 20歳代 若者の職場が充実したまち。 人口が減少して、高齢化が進んでいるので。
8産業が盛んで働く場所が
充実

100 女 20歳代
就職できる場所を増やして、もっと子どもや
若者を増やすまち。

山口線の本数が減って、とても不便。地元で就職したいが、良い企業が
無い。

8産業が盛んで働く場所が
充実

101 女 20歳代 充実した遊戯施設。 遊ぶにしても遠いし、若い者が行くには、あまり楽しい所が無いから。
15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

102 男 20歳代 商業地域のまとまったまち。
商業地域がまとまっておらず、車で移動せざるを得ない状況。結果とし
て市内の至る所で渋滞が発生しており不便。効率のよい都市計画を望み
たい。

16まちづくり全般

103 女 20歳代 障がい者も安心・安全に暮らせるまち。 16まちづくり全般

104 男 20歳代 人口流出に歯止めがかけられるまち。 若い世代が満足して働ける場所が少な過ぎる。
8産業が盛んで働く場所が
充実

105 女 20歳代 人々のふれあいがある温かいまち。
人々のふれあい、つながりが最終的には一番大切だと思う。災害時でも
日々の暮らしでも。

10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

106 女 20歳代 人々の心に余裕が持てるまち。
心に余裕が無いと、人に優しくすることが難しく、自分と違った意見の
人との調和もできなくなり、孤独になってしまう人々が増えてしまうと
思うから。

10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

107 女 20歳代 多様性あるまち。
夜遊びに行ける店も場所も無く、行く所が無いと思う事が多い。他県に
行かないと、満足できる買い物は出来ない。

15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか
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108 女 20歳代
大規模な公園や自然とふれあう場が多いま
ち。

公園が他の市に比べて少ないと感じるから。 11身近に自然を感じる

109 女 20歳代 誰でも移動しやすいまち。
タクシー・バス等も少なく、車が無いと不便な事が多い。子供やお年寄
り、主婦の人が、少しでも動きやすい町になってほしい。

9交通利便性が高い

110 女 20歳代
誰でも市内を自由に移動できる交通利便性の
高いまち。

以前、自家用車を持っていなかった時、会社へ行く為（雨の日）にバス
を利用していたが、料金が高かった為。

9交通利便性が高い

111 女 20歳代
誰でも市内を自由に移動できる交通利便性の
高いまち。

交通の便が悪いと感じる事が多い。 9交通利便性が高い

112 女 20歳代
誰でも市内を自由に移動できる交通利便性の
高いまち。

電車・バスの便が少ない。 9交通利便性が高い

113 女 20歳代
誰でも自由に移動出来、訪れる事のできる交
通利便性の高いまち。

学生時代、他県で過ごしていたが、山口市への行き来が大変不便だっ
た。他の県から来る人達も、不便に感じているのではと思った。また、
市内のバス等の便が少ない気もした。山口・新山口発。

9交通利便性が高い

114 男 20歳代 誰もが、安心・安全に暮らせる。
小さくても事件等が多々あり、警察も動いてくれる事が少なく、不安に
感じる。

14治安がよく安心

115 女 20歳代 誰もが、安心・安全に暮らせるまち。
ここ数年、自然災害が多いので、防災強化は、重要だと思います。夜の
賑やかさは不要。事件や犯罪の基になる。

13防災対策や浸水対策が
強化

14治安がよく安心

116 男 20歳代 誰もが安心に便利に暮らせるまち。 生活して行く上で、最も重要な事だと思う。 16まちづくり全般

117 女 20歳代 誰もが安心安全に暮らせるまち。
学生なので、今から年金を支払っていくが、将来、年金だけでは生活で
きそうにないと感じる事がある。

16まちづくり全般

118 男 20歳代 誰もが市内を自由に移動できるまち。
交通の便が悪く、移動がしにくい。自転車でも道がガタガタで、車でも
車線が少ないので渋滞気味な気がして不満。

9交通利便性が高い

119 女 20歳代 誰もが自由に市内を移動できるまち。 交通に不便を感じる事が多い。 9交通利便性が高い

120 女 20歳代 誰もが便利に使用できる交通網のあるまち。

自家用車が無いと不便な点が多いので、バス停の数が充実していると良
いと思います。車が使用できない時にバスを利用するのですが、使用し
たいバスの路線上の停留所が６００ｍ以上と家から遠い（葵交差点、湯
田温泉駅入り口）ので不便です。

9交通利便性が高い

121 女 20歳代 地域医療・福祉サービスが充実したまち。
高齢化社会には、医療・福祉と地域とのつながりが、大事になってくる
と思うから。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

122 女 20歳代 鉄道を待たずに使える。 交通の便が悪い。 9交通利便性が高い

123 男 20歳代 土日・祝日・夜間ににぎわうまち。 若者が遊ぶ場所があまりない為。
15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

124 女 20歳代 働く場所があり、子育てしやすいまち。
働く場所が無ければ、若い人は他県に行くばかりで、山口に残りたいと
思わないと思うので、働く場所をつくって、若い人を残して、子育てし
やすい町をつくって、山口で子育てしたいと思える町にしてほしい。

7子育てしやすい環境が整
備

8産業が盛んで働く場所が
充実

125 女 20歳代
働く場所が充実し、活気ある生活を、安心し
て送れるまち。

山口市に働く場が無く、若い人は仕方なく県外就職しています。また、
Ｕターン・Ｉターン希望者が、生活に不安なく、山口に住もうと思う環
境が必要。山口＝車が不可欠でなく、交通整備もしてほしい。

8産業が盛んで働く場所が
充実

9交通利便性が高い

126 女 20歳代 働く場所が充実したまち。
県外の大学へ進学して、そのまま就職してしまう若者が、多くなってき
ている為。

8産業が盛んで働く場所が
充実

127 男 20歳代 賑やかなまち。 若者が、遊ぶ場所が少ない。
15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

128 男 20歳代 文化やスポーツを楽しめるまち。

ＹＣＡＭの活動やリレーマラソン等、興味を惹くイベントは多々ある
が、イベントの質と量共に、もっと充実出来そうな気がする。人口が増
えるのに越した事は無いが、現在の市民が、活気ある生活を送れる事
が、山口市の飛躍につながると思う。

3歴史･伝統･芸術･文化を
大切にする

129 女 20歳代 保育所の増加。

仕事をしているのですが、無任の保育所に預けている為（パート）、月
の保育料が５万円を超えています。低収入の家庭では、それを支払する
と、他の支払いに困ってしまいます。何とかしてほしいです。無任で
も、もっと安くしてほしいです。

7子育てしやすい環境が整
備

130 女 20歳代
防災体制がしっかりして、誰もが安心して過
ごせるまち。

防災対策・災害に不安を感じる事がある為。
13防災対策や浸水対策が
強化

131 女 20歳代
防災対策が充分にされ、安心して暮らせるま
ち。

今まで地震が少なかったからという理由で、対策をしていない気がす
る。古い家も多く、大きな地震が山口に来た時、想定外の被害が出るの
ではないか。

13防災対策や浸水対策が
強化

132 男 20歳代
防災対策や浸水対策が強化され、安心して暮
らせるまち。

台風の時の対策等、強化してほしいからです。
13防災対策や浸水対策が
強化

133 男 20歳代 落ちついた素敵なまちなみ。
一生住み続けるのに、日々の中での景観は人生を充実させ、気持ちが落
ち着くから。

2まちなみや景観が美しい
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134 女 20歳代 里山資本主義のまち。

県庁所在地の地価が４７都道府県で最下位。これを逆手にとればどんな
人間でも手を出しやすい＝Ｉターン、Ｕターンを見込める状況であると
思う。せっかくの自然があるのだから、もう一度里山の重要性を考えて
利用価値を見いだしてはどうか。いまだかつて県庁所在地で里山資本主
義に則ったロールモデルは存在しない。

16まちづくり全般

135 男 20歳代 歴史を基盤とした教育。 向上心の無い大人・小人が多いと感じている為。
3歴史･伝統･芸術･文化を
大切にする

136 男 20歳代 老若男女に愛されるまち。

老若男女の誰もが、気軽に安心して暮らせる町にしてもらいたい。
今の山口市には、人を呼び込める力が無いと感じる。公共交通機関にし
ても、ショッピングにしても、観光にしても、現状維持のみで、新しい
取り組みが無い。

16まちづくり全般

137 男 20歳代

道場門前に活気が無い。クリスマスシーズンに、お店が早く閉店してい
る。
もう少し、活気のある町にしてほしい。
働く場所が充実していない。

8産業が盛んで働く場所が
充実

15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

138 女 30歳代 「やりたい」と思う事が実現できるまち。
環境や資源（人・物・その他）が整っていなくて、他市・他県に出なく
ては、出来ない事が多々あるので（教育・買い物・就職他）。

16まちづくり全般

139 男 30歳代
１０代・２０代が働きやすい環境が整ったま
ち。

学生の市内・県外離れを食い止め、活気ある町をつくる為。
8産業が盛んで働く場所が
充実

140 男 30歳代

①子ども達が安全に暮らせ、充実した教育を
受けられるまち。
②子ども達が住みたいと思えるまちになって
ほしい。

①不審者情報をたまに耳にする為。
②若年層の県外流出が多く、活気が無くなっていると思う。
③子供達に生まれ育った街で暮らしてほしいと思う。

1安心して教育が受けられ
る

14治安がよく安心

141 女 30歳代 あまり興味が無い。 転勤中で、一時的に住んでいるだけなので。 17その他

142 男 30歳代
イベントの為に、住民に負担を求めすぎない
まち。

イベント誘致が多く、交通渋滞や騒音が増え、住民に対して配慮が感じ
られない。

17その他

143 男 30歳代 お金を使って遊べるまち。
衣料品を買いたい時は福岡やインターネット、ライブに行きたい時は広
島か福岡、外食したい時は買い物のついでに福岡で。お金を使って消費
したりサービスが山口市ではできないから。

15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

144 － 30歳代 お産と子育てがしやすいまち。
今は産院も減り、母親学級・父親学級もほぼ無く、出会いの場も無い。
子が産まれてからのひよこの会も、平日の昼間しかやっていないので、
働く母親にとって困るから、日曜日開催等を希望します。

7子育てしやすい環境が整
備

145 女 30歳代 お店や娯楽施設が、そこそこあるまち。
山口市は県庁所在地であり、新幹線の停まる新山口駅等もあるのに、店
や娯楽施設が少なく、不便さや華の無さを感じる。

15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

146 女 30歳代 お店や娯楽施設が豊富で、賑やかなまち。 出掛ける場所の選択肢が、あまりにも少なすぎる。
15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

147 女 30歳代
お店や娯楽施設が豊富で、夜でも賑やかさの
あるまち。

何も無いから。パチンコ店とドラッグストアばかり。
15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

148 女 30歳代
お店や娯楽施設が豊富で、夜でも賑やかさの
あるまち。

商業施設が点在している為、買い物がしにくい（山口市内で、買い物を
しようと思わない）。

15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

149 女 30歳代 お店や娯楽施設が豊富なまち。
少しの買い物ならば近場で済むが、他の買い物をする時はいつも市外
（宇部）や県外に出る事が多い。市内でも買い物がしっかりできるよう
になると良い。大内のゆめタウンくらいしかないので。

15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

150 女 30歳代 お店や娯楽施設が豊富なまち。 県外からお客さんが来た時に、食べに行く所が無い。
15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

151 女 30歳代 お年寄りや子どもに優しいまち。

山口市は自然に恵まれ、子供を連れて三世代で遊べる公園等もあり、県
外から来られた友達とかにも、子供を育てやすいとよく聞きますが、医
療費が他の県に比べて補助が無いので、家計に優しい市になればうれし
いです。

7子育てしやすい環境が整
備

152 女 30歳代 スポーツに親しむまち。 レノファとの交流をする事ができる。
5スポーツに親しむ環境が
整備

153 女 30歳代 スポーツに親しむ環境が整備されたまち。
体育館やグラウンドを使用するのに、お金を取りすぎだと思う。何に使
用しているのか。気軽にスポーツを楽しめない。スポーツ人口が減るの
では。

5スポーツに親しむ環境が
整備

154 女 30歳代 どの世代も安心して住み続けられるまち。
山口市と合併して利点があまりない。子供からお年寄りまで暮らしにく
いと感じられる事が多い。

16まちづくり全般

155 女 30歳代 みんなが幸せに暮らせるまち。
教育、子育て、医療をみんなが心配なく受けられ、子どもから高齢者ま
でが安心して暮らせるようなまちになってほしい。
若者も就職で選んでくれるようになってほしい。

16まちづくり全般

156 女 30歳代 もう少し利便性があるまち。 交通機関が不十分。 9交通利便性が高い
157 女 30歳代 安心・安全に暮らせるまち。 街灯が無いところもあるため。 14治安がよく安心



目指すまちの姿

-121-

番号 性別 年齢 まちの姿 理由 区分１ 区分２ 区分３ 区分４

158 男 30歳代 安心・安全に暮らせるまち。 子供を安心して育てたいから。
7子育てしやすい環境が整
備

159 男 30歳代 安心して子どもを育てて行けるまち。 子供を３人育てて行く事に、生活費や治安、教育環境に不安がある為。
7子育てしやすい環境が整
備

160 女 30歳代 安心して子育てができるまち。 許可保育園に入園出来ず、就職するのが不安。
7子育てしやすい環境が整
備

161 男 30歳代 安心して住み続けられるまち。
子育て・教育・防災・産業等、どの分野も充実・強化し、日々の暮らし
に安心感を感じられる町が、目指す町の姿ではないかと思います。

1安心して教育が受けられ
る

7子育てしやすい環境が整
備

8産業が盛んで働く場所が
充実

13防災対策や浸水対策が
強化

162 男 30歳代 安心して暮らせる。 何事もなく落ち着いて暮したい。 16まちづくり全般

163 女 30歳代 安心して暮らせるまち。 近くの仁保川が、雨が降ると増水して怖い。
13防災対策や浸水対策が
強化

164 女 30歳代 安心安全に生活できるまち。

①子供達の通学に関して危ないと思う事が多い。
②大きな病院はあるけど、充実しているとは言えないと思う。
③不審人物情報が多い。
④飲み屋も多いので羽目をはずしている人が多いのをよく見る。危な
い、怖い。
⑤堤防のすぐ横に宅地開発が進んでいて、もしもの時危ない。
⑥大学生が夜中も騒いでいることがあるため、怖いし迷惑。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

14治安がよく安心

165 女 30歳代
安心安全に暮らせること、子育てしやすいこ
と。

治安が良い方がいいし、子どもを預ける場所が少ないこと。
7子育てしやすい環境が整
備

14治安がよく安心

166 男 30歳代 安全に子ども達が暮らせるまち。 交通マナーが悪い（特に阿知須きらら浜前通り）。 16まちづくり全般

167 女 30歳代 医療が充実したまち。 子育て世代が、子供を産む事ができる産科が少ない事もあるから。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

168 女 30歳代 医療福祉の充実。
国が病院を減らそう、入院期間を短くしようとしているので、地域で医
療・福祉を受けれるようにしておかないと、必要な人がサービスを受け
れない状態になる。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

169 男 30歳代
一つ一つの家庭、人が、明るい未来を見られ
るまち。

子供達が、安心して過ごせる。どの家庭でも平等に、子供達が保育・教
育を受けてほしい。

1安心して教育が受けられ
る

170 男 30歳代 飲食、食料品の充実したまち。 目立った競合がないため、食料品や飲食店の物価が高く感じる。
15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

171 女 30歳代 駅ビルみたいな複合施設。
せっかく新山口駅がきれいになるのだから、小倉の駅周辺みたいに、小
倉程ではなくても、子供から老人までが見られるお店等（服や雑貨）を
充実してほしい。

15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

172 女 30歳代 駅周辺（新山口駅）でのショッピング。 駅周辺にショッピングモールがないので、あったらいいと思う。
15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

173 男 30歳代 駅前の発展。 駅を含む周辺が静かすぎる。
15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

174 － 30歳代
各拠点が、それぞれの特色を活かし、それに
特化して、“売り”が明確化されているま
ち。

どこに行っても、何をしようとしても、結局、何もかもが中途半端だか
ら。それぞれが、あれもこれもやろうとして、広く浅くになっているの
で、結局、市民から見たら魅力として映っていない。市側の自己満足で
終わっている。

16まちづくり全般

175 女 30歳代
学生の日常マナーや交通マナーが守られたま
ち。

①山口大学や近隣の学生が、自転車に乗っている姿を見掛けますが、非
常に交通マナーが悪い（傘さし運転、ヘッドホンをしての運転）。
②スーパーの入口付近で、たむろする学生のマナーが悪い。

16まちづくり全般

176 － 30歳代 活気あふれるまち。 企業が少ない。
8産業が盛んで働く場所が
充実

177 男 30歳代 活気あるまち。 若者向けの店・施設が不足している。
15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

178 男 30歳代 活気あるまちづくり。 地域住人との交流。
10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

179 男 30歳代 活気があり、移動がしやすいまち。
夜になると人気が無くなり、公共の交通機関を、利用しにくい環境であ
る。

9交通利便性が高い

180 男 30歳代 活気のあるまち。 衣類、遊ぶ場所（子供向け）に行ける場所が少ない。
15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

181 男 30歳代 活気のあるまち。
駅周辺に活気が無い（山口駅・新山口駅）。
企業誘致も良いが、地元企業の活性化をしてほしい。

8産業が盛んで働く場所が
充実

182 男 30歳代 活気のあるまち。 若者離れが多いので。 16まちづくり全般
183 女 30歳代 活気のあるまち。 寂れた感がある。 16まちづくり全般

184 男 30歳代 活気のあるまち。 商店街が寂れたりして、寂しい気持ちになる。
15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

185 男 30歳代 活気のあるまち。 昼間の商店が静か。
15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか



目指すまちの姿

-122-

番号 性別 年齢 まちの姿 理由 区分１ 区分２ 区分３ 区分４

186 男 30歳代 活気のあるまち。 16まちづくり全般

187 男 30歳代 活気のある魅力的なまち。
衣類等を購入する際、魅力的なお店が少なく、県外に出るしかない。大
型商業施設（パルコ等）を造り、若者が県内で買い物出来、県外に行か
なくても良いと思える町にしてほしい（道場門前では、もはや駄目）。

15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

188 男 30歳代
観光客が、年間を通して安定して訪れるま
ち。

年間を通してイベント企画をたて、旅行会社にツアーを企画してもらう
ようにしたらどうか。

4観光交流が盛ん

189 女 30歳代 観光客が「また来たい」って思えるまち。
①山口道門がさみしい。
②市内で娯楽が少ない。
③お年寄りが立ち寄れる店が少ない。

4観光交流が盛ん

190 男 30歳代 観光客の多いまち。 県外の人に、山口の良さを、もっと知ってもらいたい。 4観光交流が盛ん

191 女 30歳代
観光交流が盛んで、山口の中心地が賑わうま
ち。

観光交流が盛んになれば人も増え、県外から山口市に移住する人もいる
かもしれないし、人口増になれば病院も必要になり、より高度な技術を
要する医療も求められるようになってくるので、必然的に医師の質も上
がるのではないかと思う。

4観光交流が盛ん

192 男 30歳代 教育・医療の充実した安全なまち。 子育てには、教育・医療・治安が不可欠だからです。
1安心して教育が受けられ
る

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

14治安がよく安心

193 女 30歳代 教育を受けられる環境が整備されたまち。
塾に行かないといけない現状を変えてほしい。学校でのサポートが必
要。授業だけではなかなか難しい。

1安心して教育が受けられ
る

194 男 30歳代
県外から多くの人をまちに呼ばないといけな
い。

街（商店街）などの充実。歴史施設や史跡の整備にもっと力を入れるべ
き。

3歴史･伝統･芸術･文化を
大切にする

195 女 30歳代
個性を尊重し、多様なライフスタイルが実現
できるまち。

山口の風潮として、伝統や古くからのものを大事にする一方で新しいも
のを受け入れにくい雰囲気があると思います。新しい意見、産業を取り
入れてまちが活性化し、若い人達に住んでもらう事によって山口が元気
になればいいなと思っています。そうすることによって仕事が増え、お
年寄りも活躍できる場が増えるのではと思います。

12個性を尊重し多様なラ
イフスタイルが実現

196 女 30歳代 交通の便の悪さ。 利用人数が少なくなってくると、廃止する事が多くなってきた。 9交通利便性が高い

197 女 30歳代 交通の便を、もっと良くしてほしい。
山口は、車社会と言われていますが、他県から来た者にとって、車に乗
れない者には辛すぎます。バスだけでも、もっともっと多くしてほしい
です。子供が病気をした時に、毎回、タクシーは辛いです。

9交通利便性が高い

198 男 30歳代
交通の利便性の高いまち。お店（ショッピン
グモールｅｔｃ）があるまち。

県外から引っ越してくると非常に不便。電車が少なく、新幹線との乗り
継ぎも悪い。買い物に行く所が無いので主婦にはつらい（特に車が無い
となると外に行けない）。

9交通利便性が高い

199 女 30歳代 交通安全への整備を強化したまち。
①９号線以外の道路で、ここに信号機が在ったら良いなと思う所があ
る。
②横断歩道の無い所を、横断している人が多い。

9交通利便性が高い

200 男 30歳代 交通機関に適したまち。
普段の買物や移動の手段に、自宅周辺に交通機関が全く無いので、何を
するにも自家用車を使用しなければならない為。

9交通利便性が高い

201 男 30歳代 交通網の整備されたまち。 車で移動するしかなく、渋滞により、スムーズに移動出来ない。 9交通利便性が高い

202 女 30歳代 交流が盛んな街。
人口減少の今、華やかな賑やかさを作り出すより、山口県らしい歴史色
の強い風土の中で、国・文化・宗教・人種を越えた交流を通して再び日
本のフラッグシップとなってほしい為。

16まちづくり全般

203 女 30歳代
公共交通機関（バス等）が充実し、お店等、
商業が発達したまち。

車が無いと不便。
若い人達、子供達が、楽しめる場所が少ない。

9交通利便性が高い

204 男 30歳代
公共交通手段の充実（市内・市外への手
段）。

車が無いと暮らせない。 9交通利便性が高い

205 女 30歳代
更に進んで行く高齢化社会を、支えていく事
のできる若年層が活躍できるまち。

高齢化社会は進むばかりで、それを支える者の負担は増えるばかり。何
とか、この負のスパイラルから抜け出せるようになってほしい。これか
ら高齢になる人が、老後も安心して暮らせるような、充実した社会保障
が受けられる町になってほしい。

16まちづくり全般

206 女 30歳代 高度な医療が身近にあり、利用できるまち。 都心に比べ、最新の医療が導入されていないように感じる為。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

207 女 30歳代 高齢化に向けて安心して暮らせるまち。
高齢化社会に向けて、お年寄りだけでなく、その家族（おもに働く世
代）が仕事・子育てをしながら介護と一番負担が（時間・お金共に）掛
かっている。税金を上げるという方法だけで対策しないでほしい。

16まちづくり全般

208 女 30歳代 今のままで十分です。 住みやすいです。 17その他

209 男 30歳代
今暮らしている場所（地区）によって目指す
姿が違うと思うので、問７の質問を変えて下
さい。

阿東は都会にはなれないので、農業・林業を目指せばいいと思うし、山
口市内であれば観光に力を入れればいいし、地区によって違いがあるの
で、山口市全体が目指す町の姿の考えはまとまらないと思う。

16まちづくり全般

210 女 30歳代 歳をとっても安心して暮らせるまち。
高齢化社会まっしぐらだから。
次の世代を伸ばす（育てる）事も大切なので、そこもフォローしてほし
い。

16まちづくり全般



目指すまちの姿
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番号 性別 年齢 まちの姿 理由 区分１ 区分２ 区分３ 区分４

211 女 30歳代
災害対策が強化され、安心して暮らせるま
ち。

他県で起こっている、様々な災害を見ていると、実際、山口で発生した
時、どうなるのか不安を感じるから。

13防災対策や浸水対策が
強化

212 女 30歳代
在来線の普及。新山口駅の機能が充分に発揮
できている状態。

人口減のため、外からの収入ＵＰにつながるようなプラン。
道路はもう充分整備できている。公共施設が充実していなくても交通面
が整備されていけば、企業の中で注目してくれる所もあるのでは？

9交通利便性が高い

213 女 30歳代 山口の玄関部中心の発展。
大型ショッピングセンターの充実等で、中心部のアーケード街が寂れて
いくばかりなので、早急の対策が必要と思う。

15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

214 女 30歳代 山口県の中心としての、活力あるまち。
中心商店街が寂れている。
アクセスしにくい。交通機関も使いにくい。せめて駐車場を、思い切っ
て無料にした方が、人が集まるのでは。

9交通利便性が高い

215 女 30歳代 山口市らしい景観を大切にするまち。
古い建物がどんどん壊されている（空き家など）。
放置されている神社などが目につき、もったいないと思う。

16まちづくり全般

216 女 30歳代 産業が盛んで、就職・転職しやすいまち。
同級生で、故郷、山口市に帰って来たい県外在住者が多い。彼らは、転
職先として妥当な所があれば、山口市に戻りたいと考えている。優秀な
人材を、山口市へ戻って来させたい。

8産業が盛んで働く場所が
充実

217 男 30歳代 産業が盛んで、人の集まるまち。
若い世代にとって魅力のある町にしないと、年寄りばかりで発展しない
から、働き口の確保等、将来の選択をできる町にしてほしいから。
若い人達が、充実した子育てができる環境ではありません。

8産業が盛んで働く場所が
充実

218 女 30歳代 産業が盛んで、働く場所が充実したまち。
若い人達が、遊んだり、働ける場所が少ない。若い人にとって、魅力の
ある町を目指してほしいです。

8産業が盛んで働く場所が
充実

219 男 30歳代 産業が盛んで、賑いがあるまち。
産業（働く場所）が盛んになる事で、人口の社会増が見込める。人口が
増加する事で、三次産業等が盛んになり、賑いが生まれる。

8産業が盛んで働く場所が
充実

220 男 30歳代 産業の活性化。

①公務員の町といったイメージが強く、産業を起点とした力強さが必要
と感じます。
②色々な施策を行政も考えている事は分かりますが、行政の独りよがり
な一面もあると思います。民間企業が増え、その企業が元気になってい
くことが、特に山口市には必要ではないでしょうか。

8産業が盛んで働く場所が
充実

221 男 30歳代 産業の盛んなまち。 交通が整っているから。
8産業が盛んで働く場所が
充実

222 女 30歳代 子ども、高齢者が安心して歩ける道。
大歳地区に住んでいますが、通学の道が恐いです。山口市内、大歳だけ
でなく、他も見直し安全に歩けるまちになる事を希望します。

9交通利便性が高い

223 女 30歳代 子どもがのびのび暮らせるまち。
子供が安心して遊べる場所が少ない。室内でも（雨の日）思いっきり身
体を動かして遊べる環境の整った公共施設が増えれば良いと思う。

7子育てしやすい環境が整
備

224 女 30歳代
子どもからお年寄りまで、いろんな世代がふ
れあい、お互いを尊重し合えるまち。

小鯖地域は、少子高齢化が進んでいると思う。それぞれの世代でコミュ
ニティ（活動・グループ）はあるだろうが、お互いを理解し、協力し合
う事は少ないと感じる。ただ幼い子供、高齢の方というだけの捉え方で
はなく、年齢は関係なく、病気・障害を抱える方々も沢山いる事でしょ
う。外に元気に出れて、活動できる人は良くても、外になかなか出られ
ない人もいる事を認識し、お互いに助け合う事が、もっと必要だと思い
ます。

10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

225 女 30歳代
子どもから高齢者まで、皆が暮らしやすいま
ち。

①子供が、伸び伸び遊べる環境をつくってほしい。公園・施設等は充実
しているが、休日は混雑して、思うように遊べないから。
②就職支援（若者だけでなく）。４０代からの転職・就職が、困難であ
ると感じる。また、子育てしていても働ける環境も、もっと整えてほし
いと、周囲からよく聞くから。
③病院・施設等が多いが、高齢者だと、通院時の交通便が悪かったり、
待ち時間が長く疲れてしまう。独居の方が施設入居を希望しても、介護
度や費用の関係で、入れないといった事をよく聞くから。

16まちづくり全般

226 男 30歳代 子どもから高齢者まで活力あるまち。

子供達は思いっきり遊び、学ぶ環境を。子育て世代は、安心して子育て
できる、仕事ができる環境を。
高齢者には、医療をはじめとした福祉サービスの充実を。
安心して暮らす事のできる山口市になってほしい。

16まちづくり全般

227 女 30歳代
子どもが安心・安全に、楽しく健康に暮らせ
るまち。

私自身、山口市に、便利さなどは求めていません。山口の持っている良
さ（自然が多い、海の幸・山の幸が豊富、図書館等の教育施設が整って
いる、教育熱心さ）を、上手く活かしていけたらと思います。長門市の
油谷町では、耕作していない棚田を、作る人を募集していました。自然
栽培のお米を作り、道の駅や県外で売る事を考えているそうで、本当に
素晴らしい取り組みだと思いました。地方には、地方の良さがありま
す。山口の良さを更に伸ばす事で、今よりもっと素晴らしい山口市にな
ると思います。

16まちづくり全般

228 男 30歳代 子どもが楽しく体を動かして遊べるまち。
公園設置が偏っている。旧山口市ばかり。秋穂地区には無い（広場はあ
るが、遊具が無い）。

16まちづくり全般
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229 女 30歳代
子どもが大人になっても住みたいと思えるま
ち。

若い人は県外に出てしまっている状況があり、高齢者ばかり増えてい
る。

16まちづくり全般

230 女 30歳代 子どもたちが安全に暮らせるまち。

山口は道路の整備は大変素晴らしいと感じてはいますが、子ども達の通
学路はまだまだ危険な所が多くあります。私は大内小校区に住んでいま
すので、ゆめタウン裏の萩往環の車の往来の多さがすごく気になりま
す。細い道なのに車はすごいスピードで走り、歩道の整備も進んでいま
せん。山口は大学もあるので免許を取ったばかりの若い人達が危ない運
転をしている事も多く、安心して子供を通学させられない現状に不安を
感じています。
昨今は犯罪も多い時代です、もっと子供たちが安心して暮らせるまちに
なってほしいです。

16まちづくり全般

231 女 30歳代
子どもに、学校以外での学びの場を、沢山与
えられるまち。

防府市に比べて、医療費の年齢が低い（中学生までにしてほしい）。 16まちづくり全般

232 女 30歳代 子どもの医療が充実したまち。 中学３年生まで、医療費を無料にしてほしい。 7子育てしやすい環境が整

233 男 30歳代
子どもの教育が均等（平等）に受けられるま
ち。

私自身、小さい子供がいるので、田舎でも都会でも、平等に教育が受け
られるようにしてほしいです。田舎の方は過疎化により、子供の数も少
なく、同年代の子が少ないので、少し可哀想な気がします。田舎の方に
も、人が移住して来やすいような環境づくりができれば、より良い生活
ができるのではないかと思います。

1安心して教育が受けられ
る

234 男 30歳代 子どもの多いまち。 県で３番目に高齢化が進んでいるから。 16まちづくり全般

235 女 30歳代
子どもの犯罪を、親・教育者が隠さないま
ち。

近くの中学校で、成人なら罪に問われる事をした生徒達が居ましたが、
その子供達の将来を考え、注意だけで終わったそうです。その子供達
は、最近、また違う事件を起こしました。反省等していないみたいで
す。しっかり対処すべき事だと思います。

17その他

236 女 30歳代 子どもも高齢者も安心して暮らせるまち。
子供は何かと病気をするので、金銭的な面で小学校卒業まで医療費がか
からなくなると、とても助かると感じます。町・村でスーパーの撤退が
増え、高齢者の買い物弱者が問題だと思います。

7子育てしやすい環境が整
備

237 男 30歳代 子どもや高齢者にとって住みやすいまち。
子供が、安全にのびのびと遊べる場所が増えてほしい。
高齢者の方も、社会でもっと活躍できる場所があれば良い。

16まちづくり全般

238 女 30歳代
子どもを連れた親子が、雨の日等も遊べる環
境。

今は子供も手を離れたけれど、子供が小さい頃、雨の日等に遊ぶ環境が
少なく、家で過ごす事が多かった為。

7子育てしやすい環境が整
備

239 男 30歳代 子育てがしやすいまち。
子供を預ける環境が整っていない。
保育園料があまりにも高すぎる。子供を２人預けて約９万円／月、こん
な環境では子どもを預けられないし、負担があまりにも大きすぎる。

7子育てしやすい環境が整
備

240 女 30歳代 子育てしたくなるまち。

子育てと仕事の両立が、もっとしやすくなると良い。病児保育や時間外
保育の充実等。若い世代が働きやすくなると、町の活性化にもつながる
のでは。知人の住む区は、未就学児の医療費が無料らしく、それ目当て
で引っ越しをした。そういった魅力があると良いなと思う。

7子育てしやすい環境が整
備

241 女 30歳代
子育てしながら、安心して働ける職場・環境
を充実したまち。

そういう所が少ないように感じるから。
7子育てしやすい環境が整
備

8産業が盛んで働く場所が
充実

242 女 30歳代 子育てしやすいまち。
山口県内で、子供に対しての制度が、あまり良くない。
宇部・下関は、予防接種等の補助金が出るのに、山口は無い。病院も少
ない。

7子育てしやすい環境が整
備

243 女 30歳代 子育てしやすいまち。 子供たちの安全に遊べる場所がない。テーマパークなどがない。
7子育てしやすい環境が整
備

244 男 30歳代 子育てしやすいまち。 子供を預ける事が出来ずに困っている。待機児童が多すぎる。
7子育てしやすい環境が整
備

245 女 30歳代 子育てしやすいまち。 子供達が不安なく、伸び伸び生活できるように。
7子育てしやすい環境が整
備

246 女 30歳代 子育てしやすい安全に暮らせるまち。 人材を育てる事が大切だと思うから。
7子育てしやすい環境が整
備

247 女 30歳代 子育てしやすい環境。 働き続ける為、子育てをしやすい環境を望む。
7子育てしやすい環境が整
備

248 女 30歳代 子育てしやすい環境が整備されたまち。
学童保育に入れないと仕事が続けられないから。パートだと入れるかど
うか？不審者情報が多いので、登下校が心配。

7子育てしやすい環境が整
備

249 女 30歳代 子育てしやすい環境が整備されたまち。 結婚、出産、子育てに対して不安を感じる事が多い。
7子育てしやすい環境が整
備
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250 男 30歳代 子育てしやすい環境が整備されたまち。

全国でもトップレベルの高齢化率となっている山口市であるが、高齢者
医療福祉のみに施設充実させることなく、若い子育て世代、子ども達の
施設も重視してほしい。そのことが結果的に市の活性化、高齢者の下支
えにもなると思うので。現状のままでは若い子育て世代、働き盛り世代
は山口市から離れて行くと思うので。

7子育てしやすい環境が整
備

251 女 30歳代 子育てしやすい環境が整備されたまち。

いつも矛盾を感じています。
阿知須地域（私の住んでいる地域）は、毎月のように人口が増えていま
す。子育てしやすい環境（自然も多く、買い物等しやすい為）だからだ
とは思うのですが、残念ながら、阿知須には、小児科と産婦人科があり
ません。世の中は、「少子化」問題を常に抱えているにも関わらず、そ
れとは逆に、待機児童の多さや小児科・産婦人科の不足です。せっかく
子育てしやすい、良い環境と思い引っ越して来ても、近くに小児科・産
婦人科が無いのは、とても不便です。あと、保育園の受け皿が少なすぎ
ると思います。この問題が解消されない限り、少子化は、どんどん進ん
でいく一方だと思います。

7子育てしやすい環境が整
備

252 女 30歳代 子育てしやすい環境が整備されたまち。
私達が住んでいる所は、子供の数がだんだん少なくなってきている。こ
れからの事を思うと、不安に思うから。

7子育てしやすい環境が整
備

253 女 30歳代 子育てしやすい環境が整備されたまち。 身近に、保育園探しに苦労した方が何人もいる。
7子育てしやすい環境が整
備

254 男 30歳代 子育てしやすい環境が整備されたまち。
保育園の待機児童が多いことや、子供の急な病気等に対応できる設備が
少ないように思います（共働きの場合）。

7子育てしやすい環境が整
備

255 男 30歳代 子育てに協力的なまち。 住んでいる地域に小児科が無い。病児保育所が無い。
7子育てしやすい環境が整
備

256 女 30歳代 子育てに優しいまち。 医療費控除や環境など、まだまだ子育てに不安な所が多い。
7子育てしやすい環境が整
備

257 女 30歳代
子育てのしやすい、若者のあふれる活気ある
まち。

保育園の待機児童問題や、個人の収入の問題などで経済的に子供がもう
一人欲しくても育てられないという人も多いので、社会全体で子供を大
事にしてくれる山口市になってほしいから。また地元を離れる若者たち
が多いので、ずっと住みたくなるように、もっともっと街を活性化して
ほしいから。

7子育てしやすい環境が整
備

258 男 30歳代 子育てへの不安のないまちづくり。
山口市内において、待機児童の問題は深刻で、なかなか保育所に子供を
入れられないという話を聞いた事があるから。

7子育てしやすい環境が整
備

259 女 30歳代
子育てをしながら安心して仕事ができるま
ち。

保育園をもう少し増やすか？人数を増やしてほしい。待機児童が多く、
私もその一人です。保育園に入れないためフルで仕事ができないのが現
状です。
女性がもう少し安心して職業を選ばずに、フルで仕事ができるまちにし
てほしいです。

7子育てしやすい環境が整
備

260 女 30歳代 子育て環境の充実。

住んでいる地域には子供が思い切り遊べる施設がない。遊具の充実した
公園、雨でも子供が遊べる施設などがあると、遠出せずに遊ばせられ
る。
学童の面でも不安。小学６年生までとか、希望者全員収容とかになると
不安が減るけど…。

7子育てしやすい環境が整
備

261 女 30歳代 子育て支援。

住民税が高すぎる。それによって保育料もランク分けされ、子供二人で
１０万超。夜間・日祝保育が無いので、残業が出来ない。これでは、子
供を産みたくても産めない。働けない。他市は住民税が安いので、保育
料も安い。それと、待機児童が多すぎです。

7子育てしやすい環境が整
備

262 女 30歳代 子育て世帯が、安心して生活できるまち。

子育て世代の人が定住しやすいように、医療費や税金の優遇、保育園の
利用のしやすさを、実践している町になれば望ましいから。
子供が社会へ巣立つまでの、家庭での基礎的な暮らしを固めるには、金
銭的な負担が、少しでも軽減すると良い。世帯の収入毎に適・不適を決
めず、１８歳未満の子供がいる家庭へ、一律に対応してほしい。

7子育てしやすい環境が整
備

263 男 30歳代
子育て世代が、子育て・仕事の両立ができる
まち。

企業が少なく（他県庁所在地と比べ）、結婚・出産後の再就職先が少な
い。宇部・周南へ通う方が、求める職業は多い。

7子育てしやすい環境が整
備

8産業が盛んで働く場所が
充実

264 女 30歳代 子育て中の女性も働けるまち。
女性が社会に出る事はもちろん、子育て中の女性が働ける事で、町の雰
囲気が変わり、子供達への目配りが多くなると思う。

7子育てしやすい環境が整
備

265 女 30歳代 市と市民が協力体制のとれるまち。

レノファ等は、市も市民も共に協力が必要。
子育て支援等は、市から動いてほしいし、防災対策をしてもらえると、
安心して任せられる。双方の行動で、更に良い方向へ向かうと思うか
ら。

16まちづくり全般

266 男 30歳代 市外・県外への観光資源アピール。
問５のように、観光資源は多いが、それを上手に、外に向けて伝えられ
ていない（県外出身だが、地元に山口県の事が聞えてこない）。

4観光交流が盛ん
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267 女 30歳代
市民の為のまち（自然を残しつつ、活気のあ
るまち）。

誰が考えたか意味のない公園やバスターミナル、もっと市民目線で考え
てほしいから。

16まちづくり全般

268 男 30歳代
市民も観光客も、スムーズに移動できるま
ち。

高齢になると、バス等で移動できるか心配。 9交通利便性が高い

269 女 30歳代 自然と人の良さを、もっと活かせるまち。
一人一人が個性を持った、素晴らしい人が多いと思うので、個性を発揮
できるような環境が、もっと充実していれば良いと思う。

12個性を尊重し多様なラ
イフスタイルが実現

270 女 30歳代
自然と調和した、子どもが伸び伸び暮らせる
まち。

買い物する場所が増えたり、道路が整備されたりするのも、もちろん必
要なことかもしれないけれど、それは、大人にとって便利な町であっ
て、子供達には優しくない。田んぼがどんどん無くなり、住宅地になっ
ていく。せっかく自然豊かな市なのに、もったいない。緑を残し、増や
していってほしい。子供が騒ぐと迷惑な目で見られ、子供の遊び場以外
では静かに過ごすよう、常に気を張って生活しています。子供を温かい
目で見守ってくれるように、大人の意識を変えていく取り組みをしてほ
しい。

7子育てしやすい環境が整
備

11身近に自然を感じる

271 女 30歳代
自然と調和した景観を持ち、地元の産業が盛
んで活気のあるまち。

子育てをしていると、自然と触れ合いながら遊ぶことの重要性を感じる
為、合わせて山口独自の農産業など地域独自のものを産業として活気づ
けていけば良いと思うから。

8産業が盛んで働く場所が
充実

11身近に自然を感じる

272 男 30歳代 自然豊かなまち。
都市部は、どんどん発展させてもらって構わないのですが、残せる部分
は残してもらって、田舎の良い部分もあると思うので、そういうところ
をＰＲしていくのも、一つのプランになると思います。

11身近に自然を感じる

273 女 30歳代 自然豊かな環境で、安心して暮らせるまち。
生活環境は、静かで自然にあふれているので、この徳地の地域に住み続
けたいと、強く感じているから。

11身近に自然を感じる

274 男 30歳代 自由に他市と行き来できる 交通が不便。 9交通利便性が高い

275 男 30歳代
社会福祉が充実し、かつ生活物価の低いま
ち。

将来の生活不安から。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

276 女 30歳代 社会福祉サービスが充実したまち。
入院中、自宅に帰りたいと家族が願った場合、退院させてあげたいが、
自宅でお世話するには不安が多い。自宅を希望する家族と、迎える家族
が安心できるように願う。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

277 女 30歳代
若い人が安定した仕事に就く事ができ、活気
にあふれたまち。

高齢化が進んでいるように思える。子供・若い人がいなければ、将来に
先行きが不安。

8産業が盛んで働く場所が
充実

278 女 30歳代
若い人々が楽しめる店等、商店街を充実した
場所にしてほしい。

若い人達が楽しめる場所が無い為に、市外までわざわざ出なければいけ
ないと、車が必要になってくる為、不便である。商店街も駐車場等にお
金が掛り、とても不便であると思います。

15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

279 男 30歳代 若い世代が住みたいと思えるまち。
商業施設が中途半端で、購買意欲が湧かない。どの年齢層を狙ったもの
なのか、はっきりしない店舗の入り方。山口市内に、大規模な複合施設
を一つは誘致すべき（三世代で遊べる場として）。

15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

280 女 30歳代 若い世代が働ける環境づくり。
大学や専門学校から山口県を離れる若い世代が多いので、過疎化が進ん
でいる。県外に出た方々が、戻って働ける環境に力を入れて方が良いと
考えます。

8産業が盛んで働く場所が
充実

281 女 30歳代 若者が働ける業種や企業が多いまち。
県外（都会）に出たきり、帰ってこない人が多いから。
大学や専門学校で、多種多様な事を学んでも、働く場所が無いと出て
行ってしまう。

8産業が盛んで働く場所が
充実

282 男 30歳代 若者と高齢者が、共に幸せを感じるまち。

市内には、私学校・大学も複数あるので、ＪＲＡやパチンコ等ではな
く、サッカーや飲食、買い物等、若者が楽しめる町と、高齢者も多く
なっているので、病院や老人施設、伴う公共交通機関の充実を、共に進
めてほしい。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

9交通利便性が高い

283 男 30歳代 若者の集まるまち。
全く面白くない町だから何をするにも市外、県外に行かないといけない
から。

16まちづくり全般

284 女 30歳代
手続き等わからない事、不明な事に親切に対
応し、暮らしやすいまち。

市役所、支所等で様々な手続きなどをする際、職員の方がイライラしな
がら対応される。職員の方自身が理解されておらず、丁寧に答えてもら
えない。

17その他

285 女 30歳代 住みやすい町、安心して暮らせるまち。
①車が無いと、やはり不便。高齢になってからの不安。
②小学生以上からの医療費を、もっと長く無料にすると安心。
③下水道の通っている地域と、まだの差を無くすと、より良い。

16まちづくり全般

286 男 30歳代 住宅地と商業地のはっきりしたまち。

山口は、住宅地と商業地が、区別されていない形態をとっているように
思うので、できる事が中途半端になり、目立つ事が無い。やるとしても
規模が小さい。やるならやる、やらないならやらないという決断が無
い。決断力を持ち、大きな事を一つ一つ積み重ねていく事が、山口が目
指す町の姿には、大切である。

16まちづくり全般

287 男 30歳代 渋滞のないまち。
公共交通が疎か、よって車でしか手段なし。それにより渋滞が毎日起き
ている。

9交通利便性が高い



目指すまちの姿
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288 男 30歳代 出産・子育てに不安を感じないまち。 実際、出産・子育て中の人から、理不尽な経験を聞く事が多い為。
7子育てしやすい環境が整
備

289 女 30歳代 女性が働きやすい社会、まち。

子供を安心して預ける場所を、もっと造ってもらいたい。預けられな
い。
働く場所が無いと働けない。働きに行けないとお金が入らない。お金が
無いと、子供を育てるだけの余裕も無くなり、少子化がますます進んで
いくと思う（お金があれば、子供をもっと産みたいのに）。皆、歳を
とっています（でもお年寄りは元気ですね）。日本人減少。

7子育てしやすい環境が整
備

290 男 30歳代 女性が働きやすく、子育てしやすいまち。
待機児童が多いのか、希望の保育園に入れないし、子育てがひと段落し
働こうと思っても、入所できるか分からないし就活もできない。保育園
が少ない（認可の）。

7子育てしやすい環境が整
備

291 男 30歳代 商業施設の充実。 買い物等を県外でする人が多いので、県内で充実させた方が良い。
15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

292 女 30歳代 商店街やショッピングモールの充実。 娯楽施設が少ない。
15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

293 男 30歳代 小・中・高、安心して過ごせるまち。
大内、平川など人数が多過ぎて先生の目が生徒一人一人に行き届いてい
るのか心配。学力は少人数校に劣っているのではないか？イジメはない
か？先生方はしっかり見てくれているのか？など。

1安心して教育が受けられ
る

294 女 30歳代 小さい子どもや家族で、一緒に遊べるまち。
子供を連れて出る場所が限られている。いつも同じ所を、ローテーショ
ンで繰り返しているので。

7子育てしやすい環境が整
備

295 女 30歳代 小さい子ども連れが住みやすいまちづくり。
公園の遊具が少ないし、トイレが和式だったり、オムツ替えや授乳室が
ある施設が少ないし、そんな公園は無いから、在ったら良いな。

7子育てしやすい環境が整
備

296 男 30歳代 小学校の通級クラスを各学校にほしい。 先生方にお金が掛る為、出来ないと言われて。 1安心して教育が受けられ

297 女 30歳代 心豊かに暮らせるまち。 公園等整備され、子供達が仲良く元気に遊べる場所が少ないので。
7子育てしやすい環境が整
備

298 男 30歳代 新山口駅及び山口駅周辺の都市化。 活気が無い。山口の中心地だから、賑いがほしい。 16まちづくり全般

299 男 30歳代 新山口周辺のコンパクトシティ。
人口減による衰退、これを止める事は出来ないので、いかに人を集中さ
せ住み良いまちづくりをしていくかではないでしょうか。

16まちづくり全般

300 女 30歳代 浸水対策や河川の安全性強化。

山口市は、大きなふしの川を中心に、多くの市民の暮らしがある。集中
豪雨や台風の度に、ふしの川決壊の心配を抱えている。更なる河川の掘
り下げ強化と、堤防の決壊防止を強く望みます。危険性をわかっていな
がら、何度も浸水を許すのはおかしい。少々、強く述べましたが、切な
る思いです。

13防災対策や浸水対策が
強化

301 女 30歳代 親が安心して子どもを育てられるまち。
山口市は他の地域に比べると安全だと思いますが、公園までの道のりに
人気のない場所があったり、小さい子を育てる親としては、まだまだ心
配に思う部分もあります。

7子育てしやすい環境が整
備

302 男 30歳代 人が集まる町に重きを置く。
点々と造るのではなく、例えば、湯田温泉から一ノ坂周辺を結ぶ辺り
を、観光客が歩いて、気軽に訪れるような町が良い。観光客及び企業の
新規誘致を促すようにしてほしい。

4観光交流が盛ん
8産業が盛んで働く場所が
充実

303 女 30歳代 人が多く集まるまち。 イベント以外で、人が賑わっている場所がないように思う。 4観光交流が盛ん

304 女 30歳代 人との関わり、つながりを大切にするまち。
都会化している今、近所の人達とのつながりがないように感じます。災
害等にも備える為に、近所の方とのつながりを、つくっておく必要があ
ると思うから。

10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

305 男 30歳代 人と人が助け合える、ふれあいのまち。
人間関係が無い人が多く、人間不信になるような事件が、世の中で多く
なっている。

10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

306 男 30歳代 人々のふれあいの多いまち。
自地域に比べると、他地域の人々の触れ合いや、挨拶の少なさを感じ
る。

10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

307 女 30歳代
人々のふれあいやコミュニティが盛んで、温
かいまち。

高齢者地域になってきているので、自治会や地域行事等で、老若男女、
コミュニケーションをとったり、顔を合わせる事で、地域の安心・安全
が守られると思う（と誰かが言っていました）。

10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

308 男 30歳代
生まれた子どもが一生涯暮らしていけるま
ち。

①待機児童の解消が必要。
②若者の働ける場づくりを。

7子育てしやすい環境が整
備

8産業が盛んで働く場所が
充実

309 女 30歳代
生活する上で必要な物が、市内で全て揃うま
ち。

衣料品は、毎回、県外で購入している。交通費も掛るので、出来れば市
内で済ませたいが、身体に合う服、好きなブランドのショップが無い
為、出ざるを得ない。

15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

310 女 30歳代
赤ちゃんからお年寄りまで、安心できるま
ち。

未就園児の雨天や夏の暑い時、遊ぶ場所に困っています。小倉の「げん
きのもり」のような施設が、駅近くにあればうれしいです。買い物する
場として、アミュプラザがあれば、尚良いです。新山口駅は、新幹線の
ぞみ・さくらが停まるのに、駅で時間をつぶす事が出来ません。
老後、年金内で入れる施設があると、将来、安心です。

16まちづくり全般

311 女 30歳代 専門店が多いまち。 少し凝った物がほしい時、市外・県外に行かないと売っていない。
15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか
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312 女 30歳代 多様な生活を受け入れられるまち。

今後、急速に人口が減り、人口に占める高齢者の割合が増えると言われ
ています。人々に、山口を選んで住んでもらう為には、高齢者であって
も、障害がある人でも、シングルマザーであっても、外国人であって
も、誰もが住みやすい、つまり、異なるものも排除しない価値観を持っ
た町である事が、まず第一であるように思います。山口は他と比べる
と、やはり、保守的な地だと思いますので。ずっとここに住んでいる人
でない人も、寛容に受け入れるようにならなければ、人は集まらないで
しょう。

12個性を尊重し多様なラ
イフスタイルが実現

313 男 30歳代
大型ショッピング施設の充実（ｅｘ．ソレイ
ユｅｔｃ）。

服などの買い物、家族ぐるみで遊びに行く時に便利。現状は広島や小倉
（福岡）に行くことが多いから。

15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

314 女 30歳代 沢山の人が集まる、魅力的なまち。
山口には、沢山、美味しい物や素晴らしい観光地があるのに、ＰＲがさ
れていないから。

4観光交流が盛ん

315 女 30歳代 誰でも子育てと仕事が両立できるまち。

子供が小さかった時、保育園（認可園）に申し込みしたら、「働いてい
ないとダメ」と言われ、働く為に仕事を探し、面接を受けると「保育園
に入ってないと･･･」と言われ断られた。「どうすれば良いのだ」と不
安と怒りを感じた。

7子育てしやすい環境が整
備

316 女 30歳代 誰でも市内を自由に移動できる交通利便性。
市内から外れた地域の交通の便が悪すぎる。買い物に行くのにも、時間
が限られてしまう。

9交通利便性が高い

317 女 30歳代
誰でも市内を自由に移動できる交通利便性の
高いまち。

自宅近くに電車が通っておらず、車で３０分走らないと、駅まで着かな
い。

9交通利便性が高い

318 女 30歳代 誰もが、ずっと住み続けたいと思えるまち。
県内出身の若者（例えば大学生）が、県外に出てしまうのではなく、県
外から来た人でさえ、残りたい（このまま住み続けたい）と思える町に
なってほしいから。

16まちづくり全般

319 女 30歳代 誰もが、安心・安全に暮らせるまち。

①小学生等、子供への声掛け事案が多い（学校からのメールが良く来る
気がする）。
②空き巣の話を、一時期よく聞いた（３年以内）。
③大雨の時の浸水が怖い。

13防災対策や浸水対策が
強化

14治安がよく安心

320 女 30歳代 誰もが安心・安全に暮らせるまち。
治安が良いと、特に子育て世代は移り住みたくなるし、人口減少の歯止
めにも役立つのではないでしょうか。

14治安がよく安心

321 女 30歳代 誰もが安心・安全に暮らせるまち。
田舎は自然豊かで、ずっと暮らしたいと思うが、病院が一つしか無く、
医師も一人なので、ずっとあるか不安。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

322 女 30歳代
誰もが安心して暮らす事が出来、安心して子
育てできるまち。

不審者情報を聞いたりして、安心して子供を送り出す事が少ないような
気がするから。

14治安がよく安心

323 男 30歳代 誰もが安心して暮らせるまち。
様々な事件が増えていて（全国的に）、生活に不安を感じることが多
い。

14治安がよく安心

324 男 30歳代 誰もが安心安全に暮らせるまち。 社会生活に不安を感じることが多い。 16まちづくり全般

325 男 30歳代 誰もが楽しく暮らせるまち。
湯田温泉外が寂れている。夜、直ぐに閉まる店とかがアーケードにある
ため。

15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

326 女 30歳代 誰もが輝き続けるまち。 年を重ねても、自分らしく生活をしたいからです。 16まちづくり全般

327 女 30歳代 誰もが健康に暮らせるまち。 医療において山口市内の格差が大きいと思うから。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

328 女 30歳代
誰もが社会に関わる機会が増え、支え合い、
より良く生きるまち。

高齢者や子育て世帯（母親）の雇用機会を増やすことによって、その為
の労働環境や保育施設の充実を進めないといけない。現在、このような
地盤が整っていない為、働けない方も多いと思う。地域や社会全体で支
え合い、皆がより良く生きていけば、全体の活性化につながると思う。

8産業が盛んで働く場所が
充実

329 男 30歳代 誰もが生涯健康に暮らせるまち。
気軽に安価に利用できる運動施設が少なく、「車で移動できない」「料
金が高い」等で、運動機会を失うケースが多い。

5スポーツに親しむ環境が
整備

330 男 30歳代 地域で助け合いながら暮らせるまち。
若い世代が高齢者になる頃は、地域性が無くなっていると思うから。現
在でも、地域の力には限界がある。

10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

331 男 30歳代 地域のコミュニティ活動が盛ん。
高校や学習センターといった、地域の人口に関わる施設におけるコミュ
ニティ活動が盛んだと、人口増につながると考えている為。
他地域からの流入人口を、留める事ができる為。

10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

332 男 30歳代 地域も行政も未来志向を持てる風土づくり。

合併により行政範囲は広域化した。各エリアを等しく管理しインフラや
社会福祉を充実させる事は目先、今の住人のためにはなれど、未来の住
人のためになるとは思えない。行政負担及び偏った個人負担が増大する
ことが懸念され、持続可能なシステムとなり得ないと考える。
基礎となるまちづくり、特に都市計画上の線引きを早期実施し、資本投
下エリアを選別、メリハリあるまちづくりを求める。そのためには市民
の理解を得るとともに行政の長期的な決意が必要。

16まちづくり全般

333 女 30歳代 地域資源を活かす景観の整ったまち。 雑然と建物が乱立している。 2まちなみや景観が美しい
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334 女 30歳代 転勤族も住み続けたいと思うまち。
現在、転勤族が非常に多い地区に住んでいるが、移動手段が、車でない
と行けない場所が多く、大型ショッピングセンターやカフェ等も無く、
暮らしにくいという声を、沢山耳にするから。

9交通利便性が高い
15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

335 女 30歳代 田舎でも、安心して暮らせるまち。
田舎は高齢化が進み、若い人が少ないので、災害が起きた時、活動でき
る若い世代が少ない。

16まちづくり全般

336 女 30歳代
田舎の良いところを感じられる、安心・安全
なまち。

福岡・広島へのアクセスも良く、東京・大阪へも数時間で行けるので、
山口は田舎で良い。静かに、安心して暮らせる町であってほしい。

16まちづくり全般

337 男 30歳代 湯田温泉もあるので夜にぎやかなまち。 男は皆、金を使うので。
15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

338 女 30歳代 働く子育て世代への支援。
家事・育児・仕事に奮闘しているが、社会制度が不公平。働けば働くほ
ど、税金を取られる。専業主婦との不公平感。

7子育てしやすい環境が整
備

339 男 30歳代 働く場所が充実したまち。 どの産業分野においても、働く場所が少ないと思うから。
8産業が盛んで働く場所が
充実

340 男 30歳代 働く場所の充実。
市内に住む人が、市外に働きに出る環境が少なくなれば、子育ての充実
ができると感じる。時間の充実。

8産業が盛んで働く場所が
充実

341 女 30歳代 働く人達が、安心して将来を暮らせるまち。

少子化で社会生活が保てず、経済が衰退していくのではないかと、感じ
る事があるから。
地元の産業で働く人がいなくなり、地元の雇用も無くなるのではないか
と思うから。

8産業が盛んで働く場所が
充実

342 男 30歳代 賑やかなまち。 他県の県庁所在地と明らかに見劣りする。 16まちづくり全般
343 男 30歳代 犯罪の無いまち。 交通事故の無い道を造れば良い。 14治安がよく安心

344 女 30歳代 幅広い世代にとって、魅力のあるまち。
若い世代の県外（市外）への流出を防ぐ事が、町の活性化につながると
思う為。

16まちづくり全般

345 女 30歳代 福祉（医療）サポートの充実したまち。
産科が少ないと感じた事。更に、子供が大きな病気をした時に、県外の
病院での処置となった為、もう少し、医療面を充実させてほしいと思っ
たから。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

346 男 30歳代 物価の安いまち。 生活が苦しい。 16まちづくり全般

347 男 30歳代 文化資本の維持と蓄積。 自一のリソースだから。
3歴史･伝統･芸術･文化を
大切にする

348 女 30歳代 歩いて暮らせるまち。 車が無いと生活しづらいと、よく思う。 9交通利便性が高い

349 女 30歳代 防災対策・浸水対策・地震対策。

全国的に、とても気になる事になってきていると思います。やっても、
「やりすぎ」という事は無いと思います。海は無いけれど、川はありま
す。改めて、大袈裟で構いません。ハザードマップを、三種類作ってほ
しい。そして、大丈夫、山口市に住めば大丈夫ですと言いたい。少しで
も想定外を減らしてほしい気持ちです。

13防災対策や浸水対策が
強化

350 男 30歳代
防災対策がきちんとしており、三次医療のあ
るまち。

大雨などの対策などをきちんとし、土石流など自然災害に対し安心でき
るようにしてほしい。山手に住んでおり、崩れそうに思う時がある。
三次医療が防府の県立中央医療センターしかない為。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

13防災対策や浸水対策が
強化

351 女 30歳代 防災対策が整い、安心して暮らせるまち。
以前、集中豪雨の際、避難所周辺が水浸しになっており、家周辺も道路
に水が溜まり、逃げにくかった為。

13防災対策や浸水対策が
強化

352 男 30歳代
防災対策等が充実し、安心して住むことがで
きるまち。

現在住んでいる平川地区には大きな河川は九田川しかない。計画性のな
い開発行為が行われた結果、流末の九田川で充分に水を流す事が出来ず
浸水被害が起こっている。
また、都市計画道路の整備が充分ではなく、中心を走る県道の渋滞が頻
繁に起こっている。これらは日々の生活の充実感に強く影響があると考
えている。

13防災対策や浸水対策が
強化

353 男 30歳代 戻って来たくなるまち。

若者が、大学進学等で都市部に出て行っても、将来、戻って来たくなる
まちづくりが必要。
山口市の一部では高齢化がひどく、昼間でもゴーストタウンのように活
気が無い。

16まちづくり全般

354 男 30歳代 夜の活気。
駅前（新山口駅）ですら夜が淋しい。メリハリのある町でなければ、人
は離れていくと思う。

15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

355 女 30歳代 利便性のあるまち。

食料品を買うのに、大内まで行くのは不便。
医療機関へ行くのに、バスがあまり通っていない。
官野（江良・七尾台）は不便。３０年後は、ここに住んでいないと思
う。便利なのは、大内と駅周りだけ。

9交通利便性が高い

356 男 30歳代
歴史・伝統・芸術・文化を大切にし、交通利
便性の高いまち。

山口にある歴史や文化を大切にしながら、観光で訪れる方にも利便性の
高い交通整備や、観光施設を充実させてほしい。

3歴史･伝統･芸術･文化を
大切にする

9交通利便性が高い

357 男 30歳代 老後を安心して暮らせるまち。 まだまだ医療介護施設が充分でない為。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実



目指すまちの姿

-130-

番号 性別 年齢 まちの姿 理由 区分１ 区分２ 区分３ 区分４

358 女 30歳代 老人が安心できる生活サービス。
家の周りでは一人住まいの人が多く、（孤独死など）安否確認が近所の
役割になっているから。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

359 女 30歳代

年をとっても買い物や通院などがしやすいよう公共交通機関を整備して
ほしい。
①観光客が車がなくても観光しやすいまち。
②通学路が安全なまち。
③商業施設で景観がごちゃごちゃしているので、景観の美しさに力を入
れて開発してほしい。

2まちなみや景観が美しい 9交通利便性が高い

360 女 40歳代

①高齢者、障がい者（主に知的）の方々が住
みやすいまち。
②高齢者+障がい者でまだまだ身体が丈夫？
な方々の働ける場所+収入が増えるといい。

デイサービス、老人ホームを増やし入りやすくしてほしい。
仕事+グループホームなどできるだけ自己で生活できるような行政の
バックアップで（企業のジョブコーチ取り入れなど）。
年をとったら、見守り助けて下さる方や行政がバックアップして、安心
して生活できるようになればいい。
農林水産、山口の特産品などを作っていただく。県外にアピール。
誰もが活力ある生活（生きがい）が持てる。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

12個性を尊重し多様なラ
イフスタイルが実現

361 男 40歳代
いつまでも心豊かに、安心して暮らせるま
ち。

今も昔も、山口市は自然が豊かで、歴史・文化に囲まれ、平穏に暮らせ
る、落ち着いた町のイメージ。将来にわたり、このイメージが続いてほ
しい。

3歴史･伝統･芸術･文化を
大切にする

11身近に自然を感じる

362 女 40歳代 いろいろな年代の人が交流できるまち。 これから少子高齢化が進んで行くので。
10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

363 女 40歳代
お店や娯楽施設が豊富で、夜でも賑やかさの
あるまち。

徒歩圏内に飲食店が少なく、夜に飲みに行く事が無くなった。
15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

364 男 40歳代 お年寄りでも便利なまち。 最近、近所のスーパーが無くなり、買い物がしにくくなった為。
15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

365 男 40歳代 これから高齢者が多くなるので。 誰も高齢になるので、安くて入れる施設を作ってほしい。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

366 女 40歳代
ショッピングや外食が楽しくできる明るいま
ち。

お店が少ない。外食する所が少なすぎる。
15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

367 男 40歳代 スポーツに親しむ環境が整備されたまち。
レノファ山口を含め、プロスポーツが身近に感じられる町であれば、自
然と子供達がスポーツに親しむ環境が出来、将来的に、町としても発展
していくのではないでしょうか。

5スポーツに親しむ環境が
整備

368 女 40歳代
どの年代層も元気で、活き活きと暮らせる、
活気のあるまち。

高齢化が著しく、若者が流出している。中間層も、仕事以外に活躍の場
は少なく、生活に張りが無い。

16まちづくり全般

369 男 40歳代
ふしの川を基幹とする水害からの安全対策、
つまり河積を改めて見直す。

山口県の中心都市を継続して維持するためには災害のないまちづくりが
何よりです。山口市の場合、水害からの安全なまちづくりが永遠の課題
です。

13防災対策や浸水対策が
強化

370 女 40歳代 まちなみがきれいな、観光交流のまち。 まちなみが汚い。観光交流（外国人のおもてなし）等、出来ていない。 2まちなみや景観が美しい 4観光交流が盛ん

371 男 40歳代 まちなみや景観が美しいまち。
歴史的なエリアや、景観を守るエリア共に、今まで以上の整備・規制を
行う事で、美しい町をつくり、観光交流（海外からの観光）を受け入れ
る体制を整える。

2まちなみや景観が美しい

372 女 40歳代 ゆったりと落ち着いた環境で暮らせるまち。
県庁所在地らしからぬ、静かな環境を生かして、他都市とは異なるまち
を目指した方が良いと思うので。

16まちづくり全般

373 男 40歳代 ゆったりと落ち着いて暮らせるまち。
せっかく歴史もあり、自然豊かな町なので、あくせくした雰囲気より
は、のんびりしてほしい。

16まちづくり全般

374 女 40歳代 より多くの人に山口市を利用してもらう。 学校や買い物等、市外に人が流れていると思う。 16まちづくり全般
375 女 40歳代 安心・安全で、活気のあるまち。 16まちづくり全般

376 男 40歳代 安心・安全で利便性のあるまち。
①異常気象の発生が、最近よく見られるから。
②大きくなった山口市で、活発で動けるようになってほしい。

13防災対策や浸水対策が
強化

377 男 40歳代 安心・安全なまち。 16まちづくり全般

378 女 40歳代
安心・安全に子育てができる環境が整ったま
ち。

今後、高齢化がもっと進むのであれば、それ以上の若い世代の人達に、
移住してもらわなくてはならない。それには、結婚・出産・子育て・職
等、整えて行かなければならないと、日々、感じているので。

7子育てしやすい環境が整
備

379 女 40歳代 安心・便利で活気のあるまち。

仕事・働く場所があれば若い人の定住も増えるのではないか！かつ災害
時の対策が市民みんなに浸透していれば、安心して住めると思います。
それに交通の便が良ければ･･･（年をとったら車には乗れなくなるの
で）。

8産業が盛んで働く場所が
充実

9交通利便性が高い
13防災対策や浸水対策が
強化

380 女 40歳代 安心して医療が受けられる。 救命センター等、高度な医療が受けられる病院が必要だと思うので。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実



目指すまちの姿

-131-

番号 性別 年齢 まちの姿 理由 区分１ 区分２ 区分３ 区分４

381 女 40歳代 安心して子育てしやすい安全なまち。

地震等の災害が少ない。
高齢化が進んでおり、若い人の地域への定着は、子育て世代を充実した
町を目指す事により、実現すると思う。家賃免除や教育費（高校の教科
書代等）を負担する等すれば、他の町より若い人が集まってくると思
う。

7子育てしやすい環境が整
備

13防災対策や浸水対策が
強化

382 男 40歳代 安心して暮らせるまち。 空き家が多くなってきている。 16まちづくり全般

383 女 40歳代 安全に安心のできる環境の整ったまち。
生活の中に、突然の訪問者が敷地内（知らない方の）への侵入などが
あった為、不安を感じる。パトロール（警察）が少ないように感じる。

14治安がよく安心

384 女 40歳代 安全に暮らせるまち。

近年の自然災害の多さに不安を感じる。今までの災害対応では、無理な
ところもありそう。吉敷地区に住んでいるが、吉敷川が氾濫したら、避
難場所が無い。
外国人の問題が、多々起こっている。住民の安心・安全を目指してほし
い。

13防災対策や浸水対策が
強化

385 女 40歳代 安定した生活ができるまち。
人口が流出しないよう（特に若者）、地元にもっと企業（就職口）が無
いと、生涯、山口に住み続ける人が減っていくと思うので。

8産業が盛んで働く場所が
充実

386 女 40歳代 移動に優しいまち。

山口は車社会で公共交通機関は充実していない。
車のサイズは大きくなっているし、自転車も車道を通るようになった。
バス等、本数を増やしても赤字になるだろうから、自転車通行帯を広く
歩道もしっかり分けてほしい。

9交通利便性が高い

387 女 40歳代 一人一人が支え合って暮らせる日々の生活。 人間は一人では生きられないと思います。
10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

388 女 40歳代 穏やかな気持ちで過ごせるまち。

山口県内での美味しいものを、その価値に合った価格で食べられる
（米・野菜）流通の工夫。
平川地区は、学校・地域も良い関係が結ばれていると思う。昭和のよう
に、地区の祭りを大人も子供も楽しみ、良い思い出になっていると思
う。いろいろな人達の努力が実っていると思う。

16まちづくり全般

389 男 40歳代 下水道の整備。 汚水が垂れ流し。 16まちづくり全般

390 女 40歳代
介護・福祉・子育て・若者支援全て充実した
まち。

年齢層に関係なく、誰一人、安心して暮らせるようになれば、山口市の
活性化につながるから。

16まちづくり全般

391 男 40歳代 介護や高齢者医療の充実。
介護報酬の削減による介護従事者の減少を、県や市による独自の政策
で、介護士の給与や職場環境の改善。

7子育てしやすい環境が整
備

392 女 40歳代 皆が、活き活きと暮らせるまち。
子供は、元気いっぱい遊んで学べる。若者も元気に働ける。お年寄りも
活き活き生活できる。

16まちづくり全般

393 女 40歳代
活気があり、国内外問わず、多くの人々の行
き交うまち。

公務員の多い市なので、地場産業の元気が無いように感じる。経済面で
も、もっともっと活気があっても良いと思う。
閉塞感を感じる事もあるので、経済・観光・文化交流を盛んにすれば、
元気ある、田舎だけど成功した市になるのでは。

4観光交流が盛ん
8産業が盛んで働く場所が
充実

394 女 40歳代 活気があり、賑わっているまち。 娯楽施設が少なく、町が暗い印象を受ける。
15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

395 男 40歳代 活気があるまち。 若者が、未来に希望が持てる事が重要。 16まちづくり全般
396 男 40歳代 活気と若さあふれたまち。 活気や若さに乏しいと感じています。 16まちづくり全般
397 男 40歳代 活気のあるまち。 若者が少ないから。 16まちづくり全般

398 男 40歳代 活気のあるまち。 もっと産業を呼び込み、若者に就職先を与えてほしい。
8産業が盛んで働く場所が
充実

399 男 40歳代 活気のあるまち。

県庁所在地でありながら、人口の少なさ。
若者の流出を止め、人口を増やす為には、働き先が必要。また、子育て
のしやすさや、出産に対する支援についても充実してほしい。
公共交通機関が乏しいので、車が無ければ暮らしにくいのも、永遠の課
題。

7子育てしやすい環境が整
備

8産業が盛んで働く場所が
充実

9交通利便性が高い

400 男 40歳代 活気のあるまち。
若い人が働ける環境があれば、活気のある町として山口市が発展してい
くと同時に、更に住みやすい町になると考えます。

8産業が盛んで働く場所が
充実

401 女 40歳代 活気のあるまち。

若い世代の県外流出が、非常に気になる。まず、進学時、県内大学の全
国評価が低い為、優秀な若い世代が、県外へ進学するケースが多いと思
う。また、就職時、大手企業が少なすぎる為、そのまま県外で就職し、
地元に戻らないという悪循環になっていると思う。そこから改善しない
と、福祉の充実他、云々言っていても、高齢化が進み、町も潤わず、相
変わらずの山口市のままだと思う。

8産業が盛んで働く場所が
充実

402 女 40歳代 活気のあるまち。
商業施設を増やしてほしい。総合ショッピングセンターを造ってほし
い。

15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか



目指すまちの姿

-132-

番号 性別 年齢 まちの姿 理由 区分１ 区分２ 区分３ 区分４

403 男 40歳代 活力あるまち。
ここ数年で、子供の人数が減っている事が心配です。若者が定住し、活
き活きと暮らせる町になると良いと思う。

16まちづくり全般

404 男 40歳代 活力あるまちづくり。 何もかも中途半端。取り組みに特徴が無い。 16まちづくり全般
405 女 40歳代 観光が充実したまち。 山口の歴史を活かし、他県からのお客様を増やす（活性化）。 4観光交流が盛ん
406 男 40歳代 観光しやすいまち。 交流人口を増やす為。 4観光交流が盛ん
407 男 40歳代 観光交流が盛んなまち。 山口市としての主体的、且つ、積極的な取り組みが必要。 4観光交流が盛ん

408 男 40歳代 観光交流が盛んなまち。
目玉となる観光地・施設（維新、日本酒）。友人が来ても、連れて行く
所が無い。

4観光交流が盛ん

409 女 40歳代 観光地として、沢山の人が遊びに来るまち。

山口には温泉もあるので、湯布院のような観光名所になると良いと思い
ます。一の坂川沿いでも良いですし、トータルで素敵な通りにしてみた
らどうでしょうか。美味しい店を一ヶ所に集めてはしごできるとか、お
土産になりそうな店を連ねるとか。買い物や食べ歩きできるし、しか
も、美しい自然を感じてリラックスできる、そんな通り。外人さんが、
沢山訪れる町にしても良いかもしれません。下関にフェリーを着けた人
達が山口市に集まって、遊んでいくのも良いですね。地域が活性化する
と思います。

4観光交流が盛ん

410 女 40歳代 観光地に。
湯田温泉駅から湯田に行く道が残念な通りになっている。駅から旅館ま
での道のりをもっと華やかにしてほしい。

4観光交流が盛ん

411 男 40歳代 気軽に、いろいろな所に自由に行けるまち。 バスや電車の本数が少ない。交通の便が悪い。 9交通利便性が高い

412 女 40歳代
旧市町村とも格差なく、いろいろなサービス
が利用できる。

市の中心部にいろいろな施設があり、そこを利用する為の交通手段も少
なく、老人等、なかなか外に出て行く機会が無い。

16まちづくり全般

413 女 40歳代 教育の市内統一。

白石、大殿地区ばかりに重点が行き、郊外の学校は置いてけぼりな感じ
が凄くする。優秀な先生方は中央に多く、マンモス校は先生の質が悪す
ぎる。その為、中央と郊外の学力の差が凄まじい。もっと学力の低い学
校に力を入れて、底上げをしてほしい。

1安心して教育が受けられ
る

414 女 40歳代 空き家を解消して、安心して暮らせるまち。

近隣や南部の他の地区だけでなく、北部にも空き家が多く、荒れてい
る。不衛生であり、知らない人が勝手に使う事も考えられる。空き家を
利活用する施策や、更地にする補助金等を創設してほしい。古い家は価
値が無く、固定資産税がやすい為、更地にせず、そのままにしている
ケースが多い為、誰も住まない空き家に対して、少し高めの固定資産税
を課して、流動性を高めてはどうでしょうか。

16まちづくり全般

415 男 40歳代 現在の環境を維持しつつ、賑いのあるまち。

ある程度、歳を重ねた人達には住みやすい町と思うが、若者にとって
は、何も無い退屈な町に思える。県都でありながら、これほど田舎な町
は、全国でも珍しいのではないかと思う（個人的意見ですが）。観光資
源は豊富だけど、遊べる場所はほとんど無い。

16まちづくり全般

416 女 40歳代
個性や障害のある無しで差別なく、理解ある
地域で暮らせるまち。

目に見えない障害や個性があって、町に踏み出せない人達が、まだいる
と思う。周囲が個人それぞれ理解することで受け入れて、地域と触れ合
えるようになるのではないか。

12個性を尊重し多様なラ
イフスタイルが実現

417 女 40歳代
古いまちなみや温泉を活かし、歓呼に訪れる
人達が、また来たいと思うまち。

せっかく歴史的にも素晴らしい国宝・史跡や、長州ファイブ、中原中也
等の偉人等がありながら、ちぐはぐな景観、風情の無い温泉街等、残念
でしょうがないです。もっと市内回遊できるような、一体感のあるまち
づくりが出来ないか。湯田温泉から一ノ坂沿い、ザビエル、瑠璃光寺等
まで、ゆっくり散策できるルートを是非。電柱は、地下にしてほしい。

2まちなみや景観が美しい

418 女 40歳代
雇用が確保され、老若男女が住みたいと感じ
るまち。

老若男女が、それぞれの役割を意識し、それぞれの世代がお互いを理解
し、より良い社会をつくろうとする大人の意識が、次世代を担う子供達
に伝わっていくと思うので、常により良くしようという意識を、持ち続
ける事が大事だと思う。

16まちづくり全般

419 女 40歳代 交通インフラの整備でしょうか。 朝夕の渋滞の無い生活でしょうか。 9交通利便性が高い

420 男 40歳代
交通の便、バス・電車の本数が多い町、アク
セスの良いまち。

①どこに行くにも自家用車が中心。
②主要な駅へのアクセスが悪い。
③新幹線の停まる本数が少ない。

9交通利便性が高い

421 男 40歳代 交通の便の良いまち。
車が無いと行けない場所が多い。バス等の待ち時間や停留所が、もっと
短く、多くなると、車も少なくなるのではないかと思う。

9交通利便性が高い

422 女 40歳代
交通の利便性が良く、子どもが安心して育て
られるまち。

現在、県庁所在地である山口中心部さえ単線の電車しかなく、また少し
場所が変わると電車さえないので、電車などの交通機関を整備してほし
い。
また地域によって教育環境が違いすぎるのため、その辺りを検討してほ
しい。

1安心して教育が受けられ
る

9交通利便性が高い

423 女 40歳代 交通手段が整ったまち。 車が無いと、交通に不自由を感じる為。 9交通利便性が高い
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424 女 40歳代 交通利便性が高いまち。

交通利便性が自家用車に頼った状況なので、利便性が上がることにより
人の流れもよくなり、高齢者も子供も動きが活発になります。結果、山
口市全体に活気あふれる事となり、産業、教育、医療も改善されると考
えます。

9交通利便性が高い

425 女 40歳代
交通利便性と情報利便性が市内全域に平等で
あること。

①バスの本数が少なく、夜遅くなると公共交通機関で帰宅する手段がな
い。
②この時代に県庁所在地の山口市に、光ケーブルやＷi-Ｆｉが使えない
地域がある。

9交通利便性が高い

426 男 40歳代 交通利便性の高いまち。
エコ通勤したいけど、バスや山口線（ＪＲ）の利便や本数が少ない。
維新公園で行われるレノファの試合に行くのが大変だ。ＪＲを使って行
きやすくしないと県内から応援に来てくれない。

9交通利便性が高い

427 女 40歳代 交通利便性の高いまち。
自家用車のない方は、買い物するにも一苦労だと思う。高齢化が今後進
む中、対応した交通インフラを整える必要があるかと思う。

9交通利便性が高い

428 女 40歳代 交通利便性の高いまち。
鉄道は駅近くに目的地がなく、そこからかなり歩いたり、バスは運行時
間（金額）やルートが分かりにくい。

9交通利便性が高い

429 男 40歳代 交通利便性の高いまち。
生活のあらゆる場面で、自家用車を利用する必要がある。バス・鉄道共
に、接続や運行間隔等の問題で、利用したくても出来ない。

9交通利便性が高い

430 男 40歳代
交通利便性の高いまち。
地場企業に優しいまちづくり。県外資本の企
業参入、誘致の方法を考えて！

朝夕の通勤ラッシュは目に余るものがある。市、県職員はまずもっと公
共交通機関を利用すべきである。それにより夜のにぎやかさ、公共交通
機関の一層の利便性の向上とラッシュの緩和、地元企業への利益還元を
まず考えるべき。
Ｂｕｙ山口をモットーとするなら、職員が実現実行可能な公共交通機関
利用を手始めに実行し、市内駐車場確保と買いまわりの利便性向上を
図ってほしい。

9交通利便性が高い

431 男 40歳代 交通利便性の充実。

①車社会の割には、駐車場の確保（特に湯田温泉地区）が足りない。
②観光をおすわりには、観光の方が利用しやすいような交通の便が整っ
ていない。電車・バスの本数、また、夜間、湯田駅から温泉街への通り
は暗く、夜間に到着した方が不便だったと、何度も聞いた事がある。

9交通利便性が高い

432 男 40歳代 公共機関の増備。 移動手段が不自由である（便数が少ない）。 9交通利便性が高い

433 男 40歳代 公共交通の充実したまち。
ノーマイカーデーが無理。車が無いと職場に行く手段が無い。どこに行
くにも車が必要。無いと行けない。

9交通利便性が高い

434 女 40歳代 公共交通の充実したまち。
高齢者の増加と共に、運転出来なくなる人も増加して行く為、買い物等
の移動に便利な、交通の充実を希望。

9交通利便性が高い

435 女 40歳代 行き場のない子ども達がいないまち。

人口が少なく、「友達の友達」で知らない人が本当に少ない。それなの
に非行に走った子供達を見て見ぬふりしている。中学生が、ゆめタウン
のような都会で考えたら大した大きさなものでもない所に行くことが禁
止されている。ゲームコーナーを施設側と町が話し合い、もっと透明性
がある場所に移したり、プリクラなどは入り口に設置したり、非行より
娯楽をオープンな形で大人が子供達を見守りやすい町になると良い。

16まちづくり全般

436 男 40歳代 行き来しやすいまち。 交通が不便。 9交通利便性が高い

437 女 40歳代
高い教育を受けられる、子どもが将来を心待
ちに思うまち。

教員の質が低い。
1安心して教育が受けられ
る

438 女 40歳代 高度な医療技術で安心できるまち。
テレビ番組等で最新医療の情報は入るが、実際遠くへ受診することは難
しい。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

439 女 40歳代 高齢化にやさしいまち。
山口市は明らかに高齢化が進んでいる為、若い世代と交流を持ちながら
暮らせていけると良い。

16まちづくり全般

440 女 40歳代 高齢化社会へ備えるまち。 交通手段、福祉サービス、介護施設に不安を感じる。 9交通利便性が高い

441 男 40歳代
高齢者が、自動車を使わずに生活できるま
ち。

高齢者による事故が多いので。 9交通利便性が高い

442 女 40歳代
高齢者が安心して暮らせるのは勿論、若い人
が働ける場所、産業、企業誘致等で、活気あ
るまち。

学校や官公庁の町という今のままでは、若い人が留まらないと思うの
で、転入も少ないと思う。

8産業が盛んで働く場所が
充実

443 男 40歳代
高齢者が不安を感じる事なく、快適に暮らせ
るまち。

老後に不安を感じる。 16まちづくり全般

444 女 40歳代 高齢者が不自由なく、安心して暮らせるま 交通機関やスーパー等の充実が、まだ地域によっては不充分。 9交通利便性が高い

445 女 40歳代 高齢者が暮らしやすいまち。
交通機関が不便（車中心）。高齢者が、買い物や通院に車が手放せない
状況。

9交通利便性が高い

446 男 40歳代 高齢者福祉・医療が充実しているまち。
高齢化の進度に伴い、高齢者が不安なく、安心して暮らせるように、制
度やまちづくりを進めてほしいから。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実
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447 男 40歳代 今のままで充分。 改善すべき問題は感じられない。静かで良い町です。 17その他

448 女 40歳代 歳をとっても安心して暮らせるまち。
都会にはなってほしくないが、この辺りは、近隣の大型ショッピングセ
ンター等に車で行く人が多く、近所のお店が無くなっている。歳をとっ
て車を運転しなくなった時が、少し不安。

16まちづくり全般

449 男 40歳代 災害に強いまち。 停電ｅｔｃ、社会インフラが時々ストップすることがある。 16まちづくり全般

450 男 40歳代 災害に強いまち。 地震、洪水など不安要素が多いので。
13防災対策や浸水対策が
強化

451 男 40歳代 在宅医療の充実したまち。 少子高齢化が進むにつれて、地域で完結できる医療を目指す為。 16まちづくり全般

452 女 40歳代 山間部等に活気がほしい。
山間部等は、少子高齢化が一段と進む事が予想され、人のいない地域
が、今後、発生することが考えられます。

16まちづくり全般

453 男 40歳代 山口で暮らす人達が、地域を誇れるまち。
山口から出て行って人達が、山口の良さを改めて確認して、何年後かに
山口に帰り、地域の活性を担えるような環境を、もっとつくっていかな
いとならない為。

16まちづくり全般

454 女 40歳代
山口ならではの自然を活かし、市民が安心・
安全に暮らせるまち。

①自然豊かなまちなみを壊す事なく、大切にしてほしい。
②最近、日本各地で大きな災害が発生している事が、とても気になる。
いつ・どこで起きるかわからない災害に対して、大きな被害が出る事が
無いように強化していく必要があると思う。

11身近に自然を感じる
13防災対策や浸水対策が
強化

455 男 40歳代
山口県を代表する、活力のある市になっても
らいたい。

県庁所在地としては、活力に乏しい気がする。 17その他

456 男 40歳代
山口市に住んでいる事が、誇りに思えるま
ち。

提灯祭りや湯田温泉で行われるイベントに行くと、多くの人が訪れてお
り、活気を感じます。山口に住んでいるからこそ、体験・参加できる場
が、もっとあると良いと思います。インターネットや配送の発達で、全
国どこにいても不利に思う事は、私は無いと思います。山口に住んで良
かったと心から思い、満足できる町になると良いと思います。

17その他

457 男 40歳代
山口市の特色を活かした、活気あるまちづく
り。

福岡県・広島県に挟まれた山口県が、両県の真似事をしても無駄なの
で、比較的、他より充実した道路環境や農地、スポーツ施設に重点的に
税金を投入し、都市部から農業で生計をたてたい若者の受け入れサポー
ト、スポーツイベント、企業の誘致を促進し、人口流出を防ぐ必要があ
る。

16まちづくり全般

458 女 40歳代 山口市内の過疎地域の活性化。
車の運転が出来ないお年寄りが、買い物・通院に困っている。足が悪い
お年寄りは、バス停まで歩けずに困っている。

9交通利便性が高い

459 女 40歳代 産業が活性化され、人々が精を出すまち。 もっと都会で豊かなまちにしたい。 16まちづくり全般

460 女 40歳代 産業が盛んで、働く場所が充実したまち。
いくらその地域が好きでも、仕事がないとその場所にはいられない。学
生もたくさんいるのに山口に残れないのは仕事のあるなしが大きいと思
う。

8産業が盛んで働く場所が
充実

461 女 40歳代 産業が盛んで、働く場所が充実したまち。 今、若者が少なく活気が無いので。
8産業が盛んで働く場所が
充実

462 男 40歳代 産業が盛んで、働く場所が充実したまち。 官公庁が主体で、民間の企業が少ない。
8産業が盛んで働く場所が
充実

463 男 40歳代 産業が盛んで、働く場所が充実したまち。
若い大学生や高校生が、卒業して働く場所が無く、県外に出る例が多い
と感じている為。

8産業が盛んで働く場所が
充実

464 男 40歳代 産業が盛んで、働く場所が充実したまち。 若者が、県外に流出してしまうから。
8産業が盛んで働く場所が
充実

465 男 40歳代 産業が盛んで、働く場所が充実したまち。
働く場が少ないと、人口減や高齢化の問題が、良い方向へ進んで行かな
いと思う為。

8産業が盛んで働く場所が
充実

466 女 40歳代 産業が盛んで働く場所が充実したまち。

山口市出身ですが転勤族であちこち行きましたが（都会ほどではありま
せんが）利便性一番です。子育てもしやすく住みやすい、しかしうちも
大学は他県に決まり出て行きますが、帰ってくる可能性は低いと感じま
す。そこが問題でしょうね。帰ってきたいけど…てとこですね。山大の
レベルを上げる…？？

8産業が盛んで働く場所が
充実

467 女 40歳代
子どもからお年寄りまで、安心・安全・笑顔
で暮らせるまち。

①災害時に、皆で生き抜くちからをつけたい。市民合同避難訓練の実
施。
②子育て世代が、もっと笑顔で過ごせる体制。保育園の定員増。ジジバ
バの力の活用。費用減。
③若者が魅力を感じる町。中途半端でない、もっとキラキラしたお店が
あると良い。

7子育てしやすい環境が整
備

13防災対策や浸水対策が
強化

468 女 40歳代
子どもからお年寄りまで、安心して暮らせる
まち。

福祉サービス、子供の教育環境等、不安を感じる事がある。
1安心して教育が受けられ
る

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

469 女 40歳代
子どもから高齢の人まで安心して暮らせるま
ち。

子育てもしやすく、高齢の人も充実した福祉サービスを受けられるまち
だと、ずっと住み続けたいと思うから（特にこれからは防災対策も力を
入れてほしい）。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

7子育てしやすい環境が整
備
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470 女 40歳代
子どもから高齢者まで、豊かで安心・安全に
暮らせるまち。

昔に比べると治安も心配であり、スマホやインターネット等により、子
供の人間関係も難しそうだと感じる事がある。
高齢になって、車の運転をしなくなると、生活が不便になりそうだか
ら。

16まちづくり全般

471 女 40歳代
子どもから老人まで、真面目に生活している
人々が、安心・安全に、心豊かに暮らせるま
ち。

税金や年金等、きちんと払った人が損をしている事が、現実的にありま
す。生保や母子手当を受けている人達の方が、日々、働いている人達よ
り、贅沢な生活をしているのを見聞きします。そんな理不尽な事のない
ように、市としても対応をしてほしいです。

16まちづくり全般

472 男 40歳代 子どもが多く、知的好奇心に満ちるまち。
若年人口の多さは、地域の活力の源である事。知的好奇心も同様に、地
域の活力の源であると共に、子供の成長に欠かせない為。

16まちづくり全般

473 女 40歳代
子どもも安全に移動出来、年寄りも買い物に
便利で、移動しやすいまち。

子供の通学路で危ない所が多い為。
年寄りが歩くのにも、車と接触しそうな所が多いし、バスの表示を、も
う少しわかりやすくしては。コミュニティバスの料金表示が無く、ルー
トも車内に表示されていないので、一例として思う。

9交通利便性が高い

474 女 40歳代 子どもを育てやすいまち。

①待機児童等、保育園に入りにくい。
②中学校や小学校等、学校によって、素行が悪い学校もある。
③乳幼児医療費の助成等、とても助かるが、小学校の間もあったら助か
ります。

1安心して教育が受けられ
る

7子育てしやすい環境が整
備

475 女 40歳代 子ども達が、健やかに育つまち。
子供が安心して外出出来、また、野外での運動が、充分にできる環境
が、整っている事が望ましいです。

7子育てしやすい環境が整
備

476 女 40歳代
子ども達が、心身共に健康に、明るく楽しく
育っていけるようなまち。

虐めの問題や、子供を狙った犯罪が増えていて心配だから。 16まちづくり全般

477 女 40歳代
子ども達が将来、大人になっても住みたいと
思えるまちづくり。

就職先が無い。
遊ぶ所が無い。
交通の便が悪い（ＪＲは、天災で不通（遅延）になる事が多い）。

8産業が盛んで働く場所が
充実

9交通利便性が高い
15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

478 男 40歳代
子育てがしやすく、育児環境が整っているま
ち。

今後、子供が住むにあたり、教育をはじめとして、医療、未就学前のセ
ンターの充実を望みます。

7子育てしやすい環境が整
備

479 男 40歳代 子育てしやすいまちづくり。
子育て・教育・医療を更に充実させ、更に住みやすい県境の良い町にし
てほしい。

7子育てしやすい環境が整
備

480 男 40歳代 子育てしやすい環境が整備されたまち。 駅から学校が近くにあまりない。通学路に危険箇所が多い。
7子育てしやすい環境が整
備

481 女 40歳代 子育てしやすい環境が整備されたまち。

現在、小３と３歳の子育て中なので、子育てしやすい環境が整備された
まちを目指してもらいたいと強く願います。
以前、一時預かりをお願いすると、電話対応がとても厳しく「子供さん
が泣き続けて何も飲まなくて何も食べなかった時、お母さんはすぐに迎
えに来れてんですか？」ときつく言われました。自分が我慢したら良い
のだと思いなおし、一時預かりはやめました。それ以降、一時預かり
（おおとり保育園）を利用しようと思った事はありません。
厳しい面接や厳しい電話対応はなく、４時間（９～13時）くらい預かっ
てもらえる所（食事もついて）があると助かります。

7子育てしやすい環境が整
備

482 女 40歳代 子育てしやすい環境が整備されたまち。

湯田地域に住んでいますが、ここ近年、老人ホームばかりが新築されて
いく気がします。子供と親が、安心して遊べる広場・公園が無くなって
いくばかりです。高齢化に対応していかなくてはならないのはわかりま
すが、これからの将来を背負っていく子供達の事や、働いてストレスも
多い子育て世代も、活き活きと暮らしていける環境を望みます。木戸神
社上の公園も、１０年前に比べると野放し状態で、子供と遊びに行きま
したが、犯罪の危険性を感じます。若い世代も大切にしてほしいと思い
ます。

7子育てしやすい環境が整
備

483 女 40歳代
子育てしやすく、年老いても楽しく暮らせる
まち。

車を運転しなくても、バスの便が多くあれば、移動に困らないから。
7子育てしやすい環境が整
備

9交通利便性が高い

484 女 40歳代 子育てのしやすいまち。
妊娠・出産をしても、働きやすい職場は、形として整っているようだ
が、現実は、なかなかそういかない場面など、よく目にするから。

7子育てしやすい環境が整
備

485 男 40歳代 市内・外の人が多く集まるまち。
お祭り等のイベントをもっとＰＲして、人の多い商店街・温泉街にして
ほしい。

4観光交流が盛ん

486 男 40歳代 市内を自由に移動できる。
山口市役所へ行くのが、一番行きにくい。防府・周南の方が、バスが多
い。

9交通利便性が高い

487 女 40歳代 市民全員が、充実した生活が送れるまち。

市町村合併後、特に旧市内地区の環境整備が、疎かになっているような
気がします。また、住民の少ない地域は、何もかも後回し、ほったらか
しで、扱いが雑すぎます。住民同士の協力を要望されるのは良いです
が、あまりにも負担が大きいと感じます。市街地の方達と同じように税
金を支払っているのに、あまりにも差がありすぎます。隅々まで行き届
いた、平等な市政を望みます。

16まちづくり全般



目指すまちの姿

-136-

番号 性別 年齢 まちの姿 理由 区分１ 区分２ 区分３ 区分４

488 男 40歳代 次世代へも良い環境を引き継ぐまち。
現在の市民が、その次の世代にも良い環境を継承し、末永く同じ地域に
居住すべき。進学・就職を機に、山口市を離れる人が多い。

16まちづくり全般

489 男 40歳代
治安が良く、安心して子どもも暮らせる美し
いまち。

不良や暴走族が多いから。 14治安がよく安心

490 女 40歳代 治安が良く、安心して暮らせるまち。 佐山の殺人事件の近所に住んでいます。安全・安心が一番と考えます。 14治安がよく安心

491 男 40歳代 治安が良く、安心して暮らせるまち。
湯田温泉は飲み屋さんも多く、今一つ治安が良くない印象があります。
不審者情報も時々ありますので、治安を良くしてほしい。

14治安がよく安心

492 男 40歳代 治安が良く安心して暮らせるまち。 湯田等の歓楽街があり、治安面が心配。 14治安がよく安心

493 男 40歳代
自然・歴史を大事にするまちなみを継続しな
がら、都市型機能も充実させる取り組み。

山口市に住んで、自然が豊かで空気が良く、歴史的な魅力も持ち合わ
せ、家族にとっては大変住みやすい。但し、ショッピングとしては、満
足する事は難しい。昔ながらの商店もありつつ、イオンモール（映画
館）を同一市内に誘致する事が、県庁所在地としての求心力に欠ける要
因。全世代を満足させる為の調和を意識しながら、方向性を意識してほ
しい。

16まちづくり全般

494 女 40歳代 自然を活かした都市づくり。
自然は確かに沢山ある。その地の利を活かしつつ、県庁所在地の都市と
しての華やかさも、必要ではと思います。

11身近に自然を感じる

495 女 40歳代 自然を残しつつ、若者も住める市。
就職する所が少ない為、若い人は他の所へ出てしまうので、何かしら居
つく事ができる、便利な市にはなってほしいが、自然が無くなるような
開発は、して欲しくない。

11身近に自然を感じる

496 女 40歳代 若い人が働けるまち。 自分の子供が、山口で働けると良いと思う。
8産業が盛んで働く場所が
充実

497 男 40歳代 若い人が暮らしやすいまち。 働く所が少なく、若い人が県外に出てしまう。
8産業が盛んで働く場所が
充実

498 女 40歳代 若い人も定住する、活気のあるまち。
学校を卒業すると、県外等に転居してしまう人が多い（県外に就職して
しまう）。

16まちづくり全般

499 女 40歳代 若い人達が住みたくなるまち。
私が住んでいる地域でも高齢化が進み、若い世代・子供が減少し、これ
から先、どうなって行くのか不安に感じます。

16まちづくり全般

500 男 40歳代
若い人達が定住できる、働く場所があるま
ち。

子供の数が少ない為。
8産業が盛んで働く場所が
充実

501 女 40歳代 若い人達に就職口が沢山あるまち。
山口市には、防府のマツダや宇部の宇部興産のような産業が無く、仕事
が少ない。県外に出た学生も、地元で就職できる場所が沢山あったらと
思う。

8産業が盛んで働く場所が
充実

502 男 40歳代 若い世代が、住み続けたい市。
若い世代の流出に、歯止めのかからない山口県では、将来に不安があり
ます。企業誘致も含め、若い世代が生活しやすい環境になれば、若者も
山口市に留まり、活気のある市になると思います。

8産業が盛んで働く場所が
充実

503 女 40歳代 若い世代が働きやすいと感じるまち。
大学進学等で県外（都会）へ出た時、帰ってこない。何故なら、山口に
は、就職したいと思う仕事（職種）が無い（少ない）。

8産業が盛んで働く場所が
充実

504 男 40歳代 若者が、住み続けたいと思うまち。 働く所も少なく、税金も高い。
8産業が盛んで働く場所が
充実

505 男 40歳代 若者が集まるまち。 アウトレットモールをつくる。
15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

506 男 40歳代
若者が住みたい、若しくは、観光に行きたい
と思える町へ。

観光地としての活気が無い。店が少ない。特に衣料・ファッション系。
山口には買う所が少なすぎて、結局、福岡で買い物をしている。

15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

507 女 40歳代 若者が住みやすいまち。 町に活気が無い。 16まちづくり全般

508 女 40歳代 若者が働きやすいまち。 若者が、Ｕターンして来ない為。
8産業が盛んで働く場所が
充実

509 男 40歳代 若者が働く場所が充実したまち。 住みやすいが、若者が減少している。就職する企業が少ないと思う。
8産業が盛んで働く場所が
充実

510 女 40歳代 若者が働く場所が充実しているまち。
進学等で他府県に出ても、就職できる企業があれば戻ってくるんだが、
との声をよく耳にするので。

8産業が盛んで働く場所が
充実

511 女 40歳代 若者も楽しめる施設と働く場所。
若者や独身、子どものいない夫婦の居場所がない。映画館もない市に県
庁があるなんて信じられません。

8産業が盛んで働く場所が
充実

15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

512 女 40歳代 若者を増やし、魅力あるまちづくり。

山口大学に県外から来ても、卒業したら、また出て行ってしまうとよく
聞くので、若者が山口で働きたいと思うように。地元で働く代わりに、
合格しやすく（少し語弊がある気が）。とにかく、何とか若者を引きと
めてほしい。

8産業が盛んで働く場所が
充実

513 女 40歳代
弱いものも安心して生活できる場（まち）で
あってほしい。

小児科、産科（大きな病院で）の医師を増やしてほしい。
指定難病の患者になった時、医療費の面だけでも負担せず安心して治療
していくことができるように（軽い患者であっても）。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

514 女 40歳代 女性が、安心して働く事ができるまち。
共働きをしている家庭が多い中、子供を預ける施設が足りず、困ってい
る人達が多い為、待機児童がいないようにしてほしい。

7子育てしやすい環境が整
備



目指すまちの姿

-137-

番号 性別 年齢 まちの姿 理由 区分１ 区分２ 区分３ 区分４

515 女 40歳代 小さな子どもがいても安心できるまち。

山口市は広いけれど、交通利便性は、あまり良くないと思います。更に
子供がいると、どうしても自家用車で移動することになります。また、
歩道が片側にしか無い場所も多く、幼稚園まで歩いて行く時に、自転車
の高校生と逆走するのですが、並走する自転車も多く、歩行者が道を譲
る事が多いです。夜も街灯が少なく、暗くて不安です。

9交通利便性が高い 14治安がよく安心

516 男 40歳代
少子高齢化社会を迎えるにあたり、安心して
子育てが出来、また、高齢者も安心して生活
できるまち。

少子高齢化により、子供の数も減ってきている。保育施設等を充実させ
て、安心して子育てできる環境をつくってほしい。また、今後、高齢者
の増加により、利用できる福祉施設が不足してくる可能性がある為。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

7子育てしやすい環境が整
備

517 女 40歳代
障害のある子どもも安心して教育が受けられ
るまち。

通常の小中学校内において、障害のある子供に対して専門の知識を持つ
教諭が必ずしもおらず、自己流の考えで教育をする事に不安がある。ま
た山口市の地域性なのか、ハンディのある人に対し理解が無く、優しさ
を感じる事があまりない。

1安心して教育が受けられ
る

518 女 40歳代 新旧が共存できるまち。

山口市の中心部は、ある程度、人が集まる建物やイベントがあるが、山
口県の中心の新山口駅の辺りは交通の便も良いので、新しい事がもっと
生まれるよう、人が集まるようになれば良いと思う。新幹線が停まる駅
にしては、店や人が集まる施設が少なく、寂しい気がする。

16まちづくり全般

519 女 40歳代 新山口駅周辺（在来線）の活気のあるまち。

新幹線口はお店も増え、利用者には便利になってきている。学生は在来
線を利用するし、山口線への接続が無く何十分も待つ時に待てる場所が
あったりすると助かる（今駅はきれいに整備されているが）。在来線口
の活気ある駅になればと思う。

16まちづくり全般

520 男 40歳代 新山口駅付近の空地に娯楽施設、店舗を。 新山口駅付近に人が集まらない。
15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

521 男 40歳代 身近に自然を感じる事のできるまち。 ごつごつした都会が嫌い。 11身近に自然を感じる
522 男 40歳代 人が集まる町（特に若い人達）。 山口市の人口を減らさない為。 16まちづくり全般

523 女 40歳代 人と人のつながりがあるまち。
高齢化や過疎が進んでも、自然に人と人がつながるコミュニティがあれ
ば、安心して暮らせるのでは。

10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

524 男 40歳代
人口流出を食い止め、若者の定住できる中核
都市を目指してほしい。

地方交付税の削減、合併特例債等の矛盾はあっても、平成の大合併によ
り、新幹線の駅も手に入れ、県都、山口市の第一歩は、踏み出したのか
もしれないが、平日の市街地等を見れば、まるで少子高齢化の見本のよ
うに感じずにはいられない。特に若者が危機感を強く感じていて、他の
地方と同様、寂れる一方なのに、進んで有効な手を打たない地元を嘆い
て外に出て行く。入れ物ばかり大きくなって、人口流出は止まらず、中
身はスカスカでは、どうして中核都市が成るでしょう。外に出た若者は
戻らない。高齢者には寿命がやってくる。これでは、人口の増えようが
無い。

16まちづくり全般

525 男 40歳代
人々が、ふれあいやコミュニティ活動が盛ん
なまち。

高齢化は進み、子供が減るのは必至。人々のつながりや、学び合う仕組
みが必要。地域交流センター・図書館・学校の活用が、鍵になると思
う。

10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

526 女 40歳代 生涯安心して暮らせるまち。
未来を担う子供達が、市内・県外へ出ずとも進学や就職が安心してでき
るようにしてほしい。今現在は、県外での進学や就職を希望する人が多
く、人口減少につながるから。

1安心して教育が受けられ
る

8産業が盛んで働く場所が
充実

527 男 40歳代 生活しやすい田舎。 生活に必要なものがある田舎が、長く暮らせる町だと思う。 16まちづくり全般

528 女 40歳代 昔ながらの自然と歴史を大切にするまち。
明治維新の立役者が、多数、行き来した町は限られていると思われ、貴
重。当時のままとまではいかずとも、面影が残る地域は存在すべき。

3歴史･伝統･芸術･文化を
大切にする

529 女 40歳代 全ての人にとって魅力的なまちづくり。

教育環境、雇用情勢、医療水準、文化や娯楽施設等様々な立場の人が魅
力を感じる事のできるまちづくりが大切だと思う。現在の山口市は、各
人の立場や置かれている状況によって住みやすさを感じている人とそう
でない人の差があり、それを解消することが人口減少の歯止めにもつな
がるのでは？

16まちづくり全般

530 男 40歳代
他の県や市にある大型複合施設があり、県外
や他の市に買い物に行かなくても良い山口
市。

若い人が、他県にわざわざ買い物に行かなくても良いように（若い人
が、直ぐ県外に出るから）。あと、ディズニーランドやＵＳＪみたいな
ものがあると、県外からも人が来ると思うので。無理だと思いますが、
娯楽施設があると良い。

15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

531 男 40歳代 他県からも来たくなるようなまち。 新山口駅周辺に何も無い。玄関みたいなものなのですが。 4観光交流が盛ん
532 男 40歳代 他市・他県から移り住みたいまち。 人口減少を感じる事が多い。 16まちづくり全般

533 女 40歳代
大人から子どもまでがコミュニケーションを
とれるまち。

日常のおはようございます、ありがとうございます等々のあいさつが少
ないように感じるので。

10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん



目指すまちの姿

-138-

番号 性別 年齢 まちの姿 理由 区分１ 区分２ 区分３ 区分４

534 女 40歳代 誰でも移動できる交通利便性の高いまち。

高齢者や高校生等、運転免許を持っていない者は、特に悪天候の時に公
共のバス、コミュニティバスの本数が少ないため、不便である。特に宮
野は食料品の店が少ないため、歩くことしかできない高齢者は、とても
不便に感じているのではないでしょうか。

9交通利便性が高い

535 女 40歳代
誰でも市内を自由に移動できる交通利便性の
高いまち。

自動車がないと不便という事を小さい頃から感じており、電車やバスが
走っていない所へ行くのにとても苦労する。そのため、ご高齢の方で自
動車を運転されている方を多く見かけ、時に危なく感じる事もあるが、
しかし病院や買い物、外食へ行くのにバスや電車で向かえない場所にあ
ることが多く、やはりそれも仕方のない事かと思う。もう少し路線を見
直し、網羅して頂けるとその辺りも解消できるかと思うため。

9交通利便性が高い

536 男 40歳代
誰でも市内を自由に移動できる交通利便性の
高いまち。

県庁所在地とは思えない程、公共交通機関が不便。 9交通利便性が高い

537 女 40歳代
誰でも市内を自由に移動できる交通利便性の
高いまち。

自動車があれば不自由なく生活出来ますが、お年寄りや子供等、自動車
を運転出来ない者にとっては、とても不便だと思います。子供の塾等も
車での送迎が必要で、仕事上の時間の調整に苦労しています。また、自
分が高齢になり、自動車を運転する事が出来なくなると、どうやって生
活して行こうかと、不安になります。

9交通利便性が高い

538 女 40歳代 誰もが、安心・安全に暮らせるまち。
後期高齢者が山口でも多いので、もう少し安く使えるようになったら良
いと思う。

16まちづくり全般

539 男 40歳代 誰もが安心・安全に暮らせるまち。 生活していく上で、経済的にも不安を感じる事がある。 16まちづくり全般

540 女 40歳代
誰もが安心して、健康で、文化的に暮らせる
まち。

大都会のような便利さは無くても、不便なく生活出来、自然災害や治安
への不安を、できるだけ少なくしてほしい。老後も、明るい展望が見え
るようになれば良いなと思う。

13防災対策や浸水対策が
強化

14治安がよく安心

541 女 40歳代 誰もが安心して働ける町
母子（父子）家庭において、企業単位で保育環境が整うように市がバッ
クアップしてほしい。

7子育てしやすい環境が整
備

542 男 40歳代 誰もが安全・安心・快適に暮らせるまち。 少子高齢化が進み、生活に不安を感じる事がある。 16まちづくり全般

543 女 40歳代
誰もが市内を自由に移動できる交通利便性の
高いまち。

これからは高齢者が増加される時代になります。現在エコノミーバスが
運行されていますが、主に利用者は
①家に車が一台、旦那が会社通勤で使用のためバスを利用（子連れの母
が多い）。
②家に車がない。
③高齢になり免許証を返上された方々です。
吉敷～ゆめタウンに行くにもバス代が千円近くかかるから外出を控える
方も少なくありません。バス代を半額にして頂く事とバス停の数を増や
す事（団地内やメイン道路よりも奥の道）、この２つの事を実施して頂
くと利用しやすくなると思います。

9交通利便性が高い

544 男 40歳代 誰もが住みやすいまち。
少子高齢化が、どんどん加速していくと思われる為、交通の利便性や医
療福祉が、早急な課題と思われる為。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

9交通利便性が高い

545 男 40歳代 地域コミュニティが保たれたまち。 人口減少や一人暮らし高齢者の増加による、自治会機能の低下が心配。
10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

546 女 40歳代 地域格差の無い、安全に暮らせるまち。 地域によって、商業地区や病院、交通の利便性等での格差が大きい。 16まちづくり全般

547 女 40歳代 地域格差の無いまち。
商業・医療・教育等、施設の充実が進んでいる所と、そうでない所に差
が見られるように感じる。

16まちづくり全般

548 女 40歳代 地域発展の活性化。 商業施設等の拡大等による、地域活性化。
8産業が盛んで働く場所が
充実

549 女 40歳代
中学生までの医療費の負担を無くしてほし
い。

他県でも中学生、あるいは高校生まで医療費を負担してくれる事を耳に
する。一番教育費にお金がかかるので、この年齢の時こそ負担してもら
えると助かる。

7子育てしやすい環境が整
備

550 女 40歳代 町に活気があるまち。
人を呼び込む目玉的なショッピングモール等、娯楽施設が少ない。若者
が県外に出て行き、人口減少につながる為。

15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

551 女 40歳代 通りすぎないまち。

下松、周南に比べて主要な道路が少ない。262号バイパスはゆめタウン
前の県道が混むので通りすぎるだけ。町の中心部に行こうと思わない。
中心部に行く道路21号や61号を２車線にすれば良かったのにと思う。
何か施設などを作る前に道路、バスの整備をしてほしい。徳山は何であ
んなにバスが走っているんだろう…。公共の乗り物がだめなら混まない
道路整備を望む。

9交通利便性が高い

552 女 40歳代 店が少ない。
今はどこでもイオンがある。山口だけ無いのはおかしい。古い店ばかり
では人は来ないし、買い物に行く気にもなれない。車も多過ぎ。バスは
あるも地域までは来ない。不便。

9交通利便性が高い
15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか
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553 男 40歳代 伝統と発展が共存するまち。
保守的と言われる事が多い山口市ですが、「守るべきもの」と「変わる
べきもの」を、バランス良くしていく必要があると思います。

3歴史･伝統･芸術･文化を
大切にする

554 女 40歳代 都会にはない安らぎのあるまち。
中途半端に市街化するよりは、のんびりと田舎暮らしができる街の方が
魅力的なので。ただ、働く場所は必要ですが･･･。

16まちづくり全般

555 男 40歳代 湯田の活性化。 年々寂れている。
15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

556 女 40歳代 働きやすい場所の充実したまち。
働きやすく、また、働く場所が多ければ、年齢に関係なく、住みたいと
思う人が増えると思う。

8産業が盛んで働く場所が
充実

557 女 40歳代 働く環境が整い、活気のあるまち。 若い人達が安心して働けて、地元でいろいろな行事に参加してほしい。
8産業が盛んで働く場所が
充実

558 女 40歳代
働く女性の為に支援サポートが充実したま
ち。

今は我が子も１歳なので家事に励んでおりますが、ゆくゆくは私も働き
に出ようと思っています。学童の手続きをした知人が、待機児童がたく
さんいると聞いて少々不安です･･･。やはり働き難い世の中なのかな･･･
と。

7子育てしやすい環境が整
備

559 女 40歳代 働く場所があり、魅力的なまち。
若い人が他市や他県へ出て行くのは働く所がなかったり、働きたいと思
う企業がないからだと思う。

8産業が盛んで働く場所が
充実

560 女 40歳代 働く場所が充実したまち。
子供が大学生ですが、地元に希望職種の就職先が少ないので、帰って来
ないようなので。

8産業が盛んで働く場所が
充実

561 女 40歳代 働く場所が充実したまち。

私が住む阿東では、仕事探しが大変です。特に子育て中の母親は、近く
で働ける所が理想です。市の雇用（臨時）も、配慮して下さると助かり
ます。地元で働ければ、町にも活気が出て、若い人も外に出て行かない
のではないでしょうか。

8産業が盛んで働く場所が
充実

562 女 40歳代 働く場所が充実したまち。

超高齢化社会になるため、若者が町からいなくなると過疎化が進んでし
まう。
自分の子供達も県外、市外へ出て行ってしまう。働く場所と合わせてお
店、娯楽施設も必要。

8産業が盛んで働く場所が
充実

563 女 40歳代 働く場所が充実したまち。 生活が安定する事を望む。
8産業が盛んで働く場所が
充実

564 女 40歳代 働く場所が多く充実したまち。 若い働き手が山口に留まってくれるように、企業努力が必要と思う。
8産業が盛んで働く場所が
充実

565 女 40歳代
道路の連携が、しっかりとれた安心・安全な
まち。

不意な災害等にも落ちついていられるように、情報がきちんと伝達でき
る為に、連携が取れていることが大切かと考えます。

13防災対策や浸水対策が
強化

566 女 40歳代

道路整備や駐車場が多く、お年寄りが多いた
め病院も多いまち。
安心に暮らせるまち。

道路工事がやたら多い。税金の使途を無駄にせずもう少し考えてほし
い。
駐車場が少ない気がする。
山口はお年寄りが増加しているため病院を増やしてほしい。

16まちづくり全般

567 女 40歳代 独自の文化を大切にするまち。

山口市は、商業施設は少ないが、一つ一つのお店は、魅力的なものが多
い。これは、山口市が育んでいる文化や、それを大切にする市民性が
あってこそだと思う。ある程度、商業施設が充実していないと、やはり
暮らしていて面白味が無いので、遠回りな方法だが、文化を大切にする
事が、暮らしやすい、暮らしていて楽しいまちづくりに、不可欠だと思
う。

3歴史･伝統･芸術･文化を
大切にする

568 男 40歳代 賑やかで盛り上がるまち。
娯楽施設が少ない。
夜の街も盛り上がりに欠ける。
深夜までの公共交通がないと酒は飲めない（タクシーは高額）。

15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

569 女 40歳代
日本を背負う意識の高い子ども達を育て、個
性を認め合い、大人な関係が作れる安心、安
全なまち。

安倍総理も出身で、日本の将来を真剣に考え抜くそして行動する、口だ
けではなく実行を伴う教育、多様な個性から世界に発信する日本の心。
今の山口は充分頑張っていると思っています。

1安心して教育が受けられ
る

12個性を尊重し多様なラ
イフスタイルが実現

570 女 40歳代
犯罪の無い、地域の皆で見守る、子育てでき
るまち。

学校からのメール等で、不審者の事例が多いので、子供達の安全が心
配。不安になる。犯罪の無い、安心した暮らしがしたい。

14治安がよく安心

571 男 40歳代 福祉が充実なまち。 高齢化に向けて不安がある。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

572 女 40歳代 福祉サービスが充実したまち。 老後の生活に不安を感じるから。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

573 女 40歳代
福祉サービスを日本一に。
住民があいさつができるまち。

高齢者幼児重視の福祉サービスが多く、障害児のサービスが少なく感じ
る（拠点はあるが定員が少ないなど実際利用出来ない）。
昔に比べあいさつを交わす光景を見なくなった。
地域資源の活用が不十分に感じる。小学生、幼稚園時期に必修で地域資
源の学習をテーマ別に長期ですべき。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

574 男 40歳代 平穏なまち。 事件とか事故が多いと感じる事が多い。 14治安がよく安心
575 男 40歳代 平和なまち。 14治安がよく安心
576 男 40歳代 閉ざされたまち。 よそ者をシャットダウンし、他の文化を受け入れない為。 16まちづくり全般
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577 女 40歳代
変化に柔軟に対応し、変わる事のできるま
ち。

良くも悪くも変わらないままで、少子高齢化や雇用する外国人の増加
等、刻々と変化している情勢に、山口市として目に見える大きな変革
や、思い切った変化を感じる事が出来ない為、県庁所在地としての平均
的な町では、衰退してしまうと考える為。

16まちづくり全般

578 女 40歳代
防災（自然災害に対する取り組み）強化した
まち。

これから自然災害が増えそうだから。
13防災対策や浸水対策が
強化

579 女 40歳代 防災を強化し、災害に強いまち。 台風や土砂災害が多い。
13防災対策や浸水対策が
強化

580 女 40歳代 防災意識の高いまち。 避難先の小学校のトイレを整備してほしい（特に屋外トイレ）。
13防災対策や浸水対策が
強化

581 男 40歳代 防災対策。 日本有数の災害の少ない地域である事を、よりアピールする為。
13防災対策や浸水対策が
強化

582 女 40歳代
防災対策がしっかりしていて、非常時に頼れ
る行政、助け合えるまち。

最近は、毎年のように台風や大雨で被害が出ているので、不安になる。
13防災対策や浸水対策が
強化

583 男 40歳代 防災対策が整備されたまち。 災害への不安を感じる事が多い。
13防災対策や浸水対策が
強化

584 女 40歳代 防災対策など、安心して暮らせるまち。
山沿いの道で民家があるにも拘らず、整備してもらえない（ハザード
マップに載っている）。

13防災対策や浸水対策が
強化

585 女 40歳代
防災対策や浸水対策が強化され、安心して暮
らせるまち。

ここ最近は、自然災害が多くなってきているから。
13防災対策や浸水対策が
強化

586 男 40歳代 魅力のある町
高齢社会になっていくのは確実。若者が地元から離れて行かないように
魅力を充実したら良いと思います。

16まちづくり全般

587 男 40歳代 無駄の無い税金の使い方を考えられますか。
本当に必要なところに予算が配分されていますか。財政課の担当レベル
で、切り捨てるような事はしていないですよね。昔からのやり方を続け
ているようでは、いつまで経っても良くはなりません。

16まちづくり全般

588 女 40歳代 目指す町の姿は、頭に浮かばない。
進歩の気風が無く、人も物も停滞している。特に希望する事は何も無
い。

16まちづくり全般

589 男 40歳代

問６-２．まちなみや景観が美しいまち
問６－４．観光交流が盛んなまち
問６－６．高度な医療や福祉サービスが充実
したまち

問６-２．電線を地下に埋める。雑草が良く生えているので草刈りをし
てほしい。
問６－４．湯田温泉の入り口の看板など、リニューアルした方が良い。
良い温泉なのにＰＲが足りない。
問６－６．医者のレベルが低い（大学病院が無いのか？頼りになるここ
だという医者がいない）。例えば歯医者。きちんと最近の技術でやって
ほしい。

2まちなみや景観が美しい
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

590 男 40歳代 夜でも安心して歩けるまち。 街灯が少なく、道路が暗い。 14治安がよく安心

591 女 40歳代
幼・小・中・高・大が連携し、コミュニティ
で子育てできるまちづくり。

「いかのおすし」はわかるが、誰もが気持のよい挨拶をしあえるコミュ
ニティにしたら、犯罪も少ない町になるのではないかと思ったので。

10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

592 女 40歳代
様々な世代の人達が、安心して豊かに暮らせ
るまち。

豊かな自然に囲まれ、治安も良く、医療・教育・文化・生涯学習等の
様々な施設も充実しており、安心して暮らせると感じている。しかし、
高齢化が進み、ややパワーが感じられないので、現在の山口市が持つ良
さを更に活かし、若い世代が住みたいと思えるような、魅力的な町に
なってほしい。

16まちづくり全般

593 女 40歳代 利便性の向上。

県庁の近くに住んでいるが、まちなみを守る為と、景観条例のようなも
のがあるそうで、高いビル等が建てられず、昔ながらの家が多く、細く
車の通れない路地が多数で、そこに住んでいる高齢者が亡くなると空き
家になり、人が減って、その地域が成り立ちにくくなる。景観も大切か
も知れないが、そこで生活して行く上では、景観では生活できないか
ら、その地域を活性化させる為に古い所を整備し、住人が住みやすくす
る必要があるのではないか。ちょっと歩いて行ける所にスーパーも無
い。車の運転ができなくなれば、一人暮らしでは、もうここへは住めな
い。

9交通利便性が高い
15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

594 男 40歳代 歴史・伝統・文化を大切にするまちづくり。
せっかくの歴史や伝統・文化を、置き去りにしてはいけない。充分に考
慮して、文化・芸術を重んじるまちづくりが大切だと思う。

3歴史･伝統･芸術･文化を
大切にする

595 女 40歳代
歴史や地域資源を大切にし、安全に暮らせる
まち。

自然災害や防災に、不安を感じています。
ゴミの不法投棄や農家減少にも、不安を感じます。

3歴史･伝統･芸術･文化を
大切にする

13防災対策や浸水対策が
強化

596 女 40歳代 歴史等を感じるまち。
西の京と言われる山口、今以上に芸術・文化等の展示会を多く開催し、
山口をアピールする。

3歴史･伝統･芸術･文化を
大切にする

597 女 40歳代
老いた人、若き人達も活き活きと楽しく暮ら
せるまち。

しっかり働いて、しっかり遊べる場が少ないような。
8産業が盛んで働く場所が
充実

15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか
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598 男 40歳代 老後誰もが安心安全に暮らせるまち。

今、共稼ぎの世帯が多く、介護老人保健施設では特別養護老人ホームに
入居するために順番待ちしている老人が多い。介護老人保健施設では職
員の不足により、転倒リスクなどの安全を考えた要介護別に分ける事が
難しく、職員は努力しているように見えるが老人が犠牲になっているよ
うに見える。
若年性アルツハイマー型認知症施設がなく、患者が犠牲になっていると
思います。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

599 女 40歳代
老若男女が互いに思いやりを持って接するこ
とができる人と人との関わりの充実。

元気に遊ぶことが本来の子供の姿であるはずなのに、「子供の声がうる
さい」「ボール遊びは危険」「川遊びも禁止」とｅｔｃ。近年子供の遊
ぶ場所が大人の身勝手な理由で奪われつつある。「お年寄り」はいつか
自分が行く道と、子供が年配者を思いやり、大人は自分達の昔歩んでき
た道と、子供達の事を優しい目で見る人が増えてほしい。

10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

600 男 40歳代
せめて今を維持。人・景観・観光、そして、住むのに大切な医療・防災
の充実。

2まちなみや景観が美しい 4観光交流が盛ん
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

13防災対策や浸水対策が
強化

601 男 40歳代
歴史ある町なのに、まちなみの整備が遅れている。特に、観光客受け入
れ環境が弱いと感じるし、萩等に比べると、整備されていない印象を受
ける。伝統と新しさのバランスを取ってほしい。

3歴史･伝統･芸術･文化を
大切にする

4観光交流が盛ん

602 女 40歳代
老人世帯が増えはするが、公共の交通機関が、それほど発達していない
ので、運転免許証もなかなか返せない。ワゴンタイプの住宅地を周遊す
るバスを増やし、利便性を向上させるべきだと思う。

9交通利便性が高い

603 男 50歳代
１０代・２０代の青少年にとって、魅力のあ
るまちづくりを早急に。

人生率が低い。人口減を現在の事実として捉え、若年層にとっての魅力
あるまちづくりとは何か、若年層の意見を取り込んで、対応を急ぐ必要
がある。山口県＝老人県と、定着観念ができてしまう前に。

16まちづくり全般

604 女 50歳代
あまり期待はしていないので考えた事はあり
ません。

17その他

605 女 50歳代
ある程度、遊べる施設や魅力的なお店がある
まち。

子供達が大きく育って、大学で他県に出ても、また山口に戻って住みた
いと思えるような町にしてほしいです。

15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

606 男 50歳代 いきいきと元気に働く事ができるまち。 医療のしっかりとした確保と、若者の働ける場の確保が必要。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

8産業が盛んで働く場所が
充実

607 女 50歳代
いろいろなイベントがあり、人が集まるま
ち。

人が集れば、町が活性化する。 17その他

608 女 50歳代 お店や娯楽施設が豊富なまち。 お店の数が少なく、物足りない。
15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

609 男 50歳代
コミュニティが形成されたまち。
伝統文化を大切にするまち。

マンションが増え、昔からのコミュニティが破壊されないか心配であ
る。

10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

610 女 50歳代 ショッピングモール（小郡地域）。
衣類は、特に山口（町）・宇部・防府方面に行くことが多く、小郡地域
に、全てが揃うお店があると助かります。

15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

611 男 50歳代 スポーツに親しむ環境が整備されたまち。
プロスポーツがあるまちは活性化されるので、試合をできるスタジアム
建設を要望します。

5スポーツに親しむ環境が
整備

612 女 50歳代 スポーツに親しむ環境が整備されたまち。 プロスポーツ選手に来て頂く。
5スポーツに親しむ環境が
整備

613 女 50歳代 ふれあいの温かいまち。
人々が触れ合えば、知恵も生まれ、防災や福祉の案も生まれやすいか
と。

10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

614 女 50歳代
まちなみや景観が美しく、安心して暮らせる
まち。

2まちなみや景観が美しい

615 女 50歳代 もっと活気のあるまち。
常に広島と福岡にある通過点というイメージしかない。何か人の足を止
める事のできるような取り組みがあれば良いと思う。

16まちづくり全般

616 女 50歳代 ゆとりある生活をしたい。
お金を持っている人と、少ないながらも生活している事で、皆平等、ゆ
とりある生活、仕事も働きやすさ、とにかく平等で。

16まちづくり全般

617 男 50歳代 わかりません。 変化する姿が思い描けません。公務員の町としか。 17その他

618 女 50歳代
安心した老後、生き生きした老後を過ごせる
まち。

年齢的にこれから老年期に入っていくのですが、少しでも健康寿命を延
ばしていきたいと考えています。そのため、運動教室（簡単な体操、ス
トレッチ、ヨガ、屋内プールを利用した水中ウォーキングやアクアビク
ス等）をどんどん増やしてほしいと思います。嘉川地区在住なので、車
の運転ができなくなった時の買い物にも不安を覚えます。

5スポーツに親しむ環境が
整備

619 女 50歳代 安心して暮らせるまち。 １人暮らしが増えてくると色々な面で不安が出てくるため。 16まちづくり全般

620 女 50歳代 安心して暮らせるまち。 最近の異常気象で不安を感じる。
13防災対策や浸水対策が
強化

621 男 50歳代 安心して暮らせるまち。
最近は、台風や地震、土砂災害等のニュースが多く、老後問題と併せ
て、ニュースのほとんどを占めているように感じられるから。

13防災対策や浸水対策が
強化
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622 女 50歳代 安心して暮らせるまち。 若い人が働く場所が充実していること。
8産業が盛んで働く場所が
充実

623 男 50歳代 安心して暮らせる町（暮らしやすい町）。
山口市全体として、買い物・医療等に不便さ（移動等に）を感じる事な
く、暮らしやすいまちづくりをしてほしい。

9交通利便性が高い

624 男 50歳代 安心安全に暮らせるまち。 区画整理をする。 16まちづくり全般

625 女 50歳代
医療・福祉が充実し、安心して暮らせるま
ち。

健康で元気な時は良いが、何かあった時（病気・災害等）、大丈夫だろ
うかという思いがあるから。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

626 男 50歳代 医療・福祉が充実したまち。
少子・高齢化が進んでいる現状。特に宮野地区は人口減が顕著であり、
少子・高齢化が進んでいるものと思われます。自分自身や妻が年をとっ
ていく事を考えると、不安の感じる為。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

627 女 50歳代 医療が充実したまち。 いざという時、医療の事が心配になる。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

628 男 50歳代 医療や福祉サービスが充実されたまち。

総合病院がなく通院に時間がかかる。
交通の便が悪く自家用車がなければ移動できない。
老人がサービスを受ける施設が少ないく、入所待ちのケースが多くみら
れる。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

9交通利便性が高い

629 男 50歳代 何か分からないが、一つのことに特化したま 山口市自体が中途半端。 16まちづくり全般
630 男 50歳代 皆が安心・安全に暮らせるまち。 不安に感じる。 16まちづくり全般
631 男 50歳代 皆が尊重し合える町（世代を超えて）。 少しバラバラ感があるように思うから。 16まちづくり全般

632 女 50歳代 皆が落ち着いて安心して暮らせるまち。

①まずは生活の基盤として安心して暮らせる事。
②新幹線を中心として交通の利便性の良いまち。
日頃の買い物は地域や近隣で、大事な買い物やいざとなったら福岡や広
島へ行けるので暮らしやすいと思う。新幹線の駅付近をうまく開発して
集客につなげてほしい。ただの通過駅ではなく、宿泊までしてもらえる
ように、新山駅辺りを開発してほしいと思う。

16まちづくり全般

633 女 50歳代 皆で支え合えるまち。
人口が減り、高齢化がますます進むと思われるので、お互い助け合い支
え合って暮らせる町であってほしい。

10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

634 女 50歳代 開放的で、オープンな明るいまち。

閉鎖的なイメージがある。
文化や芸術が盛んなところはもっと伸ばして、堅いところはもう少し柔
軟に、多様性にとんだ町にした方が、他市・他県から転入して来やすい
と思う。

16まちづくり全般

635 女 50歳代 格差社会の無いまち。
あまりにも、他の家庭と収入が違いすぎる。夫の収入の半分以上ある
と、扶養されなくなるので働けないし、とにかく貧乏人は、貧乏でいろ
と言う事なのであろうか。

16まちづくり全般

636 男 50歳代 活気あふれるまち。
少子高齢化の為、若年層が少なく、若者にとって、魅力あるまちづくり
が必要。

16まちづくり全般

637 男 50歳代 活気あるまち。
若者が働ける場所、企業が少なく、県外から帰ってこない。老人ばかり
が目立つ町になりつつある。

8産業が盛んで働く場所が
充実

638 女 50歳代 活気があり、安心して歳がとれるまち。 人口増えてほしい。高齢化に、しっかり対応してほしい。 16まちづくり全般
639 女 50歳代 活気があり、人々の笑顔あふれるまち。 人口減少、高齢化が進み、以前に比べて活気が無くなってきている。 16まちづくり全般

640 女 50歳代
活気に満ちた子どもが安心して成長できるま
ち。

子供より母親中心の考えが強くなっていることに不安を感じる。満たさ
れない子供が増えている。

16まちづくり全般

641 女 50歳代 活気のある、明るいまち。
町のシャッター街の多い中、市全体が活気があり、市民も明るく生活で
きる町を望む。

16まちづくり全般

642 男 50歳代 活気のあるまち。 若者の流出を防ぐため。 16まちづくり全般

643 女 50歳代 活気のあるまち。
商店街も寂れた感じだし、イベントとかも無いので、静かな町という感
じではあるが、盛り上がりに欠ける（最近は、レノファで少し活気付い
てはいるが）。

15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

644 － 50歳代 活気のあるまち。 人口が減少して活気がない。 16まちづくり全般

645 女 50歳代 活気のあるまち。
道場門前の店の閉店時間が早いので、アーケードが夕方にはひっそりし
て、淋しい感じがします。暗いイメージの町。明りが少なく暗い。

15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

646 男 50歳代 活気のあるまちづくり。
買い物（洋服など）外へ（小倉などまで）出掛けなくても済むように
もっと品揃えをしてほしい。店舗も増やしてほしい。

15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

647 男 50歳代 活性化した環境。
地域の自主的なコミュニティ活動を、市が助成・育成して、その地域に
合った活動をさせる。

10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

648 男 50歳代 活力のある明るいまち。 就職先を、他県に求める若者が多い。
8産業が盛んで働く場所が
充実

649 男 50歳代 観光交流を促進した文化的なまち。 観光資源を掘り起こす事で、地域を活性化できると感じるから。 4観光交流が盛ん

650 男 50歳代 企業が集るまち。 雇用・働ける企業が少ない。
8産業が盛んで働く場所が
充実
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651 男 50歳代
拠点となるエリアを結ぶ中間地域にも、魅力
が感じられるまちづくり。

広域合併により、魅力も変化すると思われたが、拠点エリアが目立つの
みで、かえって中間エリア（地域）が、疎になったように思われる。中
間地域も何か活性化しないと宅地ばかりで、高齢化により、更に疎に
なってしまう。疎になっている地域の人々が、活気付くような取組も考
えて、まちづくりをしてほしい。

16まちづくり全般

652 男 50歳代
教育、文化、スポーツ交流によるまちづく
り。

若者から高齢者まで共通するキーワードであり、心身の健全性を育む要
素となる。

1安心して教育が受けられ
る

3歴史･伝統･芸術･文化を
大切にする

5スポーツに親しむ環境が
整備

653 女 50歳代 教育環境の充実。
高校・大学、まだまだ今からお金が掛るばかり。教育費の充実をしてほ
しい。

1安心して教育が受けられ
る

654 男 50歳代 県央市にふさわしいまちづくり。
美しい景観を保ちながら、文化・スポーツ施設を充実させ、人的交流を
活発化させることが大事だと思います。

2まちなみや景観が美しい
3歴史･伝統･芸術･文化を
大切にする

5スポーツに親しむ環境が
整備

655 女 50歳代
個性を尊重し、子ども・障がい者・高齢者に
優しく、共生できるまち。

小学校での学級崩壊と言う言葉を聞いて驚き、また、障害者の方への偏
見や、独居（高齢者）の方の生活環境等を考えますと、社会が、未来あ
る子供の育成、また、障害者・高齢者にとって、楽しく自分らしく生活
出来、健康寿命が延びる事を考えるからです。

12個性を尊重し多様なラ
イフスタイルが実現

656 女 50歳代
個性を尊重し、多様なライフスタイルが実現
できるまち。

多様な人材を受け入れ、色々な価値観を認め合い、有益な活動をしてい
ける場ができると良いと思います。
誰もが活躍でき、活気のあるまちになると良いと思います。

12個性を尊重し多様なラ
イフスタイルが実現

657 男 50歳代 雇用の場が確保され、活性化したまち。
都会に学生が出て、卒業後帰郷しようと思っても働く場の選択肢が少な
い。

8産業が盛んで働く場所が
充実

658 女 50歳代 交通の利便性。 バス・電車等の本数が少ないと思う。 9交通利便性が高い

659 女 50歳代 交通の利便性があるまち。
自家用車が運転できなくなったら、買い物、病院等とても不便になっ
て、ここで暮らす事に不安を感じる。

9交通利便性が高い

660 女 50歳代
交通の利便性を高め、商店街や駅周辺が魅力
あるまち。

人の行き来する、町の窓口である駅に魅力があまり無く、そこから続く
まちなみに、人の行き来も少なく、閑散としている。今の現状では、ま
すます人が県外へ流出していくのではないでしょうか。人が集える、楽
しめる、魅力ある町になってほしい。休日に、市内、及び、県内の観光
地を結ぶ巡回バスを出す等、駅・空港へのアクセスを良くしてはどうで
しょうか。

9交通利便性が高い

661 女 50歳代 交通ルールの守れるまち。
自転車、老人の突然の飛び出し、自動車の赤で突き抜ける状況や、脇道
からの危険な割り込み等、交通が気になります。

16まちづくり全般

662 男 50歳代 交通弱者・交通空白地域の解消。

高齢者が、免許証を返納しても生活できる交通システム。
既存交通を活用・育成。その補助的な公共交通を構築し、交通事故の無
い社会を目指しながら、交通ライフラインを、民間と一緒になって考え
る。マイカーが無ければ生活が出来ないのでは、将来に不安。

9交通利便性が高い

663 女 50歳代
交通利便性が高く、医療・福祉サービス、娯
楽を享受できるまち。

道路は広いけれど、交通利便性があまり良くなくて、時間のロスが多
い。また、場所によってサービスを受けられる事が限られて、公平さが
無い。

9交通利便性が高い

664 女 50歳代 交通利便性の高いまち。
今は自動車を運転しますが、いずれしなくなった時バスや電車の便が少
なく不便な事と、利用してないので分かりませんが、近場に出かける時
のコミュニティバス等が便利に使えたら良いと思います。

9交通利便性が高い

665 男 50歳代 工場の誘致。 働く場所をつくる。
8産業が盛んで働く場所が
充実

666 女 50歳代 行政・地域に優しさがあるまち。
縦割りで横のつながりが悪い行政の仕方を感じる事があります。お隣同
士のつながりが、田舎の割に無いような気がする。

16まちづくり全般

667 男 50歳代 高度な医療や福祉サービスが充実したまち。 高齢化が進むと考えられる為。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

668 女 50歳代 高度な医療や福祉の充実。
家族が病気で倒れてわかった事。
救急医療が無い事。防府や宇部に搬送され、手術となる。市内でできる
ような病院がほしい。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

669 男 50歳代 高度な福祉サービスが充実したまち。 他市に比べて、福祉サービス（介護認定等）が劣っている。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

670 男 50歳代 高齢になっても過ごしやすい環境。 車に乗れなくなった時の交通の便。 9交通利便性が高い

671 女 50歳代
高齢化社会に優しい、交通環境が整備された
まち。

都会に比べ、マイカーがなくても生活できるだけの交通環境に乏しいか
ら。

9交通利便性が高い

672 女 50歳代 高齢者（独居も）が不安を持たない生活。
病院への通院、食糧購入（遠方になり、高齢者には車が運転できな
い）。

9交通利便性が高い

673 女 50歳代
高齢者が、安心して外出（通院・買い物等）
できるまち。

過疎地域では、公共の交通機関もだが、タクシー会社も少なく、思う時
の通院や買い物の為の外出が難しい。

9交通利便性が高い

674 女 50歳代 高齢者が、安心して生活できるまち。
歳をとって、お金の面で苦労をしたくないので、年金等の充実を、お願
いしたいです。

16まちづくり全般

675 女 50歳代 高齢者が安心して暮らせるまち。
高齢者に便利で安心して暮らせるまちは、すべての世代の人にも同じだ
と思うから。

16まちづくり全般
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676 男 50歳代 高齢者が暮らしやすいまちづくり。
高齢者の人口割合が増加する為、ハード的（インフラ整備）、ソフト的
（やりがい、優しいやる気）整備。

16まちづくり全般

677 女 50歳代 高齢者に優しいまち。
山口市は、高齢化の進んでいる地域だと感じます。その為にも、もっと
交通機関の利便性が必要だと感じ、バリアフリーもどんどん進めるべき
だと思います。また、独居の人への取組みも始めてほしいです。

9交通利便性が高い

678 男 50歳代 高齢者の住みやすいまち。
高齢化が進んで、交通の便など考えなくてはいけないようになってきた
から。

9交通利便性が高い

679 男 50歳代 高齢者や子どもが安心に暮らせるまち。 医療や福祉サービスの充実を、もっと高く。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

680 女 50歳代 困っている方に声を掛けやすいまち。
困っている時に心配してもらうと嬉しいが、反対に警戒心も起きると思
うので、治安の良さを土台に築いてもらいたい。

14治安がよく安心

681 女 50歳代 三世代の交流が盛んなまち。
これからは、少子高齢化は避けて通れない、町のスタイルだと思う。自
助・共助・公助をモットーに、さりげない気遣いが出来、孤独（子育
て、独居等）を感じる事のないように。

16まちづくり全般

682 男 50歳代
山口コミュニティーの確立と門司・山口の関
門都市。

高齢者も、しっかりと貢献できる都市構想を行う必要があるから、有償
ボランティアを多数つくるべき。
日本の未来は、海と山をつなぐラインを、きちんとつくるべき。その手
始めとして、関門海峡を中心とした都市づくりが必要であると思う。

16まちづくり全般

683 男 50歳代 産業が盛んで、働く場所が充実したまち。 Ｕターンするにも、仕事が少ない。
8産業が盛んで働く場所が
充実

684 男 50歳代 産業が盛んで、働く場所が充実したまち。 若い世代の方が、山口市以外に出て行ってしまうのが心配。
8産業が盛んで働く場所が
充実

685 女 50歳代 産業が盛んで、働く場所が充実したまち。
若者が働ける場所が少ないので、県外へ行ってしまう。町に活気が無く
なってしまう。

8産業が盛んで働く場所が
充実

686 女 50歳代 産業が盛んで、働く場所が充実したまち。 若者の人口減少。
8産業が盛んで働く場所が
充実

687 女 50歳代 産業が盛んで、働く場所が充実したまち。 少子化の上、若者がどんどん県外に出て行ってしまう。
8産業が盛んで働く場所が
充実

688 女 50歳代 産業が盛んで、働く場所が充実したまち。 人口減少が進み、職場が将来も存続できるかが不安。
8産業が盛んで働く場所が
充実

689 女 50歳代 産業が盛んで、働く場所が充実したまち。 退職後の就職先が不安。
8産業が盛んで働く場所が
充実

690 女 50歳代 産業が盛んで、働く場所が充実したまち。
大学卒業後、山口で働きたい意欲があっても難しく、結局、都会で就職
してしまう現実があります。若い力が必要だと、切実に感じています。

8産業が盛んで働く場所が
充実

691 男 50歳代 産業が盛んで、働く場所が充実したまち。 働く所が無ければ、若者が流出し、町が寂びれてしまう。
8産業が盛んで働く場所が
充実

692 男 50歳代 産業が盛んで、働く場所が充実したまち。
働く場所が少ないと思う。働く場所があれば、若い人も増える。若い人
が増えれば、子供も増える。

8産業が盛んで働く場所が
充実

693 男 50歳代 産業が盛んで、働く場所が充実したまち。 働く場所が少なく、若者が離れていくと思う。
8産業が盛んで働く場所が
充実

694 男 50歳代 産業が盛んで、働く場所が多くあるまち。
子供達が都会に出て行くことの無いように。
働く場所が少ない。

8産業が盛んで働く場所が
充実

695 女 50歳代 産業が盛んで働く場所が充実したまち。 若い人が帰ってきやすいように。
8産業が盛んで働く場所が
充実

696 女 50歳代
仕事と子育てが両立できる、安心に暮らせる
まち。

子供（若者達）が地元に残り、一緒に暮らしてほしいから。
7子育てしやすい環境が整
備

8産業が盛んで働く場所が
充実

697 男 50歳代
子どもから老人まで、安心して暮らせる温か
いまち。

住民サービスが市中心部に偏らず、旧町の地域まで行き届くような環境
づくりを第一に、山口市のまちづくりを推進してもらいたい。

16まちづくり全般

698 女 50歳代 子ども立の笑顔。 子供が少ない事から。
7子育てしやすい環境が整
備

699 女 50歳代 子育てしやすい環境。 虐待の無い保育になるように。色々な面で!!
7子育てしやすい環境が整
備

700 女 50歳代 子育てしやすい環境が整備されたまち。
若い世代が安心して子育てできるまちでなければ、出生率の向上は望め
ない。しいては人口減少に歯止めもかからない。

7子育てしやすい環境が整
備

701 女 50歳代 子育てしやすい環境が整備されたまち。
子供の通学が、自分では困難。一般交通機関は費用が高い。費用の助成
があれば助かります。

7子育てしやすい環境が整
備

702 男 50歳代 子育てと高齢者に優しいまち。 少子高齢化が進んでいる現状から、これらをしっかり考えてほしい。
7子育てしやすい環境が整
備

703 女 50歳代 市内を自由に移動できる便利なまち。 車を使わなくなった時の移動手段が不安。 9交通利便性が高い

704 男 50歳代
市内を色々と移動するのに、自家用車が無い
と動けない。

バスが高過ぎる。電車の本数が少ない。交通のインフラが弱い。自家用
車が無いと市内を動けない。

9交通利便性が高い



目指すまちの姿

-145-

番号 性別 年齢 まちの姿 理由 区分１ 区分２ 区分３ 区分４

705 女 50歳代 市民のために心から行政が働くこと。
上記の通り、市民のためではなく自分達のための行政になっているた
め。

17その他

706 男 50歳代 治安が良く、安心・安全に暮らせるまち。 治安が良くないと、住みたいと思わない。 14治安がよく安心

707 女 50歳代 治安が良く、安心して暮らせるまち。 災害や緊急事態への体制が不安。
13防災対策や浸水対策が
強化

14治安がよく安心

708 女 50歳代 治安が良く、安心安全に暮らせるまち。 最近事件が多いので。 14治安がよく安心
709 女 50歳代 治安の良いまち。 酔っ払いが多い。 14治安がよく安心

710 女 50歳代 治水の問題。
Ｈ25の集中豪雨の際、人災ではないかとも言われているが、浸水した
事。

13防災対策や浸水対策が
強化

711 男 50歳代 自治体が儲かる。 自治体が儲かれば、市民にいろんなサービスが還元できる。 17その他

712 男 50歳代
自然環境を残しつつ、もっと交通網の整備が
必要である。

交通手段が、個人の私有車に頼りすぎている。特に国道２６２号等の主
要道路には、路線バスも通っていないのは、問題である。ミニバス等の
導入の検討をして頂きたい。

9交通利便性が高い 11身近に自然を感じる

713 女 50歳代
自然災害が、いつどこで起こるかわからない
為、いつ来ても安心できるまち。

現在、ゲリラ的な事が多く、自分の身は自分で守らなければならない時
代となり、もしもの時、いつ来ても避難場所の把握等、防災対策を万全
にしてほしいと思っています。

13防災対策や浸水対策が
強化

714 女 50歳代
社会保障が充実し、教育格差の少ない、自然
と調和のとれたまち。

子育て（若い親の家庭）をする上で、安心して子育てができる事によ
り、心にゆとりも生まれ、情緒豊かな家庭教育もできる。支援、地域の
支えが必要な家庭に、充実したサポートがあれば、若い世代の方の就労
も可能性の幅が広がり、社会保障の基盤の税も増えれば、少しでも良い
方向に向えばと思います。教育（いろいろな意味）の貧困は、社会全体
（将来）の未来に、影響を及ぼす気が致します。

1安心して教育が受けられ
る

7子育てしやすい環境が整
備

715 男 50歳代
車の量が多くなっている等、交通事故の無い
町を目指す。

お年寄りの横切り横断が多く、事故が減らない。 14治安がよく安心

716 女 50歳代 若い人が、安心して生活できるまち。
保育園が少なすぎて、幼稚園ばかりで、女性が安心して出産し、仕事に
戻れる環境ではないと思う。

7子育てしやすい環境が整
備

717 女 50歳代 若い人が残ってくれるまち。
高齢化しているので、若い人が山口に残ってくれるように活気のある町
にしてほしい。ショッピングや娯楽施設が増えてほしい。

15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

718 女 50歳代 若い人が将来に希望を持てるまち。 高齢者の増加に伴い、若い人達の負担が増えて、可哀想に思う。 16まちづくり全般
719 男 50歳代 若い人が定住するまち。 人口が減少していき、不安を感じる。 16まちづくり全般

720 男 50歳代 若い人の定住。 若い人の働きやすい環境整備の遅れを感じる。
8産業が盛んで働く場所が
充実

721 女 50歳代 若い人の働く場。
県外へ出て行く。
子供に帰るように言っても、働く職場が無い（選ばなければあるので
しょうが）。

8産業が盛んで働く場所が
充実

722 女 50歳代 若い人達が住めるまち。 若い人の働き場所や子育ての環境整備が十分でない。
7子育てしやすい環境が整
備

8産業が盛んで働く場所が
充実

723 女 50歳代
若い世代が、地元で定着していこうと思え
る、活力あるまち。

地元が一番だと言える、確かなものが言えたらと思います。働く場所の
確保だったり、採用人数とか、もう少し多くなればと思います。優秀な
人材が流れる可能性があるのではないでしょうか。山口県の歴史のよう
に。

8産業が盛んで働く場所が
充実

724 女 50歳代 若い世代が活気づく産業やイベント企画。

山口で高校まで過ごして、大学等で県外へ出てみると、都会での生活に
満足し、とても楽しいように思われる。そのまま就職等すれば、山口が
遠い故郷となり、足が遠のくと思うから。若者が楽しめる市をつくるべ
き。意見を聞く場をつくる（若者の声）。

17その他

725 女 50歳代 若い世代が就職できるまち。
若い人が、どんどん市外や県外に出て就職してしまうと活気も無くな
り、いつの間にか高齢者だけになるのではないかと、不安になります。
若い人が、自分の家から通える所に働く場所があると良いな。

8産業が盛んで働く場所が
充実

726 女 50歳代 若い世代に、住み続けたいと思われるまち。 人口増加。高齢社会への歯止めになる。 16まちづくり全般

727 女 50歳代
若者が、将来、山口に帰ってこようと思うま
ち。

高齢化が進んでいる。学生で、他県で出ても、山口に帰って就職する率
が低い。

8産業が盛んで働く場所が
充実

728 男 50歳代 若者が、都会へ出ないで済む社会。
国立・県立の大学があるにも関わらず、地元の子供が都会に出て行って
いる。

16まちづくり全般

729 男 50歳代
若者からお年寄りまでいきいきと暮らせるま
ち。

市内外の若者が定住できるような雇用先の確保と高度な医療施設を備え
て、活用あふれる山口市にする必要があるから。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

8産業が盛んで働く場所が
充実

730 男 50歳代 若者が楽しく、安心して暮らせるまち。
若者が定着できる働き場、娯楽場所がほしい。若年層が都会に出て行
き、活力が不足。

8産業が盛んで働く場所が
充実

731 男 50歳代 若者が住みたいと思うようなまち。
税収が、安定して確保される事が、まちづくりには、まず不可欠だと思
うから。

16まちづくり全般

732 男 50歳代
若者が大学を卒業しても県内企業に戻れるま
ち。

長寿高齢化が進む山口県で、若者を中心とした人口減少に歯止めをかけ
ないと深刻な状況となる。特に高齢者に関わる就業条件に補助金を充て
て、全国トップレベルの給与体系を確立させることで優秀な人材（特に
女性）を確保してほしい。

8産業が盛んで働く場所が
充実



目指すまちの姿

-146-

番号 性別 年齢 まちの姿 理由 区分１ 区分２ 区分３ 区分４

733 女 50歳代
若者が地元に就職しやすいように、働く場所
が充実したまち。

就職先を求めて市外や県外へ流出してしまう子供（若者）達が増え、人
口減少が加速。地域の活力が失われつつあると不安を感じているから。

8産業が盛んで働く場所が
充実

734 男 50歳代
若者の就職先があり、結婚し、子育てしよう
と思える、活気のあるまち。

自分自身は５０代で、子育ても終わっていますし、高齢者とも交流があ
りますが、今後、山口市が繁栄して行く為には、進学で他県に行った子
供達が、山口へ帰ろうと思える、また、帰ってきた人達が、活き活きと
暮らせる町になってほしいと思います。その他に、市民館近くのまちな
みを、京都や萩のように、看板も落ち着いた物だと良いのにと思いま
す。看板変更に補助金とかでれば、観光づくりにも役立つと思います。

2まちなみや景観が美しい
8産業が盛んで働く場所が
充実

735 男 50歳代 若者の集まるまち。
就職・レジャー等、何においても若者が集まることで、過疎・高齢化・
少子化に対応できる。

16まちづくり全般

736 女 50歳代
若者も歳を重ねた者も元気で共生できるま
ち。

若い人達が働くにも高学歴になればなるほど働く場がないですね。老人
ばかりの田舎というのではやはり限界がありますね。
豊かな農産物や魚などを活かして、県外の人に来てもらえるまちをつく
りたいですね。ＹＭＣＡは県外者には人気らしいですよ。東京の友人た
ちにワサビのしょうゆ漬けやくりまさるを煮た写真を撮って発信してい
ます。
“元気な老人たちのまち”づくりも良いですね!!

16まちづくり全般

737 男 50歳代 住みやすい（便利な）田舎。
各分野での発展を望む一方で、程よい田舎感を維持してほしいと思うか
ら。県庁所在地＝都会との意識は、不要に思う。

16まちづくり全般

738 女 50歳代 住み良いまち。 介護・福祉が充実したら、不安を感じない。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

739 女 50歳代
住んでて良かった、安心・安全なまちづく
り。

子供から高齢者までが安心して暮らせる町でありたい。自分自身が住ん
でて良かったと思えるように、今以上に安全な町としたい。

16まちづくり全般

740 女 50歳代
女性が結婚しても、働きながら子育てできる
まち。

産後でも、安心して子供を遅くまで預けられる施設が、少ないような気
がします。

7子育てしやすい環境が整
備

741 女 50歳代
商業施設などが他の施設とコラボして、他の
地域からの人が集まるまち。

前に佐賀県がＴＳＵＴＡＹＡと他の施設がコラボして、他の地域からも
人々集まっているのを見た為。

15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

742 女 50歳代 商店街が活気がある。 平日は人が少なく、不安を感じる。閉店も早い。
15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

743 女 50歳代 笑顔で安心して暮らせるまち。 近所でも、顔も名前も知らない人が多くなっている。
10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

744 女 50歳代 浸水対策の強化。
問田川には多くの土が流れ込み、水の流れが悪くなっています。大雨の
時には水が増えるのが以前に比べ早く思います。河川工事をお願いしま
す。

13防災対策や浸水対策が
強化

745 女 50歳代 浸水対策の強化を。
最近の全国各地の水害を見るにつけ、以後、浸水を思うにつけ、早い対
策を。

13防災対策や浸水対策が
強化

746 男 50歳代 身近に自然を感じる事のできるまち。 折角の自然環境なので、開発も計画的にしてほしいから。 11身近に自然を感じる

747 女 50歳代 人に優しいまち。
独居の高齢者が増えているので、障害者も安全、安心して暮らせるよう
に。

16まちづくり全般

748 男 50歳代 人口増加し、暮らしやすい山口。
ショッピングモールや遊べる場が少なすぎて、あまり暮らしやすくな
い。不便。もっと活気があるものを、どんどんつくるべきだと思いま
す。

15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

749 女 50歳代
人々のふれあいやコミュニティ活動が盛ん
で、温かいまち。

せっかく協働のまちづくりを進めているのだから、目指す姿をしっかり
明確に、市民に示したら良いと思う。
コミュニティのしっかりした町なら、大抵の事は、自治の力で解決の方
策が見つかるはず。行政は、それをしっかり支援すれば良い。

10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

750 女 50歳代
人々のふれあいやコミュニティ活動が盛んで
温かいまち。

今も人が優しいし親切だと感じるので、このまま続いてほしい。
10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

751 女 50歳代
人々のふれあいやコミュニティ活動が盛んで
温かいまち。

サービス業に関して、山口はレベルが低いと感じます。人の温かさを感
じません。関東から戻ってきましたが、競争が無いからか接客も横柄な
方が多いです。役所、銀行等は特にそう感じます。

10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

752 女 50歳代
人々の賑いと、歴史・文化の香りを併せ持つ
まち。

県庁所在地としてふさわしい、賑いがほしい。また、山口市の持つ歴史
や文化の財産も大事にしていき、更に育んでいってほしい。

3歴史･伝統･芸術･文化を
大切にする

753 男 50歳代 世界でもトップレベルの医療技術提供地域。 他都府県にはあるが、本県にない医療（先進）設備が多い様子。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

754 男 50歳代 生涯教育の環境が充実したまち。
歴史・伝統・芸術・文化に、市民が触れ合う機会が少ないように思う。
市民が教養を高めることで、もっと良い町になると思う。

3歴史･伝統･芸術･文化を
大切にする

755 男 50歳代 昔ながらの近所付合いができるまち。
一人では生きていないので、人と人として感じる事が大事で、自治会も
含め、地域全体の認識が必要である。

10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

756 女 50歳代
全ての人が安全に、安心して生活できるま
ち。

ここ数年、全国で災害が多く、いつまた山口市も災害に遭うかもしれな
いので、安心して生活がしたい。

13防災対策や浸水対策が
強化
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757 女 50歳代 多種多様な職業に従事できるまち。
周囲にはあまりにも公務員が多すぎて、ものの考え方や人間性が画一化
しているように感じるから。

8産業が盛んで働く場所が
充実

12個性を尊重し多様なラ
イフスタイルが実現

758 女 50歳代 多様なライフスタイルが選択できるまち。
子供からお年寄りまで様々な世代が触れ合って、充実した生活が送れる
人間味あふれるまちになるとうれしいから。

12個性を尊重し多様なラ
イフスタイルが実現

759 女 50歳代
退職後も、活き活きと次の人生へのスタート
ができるように、働く場所。

頑張ってきた自分の次の人生への新しいチャレンジが厳しい（特に男
性）。

8産業が盛んで働く場所が
充実

760 男 50歳代 大型商業施設がほしい。 点在している為、移動時間が掛る。
15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

761 男 50歳代
誰でも市内・市外を、自由に移動できる交通
利便性の高いまち。

もし車が運転出来なくなったり、身体に障害が生じた時、不安を感じる
為。

9交通利便性が高い

762 男 50歳代 誰でも市内を自由に移動できる交通手段。 高齢化社会に備えて。 9交通利便性が高い

763 男 50歳代
誰でも市内を自由に移動できる交通利便性の
高いまち。

現状は、自家用車が無くては生活できないので、老後運転が出来なくな
ると病院や商店が近くになく不便で不安になる。

9交通利便性が高い

764 女 50歳代
誰でも市内を自由に移動できる交通利便性の
高いまち。

吉敷の住宅地に住んでいるので、公共交通はあてに出来ません。一人一
台、マイカーで生活しています。コミュニティバス路線を、もう少し細
かくしてもらうか、車（マイカー）で移動の時、歩行者が安心して歩け
る道づくりをお願いします。

9交通利便性が高い

765 女 50歳代
誰でも市内を自由に移動できる交通利便性の
高いまち。

公共交通機関の便数が少なく、利用しづらい。自家用車が無いと生活出
来ない。

9交通利便性が高い

766 女 50歳代 誰もが、安心・安全に暮らせるまち。

８月末、山口市も台風の為、長期（時間の停電）について、インター
ネットがある世帯は情報を得られる。高齢者が多くなっているので、あ
らゆる手段で情報発信してほしい。
8/29（土）18：30～大内地区交差点の停電。警察官の誘導も無く、不安
であった。中電との連携をスムーズにしてほしい。今後、ライフライン
の確保が、天災時に心配（不安）。

13防災対策や浸水対策が
強化

767 女 50歳代 誰もが安心、有意義に暮らせるまち。 16まちづくり全般
768 男 50歳代 誰もが安心・安全に暮らせるまち。 社会生活に不安を感じる事が多い。 16まちづくり全般

769 女 50歳代 誰もが安心・安全に暮らせるまち。
高齢化社会なので、医療や福祉の充実。また、少子化なので、子育ての
しやすい環境づくりをすると、少子高齢化問題が、少しは良くなるので
はないか。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

7子育てしやすい環境が整
備

770 女 50歳代 誰もが安心・安全に暮らせるまち。 社会生活に不安を感じる事が多い。 16まちづくり全般

771 女 50歳代 誰もが安心・安全に暮らせるまち。
老後の自分が、安心・安全に暮らせるか、不安に感じる。福祉サービス
を充実してほしい。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

772 女 50歳代 誰もが安心で、安全に暮らせる元気なまち。 活気のあるまちづくりが少しずつ進んでいるが、地域差がある。 16まちづくり全般

773 女 50歳代 誰もが安心安全で差別のないまち。
高齢者やハンディーのある方達に、皆が優しく声をかけてあげられるよ
うな町にしていきたいと感じる事が多いです。

10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

12個性を尊重し多様なラ
イフスタイルが実現

774 女 50歳代 誰もが安心安全に暮らせるまち。 今のままを維持して頂きたいです。 16まちづくり全般
775 男 50歳代 誰もが安心安全に暮らせるまち。 社会生活に不安を感じる事が多い。 16まちづくり全般

776 男 50歳代 誰もが安定した生活。 社会生活の不安と、中小企業の少なさでの不安。
8産業が盛んで働く場所が
充実

777 女 50歳代 誰もが活き活きと暮らせるまち。

これといった産業も無く、大規模な観光地があるわけでもない山口の為
か、若者、特に大学を出た若者が、地元に就職したくても出来ないと聞
きます。「山口の事は好きなのに、しょうがない」とも。企業誘致等し
て、何とかならないものでしょうか。

8産業が盛んで働く場所が
充実

778 女 50歳代 誰もが歳をとっても、安心して暮らせるま 歳をとってから、健康面・経済面に不安。 16まちづくり全般

779 女 50歳代 誰もが住み続けたいと思うまち。
若者が楽しむ場所が少ない。魅力のあるショッピング施設が少ない。車
が無いと住めない。

9交通利便性が高い
15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

780 女 50歳代
誰もが充実した生活を送れ、安心して暮らせ
るまち。

①働き口が少なく、生活リズムの条件に合った職場が見つからず、現
在、無職。
②高度な医療技術を持った医療機関が少なく、検査入院や精密検査を受
ける為に、他市や他県に行き、他地域で治療を続ける事がある。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

8産業が盛んで働く場所が
充実

781 女 50歳代 誰もが暮らしやすいまち。

少子高齢化が進む中、子育てしやすい環境を整えてほしい。働きたい人
が安心して子供を預けられるようにしてほしい。また、若者が地元で就
職できるように環境を整えてほしい。そして高齢者が地域サービスを利
用して、住み慣れた所で暮らせるようにしてほしい。

7子育てしやすい環境が整
備

782 女 50歳代 誰もが余暇を楽しめるまち。
スポーツ施設、大きな公園、動・植物園、水族館、文化・芸術を楽しめ
る施設、駐車場を備えたレジャー施設等、家族や友達と一緒に余暇を楽
しめる場所が、少ないように思う。

15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

783 女 50歳代 地域の活性化。
山口市中央部の商店街はシャッター化が著しく、郊外型化している。な
らば、その郊外施設に映画館等の娯楽施設を造らないと、活性化しない
のでは。

15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか
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784 女 50歳代 地域医療が充実したまち。
山口市の中心部に行くことのできない高齢者が、病院にかかることので
きるまちづくり（一人では病院にも行けない。バスもなく、鉄道もな
い。病院数も少ない）。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

785 － 50歳代 地域経済の活性化。 定住を図れる経済基盤の安定。
8産業が盛んで働く場所が
充実

786 男 50歳代 地方都市ならではの魅力づくり。 若者の流出が多い。 16まちづくり全般

787 女 50歳代 程良い距離感。

田舎である事を嘆かず、娯楽やショッピングには近隣の街を利用するこ
とでよいと思う。住居は山口に構えて、レジャーは市外。高速代、新幹
線、飛行機代等には補助を出して山口市に生活してもらって暮らしやす
さを推していく。

16まちづくり全般

788 女 50歳代 都市部を中心とするコンパクトなまち。

これに尽きると思います。現在も未来も、産業が盛んで（になって）働
く場所が望めない山口市にとって、コンパクトシティーを造っていかな
くては立ちいかなくなると思います。税金の無駄遣いをやめて、市民に
とって本当に必要な所にお金を使わなくては、山口市の未来はないと思
います。人口減少に歯止めをかける為にも、これ以上の無駄はやめて、
市民の望む所やことに税金を使ってほしいです（地区それぞれのスポー
ツ大会や運動会などは、こんなに人の趣味が多様化している現在に必要
かな？と疑問に感じています。やり方を変えていった方が良いと思いま
す）。

16まちづくり全般

789 女 50歳代 働く場所が充実したまち。 まだまだ働く場所が少なく、年齢的にも困難している。
8産業が盛んで働く場所が
充実

790 女 50歳代 働く場所が充実したまち。
現在、山口県は、大卒の就職先が無いと聞く。若者が働ける場所を確保
する事が、若者がＵターンし、定住してくれる事につながると思う。今
のままでは高齢者が急増し、老々介護の割合も増加する。

8産業が盛んで働く場所が
充実

791 女 50歳代 働く場所が充実したまち。 生活の為に、高齢になっても働きたい。将来、一人なので。
8産業が盛んで働く場所が
充実

792 男 50歳代 働く場所の充実。
企業が少ないので、山口への流出が多く、又、他県へ山口へ住む人が少
ない（特に若者等）。

8産業が盛んで働く場所が
充実

793 男 50歳代
働く場所を多くする為に、観光と福祉を充実
させる。

働く場所を多くすると、若い人が根付く。その為に観光と福祉を充実さ
せる。

4観光交流が盛ん
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

794 女 50歳代
日常で必要なものを地元で買え、車がなくて
も生活できるまち。

どこへ行くにも車が必要で不便。道路は良いが、高齢化などで車が使え
ない場合は困るようになる。何でも買えるという事は若者の職場もでき
ると思っている。

9交通利便性が高い

795 男 50歳代
年をとってもバスを使って買い物に行けるよ
うに、バスの便をもっと増やす。

バスの便が悪い。コミュニティバスも通っていない。江良のバス停にＪ
Ｒの萩駅からのバスが停車せずに素通りする。

9交通利便性が高い

796 女 50歳代 年齢を重ねても安心して暮らせるまち。

高齢化が進み、田舎での生活に不安を感じています。買い物のできる店
までは車で行っていますが、車が使えなくなったら（安全に）買い物も
病院にも行けません。もう10年経つと集落の人口は半分以下になると思
われます。どうやって集落を守るか、自分はどうやって生活するのか不
安です。

16まちづくり全般

797 女 50歳代 買い物（衣食）がしやすくなるまちづくり。
市内には、大きなショッピングモールが少なく、買い物に行きたいと思
う店があまり無い。下関（夢シティー）・山陽小野田（サンパーク）ま
で、遠くても買い物に行く事が多い。

15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

798 男 50歳代 美と安全・安心の調和がとれたまち。
美と安全は保たれていると思うが、福祉の充実、町の活性化は今一歩と
思う。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

799 女 50歳代
福祉サービスが充実し、誰もが安心安全に過
ごせる。

社会生活の不安を感じる。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

800 女 50歳代
福祉サービスが充実し、老後も安心して暮ら
せるまち。

父が病気で障害者となり、民間の福祉サービスの方に大変お世話になっ
て、感謝しています。誰もが、私も含めて、いつまでも元気とは限りま
せん。福祉施設の充実や、専門知識を持ったスタッフの方がいらっしゃ
れば、老後も安心かなと感じるから。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

801 女 50歳代 福祉サービスが充実したまち。
今後、年齢が高くなると、やはり色々な福祉サービスの事は気になりま
す。年金生活になった場合は、経済的な事も不安になります。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

802 男 50歳代 福祉サービスが充実したまち。
子供や高齢者が、安心して暮らせる町をつくっていく必要があると考え
るから。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

803 男 50歳代 福祉サービスの充実。 年金だけで、充分なサービスが受けられるか、不安を感じる。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実
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804 女 50歳代 福祉のまち。

①もれ聞いた話ですが、幼稚園ぐらいの子供が幼稚園のあと老人施設で
預かってもらっているらしいのですが、とても良い事と思います。
②老人介護を一般の人の手も借りる。一般の人には介護の手伝いをしな
がら希望した人は資格が取れるとか、一定期間（５年とか）した人には
自分の介護の時の料金を激安にする約束をするとか、利点を持たせると
介護の人が集まるかもしれないと思う。
③子供を産んだ人の国民年金や介護保険を安くする。子供のいない人と
大きく差別する。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

805 男 50歳代 福祉の街。
人口が減少する中これと言った特徴のない山口市で、他市町村との違い
は福祉の街として人口の減少を止める。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

806 女 50歳代 文化的で、活気のあるまち。
ショッピングや外食産業の魅力に欠ける。
車が無いと、どこに行くにも不便な為、歳をとって運転が難しくなった
時、困りそう。

9交通利便性が高い
15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

807 女 50歳代 文化的で、落ち着きのあるまち。
山口市は、県内で一番教育環境が整っていると思います。子供を健全に
育てられる町である事が、とても大切であると思います。

1安心して教育が受けられ
る

808 女 50歳代 暮らしやすさを体感できるまち。

山口市は治安も良く、自然が豊かで、よく整った美しい町なので、これ
を、これからも活かして、お年寄りや子供も安心し、楽しんで暮らして
いける環境や施設、公園等をより充実（癒される場所が新鮮な食べ物を
安く楽しめる事をＰＲする）させると、移住してくる人が増え、より良
い町、住んでみたい所となる。

2まちなみや景観が美しい 11身近に自然を感じる 14治安がよく安心

809 女 50歳代
防災対策が強化され、安心して暮らせるま
ち。

各地で自然災害が起こっているし、我が家も自然災害、浸水経験がある
からです。

13防災対策や浸水対策が
強化

810 女 50歳代
防災対策に優れ、医療や福祉が充実してい
る、安心して暮らせるまち。

医療の衰退、福祉サービスの慢性化。災害時の不安などを感じる。
13防災対策や浸水対策が
強化

811 男 50歳代 防災対策の整ったまち。 最近、異常気象による災害が多いので、防災対策を整備してほしい。
13防災対策や浸水対策が
強化

812 男 50歳代
防災対策や浸水対策が強化され、安心して暮
らせる。

以前に床上浸水に遭った為、台風等での被害に対する不安がある。
13防災対策や浸水対策が
強化

813 男 50歳代
防災対策や浸水対策が強化され、安心して暮
らせるまち。

近くに川がある為、不安を感じる。
13防災対策や浸水対策が
強化

814 女 50歳代
防災対策や浸水対策が強化され、安心して暮
らせるまち。

近年、災害の規模が大きくなってきており、安心して住める町は、まち
づくりの基本として大事だと思います。

13防災対策や浸水対策が
強化

815 女 50歳代
防災対策や浸水対策が強化され、安心して暮
らせるまち。

災害の時の避難場所が遠く（山の上・坂の上等）、歳をとった時、ス
ムーズに移動できるか不安。

13防災対策や浸水対策が
強化

816 男 50歳代
魅力的な企業を多数誘致し、市外からも多く
の人が定着する為にやって来るまち。

若者が地域に定着しないと人口減少して、活力が無くなってしまう。
8産業が盛んで働く場所が
充実

817 男 50歳代 無駄な公共事業のないまち。 高齢化社会となり、公共事業より公共福祉。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

818 男 50歳代
明治維新など改革のまち（新しいまちづく
り）。

山口県が日本を変えたという気持ちは持ち続けたい。一方、新しいもの
を取り入れて変われるまち。

16まちづくり全般

819 女 50歳代 夜が暗い。 街灯が少なく、夜、歩くのが怖い。 14治安がよく安心

820 女 50歳代 様々な災害に対応できる安全なまち。
近年の温暖化に伴い、いつ、どこで、どんな災害に巻き込まれるやもし
れない。不安がいっぱいです。その為、日頃から心掛けておかねばなら
ない事が必要だと、いつも思っています。

13防災対策や浸水対策が
強化

821 女 50歳代 落ちついた文化的なまち。 山口らしさを大切にしてほしい。
3歴史･伝統･芸術･文化を
大切にする

822 男 50歳代 落ちついて品格のあるまち。 明治維新の原動力として思う。
3歴史･伝統･芸術･文化を
大切にする

823 女 50歳代 歴史・伝統・芸術・文化を大切にするまち。

経済成長が、ほぼ終息した現在、建物や観光施設等をいくら造っても、
直ぐに飽きられてしまう。これからは、精神的文化に目を向け、例え
ば、加賀の茶の湯文化のように、歴史や文化の重みを出す事で、町を息
づかせたらどうか。

3歴史･伝統･芸術･文化を
大切にする

824 男 50歳代 歴史・伝統・芸術・文化を大切にするまち。
大内氏以来の歴史・伝統等を、多く山口市は抱えているにも関わらず、
そのＰＲや子供の頃から教える機会も少なく、住んでいても知らない事
が多い。もっとＰＲや教育に力を入れてほしい。

3歴史･伝統･芸術･文化を
大切にする

825 男 50歳代 歴史・文化と産業の融合。

①市内には、大内文化の歴史を留める観光地はある。しかし、それを目
当てに観光来県する観光客は少ない。ＰＲ不足なのか、大内文化に興味
が無いのか。
②市内での産業が少なく、若年層の県外就職が多くなっている。産業誘
致を行い、県内就職率を高める方策を探るべきである。

3歴史･伝統･芸術･文化を
大切にする

8産業が盛んで働く場所が
充実

826 男 50歳代 歴史・文化に関心を持つ人々をつくる。
地域の文化・歴史を知らない。地域の文化に関わらない。自己を育んだ
環境を忘れている。

3歴史･伝統･芸術･文化を
大切にする
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827 女 50歳代 歴史のあるまち。 山口は、いろいろな歴史のある建築物が多いと思うから。
3歴史･伝統･芸術･文化を
大切にする

828 女 50歳代 老後の生活に安心できるまち。

過疎地に生活している為、車が運転できなくなると、日々の生活（買い
物・通院）を、自分で支えていく事が不可能に近い。行政や福祉に頼る
のではなく、自分で生きて行くために、どうすれば安心して過ごせる
か、今、一生懸命働いています。

9交通利便性が高い

829 女 50歳代 老後も安心して生活できるまち。 老後が心配。 16まちづくり全般

830 男 50歳代 老若男女が共に手を取り合うまち。
世代間の交流が必須で、地域に活性化を生むことにつながる（高齢者が
いきいきとできる環境が必要）。

10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

831 女 50歳代 老若男女を問わず、住み心地の良いまち。
高齢化率全国４位の山口県。高齢者でも、自分を発揮できる事は、いろ
いろ沢山あると思うので、その受け皿を、県庁所在地である山口市が率
先してやってほしい。

16まちづくり全般

832 女 50歳代 老人・障がい者の福祉制度が充実したまち。 国の制度がお粗末なので、不安を感じる。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

833 女 50歳代 老人になっても安心に暮らせるまち。 社会生活に不安になる時がある。 16まちづくり全般

834 女 50歳代 老人も若者も共存できるまち。
いろいろな人が共存して、はじめて“まち”は栄えると考えます。働く
場所が無ければ、若者は定住しない。医療や福祉が充実しなければ、老
人は、安心して生きていけない。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

8産業が盛んで働く場所が
充実

835 女 50歳代 もっと気楽に医療機関に掛かれること。 16まちづくり全般

836 女 50歳代 高齢化社会に向けて、医療や福祉の充実は必要。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

837 女 50歳代
車に乗れないとどこにも行けない町ではなく、市内バスがもっと充実し
ていたら、高齢になっても安心。今の巡回バスは、コースが限られてい
て、あまり自分の住んでいる所では役に立ちません。

9交通利便性が高い

838 女 50歳代 若者の娯楽施設が少ない（映画館がない）。
15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

839 女 50歳代

新山口駅近くに、総合会議場・イベントホール・コンサート等ができる
場所があれば良いと思います。県の中心部であり、新幹線・空港からも
近く、今後、将来的にも、必ず必要な場所だと思います（山口市だけで
なく、山口県の発展にも）。

15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

840 女 50歳代
東急ハンズのような店舗を誘致してほしい。市内外から客が集まり、山
口市内でお金を使って買い物してくれるから。県外でお金を落とすのは
もったいない。

15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

841 男 50歳代 働き場所が少ない。大企業が少ない。
8産業が盛んで働く場所が
充実

842 男 60歳～64歳 「山口市に住みたい」と思う魅力あるまち。
山口市に移住して２８年経つが、あまり変化が無い（個人に対するイン
パクトが少ない）。

16まちづくり全般

843 男 60歳～64歳
「子育てしやすい環境が整備されたまち」
「産業が盛んで働く場所が充実したまち」を
整備して人の定住を図るといいと思います。

大都市でも介護難民の方が多数いらっしゃいます。上記６番の整備で、
山口にゆかりのある方（山口出身、親族が山口在住など）が山口で過ご
される時間が増えれば、人口が増えたり、経済も活性化するので
は･･･。
子供（３０代）や孫がお世話になっている幼稚園には転勤の方が多く、
全国転勤する中で、子育てしやすさ、住みやすさで山口に家を建てられ
る方が割と多いとききます。子育て世帯が増えれば、町がもっと活性化
すると思います。

7子育てしやすい環境が整
備

8産業が盛んで働く場所が
充実

844 女 60歳～64歳
６０歳過ぎた人でも働ける場所が沢山あるま
ち。

元気で働けるのに、仕事が少なすぎる。
8産業が盛んで働く場所が
充実

845 女 60歳～64歳 お互いが助け合うまち。
高齢になると、日常生活や町内等の活動が難しくなる。お互い様の気持
ちで、できる人達が活動できる町になってほしい。

10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

846 男 60歳～64歳
お店や娯楽施設が豊富で、夜でも賑やかさの
あるまち。

山口で、ちょっと出掛けても、行く所が限られるから。
15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

847 女 60歳～64歳 なし。 17その他

848 女 60歳～64歳 まちなみが美しく、統一感のあるまち。

山口市内には有名な国宝や史跡が少ししかなく、そのこと自体はどうす
る事も出来ないが、道路周辺の整備がお粗末すぎる。山口に来た時ガッ
カリした。
県外からの訪問客（観光客等）が記念写真を取りたくなる「まちなみ」
を希望します。（例）米国のシアトル市→統一感のあるカラーでうっと
りした。→それほどお金はかからないと思う。

2まちなみや景観が美しい

849 男 60歳～64歳 まちなみの景観を良くする。 空き地の利用と、空き家対策（空き家の解体・再利用）を進める。 2まちなみや景観が美しい

850 女 60歳～64歳
やはり、安心・安全に暮らせる町であってほ
しい。

総合病院の充実に不安を感じる。特に産婦人科。安心して子供が産めな
い。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

851 女 60歳～64歳 安らかな老後を迎えるまち。 どんどん高齢化が進み、生活にも不安を感じる。老後の生活が不安であ 16まちづくり全般
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852 男 60歳～64歳 安心・安全に暮らせるまち。
住人が、安心・安全に暮らすためには、治安の良さ・医療・教育に関す
るインフラの充実が必要であり、今後もその方向で行政を進めてほし
い。

1安心して教育が受けられ
る

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

14治安がよく安心

853 女 60歳～64歳
安心して教育を受けられる環境が整備された
まち。

教育を受ける事は基本だから。
1安心して教育が受けられ
る

854 女 60歳～64歳 安心して暮らせるまち。 健康についての相談。認知症になっても、皆が助け合う町。
10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

855 女 60歳～64歳 安心して余生を送れるまち。

年金額が少なすぎて老後が心配で仕事が辞められないが、身体はガタが
きている。そのため医療の充実を望むが、悪循環だと思う。
もっと心豊かな生活ができ、次世代の人と心から手をつないで、山口市
の発展を夢見れるまちにしたい（生活が苦しすぎ、他人のことまで考え
られる余裕がない）。

16まちづくり全般

856 女 60歳～64歳
安全、安心なまちの暮らしの中にさらに教育
や医療が充実しているまち。

今は都会、田舎関係なく犯罪や事故等発生しているように思います。こ
こで暮らす住人の一人一人の意識向上を望みます。

1安心して教育が受けられ
る

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

14治安がよく安心

857 男 60歳～64歳
安全で安心な、質の高い暮らしを実感できる
まち。

日々の生活を心安らかに過ごす為には、安全・安心で、質の高い生活環
境を実感しながら、老後も活き活きと生活していく事が必要と考える
為。

16まちづくり全般

858 男 60歳～64歳 介護施設の充実。
介護施設の入所条件を緩和し、要介護の状態の前から入ることができる
ような施設があれば良い。いざという時に空きが無いのが現状だと思う
から。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

859 女 60歳～64歳 活気あふれるまち。 アーケードが、平日でも賑やかであってほしい。
15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

860 男 60歳～64歳 活気あるまち。 高齢化。 16まちづくり全般

861 女 60歳～64歳 観光交流が盛んなまち。
いろいろ全国を転勤して、友達が多いのですが、湯田温泉がもっと温泉
町らしく、賑やかにと思います。

4観光交流が盛ん

862 男 60歳～64歳 観光交流が盛んなまち。 県外から、今以上の観光客を呼ぶまちづくりが必要。 4観光交流が盛ん

863 男 60歳～64歳
観光資源を大切にし、県外から人が集まるま
ち。

歴史的な観光資源、豊かな自然等、恵まれている。県外から人を集め、
経済発展、若者の雇用を県内で。

4観光交流が盛ん

864 男 60歳～64歳 観光都市を基調とした活気あるまち。
地方都市として、観光資源は比較的豊かと思います。この事を活かしな
がら、併せて、どうにして若者に雇用の場を提供するか。その事によっ
て、町に活気が出れば。

4観光交流が盛ん
8産業が盛んで働く場所が
充実

865 女 60歳～64歳 企業誘致。 若者の県外流出を防ぐ為。
8産業が盛んで働く場所が
充実

866 女 60歳～64歳

近頃は異常気象で台風や大雨など、とても心
配な時があります。すぐそばに立派な公的建
物があるのに、歩いて遠くまで行くのは怖い
し不便です。

県立、市立関係なく避難場所として利用出来たらいいと思います。
13防災対策や浸水対策が
強化

867 男 60歳～64歳

近隣（市外を含む）に働き口があって、安
心・安全で、利便性（商業施設・買い物・交
通・医療）が良く、適度な自然と文化施設
（図書館等）の中で、静かに暮らせるまち。

若い人も老いた人も、いつまでも暮らせる。 16まちづくり全般

868 男 60歳～64歳 県都として県内外に存在を示せるまち。 16まちづくり全般

869 男 60歳～64歳 県都にふさわしい中核的な都市。
人口減少に少しでも歯止めを掛ける為、受け皿が必要（合併の目的その
もの）。

16まちづくり全般

870 男 60歳～64歳 元気な高齢者が多く、社会に貢献できるま 医療費等、社会福祉費用がパンクするのではないかと思います。 16まちづくり全般
871 女 60歳～64歳 交通の便が良いまち。 今は車で自由に移動出来ているが、高齢になってからが不安。 9交通利便性が高い
872 女 60歳～64歳 交通網が発達したまち。 車が無いと移動が困難。 9交通利便性が高い
873 女 60歳～64歳 交通利便性の高いまち。 高齢の為、車運転が不可能になった時、移動が不便になる。 9交通利便性が高い

874 女 60歳～64歳 交通利便性の高いまち。
高齢化社会になり、自家用車に頼らず公共交通で便利に移動できること
が必要。

9交通利便性が高い

875 女 60歳～64歳 交通利便性の高いまち。
これからの高齢者社会に向けて、自分自身がいつまで自動車の運転が可
能なのか。

9交通利便性が高い

876 女 60歳～64歳 交通利便性の高いまち。 市街地を外れると、あまりに交通利便性の悪い所が多い。 9交通利便性が高い

877 男 60歳～64歳 交流（観光）都市へ強化。

維新１５０年を控え、活気付いてはいますが、少し弱いように思いま
す。山口が発展するには、産業より文化交流を強化する方が早いと思い
ます。大内・ザビエル・瑠璃光寺、また、人物では、維新を成功に早め
た益次郎がいます。もっと有名な人物になっても不思議ではありませ
ん。文化交流重視で、内外にもっとアピールしてほしい。

4観光交流が盛ん

878 女 60歳～64歳 幸せに安心して暮らせるまち。
働く場所があり、子育てしやすくなれば人口減少も無く、全世代が幸せ
に暮らせると思います。

7子育てしやすい環境が整
備

8産業が盛んで働く場所が
充実

879 女 60歳～64歳 高齢化社会。 福祉問題。 16まちづくり全般
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880 男 60歳～64歳 高齢者に優しいまち。

これから2025年、2035年の問題が発生する。病症ベット、老人ホーム等
が不足して、入りたくても入れない時代が到来する。自宅での介護が必
要となる。この為には、市内にクリニック等、ケアサービスする病院を
増やしてほしい。

16まちづくり全般

881 男 60歳～64歳
高齢者や若者・子ども達、三世代・四世代が
一緒に暮らせるまち。

人口の減少が激しい。
働ける場が少ない。

8産業が盛んで働く場所が
充実

882 女 60歳～64歳 今後の生活、安心・安全なまち。 物価の上昇で、今後の不安。 16まちづくり全般
883 男 60歳～64歳 災害に強いまち。 安心して暮らしたい。 16まちづくり全般

884 男 60歳～64歳 産業が盛んで、活気ある町（市）に。
自然的に環境は恵まれているけれど、産業が無い為、町に活気が無い。
若者が住みやすい町にしなければならない。

8産業が盛んで働く場所が
充実

885 男 60歳～64歳 産業が盛んで、働く所があれば良い。 若い人も山口市に留まる事ができる。
8産業が盛んで働く場所が
充実

886 女 60歳～64歳 産業が盛んで、働く場所が充実したまち。

私達（６０代）の時代は、今のままで結構ですが、若い人、あるいは、
孫の時代まで考えると人口増。人口流出を食い止める生活基盤（産業）
が必要です。私は、新山口駅をよく利用しますが、新駅には期待してい
ません。新駅については、もっとマクロ的次元で考えなかったのか。新
山口駅は、山口の玄関です。利便性も大事ですが、近隣の産業文化をア
ピールする場所として、絶好地です（ＪＲの付近には、広大な土地があ
ります）。

8産業が盛んで働く場所が
充実

887 男 60歳～64歳 産業が盛んで、働く場所が充実したまち。
若者の働く場所が少ない。
農林業の衰退。

8産業が盛んで働く場所が
充実

888 男 60歳～64歳 産業が盛んで、働く場所が充実したまち。
働くところがないと生活できず、若者は他の地域や県外へ行ってしま
う。

8産業が盛んで働く場所が
充実

889 男 60歳～64歳 産業が盛んで、働く場所が充実したまち。 苺を作ってきましたが、はたが見るより大変だった。
8産業が盛んで働く場所が
充実

890 男 60歳～64歳 産業が盛んで、働く場所が多いまち。
工場が少なく、就業場所が少ない。
工場が少なく、技術的にどうかと思う。

8産業が盛んで働く場所が
充実

891 女 60歳～64歳 産業が盛んで働く場所が充実したまち。
色々な業種があり、若い人たちが仕事を選びやすいというまでになると
いいと思う。

8産業が盛んで働く場所が
充実

892 男 60歳～64歳 産業の盛んなまち。 就職場所が少ない。
8産業が盛んで働く場所が
充実

893 女 60歳～64歳 子どもから老人まで心豊かに過ごせる。
今も安心して暮らせているので、これから先もずっと続くと良いと思う
ので。

16まちづくり全般

894 女 60歳～64歳 子どもにとって、安心して暮らせるまち。
地域皆で声を掛け合って、子供が大人との会話を、いつまでも楽しくで
きるように。

10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

895 男 60歳～64歳

子育てしやすい環境が整備されたまち。
防災対策や浸水対策が強化され、安心して暮
らせるまち。
治安が良く、安心して暮らせるまち。

これから益々、人口減少が進む中、それらが止まるようなまちづくりを
してほしいと思います。

7子育てしやすい環境が整
備

13防災対策や浸水対策が
強化

14治安がよく安心

896 女 60歳～64歳 子育てしやすい環境づくり。 子供が、伸び伸びと遊べる場があれば良いと思います。公園等。
7子育てしやすい環境が整
備

897 男 60歳～64歳 市営住宅の戸数を確保してほしい。
今住んでいるアパートは、家賃が高い。もっと楽に生活できるアパート
に入りたい。

17その他

898 女 60歳～64歳 市民生活を豊かにするまち。

都市ガス・下水道が未整備で、不自由。
働く場所（高齢者）が無く、税負担が大きい。
公共交通機関が不便。
費用対効果の薄い事業が多い（実生活に無縁）。パークロード、足湯、
○○○記念館建設等。

16まちづくり全般

899 女 60歳～64歳 治安が良く、安心・安全に暮らせるまち。
最近、いろんな事件が多発していて、都会並の犯罪が多くなっている事
が心配です。お年寄りの方や小さいお子さんが、安心して明るく暮らせ
る町であってほしいと思います。

14治安がよく安心

900 男 60歳～64歳 治安が良く、安心して暮らせる。
最近は、これまで安全だと思われていた場所でも、安全を脅かすような
事案が相次いでいる。

14治安がよく安心

901 男 60歳～64歳 治安が良く、安心して暮らせるまち。 県道の側に住んでいるので、夜に単車による騒音行為が時々ある。 14治安がよく安心

902 女 60歳～64歳 治安が良く、安心して暮らせるまち。
交通事故も多いですが、昨今のニュース等で、無差別に人を傷つける人
や、強盗も増えてきています。どうすれば防げるかは、今の状態では難
しいです。

14治安がよく安心

903 男 60歳～64歳 治安が良く、安心して暮らせるまちづくり。 治安が良い事が全ての基本。 14治安がよく安心

904 男 60歳～64歳
自然災害に強いまちづくり。
高齢者医療充実。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

13防災対策や浸水対策が
強化

905 男 60歳～64歳 自然豊かな、落ち着いたまち。 都会と田舎の中間の町が良い。 11身近に自然を感じる
906 男 60歳～64歳 車を利用しなくても暮らせる社会。 事故の増加。高齢化。公害。 9交通利便性が高い



目指すまちの姿

-153-

番号 性別 年齢 まちの姿 理由 区分１ 区分２ 区分３ 区分４

907 男 60歳～64歳 車道・歩道の区別。
車に乗っていても、自転車・歩行者の危険な状況にあう場所が多い（通
学路になっている所も）。ジョギングにも出掛けづらい。

16まちづくり全般

908 女 60歳～64歳
若い人（後継者）が安心して生活（子育て）
ができる活力のあるまち。

若者が帰りたくても働く場所が無く、生活の基盤が作れない為、親元に
帰れない（親との距離があると介護の問題が深刻になる）。

8産業が盛んで働く場所が
充実

909 男 60歳～64歳
若い人が、山口市から出ない魅力ある町、山
口に定住するまち。

社会の活力を維持する為には、若い人が欠かせない。 16まちづくり全般

910 男 60歳～64歳 若い人が、山口市に住み続けられるまち。
若い人の姿が、昼間は全く見えない。また、子供の姿がとても少なく、
寂しく思う。

16まちづくり全般

911 男 60歳～64歳 若い人が定住し、活気あるまち。 少子高齢化が著しく、将来の市に不安を感じる。 16まちづくり全般

912 女 60歳～64歳
若い人が働く所があり、楽しく暮らせるま
ち。

あと１０年もすれば、周りは老人ばかりで不安。
8産業が盛んで働く場所が
充実

913 女 60歳～64歳 若い人達が、地元に戻って生活できるまち。
若い人達が地元に戻り、育ってきた家で暮らす事ができる環境。地元を
離れた人達が戻る事が無く、次第に空き家が増えてきている。

16まちづくり全般

914 女 60歳～64歳 若い人達が働けるまち。 若い人達が都会に出て行き、人口減少になる。
8産業が盛んで働く場所が
充実

915 女 60歳～64歳
若い方が就職が決まり、正規雇用が増えると
良いです。

若い方達の希望が持てる。
8産業が盛んで働く場所が
充実

916 男 60歳～64歳
若者が働くな所が充実していて、観光客が訪
れる活気のあるまち。

湯田温泉も活気がなく淋しい感じがする。山口市内中心地が寂れてきて
いる。

4観光交流が盛ん
8産業が盛んで働く場所が
充実

917 男 60歳～64歳 若者も高齢者も、自分の住む町を愛せる事。

単に歴史遺産を守り、継承するだけでは、若者は飽き、刺激を求めて都
会（東京・大阪・広島・福岡）へ出て行ってしまいます。安心して長く
勤められる企業・職場や、レジャーランドで遊べる場を求めます。一
方、高齢者の方は、低料金で様々な福祉関連施設の利用ができる事や、
若者からも尊重される、大事にされる関係を求めるものです。また、期
待されて、元気を取り戻せる環境が必要なのです。

8産業が盛んで働く場所が
充実

918 女 60歳～64歳 若者も高齢者も明るく暮らせるまち。

①大学が何校もあり、地域がもっと活性化しても良いはずなのに、イン
フラ・公共交通機関の整備等、追いついていない。特に学生を対象とし
た施設は皆無で、山口は、何も楽しい事が無いと言われる。
②子育て中の人は皆、保育所不足で、悩みは深刻。
③せっかく歴史ある山口。もっと観光市にすべきでは。他県の人から、
よく宣伝下手と言われる。自然が美しいとか、落ち着いているばかりで
は、若い人も居着かず、人口は増えないと思います。

4観光交流が盛ん
7子育てしやすい環境が整
備

9交通利便性が高い

919 男 60歳～64歳 若者定住促進事業を広く展開している。 高齢化に対して必ずしも未対応。 16まちづくり全般

920 男 60歳～64歳 就労の機会と、子育ての環境の充実。 人口減少を止める為。
7子育てしやすい環境が整
備

8産業が盛んで働く場所が
充実

921 男 60歳～64歳 商店街の活性化。
閉店の時間が少し早いように感じる。駅前商店街にもう少しにぎわいが
ほしい。

15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

922 女 60歳～64歳 心豊かなまち。 人に親切、高齢者にも住みやすい町、治安良く暮らせる町。
10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

14治安がよく安心

923 男 60歳～64歳
新山口駅・小郡インター・山口宇部空港を活
用したまちづくり。

新山口付近に、多目的ホールの建設。イベント開催をする事により、
駅・ＩＣ・空港を利用し、集客が出来、また、湯田への宿泊が増えると
考える。

4観光交流が盛ん

924 女 60歳～64歳
新山口駅周辺を充実した魅力ある町にする。
バス・鉄道など交通の便を充実させ、人が集
まる場所（まち）にする。

すべて揃っている町がない為。車で移動しなくてもよい町がない。職
場、お店、娯楽施設、スポーツ施設、文化芸術施設、福祉サービス。

9交通利便性が高い

925 女 60歳～64歳
人々のふれあいやコミュニティ活動が盛ん
で、温かいまち。

中心地ばかりではなく、田舎にも若者から老人まで、活動・勉強できる
場所ができると良い。

10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

926 男 60歳～64歳 正規雇用対策がしっかりしたまち。
雇用対策が充実していないと、若者の流出につながり、いずれ高齢化に
なる。

8産業が盛んで働く場所が
充実

927 女 60歳～64歳
静かで落ち着いた、治安が良く、安心できる
まち。

自然が美しい今の山口が、とても好きです。これからも安心して暮らせ
る町であれば良いと思います。

14治安がよく安心

928 女 60歳～64歳 全てにおいて安心して暮らせるまち。
現代の世の中の動き、変動を見て不安を感じ、山口市に、まさかの人生
の動きにならない為にも、と思っています。

16まちづくり全般

929 女 60歳～64歳 他県・外国からの人達の受け入れ方。
山口には、素晴らしい場所・史跡が多くあり、いろんな方々に観てほし
いです。迎える側の心得として、皆が、もう少し心を開いた、親しみの
ある対応ができるような県民性・市民性があると、良いなと思う。

16まちづくり全般

930 女 60歳～64歳 多様なライフスタイルが実現できるまち。

現存の他のまちを模倣するのではなく、オリジナルなまちの姿を求めた
いですね。他所にはないユニークなまちを実現してほしい。若い人を追
い求めるのはやめて、年寄りが多くてもよいではないですか。年寄りが
様々なライフスタイルで生き生き暮らせるまちを目指しては。

12個性を尊重し多様なラ
イフスタイルが実現



目指すまちの姿
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931 男 60歳～64歳 多様なライフスタイルが実現できるまち。
山口市は面積が広く、且つ、海、山、農村、市街地等多様な生活スタイ
ルが可能であることを活かすべきと思います。

12個性を尊重し多様なラ
イフスタイルが実現

932 女 60歳～64歳
第一次産業・第二次産業・第三次産業が、バ
ランス良く保たれるまち。

ほ場整備された農地がある農業地域（中山間）に住んでいますが、担い
手として地元に残る人が少なく、第一次産業（特に農業）の先行きに不
安を感じています。農業は、国土を守る働きもなしており、農業の衰退
は、国土の荒廃につながります。各産業が共に発展していって、自然豊
かな環境で、誰もが活き活きと働く事ができる、住み良い町を望みま
す。

8産業が盛んで働く場所が
充実

933 男 60歳～64歳
誰でも市内を自由に移動できる交通利便性の
高いまち。

公共交通機関の整備・充実の必要性を感じるため。 9交通利便性が高い

934 男 60歳～64歳
誰でも市内を自由に移動できる交通利便性の
高いまち。

高齢化が進んでいる山間部等の方が、買い物や医療機関にいけるような
まちづくりを考えてほしい。自分で車等が運転できなくなった時のこと
を考えると不安に思う。

9交通利便性が高い

935 女 60歳～64歳
誰でも市内を自由に移動できる交通利便性の
高いまち。

小郡に住んでいますが、通勤の時、９号線で、湯田から県庁辺りで渋滞
しているので、緩和してほしい。

9交通利便性が高い

936 女 60歳～64歳 誰でも市内を自由に行動できる。
高齢化になるにつれ、自動車等が運転出来なくなり、買い物等が不便に
なり、もっと誰でも自由に乗れる交通機関をつくってほしい。

9交通利便性が高い

937 女 60歳～64歳 誰もが安心・安全・便利に暮らせるまち。

①高齢化社会です。交通利便が良くなれば、高齢者も、車を持たない若
い人も、生活が活発に便利になります。
②高齢化に伴い、認知症や身体の不自由な人が増えると思われます。グ
ループホームやケア施設の充実は必至です。
③市内各地域に、子供から大人まで気軽に通え、毎日でもできる運動施
設があると、心身共に健康に役立ち、地域の人々の交流も育まれます。
④近年、水害が多発しており、確実な避難対策の計画が必要です。

5スポーツに親しむ環境が
整備

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

9交通利便性が高い
13防災対策や浸水対策が
強化

938 女 60歳～64歳 誰もが安心・安全に暮らせるまち。
最近は自然災害が多いので、安心・安全に暮らせるように。
車に乗れなくなるので、交通の便が自由に利用できるように。

9交通利便性が高い
13防災対策や浸水対策が
強化

939 女 60歳～64歳
誰もが安心・安全に暮らせるまち。特に高齢
者や子どもにとって住み良いまち。

社会全体に不安を感じる事が多い。このところの事件・事故等から。 14治安がよく安心

940 男 60歳～64歳 誰もが安心安全に暮らせるまち。

①20年前の台風による停電。
②10年前の断水。
③今年の台風の停電。
今年の停電は中電が話し中でつながらず、いつ通電できるか予測がたた
なかった。ほぼ一日中停電。

13防災対策や浸水対策が
強化

941 女 60歳～64歳 誰もが気持よく暮らせるまち。 生活に安心して利用できるかどうか。 16まちづくり全般

942 女 60歳～64歳
誰もが交通利便性の高い町になると、家の中
にこもる人が少なくなるから。

社会生活に不安を感じる。 9交通利便性が高い

943 女 60歳～64歳 誰もが高度医療を安価に受けられるまち。 検査・医療費が高いという不安。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

944 女 60歳～64歳
地域に住んでいる人々の顔が見え、お互いに
助け合って生活できるまち。

行政だけに頼らず、地域の人々でできる事は助け合って、良い人間関係
があれば、老人も子供も安心して暮らせる。災害その他の困難な事が
あったとしても、被害を少なくできる等。

10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

945 女 60歳～64歳 地域皆で子育てできるまち。
誰もが子供達を褒めたり、注意したり、怒ったりできる環境。
子供達が大人になっても、山口市に残る（出たくない）町にしたい。

7子育てしやすい環境が整
備

10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

946 女 60歳～64歳 地域力を高め、支え合うまち。
コミュニケーションがとれ、それぞれの力を出し合って、安心して生活
できるように（転出入がある）。

10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

947 男 60歳～64歳 地方都市として充実したまちづくり。 大都市の小規模化。 16まちづくり全般

948 女 60歳～64歳 中山間地の環境整備。
中心地との格差が著しいので（医療機関・交通機関・職場・スポーツ施
設・下水道等）。

16まちづくり全般

949 男 60歳～64歳 中心商店街に、活気があふれるまち。 核となる大型店や専門店に、魅力ある店が無く、活気が無い。
15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

950 女 60歳～64歳 町が、活気に満ちあふれている。 何も目玉は無く、人々が変化を求めていない。 16まちづくり全般

951 男 60歳～64歳 働く場所があり、子育てしやすいまち。 若い世代が定住しにくい。
7子育てしやすい環境が整
備

8産業が盛んで働く場所が
充実

952 男 60歳～64歳 働く場所が充実したまち。
産業振興と労働環境の確保が無ければ、人の増加もサービスの充実も無
いと思う。

8産業が盛んで働く場所が
充実

953 女 60歳～64歳 働く場所が充実したまち。
若い人の働く場所が増え、子供が増えて、活気あふれる町になってほし
い。老人ばかりの地区があるので不安。

8産業が盛んで働く場所が
充実

954 男 60歳～64歳 道場門前の衰退化。 人通りが少なく寂しく活気がなく、荒涼としていて物足りなく感じる。
15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

955 男 60歳～64歳 特になし。 17その他



目指すまちの姿
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956 男 60歳～64歳 特に市内バス運行の利便性の向上。 市全域において、圧倒的にバスの便が悪い。本数が少ない。最悪の町。 9交通利便性が高い

957 女 60歳～64歳 年配の人が安心して暮らせるまち。 病院・買い物に、バス利用の人が不便を感じる事が多い。 9交通利便性が高い

958 － 60歳～64歳 文化と散歩と芸術のまち。 町の中に緑がもっと多く、散歩できる町。
3歴史･伝統･芸術･文化を
大切にする

959 男 60歳～64歳
文化と人々のふれあいを大切にした医療・福
祉が充実したまち。

高齢化が進む為、高齢者の自立支援と高齢者同士の助け合いが必要。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

960 女 60歳～64歳
文化の薫り高く、子どもから高齢まで安心し
て生活できるまち。

山口市には、古くから育まれた歴史・文化と、新しい文化・芸術の発信
という、新旧の文化の融合が感じられます。今後は、様々な世代の人々
が、互いに協力しながら共生できるような、官民の支援体制を希望しま
す。

3歴史･伝統･芸術･文化を
大切にする

961 男 60歳～64歳 文化芸術施設の充実。
ゆっくり文化・芸術に触れる場所と時間がほしい。公共の交通の便が悪
いのに、自家用車の駐車場が足りなかったりする。

3歴史･伝統･芸術･文化を
大切にする

962 男 60歳～64歳 防災が、しっかりしている地域づくり。

かつて、俗に言う、テトラポット（正式には、消並根固ブロック）の設
計をしていた。福島県浜通りにも製品の設計をした事があるが、東日本
大震災は、全て覆した。帰郷後、福祉員をしたが、津波・高波の想定は
甘すぎる上、避難計画を発表すらしていないから。

13防災対策や浸水対策が
強化

963 男 60歳～64歳
防災対策が強化され、安心・安全に暮らせる
まち。

川岸工事等。
13防災対策や浸水対策が
強化

964 女 60歳～64歳 防災対策が強化され、安心して暮らせる町・
毎年、極端な気象変動が起きている今、いつどこで起こるかわからな
い。そして、想定外の災害に対して対策を強化することは、最も必要と
されることではないでしょうか。

13防災対策や浸水対策が
強化

965 男 60歳～64歳 防災対策や浸水対策が強化されている。
インフラ整備がしっかり強化されていることが全ての基礎であって、安
心して暮らせる基盤となる。
水道、ガス、電気がしっかりしていれば、なんとか辛抱できる。

13防災対策や浸水対策が
強化

966 女 60歳～64歳 明るい子ども達の声があふれるまち。 山口市の未来は、子供達に託されていると思います。
7子育てしやすい環境が整
備

967 男 60歳～64歳 様々なスポーツに取り組めるまち。 市民スポーツを、もっと日常的に楽しめるようになりたい。
5スポーツに親しむ環境が
整備

968 男 60歳～64歳 落ちつきのある、安心・安全なまち。 16まちづくり全般

969 女 60歳～64歳 隣近所のコミュニケーションが取れている。 小さい子供から大人まで、あいさつを良くするからかな。
10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

970 女 60歳～64歳
歴史・伝統・文化が、他県に比べて誇れる点
が多い。

折角の自然や国宝、また、歴史的な県なので、それをもっともっと大事
にし、他県にアピールしてほしい。

3歴史･伝統･芸術･文化を
大切にする

971 男 60歳～64歳
歴史・伝統・文化等を大切にし、誰もが安
心・安全に暮らせるまち。

歴史・伝統・文化を大切にし、社会生活に不安が無いようにする。
3歴史･伝統･芸術･文化を
大切にする

972 女 60歳～64歳
歴史を大切に維持管理。
交通の利便性。

せっかく国宝瑠璃光寺等歴史的なものがあるのに、もっと他県あるいは
海外にアピールして観光客が増えるようにしてほしい。もったいない。
今は車の運転ができているのでいいが、老後運転できなくなった時、外
出が不便。

3歴史･伝統･芸術･文化を
大切にする

4観光交流が盛ん 9交通利便性が高い

973 女 60歳～64歳
歴史的に街並みを残しつつ、他の場所にない
特徴のあるまち。

県内外の他の場所を観光すると、これが特徴だというメインの売りが
はっきりとしていない。
五重塔付近だけでも統一されたまちなみづくりを出すとか…（熊本の黒
川温泉のように黒で統一された建物ばかり、など）。湯田温泉はあまり
にも統一感がなくて残念!!

16まちづくり全般

974 女 60歳～64歳 老後になっても夢と希望の持てるまち。 近い将来に不安を感じる。 16まちづくり全般

975 女 60歳～64歳
不安にならず、安心して暮らせる町。
高度な医療、福祉に不安を感じる。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

976 女 65歳～69歳
（若い方もですが）高齢になった時の地域の
方たちとの交流があるあたたかく住み良いま
ち。

昔の家族形態がなくなり、核家族のためか人との交流が限られ、若い人
もお年寄りも生活の中で狭い視野の中で孤独感を持っておられる方が多
いように感じます。

10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

977 女 65歳～69歳
①新山口駅周辺に、文化施設があれば良い。
②「鋳銭司～新山口」バスの便を増やしてほ
しい。

催し物など「山口」まで行くのが不便です。買い物など年と共に不便に
なる。店が四辻駅前にあるけど、スーパーより５割前後高い。又、専門
の医院が無い。

9交通利便性が高い

978 女 65歳～69歳 コミュニティバスの市外から市内への普及。
旧市内ではコミュニティバスが通るのを良く見かけますが、市外から市
内に行くコースも細かく（本数とか停留所等）を検討して頂けたらと思
います。年をとって車を手放した時、不安を感じます。

9交通利便性が高い

979 女 65歳～69歳 ゴミ一つ無いまちづくりに。
蛍の季節になると、よく一の坂川の事が、テレビなんかで言っています
が、一の坂川は、あまりきれいじゃないと思う。川の淵がとても汚い。
草ぼうぼう。

2まちなみや景観が美しい

980 男 65歳～69歳 コンパクトシティ。 社会生活の質の向上の為。 16まちづくり全般
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981 女 65歳～69歳 どこにでも行くことのできる交通手段。
自転車しか乗れなくて、それも無理になった時、コミュニティバスも近
くまで来る事無く、とても不便。

9交通利便性が高い

982 男 65歳～69歳 バスの便が、もうちょっとなんとか。 車が無かったら、バス停まで出るまでが不便。 9交通利便性が高い
983 男 65歳～69歳 ひっそりとした村に近い場所。 交通は不便。バスも通らず、子供も少ない。 9交通利便性が高い

984 女 65歳～69歳
まちなみや景観が美しい、落ち着いた雰囲気
の個性あふれるまち。

山口らしい、他の市とは違った、自然の景観を活かしたまちづくり。
人々の心も和み、治安の良い文化都市になるのでは。

2まちなみや景観が美しい

985 男 65歳～69歳 まちなみや景観が美しいまち。

糸米交差点から済生会病院までに植えてある街路樹の事ですが、植えら
れた何年かは横に伸びる枝等を払ったり、枯葉を掃除したり、市役所の
方達がされていたのですが、近年は全く無し（連絡すればしてもらえ
る）。枝が横に伸びて車が当たって折れたり、枯葉が落ちて溜まった
り、毛虫が上から下に落ちてきたり、一度、全ての樹木（今、植えてあ
るもの）を伐って、車や人の通行の邪魔にならない、小さい樹木や花木
等に変えてほしいです。

2まちなみや景観が美しい

986 女 65歳～69歳
マンション、アパートが多いまちになった。
元々の人達が少なくなった。

隣近所の人がどんな人達かちょっと分からない。
10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

987 男 65歳～69歳 もう少し、活気のあるまち。
私は小郡に住んでいますが、今の大正町通りは、まるで死んだ町で、寂
しい限りです。空き店舗等、程良い利用方法は無いものでしょうか。

16まちづくり全般

988 女 65歳～69歳 もう少し活気がほしい。
年配者には住みやすいけれど、若い人には物足りないのではないかと思
う。

16まちづくり全般

989 女 65歳～69歳 安心・安全に暮らしたい。
地域のコミュニケーション不足。
社会生活の不安（いろいろな書類等の理解、不正）。
治安が悪くなる。空き巣、車上荒らし等。

10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

14治安がよく安心

990 女 65歳～69歳 安心・安全に暮らせたら良い。 犯罪や台風、災害等の防災害対策に、不安を感じている。
13防災対策や浸水対策が
強化

991 男 65歳～69歳 安心・安全に暮らせる村。
里山は、人がどんどん少なくなる。動物がどんどん多くなる（猿や猪
他）。田畑は荒れる。山も藪になる。

16まちづくり全般

992 女 65歳～69歳 安心して医療、福祉が受けられるまち。 医療に携わる人の人間性、自覚が高まるといいと思います。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

993 女 65歳～69歳 安心して住めるまち。 高齢化が進んで、交通の利便性が悪くなると考えられるからです。 9交通利便性が高い

994 女 65歳～69歳 安心して福祉サービスが受けられるまち。
歳を重ねると共に、将来への不安も大きく、高度な医療でも、費用的な
面で安心して、誰もが受けられる事を望みます。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

995 男 65歳～69歳 安心して暮らせるまち。 生活に不安を感じる事が多い為。 16まちづくり全般

996 男 65歳～69歳 安心して暮らせるまち。 高齢になると、自分自身の力だけでは生活が困難となる。
10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

997 女 65歳～69歳 安心な老後と豊かな福祉。
老々介護の時です。安心して暮らせるように生活支援の手を拡げてほし
い。

16まちづくり全般

998 女 65歳～69歳 安心安全な生活。 防災対策、高齢化対策に不安を感じる。
13防災対策や浸水対策が
強化

999 男 65歳～69歳
安心安全は第一であり、なおかつ産業も盛ん
である事。

現在も安心安全は感じていますが、より努力するとして町としては産業
を盛んにする努力をしないと衰退していくと思います。

8産業が盛んで働く場所が
充実

1000 女 65歳～69歳 安全に過ごせるまち。
河川をもっときれいに。
豪雨で、不安を感じないように。

13防災対策や浸水対策が
強化

1001 男 65歳～69歳 異常気象に対しても、安心に暮らせるまち。 台風や大雨の際、常に浸水等に不安を感じている。
13防災対策や浸水対策が
強化

1002 女 65歳～69歳 医療・福祉サービスが充実したまち。 これから年金生活に入るかと思うと、今後の医療、老後が不安です。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

1003 男 65歳～69歳 医療機関が充実したまち。

医院が周南市にあり、行くことが多く、旧市内に通っています（整形外
科）ので、内科や目医者など他の医院の情報がもっとほしいです。どこ
が良いのか分かりませんので、市内に安心していける所の情報がほしい
ですね。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

1004 女 65歳～69歳 過疎地対策。
商店が無く、バス等利用しても長時間かかり、高齢者、免許を持たない
人等、安心して住めない。

16まちづくり全般

1005 女 65歳～69歳 皆が協力し合い、安定感の感じられるまち。 自然災害も多くなり、何かしら不穏を感じる。
13防災対策や浸水対策が
強化

1006 女 65歳～69歳 街からの若者の働く姿が見たい。 山間部にも企業の誘致の案。
8産業が盛んで働く場所が
充実

1007 男 65歳～69歳 活気あふれる町に暮らす事。 自然豊かであるが、明るくない。 16まちづくり全般

1008 男 65歳～69歳 活気あるまち。 産業が盛んでない。
8産業が盛んで働く場所が
充実

1009 女 65歳～69歳 活気あるまちづくり。 商店街に活気がない。買い物も品不足。
15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか
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1010 男 65歳～69歳 活気あるまちづくりを真剣に。

市内は人通りもなく、県庁所在地らしさが無い。それは、人が集まる産
業・施設・店や娯楽設備が無い。市への魅力を感じられないからではな
いか。幅広い意見を求め、思い切った判断力が市政に求められる。保守
的考えは不要。

8産業が盛んで働く場所が
充実

15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

1011 女 65歳～69歳 活気ある賑わっているまち。
湯田温泉を、もっと活気あるものに。他県から来た人が、何も楽しむ所
が無い。

16まちづくり全般

1012 男 65歳～69歳 活気が無い。 山口市は元気が無い。 16まちづくり全般

1013 女 65歳～69歳 活気のあるまち。 商店街の店が閉まっていって寂しい。
15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

1014 男 65歳～69歳 活気のあるまち。 積極的に企業を誘致してほしい。
8産業が盛んで働く場所が
充実

1015 女 65歳～69歳
活気のある町であり、山口らしさ（落ち着い
た町）を大切に。

①買い物は、ほとんど県外に出掛けている現実。
②今風である必要はないが、山口という個性を大切にしたまちづくり。

16まちづくり全般

1016 男 65歳～69歳 活力ある豊かなまち。 急速な少子高齢化に伴い、町の活力が失われつつある。 16まちづくり全般

1017 男 65歳～69歳 環境・安全第一のまちづくり。
市道沿いは草が多く、環境はもちろん、安全面にも良くない。高齢者や
共働きで、団地等の昼間は人通りがほとんど無い。防犯カメラの設置を
増やすべきだと思う。

14治安がよく安心

1018 男 65歳～69歳 観光交流が盛んなまち。

宿泊施設に対し、観光客が少ない。
温泉街に、以前のように浴衣姿の観光客がいなく、夜になるとひっそり
している。今、全国的な事かもわからないが、もう少し、活気があれば
と思う。

4観光交流が盛ん

1019 女 65歳～69歳
郷土に誇りを持ち、誰もが安全・安心に暮ら
せるまち。

高齢化が進む中、災害対策が充実し、安心して暮らせるようにしてほし
い。理由は、最近の気象変動で、いつ、どこで災害が起こるかわからな
い状態。防災対策に力を入れてほしい。また、高齢者が増える中、医
療・福祉の充実にも力を入れてほしい。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

13防災対策や浸水対策が
強化

1020 男 65歳～69歳 経済産業の育成。 働く所が無い（特に若い女性）。
8産業が盛んで働く場所が
充実

1021 男 65歳～69歳 芸術、文化の充実。

市民会館がボロ。中国５県のうちダントツボロ。芸術ホールがない。一
流の芸術家が山口には来ない。交通アクセスが悪い。
（例）市内には多くのコーラス団があるが、練習する所がない。
趣味を持っている人は多いが、発表（気軽に）する所がない。

3歴史･伝統･芸術･文化を
大切にする

1022 女 65歳～69歳 県外から来られる方への交通の手段。
バス・電車等が、非常に不便。観光地に行きたくても、タクシーを使わ
なければ、ほぼ行けない所が多すぎると思います。

9交通利便性が高い

1023 女 65歳～69歳 交通の便を、もっと良くしてほしい。
自家用車を運転出来なくなった場合は、バスまたはタクシーを利用しな
くてはなりません。しかし、バス停が遠ければ、タクシーのみになりま
す。

9交通利便性が高い

1024 女 65歳～69歳 交通機関の充実。 車の運転が出来なくなった場合の便利性が必要。 9交通利便性が高い

1025 男 65歳～69歳 交通機関の整備。山口市内、小郡方面。
山口市に行くのに自動車を使用。バス、ＪＲ等１時間に１本ぐらいの便
しかなく大変不便である。せめて１５分くらい、またはすべての時間と
はいかないが、出来ないだろうか。どこに行くにも大変不便である。

9交通利便性が高い

1026 女 65歳～69歳 交通手段。
バスの便利性があまり無い。高齢者の為には、もう少し、ルートを増や
してほしい。病院・買い物の為、近くにバス停があればほしい。

9交通利便性が高い

1027 男 65歳～69歳 交通利便性の高いまち。

現在、コミュニティバスが一律２００円で走っているが、思い切って１
００円に値下げしたら、利用者が相当増加し、活気あふれる町になると
思われる。例えば、福岡市の博多～天神間は１００円均一であり、活気
に満ちている。

9交通利便性が高い

1028 男 65歳～69歳 交通利便性の高いまち。 車が無ければ何も出来ない。バスの便を充実させてほしい。 9交通利便性が高い

1029 女 65歳～69歳 交通利便性の良いまち。
車の運転が出来なくなった時、社会生活を考えると、非常に不安を感じ
る。

9交通利便性が高い

1030 男 65歳～69歳 交通利便性を考えて（高齢者）。
現在、富野に在住しているが、バス等の利用が不便である。今少し、運
行について考慮してほしい。

9交通利便性が高い

1031 女 65歳～69歳 公共交通が少ない、交通の便利が悪い。
若年層は、車でどこでも行けるが、高齢者にとっては、公共の便利が悪
い。少ない。

9交通利便性が高い

1032 男 65歳～69歳 高度な医療・福祉サービスが充実したまち。 高齢化の進展は著しい。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

1033 男 65歳～69歳
高度な医療や福祉サービスが充実されたま
ち。

高齢化社会になっていく事で、生活していくのに不安を感じる。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

1034 男 65歳～69歳 高度な医療や福祉サービスが充実したまち。

安心して介護が受けられるようになると良い。
①介護施設の増。
②介護経費の軽減。
③介護審査の手続きを簡単にする。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実
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1035 女 65歳～69歳
高度な医療や福祉サービスが充実したまち。
産業が盛んで、働く場所が充実したまち。
治安が良く、安心して暮らせるまち。

素晴らしい自然環境を持ち、その上に安心して暮らせる事は、何よりの
願いです。また、優秀な能力を持った若い人達が地元で活かされ、買い
物や医療等の為に、他県に出て行く必要の無い市になってほしいです。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

8産業が盛んで働く場所が
充実

14治安がよく安心

1036 女 65歳～69歳
高度な医療や福祉サービスが充実したまち。
誰でも市内を自由に移動できる交通利便性の
高いまち。

高齢者に優しい町であってほしい。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

9交通利便性が高い

1037 男 65歳～69歳 高齢化社会の充実。 年金減少のため介護施設等の利用が困難。 16まちづくり全般

1038 女 65歳～69歳 高齢者・障がい者に優しいまち。
歳を重ねるごとに、田舎に不安がある。買い物・通院等、自動車に乗れ
なくなったらどうしよう。

9交通利便性が高い

1039 女 65歳～69歳 高齢者に優しいまち。 車に乗れなくなった時、買い物、医療等に不便を感じるから。 9交通利便性が高い

1040 女 65歳～69歳 高齢者に優しいまち。
今から我々高齢者が増えていくと思います。家庭での介護も難しくなる
と思います。本人も家族も安心できるような施設、また、在宅医も必要
ではないかと思います。安心できる対策をお願い致します。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

1041 女 65歳～69歳 今の自然をさらに充実。
生まれ育った私にとって山口は本当に住み良い市であると思います。開
発も必要かもしれませんが景観は残してほしいと念じています。

16まちづくり全般

1042 男 65歳～69歳 産業・商業の活性化。
①人口が増えない、産業（企業等）が無く、活発な発展が望めない。
②人口も、大学を主として県外の人に依存。
③観光も農水産も、減少に進んでいる。

8産業が盛んで働く場所が
充実

1043 女 65歳～69歳
産業が盛んで、若者の働く場所が充実したま
ち。

身の回りに、元気に働く若者の姿を沢山見ない。老人ばかり。職を求め
ても、なかなか働く企業が無く、自分の進みたい仕事が無い、とよく耳
にします。

8産業が盛んで働く場所が
充実

1044 男 65歳～69歳 産業が盛んで、働く場所が充実。
公務員や、そのＯＢが優先される社会、山口市であってはならない。産
業、民間活力を充実させる必要があると思う。

8産業が盛んで働く場所が
充実

1045 女 65歳～69歳 産業が盛んで、働く場所が充実したまち。 若い人が、山口から出て行かない町。
8産業が盛んで働く場所が
充実

1046 女 65歳～69歳 産業が盛んで、働く場所が充実したまち。 若者を、定住しやすくする為。
8産業が盛んで働く場所が
充実

1047 男 65歳～69歳 産業が盛んで、働く場所が充実したまち。
人口減を食い止めるのは、若人に安定した職が必要。もっと大企業を誘
致する。

8産業が盛んで働く場所が
充実

1048 女 65歳～69歳 産業が盛んで、働く場所の充実。 人口流出は、働く場所が少ない事が一つの理由と思う。
8産業が盛んで働く場所が
充実

1049 男 65歳～69歳 産業が盛んで働く場所が充実したまち。
社会生活に必要な電気、上下水道、ガス、特に下水道が未整備な地区が
多く、地代は安価なのに企業の進出が期待できない。よって高齢化社会
になり、人口減少が著しい。

8産業が盛んで働く場所が
充実

1050 男 65歳～69歳 産業が盛んで働く場所の充実したまち。
若者が希望を持って継続して定着できるよう企業等を誘致し、地元者の
雇用を優先すれば町も活性化し、人口増加にもつながると思います。

8産業が盛んで働く場所が
充実

1051 女 65歳～69歳
子どもから老人まで、全ての世代で、いつま
でも住み続けたいと思えるまち。

若い人に充分な雇用があれば、子育ても介護にも余裕が出てくるし、人
口減少の歯止めにもなると思います。更に防災・治安が充実すれば、言
う事なしです。

8産業が盛んで働く場所が
充実

13防災対策や浸水対策が
強化

14治安がよく安心

1052 女 65歳～69歳 子どもから老人まで楽しく過ごせるまち。 市内全部に、公平なライフラインを切望します。 16まちづくり全般

1053 女 65歳～69歳
子どもや年配者が、安全に自由に自転車・徒
歩でで歩けるまち。また、楽しく集える場
と、公共交通機関の充実。

運動のために自転車で出歩きたいが、結構、危険がいっぱい。徒歩で出
掛けたら、くたびれてちょっと一休みしたいのに、木陰のベンチも無
い。お洒落なカフェも無い。
老後が心配でサ・高・住をと思うが、介護認定されていないと入れな
い。至れり尽くせりは必要ないが、ヘルパーが常駐している安価なサ・
高・住がほしい。しかも歳をとったら、図書館・映画館、お洒落で一人
でも出入りできる美味しい食事の店等、便利な場所で暮らしたい。もち
ろん、近くに病院も。今はマイカーで動き回っているが、車に乗れなく
なった時、山口は不便だなと思い、心配です。

16まちづくり全般

1054 男 65歳～69歳
子ども達が安心して歩ける、皆で遊べる場
所。

良く分かりませんが、学校から帰る所は見ますが、外で遊ぶ所を見ませ
んから。

16まちづくり全般

1055 女 65歳～69歳
子ども達が健全に成長した後、県内に就職
し、居住し続けるまち。

8産業が盛んで働く場所が
充実

1056 男 65歳～69歳
子育てしやすい、若い人が生活しやすいま
ち。高齢者に比べ、若い人に対する環境が整
備されていないから。

人口減少で若者が減少すれば、町は機能が保てなくなります。高齢者の
施設はどんどん建設されているが、若者向けの対策は非常に少ないと思
います。

7子育てしやすい環境が整
備

1057 男 65歳～69歳 子育てしやすいまち。 若い人が定着する為に。
7子育てしやすい環境が整
備
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1058 女 65歳～69歳 子育てしやすいまち。 人口の減少を防ぎ、山口市の活性化に力を入れる為。
7子育てしやすい環境が整
備

1059 女 65歳～69歳 子育てしやすい環境が整備されたまち。
まだまだ充分とは言えません。お年寄りも大事ですが若い人の事も大事
です、子供に対する助成金、医療補助等もっと充実すべきです。

7子育てしやすい環境が整
備

1060 男 65歳～69歳 子育てしやすい環境の整備。
子育て世代を、もっと応援する仕組み（住居補助等）が充実し、若い世
帯が増えれば、地域が活性化すると思う。

7子育てしやすい環境が整
備

1061 男 65歳～69歳
子育てしやすい町（子どもを安心して産める
町）。

少子化に不安を感じる。
7子育てしやすい環境が整
備

1062 男 65歳～69歳 子育てのしやすいまち。 昔のように地域が子育てを手伝う。
7子育てしやすい環境が整
備

1063 男 65歳～69歳
市内全地域に衣、食、住提供の充実したまち
（高齢化社会に対して）。

現状は全地域に衣、食、住を提供している商業施設が充実しているとは
言えない。高齢者は自分の足で行ける範囲で買い物ができることが健康
寿命を延ばす事の近道だと考えます。遠くまで買い物することは不可能
です。

15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

1064 男 65歳～69歳 市民がふれあい、安全で心豊かなまち。
山口市民どうしとしてのつながり、市民としての誇りが少々薄いように
思う。
国に誇れる山口市、その市に暮らす喜びを近い将来望みたい。

10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

1065 男 65歳～69歳 支え合う健やかな暮らしのできるまち。 地域コミュニティの衰弱。
10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

1066 男 65歳～69歳 施設の選定の場所を考えて。 土地があるからでは駄目。交通手段の良い所が良い。 16まちづくり全般

1067 男 65歳～69歳
時代に似合った市の行事を取り入れてほし
い。

昔ながらの古い考え方の人が多いようです。伝統ばかりに捉われず、他
県からも人が集まる、活気あるまちづくりを願います。

16まちづくり全般

1068 女 65歳～69歳
次世代を担う若者が定着し、暮らしやすいま
ち。

少子化が進み、高齢が進み、活気が無い。若者は都会に集中する。働く
場所・会社等が少ない。

8産業が盛んで働く場所が
充実

1069 女 65歳～69歳 治安が良く、安心して暮らせるまち。 自由に移動できる環境整備が必要。 14治安がよく安心

1070 女 65歳～69歳 治安が良く、安心できるまち。
治安が良いという事は、安心して生活ができる。大事な子供達の世代
が、ゆったりと子育てができるという事。

14治安がよく安心

1071 男 65歳～69歳 治安が良く安心して暮らせるまち。 今後外国人観光客等が増加してくると思う。 14治安がよく安心
1072 女 65歳～69歳 治安が良く安心して暮らせるまち。 事件が多いので、不安を感じる事がある。 14治安がよく安心

1073 女 65歳～69歳
自然がいっぱいで、環境が良いのを、次の世
代に継いで行ける市、若い人・老人も安心し
て暮らせるまち。

老いても自分で生活できる努力をしようと思っているが、社会も協力し
てほしい。

16まちづくり全般

1074 男 65歳～69歳
自然が豊かで、歴史や伝統を大切にするま
ち。

豊かな自然に囲まれ、歴史的・文化的遺産に恵まれた立地条件を、活か
す事が重要だと考えるから。

3歴史･伝統･芸術･文化を
大切にする

11身近に自然を感じる

1075 男 65歳～69歳 自然を感じる事ができるまち。 自然を活かしていない。 11身近に自然を感じる

1076 男 65歳～69歳
自然を取り入れた（緑）、住民が憩いの場が
ある姿。

家族連れ、若いカップルが、誰とでも話し合える場が望ましい。 11身近に自然を感じる

1077 女 65歳～69歳 自立した高齢者の住みやすい村。
山間部にはスーパーも医院もなく、車の運転が不可能になれば生活が出
来なくなる。

9交通利便性が高い

1078 女 65歳～69歳 車に乗れなくなってからの交通利便性。 社会生活の不安。 9交通利便性が高い
1079 男 65歳～69歳 若い人が少なく、廃屋が目立つ。 都市中心開発が目立ち、地域の隅々まで行政が行き届いていない。 16まちづくり全般

1080 女 65歳～69歳 若い人が留まって就職できるまち。
地震などもなく地理的に良いので、企業誘致して人口の流出を防ぐなら
良いのでは。

8産業が盛んで働く場所が
充実

1081 男 65歳～69歳 若い人の県内流出を止める。 民間の働く所が少ない。
8産業が盛んで働く場所が
充実

1082 女 65歳～69歳 若い方の職場があるまち。
若い方が住めない（職場がないと）。将来人口減少から始まり、色々な
面でマイナスが起こる気がする。

8産業が盛んで働く場所が
充実

1083 女 65歳～69歳 若者が、安心して定着できるまち。 新しい産業・文化・考え（山口に新しい風を）を受け入れてほしい。 16まちづくり全般

1084 女 65歳～69歳 若者が、活き活きと活動できるまち。 若い人には、地元意識があまり無い。地域の作業に出てこない等。
10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

1085 女 65歳～69歳 若者がいて、活気のあるまち。 社会生活に不安。 16まちづくり全般

1086 女 65歳～69歳 若者が元気に働き、生活できる環境。 職場が無い。
8産業が盛んで働く場所が
充実

1087 男 65歳～69歳 若者が就職できる企業を増やしていく。 若者が定住しないと、人口減少に歯止めが掛らない。
8産業が盛んで働く場所が
充実

1088 男 65歳～69歳 若者が住みやすいまち。
若者が県外へ流出するので、県内に残れるよう、大学・就職できる環境
を、高校の先生や親が、本気でつくっていく必要がある。企業も、県内
の学生を最優先に採用する。

8産業が盛んで働く場所が
充実

1089 男 65歳～69歳 若者が定住するまちづくり。
農林業を主体とした豊かに暮らせていけるまちづくり。人間本来の生活
ができるような助け合いとふれあいを大切にしていく事に、今一度考え
ていきたい。

16まちづくり全般

1090 男 65歳～69歳 若者の職場の充実。
若者が外部（他県）に出て行かなくても、仕事があれば地元に残れる
（定着する）。

8産業が盛んで働く場所が
充実
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1091 男 65歳～69歳 弱者（高齢者）に優しいまち。
人口の高齢化がどんどん進んでいき、各種行事で運営出来ない。男の人
口が少ない。

16まちづくり全般

1092 男 65歳～69歳 就業のしやすい町へ。 会社・工場の誘致（活力ある町へ）。
8産業が盛んで働く場所が
充実

1093 男 65歳～69歳 住み良く、安心のまち。 老後、暮らし、不安を感じる事多し。 16まちづくり全般

1094 男 65歳～69歳
出産・子育て環境の整備された町（少子化対
策の充実したまちづくり）。

私の娘が子供を出産するにあたり、会社（病院）を退職せざるを得ない
環境となり、第一子を出産し、第二子を望み妊娠したが、出産まで６ヶ
月入院し、無事出産したが、娘の入院中、第一子の孫の保育を、私達夫
婦で対応せざるを得なくなり、私達も歳で、６ヶ月は長く、一時保育を
頂ける所を探すのに苦労し、やっと見つけたが、出費も大変であった。
企業等も、出産にあたり、仕事を辞めないで働ける環境づくりが必要。
公務員と同じ事は望まないまでも。

7子育てしやすい環境が整
備

1095 女 65歳～69歳 新山口駅周辺の充実。
他県から来て、新山口駅に降りて（新幹線から見て）、「山口県だ」と
思える中心的なものが無い（下関から岩国まで、ばらばら広がっている
為か）。県との関連もあるが。

16まちづくり全般

1096 女 65歳～69歳 身近に自然を感じる事のできるまち。
新しく公園等を造るのではなく、今ある自然を整備して、日々、四季を
感じられるような環境にすれば、もっと落ち着いた雰囲気の町になり、
これからの子供達にも、情緒面で良い影響があるように思います。

11身近に自然を感じる

1097 女 65歳～69歳 人口を増やすこと。
若い人が都会に出ていくし、又、結婚する年齢が高い為、子供の人が少
ない。

16まちづくり全般

1098 女 65歳～69歳
人々のふれあいや、コミュニティ活動が盛ん
で温かいまち。

誰とでも笑顔がかわせ、元気に過ごせる事を願います。
10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

1099 女 65歳～69歳
人々のふれあいやコミュニティ活動が盛ん
で、温かいまち。

近所に空き家が多くなり、これからの生活に不安を感じる。
10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

1100 女 65歳～69歳
人々のふれあいやコミュニティ活動が盛ん
な、温かいまち。

高齢化が進むので、もっと人々が気軽に触れ合える場所が多くなると良
い。

10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

1101 男 65歳～69歳 正規雇用の充実。 若い人が安心して働く事ができる。
8産業が盛んで働く場所が
充実

1102 女 65歳～69歳 生活の不安、交通の不安。 もっと山間部までコミュニティバスを回してほしい。１日に２回位は。 9交通利便性が高い

1103 男 65歳～69歳
生産事業が振興し、環境・安全安心・福祉が
整った地域。

山口市の規模に合った、生活しやすい町をつくる。
8産業が盛んで働く場所が
充実

1104 女 65歳～69歳
青壮年の働く場所が確保され、心身面の安心
安全が充実したまち。

①官公庁以外に青壮年の働く場所が少ない。
②男性中心の考え方が強く、女性の登用等が少ない（男尊女卑の傾
向）。
③学歴重視の考え方が強い。
２、３面の考え方が強いため発想の転換ができていない。
④官公庁で働く人が多く官公庁の退職者も多いため、考え方が保守的で
ある。

8産業が盛んで働く場所が
充実

1105 男 65歳～69歳 静かで落ち着いて生活できるまち。
特段の経済発展は望まない。
合併により、これまで無かった、海を活用した町であってほしい。

16まちづくり全般

1106 女 65歳～69歳
他所の町から移住して、子育てが安心してで
きる町、移住したくなるような町に。

福祉サービスや子育てしやすく（待機児童ゼロ）、安心して共働きでき
る、魅力ある町。

7子育てしやすい環境が整
備

1107 男 65歳～69歳
大内弘世（２４代）、京都に似たまちづく
り、素晴らしき山口。

宣伝が足りない。 16まちづくり全般

1108 女 65歳～69歳
誰でも市内を自由に移動できる交通利便性の
高いまち。

歳をとると、自分で車を運転出来なくなると思うのですが、現在、コ
ミュニティバス等もありますが、１０年、１５年後はどうなるのでしょ
うか。不安です。医療機関・スーパー等の生活施設へ行く事が不安です
ので。

9交通利便性が高い

1109 女 65歳～69歳
誰でも市内を自由に移動できる交通利便性の
高いまち。

山口線の便数が少なく、大変不便です。
吉部から生雲を通り、山口へ行く防長バスの便が大変少なく、不便で
す。高齢者にとって、自動車の運転が出来なくなった時の事を考える
と、とても心配です。

9交通利便性が高い

1110 女 65歳～69歳 誰でも働ける所を作ってほしい。 若者が県外に出て行くから、空き家が多い。
8産業が盛んで働く場所が
充実

1111 女 65歳～69歳 誰もが、安心・安全に暮らせるまち。 社会生活に、不安を感じる事が多い。 16まちづくり全般

1112 男 65歳～69歳 誰もが安心・安全に暮らせるまち。
私は一人暮らしの、しかも、障害者なので、まだ６５歳なので、施設に
は入りたくない。もう少し、頑張ってみようと思っています。

16まちづくり全般

1113 女 65歳～69歳 誰もが安心して医療・治療が受けられるま 病院費用が高く、行かれない事が多く、我慢してしまう。 16まちづくり全般
1114 女 65歳～69歳 誰もが安心して暮らせる住み良いまち。 最近、不安を感じる事件や事故が多発している。 14治安がよく安心

1115 女 65歳～69歳 誰もが安心安全に暮らせるまち。
これから高齢に向かっているが、心身が不自由になっても個人個人が主
体的に人生を送れるまちづくりを願っている。

12個性を尊重し多様なラ
イフスタイルが実現



目指すまちの姿
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1116 男 65歳～69歳 誰もが安心安全に暮らせるまち。 高齢者が多数の為。 16まちづくり全般

1117 女 65歳～69歳 誰もが安心安全に暮らせるまち。
夜、街灯が少なく暗くて不安を感じる。防犯上好ましくない。夜の外出
はできない。

14治安がよく安心

1118 男 65歳～69歳 誰もが活き活き生活できるまち。
高齢者の買物難民を無くす事により、若い人との交流が良くなると思
う。中高年者の援助が足りない。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

1119 男 65歳～69歳
誰もが高い教育を受ける事や、老後を安心し
て暮らせるまち。

これから先、情報を自由に扱えるような教育が受けられるように、学校
の施設を充実してほしい。また、老後を心配する事がないように、特別
養護老人ホーム等の施設を多く造ってほしい。

1安心して教育が受けられ
る

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

1120 男 65歳～69歳 誰もが声掛けあって助け合えるまち。
年をとって介護もいるようになる。お互いに声かけ合って協力できる関
係を作りたい。

10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

1121 女 65歳～69歳 誰もが平等であるまち。 官公庁色が強いと感じる。一般企業が、もっと栄えると良い。
8産業が盛んで働く場所が
充実

1122 男 65歳～69歳 団塊世代の高齢化。

医療費の高騰を控えるためには、日頃から健康維持の意識を持つことが
大切です。定年後は畑もないので体や心を鍛える事も出来ない。市営農
園が多くあれば良いと思う（安い賃料であちこちに分散した方がよ
い）。

16まちづくり全般

1123 女 65歳～69歳 地域の中での助け合いの仕方。
高齢化が進み、以前は出来ていた事が困難になっていく。プライバシー
の尊重の風潮も強い中、どこまで踏み込んで良いのかわからない。お互
いにできる事は、手助けし合える環境が整えば良いなと思う。

10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

1124 男 65歳～69歳 地域格差の無いまち。 旧市町によって、サービスの提供が偏る。 16まちづくり全般

1125 女 65歳～69歳
地域差が無い、平等な社会生活ができるま
ち。

基本的な社会基本整備はもちろん、自治会費・班会費・ゴミ箱使用料・
その他、市報のみ共通に書いてあるが、実際、生活環境が違いすぎて
困っています。

16まちづくり全般

1126 男 65歳～69歳 中山間地域の再生。
森林資源を活かし、持続的な就労の場を確保・創出出来れば、地域住民
が、その地域の中で生活する仕組みを考える事が出来、中山間地域を再
生する一助につながる。

8産業が盛んで働く場所が
充実

1127 女 65歳～69歳
店が豊富にあり、夜でも賑やかさのあるま
ち。

山口は、とにかく興味を惹かれる店が無い。だから休日でも、「よし、
今回はここに行ってみよう」という気がしない。山口のアーケードの活
気の無さ。井筒屋だけでは駄目だ。もっと有名店等を増やすべきだ。夜
も店を閉めるのが早すぎる。その為、山口は、とにかく夜が心気臭い。

15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

1128 男 65歳～69歳 田舎ながらの自然と文化を大切にするまち。 山口は、山口の良さを大切にするべき。
3歴史･伝統･芸術･文化を
大切にする

11身近に自然を感じる

1129 男 65歳～69歳 都会化。 午後の時を過ぎると、アーケード街に人が見あたらない。
15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

1130 女 65歳～69歳
働く場所が充実し、安心・安全に暮らせるま
ち。

有効求人倍率が上昇したとはいえ、それは一部にすぎないと、私は思
う。特に、非製造業（運輸業・建築業）に力を入れるべきだ。私は吉敷
に住んでいるが、夜でも灯りが多く、夜間でも運動の為、歩く事ができ
る。しかし、宮野・大内・大殿地区は灯りが少なく、夜間安心して、歩
く事が恐ろしいのではないか。もっと灯りを増やすべきである。

8産業が盛んで働く場所が
充実

14治安がよく安心

1131 女 65歳～69歳 働く場所が充実したまち。 Ｕターン者が仕事に就き難い。
8産業が盛んで働く場所が
充実

1132 男 65歳～69歳 働く場所が充実したまち。 若者の域外流出は、何と言っても雇用の場が無い事による。
8産業が盛んで働く場所が
充実

1133 男 65歳～69歳
特に高齢者にとって住みやすい、安心して住
めるまち。

今後一層、人口の高齢化に対応する必要がある。 16まちづくり全般

1134 女 65歳～69歳 南部地区の道路整備（嘉川）。 歩道が狭く、自転車で買い物に行けない。 16まちづくり全般

1135 男 65歳～69歳 南部方面に、働く場所が多くあること。
働く場所があれば、男女に差が無く、福祉も充実。子育てもしやすく、
「安心」を中心とした気持ちになり、全てにおいて、暮らす上での満足
度が上がると思います。

8産業が盛んで働く場所が
充実

1136 男 65歳～69歳 日本一の健康寿命。
高齢化が進むため、医療費削減対策。
※高齢者のための運動施設、または現存の運動施設補助。

5スポーツに親しむ環境が
整備

1137 男 65歳～69歳 年寄りの元気なまち。 若い人が年寄りを支えてくれると良いのだけれど。 16まちづくり全般

1138 女 65歳～69歳 買い物に便利な町（スーパーマーケット）。
２㎞以内に（歩いて行ける範囲）、全く商店（食品・日用品）が無い。
コンビニが1.5㎞の所にあるが、野菜・肉・魚等、新鮮な物が買えな
い。

15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

1139 女 65歳～69歳 不便すぎる町のままでいてほしくない。
老いた時、車の運転が出来なくなった時、ああ、この町は交通の便が何
と悪いんだろうと悩む。買い物、病院、ゴミ出し（出す所が数少ない
し、そこまで行けない。どうすれば良いの）。

9交通利便性が高い

1140 男 65歳～69歳 福祉サービスが充実したまち。 高齢者の増加に対応する為。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実
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1141 女 65歳～69歳 文化・観光。 もう少し、積極的に外に発信してほしい。
3歴史･伝統･芸術･文化を
大切にする

4観光交流が盛ん

1142 男 65歳～69歳 文化・芸術に満ちたまち。

市内には、山大・県大・芸短大の３つの大学が立地しているが、こうし
た大学の文化・芸術関係部門を充実する。そうした中で、パークロード
や瑠璃光寺等で、学生からお年寄りまで、多くの人の絵を描き、音楽を
奏でる姿がある。そんな心豊かに暮らせるまちづくりを望みます。

3歴史･伝統･芸術･文化を
大切にする

1143 女 65歳～69歳
防災対策や浸水対策が強化され、安心して暮
らせるまち。

自然災害が多いので、不安です。
13防災対策や浸水対策が
強化

1144 男 65歳～69歳 未来に希望が持てるまち。 高齢者増加、子供減少による不安。 16まちづくり全般

1145 女 65歳～69歳
未来を背負う子ども（教育）、若者が働ける
場所。

保育所が不足していて安心して働けない。
また、若者が就職がなく県外に出てしまう。

7子育てしやすい環境が整
備

8産業が盛んで働く場所が
充実

1146 女 65歳～69歳 明るいまち。

山口市は県の中央にあり、車で１時間走れば岩国方面、下関方面、萩方
面に出掛けられるが、出掛けるだけでなく中央に人を集める企画をされ
るともっと良い（湯田温泉があるのに小規模である）。
サッカー（レノファ）が強いのに応援する人が少ない。
美術館が良い企画をされるのに来る人が少ない。

4観光交流が盛ん

1147 女 65歳～69歳 明るく、活気のあるまち。

山口に帰っても、働く場所が無い。臨時では生活出来ないとの声をよく
聞く。身の周りでは、高齢者世帯がほとんどで、歯止めが無い。若者の
就職支援、働く場所、正規雇用化が充実すれば、自ずと人が集まり、若
者・子供・高齢者、お互いに刺激となり、明るく、活気のある町になる
のでは。

8産業が盛んで働く場所が
充実

1148 女 65歳～69歳
幼い子ども・高齢者・動物等に対する虐待の
無い、皆平等に心豊かに暮らせるまち。

時々、虐待の話をＴＶ等で耳にします。とても悲しい事です。そんな事
を見たり、耳にしたり、疑わしいと思ったりすれば、関係機関でも真剣
に受け止め、対処してほしいものです。

16まちづくり全般

1149 女 65歳～69歳 利便性の良いまちづくりを期待したい。
私の住む宮野地区は、特に利便性が悪いと思う。高齢化も進み、車の運
転が出来なくなると、出掛けたくても出掛ける事が出来す、不便です。

9交通利便性が高い

1150 － 65歳～69歳 良くならなくても、普通に暮らせるまち。
下流老人です。負担金（寄附金）が多い。たかが５００円、されど５０
０円です。

16まちづくり全般

1151 男 65歳～69歳 緑が沢山あるまち。 緑が好きだから。 11身近に自然を感じる

1152 男 65歳～69歳
歴史、自然、個性豊かなライフスタイルを大
切にできる社会。

12個性を尊重し多様なラ
イフスタイルが実現

1153 男 65歳～69歳 歴史・伝統・芸術・文化を大切にするまち。 大きい産業などがないため、今以上に歴史などを大切にする必要あり。
3歴史･伝統･芸術･文化を
大切にする

1154 男 65歳～69歳 歴史・文化を大切にする町と温泉。 大内文化、明治維新関連史跡と、湯田温泉を前面に出すまちづくり。
3歴史･伝統･芸術･文化を
大切にする

1155 女 65歳～69歳
コミュニティバスの便を、もっと増やしてほしい。市内全部に。今は車
がありますが、歳をとると、バスに頼ると思います。

9交通利便性が高い

1156 男 65歳～69歳 安心・安全に暮らせる町にしてほしい。 16まちづくり全般

1157 男 65歳～69歳
医療機関が近くにあり、市内中央に住んでいる私には、非常に便利であ
る。やや高齢になり、医療施設が近くにある。

16まちづくり全般

1158 男 65歳～69歳 交通の便利が良い。 9交通利便性が高い

1159 女 65歳～69歳
最近、大雨が多い事から、川の中の雑草、大きくなった木等を整備して
ほしい。

13防災対策や浸水対策が
強化

1160 女 65歳～69歳

歳をとった者は、インターネット他、機械化にとても弱いので、情報
は、市報・他の雑誌のみです。マイナンバー等と機械化されると、人と
の交わりが少なくなる事も予想されますので、これからの世の移り変わ
りで、とても不安を感じます。

16まちづくり全般

1161 男 65歳～69歳
市内の観光地等を、全国にもっとアピールし、山口市の良いところを多
くの人に見てほしいと思う。

4観光交流が盛ん

1162 女 65歳～69歳
若者が、他県・他市に流出せぬように働く場所・企業誘致に力を入れて
ほしい。
大学がありますが、卒業すると、山口市に留まる人が少ない。

8産業が盛んで働く場所が
充実

1163 男 65歳～69歳 消去法による。 17その他

1164 女 65歳～69歳 病気で、家から出るのは医療施設に行く時だけで、何もわからない。 17その他

1165 女 70歳～74歳 お年寄りの人が出掛けやすいまち。
バスの便数や乗り継ぎが不便で、車を持っていないと、病院や買い物に
行くのが不便。

9交通利便性が高い

1166 男 70歳～74歳
コミュニティ活動が盛んで温かいまち。ライ
フスタイルが実現できるまち。

10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

12個性を尊重し多様なラ
イフスタイルが実現

1167 女 70歳～74歳 デパートへの道。 駐車場と店までが遠い（中市駐車場等）。 16まちづくり全般

1168 女 70歳～74歳
どんな病気でも近くの病院に行けると良いと
思う。

16まちづくり全般
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1169 男 70歳～74歳 ほぼ今の静かさと平安を保ってもらえれば良 山口市は全体的に平穏で、静かな町だと思う。 17その他

1170 女 70歳～74歳 まちなみや景観が美しいまち。

昨秋、木戸公園辺りを、紅葉を楽しみに散策したのですが、蜘蛛が沢山
巣をつくっており、大きく成長した蜘蛛が気持ち悪くて、思いだしただ
けでぞっとします。駆除をお願いします。気持ち良く散策したく思いま
す。

2まちなみや景観が美しい

1171 男 70歳～74歳
もっと観光事業に力を入れる（湯田温泉中心
に!!）。

山口市は歴史的に優れている点を強調する（世界遺産への登録？）。 4観光交流が盛ん

1172 女 70歳～74歳 ゆったりと安心できるまち。
危険が少ない道。自然が大切にされるまちづくり。文化が尊ばれるま
ち。一人一人が大切にされるまちを希望するので。

3歴史･伝統･芸術･文化を
大切にする

11身近に自然を感じる

1173 男 70歳～74歳 安心・安全で、活力のあるまちづくり。
防災の充実と、次世代と高齢世代が安心して暮らせる、そして、そのイ
ンフラが、充分整備された生活環境を形成してほしい。

13防災対策や浸水対策が
強化

1174 － 70歳～74歳 安心・安全に暮らせるまち。 世の中が不安なニュースなどあるので。 16まちづくり全般

1175 女 70歳～74歳 安心・安全に暮らせるまち。
年寄りの一人暮らしが多いと思うので、いつも気に掛けて頂けるよう
な。

16まちづくり全般

1176 男 70歳～74歳 安心・安全の町の構築。 全国的に犯罪が増加傾向。それに対する抑制対策。 14治安がよく安心

1177 女 70歳～74歳 安心した医療が受けられるまち。 都会に比べて最先端の医療が受けられる施設が無い。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

1178 女 70歳～74歳
安心して教育を受けられる環境が整備された
まち。

自宅からでも通学出来、教育が受けられる。
1安心して教育が受けられ
る

1179 女 70歳～74歳 安心して子育てが出来、治安が良いまち。
湯田温泉に、観光客がいる町に暴走族が走ると、他県から来た人は、ど
のように思うでしょう。取り締まりをよくして頂きたい。

14治安がよく安心

1180 女 70歳～74歳 安心して暮らせる。 生活が暮らせる。 16まちづくり全般

1181 女 70歳～74歳 安心して暮らせるまち。
年を取ってから交通手段が限られている時の不安。交通網が整っていな
い。

9交通利便性が高い

1182 女 70歳～74歳 安心で静かなまち。 16まちづくり全般

1183 女 70歳～74歳 安心な老後が過ごせるまち。
高価な老人施設が多く、低所得者は不安。安価で、病院と連携した施設
が増えると良い。

16まちづくり全般

1184 女 70歳～74歳 医療や高齢化対策の充実。 身体が不自由になっても、自宅で介護が受けられるようにしてほしい。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

1185 男 70歳～74歳 医療や福祉サービスが充実したまち。
ますます高齢社会になる。財政負担が過大にならないような効率の良い
福祉政策が重要。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

1186 男 70歳～74歳 医療や福祉サービスが充実したまち。
今まで通り健康に力を入れている山口市であってほしい。
他都市（県内）に比べ、人間ドック等の補助が充実している。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

1187 女 70歳～74歳 医療や福祉の充実。 高齢社会だから。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

1188 男 70歳～74歳 医療機関が整っている町内。 日赤・済生会と遠いので、大内の当りにあると良いな。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

1189 女 70歳～74歳 活気のあるまち。 人口減少傾向に歯止め。 16まちづくり全般
1190 男 70歳～74歳 活気のあるまち。 沢山の人を集める事を皆で考える。 16まちづくり全般

1191 男 70歳～74歳 活力のある山口市。
①積極的な企業誘致と産業の振興。
②若者の定住促進。

8産業が盛んで働く場所が
充実

1192 男 70歳～74歳 観光。 楽しめる街が少ない（観光客に）。 4観光交流が盛ん

1193 男 70歳～74歳 観光を主とする。
産業は望めない。
特産品（リンゴ・梨・車エビ・近海物）及び、都市整備の良さを含め
て、日本一の土産物売り場を造る。

4観光交流が盛ん

1194 女 70歳～74歳 観光交流が盛んなまち。
大きな劇場が出来て、県外からも人をよぶ山口市にしたらいいと思いま
す。

4観光交流が盛ん

1195 男 70歳～74歳 観光地を、もっと増やす。 4観光交流が盛ん

1196 男 70歳～74歳
休憩を兼ねた、普段着で寄れるような、気軽
な喫茶店や食事処が、いたる所にあるまち。

より多くの人の意見や考え方が耳に入りやすくなり、市の発展につなが
るヒント等が得やすくなる。

16まちづくり全般

1197 男 70歳～74歳 空き家が目立つ。 治安の心配、災害（風水害）など、またまちなみ景観の悪化。 16まちづくり全般

1198 女 70歳～74歳 空き家の少ない人口が増える事。
土地は沢山あるのに、人が住めない町になっている。空き地を何かに利
用してほしい。

16まちづくり全般

1199 男 70歳～74歳 空き家の無い山口市。 景観・防犯・環境維持の為。 2まちなみや景観が美しい 14治安がよく安心

1200 女 70歳～74歳 健康年齢の高いまち。
医者にできるだけかからなくて済むように、トレーニング設備が整って
いるまちづくり。

5スポーツに親しむ環境が
整備

1201 男 70歳～74歳 研究学園都市。 若い人の働く場所が少ない。
8産業が盛んで働く場所が
充実

1202 男 70歳～74歳 県外から人が来たくなるまち。
これだけの歴史・伝統・自然・温泉があるにも関わらず、呼び込んでい
ない。

16まちづくり全般

1203 男 70歳～74歳 元気のある町に。 身近にスポーツ等できる場所が少ない。自ら動いて体力維持を。
5スポーツに親しむ環境が
整備



目指すまちの姿
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1204 女 70歳～74歳 娯楽施設が少ない。
定年で、大阪から山口に帰り、山口駅８時３０分頃、電気も暗く、もう
少し明るくしてほしい。駅前周辺。夫婦で楽しむ場所が無い。

15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

1205 女 70歳～74歳
交通の便が良く、お買い物が近くでできるま
ち。

山口線の便も少なくなり、国道に山口市まで直行のバスも無く、津和
野・益田へのアクセスもままなりません。「国道９号」は、流通の要で
す。直行バスを走らせてほしい。
食料品等、身近で買える大型店の出店を誘致してほしい。

9交通利便性が高い

1206 男 70歳～74歳
交通の利便性があるまち（バスなどが時間通
りに来る事）。

バスを利用するが、時間通りに来る事が無く、待つ事が多い為。バス停
でも音声で次のバスが来るのを知らせてほしい。

9交通利便性が高い

1207 女 70歳～74歳
交通事故の少ない、交通安全に充分に配慮す
るまちづくり（車を主とし、自転車・歩行者
共に）。

人口一人あたりの交通事故が、全国ワースト５に入る山口。
①スピード違反（国道９号線で、時速８０㎞以上でとばす車が多い）。
②信号無視（赤に変わっても、そのまま突っ走る車が多い）。
③合図しない（車線変更等、僅かな車間に合図無しで割り込む）。
④右折車が直進車を待たずに、直ぐに進入してくる。
⑤脇道からメイン道路に出る時、左右確認しないで直ぐに出てくる
（ハッとするケースが多い）。
⑥交通法規の遵守が徹底していない。
⑦横断歩道でない所を渡る歩行者を、見掛ける事が多い。

17その他

1208 男 70歳～74歳 交通体系に関わる意識や発想の根本的変革。

子供・老人・身体障害者・自転車利用者・車椅子等の交通弱者の為の安
全で、快適な通行路の抜本的整備がなされていない。自動車利用者を中
心に整備された市内の交通路は、バブル時代の負の遺産である。その遺
産を守る道路行政当局の構想力貧困さは、目を覆いたくなる程です。
パークロードの美しさの理由は、社会の変化に対応して整備されている
からである。市内全域に、新発想を普及させるべきである。

16まちづくり全般

1209 女 70歳～74歳 交通利便性。
高齢化社会に向けて、外に出やすいように車がなくても出やすい路線が
あれば良い。

9交通利便性が高い

1210 男 70歳～74歳 交通利便性のまち。
高齢者が増えるので、もっとバスの便を増やす。大型バスは無駄（乗車
率が悪い）。小型バスで回数を増やし、少し遅くまで走らせる事（特に
宮野方面は最終が早い）。

9交通利便性が高い

1211 男 70歳～74歳 交通利便性の高いまち。

高齢化が急速に進む中で、鉄道、バスの利便性を高める必要がある。自
家用車から公共交通、ＪＲへ移行するのは必然である。
現状は夜間のバスの便の削減、山口線が一層不便になるなど逆行してい
る。利用者が少ないから便を削減するので、悪循環に陥っている。

9交通利便性が高い

1212 女 70歳～74歳 交通利便性の高いまち。
今は運転もできるが、出来なくなった時のことを考えると、バスの本数
が少なくてたぶん不便になると思う。コミュニティバスが通ってくれる
といいかな？

9交通利便性が高い

1213 男 70歳～74歳
高度な医療や福祉サービスが受けられるま
ち。

高年齢になり、健康に不安がある。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

1214 女 70歳～74歳 高度な医療や福祉サービスが充実したまち。 これからの高齢者社会に向けて。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

1215 女 70歳～74歳 高度な医療や福祉サービスが充実したまち。 高齢者が多いので、福祉が受けられる町にしてほしい。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

1216 女 70歳～74歳 高度な医療や福祉サービスが充実したまち。

夫婦共々病気を持って通院しながら生活しています。この先だんだん年
齢を重ね不安がいろいろと出てきますが、子供たちは別の所（山口県宇
部市）で生活してなかなか思うようになりません。福祉サービス等が今
以上良くなりますよう願っています。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

1217 男 70歳～74歳
高齢化の進む中で、互いのコミュニケーショ
ン活動が盛ん。

①老人会の活用。
②住民同士の声掛け。

10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

1218 女 70歳～74歳 高齢者が、安心・安全に暮らせるまち。 16まちづくり全般

1219 男 70歳～74歳 高齢者が、安心して暮らせるまち。
運転が出来なくなった時の移動手段に不安（食料品の購入、医療機関の
利用）。

9交通利便性が高い

1220 男 70歳～74歳 高齢者が安心して暮らせるまち。 生活に不安を感じる。 16まちづくり全般

1221 － 70歳～74歳 高齢者が将来安心して住めるまち。
私達もいよいよ後期高齢者の時を迎えますが、将来子供達に頼らず安心
して過ごせる、高齢者に温かいまちづくりを希望します。買い物難民と
か、交通（コミュニティバス）の便が特に気になる理由です。

9交通利便性が高い

1222 男 70歳～74歳 高齢者に優しいまち。 高齢者の増加に伴い、福祉施設等の充実。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

1223 男 70歳～74歳 国内外からの来訪者が絶えないまち。

県、市、町、村単独での人口増など望めないが、現状においてはせめて
観光、視察による外からの人々を迎えて経済活性化を図る必要がある。
少なくとも中国語、韓国語、英語程度の通訳者を充実（ボランティア含
む、大学生の実践の場としても）させる事が必要かと思います。

4観光交流が盛ん



目指すまちの姿

-165-

番号 性別 年齢 まちの姿 理由 区分１ 区分２ 区分３ 区分４

1224 女 70歳～74歳 歳をとっても安心して暮らせるまち。
スーパーが近くに無いので、巡回車が、一週間に一回廻ってくると良い
（車に乗らない為）。

16まちづくり全般

1225 男 70歳～74歳
山口を、「ふるさと」として大事にしたいま
ち。

子供達が、自然と対峙できる、また、遊ぶ場所等が少ない。 11身近に自然を感じる

1226 男 70歳～74歳 山口市のアーケード街の活性化。 ぶらり町歩きの楽しみに欠ける。
15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

1227 女 70歳～74歳

山口市内の町は全く活気がない。店も早く戸
を閉めるし大手スーパーもない。子どもも若
者も高齢者も安心して買い物ができるお店が
ほしい。食事をする場所も昔の山口ならたく
さんあった。家族や友人と気兼ねなく入れる
食堂が市内にあちらこちらにあった。山口
デーやお祭りは大変賑わった。

山口市内は昔から、特に百貨店にも人がたくさん入っていたのに今はど
うだろうか？かえって入りづらくなった。あまりにも高級品が多いから
年金族にはあまり用がない。また、その百貨店の前にドーンとマンショ
ンが建っている。山口の美しい山並みが全く見えなくなった。どうして
せっかくの景色が見えなくなるような事を市はしてしまったのか。とて
も残念だ。私の友人も山口に行くよりはゆめタウンや防府に行く方がい
いと言っている。マンションがなぜ市のど真ん中に建ったのか分からな
いし、店が閉まっている所が多いから面白くないから出る気もしない、
と皆多くの人は言っている。山口をもう少し以前の山口らしくしてほし
い。

16まちづくり全般

1228 女 70歳～74歳 山林・田畑を大切にする。 町に人が集まり、田舎が寂れ、食材が乏しくなるのを防ぐべき。 16まちづくり全般

1229 男 70歳～74歳 産業が盛んで、働く場。 若い者や働く人が、市外・県外・都市等に流れないように。
8産業が盛んで働く場所が
充実

1230 男 70歳～74歳 産業が盛んで、働く場所が充実。 子供の働く場所が無く、他県へ行く。
8産業が盛んで働く場所が
充実

1231 女 70歳～74歳 産業が盛んで、働く場所が充実したまち。

我々のように歳をとって帰ってくる者にとっては、自然に恵まれ（山や
海等）、気候温暖、一応、県庁所在地なので、一通りの日常生活には事
欠かない。しかし、山口大学・山口県立大学と、せっかく若い人達が４
年間、山口で生活しても、山口では職場が無い為、その後は皆、散って
いってしまう。他県・他市と比べてみても、企業の誘致等、本当に消極
的な気がする。地元の若者達さえ、出て行かざるを得ない。もっと産業
の育成、誘致を。

8産業が盛んで働く場所が
充実

1232 男 70歳～74歳 産業が盛んで、働く場所が充実したまち。 若い人の生活の安定（就職支援）。
8産業が盛んで働く場所が
充実

1233 男 70歳～74歳 産業が盛んで、働く場所が充実したまち。
若者が喜んで住む町。環境面は申し分ないが、もっと働く場（企業）を
増やし、活気あるまちづくりを図ってほしい。

8産業が盛んで働く場所が
充実

1234 男 70歳～74歳
産業が盛んで、働く場所が充実し町で、高齢
者には高度な医療や福祉サービスが充実した
まち。

新卒者の希望する就職先が不足している。他県で就職している為、若年
層が年々、減少している為。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

8産業が盛んで働く場所が
充実

1235 男 70歳～74歳 産業が盛んで働く場があるまち。
今後、人口減少が進むと考えられ、子育てしやすい環境を整えること
と、市外への人口の流出を防ぐため、新たに産業を招致し若者に働く場
を提供していくこと。

8産業が盛んで働く場所が
充実

1236 女 70歳～74歳 産業が盛んで働く場所があるまち。

美しい自然と良い環境があります。子育てする若い世代の受け入れが
もっともっと進む事を望みます。
地方には空き家が年々増して来ています。
企業の誘致と雇用が最も大切だと思います。

8産業が盛んで働く場所が
充実

1237 女 70歳～74歳 産業が盛んで働く場所が充実したまち。 活力あるまちづくりには、人口増が必要。
8産業が盛んで働く場所が
充実

1238 男 70歳～74歳 産業が盛んで働く場所が充実したまち。 人口減を食い止める為、特に若者の流出をこれ以上大きくしない為。
8産業が盛んで働く場所が
充実

1239 男 70歳～74歳 子どもから高齢者が、安心して暮らせるま 少子化と高齢時代に対応して政策が不充分。 16まちづくり全般

1240 女 70歳～74歳 子育てしやすい環境。
身辺に幼児の遊ぶ場所が少ない感じがします。学童も放課後、友達と遊
ぶ場所が無いので、遊ぶ姿をあまり見掛けない。家の中でゲーム等をし
ているみたいです。

7子育てしやすい環境が整
備

1241 男 70歳～74歳 子育てによるまちづくり。

山口市は素晴らしい町であり、いわゆる「ないものがない」といわれる
くらい働く場所の人からは100点満点だと思います。でもこのままでは
人口が減少しかねます。子育てができるような雇用を作り、女性が働き
やすい環境を作る必要があります。その考えで雇用と同時に女性の働き
やすい、日本の中の山口市で思い切って政策を出すべきです。

7子育てしやすい環境が整
備

1242 女 70歳～74歳
市の中心部と周辺部（合併以前の町村部）の
格差が無いまち。

日常生活面において、不安を感じることが多い。合併して良かったと思
われるような、格差のないまちづくりを目指してほしい。

16まちづくり全般

1243 女 70歳～74歳
市街地中心の現整備を止め、田舎の市道整備
に力を。

田舎の市道は、１００年前と変わらない。融合も出来ない。そんな所
に、若い者は帰ってこない。せめて、集落の幹線指導位、拡幅整備して
ほしい。

9交通利便性が高い

1244 女 70歳～74歳 治安が良く、安心して暮らせるまち。 地域が広いので、横のつながりが上手くいくと良い。 14治安がよく安心
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1245 女 70歳～74歳 治安が良く安心して暮らせるまち。 迷宮入り事件が多く不安である。 14治安がよく安心

1246 女 70歳～74歳 自然と子どもを大切にする町に。

高齢者が1/4を占めるこの町に於いて、高齢者には気を使って下さって
おりますが、マンションやアパートが増える中、子供や子育ての親への
気遣いが足りないと思います。学校がだんだん狭くなり、学童保育も、
指導員の負担と善意に甘え過ぎではないでしょうか。御一考願います。

7子育てしやすい環境が整
備

1247 男 70歳～74歳 若い人の働く場が少ない。 都会に行ってしまう。
8産業が盛んで働く場所が
充実

1248 女 70歳～74歳 若い人の働く場所。 若い人がいなくて、年寄りが多い。
8産業が盛んで働く場所が
充実

1249 男 70歳～74歳 若い人達が元気で働けるようなまち。 人口減少の歯止め。
8産業が盛んで働く場所が
充実

1250 女 70歳～74歳
若い世代が、夢や希望を持って、どんどん変
革できる「自由性」が感じられ、行動できる
まち。

①小郡に、大型スーパー・多目的ホール（岩国シンフォニアホールのよ
うな）・全国大会５０００人宿泊可能なホテル。
②山口を、文化・芸術等、学術的な目的が達成できる施設の充実。
③徳地・阿東・秋穂は、自然環境の豊かさを活かし、県外から人が来る
ようなイベントづくり。
④この様な企画の発想を、若い世代が自由に語り合い、実現に向けて行
動できるような行政の施策があると、もっと活性化するのではないか。

11身近に自然を感じる
15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

17その他

1251 女 70歳～74歳 若者が、希望を持って働けるまち。

①若者・年配者も働く場があること。遊学した者が、郷里で発揮できる
場所があるようにと思う。老人の町になりそうになっている。
②今後、高齢者増加に伴い、介護する人が安定した収入が得られるよう
（今は低賃金）、福祉の充実を願う。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

8産業が盛んで働く場所が
充実

1252 女 70歳～74歳 若者から高齢者の住みやすいまちづくり。 16まちづくり全般

1253 女 70歳～74歳 若者が思い切り働く事のできるまちづくり。 力のある若者が流出してしまう（している）。
8産業が盛んで働く場所が
充実

1254 女 70歳～74歳 若者が盛んで、働く場所が充実したまち。 若い者が仕事があって、安心して生活ができるように。
8産業が盛んで働く場所が
充実

1255 男 70歳～74歳 若者に生きがいを感じさせるまち。 充実した職場の環境。
8産業が盛んで働く場所が
充実

1256 女 70歳～74歳 若者の就職ができるまち。活気あるまち。 若者が流出して、山口市に止まれない。活気ある町、働く場所。
8産業が盛んで働く場所が
充実

1257 女 70歳～74歳 商店街の活気が無い。 殿様商法。
15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

1258 女 70歳～74歳 小見槍の心が持てるまち。 人の手助けが、また、そんな精神を、お互いに声を掛け合いたいです。
10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

1259 女 70歳～74歳 新山口駅北口が寂しい。 ショッピングセンターがほしい。
15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

1260 女 70歳～74歳 人々のふれあいのある温かいまち。 少子高齢化の為。
10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

1261 女 70歳～74歳
人々のふれあいやコミュニティ活動が盛ん
で、温かいまち。

一人暮らしや二人暮らしの高齢者が増えています。周りの人に気兼ねな
く、集まれる場所があれば良いと思います。

10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

1262 男 70歳～74歳 清潔で住みたくなるまち。
道路であれば全てパークロード程度の楽しく散策できる環境にする事で
人を集める。

2まちなみや景観が美しい

1263 女 70歳～74歳 静かで、初めての人とも交流できるまち。
私は７２歳の女性。不安なのは、一人ぼっちになる事。行かないと言う
人でも、サポートによって出掛ける事ができるような町。病気よりも怖
いのは、認知症です。その人の人生を、そこで打ち切ります。

10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

1264 女 70歳～74歳 静かで安心して暮らせるまち。
今も良いと思っていますが、私もまだ働いています。お隣さんも後ろの
家の人ともゆっくり話す事なく、皆、働いている為、時々、虚しくなり
ます。今から歳をとったら一人ぼっちかなと思い、淋しく思います。

10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

1265 女 70歳～74歳 川のそばなので、川の対策の安心。
13防災対策や浸水対策が
強化

1266 男 70歳～74歳 大水害の時の浸水対策。 市内を通る河川の堤防の弱さ（小さい河川）。
13防災対策や浸水対策が
強化

1267 女 70歳～74歳
誰でも市内を自由に移動できる交通利便性の
高いまち。

車社会の現在、実際バスの生活になって思う事、バスを小型化し本数を
もっと増やすと良いのではと思います。

9交通利便性が高い

1268 女 70歳～74歳
誰でも市内を自由に移動できる交通利便性の
高いまち。

足の手術をして自転車にも乗れません。利用できるのは主に防長バスで
す。買い物や病院など、１人暮らしをしておりますのでよろしくお願い
します。

9交通利便性が高い
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1269 女 70歳～74歳
誰でも自由にどこへでも行く事のできる交通
手段の整備。

各自、マイカーの現状はエコでない上、歳をとると運転もままならなく
なるだろう。そうなったら、医療機関の利用に不便。

9交通利便性が高い

1270 女 70歳～74歳 誰でも自由に移動できる交通の利便性。

仁保は田舎です。
町にあるコミュニティバスのようなバスが私道にも入って年寄りの病院
通いや買い物ができるようになればいいと思います。田舎の人はバス停
までも遠いのです。

9交通利便性が高い

1271 女 70歳～74歳 誰もが安心・安全に暮らせるまち。 社会生活に不安を感じる事が多い。 16まちづくり全般

1272 女 70歳～74歳 誰もが安心・安全に暮らせるまち。
昨今、介護施設等で、様々な不幸な出来事が、テレビ等で報じられてい
ますが、将来とても不安を感じます。

16まちづくり全般

1273 女 70歳～74歳
誰もが安心・安全に暮らせるまち。
隣りの人とも声掛けが出来、優しく思いやり
のあるまち。

隣りの人は元気かな。見掛けない日がある。隣の芝生的な印象がある。
見知らぬ人が居たら、お互い気を付け、声掛けができる環境。

10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

1274 女 70歳～74歳
誰もが安心・安全に暮らせるまち。特に高齢
者や子どもにとって住み良いまち。

社会生活に不安を感じる事もある。 16まちづくり全般

1275 女 70歳～74歳 誰もが安心安全に暮らせるまち。 社会生活に不安を感じることが多い。 16まちづくり全般

1276 男 70歳～74歳 誰もが安全に暮らせるまち。
認知症等、地域の人が連絡を取り合いながら暮らす為には、皆でコミュ
ニケーションを取る必要があると思うから。

10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

1277 女 70歳～74歳 誰もが心身共に健やかに暮らせるまち。
誰もが、市内を自由に移動できる交通利便性が無い。買い物するにも不
便。人が集まる場所にも行かれない。病院への通院も不便。住み難くな
り、他の場所へ移転する例もある。

9交通利便性が高い

1278 男 70歳～74歳 誰もが親しく交流できるまち。

拾い草原のような芝生広場があり、そこには所々に木が植えてあり、ベ
ンチがあり、東屋があり、花壇があり、いつでも誰でも、そこに行けば
安心して休める公園みたいな所が、住んでいる近くに無い。ゆとりある
自然づくりが、憩いの場として必須であると思う。

16まちづくり全般

1279 女 70歳～74歳 誰もが生きがいを持って働けるまち。
不安定雇用の若者が多すぎる（心身ともに健全な子どもを産み、育てる
事ができる環境ではない）。

7子育てしやすい環境が整
備

1280 男 70歳～74歳 誰もが生き生きと働けるまち。 怠け者追放。 16まちづくり全般

1281 女 70歳～74歳 誰もが不安と思っている医療機関。
高齢社会になり、医療・介護の福祉サービス等が難しく、そのような施
設が、もっと多くなればと願っております。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

1282 女 70歳～74歳 誰もが平等に暮らせるまち。

山口市は、公務員が大多数です。一度入ると、何となく平穏に暮らして
いれば、一生安泰。そんな町に目指す姿、夢のまた夢。
前日の台風の時、信号が止まった。一人として警官の姿を見なかった。
隣の市から帰ってきた孫が、警官の人が、あちこちで交通整理をして
た、大変だったねと言った。この差は何ですか。もっと働いて下さい。

16まちづくり全般

1283 女 70歳～74歳 低額で暮らせる施設。 年金生活する者にとって、年金の額に合った、入所する所が無い事。 16まちづくり全般

1284 男 70歳～74歳 都市と田園との程良い調和。
広島県・福岡県の県庁所在地とは一味違う、美しい自然環境を、全市民
が誇れる町・村であってほしいから。

11身近に自然を感じる

1285 男 70歳～74歳 働く場所が充実したまち。
企業が少なく若者が市外（県外）に出て行く。そして高齢者が県外から
流入してくる。岩国、周南の東部と比較して、躍動する力がないように
感じられる。

8産業が盛んで働く場所が
充実

1286 男 70歳～74歳 働く場所が充実したまち。 県庁所在地としての有利性を活かし、企業誘致を図る。
8産業が盛んで働く場所が
充実

1287 女 70歳～74歳 働く場所が多く、安心して暮らせるまち。
若い人達に多く住んでほしいので、働く場所が充実して、子育てしやす
く、安心して暮らせる町になってほしい。

8産業が盛んで働く場所が
充実

1288 男 70歳～74歳 働く場所が多くあるまち。 働き場所が多いと人口も増え、町も活性化する。
8産業が盛んで働く場所が
充実

1289 女 70歳～74歳
徳地にも医療や福祉サービスが充実したまち
に。

交通・医療が不便。年を重ねるととても不安です。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

1290 男 70歳～74歳 年寄りが身軽に利用できる交通手段。
自家用車が出来ない場合、買い物、病院等の交通機関網が不足している
と思う。

9交通利便性が高い

1291 男 70歳～74歳
年老いても街に行けるまちづくり（乗り合い
タクシー？）。

交通の便が悪く、近い公共交通機関を利用するには２ｋｍ以上離れてお
り、年老いたら外に出る事が出来ない。

9交通利便性が高い

1292 男 70歳～74歳 発展性のある豊かなまち。 発展が、あまり無い為。 16まちづくり全般

1293 男 70歳～74歳
美しいまちなみと自然の姿が調和されてい
る。

山口市内どこに行っても、完全に道路が整備されて、車の運転等も容易
にできる。

2まちなみや景観が美しい

1294 男 70歳～74歳 福祉サービスが充実したまち。 老後が不安。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

1295 女 70歳～74歳 福祉サービスが充実したまち。 老後に不安を感じる。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

1296 女 70歳～74歳 福祉の充実したまち。
近隣とのコミュニケーションがあまり取れていないし、本当の意味での
高齢者への声掛けが無い。働いていても、一人暮らしの方への巡回的に
伺い、声を掛けて頂ける福祉の方がほしいです。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実
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1297 男 70歳～74歳

平和を実現する人物になって頂きたい。それ
には大人が見本です。一人一人責任を持って
行動、又、言葉選びも大切です。誰からでも
最後にはあの人は必要な人物だなと思える人
に（身分も含めて）。

無私の心で国家（社会）の発展に努力する。「天爵を修めて、人爵これ
に従う」理想ですね。又、欲を言うと「人間を偉大にしたり卑小にした
りするのは、その人の志である」。自分を高める為に、また心が卑しい
小さい人間にならない為、「こうなりたい」「こうはなりたくない」と
いう志を持つ事が大切であると思います。
下手に連ねて申し訳ございません。「市が目指すまちの姿」の答え、
又、理由にこの文章は合っていますでしょうか。これは答えになりませ
んかもしれませんね。

16まちづくり全般

1298 女 70歳～74歳 変化。山口はのんびりしている。 自然には勝てない。災害もなく!!
13防災対策や浸水対策が
強化

1299 女 70歳～74歳
防災や浸水対策が強化され、安心して暮らせ
るまちである事。

ダムの件（水害）。
13防災対策や浸水対策が
強化

1300 女 70歳～74歳 防災対策の強化。安心に暮らせるまちに。
今日本中を天災等大きな災害にあっていますので、他人事とは考えられ
ず不安です（周りに高齢者（８０歳以上）が多いので）。

13防災対策や浸水対策が
強化

1301 女 70歳～74歳
防災対策や浸水対策が強化され、安心して暮
らせるまち。

身近な地区での防災組織の確立と、実践的な訓練が実施されていないの
で。

13防災対策や浸水対策が
強化

1302 女 70歳～74歳
防災対策や浸水対策が強化され、安心して暮
らせるまち。

地域、近所が希薄になってきているように思います。
13防災対策や浸水対策が
強化

1303 男 70歳～74歳 明るい町、仕事のある町、福祉充実のまち。 一部の町のみ整備されている。福祉が不安。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

1304 女 70歳～74歳
有料の駐車場が多い為、ゆっくり買い物が出
来ない。

16まちづくり全般

1305 男 70歳～74歳 落ち着いて情緒あるまち。

最近の若者たちは国政もあってか海外に目を向けがちで、そのせいか実
利や結果を追い求める傾向があるように思える。
住み良い環境とは、ほどほどの物資と豊かな人間性があってこそ、良し
とされるのではあるまいか。

16まちづくり全般

1306 男 70歳～74歳 歴史、文化のまち。 歴史、文化について一カ所で良く分かりやすく。
3歴史･伝統･芸術･文化を
大切にする

1307 男 70歳～74歳 歴史的遺産を活用した観光都市。
①これといった産業も無く、県庁所在地で人口も少なく、交流人口を増
やす必要がある。
②特徴のある市づくり。

3歴史･伝統･芸術･文化を
大切にする

4観光交流が盛ん

1308 女 70歳～74歳 老後、安心して暮らせるまち。 16まちづくり全般

1309 男 70歳～74歳 老人に対して優しいまち。
①高齢化が進んでいるから。
②高齢者が一人になった時、孤独感を感じさせないようにする。

10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

1310 男 70歳～74歳 老人対象のモデルタウン。

産業→これ以上は伸びない。
老人は佃煮にするほどいる→老人ケア。
設備が充実していないが数は多い→老人対象のサービス事業のみが伸長
する可能性がある。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

1311 女 70歳～74歳 バスの時間について、秋穂から小郡行、土日のお昼は２時間待ち。 9交通利便性が高い

1312 男 70歳～74歳
医療（高度）等は、下関・宇部等の市外。重大な病気になった場合、市
内に安心できる病院が無い。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

1313 女 70歳～74歳
空き家が、大変増えてきています。いろいろと心配が増えます。
私方も実家の両親が亡くなり、空き家状態です。時々は行きますが、心
配は尽きません。兄弟とは話し合ってはいますが、気になります。

16まちづくり全般

1314 女 70歳～74歳 年寄りに便利なバスの便。 9交通利便性が高い

1315 男 75歳以上 「大事の中の小事なし」的な行政では困る。 精神的にイラつく事があるから。 17その他

1316 女 75歳以上
５０年以上住んでおりますが、生活していく
には大変便利で満足しております。

17その他

1317 男 75歳以上 いつも笑顔で交流できるまち。 嫌な思いがなくなり、安心の中での市民生活ができるから。 17その他

1318 女 75歳以上
お買い物等、楽しい気分で賑わうまち。観光
地等を増やし、その周りに店等が出来、旅行
が楽しまれるまち。

今頃、花見（いろいろな花）ツアー等で、客を集めて楽しむ観光地もあ
ります。山口は、特にそういったものも無く、私はサルスベリの花、約
３ｍ以下位の樹木に、、３～４ヶ月位、ピンクのきれいな花が咲き続け
ます。作りも簡単で、何百本、何千本と植えて、山口の名所にして、県
外からお客を呼び、観光の一つとしても良いのではないかと思っていま
す。商店街も入りやすい店。軒先に商品が置かれて、そのまま店に入っ
ていく事ができる店づくり等。

4観光交流が盛ん

1319 女 75歳以上
どこでも子どもが少なくなり、山口市でも子
どもたたくさんほしい。

秋穂には大きな医療病院が無いので、年寄りにはちょっと困る。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

1320 男 75歳以上
まちの産業発展と福祉医療の充実に努めてほ
しい。

働く場所の充実したまちづくりと、福祉医療の充実発展に努めてほし
い。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

8産業が盛んで働く場所が
充実
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1321 女 75歳以上 もう少し活気のある町に。
公務員と企業のサラリーマン、若い人と高齢者、交流のできる方法を考
える事。住む人に優しい町であってほしい。

10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

1322 女 75歳以上 もっと活気のあるまち。
コミュニティバスが、地域交流センターにまわってほしい。交通の利便
性が悪いので、出掛けるのが面倒になるので。

9交通利便性が高い

1323 男 75歳以上 レベルの高い医療施設。 医療施設の充実。宇部市や防府市へ行かなければならない治療が多い。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

1324 男 75歳以上
阿知須のまちでは毎月10日に十日市を開催し
ているが、地元の店だけでなく空き家を利用
して他所からの参加を考えたらいいと思う。

若い人には関心がない。少なくなったお店の人も、人を集めるアイデア
を考え、お茶をサービスするとかお客を喜ばすことも考えたらいいので
はと思う。

16まちづくり全般

1325 女 75歳以上 安心・安全で、健康的なまち。
これから自然災害も増えてきそう。いつ・どこで起きてもおかしくない
ので、それに対応するように心掛けたい。

13防災対策や浸水対策が
強化

1326 女 75歳以上 安心・安全なまち。
前の台風時、大正通りの道が浸水。家の前のマンホールに水があふれ、
膝上まで浸水した。浸水対策をよろしくお願いします。

13防災対策や浸水対策が
強化

1327 － 75歳以上 安心・安全な楽しいまち。 昔、盗難に遭った事があるので、安心して暮らせる町。 14治安がよく安心

1328 女 75歳以上 安心・安全な地域にしてほしい。
悪質な行為（おれおれ詐欺）から身を守るには、万全策は無いにして
も、行政と一緒に良作を考えだして、これらに対策していきたい。引っ
掛からないように注意していきましょう。

14治安がよく安心

1329 男 75歳以上 安心・安全に暮らせるまち。 事件・事故が多い為。 14治安がよく安心
1330 男 75歳以上 安心・安全に暮らせるまち。 老後が不安。 16まちづくり全般
1331 女 75歳以上 安心・安全に暮らせる町だから。 16まちづくり全般

1332 女 75歳以上 安心・安全のまち。 ショッピングセンターが少ない。
15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

1333 男 75歳以上 安心して教育が受けられるまち。
1安心して教育が受けられ
る

1334 女 75歳以上 安心して子どもを産み、育てられるまち。 女性に対する（特に妊娠・出産・子育て）対策が、不足している。
7子育てしやすい環境が整
備

1335 男 75歳以上 安心して暮らせるまち。

小郡には、四十八瀬川と椹野川があり、街中に小河川（溝）も多い。大
量降雨があると浸水、道路の冠水が心配。排水設備は整備されたようで
すが、数年前に街中が冠水した事があり、大変不便・不安を感じたこと
がありました。

13防災対策や浸水対策が
強化

1336 女 75歳以上 安心して暮らせるまち。 病気をしても、すぐ診てもらえて、治療してもらいたい。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

1337 女 75歳以上 安心して暮らせるまち。 一人の生活なので。 16まちづくり全般
1338 女 75歳以上 安心して暮らせるまち。 年齢と共に、不安や心配が多く感じられる為。 16まちづくり全般
1339 男 75歳以上 安心して暮らせるまち。 16まちづくり全般
1340 女 75歳以上 安心安全なまち。 16まちづくり全般

1341 女 75歳以上 安全、安心のまち。
災害の時、安全に避難できる体制を整備すること。
避難所の開放、場所についてもう一度再確認すべき。そして早く移動で
きるよう訓練を年１回行うこと。

13防災対策や浸水対策が
強化

1342 男 75歳以上 安全で、健康的なまち。
①健康や福祉に不適格な機関がある。
②錦川水系支流青緑の設定、浸水のないまちづくり。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

13防災対策や浸水対策が
強化

1343 男 75歳以上 医療、福祉サービスの整備されたまち。 高齢者は日常生活色々と不安を感じる事が多くあります。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

1344 男 75歳以上 医療や福祉サービスが充実したまち。
徳地より旧山口市に行くには不便。生活医療は、防府市内が主であるの
で、福祉優待バスは市内だけなので、防府市内も通行する事を、切に申
し込んでほしい。

9交通利便性が高い

1345 男 75歳以上 医療や福祉サービスを充実してほしい。 山間部なので、病気の時に交通の便が悪い。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

1346 男 75歳以上 駅通りの秋。
銀杏の葉のイメージ。
腰が痛い。

16まちづくり全般

1347 男 75歳以上 下水道を完備したまち。 小鯖は未整備。 16まちづくり全般

1348 女 75歳以上 介護・福祉サービスの良いまち。 高齢の為。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

1349 女 75歳以上 海と山に囲まれていますが、活気が無い。
４０年近く住んでいますが、車は多く、道はがたがた、舗装してほし
い。

16まちづくり全般

1350 女 75歳以上 街中を活性化して、人の集まる街に。
ほたる祭り、祇園まつり、ちょうちん祭りｅｔｃ分散しないで、皆で統
一感を持ってやれば、もっと他県より人が来て、街中が活性化するので
は？

16まちづくり全般

1351 男 75歳以上 活気あるまちづくり。 スーパーには人が集まるのに、商店街は何故、閑散なのでしょう。 16まちづくり全般

1352 女 75歳以上 活気のあるまち。 医療や福祉の充実（高齢化が進んでいる為）。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

1353 男 75歳以上 活気のあるまち。 若者の定着する町にする為の方法を考える。 16まちづくり全般
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1354 男 75歳以上 活力あるまちづくりを実感できるまち。
全ての市・町の盛衰の実態は、人口の動向による影響が大と考える。し
たがって、産業の育成等、魅力ある就労の場づくりが急務である。

8産業が盛んで働く場所が
充実

1355 男 75歳以上 観光と教育。
何の産業もない町なので、湯田温泉を中心として娯楽施設及び大内文化
の香るまちなみづくり。

2まちなみや景観が美しい 4観光交流が盛ん

1356 女 75歳以上 観光の立県。
新山口駅は、山口県の玄関口なので、早急に活性化されないと、観光客
が立ち寄らないのでは。

4観光交流が盛ん

1357 男 75歳以上 観光都市。 大内文化を基に、充実した観光都市づくり。 4観光交流が盛ん

1358 男 75歳以上 急速に進む高齢化に対応できるまち。
既に自治会内でも高齢化が進み、地域活動が停滞する状況で、今後の社
会生活に不安を感じている。

16まちづくり全般

1359 男 75歳以上 拠点になる町をつくってほしい。 何でもある賑わう町（中心が無い）。 16まちづくり全般
1360 女 75歳以上 狭い県道に歩道がほしい。 ダンプカーの往来が激しいので。 16まちづくり全般

1361 女 75歳以上
経済上、一国として存立できる、活力ある
市。

補助金・地方債が、予算上、収入源に無い、仕組みづくりが必要。 16まちづくり全般

1362 女 75歳以上 県・市・町村の団結。

他県に比べると、山口は災難が少ないので幸せと思うが、いくら災難が
少なくても、万一の為に、年に一回は各町内で、避難・災難の訓練があ
ると良い。自分の町内は７５歳以上の年寄りばかりで、若人・子供は一
人もいない。避難場所も川の堤防より低く、夜は誰もいなく、夜に避難
する時が不安です。今のところ町内の助け合いも無く、極力、自分の考
えで行動している。余裕の時間が無い時が怖いです。

13防災対策や浸水対策が
強化

1363 女 75歳以上
県外流出を少なくし、県内で生活できるまち
づくり。

県外に就職する若者が多く、人口減少が進むばかりで、不安である。若
者が、故郷へ帰って来れるような政策を考えてほしい。

16まちづくり全般

1364 男 75歳以上
古さ（大内文化、維新の地）と新しさが感じ
られるまち。

①古さについては説明（略）。
②新しさ。
現在地方創生の名のもとに取り組まれている事は敬意を表しますが、最
近の市議会本会議の討議を傍聴しても、少し構えが小さいのではないで
しょうか。本市は山口県の主市（都）ですから、他地域を取り入れるよ
うな構想でなくては地方創生も単に自分の居所を主体としたものをア
ピールするに終わり、実現も不可能なのでは？

16まちづくり全般

1365 女 75歳以上 交通の便。
旧市内は、交通面で便利なようですが、市外は、まだまだの感がありま
す。

9交通利便性が高い

1366 男 75歳以上
交通の便が良い小郡地区に市役所（県庁も）
が出来れば。

小郡地区なら県内（市内）どこからでも行ける、交通網が一番整ってい
ると思います。

9交通利便性が高い

1367 女 75歳以上 交通の利便性。 病院に行く為。 9交通利便性が高い

1368 女 75歳以上 交通の利便性の高いまち。
電車・バス等の本数が少ない。バスが、駅に停まらない（防長バスしか
無いから）。

9交通利便性が高い

1369 女 75歳以上
交通の利便性を高め、市内を移動しやすいま
ち。

高齢化社会で車に乗れなくても外出がしやすくなれば、人々の交流も増
し、買い物に出掛ける人も多くなるでしょうし、商店もにぎわい、閉じ
こもりも少なくなると思う。

9交通利便性が高い

1370 男 75歳以上 交通弱者がいないまち。 公共交通機関が、不充分だと感じる。 9交通利便性が高い

1371 男 75歳以上 交通便が良く、楽しく皆が話せるまち。

何かしよう（買い物・病院他）としても、タクシーしか無い。買い物
スーパー直行バスや、高齢者・若いお母さん方、皆さんが集える触れ合
い場所がほしい（話し相手、お茶飲み場が少ない）。
山口の商店街を見るのが辛い（寂しすぎ）。商店街の空きスペースを
オープンに、テーブルを出して喫茶や商店街行きバス乗り場の工夫。
中央公園を、もっと活かしてほしい。

9交通利便性が高い

1372 男 75歳以上 公共交通手段の充実。 年寄りになっても目的地に行ける。 9交通利便性が高い

1373 男 75歳以上 高度な医療。 町内（徳地）の医者が高齢で、先行き不安。若い先生がいない。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

1374 女 75歳以上
高度な医療や福祉サービスが受けられるま
ち。

充実した、安心できる老後を送りたい。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

1375 女 75歳以上 高度な医療や福祉サービスが充実したまち。
高齢者が増加しつつある現在から未来展望として、若者と共に安心して
暮らす事のできるまちであってほしいから。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

1376 女 75歳以上 高度な医療や福祉サービスが充実したまち。 いざという時に、頼りになる医療機関が少ない。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

1377 男 75歳以上 高度な医療や福祉サービスが充実したまち。 ますます高齢化が進む為。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

1378 女 75歳以上 高度な医療や福祉サービスが充実したまち。
子供が沢山産まれ、また、高齢者が増えるので、大事な事だと思いま
す。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

1379 男 75歳以上 高度な医療や福祉サービスが充実したまち。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実
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1380 男 75歳以上
高度な医療や福祉サービスが充実したまち。
子育てしやすい環境が整備されたまち。
産業が盛んで働く場所が充実したまち。

老若男女が安心して暮らせると思うから。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

7子育てしやすい環境が整
備

8産業が盛んで働く場所が
充実

1381 女 75歳以上 高度な医療を望みます。 身近な人の医療に不安があるから。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

1382 男 75歳以上 高年齢者が安心して暮らせる町に。 高年齢者が多くなり、子供が少なくなり、心配しています。 16まちづくり全般
1383 男 75歳以上 高齢なので安心して暮らせるまち。 若い人が少なくなるので、これからの時代にすごく不安。 16まちづくり全般

1384 男 75歳以上
高齢化と空き家が増え、若者がいなくなり、
地区の活力が無い。

①年々、住民が減少している。
②自治会の運営が厳しくなっている。

16まちづくり全般

1385 女 75歳以上
高齢化社会に、老人・弱者が安心して暮らせ
るまち。

もっと軽費ホーム等ができる事。 9交通利便性が高い

1386 女 75歳以上 高齢者・障がい者が、安心して歩けるまち。
自転車のマナーの悪さを感じている。
商店前の整列に、気配りがほしい。
人通りの中を、すり抜けていく怖さを思う。

16まちづくり全般

1387 女 75歳以上
高齢者が、いつまでも安心・安全に暮らせる
まち。

高齢化による、生活への不安を感じる。
へき地医療の充実（交通手段が無い）。

16まちづくり全般

1388 女 75歳以上
高齢者が、安心できる医療体制や病院・入所
できるまち。

我が家は同居で、私達、子がいるので頼れますが、私達、子世代は、子
供と別居です。親を介護しながら、老人になるのが不安です。

16まちづくり全般

1389 男 75歳以上 高齢者が心穏やかに暮らせる街。 自分が高齢者なので、敬老会に出る人も少ないように聞いているから。 16まちづくり全般

1390 女 75歳以上
高齢者には住み良い町と言われているが、若
者にとっても魅力のある町、多くの仕事場の
ある町に。

息子夫婦と三人暮らし。夫が１０年前に他界後は、稲作も止めている。
二人の孫も都会で就職。山間の地域で、畑・山に囲まれての生活。２０
年も過ぎると、息子達もここでの生活はと（草との戦い、そして、交通
の便利が悪い）。孫達若者が、住みたいと思える場所、町になってほし
い。

16まちづくり全般

1391 女 75歳以上 高齢者に安心できるまち。
アパートで一人暮らしをしている高齢者です。
ゴミ出しの事ですが、大分遠いので近くにも集める場所をつくるか、若
い人に取りに来ていただくことが出来ないものでしょうか。

16まちづくり全般

1392 女 75歳以上 高齢者に優しいまち。

山口市は高齢化が他の都市部より早く進んでいると思います。まちに出
ると、車椅子、杖、足の不自由な方々に多くお会いします。他の都市部
より高齢者人口が高い市で財政が大変とは思いますが、どうか高齢者に
住み良い優しいまちづくりをして下さい。お年寄りに優しいまちには、
必ずや若い方々も将来を考え、移住してくると思います。

16まちづくり全般

1393 男 75歳以上 高齢者に優しいまち。 市外は、高齢者が生活するのに、大変なところがある。 16まちづくり全般

1394 女 75歳以上
高齢者のためにもっと交通面を考えたまちで
ありたい。

現在の山口市の交通網は中心地はバスも通って便利、出掛ける事に不自
由はないと思いますが、高齢者は特に江崎方面はバスも通ってなく、病
気の場合にとても不安を感じます。隅々までの行政を考えてください。
車で運転できる現在ですが先の身体の事を考えると不安でいっぱいで
す。

9交通利便性が高い

1395 女 75歳以上
高齢者をはじめ、全世代が安心して暮らせる
まち。

高齢者が山間部に取り残される事なく、地域の連携によって、安心して
住み続けられ、子育て世代も、教育や医療に不安を抱く事無く生活でき
る事が、人口減を食い止める対策と考えるから。

16まちづくり全般

1396 男 75歳以上 今のままで良い。 17その他

1397 女 75歳以上 歳をとっても安心して暮らせるまち。 一人暮らしのせいか、声掛けが必要と思う。
10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

1398 男 75歳以上 山間地域で、安心して暮らせるまち。 生活物資の買物が不安です。 16まちづくり全般

1399 男 75歳以上 山口駅周辺のバス（ＪＲ以外）充実。
山口駅の近所に住んでいると、民間バス会社（ＪＲ以外）の便が非常に
少ない。

9交通利便性が高い

1400 男 75歳以上
山口中心地に駐車場を整備する（公的な駐車
場）。

山口駅から旅行する等の時、駅周辺に駐車場が無いと不便である。山口
市ほど公的駐車場が無い都市は他にない。

16まちづくり全般

1401 女 75歳以上 産業がもう少し盛んで、働き場所が充実。 若い人が、山口市に定着してくれると思う。
8産業が盛んで働く場所が
充実

1402 女 75歳以上 産業が盛んで、働く場所が充実したまち。 若者が市内の留まり、他地域から移住してくれるようにしてほしい。
8産業が盛んで働く場所が
充実

1403 女 75歳以上 産業が盛んで、働く場所が充実したまち。 人口減少による年金・社会保障制度等、持続出来なくなる。
8産業が盛んで働く場所が
充実

1404 女 75歳以上 産業が盛んで、働く場所の充実。
若者が、地元で働く場が多いと、人口の流出が防げるし、他県（山口
外）からも移り住むようになり、活気が増すと思う。

8産業が盛んで働く場所が
充実

1405 男 75歳以上 産業が盛んで、働く場所の充実したまち。
近年、小・中・高生の子供が増加したように感じており、どうか、大学
卒業後も生まれた住所から通勤して、地元で暮らしていける環境が必要
と思われる。

8産業が盛んで働く場所が
充実
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1406 男 75歳以上 産業が盛んなまち。
若者の足を留める産業が少ないため、若い人は県外で働くようになる。
大きな企業誘致をしてほしい。

8産業が盛んで働く場所が
充実

1407 男 75歳以上
産業基盤の強化で、雇用の促進・人口増進の
まちづくり。

若者が安定し、働きがいのある雇用の場がある事で、地域が活性化し、
若者が定着し、人口増につながる。産業基盤の強化・充実を図る。

8産業が盛んで働く場所が
充実

1408 男 75歳以上
子どもから高齢者まで、安心して暮らせるま
ち。

町の中心地は何事も便利であるが、過疎地では、医療・交通・買い物
等、不便になる事ばかりで、運転出来なくなった時の事を考えると、不
安でいっぱいです。

16まちづくり全般

1409 男 75歳以上
子どもが教育を受けられるまち。
産業が盛んなまち。
環境が充実したまち。

高齢化社会の手助け、明るい自然の町になり、誰もが元気で、賑やかな
町になってほしい。私達は、この事が一番のお年玉です。

1安心して教育が受けられ
る

8産業が盛んで働く場所が
充実

1410 女 75歳以上 子育てがしやすい環境整備。 人口減少に歯止めを掛ける為。
7子育てしやすい環境が整
備

1411 女 75歳以上 子育てしやすい環境が整備されたまち。
人口減少が憂慮されています。若い人達にとって、魅力ある町と思える
のではないでしょうか。

7子育てしやすい環境が整
備

1412 女 75歳以上 市内でも市外地に大型の店が多い事。
商店街に空き店があるので、日常のちょっとした買い物にでも直ぐ行け
たら良いと思う。

15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

1413 女 75歳以上 治安が良く、安心して暮らせるまち。
現在でも暮らしやすい町ですが、これを更に維持・増進してほしい（治
安面で）。

14治安がよく安心

1414 女 75歳以上 治安が良く、安心して暮らせるまち。 14治安がよく安心

1415 男 75歳以上 治安が良く、安心に暮らせるまち。
どの家庭でも、子供が安心に暮らせる（遊べる）ように、そのような町
にして頂きたい。

14治安がよく安心

1416 女 75歳以上 治安が良くて、安心して暮らせるまち。
自身が高齢者ですので、できる限り自立（自律）して、行政の重荷にな
らないように心掛けます。

14治安がよく安心

1417 女 75歳以上 治安の良いまち。 14治安がよく安心

1418 女 75歳以上 自然との共調、安全。
災害が少ない。
治安が良い。

14治安がよく安心

1419 男 75歳以上
自然に調和した美しい景観と医療・福祉が行
き届いた静かなまち。

誰でもが望むはずの生き良い町。 2まちなみや景観が美しい
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

1420 女 75歳以上 自然環境に恵まれたまち。
現在の自然環境に恵まれた町を維持しつつ、人口流出が防げる産業の開
発を望みたい。

8産業が盛んで働く場所が
充実

11身近に自然を感じる

1421 女 75歳以上 車優先の町で、人の姿が少ない。
高架道が、かえって不便。地下道は、通るのも怖い。人がいてもいなく
ても、ひったくり等が心配です。

14治安がよく安心

1422 女 75歳以上 若い人が多く住むまち。 県外（都会）に若者が流出しているので、活気が無くなっている。 16まちづくり全般

1423 女 75歳以上 若い人の仕事場が多くほしい。 子供や老人が病気になった時、早く充実した医療機関に掛りたい。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

1424 男 75歳以上 若い人の多い街。 若い世代が多くなければ、将来性がない。高齢者が多い。 16まちづくり全般

1425 女 75歳以上 若い人の働く場所が多く、活気のあるまち。 地域は高齢者ばかりで、子供が帰ってこない。
8産業が盛んで働く場所が
充実

1426 女 75歳以上 若い人は満足し、年配の人は安心できる地 今後共、高齢化社会に向って、不安を感じる事が多い。 16まちづくり全般

1427 男 75歳以上 若い世代の就職支援（正規雇用化の推進）。 若い人が、市外に流出しない。
8産業が盛んで働く場所が
充実

1428 女 75歳以上 若者が、安心して働ける場所、企業誘致。 子育て、老後。
8産業が盛んで働く場所が
充実

1429 男 75歳以上 若者が、喜んで働ける産業のまちづくり。
若者が都会に出て行き、高齢化が進み、ゆくゆくは、集落が無くなるの
ではと心配。

8産業が盛んで働く場所が
充実

1430 男 75歳以上 若者が、起業（商売）しやすいまち。

問6の実現を目指す為、その為に確保すべきは、
①奉仕的な地主・家主。
②技術等の指導者。
③個性的な商店街形成の指導者。
④事務・法律等の指導者。
⑤安い宿泊場所。アパート等。
⑥原材料。

16まちづくり全般

1431 女 75歳以上 若者が、不安なく暮らせる。

高齢化が進む中、医療は充実してきていますが、若者達を取り巻く環境
は、不安が多いです。安心して働けるように、保育園・小学校等の受け
入れを直ぐして頂き、将来の納税者達に、しっかり学ぶ場を確保してほ
しいです。

16まちづくり全般

1432 男 75歳以上 若者が住みたくなる魅力があるまちづくり。 大規模工場の誘致。
8産業が盛んで働く場所が
充実

1433 男 75歳以上 若者の流出を減少させる。 働く場所が、充実していない。
8産業が盛んで働く場所が
充実

1434 女 75歳以上 充分今のままで良いと思う。 17その他
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1435 女 75歳以上 心の通い合った人間関係のあるまち。 まず近所付合いが希薄だから。
10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

1436 男 75歳以上 新山口の道路の不安定なこと。 町の中を歩いて分かったことですが、歩道が狭くてとても歩きにくい。 16まちづくり全般

1437 男 75歳以上 身近に自然を感じるまち。 田畑の荒地が目に付く（空き家等）。 11身近に自然を感じる

1438 男 75歳以上 身近に自然を感じる事ができるまち。
亀山公園とパークロードの立木の素晴らしさは、日本でも珍しいと思い
ます。市内の中心部に亀山があり、パークロードには外来種の木が何千
本もあり、また、五重塔等、国宝もあり、素晴らしい空間です。

11身近に自然を感じる

1439 男 75歳以上 人口減少対策。 他所からの移住促進、子育ての充実。 7子育てしやすい環境が整
1440 男 75歳以上 人々が、山口市から外に出ないまち。 外に出ないでも、楽しく暮らせる事。老人も含む。 16まちづくり全般

1441 女 75歳以上
人々のふれあいや、コミュニティ活動が盛ん
で温かいまち。

社会生活に不安を感じない為。小学生の登下校に、高齢者が数人途中ま
で送り迎えしている。

10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

1442 女 75歳以上
人々のふれあいや、コミュニティ活動が盛ん
な温かいまち。隣人と仲良くできる事。

個人情報を守る事に心を奪われて、隣組との間柄を寂しくしている。
10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

1443 女 75歳以上
人々のふれあいやコミュニティ活動が、温か
いまち。

世代交代により、人と人の付き合いが、希薄化していくのではないかと
思われる為。

10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

1444 男 75歳以上
人々のふれあいやコミュニティ活動が盛ん
で、温かいまち。

山口生まれ、山口育ちの人々は、他県・他市町からの移住者に対して、
心を開く事が少なく、人々を受け入れている者は、他県や他市町からの
仮住まい（転勤者）の人が多い。もっと誰もが参加できるように山口産
まれの人々の心を開く対策が必要であると思う。そのために、もっと笑
顔と親しみある話し方を、誰もが心掛けると良い。

10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

1445 男 75歳以上 生きがいのある街。
元気で暇な高齢者に、経験を活かしたボランティアが気安くできるシス
テム作り。

16まちづくり全般

1446 女 75歳以上 生産活動を盛んにして活気あるまち。 やや停滞気味である。
8産業が盛んで働く場所が
充実

1447 男 75歳以上
他地域から、是非、山口に行ってみたいと思
うまち。

現在の山口は、他から見ると何にも無い。活気が無い。これと言って見
るものも無い。一度行ったら二度とは、あまり行きたくない町である。

16まちづくり全般

1448 女 75歳以上 大きい病院に、何でもあってほしい。 安心できるから。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

1449 女 75歳以上 大企業の進出。

高学歴の人が、故郷で働けるように。
我が家の子供は二人共、大阪で医師として働いています（夫が大阪に勤
めていたので）。８２歳の一人暮らしで、毎日がとても不安です。息子
の定年まで頑張るしかありませんが。

8産業が盛んで働く場所が
充実

1450 女 75歳以上
誰でも市内を自由に移動できる交通利便性の
高いまち。

交通利便性がより良くなれば、都会からの観光交流も盛んになり、全国
で一番小さな町の県庁所在地と感じた。それもまた良い所と思えるまち
にしたいと希望します。

9交通利便性が高い

1451 男 75歳以上
誰でも市内を自由に移動できる交通利便性の
高いまち。

運転免許証を返納して、移動手段の無さに驚きました。まるでかごの鳥
です。周りを見ても、そのような人、不自由を感じる人は多いようで
す。明るい市とする為にも、役立つと思います。

9交通利便性が高い

1452 男 75歳以上
誰でも市内を自由に移動できる交通利便性の
高いまち。

市内の公共交通機関は、とても貧弱。鉄道・バス・自動車（車輛に乗せ
る）等、新しい発想が必要。

9交通利便性が高い

1453 男 75歳以上
誰でも市内を自由に移動できる交通利便性の
高いまち。

車を持っていない交通弱者は、行動範囲が限られ、子供等、誰かに頼ら
なければならない。いつでもどこでも、タクシーでは生活できない。

9交通利便性が高い

1454 女 75歳以上
誰でも市内を自由に移動できる交通利便性の
高いまち。

病院通い・買い物等、便利にできる事。 9交通利便性が高い

1455 女 75歳以上 誰もが、安心・安全に暮らせるまち。
今まで別に不安を感じた事はありません。これからもずっと、今まで以
上に安心して暮らせる町であり続けてほしい町。

16まちづくり全般

1456 女 75歳以上 誰もが安心・安全に暮らせるまち。 社会生活に不安を感じることが多い。 16まちづくり全般
1457 男 75歳以上 誰もが安心・安全に暮らせるまち。 社会生活に不安を感じる事が多い。 16まちづくり全般
1458 男 75歳以上 誰もが安心・安全に暮らせるまち。 安心・安全、少しでも幸せな、穏やかな生涯を送りたい。 16まちづくり全般

1459 女 75歳以上 誰もが安心・安全に暮らせるまち。
徳地は、特に子供が少なく、あれでは友達も出来ない。少人数の学校は
通学バスで通学し、友達をたくさん作り、競争心を起こさせるようにし
ないと、井の中の蛙になってしまうと思います。

1安心して教育が受けられ
る

7子育てしやすい環境が整
備

1460 女 75歳以上 誰もが安心・安全に暮らせるまち。 16まちづくり全般

1461 女 75歳以上 誰もが安心した日常生活が送れるまち。

高齢になってきますと、納得する説明がほしい時があります。医療現
場、福祉の方々のお世話も大変だとは思いますが、例えば、「あまり考
えると、うつ病になりますよ」で片付けられると、不安を覚える事があ
ります。

16まちづくり全般

1462 女 75歳以上
誰もが安心して、最後まで山口市で暮らせる
町にしてほしい。

社会生活に不安がないように、犯罪が少なく、幸福な人生でありたい山
口市を、心から望みます。

14治安がよく安心

1463 女 75歳以上 誰もが安心して生活できるまち。 もう少し、交通が便利になると良いと思う。 9交通利便性が高い
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1464 女 75歳以上 誰もが安心して暮らせるまち。
低年金者が年金で入れる住居がほしいと思う（高級マンションばかり建
設されるので!!）。

16まちづくり全般

1465 女 75歳以上 誰もが安心して暮らせるまち。
若者から年寄りまで、安全で、活動的な、落ち着いた生活環境であって
ほしい。

16まちづくり全般

1466 女 75歳以上 誰もが安心して暮らせるまち。 16まちづくり全般

1467 男 75歳以上 誰もが安心安全に暮らせるまち。

老齢になると動きが悪くなり、助けてほしいと思う事が多い為、御用聞
きのような助けがほしい。甘えては行かないと思うので有料で。地域の
助けではお願いできない。一人暮らしの老人が民生委員に電球替えをお
願いしたら、こんなことまで言う電気屋さんに替えてもらえばいい、と
怒ったそうな。年寄りには高い所は無理です。

10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

1468 男 75歳以上 誰もが安心安全楽しい暮らしができるまち。
後期高齢者にとって、残された人生を上記安心安全楽しく暮らしていけ
ることが何よりです。

16まちづくり全般

1469 女 75歳以上
誰もが山口市内をまわれるような楽しいま
ち。

歳をとるにしたがって、だんだん足腰が弱くなり、バスとか乗り物を利
用する事が多くなり、不便な所に住んでいる人の所の地区に、もっとバ
ス等を出してあげたい。

9交通利便性が高い

1470 男 75歳以上 誰もが余生を楽しんで暮らせるまち。
山口市と合併して、町村の行政範囲が拡大した為か、税に関する均等割
り額が非常に増え、年金受給者には辛い面が大である。故に、生活に不
安を感じる。

16まちづくり全般

1471 男 75歳以上 男女共同。

男性社会ではなく母親に優しい姿。
（例）大勢の子を連れた母親の疲れた姿。
①車があれば良いのに！
②父親の姿がない。
貧困家庭（子のいる）の支援。

7子育てしやすい環境が整
備

1472 女 75歳以上
地域が活気があり、支え合い、思いやりのあ
るまち。

農村地域は、買い物・病院に行くのも大変不便です。また、お米を作っ
ても赤字になり、作る事を辞める家も増加し（高齢化も伴う）、日々、
活気が無くなっています。

16まちづくり全般

1473 女 75歳以上
地域特有の高度な産業があり、若者の雇用が
確保できるまち。

若者の定着を促進する為。
8産業が盛んで働く場所が
充実

1474 女 75歳以上
地場産業・工場を誘致し、活気あるまちづく
り。

県庁所在地なのに、住宅地が最下位では、社会生活に不安を感じる。
8産業が盛んで働く場所が
充実

1475 女 75歳以上
地震・自然災害が、比較的少ない事をアピー
ルして。

工場誘致や政府機関の誘致を、進めたら良いと思う。
8産業が盛んで働く場所が
充実

1476 男 75歳以上 中心商店街の活性化。
ぜんざいは１９時以降は人通りなし、休店が多い。駐車場が少ない。若
い人に魅力ある店が無い。行事、催し物があって、市等の協力体制が見
られない。市町村の職員が自らの参加意識が少ない。

15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

1477 女 75歳以上
中心部と周辺地域の格差が少ないまちづく
り。

このままでは、人口は中心部に集中し、周辺地域は、ますます不便にな
り、子供も少なく、将来に渡って、希望の持てない町になっていく。農
地も荒廃し、後継者も無く、周辺地域は消えてしまうしかない。合併し
ない方が良かったと思われるような政策は、間違っている。

16まちづくり全般

1478 男 75歳以上 町内でのあいさつ。 助け合いの場になりやすい。
10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

1479 男 75歳以上 伝統、芸術、文化を大切にするまち。 歴史上のこと、他に誇れる町だと思う。
3歴史･伝統･芸術･文化を
大切にする

1480 女 75歳以上 働く場所の充実。 若い人が地元で働けるように。
8産業が盛んで働く場所が
充実

1481 男 75歳以上 道路が整備されている。

道路整備はどこの都市にも負けないほど整備されているが、山口県人と
して道路を使用する（自動車、歩行者）ルールを守らない者が多い。他
県から来る人からもルールを守らない者が多く、我が道路化している
（特に女性）。自動車学校での教育の徹底、有名人も多く出ているのに
少しは考えるべきだと思う。

16まちづくり全般

1482 女 75歳以上 特にありません。 17その他
1483 女 75歳以上 特になし。 17その他

1484 男 75歳以上 年寄りが、安心して暮らせるまち。 社会福祉行政の更なる充実を、お願いしたい。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

1485 女 75歳以上 買い物に便利なまち。 交通の便が悪い。 9交通利便性が高い
1486 － 75歳以上 犯罪が少なく、安心して暮らせるまち。 空き家が増え、犯罪が増えるのではと、危機感が湧く。 14治安がよく安心

1487 男 75歳以上 美しい自然環境と調和したまちづくり。
緑豊かな山口市は、自然環境に恵まれています。この環境を維持しなが
ら、それに調和した美しい静かなまちづくりが、大切な事だと感じてい
ます。

2まちなみや景観が美しい

1488 女 75歳以上 福祉。 高齢なので。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実



目指すまちの姿
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番号 性別 年齢 まちの姿 理由 区分１ 区分２ 区分３ 区分４

1489 男 75歳以上 福祉・サービスを充実させる。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

1490 女 75歳以上 福祉サービスが充実したまち。 高齢者に優しい生活環境の充実。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

1491 男 75歳以上 福祉サービスの充実。 今後、ますます高齢者が増える。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

1492 男 75歳以上 福祉サービスの充実。 年寄りが増える為、できるだけ子供達に頼らずに生活していきたい。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

1493 男 75歳以上 福祉サービスの充実したまち。 地域高齢者に対する各福祉対策（個人に対して）が、今一歩足りない。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

1494 女 75歳以上 福祉医療がもっともっと進んで医師の強化。

高齢者受診したり福祉の方も色々して頂いてますが、タクシー利用では
医療費が大変。コミュニティバスも利用するのに停留所まで出るまでが
大変という方もいます。バスもない地区もあります。その事も書かせて
頂きました。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

1495 男 75歳以上
文化・教育の市ですが、更に教師の向上、教
育に力を入れてほしい。

子供が安心して道徳を重んじ、最高学府まで学べる。例、萩市明倫館子
供教育（論語の朗読、暗唱等）。

1安心して教育が受けられ
る

1496 女 75歳以上 歩く人の為の道路整備。
車社会の時代ですが、８０歳で免許返納をし、バス利用で方々歩きます
が、車道は大変良いので気付かなかったが、歩道がお粗末な所が多い。
神経を使って歩かざるを得ない。

9交通利便性が高い

1497 男 75歳以上 歩道のあるような道路のあるまちなみ。
交通の便が良ければ、社会施設の利用が広くできるし、安心な生活がで
きる。

9交通利便性が高い

1498 女 75歳以上 防災・浸水に強いまち。
ふしの川の近辺に住んでいる為、台風や大雨の時、不安を感じていま
す。

13防災対策や浸水対策が
強化

1499 女 75歳以上
防災対策が強化、充実されて、安心して暮ら
せるまち。

災害が発生した時、避難する場所へ行くための交通手段の確保、及び避
難経路が安全かどうか不安である。

13防災対策や浸水対策が
強化

1500 男 75歳以上
防災対策や浸水対策が強化され、安心して暮
らせるまち。

雨が降ると、浸水の危険にびくびくします。昨今は、大雨も度を越し
て、想像以上の事が起こり得ます。よく「仁保川の氾濫の恐れがある」
と、テレビ等で報じられています。早急に工事等をして頂きたいです
（他の危険個所のある流域も）。また、治安についても、今は物取りだ
けでなく、殺害する件も起きています。お巡りさんがまわって来られま
すが、夜も安心して過ごせるように、自らも気を付けますが、山口は安
心と言われるようになると良いです。

13防災対策や浸水対策が
強化

14治安がよく安心

1501 女 75歳以上
防災対策や浸水対策が強化され、安心して暮
らせるまち。

13防災対策や浸水対策が
強化

1502 女 75歳以上
夜のまちなみが明るく、安心して歩けるまち
なみ。

子供達が、夜、塾等に行って遅くなっても、安心して通える、街灯があ
る道路。

14治安がよく安心

1503 男 75歳以上 落ち着いて静かなまち。 当方80代、喧騒は望みません。 16まちづくり全般

1504 女 75歳以上 緑があって、腰の下ろせるまち。
見通しが良く、安全で、お年寄りや子供が安心して休んだり、会話ので
きる所があると良い。

16まちづくり全般

1505 男 75歳以上 隣近所の人が親切。
10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

1506 女 75歳以上
歴史、伝統、文化を大切に、安心、安全に暮
らせるまち。

年齢層にこだわらず、隣人と仲良く暮らせると良いと思う。
3歴史･伝統･芸術･文化を
大切にする

10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

1507 男 75歳以上
歴史・芸術・自然がマッチした美しい健康安
全都市。

基本的には現在の山口市の姿であるが、高齢化、人口減少が進んでいる
ので、じり貧の不安がある。

3歴史･伝統･芸術･文化を
大切にする

1508 男 75歳以上 歴史・伝統・芸術・文化を大切にするまち。 山口市の伝統を守ってほしい。
3歴史･伝統･芸術･文化を
大切にする

1509 女 75歳以上 歴史・伝統・芸術・文化を大切にするまち。 昔からの地名が廃れているのが、淋しいと思います。
3歴史･伝統･芸術･文化を
大切にする

1510 男 75歳以上 歴史・伝統・芸術・文化を大切にするまち。
大内文化・建築・庭園等を大切にし、室町文化の粋を強調したい。
県美術館もあるし、市民館ホールもあり、文化センター等を利用し、文
化活動を活発にしてほしい。

3歴史･伝統･芸術･文化を
大切にする

1511 女 75歳以上 歴史・伝統・芸術・文化を大切にするまち。
歴史・伝統を誇る山口市、もっと芸術・文化に力を入れてほしいと思い
ます。

3歴史･伝統･芸術･文化を
大切にする

1512 男 75歳以上

歴史・伝統・芸術・文化を大切にするまち。
産業が盛んで、働く場所が充実したまち。
お店や娯楽施設が豊富で、夜でも賑やかさの
あるまち。

特に都会の大学を出て、山口で働く事のできる場がほしいものである。
3歴史･伝統･芸術･文化を
大切にする

8産業が盛んで働く場所が
充実

15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

1513 男 75歳以上 歴史・伝統・文化を大切にするまち。
近年人々が現実的・利己的になってきており、文化・作法等がおろそか
になっている。

3歴史･伝統･芸術･文化を
大切にする

1514 女 75歳以上 老後が安心して暮らせるまち。 老後が不安。見通しが立たない。 16まちづくり全般
1515 男 75歳以上 老後が安心して暮らせるまち。 16まちづくり全般
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1516 女 75歳以上 老後の支えがある町に。 一人暮らしの老後が、自立して暮らしていけたらと願う。 16まちづくり全般

1517 女 75歳以上 老後を安心して過ごせるまち。 認知症等にならないよう、福祉活動が十分でないような気がします。
6高度な医療や福祉サービ
スが充実

1518 女 75歳以上
老人・大人・子どもと、全員が仲良く、安心
して暮らせる事。

物価もあまり上がらず、年金生活者や低所得者も生活ができる社会にな
る事を願います。

16まちづくり全般

1519 女 75歳以上 老人でも安心して暮らせるまち。
買い物や病院に行くのに便利な交通機関が少ないので、きめ細かな整備
をしてほしい（若い人は車でどこへでも行かれる）。

9交通利便性が高い

1520 女 75歳以上
老人ホーム等、ふれあい広場が充実してい
る。

私は８０歳を過ぎていますし、友人達の話の中で、一人で通院しなくて
はいけない。でも、行く場所が無い。市内の近くに、入所できるような
施設ができると良いという、お話ばかりしています。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

1521 男 75歳以上 老人や誰もが生きがいを見出すまち。 今後社会が不安定な予感。 16まちづくり全般

1522 女 75歳以上
①誰もが安心安全に暮らせるまち。
②仕事をしたい人の職場がほしい。
③貧困な人の事も考えてほしい。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

8産業が盛んで働く場所が
充実

1523 男 75歳以上 安心して住める。 16まちづくり全般

1524 男 75歳以上
何か突出した、それは福祉でも良いし、子育てでも良いが、日本一のも
のを作ってほしい。
山口に暮らしてみて、何の特徴も無い町は、珍しい。

16まちづくり全般

1525 女 75歳以上 高齢者の為。 16まちづくり全般

1526 女 75歳以上

山口は市営バスが多くあって便利ね、と他市から来た友もよく言いま
す。一昨年赤いバスを降りる時骨折して、それ以来バスが恐くて乗ら
ず、いつも交通にはタクシーを使っていますが、ノーステップバスであ
ればバスに乗れるかと思います。高齢と共に足場の高いバスは乗れなく
なりました。

9交通利便性が高い

1527 女 75歳以上
山口市には、大企業の事業所が少ない。郊外に大企業の誘致を進めた方
が良い。優秀な人材が、他県に流出しない為。

8産業が盛んで働く場所が
充実

1528 女 75歳以上 山口市の商店街で、買い物がしやすいようになってほしい。
15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

1529 男 75歳以上
子供が多く、育てやすい保育園等を数多く造り、安心させられるように
する（産めよ・増やせよ）。

7子育てしやすい環境が整
備

1530 女 75歳以上

私の所は町から外れているので、住み良いと思います。
いろんな催し物がある時は、山口の町の方へ出掛けに行きます。その楽
しい一日を、山口の町で過ごす事がとても楽しいです。
私達は、嘉川に住んでいますが、あまり変わった楽しい事は別に無いけ
れど、やっぱり、山口の方へ出掛けて行くのは嬉しい事です。月に１～
２回位です。他に楽しみが無いので。

16まちづくり全般

1531 女 75歳以上

自然は美しい。
若い人がいない。子供が少なく、集落が消滅していくように思われま
す。
働く人が高齢者が多く、若い人の働く人がいなく、農地が荒れて、山林
も２０年位、人が入っていない。もっと資源の活用をお願いします。

8産業が盛んで働く場所が
充実

11身近に自然を感じる

1532 女 75歳以上 秋穂の小さい町は外れています。 17その他

1533 女 75歳以上

少子老齢化社会で子供を産んでも、育てるのに大変困難。若い人は市内
に出て行き、マンション生活。残るのは老人一人暮らし。田舎に住む
と、官有地の管理までしないといけない。町に住めば、その心配はな
い。

7子育てしやすい環境が整
備

1534 女 75歳以上 優秀な人材を育成することが必要と思います。 16まちづくり全般

1535 女 75歳以上
新山口駅と北と南にまっすぐ通れる道があると良いと思う。防府のよう
に。

16まちづくり全般

1536 男 75歳以上 人生あと僅かですので、健康で安心して暮らしたいです。 17その他
1537 女 75歳以上 税金が高い。 17その他

1538 女 75歳以上
年老いた私は障害者で、こんな過疎地では、今後暮らせません。
現在、私が住んでいる地域では、買い物をする店が一軒もありません。
年老いた私達が一人になった折、到底、暮らせる所ではありません。

15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

1539 女 75歳以上 良くはなっているが、先の事はわからない。 17その他

1540 － －
アミューズメントパークが増えて、活性化す
るまち。

アミューズメントパークが、あまり近所に無いから。
15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか
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1541 － －
安心・安全に暮らせる、自家用車が使えない
者にも便利なまち。

安心・安全に暮らせる事は、まず一番の条件ですが、その他、高齢にな
り、車が使用出来なくなると、移動手段が悩みの種になります。元気な
方は歩いて行ける所でも、足が悪かったり、体調のすぐれない時は、日
常の買物も思うようにできず、暮らしが大変になるのではと、心配で
す。

9交通利便性が高い

1542 － －
温泉街なので、娯楽施設があればもっと観光
客も山口に来られると思います。

旅行へ行きたいまち。せっかく温泉があるのでもっと観光客の立場で物
事を考えたらどうでしょう。遊びに来られるお客線が来て良かったと思
える町、活気がもっとあればと思います。若い人から年配の方までたく
さんお見えるので、遊ぶ場所を考えてほしいと思います。

4観光交流が盛ん

1543 － －
河川沿いの道路を広くして、河川をきれい
に。

川沿いを歩く不安がある。 2まちなみや景観が美しい

1544 － － 観光交流が盛んなまち。
山口市は、主に商売する人と公務員の町で、工場等が無いので、もっと
観光に力を入れて、栄えた方が良いと思うので。

4観光交流が盛ん

1545 － － 高度な医療や産業が盛んなまち。
若者に夢や希望を与えられる職業があると、都会に出て行かず、地元に
残り、町の活性化につながると思います。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

8産業が盛んで働く場所が
充実

1546 － － 高齢者にも優しいまち。
今後市内は高齢者の増加が見込まれると思います。独居の人も含め、財
布に思いやりのあるサービスの提供が不足。

16まちづくり全般

1547 － －
市民一人一人が、山口での暮らしの形を豊か
に描き、自ら行い、育むまち。

今後、外部からの活力の誘因により、町が豊かになる事は考えづらい。
既存の取組みを豊かに（場合によっては整理し）、その土地ならではの
質の高い暮らし方ができるように、一人一人の市民を育て（あるいは成
長し）、町が町の形により、豊かになっていく必要がある。

16まちづくり全般

1548 － －
市民誰もが、安心・安全・健康で暮らせるま
ち。

高齢者社会が進んでいる今、高度医療・器材を、もっと山口市内の病院
に取り入れてほしい。若い世代も高齢者の方にも、健康診断でより早く
病気を見つけ、治療で来て、山口県民が元気でより良く、そして、活気
のある市にしてほしいです。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

1549 － － 人とのふれあいを大切にするまちづくり。
10ふれあいやコミュニ
ティ活動が盛ん

1550 － － 人気のまち。 テーマパークを造ろう。
15店や娯楽施設が豊富で
夜もにぎやか

1551 － － 人口が増加可能な政策を実施してほしい。 少子高齢化が顕著な為。 16まちづくり全般

1552 男 －
他地域からの移動、受け入れの利便性の良い
まち。

山口市の中心市街地は、県庁所在地でありながら、全国有数の交通機関
の利便性の悪い場所に位置しており、他地域から人を呼ぶにも、遠慮が
必要と感じてしまう。新山口駅を中心に、新幹線が停まる利点を活か
し、市役所の機能を大きく移す等、１０年・２０年先を見据えた、思い
切った変革が必要と考える。既存の利権に縛られず、現役世代に目を向
けたまちづくりを望む。

16まちづくり全般

1553 － － 定年退職後の再就職できる場がほしい。
高度な医療や福祉サービスが充実していれば自然に行動がひろがり、生
活に豊かさを感じてくると思います。

6高度な医療や福祉サービ
スが充実

1554 － －
年に２～３回程度の講演会（秋穂町が山本一
力を招いているように）などを開催してはい
かがですか。県市ですから。

山口市は山口県庁が設置された県を代表する市ですから、教養のための
講演会を開催されてはいかがか。下関市など西の方の市は開催してい
る。
一体山口市は何をやっているのか疑問がある。つまらないことばっかり
に気を使っているのではありませんか（元公務員）。

16まちづくり全般

1555 － － 買い物難民を無くす。
車やネット、バス停が遠い、そういう高齢者に対して、買い物ができる
移動スーパー等の充実（市の補助で）。

16まちづくり全般

1556 － － 歩きやすいまち。
ベビーカーで歩いていると、歩道が狭かったり、段差が多かったりして
困るから。

9交通利便性が高い

1557 － － 防災対策、浸水対策の強化。
間田川に木が茂っているが、土砂がたまっている。川の流れが悪く、増
水の時に危険だと思う。

13防災対策や浸水対策が
強化

1558 － － 防災対策が強化されたまち。 災害はいつどこでも起こりえる為、不安感がある。
13防災対策や浸水対策が
強化

1559 － －
良いところがあるが、出来ていないところが
多い。

①道路が車一台分である。移動に不便である。
②バスが防府に行くのに、１００円ではない。

9交通利便性が高い

1560 － －
歴史と観光を活かし、市民が、それらを一緒
に楽しめるまち。

せっかくの維新の名所や観光地、美術館等、文化面でも充実した町であ
るのに、それらを活かしきって、町として活性化出来ていない。広報が
下手。
交通の便が悪く、自家用車を運転しない市民にとっては移動が大変不便
で、高齢の母や自家用車を持たない家族は、困っています。

3歴史･伝統･芸術･文化を
大切にする

9交通利便性が高い

1561 － －
高い収入の勤務先が無い。収入が多ければ、商店街の高い物が買え、お
互いに良い事になる。

8産業が盛んで働く場所が
充実
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番号 性別 年齢 その他ご意見がありましたらお聞かせください。 分野１ 区分１ 分野２ 区分２ 分野３ 区分３ 分野４ 区分４ 分野５ 区分５

1 男 10歳代

いろいろと分野があり、手が回らない事があると思いますが、最後までやり
終えて下さい。山口は凄く良い所だと思います。ですが商店街（どうもん）
等、シャッターだらけ。道路側も閉店された店ばかり。外から来た人はどう
思うでしょうか。

5 都市整備
22 都市機能
の充実

2 女 10歳代
街路樹が歩道を圧迫し、歩行者がわざわざ避け車道に出て歩いているのを良
く見かけます。定期的に視察をし、整備をしてもらいたいです。

5 都市整備

3 女 10歳代 電車、バスの本数を増やして欲しい。そして安くして欲しい。 5 都市整備
24 公共交通
の充実

4 女 10歳代 公約が守れない市長はいらない。 10 その他

5 男 20歳代

市の予算や色々と事情があるかと思いますが、クリスマスの時期ツリーも少
なく寂しいです（カトリックは山口市が発祥の地と聞いています）。
パークロードや中央公園など、ツリーなどがあると町も活気づくと感じ思っ
ています。

6 経済・産
業

25 観光の振
興

6 男 20歳代

市立図書館がアクセスしやすい位置にあり、蔵書等内容も充実しているの
で、教育の視点から良いと思う。
白石地区等は、新幹線停車駅である新山口駅から離れており、山口線も単線
なので便数が少なく、JRで県外へ出るのが不便。

2 教育・文
化

11 生涯学習
の充実

5 都市整備
24 公共交通
の充実

7 男 20歳代
映画館を作って下さい！
電車やバスの時間が少ないのと、使いづらいので、私有車が無くても便利な
ようにして欲しい。

9 まちづく
り全般

5 都市整備
24 公共交通
の充実

8 男 20歳代 レベルが低い。 10 その他

9 男 20歳代
朝夕の県庁へ向かう県職員の車通勤による交通渋滞がひどく、迷惑である。
山口駅から県庁まで路面電車を走らせる等、渋滞緩和への取り組みをしてほ
しい。

5 都市整備
24 公共交通
の充実

10 男 20歳代

コミュニティバスの路線を増やして欲しい。
また、宇部だけで無く、山口市にも工業の企業を誘致し、雇用増加につなげ
て欲しいと思います。
山口にはサビエルや香山公園、雪舟庭などの観光スポットが魅力的なので、
もっとＰＲして全国に広めて欲しい。

5 都市整備
24 公共交通
の充実

6 経済・産
業

29 商工業の
振興

6 経済・産
業

25 観光の振
興

11 男 20歳代
住みやすいまちづくりには働く環境が大事と考える。若者の就職の情報を
もっと発信して欲しい。生活が就労出来る事で充実し、未来に希望が持てる
町を希望します。

6 経済・産
業

30 地場産業
の振興と勤
労福祉

12 男 20歳代

こんな利用価値の低いアンケートに税金を使わないで欲しい。アンケートを
作るにしても、質問と用意された答えが合致しなければ意味が無いと思う。
例：
問２は通勤も通学も無い人の事を無視しているし、
問３は「〜したいと思うか」と言う質問なのに、答えが「思う」「思わな
い」の形式では無いのは理解出来ない。
問４〜６、１０、１１では答えを３つまでに制限する必要が無いし、
問４は「少ない」や「良い」など、比較対象が無いと答えようが無いものば
かりで困る。
問８は「見通しを持っていますか」と言う質問なのに、用意された答えが
「思う」や「思わない」と言うのはおかしい。「持っている」「持っていな
い」で答えさせるのが普通では無いかと思う。
問１２は１つの質問の中に要素を詰め込み過ぎで、どれに○を付けても正確
な答えとは言えないものになってしまう。例としては「１」の健康づくりの
推進には不満でも、子育て環境の整備に満足していた場合に答えようが無
い。
それと、私のように字が汚い人間としては、インターネットで回答させて頂
けると嬉しいです。

10 その他 35 調査

13 男 20歳代
高齢化や少子化を防ぐためには、他の地域で無い取組みが必要であると思
う。

9 まちづく
り全般
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番号 性別 年齢 その他ご意見がありましたらお聞かせください。 分野１ 区分１ 分野２ 区分２ 分野３ 区分３ 分野４ 区分４ 分野５ 区分５

14 男 20歳代
①待機児童を減らすため、保育士の正規雇用化。
②勤務時間のごまかしの確認。
③高齢者施設の増加。

1 健康福祉
2 子育て支
援

1 健康福祉
3 高齢者福
祉

15 女 20歳代
山口市の燃やせるゴミの収集日は週に２回ですが、祝日と重なった場合に収
集されなくなるのは不便に感じています。祝日と重なっても、燃やせるゴミ
は週２回収集して欲しいです。

4 環境
19 循環型社
会の構築

16 女 20歳代
いつまでも過去の偉人達に頼ってはいけない。地味なイメージを払拭した
い。ドラマ「ナポレオンの村」は、やはりドラマでしか無いが、行政もあれ
くらい動けたら多少活気も出るのでは無いだろうか。

10 その他

17 女 20歳代
子供が遊べる施設やショッピングモールなど、もっと増えると嬉しいです。
家族でゆっくり食事出来る飲食店もたくさん出来て欲しい。

9 まちづく
り全般

18 女 20歳代
①大きな道路を作ってから住宅団地を作って欲しい。道路が先でしょ！
②一部の人だけが得をするプレミアム商品券を税金で負担するって馬鹿げて
いませんか？するのなら全世帯に配るべきです。

5 都市整備
6 経済・産
業

30 地場産業
の振興と勤
労福祉

19 女 20歳代
大内にある、まるきのある道路に１本も街灯が無いので、夜の帰り道が怖い
ので街灯を作って欲しいです。

3 生活安全
16 犯罪対策
と消費者保
護

20 女 20歳代
①バイクが爆音をたてながら走行している。うるさい。
②向かいに住んでいる住人のカーステレオのボリュームが異常。モラルがな
い。

10 その他

21 女 20歳代 現在留学中のため、代筆（父）。問１のみ記入しました。 10 その他

22 女 20歳代

とにかく、もっと保育所を増やして欲しい。アパートを建てるより保育所を
作ってくれる方が、子育て中の親は助かります。世帯収入で月２０万ちょっ
としか無い家庭なんですが、認可の保育所が無いため無認可の保育所に行か
せているのですが、月６万以上の保育料に消えて行きます。そんなんだと働
いている意味も無いですよね！保育所が増えないのであれば、無認可さんの
保育所でも収入に合わせて保育料を決めて欲しいですよね。たくさん収入が
ある人も低収入の人も、一律料金が一緒って言うのはおかしいんじゃないで
すか？今のままでは子供を保育所に入れる事が出来ません！

1 健康福祉
2 子育て支
援

23 女 20歳代 子育てしながらでも働けるように支援してほしいです。 1 健康福祉
2 子育て支
援

24 女 20歳代

①地域商品券１万１千円は少ないと思う。１万２千円にして欲しい。
②映画館を建設して欲しい。
③小郡下郷の前田町の交差点に矢印信号を付けて欲しい（朝の通勤時に混む
ので。住友林業から長谷方向に右折する時）。
④商店街（道場門前、米屋町等）の駐車場を無料にして欲しい。
⑤トライアル又はコストコを建設して欲しい。IKEAも。
⑥小郡平成町のオーヴィジョン新山口レジデンスタワー周辺の湾曲した道路
にトラック２台が重なる様に停まる事がある。視界が悪くなり、事故を起こ
しやすくなるのでやめて欲しい。

9 まちづく
り全般

25 女 20歳代 「山口」は好きなんですが…。 10 その他

26 女 20歳代
もっと若者（他県から来た大学生等）が山口に残って生活したいと思えるよ
うなまちづくりや活性化が必要と思う。下関市のような都市に近づけるよう
にしてほしい。

9 まちづく
り全般

27 女 20歳代

意見を書いた所で反映されないから意味が無い。どうせ聞いて終わりですよ
ね。
強いて言うならもっと楽しめる施設が欲しい。道路しか作っていないと思
う。

9 まちづく
り全般

28 女 20歳代
WILD BUNCHのようなフェスやライブをもっとやってほしい。いろんな人を呼
んでほしい（嵐等）。

9 まちづく
り全般
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29 女 20歳代

台風等、災害の際の避難場所について再検討していただきたいと思います。
阿知須は阿知須小学校が避難場所の１つになっておりますが、直ぐ横には川
があり、そこがもし氾濫した場合、逆に危険な場所になるのではないかと思
います。また台風時、スピーカーで何か危険である事を呼びかける車が走っ
ていると思いますが、あの車の目的は地域住民に警報を知らせる為でしょう
か。それとも道路状況の確認でしょうか。もし前者であれば、もう少しゆっ
くりなスピードか要所要所に止まって、少し流す方が住民も分かると思いま
す。今のスピードでは耳の遠くなった方に関しては、かなり聞きづらい思い
をされている方もおりますので。

3 生活安全 13 災害対策

30 男 30歳代

山口駅の活性化（立体駐車場）。
アーケードの駐車料金、アーケードから駅まで屋根が欲しい。
土日に子供達がスポーツ出来る場。
防犯のために街灯の見直し。

5 都市整備
24 公共交通
の充実

5 都市整備
22 都市機能
の充実

2 教育・文
化

12 スポーツ
の振興

3 生活安全
16 犯罪対策
と消費者保
護

31 男 30歳代 保育所の整備や医療費の助成等、子育て支援が充実してほしい。 1 健康福祉
2 子育て支
援

32 男 30歳代

①車社会では無く、歩く人が多いまちづくりを期待しております。
②地下道が寂しい。暗くて変質者が出そう。
③総合病院に小児科が無い！NICUを充実して欲しい。
④レノファ山口に公金を投入して有力選手を獲得して町を盛り上げる。

5 都市整備
24 公共交通
の充実

5 都市整備
23 道路網の
整備

1 健康福祉
1 保健・医
療

2 教育・文
化

12 スポーツ
の振興

33 男 30歳代
私は山大の教員です。専門家の立場として見れば、当調査票は極めてずさん
であり、余り意味の無い調査です。残念です。
特に問２は酷い。もう少しまともなコンサルor研究者を入れるべきです。

10 その他 35 調査

34 男 30歳代
一般的な生活道路の整備が必要（夜の明るさ、道の太さ、利便性等の点
で）。

5 都市整備
23 道路網の
整備

35 男 30歳代
①道路の渋滞を何とかしてほしい。
②場所によっては夜に真っ暗になる所（街灯が全くない）が、自宅周辺にも
ある。

5 都市整備
23 道路網の
整備

3 生活安全
16 犯罪対策
と消費者保
護

36 男 30歳代

①通学路で大型トラックの時間指定があるのに、時間に関係なく通ってい
る。大型トラックが通るのであれば時間指定外か、歩行者が危険にならない
ように歩道を造るべき。
②道路工事をしているのに何も変わっていない。変わらないのなら工事費用
がもったいない。
③今は車の運転ができて市街地へ行けるが、高齢になり運転ができなくなっ
た時に公共交通機関が今より発達しているか不安。
④マイナンバーの理解が得られていないのに強行した事は不満。
⑤市民の意見が反映されないのに、アンケートを送ってくる。

3 生活安全
15 交通安全
対策

5 都市整備
23 道路網の
整備

5 都市整備
24 公共交通
の充実

8 行政経営
33 計画的、
効果的な行
政経営

10 その他 35 調査

37 男 30歳代

何事にも責任を持って、他人事にならずに取り組む事が大切です。
祭の時の賑わいが日常になる事を願っています。そして子供達が成長して、
地元で頑張っている姿を想像出来る町になる事を願っています（山口県全
体）。

9 まちづく
り全般

38 男 30歳代
①企業があり、活気のある町。
②交通の便が良い。
③農業と工業の両立。

6 経済・産
業

29 商工業の
振興

5 都市整備
24 公共交通
の充実

6 経済・産
業

39 男 30歳代 山口がこれから先、本当に良くなって行くのかな？ 10 その他

40 男 30歳代
山口県は交通量が少ない道路などの整備にも非常に力を入れているが、非常
に「ムダ」を感じる。
もっと子育て支援に目を向けて欲しい。

5 都市整備
23 道路網の
整備

1 健康福祉
2 子育て支
援

41 男 30歳代 ノーマイカーデーを推進するなら、バスをもっと整備してほしいです。 5 都市整備
24 公共交通
の充実
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42 男 30歳代

これは希望ですが、ハーフマラソンの日本陸連公認のコースがあるわけです
から、それを活かして一般市民参加型のマラソンをしたらどうだろう。
湯田温泉に泊まる事にもなるし、史跡を色々回ったりと、地域活性すると思
います。
これはずっと考えていたものです。アンケートに参加出来、とても有意義な
ものとなりました。

2 教育・文
化

12 スポーツ
の振興

9 まちづく
り全般

43 男 30歳代 これからも頑張って下さい。 10 その他

44 男 30歳代

下関、宇部、徳山に比べ、山口市は県庁所在地にも関わらず全国的に余りに
も知名度が低過ぎる。過疎化が進んでいる。
歴史、文化等に固執し過ぎ、プライドが高過ぎる事により、全国と比較し発
展が非常に遅れている。

9 まちづく
り全般

45 男 30歳代

①山口市の目指すまちづくりを明確にし、他都市の写しでは無い個性ある計
画にして頂きたい。
②総合計画であるので、具体的な内容は余り記述されないかも知れないが、
市民に分かり良い計画として頂きたい。
③市民が総合計画に触れる機会を設ける必要があるのでは無いか。総合計画
は市民のためで無く、行政のための計画である気がします。

8 行政経営
33 計画的、
効果的な行
政経営

46 男 30歳代 テクノパーク等への県外企業の企業誘致を積極的にやってもらいたい。
6 経済・産
業

29 商工業の
振興

47 男 30歳代
①大型商業施設の誘致。
②学校周辺でも街灯がなく、真っ暗な場所が多いので、防犯面からも街灯設
置をお願いします。

9 まちづく
り全般

3 生活安全
16 犯罪対策
と消費者保
護

48 男 30歳代

①有権者数から見ても、施策が高齢者寄りになるのは仕方の無い事なのかも
知れないが、山口市の将来的な発展のためにも子供、子育て世代への支援も
忘れずに行って欲しい。若い世代はメリットの無い市からは離れて行ってし
まうと思う。
②山口市は道路整備自体は非常に進んでいるが、市民の交通マナーは全国最
低レベルであると思う。他県から来た人間は、ほぼ皆その事実を口にしてい
るので、交通マナーの改善へ向けた取組みを積極的に行って欲しい。

1 健康福祉
2 子育て支
援

3 生活安全
15 交通安全
対策

49 男 30歳代
更なる結婚に対してのサポートの充実や、子育てにかかる費用の補助の拡充
を第一に考えなければ、子供の減少に歯止めがかからないと思う。

1 健康福祉
2 子育て支
援

50 男 30歳代 もっと活気のある市にして欲しい。
9 まちづく
り全般

51 男 30歳代
①差別・逆差別・各市町村・県会議員による、口利き・斡旋・圧力を未だに
聞く。
②新山口駅周辺の駐車場が足りない（土日は特に）。

10 その他 5 都市整備
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52 男 30歳代

Ｕターン経験者として
地元に（魅力的な）雇用先があれば、山口市に帰って来たいと望む若者は多
い。働き先が無いのに帰る事は出来ない。山口市の出生率は決して低くな
い。つまり高校卒業後の若者人口流出が地域の弱体化に直結している。で
は、どうするべきか？
①企業誘致
産業、工業団地誘致は主に大手流通、加工、製造業者がメインターゲットと
なっており、雇用創出の即効性はあるが、人材の狩場となり産業、技術ノウ
ハウをストックし、山口市の産業競争力強化や独自性、排化性は望みづら
い。かつ、流出した若者層はこれらの雇用先を魅力的な就労先とはみなさな
い。第三次産業群、特にIT関連企業やデザイン、ものづくり企業等への積極
誘致、デジタル時代で場所にとらわれない雇用モデルを積極的に採用する業
界へのアプローチは必須。特にこの業界は就労平均年齢も低いため、長期的
人口増大の可能性を秘める。
②産業育成
IT、デザイン、ものづくり等、地元発祥企業を生み出す支援。出先の事業所
を誘致する事も必要だが、育てる事も併せて必要。地元から世界的企業を育
てる、そんな意識を持った産業支援は地域、未来のエンジンとなり、将来の
安定化に貢献する。
その他、多々申し上げたい事はあるが、行政が出来る事はまだまだ多分にあ
ると思う。現状維持やチャレンジしない地域に何の魅力があろうか？インフ
ラや社会福祉サービス、文化施設を充実すれば魅力が出るか？人は戻って来
るか？否。
変化を恐れず、変化を受け入れ、常に小さくてもチャレンジし続けて欲し
い。そうすればUターンだけでは無く多くの人が山口市に魅力を感じ、地域
活性につながると考える。

6 経済・産
業

29 商工業の
振興

6 経済・産
業

30 地場産業
の振興と勤
労福祉

53 男 30歳代
頭の固い年寄りの意見ばかり尊重され、若者には全く魅力の無い町になって
いる。無難な町を作りたいなら、わざわざ若者を集めて開発前の話をする必
要は無かったと思う。

9 まちづく
り全般

54 男 30歳代
市役所は、新山口の周辺に作るべき。しかし、反対にあっても市長の決断で
新山口に移すべきだと思う。

9 まちづく
り全般

55 男 30歳代

山口市は道路がきれいで、自動車が便利。でも他の手段が選択出来た方が
もっと良いので、バスとJRを多くの人が使いたくなる方法を考えると良いと
思います。
自然が季節のもので旬がそれぞれなので、自然があってもそれを楽しむには
知識が必要。梨がスーパーに並ぶ頃には梨狩りの季節が終わっている事も
…。イベントも開催された事を事後に知るとか。
山口市の観光資源（特に季節、時間が限定のもの）をもっとアピールすると
良いのでは？サンデー山口とかで。
山口市にはお金を払って楽しみたくなる資源はありそうなので、商品化する
方法を民間さんと考えてみてはどうでしょうか？

5 都市整備
24 公共交通
の充実

6 経済・産
業

25 観光の振
興

9 まちづく
り全般

56 男 30歳代

新山口駅がきれいになり良くなっているが、周辺の施設が余り無く残念な部
分がある。何かシンボル的なショッピングセンターや他県からの人でも気軽
に入りやすい店など必要と思う。
広島駅は福屋やコストコ、岡山駅は大きなイオンモールが出来ている。山口
の玄関口にしては寂し過ぎる。

9 まちづく
り全般
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57 男 30歳代

僕の思う山口は、今の所全く満足出来ません。やはり都会で生活する方が便
利も良く、働き口の選択肢も多い。色々な情報もあり、東京や大阪、福岡な
どで産まれ育った人と比べると、やはり山口と言う環境は少しマイナスな気
がします。
後、町全体が保守的過ぎて、新しい事をしづらい雰囲気（高齢者が多いせ
い？）。例えば、飲食業をするとして、山口でするのと福岡でするのとでは
雲泥の差があると思います。なので、新しい産業、企業、開発をどんどん
行ってもらいたいです。ちゃんと新しい世代に目を向けて下さい。

9 まちづく
り全般

58 男 30歳代

①買い物に行きたい、店が少ない。
②他県から来たのですが、接客意識の低い店が多い。商業の発展は町の発展
につながると思う。
③道路が広いのは素晴らしいが、２号線の２車線において右折可能ポイント
が多過ぎて、追突事故を誘発する要因になっていると思う。
④電車の本数が少なくて利用意識が削がれる。

9 まちづく
り全般

5 都市整備
24 公共交通
の充実

59 男 30歳代 新山口駅近辺に大型ショッピングセンターを造って下さい。
9 まちづく
り全般

60 男 30歳代 合併してから小郡町は１つも良い事がない。公共料金が高くなって困る。 8 行政経営

34 公正、確
実な事務と
市民サービ
スの向上

61 男 30歳代

新山口駅前（北側）の再開発について。
①スピードが遅すぎる。
②コンベンションセンター正気（？）。
③駅が人を呼ぶのではなく、駅を使いやすい周辺整備を。人が集まる場所と
なるのであって、駅をまちづくりと連動して考えるべき。
④観光等、県の玄関としての機能も大変だが、それ以上に駅を普段使いする
人の考え、そういう人を増やすような駅・まちづくりをしないと駄目。
県の単位・市の単位で見ても、50～100年で考えた時に旧山口市街地（パー
クロードや商店街・湯田温泉等）よりも新山口駅前にポテンシャルがあるの
は明らか。人が減少し、コンパクトシティ化は時代の流れであり、交通の結
接点である新山口周辺を第１のコアにすべく、直ぐに動き出さないと、ビジ
ネス需要の高い徳山駅にとって代わられ、結果山口市全体が沈没すると考え
る。
選挙となるとどうしても新山口周辺の方が人口が少なく、力は弱いが、将来
を見据えて、力の重点を旧山口市が小郡へ移すべき。合併時の付帯決議で新
山口駅周辺に市役所を持ってくるとなっているが、いつやるの。

9 まちづく
り全般

62 男 30歳代

やるならやる。やらないのであればやらない。決断を持て。中途半端が一番
の無駄。
今更、意見や流行を取り込もうとしても遅いので、今やろうとしている事を
１つ１つをでっかくやって下さい。
今のやり方ではじり貧になる事は明白であり、規模も小さく、目立たずに、
役に立たなくなる。
アンケートをしても、言われる事は毎年同じような内容でしょうから、これ
は取り組んでいても目立っていなく、利用されていない。または知られてい
ないという事を示している。もっと目立って。

10 その他
9 まちづく
り全般

63 男 30歳代 地域の特色をそれぞれ生かして発展させて頂く事を望みます。
9 まちづく
り全般

64 男 30歳代

道路が整っているのは分かるのですが、白いラインが消えかかっていたり、
草だらけであったりして、とてもみすぼらしく感じます。パークロードも同
じです。人口はこれ以上増えなくても良いかもしれませんが、住んでいる人
が誇れるまちづくりをしていただけると良いと思います。若い人に関して
は、子育てに関する助成（医療費助成はかなり効果的）があると良いと思い
ます。

9 まちづく
り全般



自由意見

-187-

番号 性別 年齢 その他ご意見がありましたらお聞かせください。 分野１ 区分１ 分野２ 区分２ 分野３ 区分３ 分野４ 区分４ 分野５ 区分５

65 男 30歳代
問１２は、具体的に市が取り組んでいる事が市民に本当に伝わっているのか
すら分からない。

10 その他 35 調査

66 男 30歳代

新山口周辺で、低価格で暮らせる住居の確立を求めます。
メーカー、各社の多い場所であり人気も高く、都市部より高所得者が来るた
め賃貸住宅が高いのは分かるが、旧山口市と比べて高過ぎて、低所得者は住
めません。

9 まちづく
り全般

67 男 30歳代

①道路について。整備されている所と、整備されていない所がはっきり分か
れている。きらら浜通りから東岐波に抜ける道は、きらら浜まで整備された
道路の為、スピードを出した車がそのまま歩道もない整備されていない道路
を通って、宇部方面に抜けている。子供達の安全上、非常に危ないと思うの
で、対策が必要。
②ゴミ出しについて。宇部市から越してきたが、宇部市に比べて非常に出し
づらい印象がある。燃やせるゴミも週２回しかなく、そのうちで祭日が重な
れば収集は中止になり、週１回となる。宇部市の場合、週３回で、年末年始
以外は祭日も関係なく収集していた。またペットボトルやビンを所定のカゴ
に入れて出す作業。ビン等は数が少ないので対応もできるが、ペットボトル
は数も多くかさばり、カゴからいつも溢れ出ている状態である。カゴを並べ
るにもスペースが狭く、並べきれない為、ペットボトルが溢れる原因であ
る。せめてペットボトルは透明袋に入れた状態で収集してもらう等の改善を
しないと、当番の人がいつも大変だ。

5 都市整備
23 道路網の
整備

4 環境
19 循環型社
会の構築

68 男 30歳代

子供の人数が少なく、同級生が出来るのか心配です。なるべく保育園、小学
校時代には大人数の中で人と人とのコミュニケーションの仕方を習えた方が
良いのではないかと思いますので、田舎であっても人が移住して来やすいよ
うな環境作りが必要なのではないかと思います。
買い物も車で町の方まで毎回行かなければならないのも少し不満ですが、人
が集まり需要が増えると、スーパーなど進出しやすいような環境作りが出来
ると思います。
決して町が好きな訳ではありませんが、生活に必要な物を近場で購入出来る
ように、もう少しなれば良いのではと思います。
自然が多く、四季を感じられると言う点では満足しています。子供にも山口
の四季を、将来感じて欲しいと思っています。

9 まちづく
り全般

69 女 30歳代
新しいもの、ことにお金を使う事も必要だが、今ある資源を再評価し、お金
を使って欲しい。修復、保護など（自然、神社、お寺、田畑など）。
伝統的な技術を持つ人、企業にスポットを当てて欲しい。

9 まちづく
り全般

70 女 30歳代
交通が不便過ぎます。車を運転出来ない私におって、ここはとても辛い県で
す。子供達にも可哀想な思いをさせています。バス、電車をもっともっと増
やして下さい。

5 都市整備
24 公共交通
の充実

71 女 30歳代
山口市は治安が良いので、これからも若い子供達の為に、24時間遊べる（過
ごせる）場所をつくらないでほしいです。長閑で、ゆったりとした山口市が
大好きなので、これからもずっと住み続けたいです。

9 まちづく
り全般

72 女 30歳代

緊急時の救急搬送について。
明らかに山口市の方が近いのに、市境をほんの少し越えた所で呼んだだけ
で、３倍以上時間のかかる隣市の病院へ搬送する事に憤りを感じました。
もっとフレキシブルに対応する事は不可能なのでしょうか？

3 生活安全
14 消防・救
急体制

73 女 30歳代 防犯カメラの設置を望む。 3 生活安全
16 犯罪対策
と消費者保
護
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74 女 30歳代

今まで福岡、京都など他県に住んだ事もあったが、全体的に見て山口は住み
やすいと感じます。ただ、人口や利用者数の問題もあるが、バスや電車等の
便が少ないと思う。若いうちは車で移動出来るが、年を取ると生活しにくく
なる。８０代になっても運転しなければならない環境だと、事故につなが
る。実際に通院に自家用車を運転していた８０代の方が、事故で入院された
事があった。その方の家の近くには病院やバス停が無く、タクシーで通院す
るには金銭的に難しいと言う事だった。そう言った方々のためにも、地域で
週に何回か通院、買い物をするためのバスを出すなどして欲しい。

5 都市整備
24 公共交通
の充実

75 女 30歳代

我が子は２人共、療育に通っています。自閉症です。子供の発達支援のサー
ビスは凄く充実しており、感謝しております。しかし娘が障がい課で初めて
受給証の申請をした時、調査すらしてくれず、電話で門前払いでした。その
悔しさは忘れていません。調査だけでもして下さったら、受給証は貰えなく
ても納得していました。その後、周りの支援者の方々の後押しで、別の方が
調査に来て下さり、受給証が発行され、今に至ります。子供に限らず、高齢
者の方達、障がいのある方々が安心して暮らせるまちづくりを希望します。

8 行政経営

34 公正、確
実な事務と
市民サービ
スの向上

1 健康福祉

76 女 30歳代

①自然環境
地区でゴミの管理をされる方がおられますが、市よりお金を貰いやっておら
れる方がちゃんとおられず、毎回町内のゴミのルールが守られていません。
以前のゴミの管理の方はちゃんとゴミの日の朝、ゴミ箱の横に立って管理さ
れておられましたが、今の方はその様な事も無く、プラや新聞の日にコンテ
ナを出し忘れていたり、猫やカラスがゴミを荒らしてもその掃除すらする事
もありません。もう少し管理がちゃんと出来る方の方が市民としては安心出
来ます。ちゃんと出来ないのにお金だけ貰い、仕事をしない人はダメだと思
う。
②交通ルール
携帯をピコピコしながら自転車に乗る人の罰金などをもう少し強化して、パ
トロールをしているパトカーの人も捕まえて欲しい。危なくて仕方無い。何
回も私も車にぶつかられかけています。
③保育園を増やす事をもう少し市も考えて欲しいです。待機児童が多く、他
の地域のお母さん方も困っています。宇部市は女性市長さんなので、子育て
のしやすい環境だと思います。山口もそんな市にして欲しいです。

4 環境
21 生活環境
の充実

3 生活安全
15 交通安全
対策

1 健康福祉
2 子育て支
援

77 女 30歳代

①子供の福祉に力を入れて欲しい。
②小学生まで医療費無償化を望む。
③高齢者のケア、受け入れは必要だと思うが、次世代の教育等、もっと力を
入れて貰わないと安心出来ない。
④下水道整備も早くして欲しい。近くの工事があったかと思うとすぐ別の場
所になって、なかなか下水道にならない。
⑤道路ばかり作らないでも良いと思う。もっと住環境を重視して欲しい。
⑥もっと市民の声を聞いて、市政に取り入れて欲しい。

1 健康福祉
2 子育て支
援

2 教育・文
化

4 環境
20 下水道等
の整備

9 まちづく
り全般

78 女 30歳代
雇用を増やして、若者が働きやすい街に、そして少しでも都市化へ。
湯田の飲屋街や商店街をもっともっと活性化して欲しいです。

6 経済・産
業

30 地場産業
の振興と勤
労福祉

9 まちづく
り全般

79 女 30歳代
市の職員の方にとても不満があります。対応される時にどうしてイライラし
た対応されるのでしょうか。その改善だけを願います。

8 行政経営

34 公正、確
実な事務と
市民サービ
スの向上
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80 女 30歳代

山口市は県庁所在地でありながら、程良い自然と落ち着きを持った町です。
私自身も山口市の住み良さを求めて下関市から移住して来ました。この山口
市の住み良さをもっとアピールしても良いのでは無いでしょうか。子育てに
はとても適した町だと思います。子供の笑顔で溢れる町になって行って欲し
いと思います。
また、山口市はもう少し観光に対する力を入れても良いのではと思います。
維新ゆかりの地でありながら、その魅力が生かされていないように感じま
す。山口市にも他市や他県に誇れるイベントや観光地となりそうな町並みの
整備があると、もっと素敵になるのではと思います。

9 まちづく
り全般

6 経済・産
業

25 観光の振
興

81 女 30歳代 子供の医療費負担を小学校まで伸ばして欲しい。３割はきついです。 1 健康福祉
2 子育て支
援

82 女 30歳代

子育て中の親として、子供が遊べる場所をもっと増やしてほしいです。遊べ
る場所というか、公園というか、簡単な広場で良いです。空地みたいな。地
域に１ヶ所ずつ公園があっても、やっぱり少し距離があるし、駐車場もな
い。歩いて行くにも交通量が多いので（狭い橋を渡る必要があったり）、行
く事をためらってしまいます。
近くに農業試験場のグラウンドがありますが、入ってはいけないと書かれて
います。あんなに広い場所、もったいない。開放していただけませんか。も
しくは事務で受付をして入らせてもらう形でもかまいません。農業試験場の
元社宅の辺りもスペースがあります。是非、子供達の為に開放して下さい。
元社宅を取り壊し、広場にしてもらえませんか。遊具はなくてもかまいませ
ん。子供達が自由にのびのび遊べる場所をどんどん増やしていってほしいで
す。
ショッピングセンター等を増やしても、喜ぶのは大人。子供は買物待ちぼう
けくらい。音の大きな建物の中でゲームやジャンクフード。健全な子供には
育ちません。
子供の為に何かできる山口市であってほしいと思います。将来を担うのは子
供達です。子育て支援センターや子供のイベントが多いのは大変評価してい
ます。図書館が充実しているのも嬉しいです。普段、幼稚園や学校から帰っ
て、ちょっと体を動かせる広場がほしいです。赤ちゃんの頃はここで助かっ
ていましたが、室内では物足りなくなってきた３歳からの遊ぶ場所がない。
宜しくお願いします。

1 健康福祉
2 子育て支
援

83 女 30歳代

山口市は故郷であり、大好きです。しかし10代・20代にとっては魅力の少な
いところがあり、私も一度は他県に出ました。30代になって、やっぱり故郷
が良いと感じ、Ｕターンしました。私の周りにもそういう方が何人かいま
す。また戻ってきたいと思えるという事は、やはり安心できる魅力を持って
いるという事なのだと思いますが、10代～20代は進学・就職で、どうしても
流出しやすい年代だと思います。その為、高齢者の割合が増え、高齢化問題
が出てくるところもあるのかなと思います。
子育て世代としては、子供が安心して教育・医療を受けられるサービスが充
実してくると嬉しいです。私は今はパートに出ていますが、つい最近まで専
業主婦でした。専業主婦でも、働くママでも、周りの理解・共感があると、
心が安定します。子供に対してもですが、母親（父親）に対しても、サポー
トしていただけたら嬉しいです。

1 健康福祉
2 子育て支
援

84 女 30歳代 このアンケートが本当に事業に活用されるのか不安。 10 その他 35 調査

85 女 30歳代

自らが知りたいと思っても、ちょうど欲しい情報が入手出来ない事がある
（市、県、行政サービス）。後から知って残念だった事などがある。皆が分
かるような広報をして欲しい。知らないで損している人も多いと思う。
基本的にはとても住みやすい町だと思うので、もっと魅力的で、他県の人に
も遊びに来て貰えるような町になって欲しいです。

8 行政経営
33 計画的、
効果的な行
政経営

9 まちづく
り全般
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86 女 30歳代

主人が休日、夜間診療所に行って溶連菌の診断を受けました。溶連菌は抗生
剤を７〜１０日飲み続けないといけない病気なのに、薬が１日分しか貰え
ず、「次の日にかかりつけ医に行って下さい」と言われました。仕事をして
いて病院にも日中はなかなか行きづらいし、医療費を２回分払う事になりま
した。
どうにかなりませんか？

1 健康福祉
1 保健・医
療

87 女 30歳代

山口市に住んで約４年になります。「住めば都」だなと思っていますが、バ
スが本当分かりにくく、一度も乗った事がありません。乗ってしまうとどこ
へ行くのか分からないというのも不安の１つです。
子供の医療費等、¥0というのは本当に助かっています。病院へ行くのをため
らう事なく行けるのはもの凄いメリットです。これから少子化で～と言われ
ていますが、ずっと続けてほしいと思います。
あと空家問題等ありますが、若い世代で転勤族だとなかなか家を買う、買い
たいけど買えないと悩む方がいると思います。市が安く空家を買い取り、リ
フォームして貸す、住んでもらい空家を減らす、そのまま気に入ったら買っ
てもらったり、転勤するまで住んでもらったりというサービスがあれば、私
は使ってみたいと思います。
買わなくても住み続けてもらえば、家賃代は市に入るし、買う時にも市に入
るので良いかなと勝手に思っています。
マンションが良い人もいますが、一軒家で子供をもう１人作ろうかな等考え
るきっかけになる気がします。アパート等より周りを気にせずに済むので。
できれば家賃安く。

9 まちづく
り全般

88 女 30歳代

①お店がバラバラに立地しているので、買う者によっていちいち移動が必
要。そこに行けば何でも揃うと言うような商業施設が必要と思う。病院、図
書館、郵便局、映画館など色々。子供が小さいといちいち移動出来ない事が
多い。子育て支援の一つだと思う。
②「子育て支援」と言うけれど、まだお腹の中にいる赤ちゃんも含めた支援
が必要と思う。妊婦になると、仕事が出来なくなる事や、妊婦だからと職場
で肩身が狭くなったりするため、無理して働いて取り返しのつかない事に
なったりする。
人口減少対策のためにも、妊婦になっても安心して生活出来る制度が必要。
それがまだ産まれる前の赤ちゃんも含めた子育て支援になると思う。
妊婦手当て、妊娠休暇とか（結局妊婦への支援になるのかも知れません）？
現在も申請したら軽い業務に変更出来る制度があるが、申請出来ない状況も
ある。結局人口減少、少子化に影響出来る妊婦が弱者で軽く扱われていると
思う。
③妊娠７ヶ月〜子供が１歳になるまでの駐車場の許可を、妊娠の初期から発
行出来るようにして欲しい。お腹が大きくなくても大事な時期に変わりない
と思う。
④小学校等にスクールバスを設置して欲しい。車がすぐ横を通る道を、小さ
い子供達が歩いていて本当に危ない。危険人物も増加している。本当は毎日
学校まで送迎するのが良いけれど、出来ない時もある。
⑤防犯カメラの設置の強化をして欲しい。
⑥警察と連携して、パトロールの強化をして欲しい。

5 都市整備
22 都市機能
の充実

1 健康福祉
2 子育て支
援

2 教育・文
化

8 学校教育
の推進

3 生活安全
16 犯罪対策
と消費者保
護
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89 女 30歳代

①防府に比べて住民税が高い。
②コミュニティバスの停車駅が少ない。
③大型でパートが夢タウンくらいしか無いので、もっと出来て欲しい。
④NTT西日本のインターネットの誘致がしつこい。
⑤花火大会が少ない。
⑥動物保護への意識が低い！もっと大事にするべき！むやみに子犬、子猫を
産ませないようブリーダーの方への監視をした方が良い。動物（犬猫）の処
分反対！

9 まちづく
り全般

90 女 30歳代

ゴミの分別ですが、各自治体の中で当番で分別のチェックを行っています。
朝の忙しい時間帯に行うので、仕事をしている人には負担になっていると感
じます。
山口市は他の市と比べて税金が高いので、サービスの中に入っていてもおか
しくないと感じます。

4 環境
19 循環型社
会の構築

8 行政経営

91 女 30歳代
保育園に入園出来ないので、働きたくても働けずに困っています。認可外の
保育園の保育料も、市からの協力があると助かります。

1 健康福祉
2 子育て支
援

92 女 30歳代

自家用車を持たない人・高齢者・障害者が移動しやすい街になると良い。バ
ス・電車は使いにくい。ワンステップバスをもっと取り入れてほしい。商店
街・山口駅周辺等、歩行者にとって心地良いつくりになると良い。今後の開
発に期待しています。
比較的都市部なのもあり、コミュニティの力が弱い事を感じる。住んでいる
者の心がけも大切であるが、地域のつながりを強化できる仕組みがあると良
い。平川地区は学生も多く、定住する人は少ないが。

5 都市整備
24 公共交通
の充実

7 自治振興

31 地域コ
ミュニティ
活動や市民
活動の充実

93 女 30歳代 若者の求人をもう少し増やしてほしい。
9 まちづく
り全般

94 女 30歳代
山口市が、日本の市町村の手本となる程の力強い防災対策を手に入れるよ
う。
人々が安心して暮らせば人口も増え、活気が出ると思います。

3 生活安全 13 災害対策

95 女 30歳代
許可保育所をもっと増やすか、定員を増やす等をしてほしい。10ヶ月以上も
待機している。

1 健康福祉
2 子育て支
援

96 女 30歳代

①道路交通網の整備について。現在、平川地域～大歳地域の計画道路整備が
行われています。２年前には椹野川へかかる橋が立派になりました。立派に
なるのは素晴らしいと思いますが、抜道として利用する車の数が格段に増え
ました。小学校の通学路となっている区域への車の流入が増え、登下校のみ
ならず、生活道路としての安全性に不安があります。“ゾーン30”との設定
がなされ、ドライバーも気を付けているとは思いますが、例外な車も多く困
ります。道路整備事業は喜ばしい事ですが、どの区域を優先し、どのルート
を結ぶと車も人もより安全になるのか、計画を今一度考えていただきたいで
す。
②さまざまな施設に設置してあるリーフレット等について。一例ですが、図
書館やスポーツ施設等にリーフレットや広告が設置してありますが、市が発
行・印刷しているものもたくさんありますよね。内容もさまざまで、各方面
の取り組みを紹介する有効な手法だとは思います。しかし印刷部数が過剰で
はありませんか。山ほどある印刷物を眺めていると「税金を使って作ってい
るのだろう。数が多すぎるのでは、もったいない。他に税金の用途はあるの
ではないか」等、つい考えてしまいます。今一度、本当に必要な部数を見直
し、削減できるところではありませんか。

5 都市整備
23 道路網の
整備

8 行政経営
33 計画的、
効果的な行
政経営

97 女 30歳代

①「ゾーン30」の道路。平気で30km以上で走行している人が多い。守ってい
たら、後ろの車にあおられる。交通のマナーが悪い人が多い。標識「30」見
えてる（？）、知ってる（？）。もっと交通安全運動に力を。
②道路（無駄に）整備されている。
③子育てを安心してできる町になってほしい。まずは子供を預ける場所。

3 生活安全
15 交通安全
対策

5 都市整備
23 道路網の
整備

1 健康福祉
2 子育て支
援
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98 女 30歳代

本人は障害者です。何もできないので代筆です。
今現在、36歳。私は57歳。これからの事を考えると、いつまで家で介護がで
きるか分かりません。私が死んでしまったら介護する者はいないので、この
子はどうなるのでしょう。この事だけです。本当にどうしたら良いのでしょ
うか。

1 健康福祉
4 障がい者
福祉

99 女 30歳代

①もっと観光客が来たいと思うまちづくりをしていくべきだと思う。
②少子化対策として、不妊治療の助成金について見直してほしい（自費の負
担が大きすぎる為、金銭的な問題で治療を受ける事ができない事がある）。
③若い世代が県外（市外）へ出ていかないような魅力的なまちづくりをして
ほしい。ショッピングをする場所、働く場所の確保。

6 経済・産
業

25 観光の振
興

1 健康福祉
2 子育て支
援

9 まちづく
り全般

100 女 30歳代

①佐山地区に下水道をお願いします。中心部は住みやすい環境作りが進んで
いますが、嘉川や佐山も目を向けて下さい。
②阿知須にはサンパークがありますが、若い世代がお買い物をしたいと思う
お店がありません。若い世代は広島は小倉、小野田のサンパークへ足を運び
ます。今回のジャンボリーでも多くの外国人の方が来られていましたが、楽
しみやすい空間にして下さい。中心部は米屋町商店街やゆめタウン山口、フ
ジグラン山口など、楽しめる所があります。中心部だけ人が集まって、同じ
山口市なのにこれでは寂しいです。
③この意見が伝わるのか不安です。何のための調査なのか疑問です。市民の
声を受け止めて頂きたいです。市役所の方々は、佐山や嘉川地区を今後どう
して行きたいのか知りたいです。

4 環境
20 下水道等
の整備

9 まちづく
り全般

10 その他 35 調査

101 女 30歳代

外部から山口に来た時、山口駅より新山口駅に近い所の方が宇部空港にアク
セスしやすい。利便性が高いと感じた（そのため小郡在住）。
湯田方面に力を入れている事を見直しても、良い所があるように思われる
が。

9 まちづく
り全般

102 女 30歳代

①休日など「どこへ行こうか」となった際、子連れで楽しめる場所は公園く
らいしか無く、結局市外や県外に行かなければならないので残念です。
②子供が３人いますが、もう少し補助などあれば助かります。子供２人が幼
稚園に今後通うようになりますが、正直経済面で不安です。他県ではその点
で充分なほど補助がある地域もあるようで、羨ましいです。人口減少がある
状況では難しいのでしょうか。

5 都市整備
22 都市機能
の充実

1 健康福祉
2 子育て支
援

103 女 30歳代
新山口駅周辺にショッピングモールが欲しいです。日用品から食材、洋服な
ど一カ所で買い物が出来る場所が小郡には無いので、何カ所もお店を回るの
は、子育てしている人にも高齢者にも不便に感じます。

9 まちづく
り全般

104 女 30歳代

今の駅開発は本当に建設的（前向き）な事なのだろうか。ただ便利になるだ
けでは意味が無い。そして、住民のどれだけが望んだのか。人が集うような
商業施設を兼ねるとか、そう言う方向にあるのか。
同じ地域に住んでいながら情報も少ないし、もっとオープンな行政であるべ
きではないか？

9 まちづく
り全般



自由意見

-193-

番号 性別 年齢 その他ご意見がありましたらお聞かせください。 分野１ 区分１ 分野２ 区分２ 分野３ 区分３ 分野４ 区分４ 分野５ 区分５

105 女 30歳代

他県に比べて、山口市の行政や教育委員会の対応が市民にとって十分では無
いと感じる事が多い。小郡町の時の方が福祉は充実していた。
国公立の大学も同じだが、市役所や県職員の対応におどしを感じる事があ
り、市民に対して上から目線で良心的では無い。パワハラやセクハラも多
く、市民の信頼に応える行政経営が機能していない。
年金や税金など、収入の低い世代からすると負担になり、お金のかかる結婚
や出産に前向きになれない。生活保護の方が生活が安定している。出産後も
働かなければ、夫の収入だけで生活出来ないため、育児や家事の負担が女性
に集中し、うつ病になったり虐待になるケースも多い。
残業が多く、働き盛りの世代でもうつ病や自殺が増え、家庭の事に目を向け
る余裕が無い。
まちづくりに必要だと思われる事は、１０年後の生活に明るい見通しが持て
るよう、子育て世代や若者の支援をする事で将来に明るい見通しを持てる世
代が、高齢者や年金制度を支えて行く事につながる。
市民の生活が安心、安全で無ければ災害発生時にも支え合う事が出来ず、行
政の負担につながると思う。

8 行政経営
9 まちづく
り全般

106 女 30歳代 子育て支援、本当に困っているので何とかして下さい。 1 健康福祉
2 子育て支
援

107 女 30歳代
停電の際に、住んでいる地域の復旧が遅いので改善して欲しいです。
幹線道路沿いに比べ遅いです。

3 生活安全 13 災害対策

108 女 30歳代
市の施設の受付等、態度が悪い人がいる。定年後、再就職しているのか、態
度が冷たい。不愉快になる時がある。支所等に行った時も人によっては態度
が悪すぎ。ちゃんと仕事をしてほしい。

8 行政経営

34 公正、確
実な事務と
市民サービ
スの向上

109 女 30歳代
市の取り組みとして、寡婦控除の枠を広げてほしい。岡山市・千葉市・松山
市のように自治体が実施しているところと同じように。

8 行政経営

110 女 30歳代
新山口駅周辺をもっと活性化してほしい。山口または小郡に映画館を使って
ほしい。電車の時間帯をもっと増やしてほしい（夜間）。仁保津地域の車の
渋滞しすぎ。

9 まちづく
り全般

111 女 30歳代

山口市はとても子供にとっても暮らしやすい町だと思います。山口が大好き
です。市の職員の方々にも感謝しております。この場をかりて好きな事を書
くと（こうなれば良いなぁという理想です）、フランスの映画に「未来の食
卓」という映画があります。南フランスのある村で、給食・高齢者の食事を
オーガニックにするという話です。TPP・農薬・放射能等、食の安全がとて
も気になります。今、子供の学校の給食は和食の「孫は優しい」でとても素
晴らしいのですが、素材もなるべく地産地消。なるべくオーガニックだと良
いなと思います（そういう事で税金が高くなるならかまいません）。給食か
ら山口の良さをアピールしていくのも、若い子育て世代の移住者を増やすと
思います。給食から町おこしもできるのでは（給食からレシピ本が出て有名
になった幼稚園・会社もあります）。また油谷の棚田の取り組み（自然米）
のように、山口の良さを伸ばして、もっと県外にPRしていけば良いと思いま
す。
近々、医療費が中学校まで無料になるとの事を本当に嬉しく思います。
これからもより良い山口になるよう、宜しくお願いします。私も自分なりに
考えて、出来る限り子供達にとって明るい未来になるよう努力していきたい
です。ありがとうございました。

9 まちづく
り全般

112 女 30歳代

山口市の上品な雰囲気、きれいな町並みや自然の豊かさはとても素晴らしい
と思います。町にはほとんどゴミが落ちていないので、山口の住民の方の意
識が高いと思います。
山口の良さを生かしつつ、新しいものを取り入れて山口が活性化する事を
願っております（阿知須きららドームの世界スカウトジャンボリーや、夏
フェスetc、凄く良いイベントでした！）。

9 まちづく
り全般
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113 女 30歳代 子供達がのびのびと暮らせるまちづくりを期待しています。
9 まちづく
り全般

114 女 30歳代

自分の家族もそろそろ高齢者になりますが、年々年金や社会保障が低くなっ
ているように思います。医療・福祉制度の締め付けがこれ以上厳しくなると
不安です。
住み良いまちづくりの為、住んでる人もどんどんまちづくりに協力していく
べきだと思っています。

1 健康福祉

115 女 30歳代
地域の学校の小規模化が気になります。統合に向けての取組みはどのように
なっているのでしょうか？

2 教育・文
化

8 学校教育
の推進

116 女 30歳代
いつもありがとうございます。一市民として、私も頑張ります。何かできる
事を。

10 その他

117 女 30歳代

①徳地～防府へ行く道路に雨が降ると、水が溜まり、運転しにくい。雪の時
は水が溜まっている所が凍ってしまう為、道路の整備をしてほしいです。一
部分だけでなく、道路のへこみがたくさんあり、困っています。山口へ行く
道路も同じです。交通事故防止の為にもお願いしたい。田舎で安心して暮ら
せるようにしてほしい。
②徳地～防府、山口へ行くには40分位かかる為、徳地の病院がなくならない
ようにしてほしい。１つでもあると助かります。高齢化も進み、ずっと病院
があるのだろうかと不安です。
自然豊かな大好きな山口で、安心してこれからも暮らせるように上記２つ
（①・②）の事をお願いします。今回意見を聞いて下さり、ありがとうござ
います。宜しくお願いします。

5 都市整備
23 道路網の
整備

1 健康福祉
1 保健・医
療

118 － 30歳代

ホームページ上で市へ意見を求めるにしても、匿名性を持たせたりして、気
軽に意見を言えるような環境の整備が必要と考えます。
不毛な意見も増えると思いますが、現状のままで有用な意見が多く寄せられ
ているのか、疑問を感じます。そうでもしないと、特に今の若い方々の意見
が市に届く事は今後も無いと思います（水面下で文句を言うばかりで何の改
善にも繋がらず、結局他県に移ったりする事で手っ取り早く安易な方へ逃
げ、何の解決にもなっていない現状があると思います）。
返信用封筒にのりやテープすら付いていないが、こう言う事に気付ける人材
がいるかどうかはとても重要ではないかと思います。

10 その他 35 調査

119 男 40歳代 とにかく町の活性化を求む。
9 まちづく
り全般

120 男 40歳代
9/19～20にMaker FaireがYCAMで開催されたのは、大変素晴らしかった。地
方でMaker Faire見れる機会は重要。

2 教育・文
化

10 文化の振
興

121 男 40歳代

民間サービス業会では、ボーナス支給時に支給額相当のノルマを持ち、自社
販売品のセールスを行う。県および市職員間でも、まず地場企業、商店で買
い物をする（資本元を考えて欲しい。ゆめタウンより丸久、井筒屋だ）。公
共交通機関を利用（電車、バス、タクシー）して欲しい。私達に利用しろと
言う前に、自分達も利用しろ。朝夕のバスはガラガラなのに、主要道路は交
通渋滞とは何事だ！そこをまず考えるべき。
それを実行してみて初めて、地元商店の有難さ、利用しやすさ（高齢者の気
持ち、高齢者が住みやすいまちづくりも分かると思う）、地元の発展や賑わ
いにつながるのではないだろうか。

10 その他
9 まちづく
り全般

122 男 40歳代

人を集め、都市コストを削除出来るコンパクトシティーを推進して欲しい。
市内一率サービスは無駄が多い。ゾーニングをして欲しい。
市街地で集めた税金を中山間地、人口減少地域で使い過ぎ。全体が沈下して
いる。成長する事業には投資して欲しい。
新山口駅事業は固定資産税収もUPせず、税を使っただけ。無駄を見直して欲
しい。

9 まちづく
り全般
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123 男 40歳代

高速道路（中国道、山陽道、山口宇部道路）が集中しているので、大型の
ショッピングモールやアウトレットなどが出来ると良い。食料品以外の買い
物は県外に出る事が多いので、山口市、県にとって損だと思います。地場の
企業さんだけでは競争力が働かず、盛り上がらない。
子供の医療費の補助があると良いです。無料やワンコイン（５００円）で診
察が受けられる市町村がある中、通常の料金では辛いです。

9 まちづく
り全般

1 健康福祉
2 子育て支
援

124 男 40歳代

山口市が行政運営で特に優れている点、他の都市に比べて特徴的な運営をし
ているように感じられない。もう少し本気にまちづくりをしてほしい。これ
からは高齢化が避けて通れないので、高齢者が住みたくなる町、暮らしやす
いまちづくり、福祉医療の充実を本気で取り組んでほしい。

※アンケートをちゃんと返信してもらいたいなら、返信しやすくする工夫
を。返信用封筒は封をしやすいようにのりかテープを付けておくとか。わざ
わざ自分でのりづけしなければならないというだけで返信する気がなくな
る。市役所職員は市民目線や相手の立場になって物事を見る・感じる事が、
他の職業以上に求められる事を職員全員が再確認すべきです。

9 まちづく
り全般

10 その他 35 調査

125 男 40歳代

①社会教育をはじめ、教養・学校教育を中心に大変充実しており、生活はし
やすい。鹿児島市も科学館・歴史館等充実しており、山口市も人口規模は違
えど頑張ってほしい。
②山口市でも空家対策の急務であると感じます。アドバイス・補助金等があ
ればPRをお願いします。他県では水道引込負担金は自治体負担があると聞き
ましたが。
いろいろ書きましたが、今の山口市のメリットを活かしつつ、市政の充実を
お願いします。

9 まちづく
り全般

126 男 40歳代

県庁所在地のせいか、県都・県政はみえますが、市政や市としてのコミュニ
ティはあまりみえません。もっと山口市に住んでいて、山口市はどのような
未来イメージを持っているのか、山口市が取り組んでいる事を市民にアピー
ルすべきではないでしょうか。古い物を大切にする事は良いと思います。今
の街をベースに未来に夢を持てる街にしてほしいです。

9 まちづく
り全般

127 男 40歳代

①問７のまちづくりを推進して行くため、もっと民間企業出身者の力を借り
るべきである。例えば、４０歳以上の民間企業で働く市民を何十人か市でス
カウトし、公務員目線では無い一市民からの意見も取り入れ、それぞれの人
材の長所を生かした部門で力を発揮して貰うべきではないか。
（例）営業経験者で、尚且つ実績を残している人材に交渉担当させる。様々
なイベント企画や、まちづくりのアイディア、デザインなどを担当させるな
ど。
②個人的にはYCAMを良く利用するのだが、周囲の人々への浸透度が低いよう
に感じる。せっかくの素晴らしい施設なので、もっと利用者を増やすため広
告など増やして有効利用して貰うべき。
③山口南部地区に企業誘致をし、きらら博の際に整備された道路を活用す
る。まずは人口を確保し、税収を安定させないと、行政サービスや防災のた
めの計画を立てても無駄。
④山口北部の農業地域、山口南部の工業地域、山口中部の行政地域。縦に長
い市の地形を生かし、３つの地域の特色を明確にして行く市になって行く事
を望みます。

9 まちづく
り全般

2 教育・文
化

10 文化の振
興

6 経済・産
業
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128 男 40歳代

特に不満はないのだが、これといった良い事もない。たぶん、これが良いと
ころなんだろうが、面白みがない。
温泉・歴史・SL等アイテムはあるが、活かせてない。農産業にしても良い物
はあるが、目立たない。
スカウトジャンボリーは成功したが、その後につながるのか。広くアピール
も良いが、狭い所に特化した物をアピールするのも良いのでは。
JAとの連携も必要となるが、水のきれいな高地のお米として阿東米をしっか
りしたブランド米としてアピールしてみたり等の手もあると思う。

9 まちづく
り全般

129 男 40歳代

幹線道路から１本中に入ると、電柱（電線）が多くて非常に見苦しく感じま
す。特に歴史（由緒）ある旧街道沿いには、由緒ある観光スポットとして価
値あるものも点在しているにも関わらず、電柱（電線）が道の左右に乱立し
ていて、歩行者や車も通りづらい状況です。もう少し整理ができないかと思
う次第です。

5 都市整備
22 都市機能
の充実

130 男 40歳代
問11（人口減少や高齢社会に歯止めをかけるために必要な取組は何だと思わ
れますか）については、ほとんどの取り組みが必要と感じます。頑張ってほ
しい。

9 まちづく
り全般

131 男 40歳代
山口市も合併により広くなったため、それぞれの地域の実情に合わせた施策
を取って欲しい。

9 まちづく
り全般

132 男 40歳代
①９号BPの信号が多い為、スムーズに進めない。
②とにかくバスの便数が少なく、不自由である（電車等、他の公共機関もな
い為）。

9 まちづく
り全般

5 都市整備
24 公共交通
の充実

133 男 40歳代
合併条件でありました市役所庁舎の移設については、移設する事無く現状地
点まわりに留めるようにお願いします。

9 まちづく
り全般

134 男 40歳代 水害対策をしっかりして欲しい。 3 生活安全 13 災害対策

135 男 40歳代
①企業や各チェーン店の支店の誘致が活性化につながると思います。
②新幹線が停まるようにして貰って、新山口から各地へのアクセスを増やし
て欲しい。

9 まちづく
り全般

5 都市整備
24 公共交通
の充実

136 男 40歳代

以前、仕事で収入が余り無く年金が払えなかったので市役所に手続き（免除
が減割）に行ったが、家にはがきが来ると言って２年間くらい何も無かっ
た。その後日立トリプルウィンと言う所から電話が来たので、その事を言う
とあっさりと免除になった。
２年間無理をして生活を切り詰めて年金を払っていたが、免除で払わなくて
も良かったと思うと、市役所に行かない方が良かったと思う。免除になった
時よりも収入が少なかったので、２年間は必ず免除になっていたはずです。
市役所は書類（戸籍など）だけ取りに行くだけで、その他は申し訳無いが使
えないと思った。もう少し住民の事を考えて欲しいと思った。

8 行政経営

34 公正、確
実な事務と
市民サービ
スの向上

137 男 40歳代
小学校の集団登校が無いのには驚いた。他県より引っ越して来た際には、子
供がいる家庭は困ると思います。

2 教育・文
化

8 学校教育
の推進

138 男 40歳代

精神疾患、疾病者へのサポート力が弱いと思います。
通院患者同士のトラブル、悪循環を、知人を通してみた事があります。本人
達は努力していますが、知人、友人、家族では限界があります。　病院とは
別に、本人達が安心出来る居場所を提供出来ませんか。よろしくお願いしま
す。

1 健康福祉
4 障がい者
福祉

139 男 40歳代 行政サービスは概ね満足しています。 8 行政経営

140 男 40歳代

歩行者専用道路の無い所の、枝、雑草の整備をきちんとして欲しい。
整備が無いため歩行者、自転車の学生、老人、特に夕方〜夜間は道路側に
入って通行するため、事故になりやすい。
住みやすい環境に税金を使って欲しい。

5 都市整備
22 都市機能
の充実
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141 男 40歳代
２４時間のゴミステーションにキャップ、生ゴミ、プラスチックも捨てさせ
て欲しい。捨てられないものがあれば困ります。中途半端である。手洗い場
も欲しいです。

4 環境
19 循環型社
会の構築

142 男 40歳代

小郡新町の長崎ちゃんめんのある交差点はストレスです（国道）。川から出
てくるのと、美祢から出てくる信号が同時に青になるのは非常に危険を感じ
ます。片側ずつにするかしてほしい。また小郡方面から川に右折するのがリ
スクが高すぎる為、いつも別ルートをわざわざ遠回りしてまで選択していま
す。実際、事故も多いです。時差式信号では対応しきれていないと感じま
す。

5 都市整備
23 道路網の
整備

143 男 40歳代

考え方を新しくしないと変わらない。若い人の意見を潰しているようでは先
は無い。
議会、議員は何をしている？胸を張って歩けるか？税金を食らっていると言
う自覚はあるか？選挙の時だけしか頭を下げないのか？

10 その他 35 調査

144 男 40歳代
書類等貰いに行きたいと思っても土日に休みで、貰いに行く事が難しい。平
日以外で住民票等受け取れる環境があれば良い（もうあるのかも知れない
が）。

8 行政経営

34 公正、確
実な事務と
市民サービ
スの向上

145 男 40歳代

①きらら博のようなイベントを５年置きくらいに定期的に開催して、人が集
まるようにしたら良い。
②防府市のルルサス・アスピラートのような施設が各地域にある人が集まり
やすいと思う。

9 まちづく
り全般

146 女 40歳代

問２について
（食料品、雑貨）（衣料品、家電）それぞれ同じ地域で買うとは限りませ
ん。電気屋の近くに必ず衣料品店がありますか？スーパーで買い物をする日
も、ドラッグストアに行く日もあります。市内、市外、県外、通販、その
他、もしくは食料品なら○○地域、雑貨なら、衣料品は、家電は、と分かれ
ていれば答えやすかったです。
同様の理由から、医療機関も同地区とは限りません。内科なら〇〇地域だけ
れど、眼科には○○地域に行っている等。

10 その他 35 調査

147 女 40歳代
信号機が多い。必要な所は良いが、数メートル先に、そこは要らないだろう
と言う所がいくつかある。渋滞の元になっていると思う。
市役所の駐車場のスペースが狭いし、停めにくい。

9 まちづく
り全般
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148 女 40歳代

山口市は公務員の町だから、観光も下手だと思う。まちづくりも見た目（景
観）とかいうけれど、そこで生活している者にとっては、そんなものでは実
際には生活できない、そんな事にばかり力を入れていると、山口市はどんど
ん寂れていくのではないか。子供にもいずれ山口市を離れて、高齢になって
体が不自由になったり、将来の事も見据えて、今後生活する地域（県外も含
め）を考えてほしいと思っている。山口市に住んでいると、車が運転できな
いと仕事もだけれど、買物や通勤にも困る。バスも不便。JRも駅が遠い上
に、便が少ない。周りには高齢者が多く、若い人はこの辺りには住まない。
時間もお金もある高齢者はやたら地域であれこれやりたがるが、貧乏で暇の
ない私達には、そんな無駄な事はやっていられない。
公務員の皆様は給与水準は高いけれど、小さい企業の者は半分以下。３分の
１以下。公共料金は高いし、何をしても不便だし、これ以上年を取る前にで
きるだけ早く、そこそこ生活に不便のない所に移りたい。
山口市は仕事もなかなかないし、民間は給料が安くて、生活がなりたたない
のに、公共料金が高すぎる。
優良企業を増やすとか、育てるとかしないと、どんどん人が減っていくので
はないかなぁと思う。住みづらい山口市。
いろいろなアイディアを募集して、皆さんにアイディアを出し合ってもらっ
て、山口市を住みやすい市にしていく必要があるのではないか。市の職員の
方々が必要とするものと、市民の一般の人が必要と考えるものは違うのでは
ないですか。もっと上手に山口市を導いていってもらわないといけないと思
う。かたい脳みそをやわらかくして考えて下さい。

9 まちづく
り全般

149 女 40歳代

山口県は高齢者（まだ働ける方）や、障害者（主に知的）が働ける場所が少
ないと思う。
教育には力を入れているが、軽度の知的障害者（手帳を持てないグレーゾー
ンの方）が普通学校を卒業後、仕事に就けなくて困っている話を良く聞く。
行政として、企業にジョブコーチ制度を導入して貰ったりバックアップして
頂きたい（ジョブコーチを育てて貰う事も大事、企業への知的障害者受け入
れ理解も必要）。
また、山口県内の農水産、特産品作りなど、高齢者、障害者（軽度の方、手
帳の無い方でグレーの方）が働けて、収入が得られるようになれば良い。
誰もが生き甲斐、やり甲斐を持てるような、元気な山口であれば希望が持て
ると思う。
結果として、出来るだけ元気で働ける人間を増やせば、行政面（医、税など
多面）で活力ある山口県になると思うのですが、いかがでしょうか？

1 健康福祉
4 障がい者
福祉

9 まちづく
り全般

150 女 40歳代
山口市、大好きです。これからも住みたいと思っているので、山口市がこれ
からも良くなって欲しいと願っています。よろしくお願いします。

10 その他

151 女 40歳代

①このアンケートも税金を使って行っているのでしょうから、形式だけで無
く意味のあるものにして下さい。
②市報を月に２回班長が配っていますが、高齢化、又は共働きの家庭が増
え、配る軒数の多い班では負担です。細かい事ですが、こう言った事を含め
昔ながら…にこだわらず、社会環境に合わせ変えて行くのも必要ではないで
しょうか。

10 その他 35 調査 8 行政経営

152 女 40歳代

ゴミの出し方について
金属、金もの、ガラス類はゴミステーションに出す事が出来ないため、１ヶ
月ベランダに置いて保管しておく事が不便です。以前は東京に住んでいたの
で、週１で上記のゴミが捨てられました。今は慣れて来ましたが、ゴミス
テーションにも捨てる事が出来たらとても有難いと思います（ビンが捨てら
れるのでガラスも良いかと思うので）。
東京では衣装ケースや椅子、自転車等は粗大ゴミの分類でしたが、山口市は
無料で処分出来るのは有難いですが、大きな物は費用を取っても良いのでは
と思います（処分代や人件費に充てる）。家電等も。

4 環境
19 循環型社
会の構築



自由意見

-199-

番号 性別 年齢 その他ご意見がありましたらお聞かせください。 分野１ 区分１ 分野２ 区分２ 分野３ 区分３ 分野４ 区分４ 分野５ 区分５

153 女 40歳代
①他の県等に比べて、街並みが汚い。
②ジャンボリーの時は商店街が外国人に対しておもてなしが出来ていなかっ
た。

9 まちづく
り全般

154 女 40歳代

人口割合に対して恐ろしい程道路が整備されており、これが税金により将来
の子供達に対しての借金かと思うと心底ぞっと致します。
先ずは借金を返す事を第一に税金を自分のお金と思って使って下さる市政で
ある事を心から願います。
バスも利用しておりますが、ガラガラで、これも税金での運営ならば利用の
少ない路線の廃止を検討してはいかがでしょうか。前日までの予約制、大型
バスではなく、ワゴン車で十分です。廃止となるとろくに利用していない人
が反対しますが、利用の多い路線はそのままで、そうではない路線は再考す
べきです。

9 まちづく
り全般

155 女 40歳代
①映画館等を備えた大型商業施設がほしい。同じ店や小型店ばかりで、全然
新鮮さが感じられない。
②車の運転マナーが悪い。高齢者ドライバーが多く、危ない。

9 まちづく
り全般

3 生活安全
15 交通安全
対策

156 女 40歳代
住んでいる場所に野生動物が多く出るので、子供が襲われたらと不安になる
事があります。特に猿が多くなっているので、集団で襲われたらと心配にな
ります。猿の数を減らすような対策は具体的に何かあるのでしょうか。

3 生活安全

157 女 40歳代
概ね不満はありませんが、強いて挙げれば下水道の整備でしょうか。結局、
当分予定がないとの事で、浄化槽を設置しました。私の実家は島根県の松江
市です。ど田舎ですが、十数年前に敷設されてびっくりしたものです。

4 環境
20 下水道等
の整備

158 女 40歳代

山口市には大学があるのに、若者が多い町と言う感じがしない。なので活気
が無いように思う。
コールセンターやネット情報関係の会社や、ベンチャー企業がたくさん来て
くれるようにして欲しい。
公園もたくさん作って欲しい。
新しい市役所をどこに建てるのか、しっかり話し合って欲しい。新幹線が停
まる小郡が良いような…。
以前にも似たような内容のアンケート調査が来たが、本当に無作為に選んで
いるのですか？

9 まちづく
り全般

159 女 40歳代 予算を安定して発展させて下さい。 8 行政経営
33 計画的、
効果的な行
政経営

160 女 40歳代

働ける世代が安心して働けるように、今後も子育てや高齢者、障害者の支援
の充実をお願いしたいです。
児童クラブやデイケア等の施設の受け入れ、相談窓口のカウンセラーの親身
な対応、在宅介護のサポーターの育成と人数の確保等、皆がそれぞれの立場
で生き甲斐を見付けられる町に、これからもなって行ったら良いなと思って
います。
調査して頂いてありがとうございます。より良い、住みやすい山口市になり
ますように。

9 まちづく
り全般

161 女 40歳代

山口大学と県立大学があるにも関わらず、町に活気が今ひとつ感じられませ
ん。山口市はきらら（サッカー、水泳）や維新公園（陸上競技場、テニス
場、体育館）や野球場が分散していて、何となく一体感がありません。
美術館や博物館、大学、商店街やゆめタウンなどの商業施設、スポーツ施
設、雪舟庭や瑠璃光寺等の文化施設をもっと活用して、人の流れを作って欲
しいと思います。

9 まちづく
り全般

162 女 40歳代

公務員が多すぎる。その為、保守が強く、企業等の進出がない。閉鎖的な市
町である。企業・産業の活性化がない為に、県自体としても活気がない。住
み良いまちづくりは大変だが、魅力がないので人口は増えず、過疎化が進
む。どんどん外に顔を向けて、国際色も豊かな県になる事を望んでいる。

9 まちづく
り全般
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163 女 40歳代

いろいろな事をやって下さってるのは分かるけれど、その結果が市民に伝
わってこない。お役所仕事・型どおりこなせれば良いみたいな感じ。担当者
が代わる度にやる事・言う事が代わるので振り回される。
子育て世代としては高齢者に目がいきがちだが、子供はあと何年先が何歳と
見通しが立つので、財政も検討がつきやすいので、優遇処置がもっとあって
も良いのではと思います。
将来、年金を背負う子供達をもっと大事にしてほしい。

8 行政経営
9 まちづく
り全般

164 女 40歳代

うちは妻の方が32位からずっと不妊治療を５年間位続けましたが、結局子供
はできませんでした。九州の方の日本でも２番目に有名な病院で、体外受精
も二度試みましたが、なかなか費用が高額です。市か県の助成金を一度いた
だいた事があり、感謝しています。しかし病院からあまり子供ができる事に
対して期待が持てないと言われました。なので、税金を使うのはもしできな
ければ申し訳ない気がして、結局貯金を崩して治療しましたが、結局できず
におります。もしもアメリカのように卵子提供が合法であったり、代理母が
合法であれば可能であったのかなと考えたりします。お医者さんにもきちん
と聞いていないのでよく分かりませんが。一方で10人位お子さんがいらっ
しゃるところもいますが、大変そうです。そちらに税金をもう少し回しても
良いかと思います。
また会社経営もそうですが、コストは減らしつつ、観光面等の宣伝及び整備
はした方が良いと思われます。京都から帰られた方が、標識等、整備がされ
ていなく、全然分からないとご指摘がありました。

8 行政経営
33 計画的、
効果的な行
政経営

9 まちづく
り全般

165 女 40歳代 他県の企業誘致など、活気あるまちづくりに期待します。
6 経済・産
業

29 商工業の
振興

166 女 40歳代

山口市の“まちづくり”への取組みが余り知られていないのでは？若い人、
子供達、市民全員へどのような取組みをし、今後どうなって行くのかをもっ
と知らせて行くべきではと思います。何も知らない、分からないので選挙の
投票率も悪く、市政への関心が低くなるのでは？
子供達が成長し家庭を持った時に、また戻って来たいと思える山口市になっ
ていたら良いなと思います。

8 行政経営
33 計画的、
効果的な行
政経営

167 女 40歳代

山口の人は他の県の人と比較して、自己主張が少ない、奥ゆかしいとの事。
確かに宣伝不足と思われる事が多々ある。ういろう等、山口のういろうの方
が絶対に美味しいが、名古屋の方がなぜか有名である等。県知事さんはお若
くてパワーのある方だとお見受けしました。どんどん山口の良さを広めるの
に一役かっていただきたいと思っています。

9 まちづく
り全般

168 女 40歳代

①水道料金が高すぎます。ご検討下さい。
②各地区でいろいろな行事に取り組まれていますが、意欲的に行事の運営・
実施に参加されている方は年々減少傾向にあります。例えば運動会の規模を
小さくするとか。私は運動会の必要性をあまり感じていません。他の地域か
ら移り住んできた者には所詮、よそ者扱いです。自宅の目の前にゴミ箱が
あっても入れさせてもらえず、その理由も明確に教えていただけませんでし
た。
③山口市はまだまだ活気のある若者が住みたいと思う街とは程遠いです。若
者が住みたいと思えるまちづくりとは、どんな街なのか考えて下さい。就職
先もなければ、今の若い人達は市外あるいは県外へと出て行くでしょう。

8 行政経営

34 公正、確
実な事務と
市民サービ
スの向上

9 まちづく
り全般

169 女 40歳代

燃やせるゴミの袋が大きすぎると思う。安価で助かるが、あれではいくらで
もゴミが出せてしまい、古紙等のリサイクルに結びつかない。
自治会に入るのは住人としてその地区にお世話になる者として当然と思う
が、年配者と若者では考え方が違いすぎる為、若者にとっては苦痛でしかな
い。もう少しいろんな世代の人が楽しく暮らせるような良いアイディアはな
いかなと思う。山口市は元公務員の立派な方が多すぎて意見も言えず、やり
にくい。

4 環境
19 循環型社
会の構築

7 自治振興

31 地域コ
ミュニティ
活動や市民
活動の充実
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170 女 40歳代
お疲れ様です。お世話様です。
人の意見をまとめ実施する事は大変でしょうけど、頑張って下さい。
よろしくお願いします。

10 その他

171 女 40歳代

昔（自分達の若い頃）よりは仕事も増え（職種）、就職しやすいような気が
しますが、安定した所を探そうとすると集中してしまうのでしょうね。働く
場所がとも思いますが、自分の子供はまだ学生なのでピンと来ませんが、自
然が豊富で美しい町なのにあちこちから工場とか建てられても困ってしまい
ます。
どこの県の人も健康には関心があるので、ここに住むと元気で長生き！みた
いな健康志向を目指すとか、病気が少ないとか、何か無いですかね。

9 まちづく
り全般

172 女 40歳代
国保が高過ぎて生活が苦しい。
新しい足湯を作るより、他に市民が喜ぶような計画を立て実行して欲しい。
山口市に住んでいても行政サービスが悪いので、魅力を感じない。

9 まちづく
り全般

8 行政経営

34 公正、確
実な事務と
市民サービ
スの向上

173 女 40歳代 山口市の商店街が、いつまでも活気があって欲しいと思います。 5 都市整備
22 都市機能
の充実

174 女 40歳代

吉敷の下水計画があれで良いのかと疑問に思う。
マックスバリューの奥の団地の流末排水を下流に持っていっても、元々使っ
ているのに越水したら下流が浸かる。その事をどう考えているのか。計画・
コンサルが決まってからの地元説明会という事で良いのか。貯水池が安全な
のか。
地元説明会があると回覧のコンサルタントの文章に書いてあった気がする
が、市の事業の進め方に納得がいかない。

4 環境
20 下水道等
の整備

175 女 40歳代

山口市役所へ何回か電話をした事があります。いつも親切な対応でした。山
口市の穏やかさを感じさせる対応です。
年齢を重ねれば車に乗れなくなり、行動範囲が狭くなります。誰かとお喋り
したいし、買い物もしたい。少し高くても近くにある地元のお店を使う。個
人商店を大切にする事がそれを叶えてくれると思っています。市民の気持ち
が変わらなければいけない時ではないかなと思います。安い、便利より、
ちょっと高くても歩いて行けて、お話が出来て、穏やかに過ごせる町にした
いなぁ。

9 まちづく
り全般

176 女 40歳代

平川～秋穂線の平川神郷から西京高校辺りまでの道路は雨降りの日にはわだ
ちの水が歩行者にかかって、学生さん達は大変そうです。どうにかしてほし
いです。
市役所の方々は雨天関係なく、もっと山口市内を見回ってほしいと思いま
す。役所の中だけでは分からない事があります。

5 都市整備
23 道路網の
整備

177 女 40歳代

内部障害、内蔵疾患者の生活が充分に認識されていないと思うので、もっと
大きな視野で考えて欲しい。痛い、辛い、しんどいと言う声を聞いて欲しい
です。車椅子のようなマークで守って欲しいのです。「ハートプラス」の様
な公共スペースや学校、職場にマークがあればとずっと思っております。症
状の軽い患者は守って貰えないのがとても残念です。
宜しくお願い致します。

1 健康福祉
4 障がい者
福祉



自由意見

-202-

番号 性別 年齢 その他ご意見がありましたらお聞かせください。 分野１ 区分１ 分野２ 区分２ 分野３ 区分３ 分野４ 区分４ 分野５ 区分５

178 女 40歳代

ヨーロッパの難民問題があるように、国が無くなったら近所の国に迷惑で
す。日本をしっかり守る、日本あっての日本人です。大きな事が言えるの
も、今の日本が良いからです。意識の高い子供達を育てて、日本をしっかり
守って貰いましょう。
そのための山口として、世界の中で生き抜ける産業を育てて行けば、自然と
人が集まって来ると思います。
目の前の事をコツコツとしながらも、明るい将来を考えて目指して行く事が
大切だと思います。ぶつかり合った時に、逃げではなく解決に向けた大人の
対応をする事も大切です。
また人の集まりを作る時、品性を保つ事も忘れないで欲しいです。
山口と聞いた時、品のある町、地域であって欲しいです。

9 まちづく
り全般

179 女 40歳代 プレミアムはもう少し工夫しても良かったのでは？がっかりです。
6 経済・産
業

30 地場産業
の振興と勤
労福祉

180 女 40歳代
TVで移住者が増え、地域が活気づいている所を見ると羨ましく思います。山
口も昔のように若い人達がたくさんいて、活気がある頃に少しでも近づいて
行けると良いなと思います。

9 まちづく
り全般

181 女 40歳代

子供を安心して育てられる環境を整えて欲しいです。生活のために働きたく
ても、子供を預ける保育園も不足しています。保育士不足の影響もあるよう
ですが…。
今の自分自身の生活には満足していますが、我が子の将来に対しては不安も
あります（就職先等）。

1 健康福祉
2 子育て支
援

182 女 40歳代

とにかく周囲の市に比べ、なぜこんなにも税金が高いのか理解できません。
市内に住民票を移したら倍になりました。もっとすみずみまで行き届く、公
平公正な市政運営を望みます。高齢者は市内農山間部に集中しており、その
負担が全て働き手世代の市民が協力するので大きすぎます。税金の使い方を
もっと考えて下さい。今のままでは若い世代はどんどん山口市から流出する
と思います。私は両親が長年住み慣れた地を離れたくないという気持ちも考
えて、現住所に一緒に住んでいますが、それがなければ直ぐにでも引っ越し
たいくらいです。もう少ししっかりしていただかないと、山口市の未来はな
いですよ。

8 行政経営

34 公正、確
実な事務と
市民サービ
スの向上

183 女 40歳代

山口市の中でも南部地区は、昔から住んでいる人が多く、コミュニティーの
力は強い。そして昔ながらの風習などもあり、他の所から移り住んだ者に
とっては、戸惑ったり驚いたりする事も多い。
実際に私も市外、市内を就職や結婚で行ったり来たりしたが、南部地区は仲
間意識は強いが、その分他所から入って来た人をよそ者と言う事で受け入れ
て貰うのにかなり苦労をした。
そのためか、外へ出た若者が目立って来ている。うちの近所もどんどん空き
家が増えて来ている。外から入って来る人を受け入れる体制、住民の意識も
重要であると思う。

9 まちづく
り全般

184 女 40歳代
校区内の屋外トイレに不備を感じる。体育祭など、人の多い時に大変困る。
災害があったとしても安心して避難出来るようにして欲しい。

3 生活安全 13 災害対策
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185 女 40歳代

問12（山口市が取り組んでいるまちづくりについて、どのくらい現状に満足
されていますか）の３（安心・安全な暮らしのできるまち）ですが、私の住
んでいる地区の幸の江川が大雨の日にいつ氾濫してしまうか、とても心配で
心配で（低い土地に住んでいる為）。以前も大雨で玄関直前まで水が来てし
まい、交流センターへ避難した方が良いか悩みました。水が引かず（雨が止
んでも）車で出かける事ができませんでした。
問12（山口市が取り組んでいるまちづくりについて、どのくらい現状に満足
されていますか）の５（機能的な都市基盤が整い、発展していくまち）です
が、電車の乗換の時間がもう少し良くなると嬉しいです。山口線の始発にこ
こから間に合わない等。
宜しくお願い致します。

3 生活安全 13 災害対策 5 都市整備
24 公共交通
の充実

186 女 40歳代

私は南部地区に住んでいますが、買物がとても不便です。近くのスーパーは
小郡になりますが、小郡は町の中心のみが商業地で、中心部ばかりに会社や
店舗が集中し、周囲に拡がりが出ていません。
小郡町時代の名残りだと思いますが、合併して10年になるので、これを機に
小郡の都市核を拡げていただくような（土地の用途変更等の）施策を考えて
ほしい。
新山口駅南地区にマンションばかりが建つのではなく、企業が立地し、雇用
を確保し、小売業者が多くの店舗を出店し、高齢者が日々の生活に困る事が
ないような町の形成を促してほしい。

9 まちづく
り全般

187 女 40歳代

幼稚園に入園する前の幼児を一時的に預けられる、預けやすい施設を増やし
て欲しいです。
又は小郡地域は幼稚園が少なく、中学校も一つと言うのが将来的に心配にな
ります。
道場門前、駅通りのお店が減って行くのも寂しいです。

1 健康福祉
2 子育て支
援

2 教育・文
化

8 学校教育
の推進

188 女 40歳代

昨年、市民運動会の自治地区で参加にばらつきがあった。もっと参加者を増
やして活気あるものにして欲しい。ぶっくんの利用場所をもう少し増やして
欲しい。
救命講習の時に山口市の取組みで救急車要請すると、２台現地に向かうと聞
きました。１台は医師を同乗した救急車。とても良いサービス（取組み）だ
と感じます。

7 自治振興

31 地域コ
ミュニティ
活動や市民
活動の充実

2 教育・文
化

11 生涯学習
の充実

189 女 40歳代

少子高齢化と言われ続け、誰もがそれを実感している。しかし現実は高齢者
が優遇され、子供を産み育てたくても出来ない状況である。生活したくても
頂けない介護費、年金を引き落とされ、その金額を子供に回したくても出来
ず、老人ばかり得をしていると思わざるを得ない。逆ピラミッドをしっかり
認識し、老人優遇を止めて欲しい。若い世代に未来が見えない今、若い世代
を優遇すべきであると考えます。
長生きが得の時代は終わった事を理解した上で、若い世代により良い社会を
作って欲しい。若い世代を大切にしない市には住まわせたくない。

9 まちづく
り全般

190 女 40歳代
SLは黒煙等、環境に悪い。駅周辺に住んでいる住民への配慮が全く無い。観
光のためなら環境汚染しても良いのか、考えて欲しい。

4 環境

191 女 40歳代

小郡に住み１８年になります。交通の便も良く、住みやすい所ですが…県庁
所在地でありながら、路肩など草が酷く、皇太子様が来られる時だけ通られ
る道のみきれいにされ、その他は放ったらかしです。
ちなみに宇部市などに入ると花壇が整備されていたりと、気持ち良くなりま
す。予算が無いかと思いますが、観光地でありながらこの草はあり得ないと
思います。早急にきれいにして欲しいものです。交通事故にもなりかねませ
んね。

4 環境
21 生活環境
の充実
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192 女 40歳代

問１２は、住み始めたばかりなので市の取組みが良く分かりません。
住み始めて、ゴミの出し方が分からず困っていました。もっと分かりやすい
チラシ、広報をお願いします。ゴミ袋の質が悪く、すぐに破れてしまいま
す。考慮して下さい。

4 環境

193 女 40歳代

①私の周りには３人以上のお子さんのいる家庭が少なくありません。皆さ
ん、３人産んでも経済的に何とかやっていけると仰って、山口は子育てしや
すい環境にあるんだと実感しています。但し子供は大きくなるにつれ、お金
も必要となってくるもの。個人的な貯えは必要はありますが、所得制限なし
の小学生までの医療費の助成が実現すれば、更に子供を多く持とうという意
欲にもつながると思います。
②私は小郡に住んでいますが、新山口駅周辺にマンションが乱立し、人口が
増えているように思います。小さい子供の子育て世代が増えて嬉しいのです
が、中学校は１校しかありません。将来的にどのように受け入れ体制をお考
えでしょうか。

1 健康福祉
2 子育て支
援

2 教育・文
化

8 学校教育
の推進

194 女 40歳代

市町村合併で巨大化したものも、小郡町〜山口市街間のみ発展するだけ（宇
部からの無料自動車道は良いと思う）。旧山口市及び小郡町以外は、合併し
た利点が見い出せない。
バスは明るい時間帯だけで本数も少なく、料金が高過ぎ、頻繁に利用出来な
い。旧郡部の人間にはもっと金を負担しろと言うのか？
ITインフラも需要が無いからと差別的に整備する気も無く（NTT）、とにか
く山口市は中心部と外れでは差別が酷過ぎます。

9 まちづく
り全般

195 女 40歳代
住民票などの証明書が１００円だが、他の地域の平均価格は３００円くらい
と聞く。その値を上げて、他の福祉サービスに回して欲しい。

8 行政経営
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196 女 40歳代

合併して全て旧市内に集約され、旧町はどこも過疎やサービス低下が実感出
来るようになり、田舎の良さが見られなくなりました。反対に都会にもなり
切れず、中途半端です。
行政の動きも全く透明性を欠き、もっと住民の声に耳を傾けて欲しいです。
せっかく市内に大学があり、若者達もたくさん見掛けますが、大半は県外に
就職すると聞きました。それだけ魅力が無いのだと思います。
高齢化に向けて乳児医療の拡充だけで子育て支援だと思い込んで欲しく無い
です。いくら子供を増やしても、肝心の働き盛り（若者）が定着しなくては
税収は増えません。
ふるさと納税でＰＲしている市町は、自分達の市の良さを存分にアピールし
ています。しかし、山口市はどうですか？県庁所在地だからと驕りを抱いて
いませんか？もっと汗をかいて、率先して市民と対話して欲しいです。
１０年後、２０年後の山口市はどうあるべきかをアンケートで市民に聞いて
どうするのですか？どうせ実現するはずの無い愚痴や不満が表出されるだけ
です。まず行政が実態から将来像を予測し、より具体的な選択肢を示唆しな
いと、有意義なデータは得られないと思います。全国全て事情が同じはずは
ありません。先進地の良いとこ取りで計画を立てても、所詮机上の空論でし
か無いでしょう。あなた達も市民でしょう？市民に問う前に行政マンとして
どうしたいか考えてみて下さい。特に問１２は無責任な質問です。どの市で
も取り組んでいる理想像ですから。
阿知須については、生活圏が宇部なので余り山口方面には行きません。元々
地域の繋がりがあって社協がとても積極的でしたが、今は見る影もありませ
ん。
何でも市内に集約してしまい、とても不公平感があります。きららドームが
あって集客イベントは良くありますが、地域に還元される（金が落ちる）仕
組みが無いのが残念です。
市内の図書館は夜１９時まで開いているのに、どうして阿知須の図書館は１
８時で閉まるのですか？融通が効いていた事は規則が厳しくなり、サービス
は格差があるのは納得が行きません。「交流と創造のまち」とは一体どんな
町ですか？市民には全く分かりません。

9 まちづく
り全般

197 女 40歳代

身近な所では、地域外、市外への通勤、通学の際、交通機関の遅れやストッ
プ、運行本数の少なさに不便を感じています。
中学校までの、地域の子育ての環境はとても良かったと感じます（学校、医
療機関の充実、商業施設、自然環境など）。

5 都市整備
24 公共交通
の充実

198 女 40歳代

アンケートで地域を応えるのは難しい（旧山口市内でも色んな地域へ行くの
で）。
ゴミの分別は大切な事ですが、やはり難しい。未だにこれはどうしたら良い
のか…と悩む事が多い。高齢者には一段と分かりにくいと感じている。

10 その他 35 調査 4 環境
19 循環型社
会の構築

199 男 50歳代

祇園祭や七夕ちょうちん祭など、観光資源としても素晴らしい行事をもっと
宣伝して欲しい。
ちょうちん祭によさこいは合わない、止めた方が良いと思う。
ちょうちんの規模を大きくしたら評判になるのではないか。

6 経済・産
業

25 観光の振
興

200 男 50歳代
山口市が全国に誇れる住み良い市になるように、一市民として協力したいと
思います。頑張って下さい。

10 その他
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201 男 50歳代

各項目は選択だけで無く優先順位などが必要と感じる。
魅力のある施設やそうでないものを、より具体的に調査する方が良いと感じ
る。
他の町ではどのような施策がなされているのか、比較情報が欲しい。
世代毎に魅力を感じる者の具体例情報をより把握するため、実例、成功例が
あるとより分かりやすい。
地域の若者、これから社会人となる人達の本音などヒアリングしたデータな
ども盛り込んで、それに対する意見を回答出来るようにすると、より明確な
意思表示が出来るのでは無いかと感じる。

10 その他 35 調査

202 男 50歳代

安心、安全なまちづくりに関し、「自然環境の調和」と「災害の無いまちづ
くり」は紙一重の関係にある。健全な市民生活を維持するには、自然環境の
保全と合わせ、コンパクトなまちづくりが理想と考える。
具体的には、市民生活エリアを限定し、自助（ボランティア活動の積極的参
加）、公助（充実したインフラ整備）、共助（治安の維持）による住民自治
の発展、確立が不可欠である。
人口減少及び超高齢化社会に入り、質の高いライフスタイルが求められる事
から、行政サービスエリアを限定する事によって、都市基盤作りを集中、特
化させる事が効率かつ効果が高い。
行政サービスエリア以外は、自然回帰エリアとして開発は一切行わず、美し
い山川海を取り戻す行政運営を期待したい。

9 まちづく
り全般

203 男 50歳代
渡辺市長をはじめとするスタッフの方々を心から応援しています。返事が遅
くなり、申し訳ございませんでした。

10 その他

204 男 50歳代
JR湯田温泉駅前を、もう少し観光地らしい雰囲気にして頂きたい。
旅館街まで少し歩くので、その間気を引く物とかあれば良いです（置物
等）。

9 まちづく
り全般

205 男 50歳代

山口市には目玉になるような飛び抜けた観光資源は少ないが、まだ余り注目
されていない観光資源は多くあると思う。それらを歩いて回る、あるいは自
転車などで回る、車で回るなど２時間、半日、１日コースなどとして線的に
つないで行く事で、パッケージとして山口の魅力をアピールする事が出来る
と思う。
工業や企業が少ない反面、豊かな歴史と文化を蓄積している山口市は、観光
資源を掘り起こす事で活性化して行けるのではないかと考えます。

6 経済・産
業

25 観光の振
興

206 男 50歳代
道路、施設、観光地などの設備がかなり進んでいる中で、特に施設への高齢
者の受け入れなどがまだまだスムーズでは無い。医療関係など思うように医
療が受けられない。

1 健康福祉
3 高齢者福
祉

1 健康福祉
1 保健・医
療

207 男 50歳代
働く場所が少ない。収入が少ない。この事が充実すれば、不安の約５０％解
決すると思います。

6 経済・産
業

208 男 50歳代
主要交通網と商業中心地及び学生街を切り離した都市計画は失敗かと思われ
ます。特に学生のいない商店街は寂しい気がします。

5 都市整備

209 男 50歳代
農林漁業の生き残りを真剣に考え、計画的にスケジュール管理すべきでは？
もちろん若者が主役。

6 経済・産
業

210 男 50歳代

医療費がいらない人について。医療費がただなので、あまり必要ない薬をも
らっておくという人を多く見かける。医療費をただにするという線引きがよ
く分からない。普通に２割・３割負担している人にとっては不公平すら感じ
る。本当に必要な人に回してあげてほしい。

1 健康福祉

211 男 50歳代
問２（２）については、衣料品と家電製品など、耐久消費財をどこで買うか
と言う設問であるが、衣料品、家電を同一地区で購入する事は山口市内では
余り無いように思うので、答えづらい面がある。

10 その他 35 調査

212 男 50歳代 返信封筒に糊を貼っておいて欲しい。 10 その他 35 調査

213 男 50歳代 市長、ぼちぼち辞めろ！ 10 その他
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214 男 50歳代

第２山口線を作り、LRT化する大歳から維新公園+２号線→湯田温泉→済生会
病院→市民館→上山口→高野で合流（９号線上に路面電車化）。新山口、大
歳間電化。
メリット→通学に便利、高齢者も病院に歩いて行ける（高野は９号線上にあ
る。西京、中村、山大、中央は現山口線を利用）。
デメリット→バス、タクシーの運営が厳しくなるかも。

5 都市整備

215 男 50歳代

これらの調査も、社会が平和で無ければ無意味です。現在の国民を無視した
国（政府）の対応では、社会的不安が大きいと思います。平和は平和より来
る、です。武力を増強しても争いが出来るようにしても平和は来ないのに。
人々が世界主義で考えないと平和にならない。武力を使えるようにする…こ
れは子供のケンカレベルの対応であり、大人の対応ではありません。
この市民意識調査を参考にされ、より良い山口作りを希望致します。

10 その他
9 まちづく
り全般

216 男 50歳代 市役所が遠く、不便。また駐車場が狭く、止められない事が多々ある。
9 まちづく
り全般

217 男 50歳代
リサイクルセンターにゴミを持って行きたいのに、どうやって持って行くか
良く分からない。対応している支所の場所が知りたい。

4 環境
19 循環型社
会の構築

218 男 50歳代

①山口市と合併後、税金が高い。その割に環境整備が悪い（吉敷郡時代より
かなり悪化）。
②道路他、良くなる所はイベントがある市町村のみ。
③どうでも良い所に金を使い過ぎる（必要の無い道路等）。
④市職員の人員が多過ぎる。遊んでいる職員が多い（特に管理職）。また給
料高過ぎ。

9 まちづく
り全般

8 行政経営
33 計画的、
効果的な行
政経営

219 男 50歳代
公助も限界があるので、共助社会の形成に向け、生協やNPO法人への支援を
強化するべき。特に生協（コープ山口）との連携が、今後の豊かな山口県を
形成するために、大切なパートナーになるのではと思われる。

9 まちづく
り全般

220 男 50歳代
山口市は道路整備は全国でもレベルは高いが、医療や福祉の関係が遅れてい
ます。

1 健康福祉

221 男 50歳代 収入が少ないのに税金が高い。 8 行政経営
33 計画的、
効果的な行
政経営

222 男 50歳代

問７に対して、山口市に関わらず、山口県自体の人口流出が大きな問題。教
育の整備が良いのでは。
全国には今でもいじめ等の問題で悩んでいる人が数多く存在する。子供の移
動があれば親がみたいな、新たに物を作っても東京には敵わない。具体的に
どうしたら良いか分からないが、何か特化したアクションをするべきかと！

2 教育・文
化
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223 男 50歳代

広域合併して10周年の節目となる都市。旧阿東町は５年目という中、官民が
連携した地域づくりにようやく理解がなされ、徐々にではありますが、前に
向かっているのかと感じております。
ただそれは地域住民の一部の方の御尽力によるものであり、未だに高齢者の
方は旧阿東町時代の意識のままの方も多く、従って当人にも問題はあります
が、十分な住民サービスも受ける為の環境づくりはまだ理解と時間がかかる
と考えます。
阿東地区に限らず、市周辺の地域においては、高齢化・人口減少とある意味
どうする事もできない現況にある中、少しでもその動きに歯止めをかける事
を我々、その地域で生きる者も自分でやれる協力できる範囲でしかないです
が、何事もポジティブに捉え、いろいろな物事に正面から向き合っていこう
と思っています。
問11（人口減少や高齢社会に歯止めをかけるために必要な取組は何だと思わ
れますか）で○印は付けませんでしたが、「地方大学の活性化」という点、
市内に３つもの大学がある中、既に取り組みはなされているところもありま
すが、更に若い人に関心を持ってもらい、新しい発想、取り組みも得られる
よう、市としても今以上の働きかけが必要と思います。
若い世代が希望を持って暮らせる山口市、子育て・教育・雇用と課題は山積
みですが、老いていく我々世代ではありますが、まだまだ地域の為、家族、
自分の為、頑張ってこの地域で生きていきます。

9 まちづく
り全般

224 女 50歳代

美術館で良い展示があった場合や、月一回のフリーマーケットでたくさんの
お客さんが来られます。その方達が駐車場として利用される図書館周辺の環
境整備がもっと行き届いて欲しいです。
大殿地区は落ち着いていて良い雰囲気なので、見た目の印象も大切だと思い
ます。
後河原に新しく出来た公園は、夏は子供達がとっても楽しそうに過ごしてお
り、微笑ましかったです。

4 環境
21 生活環境
の充実

225 女 50歳代
山口市に移り住み１ヶ月なので、良く分かりません。活気の無さを感じま
す。静かで美しい所なので住み良いです。

10 その他

226 女 50歳代

大殿地区には現在スーパーが１軒もありません。今は元気なので自転車や車
で買い物に行く事が出来ますが、年を重ねて行くと少々不安です。近くに
あった個人商店も今はお辞めになっています。コンビニは増えましたが、新
鮮な野菜は難しいようです。住み続けて行くためにも、この様な不便さの解
消が求められると思います。

9 まちづく
り全般

227 女 50歳代
急速に少子化、高齢化が進むのではと言う不安がある。高齢者社会になる前
に対策が早急に必要ではないか。また災害が少ない地域なので、その辺の意
識を改革し、町内または地域単位での訓練を行って欲しい。

1 健康福祉
3 高齢者福
祉

3 生活安全 1 災害対策

228 女 50歳代
福祉サービスの過剰。本当に困っている人への支援は積極的にして欲しい
が、手厚過ぎるサービスもあるのでは無いかと感じます。見直しをする必要
があると思います。

1 健康福祉
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229 女 50歳代

生活するには不自由はありません。
楽しみの無い所と思います。アーケード街が楽しく無いので、もう年に１度
くらいしか行きません。若い人達はどこで遊んでいるのかな？山口は何か買
い物を楽しむ所がありません。そのためによそへ行かなくてはいけないのが
ちょっと寂しいです。
山口の栄えている場所が無いのだと思っています。あそこへ行けば楽しくて
何でもある、大抵の物は揃うとか、買い物が無くても行ってぶらぶらして来
ようか！と言う所が無いのだと思う。
JR山口駅を初めて見た時、悲しい気持ちになりました。駅の周りが栄えてい
ないのはどうしてかと思ったけど、JRを使う人が凄く少ないのでしょうか？
JRで駅に行けばどうにかなる、あれがあった、とかそう言う事が無いから駅
を使わないのかな？土地が無いのでしょうか？
駅は大事と思います。駅をショッピングモールにしてしまえば楽しいかも知
れない。

9 まちづく
り全般

230 女 50歳代 市議会における執行部答弁が曖昧で、主体性が無い。 10 その他

231 女 50歳代
地域社会は成り立っていると思う。
市外からの転入者には厳しい。

10 その他

232 女 50歳代
このアンケートの地域名が分かりにくかったです。自宅は分かりますが、
店、病院の地域がどこか迷いました。

10 その他 35 調査

233 女 50歳代

①国勢調査における個人情報保護の意識が欠けています（インターネット回
答のためのIDとパスワードの配布について、それが記載されている書類の用
紙が封のしていない封筒に入れたままで投函されていた事にビックリしまし
た！）。改善を切に希望します。
②マイカーデーの推進は、山口と言う土地柄には適合しないと思うので、形
式的な事をやっても仕方が無いので止めて欲しい。

8 行政経営

234 女 50歳代

高層マンションはいらない。萩のように高いビルに規制をかけてほしい。特
に井筒屋前のマンションはいらない。商店街はもっと違う事で注目を集める
べき、人を集めるべき。山口の街並みがどんどん崩れる。山口県の良いとこ
ろは、自然だと思っている。これ以上、コンクリートのゴミを増やさないで
ほしい。木の家や地球に大池に戻れるまちづくりをしてほしい。循環させる
事が大事だと思います。都市集中型の住まいは良い事がないと思う。事故や
いざこざ、住人同士のもめごとが起こりやすいと思う。

9 まちづく
り全般

235 女 50歳代

現在自分は病気であり、体調・精神面で調子が悪く、姑の介護もしており、
努力はしているけれども、なかなか普通の人のように行動しづらい所があ
り、努力はしているけれどもなかなか普通の人のように行動しづらいところ
があり、そういうところを少しご理解いただけたらと思う。

10 その他

236 女 50歳代
①大内から中心部間の道路（バイパス的なもの）整備の必要性を感じます。
②商店街が行きやすくなり、活性化すると…良いですね。
③今の静かで住みやすい雰囲気も好きです。

9 まちづく
り全般

237 女 50歳代
２６２号沿いの樹木は秋〜初冬には葉が落ち、自転車、歩行者にとっては
滑って危険だなと思います。この前の台風の後、少し切っているのを見まし
たが、高さもありどうにかならないかと思います。

4 環境
21 生活環境
の充実

238 女 50歳代
①小鯖にはいつになったらコミュニティバスが走るのでしょうか？
②下水道工事に積極的に取り組んで欲しい。

5 都市整備
24 公共交通
の充実

4 環境
20 下水道等
の整備
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239 女 50歳代

行政は自分達のための金集めをしている。現実を知っている者として、見に
くい。行政は本当に市民のためを思っていない。行政は、全ての金の使い道
を市民に知らせるべきである。行政は余りにも自分達にだけ甘い。行政は無
駄遣いが余りにも多過ぎる。行政はある数社だけに特に甘い。市民は金を出
すだけのために、山口に住んでいる訳では無いので、市民が笑える町を作る
べきである。
最後に、行政は本当に市民の事をどう思っているのか、今の自分にはただ金
だけが欲しいと思われる。

8 行政経営

240 女 50歳代
全家庭に平等。
ゆとりある生活。
高齢者がゆとりある生活、そのためには年金。

8 行政経営

34 公正、確
実な事務と
市民サービ
スの向上

241 女 50歳代
若い人の山口市からの流出を防ぐために、企業誘致や教育機関の充実が必要
だと感じます。

9 まちづく
り全般

242 女 50歳代
道路の雑草が酷いです。地域と連携して、住民全員で清掃活動を推進したら
良いと思います。

4 環境
21 生活環境
の充実

243 女 50歳代

①大学の研究室を取り込んで、若い世代のアイディアを活用する。
②豊かな自然を生かす方法を考える。５０年、１００年のスパンで考えると
強みになるかも知れない（目先の利益だけで動かない）。魅力的な大都市か
ら田舎へ人が流れる。
③県外に出た大学生が、戻って来て働きたくなるような”オンリーワン”の
中小企業をたくさん活かせると良い。
④シルバー人材の技術と知恵を積極的に活用する。

9 まちづく
り全般

244 女 50歳代
生活圏内の川を目にして、最近気になる事があります。ここ何年かで川の中
にかやのような背の高い植物が多く生え、大きな木まで育っているのを見る
と、最近の集中豪雨等のニュースをテレビで見るととても心配になります。

3 生活安全 13 災害対策

245 女 50歳代
安全なまちづくりで、災害時の山口市の対応はとても良かったと思いまし
た。迅速で。

3 生活安全 13 災害対策

246 女 50歳代

現在の社会福祉環境は、子供と高齢者に手厚くなっていて、私達の世代は何
か取り残されているような気持ちになってしまいます。特に子育て中の人を
見ても、余り優しい気持ちになれません。せめて私達の世代が高齢者になっ
た時、体が不自由になった時も自立して生活出来るような環境を作って頂き
たいです。

9 まちづく
り全般

247 女 50歳代

いつもご苦労様です。
ずーっと山口に住んでいます。緑の多い静かな町だと思います。市の運営に
ついては、市報は見ていますが、まだまだ知らない事（後になってそんな事
があったの！？）が多い様に思います。

8 行政経営

248 女 50歳代
水道料が高過ぎる。
市民税が高い。

8 行政経営

249 女 50歳代

地域にはさまざまな財産がありますが、その中でも「ひと」が一番大事では
ないかと思います。少子化で子供の数が減っていますが、数を増やす事と同
時に、人を育てる環境づくり、教育現場の充実等を目指して、豊かな人間性
に溢れた魅力ある人を育てる事が良いまちづくりの出発につながると思いま
す。子育てしやすい山口になれば嬉しいです。

9 まちづく
り全般
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250 女 50歳代

今までのように毎日会社へ通勤すると言う働き方では無く、インターネット
を使ってどこにいても仕事が出来ると言う環境によって大都市にいなくても
自分の好きな県、地域を選んで住家とし、その場所でも大きな仕事が出来る
ような、多種多様な働き方が出来る世の中になりつつあります。
山口と言う静かで落ち着いた、また空気のきれいな場所を、そう言う人達に
選んで住んで貰いながら企業誘致を実現して行けるのでは無いかと考えま
す。
多種多様な働き方！働く＝通勤の考え方を変えてみるのも、新たな視線で気
付く事があるのではないでしょうか。

9 まちづく
り全般

251 女 50歳代

市内中心部（旧公証市場）に新しい公園が整備されましたが、あの辺りは他
にたくさん公園等充実していますし、周りの者皆「不要」「勿体無い」と
言っています。
YMCAの前庭の旧イルミネーション事業同様、勿体無いと市民は思っていると
思います。YMCAの中の展示イベントも、いつ行っても大掛かりに変えてあり
優雅な気分になると同時に、節約して他の事に使ったりして欲しいとも思い
ます。

9 まちづく
り全般

252 女 50歳代
①国体があるからと言って、道路や陸上競技場を新しくする必要はなかった
と思う。無駄な税金だと思う。
②犬（ペット）と一緒に行動できる施設を増やしてほしい。

9 まちづく
り全般

253 女 50歳代

行政は休みすぎ。シルバーウィークデーというが、旅行や家族（親と子）で
のレジャーはできていると思うが、敬老の日もあっても、年寄りの所へ帰っ
てこられる人は少ない。ばあちゃん・じいちゃんの所に都会から山口へ帰っ
て見に来る人が少ない。政府は何の為に敬老の日があるのか。３世帯が暮ら
せるような姿勢をつくってほしい。今の90代の人達は自分達はばあちゃん達
の事を見られているが、今は子供達に「お願いせんにゃいけん、静かにしと
かんにゃいけん」と言われている。もう少し考えるようにしてほしい。何か
専門学校より老人ホームに入社しても、自分達は一緒に暮らしていけないの
に分かるわけがない。

10 その他

254 女 50歳代
少子高齢化が進む山口市。健やかな暮らし（生活）ができますように願って
います。

9 まちづく
り全般

255 女 50歳代
残念ながら山口市の取組みを理解していない所があり、問１２は答えにく
かった。

10 その他

256 女 50歳代

①国立大学があるのに、大学生が活躍する地元の場が無い。もっと市を盛り
上げる役を担って欲しい。
②早朝、夜遅くに飛行機、新幹線で帰った時、市内までのアクセスが少ない
→市内循環バスを広範囲に増やして欲しい。
③唯一のデパート井筒屋と近くの商店街が栄えないのは、パーキングに問題
があると思う。１時間１００円では、目的を終えたらすぐ出てしまうのは仕
方無し。無料ならもっとゆっくりショッピングが出来る。
④１０数年前に引っ越して来た際、小学校の運動会、行事に３、４世代の家
族が集まる事に驚きました。運動会にじいちゃん、ばあちゃんも見に来て、
座る所は席取り合戦など。高齢者、子供が安心出来る地域は中年も安心して
働けるのでは。

9 まちづく
り全般

257 女 50歳代
大規模な公園（維新公園）は整備されているが、小規模な木戸公園等は荒廃
している。せっかく美しい山が望めるのにもったいない。残念。

5 都市整備
22 都市機能
の充実

258 女 50歳代 映画館がない。
9 まちづく
り全般
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259 女 50歳代

①古くから残っていた雑木林を伐採されたが、そのまま放置されていて、た
だの雑草地になってしまい残念。
②国、県、市としての予算だろうけれど、福祉サービスには“利用させな
い”のが前提のようなシステムであるように感じる。“困っている”のが現
実なのに、基準がクリア出来ていないので利用出来ない。働く世代の親の介
護は厳しい。

4 環境 1 健康福祉

260 女 50歳代 山口市内全地域の下水道の完備を早急にして欲しい。 4 環境
20 下水道等
の整備

261 女 50歳代

問１１に書きました。是非参加にして下さい。県外出身者ですので、山口の
事が良く分かりますし、２０年以上暮らして豊かなものをたくさん持ってい
るのに“宝の持ち腐れ”と感じています。
都市の真似、外の県の真似はしないで、山口市独自のアイデアが必要です
ね。

9 まちづく
り全般

262 女 50歳代
水道、下水道などの基本的な社会資本整備を進めて行くとともに、災害に強
いまちづくりと言う事も考えて頂きたいと思います。

9 まちづく
り全般

263 女 50歳代 歴史ある豊かな観光資源を活かせてないのが残念です。
6 経済・産
業

25 観光の振
興

264 女 50歳代

子供も結婚適齢期で原願は（＋）だが、生活面など（経済力、子育て）で不
安を抱き、晩婚化する予測大である。やはり急務として、元気な高齢者と若
い世代のつながりをつなぎ、安心して子育てや老化に対し不安なく暮らせる
街が理想だと思います。その為に、市内に何ヶ所か「ふらりと立ち寄れて、
お茶ができるサロン」がたくさんできてほしい。全く知らない人同士で会っ
ても、その場所に行けばコミュニケーションが取れるいこいの場的なスペー
スが市内に構築してほしい。つまり「ゆりかご～墓まで」の社会保障の基本
理念を貫いで。

9 まちづく
り全般

265 女 50歳代

建前だけのアンケートだけでは解決にはならないと思う。もっと市民の声を
聞いて行く態度を持って臨む事。
これからは人口も自然と減って行くと思うので、若い人に活気のある地域づ
くりをしてあげられると良いと思います。

10 その他 35 調査
9 まちづく
り全般

266 女 50歳代
地域の子育て支援とか、いろんな事をつくっていくのは良いですが、多額の
お金を使って、ちゃんと運営されているのかチェックする必要があるので
は。税金の無駄使い。

8 行政経営
33 計画的、
効果的な行
政経営

267 女 50歳代 駅の近くに駐車場が足りないように思います。
9 まちづく
り全般

268 女 50歳代

新山口駅が新しくなりますが、駅に生活に便利なショッピング施設が欲しい
と思います。観光客用の土産物店では無く、地域の生活に密着した、日常の
買い物が出来るスーパーマーケットや、小郡地区に不足している衣料品店
（ユニクロ等）、２４時間営業のファミレス等、人が集まる便利な駅になっ
て欲しいと思っています。

9 まちづく
り全般
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269 女 50歳代

私は山口市南部の嘉川に生まれて、ずっと住んでいます。
若い時は随分と片田舎で、高校時代は宇部に電車を乗り継いで過ごしていま
した。だから運休するとバスを乗り継いで、随分と時間がかかる時代でし
た。大きな買い物や服を買うときは山口宇部方面に行き、それも無くてやは
り広島や小倉に行っていました。
仕事も地元でして、結婚、子育てもずっと地元で過ごして現在に至っていま
す。子供も山口大学に入学して、家からの通学で電車を利用していました。
しかし、山口までの通学も交通網が余り便利と言えず、電車の乗り継ぎ時間
が悪くて時間のロスが多く、小郡から大学近くまでのバスが直行していたら
便利だろうといつも思っていました。
バスにしても山口から小郡までは多く運行しているけど、それから郊外に行
くコミバスも本数が少なくて、やはり帰宅時間が限られています。
また、現在買い物や食事会に行くにしても、山口の商店街や井筒屋などが余
りにも閉店が早くて、夕方は少し焦ります。商店街も余り魅力のあるお店が
無いように思います。映画館もあると良いなと思います。
今は防府か宇部に行くしか無いです。若い人は商店街には余り行かないと思
う。
それでも今住んでいる所に比べれば、お店や公共施設、病院の数や、また公
園の広さ、環境設備の充実度はかなり違います。同じ山口市に住んで、同じ
税金を払いながら不公平だなぁと旧市内に行く度に溜め息が出ます。
現在やっと下水道工事が始まろうとしています。ここは私の若い頃と比べて
余り状況が進歩していないなと感じています。これから私の娘が結婚して
も、この場所に住んでくれるような公平な居場所になるように、道路交通網
や福祉、子育て、公共サービスを享受出来る公平な町になればと思っていま
す。

9 まちづく
り全般

270 女 50歳代
山口市は県中部でありながら田舎で何も無いイメージですが、「住んでみれ
ば環境も良く、充実した生活が出来る素晴らしいまちです」と胸を張って誇
れるまちになる事を期待しております。

9 まちづく
り全般

271 女 50歳代

①（問７で）新山口の駅の北地区を上手く開発して欲しいと書きましたが、
既に色々計画は進んでいるようですね。ネットで計画を見ましたが、結局Ａ
ゾーンに何の施設が出来るのか良く分かりませんでした。ネットでも見ても
良く分からないと言うのもどうかと思うけれど（難しい言葉ばかり書いて
あって）、とにかく巨費を投じて良かったと思えるようなものになって欲し
いと今は願うのみです。
②病院施設を増やすよりも、健康増進のための予防プログラムを増やして欲
しい。スロー筋トレ、太極拳、健康体操教室など、増やして欲しいと思いま
す。
③今でも「新山口駅」と言う名前は馴染めません。九州に小郡市があるので
区別もいるのだろうけど、やはり「小郡駅」と言う名前に未練が未だに残り
ます。今更どうしようもない事でしょうが…。
④下関のふぐのように、何か山口で名物になれるようなグルメが出来ると良
いですね（Ａ級グルメでもＢ級グルメでも…）。温泉と料理のセットで観光
客を呼びたいものです。

9 まちづく
り全般
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272 女 50歳代

問１２に関して、ほとんど情報が無いので分からない。マンションに市報な
ど広報紙が届けられていない。配達されないなら、せめてマンション毎に配
布されたい。納税者と言う公平性から。
山口の玄関である新山口駅周辺にショッピングセンターが無い。服や家電を
買う所が無い。
需要はあるのに地の利が生かされていない。何も無いので駐車場だらけ。他
所から来る人が「何も無い」と言う印象を持たれる。
新山口と、湯田と、それぞれの利点を生かして行って欲しい。新規参入の民
間企業は拒否せず、好機かも知れないので、どんどん受け入れてみないと展
望が無い。

9 まちづく
り全般

273 女 50歳代

人口減少も大きな問題です。早急に対策をしないといけないと思います。一
市だけで無く、他の市町村や県、国と連携を取りながら、若い方が希望を
持って働ける場所や生活出来る環境を考え、他の地域から来られる方を暖か
く受け入れられる環境（住民の意識改革も含む）を整えて行けると良いと思
います。
また、地域の良い特産物や人材などを色々な媒体を通して、広くグローバル
にアピールして行って欲しいです。色々と仕掛けを考えて行かないと、興味
を持って貰えないように思います。
既に対策をされているとは思いますが、成果が出るまで諦めないで行かれる
よう、よろしくお願い致します。
・山口市にあると良いと思う事
①外国人観光客を増やす。
②ITを駆使した一次産業。
③自然体験しながらのびのびと遊べる場所（想像力の膨らむ所）。
④地域を経済、福祉などでグローバルに牽引出来る人材を、地域の中で育て
る（複数）。
取り留めの無い事を思い付きのまま書かせて頂きました。申し訳ありませ
ん。皆様のご活躍を期待しております。

9 まちづく
り全般

274 女 50歳代
山口市が何に取り組んでいるか、市民の何人の人が知っているのか疑問に思
います。頑張ってしていても、市民が知っていなければ取り組みの評価は低
くなると思います。もっと声を挙げて良いと思います。

8 行政経営
33 計画的、
効果的な行
政経営

275 女 50歳代
新山口駅周辺の開発が進められており、多くの観光客が来山してくれる事を
期待しています。山口市には山も海もあるので、自然も利用した開発もある
と良いと思いました。

9 まちづく
り全般

276 女 50歳代
このような市民意識調査も必要だとは思いますが、市民の生の声を聞いてほ
しいと思っている方もたくさんいらっしゃると思いますので、市の職員の方
が各地域を定期的に回られて、声を聞かれるのも良いかと思います。

10 その他 35 調査

277 女 50歳代

山口に来て20年になります。山口の人は控えめで温かく、よそ者にも優しい
良い人達だと思います。ですが反面、自分の気持ちを表現するのが下手で、
ともすれば何を考えているか分からない、冷たい人達とも捉え兼ねられない
面があると思います。個人情報保護法が施行されてから、その傾向はますま
す強まり、今、地域のコミュニティやご近所付き合いもますます薄くなって
きています。例えば文化といった共通項を持つ事で、県民や地域民に連帯意
識が持てるようになれば、温かい交流が少しは戻ってくるのかな等と考えた
りします。

9 まちづく
り全般

278 女 50歳代 市役所が小郡にきてほしい。今の場所は駐車場が狭くて、止めにくい。
9 まちづく
り全般



自由意見

-215-

番号 性別 年齢 その他ご意見がありましたらお聞かせください。 分野１ 区分１ 分野２ 区分２ 分野３ 区分３ 分野４ 区分４ 分野５ 区分５

279 女 50歳代

山口市の高齢化は確実に進んでいます。それに伴う認知症の方の数も増加し
ています。残念ながら医療体制や福祉は全くこれに追いついていません。資
産のある人は施設に入れます。国民年金の３倍は人として生活できる施設費
用に必要なのです。救急医療では拒否される病気なのが現状です。大変深刻
な問題だと思います。50代の子の親が認知症の場合、仕事を辞して介護をす
れば、子の老後は誰が保障できるでしょうか。

1 健康福祉

280 女 50歳代
保育園に預けるのに、昔に比べ預けにくい。
医療機関が充実していない。

1 健康福祉
2 子育て支
援

1 健康福祉
1 保健・医
療

281 女 50歳代

山口市の中心部と中山間、山間の地域では何事も温度差があり過ぎ。同じ税
金を支払っているのに交通も不便だし、医療機関も無に等しい。病院まで１
時間以上車でかかるし、電車は朝と夕方、昼間はほとんど無し。１回病院に
行くと１日仕事。病気にもなれない。
今でもその様子なのに、１０年後はもっと酷いと思われる。人口は減少（半
分）し、集落に人はいなくなり農地は荒れ、イノシシ、クマの楽園になると
思われる。１０年待っていては遅いと思います。

9 まちづく
り全般

282 女 50歳代
一人暮らしの高齢者が多いのに、一般健診など配布、送付するだけでは理解
出来ない。受診率を向上させるためには個々に訪問しないと駄目だと思いま
す。

1 健康福祉
1 保健・医
療

283 女 50歳代

住んでいる地域（阿東）と、山口市等への幹線道路（国道９号線）の状態も
悪く、通行止め等になったら陸の孤島状態になる不安、不便さがあるので、
もっと道路等の整備、確保をして欲しい（阿東等、田舎への整備や便利さを
考えて欲しい）。

5 都市整備
23 道路網の
整備

284 女 50歳代
就職出来る場、しっかりとした収入があれば若い世代も定住してくれると思
う。人口が増えれば消費も増え、またお店も増え…と良いループが出来て行
くと思う。

6 経済・産
業

29 商工業の
振興

285 女 50歳代 役所体質のその上から目線どうなのか？内容を検討するべき。 10 その他 35 調査

286 男 60歳～64歳

道州制が導入されると、山口市の場合、県都としての機能が相当失われ、小
さくなる可能性が強い。断固、道州制には反対する。山口市も県と連携し、
反対の主張を強める事。
一般、山口市は町もそこに住む人も相当レベルは高い。良い町だ。ただ、そ
れを市民も余り認識していない。まず市民と市が誇りと自信を持つべきだ。
道州制の首都となると思い上がっている広島は、大きさはともかく質は低い
が、山口県を属国ぐらいに思っている。負けないようにしなければならな
い。そのため山口市が山口県全体の底上げを図る役割を担うまちづくり、人
づくりに励むべきだ。

9 まちづく
り全般

287 男 60歳～64歳
産業の活性化、企業誘致して若者に定住して貰わないと活気が無くなる。き
れい事に自然の環境保全と言っていても将来が無くなると思う。

9 まちづく
り全般

288 男 60歳～64歳

①私の住む小鯖もそうなんですが、郊外の下水道整備が遅れていて河川の汚
染が気になる。全体で処理をするのではなく、一定の集落ごとの処理場を設
備してコンパクトな物にする。
②生ゴミに関しては各家庭に生ごみ処理機を市で助成して、堆肥を作っても
らい、それを市が買い上げる方法。

4 環境
20 下水道等
の整備

4 環境
19 循環型社
会の構築

289 男 60歳～64歳
市民意識調査等、大変ご苦労様です。山口市が今後より一層活力ある町にな
りますよう、ご尽力お願い致します（当然さんか協力致します）。

10 その他
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290 男 60歳～64歳

本調査のお願いの文章の中に、「本格的な人口減少時代や高齢社会の到来、
集中豪雨等に対する防災の取組をはじめとした新たな課題を克服し、」とあ
りますが、平成３０年以後の次期計画において「克服」の数値目標等につい
て実現可能、あるいはもしかしたら出来るかもと思われる計画を立案される
事を望みます。例えば「人口減少」に関してですが、現状から推察すれば、
±０でも大健闘、五千人減でも上出来かも知れません。
「克服」する目標によって計画方法が違って来るかも知れません。行政コス
トを勘案しつつ、計画を立案される事を望みます。

9 まちづく
り全般

291 男 60歳～64歳

公共交通機関を充実させて欲しい。イベント等で公共交通機関をご利用下さ
いと良く言われるが、現状は非常に不便である。
コミュニティーバス（小型バス）の路線の見直しをしてはどうか。大内方面
より平川方面への移動が大変不便である。
きらら浜にラグビーサッカー場を作り、レノファ山口のJリーグ昇格を後押
ししてはどうか。

5 都市整備
24 公共交通
の充実

2 教育・文
化

12 スポーツ
の振興

292 男 60歳～64歳

山口は特別に裕福なわけではないが、貧乏なわけでもなく、全国的に見ても
かなり恵まれている土地柄である。それに文化や伝統もある。日本の見本の
ような所であった。あったというのは、今の山口市は無秩序に竹の子のよう
にマンションが建ち、景観も非常に損なわれている。幸せは「金」だけでは
ない。そんなにお金儲けが必要ですか。そんなに無視して人口を増やさなけ
ればいけませんか。偏向した教育とバカマスコミのおかげで、素晴らしい日
本の姿が無残にもガダガタになっている。医師・弁護士・教師・マスコミの
おかげで、日本は沈没寸前。愛する日本・愛する家族の為に尊い命を捧げ
散っていった戦争者に顔向けできない人間にだけはなりたくないものだ。

10 その他

293 男 60歳～64歳
高齢化で高齢者の医療費が増大している。健康な老人で医療費がかからない
ように、健康づくり（運動、食生活、健診）を積極的に行政が進めて欲し
い。

1 健康福祉

294 男 60歳～64歳

①路線バスの便数増加について。平野地区に居住しているが、毎朝県庁方面
に出勤する際、通常の出勤時間帯である7：00～8：00の間、あまりにも「常
栄寺前」のバス停に停まるバスが少ない。下恋路の防長バスから県庁方面
に、この時間帯多くのバスが出ているが、そのほとんどが県庁前まで回送で
行き、バス停を素通りして行ってしまう。平野・江良地区の通勤者を忘れて
はいないか。
②JR山口線、湯田温泉発、新山口駅行きの最終便は22：10であるが、これで
は小郡・吉南地区のサラリーマンはゆっくり湯田・山口で酒が飲めない。湯
田の飲食街・店を活性化させるにはバス・JR共に増便または運行時間帯を再
考願いたい。
③防長バス・JR共に市役所同様にあまりにもお役所的思考で、民間の活力を
全く感じない。
このような事で、観光客が来るわけがない。リピーターもいない。

5 都市整備
24 公共交通
の充実

295 男 60歳～64歳
元気な高齢者（死ぬまでいきいき元気）を増やす健康プログラムを策定、実
施し、地域に貢献して貰うシステムを作る。

1 健康福祉

296 男 60歳～64歳

①施策が総花的で、どういう“まちづくり”をしようとしているのか、よく
見えない。
②もう少し優先順位を明確にして、“まちづくり”に重点配分してほしい。
③このままだと単に“ジリ貧”になる。
④合併の目的であったはずの中核都市づくりにもっと大胆に取り組むべき。
集中投資して良い（もう周辺部対策は十分）。

9 まちづく
り全般

297 男 60歳～64歳
給料が多いのではありませんか？中小企業やパートは本当に安い給料で働い
ています。

8 行政経営
33 計画的、
効果的な行
政経営
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298 男 60歳～64歳

山口市は従来から県の中央部に位置し、県庁所在地でもある事から、他市に
比べて何事につけ恵まれている市であると思います（自然・行政・道路事
情・観光・教育etc）。ところがあえて苦言を言わせていただければ公務員
の街とも言われるくらい（企業が少ない事から）行政に携わる職員の質が低
下していると感じます。無論、就職する時は難しい試験を突破した人達かも
しれませんが、どうしても上から目線の姿が映ってしまいます。
これに携わっていない人の中にも、学問的にも人物的にも市在住の中で優れ
ている人はたくさんいます。定年退職した私者が今冷静に客観的に把えた場
合に、市の職員の傲慢さが鼻につくようになりました。いくらきれい事を唱
えても、職員１人１人が正して行かねば、本当の意味での市の成長は期待で
きません。公僕の立場を今一度振り返ってみて下さい。内部教育を充実して
下さい。市民から見て給与が高いと思われないように。

8 行政経営
33 計画的、
効果的な行
政経営

299 男 60歳～64歳
子供達若い世代が地元に住みたがらない。広島と福岡に挟まれ、人口減少が
深刻化。魅力ある都市づくりを。

9 まちづく
り全般

300 男 60歳～64歳

観光都市を目指す為には新山口、山口駅の便を金・土・日曜日を大幅に増便
し、赤字部分については思い切ってJRに補てんするぐらいの施策が必要で
しょう。他の防府市・萩市・津和野等とタイアップし、とにかく交通網の利
便性が必要でしょう。

5 都市整備
24 公共交通
の充実

301 男 60歳～64歳 なるべく人件費を抑えて、有効に活用して頂ければと思います。 8 行政経営
33 計画的、
効果的な行
政経営

302 男 60歳～64歳

将来の事を考えた場合、やはり若い人達が十分な給料を稼いで結婚し、子育
てができる経済的基盤を確立する為、雇用と子育て支援（保育園等の充実）
が大切。「産めよ・増やせよ」とばかり、今の日本にはピラミッド形の人口
構成に近づける政策が必要。地方においても同じ。山口市においては高枠・
大枠の若者が流出してしまわないような雇用や生活基盤の体制づくりが大
切。若い人達へのアンケートを元に考えていけば良いと思います。

9 まちづく
り全般

303 男 60歳～64歳
市中心地から市南部・北部へお金が動く仕組みづくり。海・山へのレジャー
やドライブ等で。市内でお金が回る事が必要と思います。

9 まちづく
り全般

304 男 60歳～64歳 行政マン意識改革をしない限り、民間連携は不可能だと思う。 8 行政経営
33 計画的、
効果的な行
政経営

305 男 60歳～64歳
①市職員と市民の考えがバラバラである。
②誰に働かせて貰っているのか、誰のために働いているのか良く考えよ。

8 行政経営
33 計画的、
効果的な行
政経営

306 女 60歳～64歳

特徴の少ない、超田舎な県庁所在地で、山口転勤が決まった時友人達から気
の毒がられた。私自身も絶望感で心が折れた。田舎で企業も人口も少ないの
は仕方無いが、町全体の「ヌボー！」とした雰囲気はガッカリする。
中心地を見ても、これと言った特色や活気も無いし、時間を逆行したのかと
感じた。
ただ、道路が整備されていて（凄い田舎にもまともな道があり）、ドライブ
には快適な県ではある。しかし山口市内の樹木には少し！があり、また足下
の花壇（宇部市が良い）が不足しているので、非常に残念である。
街灯も萩市は素敵で大好きです。
その様な点から見て、山口市はパッとしないイメージです。郊外の空き家を
もっと活用した方が良いし、他県の企業誘致ももっと研究した方が良いと思
う。
後は野菜類の物価が高過ぎるのは非常に残念です（都市部より田舎町の方が
高いのですか？ビックリです）。

9 まちづく
り全般
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307 女 60歳～64歳

私は今６０歳を迎えています。一人暮らしなので、車が使用出来るが、この
先足が悪くなったりすると買い物にも行けず不安である。年金も少なくなる
一方なので不安！
家にいると特に寂しくなると思うので、これから先どうしたら良いのでしょ
うか？友達はいますが、仁保まで来られなくなると言う。寂しい！
こんな私をよろしくお願いします！

9 まちづく
り全般

308 女 60歳～64歳

小鯖と言う地域性だと思いますが、交通の便が悪い。
大内にばかりスーパー等集中していて、コンビニは３店もあるのに食料品店
が１店も無いので、大変不便を感じています。今は車で外出出来るが、今後
が不安です。

5 都市整備
24 公共交通
の充実

309 女 60歳～64歳
３５年ぶりに山口に帰って来た者ですが、山口は車の交通マナーの悪さが酷
いと思います。

3 生活安全
15 交通安全
対策

310 女 60歳～64歳
山口市民として、他地区の方々と同じ税金を払いながらも、私の地区は下水
が整備される予定も無いと聞いています。世帯数は多いと思いますので、早
く私の地区まで下水の拡張をお願いします。

4 環境
20 下水道等
の整備

311 女 60歳～64歳 山口市に住みたいと思える所にしてほしい。
9 まちづく
り全般

312 女 60歳～64歳
三つ子の魂百までということわざがあります。乳幼児期の育児の大切さ、母
親・家庭の安定、安定した育児を受ける為の教育の必要性。妊娠中の母子保
健の中で説明等されているのでしょうか。

1 健康福祉

313 女 60歳～64歳

①高齢者にはデイサービスなど充実している。大都市に比べると、福祉サー
ビスは行き届いていると思う。
②若い人達に山口市が魅力があるかどうかは疑問がある。雇用の問題や、働
く場所としては官公庁が主なので、企業が少ない。暮らしていても遊ぶ施設
が無いので、他の市や県に出掛けざるを得ない所も問題と思う。

9 まちづく
り全般

314 女 60歳～64歳 山口市プレミアム商品券は改善を望む。
6 経済・産
業

30 地場産業
の振興と勤
労福祉

315 女 60歳～64歳 もう少しバスの回数を多くする。 5 都市整備
24 公共交通
の充実

316 女 60歳～64歳
市の駐車場(市民館の前）と利用する事がありますが、いつも屋上に駐車し
ます。普通の日でも、利用者が多いのですか。

10 その他

317 女 60歳～64歳

自分の事ですが、市の中心からはずれた所に住んでいて、車が運転できるう
ちは良いですが、これから年を取ってきたら生活するのに難しくなるのでは
という不安があります。例えば、食料品や日用品の購入、病院への通院、公
的機関へ出かける時等。

5 都市整備
24 公共交通
の充実

318 女 60歳～64歳

①舗道の木は減らして欲しい（看板が見えにくい）。緑が多いのは良いが、
利便性を低下させては意味が無い。
②駅のトイレにトイレットペーパーは必要。エコは必要だがやり過ぎ。
③６０歳になって急に不安な世の中になった気がする。社会保障の充実も絶
対に必要だと思うが、保障されなくても安心して生活出来る保障が欲しい。
④官民連携、地場産業、企業の競争力は低いと思う。
多方面で日本の代表になれる市になって、次世代に繋げれば嬉しいです。

9 まちづく
り全般

319 女 60歳～64歳

①山口はとても住みやすいと思います。
②周南、柳井の友達が山口に買い物に良く来ます。お洒落な店、気になるお
店が多いと言います。
③スポーツ、レノファ、サッカー、J２に向けて応援しています。もっとた
くさんの市民の方がサッカーに興味を持ってもらいたいです。

9 まちづく
り全般

320 女 60歳～64歳 集中豪雨の災害に対する防災の取組みが不安です。 3 生活安全 13 災害対策
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321 女 60歳～64歳

何もかもきれい事としか思えず、なかなか努力されている事が実感としてな
い。町から離れた集落や農水産に携わる人々の苦労を行政はもっと知るべき
だと思う。
福祉に関しても努力はしているのかもしれないが、現実は厳しく、入居する
場所もなく、家族の負担を考えてほしい。結局、お金に余裕のない人は虚し
く最後を迎えなければいけないのかと思う。市だけではなく、国の方にも問
題があると感じる。

10 その他

322 女 60歳～64歳

社会感覚が今もって変わらず、公務員、特に県庁職員（退職しても）とその
女房の特権階級意識は言動に強く表れている。
土着の山口市民は「あの人は地元の者じゃなかろう」と見下した言い方で、
平気で差別する（公務員とその女房には言動が違う）。特に夫のいない女性
に対する言動はひどい。
私は山口市に在住して46年になる。扶養家族ではないので、各種税金等、全
て払っていますが、陰で「地元の人じゃなかろう」と言う土着の見下した言
動と、公務員、特に県庁職員（元県庁職員も）とその女房の特権階級意識の
威張り腐った言動には本当に嫌気が指している。
あたたかい町とは程遠く、悪い方の田舎の社会感覚で、社会性の欠如を感じ
る。単身・個人では生きにくい社会ではなく、年齢・性別に関わらず、個人
個人が普通に生きられる社会づくりが必要。単身者も社会参加できるよう
に、個人を尊重した行政が必要と考えます。

10 その他
9 まちづく
り全般

323 女 60歳～64歳
未来を担う子供の学校問題（いじめ）や、現在の高齢者の状況をかいぜんし
てほしい。老人ホームの件等。
上手に文が書けないので、伝える事が大変です。

2 教育・文
化

8 学校教育
の推進

1 健康福祉

324 女 60歳～64歳

山口へ移住して、老若男女、車社会である事を知りました。道は狭いながら
もどこも整備されており、他県の人は感心しています。でもPが少ないよう
に思います。特に山口中心地などが不便で、市民会館などで夕方から行事が
ある時は困ります。県立図書館の側にある、クルミ？と言う喫茶店の裏にあ
る雑木林などを、整備してPにしたらいかがでしょうか。
近所は高齢者ばかりで、運転を止めてバスなどを利用されています。足が不
自由になった場合の交通手段や、タクシー利用の割引のサービスも考えて欲
しいです。
山口市郊外はもっと高齢者が多い地区があると思います。これからの課題と
思います。

9 まちづく
り全般

5 都市整備
24 公共交通
の充実

325 女 60歳～64歳
余りにも保守的な町、山口です。何を言っても保守的な考えに撥ね付けられ
ると、言う気も失せてしまいます。他所を見習うのでは無く、オリジナルな
ユニークな見方、思考を、市の方々がして行かれる事を望みます。

10 その他

326 女 60歳～64歳 民の声が少しで聞かれているのですか？ 10 その他

327 女 60歳～64歳 小郡地区にも温泉施設（宮野温泉のような）があると良い。
9 まちづく
り全般

328 女 60歳～64歳

介護施設など、高齢者の福祉サービスは他県に比べると充実している気がし
ます。施設内でのいじめ、暴力などのニュースを聞くと、本当に悲しく残念
です。大変なお仕事に対して良い人材が集えるよう、町を挙げて援助も必要
なのかと…。

1 健康福祉
3 高齢者福
祉

329 女 60歳～64歳

静かで暮らしやすい地域ですが、若い世代が少なく、老人世帯が多いです。
若い人達が働ける企業とか、ショッピングモールのような大きな建物とか。
老人ホームと保育園が一緒になっている施設とか、何か魅力のあるのある地
域になれば良いと思います。

9 まちづく
り全般

330 女 60歳～64歳 若者から老人まで集う所が出来て欲しい。
9 まちづく
り全般
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331 女 60歳～64歳

高齢になる親との同居の為、７年前にＵターンしました。中山間地の例にも
れず、過疎化は進み、仕事・買物・医療機関の受診等は全て地域外の山口市
街や防府市でまかなうような現状です。古くから住み続けている高齢者の方
は、住み慣れた土地を離れる事に抵抗があるようですが、私共は将来は山口
市街への転居を考えています。中山間地等の過疎化の進行は、全国規模の問
題とも思われますが、コンパクトシティ等も視野に入れた抜本的な施策も必
要かと考えます。

9 まちづく
り全般

332 男 65歳～69歳
全体的には山口市は住みやすい良い町と思います。
今後はなるべく早く道場門前、米屋町、中市、大市の活性化を図る事が必要
であり、これが市全体の発展に結び付くものと考えます。

5 都市整備
22 都市機能
の充実

333 男 65歳～69歳 役所の移転の後が不安である。 10 その他

334 男 65歳～69歳
問６の歴史、伝統、芸術、文化を大切にする町に関連して、市職員が山口市
街地の歴史を知らな過ぎ。表に出ている歴史は詳しくても、それ以外の市街
地の歴史を知らない。新しい観光資源として活用出来るものがあるのに。

2 教育・文
化

10 文化の振
興

335 男 65歳～69歳
祭やイベントへの参加を増やす方法、市民参加が出来る楽しいイベントを作
る。町内会の活性化、コミュニケーションが十分取れていない町内もある。
我々の町内はまあまあの行事を行って、顔を併せる機会があります。

7 自治振興

31 地域コ
ミュニティ
活動や市民
活動の充実

336 男 65歳～69歳
マンションが市内では各所に出来ているが、人口減少、高齢化で５０年、１
００年先マンションはどうなるか、不安材料です。

9 まちづく
り全般

337 男 65歳～69歳

第二次、山口市中央市街地活性化計画によると、マンション建設・老人・ケ
ア・医系施設等の建設及び道路バリアフリー化という事で、かなり期待して
いましたが、現実はマンション販売不調、ケア・医系施設等は民間任せ、バ
リアフリー化は見えていないように思いますが。私共には何も分からない状
態で、前回の説明会の続きとして、現在はどのようになり、またこの状況を
踏まえ、将来は具体的にこのようにする等の次の説明会が開催されるよう望
みます。
また団塊世代の「25年問題について」。介護・住宅・その他、ソフト面を考
える会を当事者と共に丁寧に進めていただきたいと思います。

5 都市整備
22 都市機能
の充実

9 まちづく
り全般

338 男 65歳～69歳
アンケートの項目は難しいとは思いますが、回答する方は判断に迷います
ね。ですが、考える方は大変だと思います。

10 その他 35 調査

339 男 65歳～69歳

団地内の市道は広くはない。自宅前の市道に昼夜問わず駐車する者が多い。
マナーが悪い。
済生会湯田温泉病院が大きくなるが、それに伴い人の出入れ・通行車両も多
くなると思うが、市道の整備は全くない。市はどのように考えておられるの
か。地元の者は不安である。

3 生活安全
15 交通安全
対策

5 都市整備
23 道路網の
整備

340 男 65歳～69歳

私は母親を介護している年金生活者です。年金で生活が出来ないため、妻が
パートに出ています。税金が多くて（固定資産、車、介護保険、地方税
他）。税金倒れになりそうです。
自宅介護をしている者は、せめて介護保険免除して欲しい！

1 健康福祉
6 社会保障
制度

341 男 65歳～69歳

２０年間下関に住んでいました。バスの便が非常に良く、山口は非常に悪
い。病院に行くのも大変です。各団地を回って行くバス、コミュニティータ
クシー等をもっと考えて欲しい。
介護保険高い。一体何に使っているのか、なぜ必要なのか教えて欲しい。市
報を通じて！

5 都市整備
24 公共交通
の充実

1 健康福祉
6 社会保障
制度
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342 男 65歳～69歳

山口市に居住し約４０年、住居を構えて３５年余りとなりますが、当時（山
口市に移住）と現在の山口市（旧山口市）は大きく変わった（町並み）と思
うが、特に下水道事業が大変遅れていると思う。
私が家を建てる時将来計画にもなっていなくて、３５年経過した今年度やっ
と工事の説明を受けた所で、今年度末に仕事が完了し平成２７年４月から使
用出来るとなる予定です（手続きは完了した）。早期に全域の完成を望んで
います。関東、東北での豪雨災害を見ると、下水等のライフライン、特に下
水については衛生面で特に重要と思います（以上気付と要望）。

4 環境
20 下水道等
の整備

343 男 65歳～69歳
①統計データを十分に検討し、まちづくりに活用してほしい。
②まちづくりに要した事業費については詳しく公表し、事業の成果を具体的
に公表してほしい。公表→インターネット。

9 まちづく
り全般

344 男 65歳～69歳

過去、臨時職員として勤務した事がありますが、職員の勤務意欲の低さ、責
任感の無さ、市民の行政の関心の無さ、身勝手さに驚かされた事がありま
す。
職員に対しては公共の職とは何なのかの認識と自覚を持てるような、実行力
のある現場に即した教育を希望します。
行政から市民に対しては、市政に対しての関心や参画意識が持てるような施
策、工夫を希望します。

8 行政経営
33 計画的、
効果的な行
政経営

9 まちづく
り全般

345 男 65歳～69歳

自然豊かな山口市、その自然が山口市の魅力となっているかと考えると、必
ずしも首肯できない。山口市を貫く基幹河川「ふしの川」が市民、特に子供
達にとって魅力ある場として造れないだろうか。生活感とつながった川の魅
力を演出できたら、自然都市山口として社会と未来にアピールできるのでは
ないだろうか。現在は「放置状態」に思える。

9 まちづく
り全般

346 男 65歳～69歳 桜島地内の油川の改修、早期実現を強く望む。災害が起きてからでは遅い。 3 生活安全 13 災害対策

347 男 65歳～69歳

地域交流センターと地域の自治会の連携に寄る地域単位の防災計画を確立し
て頂きたい。
昨今、全国各地で発生している災害状況からして、地域住民の防災意識の高
揚と迅速な行動が不可欠である。

3 生活安全 13 災害対策

348 男 65歳～69歳
山口市の国民健康保険料は高過ぎるのでは。行政を合理化、簡素化が必要な
のでは。

1 健康福祉
6 社会保障
制度

8 行政経営
33 計画的、
効果的な行
政経営

349 男 65歳～69歳 社会インフラの縮小均衝を図り、市民生活の質の向上に重点を置くべき。 8 行政経営
33 計画的、
効果的な行
政経営

350 男 65歳～69歳
年寄りが住みやすい町なので、それに力を入れて年寄りが住みやすい町と言
う事を全国的にアピールしたら、人口が増える！

9 まちづく
り全般

351 男 65歳～69歳

村では老人ばかりで構成員が少なく、自治会の役員数に人数が足りないよう
な状態です。地域の祭りや運動会や盆踊りなどの文化的な行事は、地域の人
によって自主的に行われるのが本来的と思われるのですが、行政の力によっ
てやっと保たれているような気がします。
体の動かない年寄りばかりでは仕方無い事かも知れません。若い人がたまた
ま地区に入居しても、生活が忙しいと言って地区清掃などにも参加しませ
ん。
自然な形で、皆が協力し合えるようになると良いと思うのだけれども…。

7 自治振興

31 地域コ
ミュニティ
活動や市民
活動の充実

352 男 65歳～69歳
地域の不具合を連絡し、対策をお願いしても、予算が無いと断られる（市の
職員対応）。

8 行政経営
33 計画的、
効果的な行
政経営
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353 男 65歳～69歳

自治会は活発に活動をされていますが、この調査（内容の達成）に関しては
限界があると思います。
山口県の玄関でもありますから、県と一所になって対策対応する事が大切と
思っています。テレビニュース等で知事さんが頑張っておられる姿が良いと
思っていますので、市長さんはイベント等に参加された時のニュースより、
トップセールスをされる姿を期待します。トップが変わる事が市民にはイン
パクトがあると思います。

9 まちづく
り全般

354 男 65歳～69歳
大変でしょうが、１０年、２０年先を見据えながら誇れる山口市にすべくご
努力下さい。心より期待しております。

10 その他

355 男 65歳～69歳

気付いた事ですが、市では黄色い車（軽のワンボックスカー）で道路パト
ロールをされていらっしゃるのですか？いつも思うのですが、狭い市道を高
速で走って、道路の状態が見えるのですか？穴は空いている、道路の真ん中
には草がたくさん生えている。多分回っておけば良いと思っておられるんで
しょうね。高い市税を使って。今度見たら車を止めますよ。
新山口駅、きれいになりつつありますよね？それはそうと１日通行者が２万
人と言う事でしたが、通勤、通学のみで昼間は誰も通行していません。おか
しいですね。１００億円も市税を使って誰が考えてもおかしいのでは？
市報で回答して下さい。一市民

5 都市整備

356 男 65歳～69歳 下水処理工事の遅れ。 4 環境
20 下水道等
の整備

357 男 65歳～69歳

山口には湯田温泉があるが、利用しにくい。私も２０年小郡に住んでいる
が、１回又は２回くらいしか利用した事は無い。市民が気軽に入れる所が無
い。温泉に行くには九州しか無いと思っている。もう少し市民が入りやすい
湯田にしてはいかがなものか。

9 まちづく
り全般

358 男 65歳～69歳

新山口駅前（在来線口）の開発状況をもっと知らせて欲しい。また衣料品店
の商業施設が小郡地域には無いに等しいので、高齢者が増加しているので尚
更に、駅前に百貨店のような総合商業施設の誘致に力を入れて実現して欲し
い。

9 まちづく
り全般

359 男 65歳～69歳
山口市は広域行政となっているが、山間部等の人口減少が著しと思われ、空
き家等も多くなっていると思われる。今後農村部等の活性化のため、農村対
策等の指導を十分行える期待する。

9 まちづく
り全般

360 男 65歳～69歳
①無駄な広報誌は止めよ。
②このようなアンケートは無駄！止めよ！
③紙の質を落とせ！

8 行政経営
33 計画的、
効果的な行
政経営

10 その他 35 調査

361 男 65歳～69歳
下水道の普及が第一。
土地があっても住宅が建たない。

4 環境
20 下水道等
の整備

362 男 65歳～69歳 「創造のまち山口」の現実は、人づくりが最も必要です。
9 まちづく
り全般

363 男 65歳～69歳

①中央部に偏重したまちづくりが進められている感じがする。
②総合支所と地域交流センターの役割が曖昧。現在の総合支所はなくして、
交流センターだけでも良いのでは。そう思う程、総合支所は機能していない
と考える。

9 まちづく
り全般

8 行政経営
33 計画的、
効果的な行
政経営

364 男 65歳～69歳 阿知須は海があっても海が無い。湿地帯。 10 その他

365 男 65歳～69歳 質問内容がお役人感覚。余り役に立たない質問。 10 その他 35 調査

366 男 65歳～69歳

市内地区と市外（中山間地区）との対応を別々にして、対策を考えて行く。
阿東地区は１０年先の人口は今の半数近くになる恐れがあるので、他地区か
らの移住が求められる。
今の若者は何とか生活出来て昔とライフスタイルが変わっているので、その
要望に対して叶えてあげられれば集まって来るのではないかと思う。
我々世代の老後の生活もよろしく。

9 まちづく
り全般
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367 男 65歳～69歳

年々高齢化が進む中、夫婦のみで体に不安を感じながら生活をしている。か
かりつけの病院はあるが、ほとんど内科のみ。それ以外は山口まで行かなけ
ればならない。今は何とか車の運転はできるが、それもいつまで続けられる
か分からない。地域内に、いろんな科の病院があれば、少しでも安心できる
のにと常々思っています。

1 健康福祉
1 保健・医
療

368 女 65歳～69歳
海がきれい、山がきれい、そんな所は全国にたくさんあります。それでは人
は集まりません。人間と思います。

10 その他

369 女 65歳～69歳

市内でも空き家が増え、ほとんどが駐車場となり、車が狭い生活道路を相当
数通ります。昔、生活道路と言われた道も、今はそんな状況ではありませ
ん。市内にいかに駐車場が増えているか調査するべきです。道の状態が車が
多数通れる状況ではありません。不必要なものを作らないで欲しい。市内の
駐車場の増え方は、道路傍らに住む住人にとって切実な問題です。

9 まちづく
り全般

370 女 65歳～69歳

美しい自然に恵まれた山口市に住むのは大変幸せです。でも少子高齢化が進
む山口では、行政が積極的に取り組まなければならないと思う。
まず、働くお母さんのために保育所を整備し、働きやすい環境を作り、また
お父さんも育児に協力出来るように働きやすい環境を作って欲しい（家庭を
大切にする教育）。
また、子供達がのびのび遊べる場所、公園が少なく、ゲームばかりになって
しまわないよう、元気で外で遊べる環境も大切だと思う。また、子供達が塾
ばかりに行かなくても（費用がかかる）学校で充分学力が付くように考えて
欲しい。
また、人生の幸福は、良い大学、良い職に就くためでは無い。もっと心の豊
かさを教える教育をして欲しい。倫理道徳教育が欠けていると思う。吉田松
陰先生に学ぶべきである。

9 まちづく
り全般

371 女 65歳～69歳

①山口駅＝JRの関係ですが、駅外側のトイレの設備を考えてほしい（例えば
トイレットペーパーの設置等）。観光客等の方が使用時に困られるかと思い
ます。
②商店街＝高級マンションが林立していますが、店舗の空きが目立ち、
シャッター通りで、活気がほしいところです。

5 都市整備
22 都市機能
の充実

372 女 65歳～69歳

①最近山口市では大きなマンションの建設が進んでいます。高齢化により、
一戸建ての生活よりマンション暮らしの方が便利という声もありますが、地
域の人との交流も少ないと聞きます。若い世代も皆働いており、地域との関
わりを持たない人が増えています。今後、災害が起こった時の近隣での助け
合いも難しくなるのではないかと心配しています。地域社会でのコミュニ
ケーションがスムーズにできるまちづくりをお願いします。
②市内中心部や農村部での買い物の利便性のあるまちづくりをお願いしま
す。
③医療機関の充実をお願いします。
④私は山口市が大好きですが、もう少し都市化して、人々が増え、賑わいの
あるまちづくりをしていただくと幸せです。

7 自治振興

31 地域コ
ミュニティ
活動や市民
活動の充実

9 まちづく
り全般

373 女 65歳～69歳

パトカーで町内を回りながら、スピーカーで話される時がありますが、話の
内容が全く分からない時があります。大きな声で分かるように、しっかりと
話をして下さい（早口にぶつぶつと言われるので、全く聞き取れません）。
今は道を歩いても、スマートフォン等を見ながら歩いている人が多いです
ね。若い人は回りの景色を見ながらっていうのは少ない感じがします。良い
ような悪いような、寂しいような気がします。
細い道を自転車で行く時、すれ違うのは無理と思うので、こちらが待ってい
ても、すみませんとかありがとうございましたと言わない若い人が多い気が
します。黙って行ってしまうのです。その点、年配の方はちゃんと挨拶され
ます。挨拶されると気持ちの良いものです。

10 その他
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374 女 65歳～69歳 少ない収入の中から税金を納めています。大切に使って下さい。 8 行政経営
33 計画的、
効果的な行
政経営

375 女 65歳～69歳
若い人達を育てる。税金の使い方、引き算を考える時が来ているのでは？将
来にツケを回さないで欲しい。

8 行政経営
33 計画的、
効果的な行
政経営

376 女 65歳～69歳

小鯖地区にはコミュニティータクシーしか通っておらず、月水金の３日で２
往復、これでは他の日に市内等に出るのにタクシーで高い料金を払わなくて
は市内に行けない。現在若宮病院まで来ているバスを延長し、八反田までの
往復として貰えればJRバスも使えるし、大内、市内の買い物等も大変便利に
なる。

5 都市整備
24 公共交通
の充実

377 女 65歳～69歳

地域の自治会、協議会や市の協議会等の主要メンバーは長老や有名人等で結
成され、メンバーの変更や交代が少ないように思います。また交代があった
としても、他の協議会の役員であった方がなると言った観があり、会がマン
ネリ化しているように見えます。
色んな職種、年代、性別等を考えてメンバー選択をされ、新しい考え方や発
想豊かな人材を選んだ方が良いと思います。
新しい発想や意見を潰されないように取り上げて行く事が大切だと思いま
す。

7 自治振興
32 市民参画
によるまち
づくり

378 女 65歳～69歳

今や時代の転換期かも知れませんが、スマホ、タブレット等々が普及し出
し、小学生から常に手元に持ち、親も子供に持たせている時代です。本離れ
になり、読書する子供達が減って来ているように思います。私の孫も小さな
時、良く本を読んでいましたが、そう言う物が出出したために周りの者が皆
持っているから仲間外れにされそうで、今はスマホを持っています。便利な
反面、どうなのかなとも思っております。又学力低下の原因はやはり全国的
に使用している時間の長い子供は、やはり学力低下しているようで、使い方
に問題があるようです。
町に行けば、どこへでも行けば歩きながら、椅子に座っている人を見ればス
マホ等、どこか異様な光景に見えます。依存症の子供も大変多いようです。
テレビで「花燃ゆ」吉田松陰の教え、萩市ではテレビ放映されていました
が、明倫小学校では吉田松陰の教えを未だ受け継いでいる学校があります。
素晴らしいと思いました。山口市ではどうでしょうか。子供達にもその様な
教え根付いているものが「これ！」と言うものがあるでしょうか。山口市も
子供達にそう言う教えを全面的に出して行かれてはどうでしょうか。そして
今はどこの家庭内でもスマホの使用の仕方について親子喧嘩が多いと聞きま
す。
色んな場所で啓発運動されてみたらどうでしょうか。そして本をもっとたく
さん読みましょう等の運動を浸透させて、違う方面に意識を変えて行く様頑
張ってみられては、と思います。子供はどうしても楽な方へ楽な方へと、弱
い子供は特に流されやすいと思います。啓発運動されれば家庭内でも話し合
いも出来、共働きの家庭も子供にスマホでも持たせておけば「安心」「楽」
と考えている人が多いと思いますが、もう一度どこの家庭も考えなくてはな
らない時が来ていると思います。
例えば「酒は飲んでも飲まれるな」の言葉のように、「スマホは使っても良
いがスマホに使われるな」と言いたい所です。「子供は国の宝」と思いま
す。

2 教育・文
化

379 女 65歳～69歳

個人情報を大切にしている中で、住んでいる支所にその地域の人が支所に勤
務されているのはどんなものかと思います。例えば源泉徴収なんか取りに
行った時、町内の人がいたら特に思います。次はどうしようかと…。もっと
きめの細かいサービスをして、住みやすい市にして欲しいものです。

8 行政経営

34 公正、確
実な事務と
市民サービ
スの向上
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380 女 65歳～69歳

役所でじっとしている福祉で無く、積極的に現場に出て地域の方々の意見を
聞いて欲しい。
山口市は私にとって第三のふるさとです。生まれた地より長く住んでいま
す。ここで死にたいと思っています。

8 行政経営

381 女 65歳～69歳
山口市は色々と市税を使って援助したりしていますが、本当にそれが市のた
めになっているのか良く考えて欲しい。

8 行政経営

382 女 65歳～69歳

若い人達にも夢がなく、お年寄りにも希望が持てない今の社会。お金だけで
はない豊かさがあるはず。心を豊かに持ち、お互いを必要とする社会を山口
ならできるのではないでしょうか。定年退職した人達をボランティアで輝く
方法、子供達・若者達との交流を長年続けてきた仕事等（技術を活かせる方
法はあるはず）、遊びではなく、本物をつくるのが大切だと思います。

9 まちづく
り全般

383 女 65歳～69歳
最近自転車の交通ルールが変わりました事は分かりますが、？が多過ぎて困
ります。

10 その他

384 女 65歳～69歳
山口市の玄関である新山口駅周辺が賑やかになれば、観光客や企業が増える
のではないかと思う。

9 まちづく
り全般

385 女 65歳～69歳

これからも高齢者社会のピーク。足腰が動かず、ベッドに寝たきりか安楽死
を願うなら、即実行して下さるよう関係者にお願いする。ベッドで寝たきり
になり、痛い、苦しい、点滴づくめの管につながれた毎日は私は遠慮したい
と思う。

10 その他

386 女 65歳～69歳

山口市は他県に比べ、とても住みやすい町だと思います。老人サービスも行
き届いており今は大丈夫と思いますが、１０年後、２０年後、若い人が減少
する中、山口市にどれだけ残って行くか。人口が増え過ぎた都会から若者を
どれだけ帰って来させる事が出来るか、考える時期が来たのではないでしょ
うか。
機械化が進んでいる最近の仕事、働かせる人口を増やせるかが問題です。
山口市の森林の仕事を若者に教えるのは、今の時期にしておかないと困りま
すね。

9 まちづく
り全般

387 女 65歳～69歳 県庁方面の渋滞を解消して欲しい。急ぎの用事に大変困る。
9 まちづく
り全般

388 女 65歳～69歳
災害も少なく、住みやすい町だと思います。マンション建設時に１階を商
店、医療機関を入れておけば、高齢者でも住みやすくなると思います。

5 都市整備
22 都市機能
の充実

389 女 65歳～69歳

市民と意見交換の場がもっとあれば、まちづくりに参加、関心を持つ人が増
えて来るのではないでしょうか。
安心（若者の働く場、福祉サービス）、安全（災害、犯罪）なまちづくりを
希望致します。

7 自治振興
32 市民参画
によるまち
づくり

9 まちづく
り全般

390 女 65歳～69歳

※ゴミ収集に関して。
①祝日・祭日のゴミ収集は平常通り収集してほしい（他市町村は平常通り収
集している）。
②燃えないゴミ、小家電ゴミの収集をゴミステーション（周布）に出せるよ
うにしてほしい。
※防犯関係。
①年に１回でも警察官が家庭等を回ってほしい。

4 環境 3 生活安全
16 犯罪対策
と消費者保
護

391 女 65歳～69歳

介護職にある方が長続きしなかったり、果ては暴力まで起こってしまうの
は、重労働の割に待遇もあると思います。この春、介護職の基本給が下げら
れましたが、どうしてこんな事になるのでしょうか。真面目に働いていれ
ば、平均的な生活ができるよう、給与面はもちろん、何とかならないもので
しょうか。いずれ私も介護を受ける側になりますが、気持ち良く接してもら
う為にはまず待遇改善だと思います。行政側は百も承知なんでしょうけど、
そう簡単にできる事ではない事は分かっています。でもその方向に向けて努
力をお願い致します。

1 健康福祉
3 高齢者福
祉
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392 女 65歳～69歳

私は吉敷中東の地区に現在住んでいるが、道路・交通に対して改善すべきと
ころはまだまだたくさんあるはずだ。私は住んでいる所で例を挙げると、
蘭々のラーメン店の左側の吉敷川の橋に通じる道。交通量が意外に多く、ア
スファルトの舗装が悪くなっていて、道がガタガタである。側溝の蓋がない
所があるので、夜間に危険。実際に歩いていて落下した人がいる。グレーチ
ングとかの蓋をすべきだと思う。道については湯田温泉地区は現在も道を直
している所があるが、湯田温泉地区は同じ所を何度も掘り起こしたりして、
直しているのをよく見るが、なぜ湯田温泉ばかりなのか。市議会議員の圧力
がかかっているのではないかと疑問を感じる時がある。吉敷だけではない
が、他にも直す所がもっとあるはずである。吉敷地区に住んでいる私にとっ
ては理解に苦しむ。中原中也の墓がある墓地の集落の道は、道があると思っ
て、間違えて車が入ってきて、またＵターンするのをよく見る。以前警察が
来て、この事を話をした事があり、これから先は道が行き止まりなので、そ
の為の標識を設置したらどうかという事をお願いしたが、未だに何もしてく
れない。子供等が遊んだり、人の通行も多いので、道がないことをドライ
バーに知らせる標識が必要だと思う。市としても検討をお願いします。
中原中也の墓地の橋のかかっている川の草があまりにも茂りすぎている。５
～６月には蛍もよく出ており、景観を楽しませてくれるが、雑草があまりに
も茂りすぎているので台無しに感じる。あそこまで草が茂りすぎたら、地区
の人間達だけでは除草は無理だと思う。市に対応をお願いしたい。市民の大
切な税金を無駄な事に使わず、困っている事に有効に活用してくれる事を切
に願う。

5 都市整備 4 環境

393 女 65歳～69歳 もっと少ない意見も拾い上げてほしい。 10 その他 35 調査

394 女 65歳～69歳

山口は小さいながら、山々に囲まれた所。海に開けた所がある美しい街だと
思います。残念なのはその山口に特徴的な景観が失われつつある事で、この
点に配慮しつつ、古くからの伝統・文化をいろいろな方面で具体的に形にす
る事で新しい知見が生まれるのではないかと期待します。

2 教育・文
化

10 文化の振
興

4 環境
18 自然環境
の保全

395 女 65歳～69歳 市議会のテレビ中継をされる時は、NHKや民放で告知頂くと良いのですが。 8 行政経営

34 公正、確
実な事務と
市民サービ
スの向上

396 女 65歳～69歳

お役所の皆様へ
私達凡人にとりましては、お役所の皆さんは色々な面で物事を的確に指導し
て下さる方と思っております。担当者が不在の時等で、目的が前に進めな
かった事がありましたが、出来たら何らかの形で即答下さる事が出来たら、
二度足を踏まず良かったかなと思います。

8 行政経営

34 公正、確
実な事務と
市民サービ
スの向上

397 女 65歳～69歳

答えにくい質問があり、困りました。
例、２（２）衣料品、家電製品をどこで買うか。１つだけ答えられない。同
じ地域ではないから。
（４）医療機関も同じ。内科、歯科、耳鼻科など症状によって受診する地域
が違うので、１つと言うのは無理。

10 その他 35 調査

398 女 65歳～69歳
嘉川地区歩道が狭く、段差もあり、自転車で買物に行きたくても怖い。県道
沿いの歩道の整備をしてほしい。車でないと買物に行けない。

5 都市整備
23 道路網の
整備

399 女 65歳～69歳

宇部線周防佐山駅や、本由良駅など近くの駅の駐車場の整備をして欲しい。
自家用車で買い物などは出来るが、下関や岩国、福岡などに出掛ける時、近
くの駅から電車を利用出来ると、行動範囲が広くなり生活に張りが出来る。
年を取ると自家用車での行動範囲は１時間程度で、夜間は厳しくなります。
今でも車での買い物は出来ますが、６８歳の病弱の主人と２人暮らしですの
で、今後の事を考えると閉じこもりがちになります。生活に張りを持つ事
は、元気に生活するのにとても大事な事と思います。
よろしくお願いします。

5 都市整備
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400 女 65歳～69歳
高齢化が急速に進んでいます。危機感じています。年金などもっと安定した
生活が送れるよう、官民の格差が無いように、公平性を図って頂きたいと思
います。

8 行政経営

34 公正、確
実な事務と
市民サービ
スの向上

401 女 65歳～69歳
道路の工事など、今する必要が無いのに至る所でやっている。
小郡の元役場の人達は話ばかりして仕事をしていない。給料泥棒と良く言っ
ています。私達の町では職員が多過ぎると思う。本当に給料泥棒と思う。

8 行政経営

402 女 65歳～69歳

市の中央〜末端まで、細部に弱者に行き届いていない（特に行政）。
県庁前の植木、植物、玄関を美しく。パーク道路の整備（草、ゴミ）。シル
バーやボランティアを使って。
女性に職場でも家庭でも負担が大！女性に優しい県、市であって欲しい。

8 行政経営
9 まちづく
り全般

403 女 65歳～69歳 山口県の県庁所在地としての山口市として、規模が目立たない気がします。 10 その他

404 女 65歳～69歳
小郡地域に住んでいますが、交通の便はとても良いと思います。衣服専門店
が近くにない為に不便。地域外に行かないといけないのが不便。在来線ホー
ムも新しくなるそうなので、もっと活気のある町にしてほしい。

9 まちづく
り全般

405 女 65歳～69歳
予算の関係ですか、環境美化が行き届いていないように思います。国道筋の
雑草には目を覆いたくなる程最近は酷いです。秋の観光シーズンに入ります
ので、よろしくお願い致します。

4 環境
21 生活環境
の充実

406 女 65歳～69歳

①税金の無駄遣いを止めて欲しい。
②市の職員数が多い。暇な人が多い。一般会社は利益を出すのが目的として
働いているが、人のお金、税金を使うのが目的な市で働く人間には不満が多
いです。
③印刷物が多いが、回覧板で回せば良い。これも無駄である。
④赤字財政なら税金を上げて、増やそうとする市のやり方に腹が立ちます。
⑤上から目線の態度が気に食わない（公務員）！

8 行政経営

407 女 65歳～69歳 ゴミ袋が直ぐに破れて、使い物にならない。 4 環境
21 生活環境
の充実

408 女 65歳～69歳
公民館でイベントを行って下さい。バスが出ると尚良いです。楽しい事があ
りません。

10 その他

409 女 65歳～69歳 税金が高過ぎる。無駄遣いが多過ぎる。市の職員に活気が無い。 8 行政経営

410 － 65歳～69歳 市・県民税の軽減。消費税分８％を。10％になれば10％軽減になれば。 8 行政経営

411 － 65歳～69歳
①新庁舎の移転はどうなっているのか。
②政令指定都市を目指さないのか。
③阿知須地区は分離出来ないのか。

9 まちづく
り全般

412 男 70歳～74歳
①箱物行政は止める事。
②後河原のターミナル等の利用状況を直視する必要がある。

9 まちづく
り全般

413 男 70歳～74歳
項目を見ると、どれもこれも大切な事ばかりです。これに取り組んでおられ
ると言う事ですが、具体的な提示が無いので答えられません。足りないも
の、行き過ぎた事、それが判断出来ないのです。すみません。

10 その他 35 調査

414 男 70歳～74歳
地域コミュニティづくりに予算が付けられているが、充分に生かされている
か見えて来ない。
市民の幅広い活動を推進し、地域住民の連携を図りたい。

7 自治振興

415 男 70歳～74歳

低所得者に対策すれば何でもありは反対。中産階級を大切にすべきである。
共助は個人の意志で行うもの。所得がある者に負担をさせると言う。何故所
得があるのか。勤勉に働き年金を払い、規則正しく生活をするから。何故低
所得や、働かず年金掛け金を払わずでたらめな生活をしたから。
最近の日本の政治は間違っている。

9 まちづく
り全般
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416 男 70歳～74歳
ビッグウェーブの活用推進。特異な芸術感覚に捕われた奇異な活用のように
思う。庶民向けの活用をお願いしたい。
公園にもっとグリーン（樹木）を。高齢者用ベンチなどが欲しい。

9 まちづく
り全般

417 男 70歳～74歳

箱物行政から卒業して頂きたい。
①湯田の足湯施設は反対の声も強かったのに建設されたが、有効活用されて
いない。ソフト対策を充実しなければ施設は生かされないと思う。
②新山口駅前のコンベンション構想は中止すべきである。利用率の低迷は必
至であり、ランニングコストが重く、税の無駄遣いである。

9 まちづく
り全般

418 男 70歳～74歳
全般的に言えば、県庁所在地と言う事もあり、非常に充実している町だと思
う。

10 その他

419 男 70歳～74歳
①若者が魅力を感じる職場を増し、都会への流出を防いでほしい。
②災害が少なく、安全な地を強力して、外部にアピールしてほしい。

6 経済・産
業

29 商工業の
振興

3 生活安全 13 災害対策

420 男 70歳～74歳

せめて宇部空港と新山口駅には、マイクロバスでも良いので湯田直行バスを
運行（往復）させる事は出来ないか。旅館業や飲食店等の組合に協賛して貰
い、行政の支援等とプラス料金で来訪者の時間的、金銭的ロスをなるべく少
なくする事で数を多くする。
旅行会社等にもっと歴史的、文化的価値を詳しく説明して協力して貰い、
ホームページの活用等で情報を積極的に発信すれば、まだまだ魅力はある市
だと思う。
湯田温泉をベース基地にして、市外（県内）、他地域への日帰りコース等
（歴史的、自然美等）。
情報発信が少ない。パンフ等も統一すればもっと効率的になる（バラバ
ラ）。要は山口観光の「ベース基地」となる事だと思う。

6 経済・産
業

25 観光の振
興

421 男 70歳～74歳

高齢化がだんだん進んでいます。
①高齢化対策
老夫婦二人きりの家庭、独居老人が増えています。近所もほとんどこんな構
成で、将来どうなるか不安です。社会福祉施設の充実をお願いします。
②認知症対策
まだ取組みがしっかり行われていないようです。老人介護の家庭で地域で見
る事は難しいと思います。

1 健康福祉
3 高齢者福
祉

422 男 70歳～74歳 一人暮らしの高齢者に気を配る事。 1 健康福祉
3 高齢者福
祉

423 男 70歳～74歳

歴史・史跡文化等に恵まれている都市が、古い体制が充満していて、改革が
鈍いと思える。恵まれている観光資源を活かしていない。意識の改革が必要
だと感じる。
例：観光客への交通アクセスは最低。サビエル教会から五重塔への足がない
等、非常に困っている観光客が多くいる現実を恐らく知っていないでしょう
ね。強烈なるリーダーの出現を願います。

6 経済・産
業

25 観光の振
興

424 男 70歳～74歳

買い物が大変不便になりました。経済活動に行政が入れないかも知れません
が、入らないと解決しないと思います。そこで、行政を含め住民と一緒に話
し合い、活動したいですね。今の買い物不便は、地区住民だけでは困難と思
います。
行政は入れないから…の話から一歩前へ進み、行政と住民が話し良い知恵を
出すべきと思います。
このままの対応では、バス問題から買い物問題になります。十分とは言えま
せんが、少しでも住み良い山口市をお互いに考えましょう。

9 まちづく
り全般
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425 男 70歳～74歳

吉敷交流センターの職員の方は良く動かれ、市長の意に添った素晴らしい
方々です。
健康診断の補助等、山口県内の他都市に見られないものは、財政の問題もあ
るのでしょうが続けて欲しい。
時に不心得の職員がおられますが、大多数の職員の方々は市民に奉仕されて
います。
子供を大事にし、人材を育てる施策をより考えて頂きたい。
高齢化が進みますので、お年寄りを大事にする政策を推進して頂きたい。健
康寿命を延ばす事等。

1 健康福祉

426 男 70歳～74歳
国や政府機関の山口県や山口市への誘致。
若者の定住促進、そのためには積極的な企業の誘致を進めて欲しい。

6 経済・産
業

29 商工業の
振興

427 男 70歳～74歳

もっと災害にあった東北地方の人達が山口で住んでみたいと思えて、住んで
貰うようにＰＲをして、人口を満たして行くように思う。
せっかく山口の大学に集って来ているのに、留まって貰うように、大内うる
し工芸の仕事と木工ガラスなど、山口ではないと言う仕事をもっと進めるよ
う（みやげ品）。

9 まちづく
り全般

428 男 70歳～74歳
高齢化で老老介護や孤独死等の問題が増々多くなると思われる。高齢者移住
の受け入れ態勢の整備もだが、今居住している高齢者に対しての対応も考え
るべきだ。

1 健康福祉
3 高齢者福
祉

429 男 70歳～74歳

維新百年公園周りの道、国道９号上下道、児童公園までの道、色々関わる所
もあると思うが、草が茂り山口の顔が台無しです。ボランティアでも募り、
２〜３ヶ月に１度でも草刈りを実行されたらどうですか。縦割り行政で難し
くは思いますが、汚いものは汚いです。

9 まちづく
り全般

430 男 70歳～74歳 地区内の市道が狭く、大型車両が通行しにくい。市道の拡幅を推進。 5 都市整備
23 道路網の
整備

431 男 70歳～74歳

お客様が集まるイベントを開催出来るホール等の建設をし、活力あるまちづ
くりが欲しい。
人の働きが少ない。
運動施設（野球場、水泳プール等）が中途半端で、プロの試合及び競技が出
来ない。

9 まちづく
り全般

432 男 70歳～74歳

インフラ整備に特に力を入れて欲しい。
①道路整備
・既存市道の整備
市道の最低基準に満たない既存市道の拡幅整備。未整備区間が多くあると思
われるので、１）公共施設と集落集会所等の間とか、２）防災避難ルート
上、重要な区間等を重点的に整備する。
・新規市道の整備
地域を面的に整備する観点から、全市的、あるいは広域的に整備計画を立
て、計画的に着工、整備を進める。
②下水道整備
・未整備地域の解消に向けて、事業促進に努める。
③児童福祉、高齢者福祉の推進
・子育て環境の整備に力を入れる。
・児童健全育成事業の推進（ハード、ソフトの整備）。
・高齢者福祉の推進（要介護、要支援の高齢者の支援、元気老人の活用方策
の推進）。
④雇用の場の確保及びそのシステム作りの推進
・学卒者、若年者
・勤労者（現役世代）
・高齢者
…全ての世代に対して、雇用の場を確保する（そのシステム作りを含む、能
力の活用を含む）。

5 都市整備
23 道路網の
整備

4 環境
20 下水道等
の整備

1 健康福祉
2 子育て支
援

1 健康福祉
3 高齢者福
祉

6 経済・産
業

30 地場産業
の振興と勤
労者福祉
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433 男 70歳～74歳 公共施設の維持管理。特に道路河川の維持管理。 5 都市整備

434 男 70歳～74歳 佐山地区にも下水道を整備してほしい。 4 環境
20 下水道等
の整備

435 男 70歳～74歳

①山口市中央部には、県庁、警察本部、県立図書館、大学、高校等が集中し
ている。湯田温泉等もある。山口市役所は他地域へ移転すべきである。例え
ば小郡等へ。
②山口市中央部は、公務員の町として成り立っているが、企業等も無く全く
発展的な要素が無い。もっと将来を見据えた山口市にしないと、将来の展望
は無いように思われる。
③ともかく、山口市役所の移転問題こそ一番の取組みである。このまま山口
市中央部に置いていたら、全く将来の展望は無いと思われる。

9 まちづく
り全般

436 男 70歳～74歳

自然災害に対する自助には限界があります。自立防災意識はあっても、行政
に頼らざるを得ませんが、具体的な対策が地区毎に（ハザードマップ）ある
が、緊急時には機能するのか心配しています。各町内会等で実際の演習をし
て頂きたく思います。

3 生活安全 13 災害対策

437 男 70歳～74歳
①介護福祉施設の充実。
②災害時の避難場所。

1 健康福祉
3 高齢者福
祉

3 生活安全 13 災害対策

438 男 70歳～74歳

総合市役所は小郡に設置すべきと思います。東京一極集中は地方が寂れ空き
家が多くなり、少子高齢、関東以北は気候変動で被害が多く、オリンピック
まで、大阪府も成立した方が良かったと思います。
山口の市役所も古く、防府、宇部も大型合併で経費、税金の削減、安倍政権
の時有利ならずとも、とにかく市役所は小郡に。道路交通も良くなっている
し、小郡です。

9 まちづく
り全般

439 女 70歳～74歳
歩道
歩きにくい、中が狭い、斜めになっている、木や枝が出て狭くなっている。

5 都市整備
23 道路網の
整備

440 女 70歳～74歳

くどいようですが、学童保育についてですが、発達障害のある子供さんも一
緒に預からなければならないのが、大変な指導者の重荷になっています。プ
ロの先生を一週間に２〜３度でも配して欲しい。市（子供家庭課）ではそれ
ぞれの事情を全く分かっておられないようです。
指導者を集めるのも大変です。これからを担う子供達のために、もう少し現
場を理解してあげて下さい。

1 健康福祉
2 子育て支
援

441 女 70歳～74歳

山口情報センターは現在無料ですが、山口の経済的を考え、維持費もたくさ
んかかると思う。そこで200円くらいは支払を取っても良いのではと思う。
どうでしょうか。１日中、冷暖房がある所で本を見て、ビデオを見て、居眠
りをしている暇人を見ると腹が立つ。

8 行政経営
33 計画的、
効果的な行
政経営

442 女 70歳～74歳

私達の最も大事な生活道路の県道大内鹿野線、松柄峠の道路の拡幅工事を早
急にお願いします。是非県の方へもお願いして下さい。
集落の中に養鶏場があり、臭いも困りますがハエが多くて困っています。定
期的に市の方で指導でもして欲しいです。

5 都市整備
23 道路網の
整備

4 環境
21 生活環境
の充実
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443 女 70歳～74歳

こちらに移住して１年半になりますが、まだ市政に対して未知であるから全
面的には理解はしていないが、これまで不便を感じる事が無かったので住み
やすい土地だと思います（特に自然が好きなので）。
この五月に以前職場でご一緒だった山の仲間を、山口に招待して東鳳翩山に
ご案内しましたが、交通手段が無く車で登山口まで行き、同じ登山口に下山
し萩往還を案内しましたが、歩く距離が長くなり一人が車を運転して六軒茶
屋跡駐車場でピストン運転をしました。
市内案内も車が無いと乗り継ぐ事でとても不便を感じました。市内に観光
ルートを走るバスが欲しいと思います。また１０月にはねんりんぴっくがあ
り、仲間が寄りますが、今から頭を悩ましています。
もう一つは市政には関係無いと思いますが、車のマナーが非常に悪いと思い
ます。ウインカーは直前でないと出さないし、矢印信号では直進車がギリギ
リまで通るので中々右折出来ない。また車列に中々入れて貰えない事など、
毎日の運転で驚く事が多いです。山口の人柄はおっとりしていると思ってお
りましたが、意外でした。

5 都市整備
24 公共交通
の充実

3 生活安全
15 交通安全
対策

444 女 70歳～74歳

外国に比べ住み良い。
水道・下水等も完備している。
生活保護を簡単に出しすぎ。若者の働く意欲をなくさせる。生活保護は、年
金、６万までしか出すべきでない。本当に困っている人のみ助けるべき。昔
は働かざる者、食うべからずと親から育てられました。大切な事です。

1 健康福祉
6 社会保障
制度

445 女 70歳～74歳 近くに店がないので、買物が不便。
9 まちづく
り全般

446 女 70歳～74歳 市職員は陳情があったら速やかに住民の立場になって対応すべきである。 8 行政経営

34 公正、確
実な事務と
市民サービ
スの向上

447 女 70歳～74歳

問４の１１ですが、山口市と隣接する市との交通網がスムーズに行くように
して欲しい。
例）大海バス停から台道駅に着くと２〜３分前に電車は出発している。後発
の電車待ち時間１時間くらい。おかしいと思います。
問６の９ですが、市内に行くまでが大変ですよ。通勤時間帯を除いて、乗客
の少ない時間帯は軽の乗り合いにして回数を増やすとか、停留所の間に１〜
２カ所くらい人が待っていれば停まる場所を増やすとか、国道より奥の方に
住む人の事を知って欲しい。

5 都市整備
24 公共交通
の充実

448 女 70歳～74歳

学校教育の大切さを思う。勉学も大切だが、基本的な事。朝床、朝食をして
投稿しているだろうか。食が大切な事と思う。挨拶がきちんとできているだ
ろうか。他人に対しての思いやり等々、これからは家庭でのしつけと思う
が、母親の態度・考え方・捉え方等、子供を育てる両親の大切さをひしひし
と感じる。

2 教育・文
化

8 学校教育
の推進

1 健康福祉
2 子育て支
援

449 女 70歳～74歳

①市街地のみ道や公園が整備されているが、他は公園の整備状況が良くな
い。
②歩道がどこも狭く凸凹が多く、危ない。
③下水道が、未だ私達の所は通らず、衛生上良くない。
④自然と景観が美しく、ゆったりと安心して健やかに暮らせる文化の町、若
い人達が希望を持てる町、市民一人一人も努力して行ける町に。

5 都市整備 4 環境
20 下水道等
の整備

9 まちづく
り全般
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450 女 70歳～74歳

我が家には知的障害者がおります。徳佐に住んでいると相談窓口も少なく知
識も無く、大変な思いをし山口市に母と子が移り住みました。山口市も広い
窓口は無く、自分で根気良く探す事は足が近いので出来ますので安心があり
ます。先日講演会があった時、山口県は手帳交付とか障害によって格を上げ
る率が全国でワースト２と聞きました。山口市も山口県ではワーストに入っ
ていると山口県全体の会合でもいつも言われております。私達には基準は分
かりませんが、住んでいる者としてはワースト何位には入って欲しくないと
思っています。住み良い町のアンケートですから。
それから、高齢障害課は市民が生きるための一番大切な場所だと思います。
要の所です。知識がとっても乏しいと実感します。勉強して下さい！プロで
すよ。私は指名して相談します。ここの部署だけはサラリー化しないで欲し
いと思います。

1 健康福祉
4 障がい者
福祉

8 行政経営

34 公正、確
実な事務と
市民サービ
スの向上

451 女 70歳～74歳

母としての意見ですが、息子が都会で就職し、順調に行き親としても安心し
ておりましたが、バブルが弾け転職を考えざるを得ず山口に帰還して来まし
た。コンピューター関係におりましたので山口にて再就職、年数が経つにつ
れて給料もアップしておったようですが、今は経営人が思うように操られて
いるようで、働き盛りで会社にも貢献している年齢になると冷遇され、肩た
たきをしたり中小企業だけに、また他企業の転職はボイコットするとか人道
的な立場で許せないと思います。まだまだ山口は閉鎖的な所があるように思
います。
個人的な事を申し上げてすみません。適切な意見ではないかも知れません
が、こう言う状況もある事をお含み頂ければと！

10 その他

452 女 70歳～74歳
自然が多くゆったりとした町で大好きです。希望するとすれば、もう少しバ
スの便が多くあればと思います。

5 都市整備
24 公共交通
の充実

453 女 70歳～74歳 若い人の意見を大いに聞いて下さい。 10 その他

454 女 70歳～74歳 コミュニティバスの路線を増やして欲しい。 5 都市整備
24 公共交通
の充実

455 女 70歳～74歳

提案
「花燃ゆ」の主人公のように歴史を拡大して、小さな歴史的事実をたくさん
知って貰えるように、湯田温泉へ宿泊して貰いながら山口市内だけで１日〜
２日〜もっと観光して貰えるように、色々な所を整備して（萩へ取られない
ように）観光をアピールすべきです。
ある有名な（名前忘れた）人が、これだけ歴史があるのに他に観光客を持っ
て行かれるのは惜しいと言っていました。

6 経済・産
業

25 観光の振
興

456 女 70歳～74歳
都市に比べて山口は穏やかで住みやすく思います。山口は住みやすく静かで
す。

10 その他

457 女 70歳～74歳 ご苦労様、より良い山口を若者達のために。 10 その他

458 女 70歳～74歳

問12（山口市が取り組んでいるまちづくりについて、どのくらい現状に満足
されていますか）について。
①具体的に項目の事がどのようになされているのか。市報からだけでは分か
らないので、判断しにくい。
②設問が抽象的である（具体例を明示してほしい）。
③市政の動きをテレビ等でもっと分かりやすく知らせてほしい。

10 その他 35 調査 8 行政経営

34 公正、確
実な事務と
市民サービ
スの向上

459 女 70歳～74歳

嫁いでいる娘と子（孫５歳）、２人とも喘息で病院へ通院しています。孫は
今、医療費は無料ですが、小学生になれば有料になります。将来治るかどう
か分からない病気なので、医療費がずいぶんかかるようになると、娘は経済
的に大変になると心配しております。防府市では既に小学生は無料になると
聞きました。山口市でも無料になればと切に思っています。

1 健康福祉
2 子育て支
援
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460 女 70歳～74歳

行政は市民視線に立って業務をしていない。机上の空論的な感じ。実感が持
てない。農村部を見捨てた行政と言わざるを得ない。市街地に全てのものが
集中しており、わざわざ出向いて行って利用する気にもなれない。
地方にも目玉になるものを！バランスの取れた行政を！

8 行政経営

461 女 70歳～74歳

市内は色々な面で活性化が進んでいるようですが、南部の方、特に私の住ん
でいる二島地区は何も変わらず活気が無いように思われます（自分のみの考
えかも知れませんが）。もう少しこちらの方も良くして欲しいです（道路整
備とか、夜間暗い道に電灯を付けて下さるとか）。防犯の面でも必要かと思
われます。
田舎で夜は道路が真っ暗ですので、よろしくお願いします。

9 まちづく
り全般

462 女 70歳～74歳

県全域の人口が減少を続けています。活性化はやはり人口増の対策をどうす
るかが大きな課題です。
他県から移住する魅力を作る事が必要だが、至難と思慮します。
高齢化社会は避けられないのが実情です。この高齢化社会を活性化する方策
を構築するのが、むしろ容易ではないだろうか。
若者を呼び寄せられる環境は、そう簡単には実現しません。

9 まちづく
り全般

463 女 70歳～74歳
①下水道などインフラ整備を実行してもらいたい。とても不便です。
②新山口駅の作りにつき人の流れ、便利さ、行って良かった来て良かったと
思われる町に。外部から人を呼び込む事が出来る努力をして欲しいです。

9 まちづく
り全般

464 女 70歳～74歳
①空家対策。
②晩婚他対策（少子化１つの原因ではないか）。

9 まちづく
り全般

465 女 70歳～74歳

病気予防の為の取り組みに力を入れてほしい。健康体操・意識改革等を行う
場を数多く設ける（参加しやすい）。１人１人が受け身ではなく、自ら健康
である為に行動をする事が医療費の削減となり、地域の活性化につながると
思う。

1 健康福祉

466 女 70歳～74歳

①世界ジャンボリーがきららで開催されたが、山口市民の待ち受け体制が弱
かったように感じた。市民がより積極的に会場に行くように、山口市民世帯
に１枚、優待入場券の配布等、行政からの働きかけ等があっても良かったの
ではないか。
②嘉川の江崎地域は農業地帯の為、住宅建築が難しい為、若い世帯がいない
交通等の利便性も高い地域に住宅が増加する事が小郡の活性化にもつなが
る。
③きらら浜公園に多目的利用可能な宿泊施設ができると良い（コンサート等
の実現可能）。
④空家の増加が目立つ、解体工事の助成補助はできないか。
⑤高齢化対策として福祉介護タクシーを安値で気軽に利用できると良い。公
共バス利用券配布は必要に応じて配布すると、無駄がない。

9 まちづく
り全般

467 女 70歳～74歳

①県庁、美術館、パークロード辺りはとても美しく保たれています。しか
し、田舎の道は草が茂にまかせ、自治会の道普請などに高齢者の力が必要で
す。市税は同じ様に払っているのですから、市の中心部以外にももっと目を
向けるべきです。
②地域交流センター（行政窓口担当）などは“これで公務員だろうか？”と
思える程度の仕事ぶりが目に付きます。民間ではあり得ない程の“暇”で
す。この程度の仕事に何人も必要なのかと疑いたくなります。ここも市の行
政担当の場所である限り、もっときちんと管理、指導をすべきではないで
しょうか。

9 まちづく
り全般

8 行政経営

468 女 70歳～74歳
息子達が遠くにいますので、いずれは施設に入りたいと思います。安い高齢
者住宅を知りたいです。

1 健康福祉
3 高齢者福
祉
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469 女 70歳～74歳
私達の町は小さな子供達を遊ばせる公園が無く、小さな子供達が自転車に
乗ったり、のびのびと遊べる場所が欲しいです。

5 都市整備
22 都市機能
の充実

470 女 70歳～74歳
秋穂地区においては婦人部、老人会とも色々な行事参加などたくさんありま
す。会長さんはじめ、皆さんのご協力により充実した老後を送れそうです。
大変嬉しい事です。色々参加して見識を広めたいと思います。

10 その他

471 女 70歳～74歳
すみませんが、市民意識調査は色々と意見のある方がいらっしゃると思いま
すので、今度は違う方へお願いして頂けますように。

10 その他 35 調査

472 女 70歳～74歳

私ども１人住まいをして１７年、子供は県外で住んでおります。民生委員の
方、阿知須は７０歳以上の１人住まいの方が多くいらっしゃいます。ここ
６ヶ月の間に孤独死が２件ありました。１週間に１度、家庭訪問して下さる
ようお願い致します。

1 健康福祉
3 高齢者福
祉

473 女 70歳～74歳
高齢化社会で若い世代は田んぼは作らないとの事で、農家は休耕が増える
し、どうにかならないでしょうか。

9 まちづく
り全般

474 女 70歳～74歳

市民会館小ホールのピアノ、音響が良くない。コンクール等で利用頻度が高
いと思うので、早急に改善をして欲しい。
徳地に運動施設が欲しい。単なる遊技場でなく、出来ればインストラクター
付きで。

2 教育・文
化

10 文化の振
興

2 教育・文
化

12 スポーツ
の振興

475 女 70歳～74歳
問６の設問にその他の項目が無い。せっかく市民の意見を聞く機会なので、
残念。

10 その他 35 調査

476 男 75歳以上
家の近所に空き家が５軒、空き地は左右、街灯は暗い。街灯は明るくなくて
は何の意味も無い。空き地は大草。街灯を明るくして下さい。何かあってか
らでは駄目でしょう。

3 生活安全
16 犯罪対策
と消費者保
護

477 男 75歳以上

パークロードから五重塔までの自然美は素晴らしいと思います。歴史的にも
（毛利藩、明治維新）文化的にも知れば知る程価値があります。これを観光
だけで売り出すのではなく、市民の憩いの場として親しめるように取り組ん
でほしい。

9 まちづく
り全般

478 男 75歳以上

人口減少が云々される時代、重工長大産業も終わりました。かつての高度成
長は望むべきもありません。
山口市の有様では、多くの雇用が期待出来るような企業誘致も難しいでしょ
う。一度振り返って農林業などの１次産業に力を入れるのも一案です。
例えば徳佐では果樹、酪農などがあります。これらの６次産業化を推進する
案。
問題は「人」です。熱意ある若者を駆り立てる、即ちコーディネイト出来る
人材の発用活用する方法も考えられます。また林業のエネルギー化の転換な
ど。
更に山口市には山口大学があります。大学の持っている知恵があるはずで
す。いかにその知を結ぶか、とにかく「人」。

9 まちづく
り全般

479 男 75歳以上
５年前から看護施設でお世話になっている状態です。市報には色々な呼びか
け参加が出ていますが、参加が出来ませんが、現在利用している施設、老人
看護施設を活用しています（やすらぎ）。

10 その他

480 男 75歳以上

寄付金について（明るいまちづくりの為）。日本赤十字社や生活困難者、赤
い羽根運動は積極的に協力致しますが、毎年７月に実施される「社明運動」
にかかる寄付金は約40年あまり続いている。法務省においても、刑事対策や
犯罪対策について少しずつ更生保護予算（更生保護会・保護司会）は充実し
てきているので、そろそろ出所者（満期出処所者）に対する団体・個人等に
も配慮すべきではないでしょうか（新聞報道によりヒントを得たもの）。発
端は下関市。しかし住民の反対で５～６年後には取り止めた。廃止となる。

10 その他
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481 男 75歳以上

県内外（外国も）から若者が集まってくる個性的な「町」ができないものか
考えていただきたい。
「友人との雑談で」
市政：あまり教育市と言わないで、清濁合わせのむ市政。
具体的には、
①飲食娯楽業の誘致・振興。
ライブハウス・歌声酒場・深夜喫茶・ダンスホール・ミニキャバレー・ヌー
ドスタジオ・演劇場・ゲイバー・ディスコ・射的場・カプセルホテル・ミニ
テーマパーク・お化け屋敷・妖怪ハウス。
②製造業の振興。
ア．工芸品：焼物・大竹製品の日用雑器装飾品。
イ．服飾：可愛い服飾
ウ．食品：海老・鮎の甘露煮
エ．薬草：健康食材
これ等の施設商売が集中的に軒を並べる商店街の形成。

9 まちづく
り全般

482 男 75歳以上
新山口の総合計画における地域住民の役割を明確にする事が大切ではなかろ
うか。

9 まちづく
り全般

483 男 75歳以上

①市報（市施策、議会だより、その他）、市財政があまり余裕が無いのに、
全戸に厚い冊子のようなお知らせを各戸（全戸）に配布する必要があるで
しょうか。私は試しに主要都市の広報紙を取り寄せてみたり、また御市が配
布される広報紙をそれぞれ分束ねて、３年間あって保存していますが、配布
された際目を通す以外に一度も確認のために出してみる事はこれまでありま
せん。恐らく私ほど保存している住民の方は数える程しか無いと思います。
・情報が多く
・写真が多く
・誰にも伝わる様に
と言う事から発行されると思いますが、例えば東京都の場合で見ると、B４
版２枚です。その他の主要都市でもほとんど同じ程度です。言葉が過ぎるか
も知れませんが、地方に行く程厚い写真（カラー）などが多過ぎると思いま
した。
私の自治会で聞いてみても、幹部の中で２人編冊されていました。
相当な費用と人手が要するかと思いますが、一考される必要は無いでしょう
か。
②新幹線新山口駅に南北通路に工事が行われ、御苦労されたと思いますが、
そこから出た時どんなメリットや便利さがあるでしょうか。北駅を出ると全
く人気の無い冷たい古い町並みが見えるだけです。それがＳＬや山口湯田温
泉などとどの様に結び付くのでしょうか。思い切って市庁舎でも建てると言
う将来構想があるのでしょうか。
③今ＴＶでは（９／１０）茨城県などの大雨が報道されていますが、本市の
避難計画はいかがでしょうか。心配です。

8 行政経営
33 計画的、
効果的な行
政経営

5 都市整備 3 生活安全 13 災害対策

484 男 75歳以上

差別的な所がある。
①下水道が通っていない。何カ所かある（例えば宮野、管内、小鯖）。
②番地の変更されていない。
下水道は仕方無いとしても、番地の変更されず以前のままと言うのは何故な
のか。同じ税金を払っているのに。
道路ばっかり金をかけるより、他にあると思うのだが。同じ道路を何回も
掘ったり直したり、無駄な事が多いように思うが。
山口の中心商店街の寂れた様子を見ると寂しい。ほとんど夢タウンにお客を
取られている。商店街はマンションに変わりつつある。商店を別な場所に集
め、夢タウンに負けないように夢タウンに無いものを作れば良いと思う。

4 環境
20 下水道等
の整備

9 まちづく
り全般
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485 男 75歳以上
高齢化社会を迎え、高齢者の健康維持のため、屋内で運動が出来る施設を各
地に作って欲しい。

1 健康福祉
3 高齢者福
祉

486 男 75歳以上
設問に答えにくいものがありました。きつい事を言ってすみませんね。母親
が産まれ育ったこの町が好きで、この町へ移り住んで来たんです。何からで
も、少しずつでも良い町になって行く事を望んでいます。

10 その他 35 調査

487 男 75歳以上 ●●番地ですが、この地域の下水道の早期実現を希望。 4 環境
20 下水道等
の整備

488 男 75歳以上
育児にも、働くにも機動性は必要。子のいる若い母に免許を取らせ、車を買
う資金援助をすると言うのはどうですかね？

1 健康福祉
2 子育て支
援

489 男 75歳以上 交通の足は今まで通り（例、バス通行は是非必要）。 5 都市整備
24 公共交通
の充実

490 男 75歳以上 県都に相応しい、静かな調和（街と自然環境）の取れたまちに。
9 まちづく
り全般

491 男 75歳以上
山陽本線を通す時もそうだったらしいのですが、地元商店街の因循こそくな
考えは捨て去るべきと思います。中心商店街を壊しましょう。

492 男 75歳以上

①中心商店街の再開発。
②既存旅館のエゴを排除し、湯田温泉街の整備。
③東京、大阪等から元勤務先、大学時代の友人が遊びに来ますが、自慢出来
る食事が無い。

5 都市整備
9 まちづく
り全般

493 男 75歳以上

山口市は公共交通機関が全く貧弱です。鉄道やバスに自転車を乗せる設備を
して、駅やバス停から自宅や観光地へのアプローチを充実させる。ふるさと
創生事業として、大がかりな駅やバス停の改修・改善で、自転車の街として
発展させたらいかがですか。

5 都市整備
24 公共交通
の充実

494 男 75歳以上 南部地域の統合（教育関係）を考えてはどうでしょうか。
9 まちづく
り全般

495 男 75歳以上

秋穂と秋穂二島（旧山口市の南の端）、合併して同じ山口。道路整備、消
防、図書館など、どう見ても秋穂が上。秋穂二島の９集落は衰退の一路を辿
るのみ、とても不安を感じます。
山口市への企業誘致、産業の開発、若者の定着出来るまちづくりを望みま
す。

9 まちづく
り全般

496 男 75歳以上
私を選んで頂いたのですが、現在９８歳、もう少し若い方を選ばれると良い
と思います。

10 その他

497 男 75歳以上
新山口駅北口周辺の開発を、是非推進して欲しい。活気のあるまちづくりを
進め、山口市南部地区の中心地として発展して欲しいと願っています。

5 都市整備

498 男 75歳以上 健康寿命での暮らしの町。 1 健康福祉

499 男 75歳以上
企業誘致と、もう一つは巨大遊園地が欲しいですね。例えば船橋アンデルセ
ン公園のような。ユニクロの柳井様にお願いしてみれば？

9 まちづく
り全般

500 男 75歳以上
市役所を是非小郡地区に、出来たら新山口駅近くにお願いします。出来れば
県庁も。

9 まちづく
り全般

501 男 75歳以上 市役所を小郡地域に早く建設する事。
9 まちづく
り全般
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502 男 75歳以上

消防の消火活動について
近隣で火事があった時、地区の消防団もあるが、順序として市の消防活動が
優先するとかで地区の団は動かなかったように思います。大きい消防車が放
水する方が消火が確実だからでしょうが、大きい消防車よ早く早く来てと祈
るようでした。近くの人の話ですが、国道から小さい道に入って現場に来る
際、鋭角の曲がり角のためスムーズに坂を降りられず手間取っていたとの事
でした。又、貯水槽の水がいっぱいで無かったらしいとも、色々話が出てま
した。
普段から最短で確実な道や放水の件など、点検しておられると思いますが、
一番頼れる消防士の皆様にくれぐれもよろしくお願いします。火事の現場で
は一生懸命活動しておられて感謝致し、有難かったです。
上記の事は当たっていない所もあるかも知れませんが、年を取ると本当に地
震、雷、火事、水害が恐ろしくなって来ました。

3 生活安全
14 消防・救
急体制

503 男 75歳以上
先にまとめた県の総合戦略に連携した山口市総合基本計画案と施策実施計画
案の策定・推進。

8 行政経営
33 計画的、
効果的な行
政経営

504 男 75歳以上
平素は大変と御心配、御配慮、御指導を賜り、誠に有難く感謝致しておりま
す。特に高齢者に対応下さいます行政機構には感謝と御礼一杯です。
今後とも何卒よろしく、取り急ぎ乱筆御免下さい。

10 その他

505 男 75歳以上

現在は車に乗っていますが、車に乗れなくなった近所の人が不便で困ると言
います。タクシーを利用するのも慣れないらしく、一時戸惑っていたので
す。
車を購入したりガソリン代、保険代など必要で無くなった分でタクシー代く
らい出せると思うのですが。タクシーの割引券の発行があるのですか！

5 都市整備
24 公共交通
の充実

506 男 75歳以上 旧山口市に行くには不便である防府市との合併を実現して欲しい。
9 まちづく
り全般

507 男 75歳以上
辺地が良くならない限り、将来の山口市としての発展は現実性に遠く、１日
も早く市全体が良くなる行政を望みます。

10 その他

508 男 75歳以上 高齢者の知識のなさ、教育の不足。 10 その他

509 男 75歳以上 疲れました。 10 その他

510 男 75歳以上

私は阿東の農家で暮らす老人です。農家生活は本当に苦しいです。若者が少
ない老人社会です。私が小学校に入校する頃は、500～600人位いたと思いま
す。現在は小学生が30人位です。裁判所・阿東土木・中学校・警察署がなく
なり、農業関係と米が安く、農業肥料・農薬他もみんな高く、外国米が入っ
てくるようになったら、この先どうなるかと心配です。森林木材もほとんど
責められません。農村で暮らす人達には希望はありません。市役所の皆さん
のご心配には感謝しております。

10 その他

511 男 75歳以上
用地確保が難しい為か、一向に整備されず、離合に困難な地区を利用する市
民の難儀さは十分に伝わっている事と思う。

5 都市整備

512 女 75歳以上
私達高齢者（８５歳）、フリーバスと言うか、バスを利用しようと思って
も、古熊地区では立小路までは歩けませんので、何となく不便に思います。

5 都市整備
24 公共交通
の充実

513 女 75歳以上 山口は良い町ですが、もう少し活気があると良いと思います。
9 まちづく
り全般

514 女 75歳以上
長寿社会に対して、いつまでも健康で活動出来るお年寄りを作り出す努力を
して行く事が大切かと思います。

1 健康福祉

515 女 75歳以上
生ゴミ収拾について。区域により違っていますが、ネットの場合、どんなに
工夫して頑張ってもカラスに負けます。考えて下さいませんか。

4 環境
21 生活環境
の充実

516 女 75歳以上
洞春寺前（水の上町）の道路一部を除き、大変狭くて、もちろん歩道も未設
置。この区間の拡大が必要と思います。大型バスの交通量も多く、歩行者の
安全の為にも実現していただければと考えます。

5 都市整備
23 道路網の
整備
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517 女 75歳以上

福祉が充実していないと思います。年金が減る一方で生活は苦しくなり、死
にもの狂いです。
市営バスに乗るにしても、バスの段差があって高齢者には厳しいものがあり
ます。カートを抱えて乗り降りするのは困難極めます。
商店街が死んでいるので、活性化する様色々と働きかけて欲しいです。
中園市営住宅では、おちおちしていたら敬老の品も貰えないとか、いちやな
ぎの弁当の申込の用紙とかも配って貰えないとか、役員の連中がわやするの
で市の方で管理を厳しくして欲しいです。他地域では考えられない事を、会
長はじめ役員がしているのでたまりません。

1 健康福祉
9 まちづく
り全般

10 その他

518 女 75歳以上

私は中市町に住んでおりますが、商店街が以前に比べてずいぶん寂しくなり
ました。私の家の近辺も空家がたくさんあります。寂しいです。国定資産税
が高いからだと思います。空家があっても人が入りません。高くて入れない
のだと思います。
私の家も年金暮らしですが、固定資産税を払うのが大変です。どこか行きた
いです。

9 まちづく
り全般

519 女 75歳以上
山口市発展の為に、いろいろ計画され、実行されるよう努力されている事に
感謝します。

10 その他

520 女 75歳以上

６ページでも記入はしましたが、歩く人の道路は大変お粗末で、中国以上に
悪いと思います。
湯田温泉に住んでいますが、湯田駅よりホテル方面に歩く人数は毎日結構大
人数ですが、この道路一度歩いてみて下さい。色は赤、黒、グレー、凸凹、
はぎ合わせてあり見た目も最悪。しかも白線が引いてある所が斜めになって
凸凹、歩く人はここを通る人はいません、車道を歩きます。増々狭い道が尚
狭いのです。観光客はどう感じて通っているかお分かりでしょう。ホテルに
入る人は皆この道路を通ります。そして夜は暗い！湯田は事件が多いので
す。パトカーが２〜３時間置きに家の近くに停めてあるので不安です。
何時か投書しようと思っていて、とても良いチャンスでした。よろしくお願
いします。

5 都市整備
23 道路網の
整備

521 女 75歳以上

山口市は盆地で田園地帯であったのが、急激な宅地開発で昔のままの田んぼ
への用水路がそのままで、大雨のたびに大水が集中してきて住宅地が水に浸
かり、困る事が度々あった。吉敷川等も土砂が溜まり、アシが生えて、水は
けが悪い。その水が住宅地へ押し寄せてくる。コープのある地帯に集中して
くる水路の改修を早く何とかして下さい。

3 生活安全 13 災害対策

522 女 75歳以上
①農村地域においての後継者の確保、農業従事者が高齢者であるから。
②少子対策と平行して高齢者対策の充実。農村地域では自治会等の役員の選
出に困る状況にある。限界集落を発生させないための対策が必要である。

6 経済・産
業

26 農業の振
興

9 まちづく
り全般

523 女 75歳以上
広域合併して良かった？のかどうか、良く理解出来ません。広報に力を入れ
て下さい。

8 行政経営

524 女 75歳以上 公平でありますように。 8 行政経営

34 公正、確
実な事務と
市民サービ
スの向上
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525 女 75歳以上

県と市がよく話し合い、生活しやすいまちづくりをお願いします。第一農業
試験場は、今の場所には必要ないと思う。一時、済生会病院ができるとか、
話が出ていたと聞いたけど、県の反対で駄目になったとか、今の所では駐車
場が悪く行きにくい。大内は住宅地なので、何の農業には必要ないと思う。
県とよく話し合いで、良い山口市・山口県をつくってもらいたい。私は年な
ので、先の事を思うと若い人がこの土地で農業は無理、それをよく考えてほ
しい。
私も農家で主人と２人、ずいぶん働いてきたけれど、今の若い人は無理だと
思う。
県と市がばらばらでは駄目だと思う。

9 まちづく
り全般

526 女 75歳以上
人間叶わない事を行っても仕方ありません。精一杯政治を行って居られるの
だから、出来る事を皆励んでいるのですから、一つずつ良くして行けばお互
いに。

10 その他

527 女 75歳以上
アンケートを取って、市としてどう取り組むかを真剣に考えて下さっている
事に感謝します。

10 その他

528 女 75歳以上

自分の困っている事を書く所では無いかも知れませんが、宮野小学校からバ
スの通る旧国道で西京橋停留所まで、食料品を買う店が一軒もありません。
スーパーまりんの跡地に何か建設されていますが、食料品店では無いらしい
です。スーパーから持って来てくれるのですが、手数料もバカになりませ
ん。何か良い方法は無いものでしょうか。
明治維新の関連史跡が山口にはたくさんあります。今頃の若い人は無関心と
思うが、年寄りも無関心が多いように思う。せめて明治維新くらいの事は、
小学校高学年くらいから話してあげる時間があると良いですね。ハイブリッ
トの車の話も面白いかも知れません。
私も若い時東京で、山口の明治維新の話をして下さいと言われて何も知ら
ず、恥ずかしい思いをしました。少しでも良いから山口の良い所の話が出来
ると良いですね。遊ぶ所も美味しいものもたくさんありますが、頭の知識も
県外の人に話して、山口の良い所をアピールして欲しいですね。
萩市は町中で宣伝に頑張っています。山口市も良い所も見る所もたくさんあ
ります。県外の人がたくさん来てくれるように頑張りたいです。

9 まちづく
り全般

529 女 75歳以上

私は一人暮らしですが、実は１歳下の妹の保護者もしなければ。７０の半ば
過ぎて体が続くかしらと時々辛くなります。幸いに病院へ入っていますか
ら、まだ良いのかなと思います。
バス代が１００円になって幸せに思いますが、タクシーも年寄りには安くな
らないかなぁと思います。
妹は障害者で介護２ですが、月に１度は行っているのですが困らせます。こ
れから何年生きられるか分かりませんが、色んな老人がいる事をお汲み取り
頂き、よろしくお願い致します。

1 健康福祉
3 高齢者福
祉

530 女 75歳以上 特に意見はございません。 10 その他

531 女 75歳以上
東京、千葉、山口に住みましたが、この山口が美しく静かな町なので、大好
きです。ずっとこの町に住まわせて頂きたいと思います。

10 その他

532 女 75歳以上
80歳を過ぎた者にとっては、バスに乗りたいなと思っても段が高いので乗れ
ません。老人が多くなるのに、コミュニティバスにも乗れません。乗る時の
階段が高いです。

5 都市整備
24 公共交通
の充実

533 女 75歳以上
災害の時の避難場所が遠い。近くに山口大学があるので、避難場所にして欲
しい。普段から避難訓練が大切をと思います。

3 生活安全 13 災害対策

534 女 75歳以上

この様な市民への調査、今までにもあったのでしょうか？良い事です、もっ
と多くの方へも意見が聞けたら良い事だがと思っています。
一つでも、少しずつでも住み良い意見が成り立つと良いと思って書かせて頂
きました。ありがとうございました。

10 その他 35 調査
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535 女 75歳以上 私は歳が８６歳、この様な手紙が来ても実際困ります。 10 その他 35 調査

536 女 75歳以上
高齢者が増えているので、もう少しコミュニティバスを隅々に届くように増
やして欲しいです。

5 都市整備
24 公共交通
の充実

537 女 75歳以上
市民並びに地方から皆様をたくさんお呼びできる多目的文化会館があれば良
いと思っています。新山口駅もきれいになって、とても便利になっておりま

5 都市整備
22 都市機能
の充実

538 女 75歳以上

私は主人と２人で暮らしていましたが、主人が認知症を煩い、私も「めま
い」が起きて救急車を何度も呼ぶし、廻りの方達にも心配をかけるので、子
供達が相談して老人ホームへ世話になる事になりました。主人は今年の始め
に亡くなりました。娘は嫁いで、息子は市外に住んでいるので私１人が自宅
で暮らすのは心配だからと言って老人ホームで暮らしています。退職しても
田舎には仕事が無いから、田舎へは帰らないと言います。私の力ではどうす
る事も出来ません。
山口市は大した災害も無く、住み良い所だと思います。自然界に感謝、山口
大好きです。

10 その他

539 女 75歳以上
私は現在８８歳、こんなボケた老人にアンケート等、分かりません。もう少
し若い人にお聞きになって下さい。

10 その他 35 調査

540 女 75歳以上 交通の便利が少し良くなると良いと思います。 5 都市整備
24 公共交通
の充実

541 女 75歳以上 安心安全なまちづくりを願う。
9 まちづく
り全般

542 女 75歳以上

喜川地域の江崎地区に以前は通っていたコミュニティーバスが通らなくな
り、不便を感じています。高齢者が多い地域で皆さん困っています。乗車率
が少なくても、町全体の公平性を望みます。こちらに来られ意見を取って下
さい。不便で、どこに出掛けるにも、病院等に行く時は特に心配です。

5 都市整備
24 公共交通
の充実

543 女 75歳以上 高齢なので何も分からない。 10 その他

544 女 75歳以上
昔のような両隣が会話のある、明るい活気のある生活を望んでおります。
益々発展する市を希望します。

7 自治振興

31 地域コ
ミュニティ
活動や市民
活動の充実

545 女 75歳以上

私は夫の仕事の都合で、美祢市、堺市、広島海田市と転勤し、定年を機に故
郷山口へ帰って来ました。１人になった今、近所の若い人達がいつも気にか
けて下さり、台風が来ると言えば雨戸を閉めなさいよと声をかけたり、隣町
のスーパーで会えば車に乗せてくれたり、心遣いに感謝、感謝です。
市も福祉バスを運行したり、助かります。
年寄りも甘えるばかりで無く、買い物や掃除等、自分で出来る事は出来るだ
け頑張ろうと思っています。今庭が草でジャングルになり、やっぱりシル
バーさんにお願いしようかなと思っています。

10 その他

546 女 75歳以上

せっかくアンケート調査をいただきましたが、主人も私も高齢（88歳・87
歳）となり、田舎（佐山）に住んでいると不自由な事ばかりです。子供達も
定年までは帰ってきませんので、何とか生活しています。希望はたくさんあ
りますが、中心部ばかりでなく、田舎の方へも心を配って下さいますようお
願いします。バス券をいただいていますが、利用する事ができません。停留
所まで行けませんし、役立っておりません。今少し、きめ細かいサービスを
お考えいただけたらと思います。

9 まちづく
り全般

547 女 75歳以上

以前は妊婦さんを良く見かけ、出産の予定日はいつですかと声かけをし、国
の宝、元気な赤ちゃんを産んで下さいねと良く話しておりましたが、この何
年間、妊婦さんとはほとんど出会わない。
結婚に不安なのか、生活に不安なのか。本当に寂しく思います。

10 その他
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548 女 75歳以上

意見は何でも良いですか？
燃やせるゴミの収集について。祝日は収集しない日がほとんどですが、担当
者には本当に気の毒ですが、代休制などにして実施して頂きたい。保管場所
（家庭用ゴミ置き場）の衛生上非常に良くないので、是非ご検討下さい。

4 環境
21 生活環境
の充実

549 女 75歳以上

①山口市役所は交通の便の良い所。公共施設がまとまる所。山口県の顔に相
応しい所を十分考慮し、早期に建築してほしい。
②人材育成と活用。人は財産。いつもの顔ではなく、新しい人材を発掘し、
育成し、活用してほしい。
③子育て。子育てなら山口市と言われるよう、更に多くのサービス（緊急預
かり・支援者の充実）を充実させると良い。

9 まちづく
り全般

1 健康福祉
2 子育て支
援

550 女 75歳以上
いろいろ書いてあったけど、少しでも良くなっていく事を願うように思って
います。

10 その他

551 女 75歳以上

私は秋穂に住んで６０年経ちました（８２歳と６ヶ月）。外へ出た事も無
く、秋穂が大好きです。色々な行事に参加出来て幸福です。どうか最後まで
この町で暮らしたいと思います。何事も無く今まで以上に静かに年月を重ね
たいと思っております。子供達は東京と東広島に住んでおります。まあ結婚
のためでもありますけど、この良い秋穂が今以上に穏やかである事を祈って
おります。

10 その他

552 女 75歳以上

人間を立派に育てるには、母親は子供が家にいる間は子供の面倒をそれとな
く見て守る事。子供は親を見て育つ。今の若い母親はお勤めの方が多いけれ
ど、子供が家に帰っても誰もいないとなると、安心感が無いと思う。子供が
かわいそう。
お金よりも人間が大事。いじめ非行にも関係すると思う。

10 その他

553 女 75歳以上 生活が中以下であるため、何も良い事が無い。 10 その他

554 女 75歳以上 ７７歳の女性です。バスの回数を増やして欲しい。 5 都市整備
24 公共交通
の充実

555 女 75歳以上
農山村を中心とする日常生活の充実を強く希望します。個人的な意見ですみ
ませんが、宜しくお願いします。

9 まちづく
り全般

556 女 75歳以上
特に農業面ではどうにもならない所まで来ている。個人の力では克服出来な
い。集団化以外には無い。これには行政の力で強力に推進する必要があるよ
うに思う。

6 経済・産
業

26 農業の振
興

557 女 75歳以上

①風水害による被害。
②子供の事件など、全国的なニュースに事欠かない事が多い。
この２つは、今後絶対に無くして行きたいと思う。
学校の登下校の先生方の対応はとても良い。欲を言えばもっと地域住民が参
加出来ないかと思う。
風邪水害については、とにかく早く逃げる事。夜に逃げる事は出来ず、昼間
に避難所へ移動する。その訓練を１回くらいはやっておくべき。
市役所の職員の皆様は、良くやってくれておられます。いつも現場の事を頭
に入れて対応して下さい。机に座ってPCを打つのは、緊急時の仕事とは言え
ません。沈着冷静なリーダーと、フットワークの軽い部下が必要と思いま
す。頑張って下さい。

3 生活安全 13 災害対策 10 その他

558 女 75歳以上
昭和２６年、床上浸水になり田んぼが泥原になりましたが無事復旧し、その
後災害も無く幸に暮らしております。ありがとうございました。徳地は一番
良い所です。

10 その他
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559 女 75歳以上

若い者が少なく、それに伴い子供も少ない。田舎では空き家が多くあり、隣
に住んでいる者は寂しいし怖い。動物が住むようになる。草刈りも出来なく
なるし、近所迷惑です。空き家の持ち主がいなくなり、自分の家の前が空き
家の持ち主で、本人がいなければこちらが自分でお金を出して草を刈って貰
うようになる。
そう言うけれど私自身も今一人暮らしです。若い者は町に出てしまい、帰る
気は全然無い。後１０年もすれば我が家も草ボーボーとなり、近所に迷惑を
かけるのではないかと心配しています。

3 生活安全

560 女 75歳以上

交通の便利が悪く、病院や買い物で出掛けるにしても３０分は歩かないとバ
ス停まで行けません。足も悪いので、帰りはとても疲れます。でもタクシー
など使えません。
山口市内方面は色々と良くなっているようですが、過疎は全く取り合って貰
えません。高齢の人の事をもう少し考えて頂きたいと思います。

5 都市整備
24 公共交通
の充実

561 女 75歳以上

①自然に囲まれ豊かな自然に感謝していますが、高齢化が進み、山や田畑を
持っておられる方はその事に悩んでおられます。大きい家に住んで、今後ど
うすれば良いのか相談する人もいないようです。山があっても売る事もでき
ず、田畑は草が木のようにはびこって、シルバーにもずいぶんお金がかかる
と聞いております。何か良い方法があるはずだと思います。この自然を生か
す事ができるようお願いします。年を取って、税金だけ払っていくにはかわ
いそうです。宜しくお願します。
②結婚相談も力を入れていただきたいと思います。子供が生まれたらもっと
皆で祝福して、市でも最高にサービスして、全力で応援したいと思いません
か。人口が増える唯一の方法です。皆で輝く山口市になる為、年寄りの私で
すが頑張ります。

9 まちづく
り全般

562 女 75歳以上

周辺地域については、農業振興を図り、農地を有効に利用し、荒れ地を無く
し、田舎には、農業を志す若者の移住を促進する。彼らの子育て支援などの
制度を充実させて、その地の農地、農村を将来に渡って守っていけるような
取り組みが必要。人が集まる所には集まるが田舎（周辺地域）には職場もな
く、教育環境も医療環境も良くない。ますます人はいなくなり、人のいない
ところには金はかけられないという悪循環になってしまう。山口市の政策を
人口だけで行うのではなく、面積も重視した政策に転換すべきである。日本
の食糧自給率は40％弱、山口市はどうなのか。自分の町だけでも100％の自
給率を目指し、農業を振興し、美しい農村、農地、農業を大切にし、他市と
の差別化を図ってもらいたい。だれもが田舎に住みたいと思うような政治が
今望まれている。そのための先頭に立つべき機関がＪＡではないか。ＪＡは
本来の使命に立ち返り、今回の農協改革に併せて改心し、将来にあたるよう
行政が指導すべきである。

9 まちづく
り全般

563 女 75歳以上

いつもお世話になっております。私事で申し訳ございません。
２５年の水害で、一方ならぬお世話になりました。あちこちと多大な損害、
大変でございましょう。橋が無くなり、町へ買い物に行くのも一苦労、タク
シーで行っていますが留守の時もあります。押し車で病院へ橋があった頃１
０分足らずで行かれましたが、３１５号線の大廻りで丸久ー三浦医院へと休
み休み行き５０分くらいかかります。２年先でないと通れないとの事で、も
う命が無い。どうか早く橋がかかって欲しいです。
敬老会の事ですが、送迎の車が行くようですが、私の地域はありません。橋
があれば交流センター近いのですが、大廻りで行かれません。以前は楽しみ
に行っていましたが、他の例下関の方欠席した者には記念品があるそうで
す。
お気に障る事ばかり言ってすみません、お許し下さい。東北の水害、本当に
涙がこぼれます。２５年を思い出して。

5 都市整備 1 健康福祉
3 高齢者福
祉
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564 女 75歳以上

子供２人が近くに就職がなかったので、東京方面で就職しているので、年を
取って先がどうなるか不安で寂しいです。でも年を取っても頑張っていま
す。
私の家は川のほとりにありますので、雨風の為にドキドキしています。昭和
47年の時に家が流されて、子供達も小学生でしたので、親子で忘れる事がで
きません。

10 その他

565 女 75歳以上
農業人口を増やして、田舎に元気と明るい生活のできる環境をお願いしま
す。

6 経済・産
業

26 農業の振
興

566 － 75歳以上

①子や孫達の生活が、安心して出来る仕事がある事。
②山口県が豊かな町である事。
③他県から移住して来られるまちづくり。
④人情溢れる人柄の良い町。

9 まちづく
り全般

567 － －

企業について、若い人が働ける工場、通勤体制に問題を抱えている若者が多
くいるように感じます。空き地、廃屋が多く、使える場所を検討して社員、
パート、長時間働ける人、短時間しか働けない人の事を思うと、工場など出
来ればもっと活気のある町、収入があると人も集まる、安心して生活が出来
る。
せっかく山口は災害の少ない町なので、潤いのある町にしてはどうでしょ
う。
又温泉町として栄えて来た所なので、温泉町の良さをもっとアピールして温
泉の料金も下げてはどうでしょう。良く「商いねえ」と言う言葉を耳にしま
す。観光客の男性からは、遊ぶ場所が無いねと言われます。他県の温泉町に
無い良さを出せれば良いなと思う。
又昔のように、隣の人との付き合いも下地になって来ている。せめて向こう
三軒両隣の付き合いはして行きたいと思います。新しい人が引っ越して来ら
れたら、出来るだけ気を付けて見てあげる、心配してあげる。私はこう言う
気持ちで接してあげたらもっと良い町になると思います。

9 まちづく
り全般

568 － －
最近異常な大雨が各地であるが、仁保川、間田川の整備をお願いします（大
内地区の問題）。

3 生活安全 13 災害対策

569 － － もっと若者が楽しく遊べる町に。
9 まちづく
り全般

570 － －

幸せますブランドを生かして町を生き生きとさせている防府、山口県の玄関
口として発展しつつある小郡（これは山口市ですね）、「花燃ゆ」ブームで
観光客がたくさん来ている萩など、近くの市の成功例を良く研究して見習っ
て欲しい。
湯田温泉、旧市街、パークロードなど、どれもバラバラに好き勝手に変えて
はいるが、市として一貫性が無く山口市としての魅力を感じません。
また、バスの乗り継ぎが悪い。山口線の本数が少ない。ＪＲと新山口駅のバ
スが上手く繋がってない。市営バス（黄色いバスが幼稚園のスクールバスみ
たいでださい）の本数が少なく、それぞれのルートが繋がりにくく利用しづ
らいなど、自家用車が無いと動けません。
湯田温泉駅から湯田温泉街に行く道が分かりにくく、観光客から良く道を尋
ねられます。
萩のまあーるバスや出雲のバスなどはとても魅力的な外観です。あの黄色い
バスもちょっとお洒落にして、観光客も市民も使いやすいバスにして欲しい
です。萩のまあーるバスは、観光客も病院に行くおばあちゃん（市民）も利
用していますよ。３０分に１本あるからとても便利。

9 まちづく
り全般

5 都市整備
24 公共交通
の充実



自由意見

-244-

番号 性別 年齢 その他ご意見がありましたらお聞かせください。 分野１ 区分１ 分野２ 区分２ 分野３ 区分３ 分野４ 区分４ 分野５ 区分５

571 － －

問11（人口減少や高齢社会に歯止めをかけるために必要な取組は何だと思わ
れますか）、人口減少に歯止めをかける事は不可能ではないですか。その前
提に立った上で、施策についての意見を問うべきでは。適切な情報共有のも
とに、市民からの意見に耳を傾けていただきたい。
単に人気投票的なアンケートを取って、市民の意見を待ったというのであっ
ては、有扱者としてはたまったものではない。また本アンケートがどのよう
に解釈されるか、統計的に処理されたかも気になるところである。コストは
かかるが、回答者には然るべきフィードバックをお願いしたい。あるいはこ
の情報に社会の状況下。この程度のアンケートであれば、WEB・スマホetc、
連携した情報収集が可能ではないか。情報の解釈は有能なスタッフがさわる
ものと思うので、幅広い（かつ有能な）情報の収集について、重ねて努力を
お願いしたい。

10 その他 35 調査

572 － － 市内に高度医療機関（病院）がほしい。 5 都市整備
22 都市機能
の充実
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