
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

魚住小校区 

まちづくりアンケート 

【高校生 ver】 

11月下旬・12月上旬 実施 

回答方法 

清水→紙での回答 

商業→スマートフォンから回答 

実施・回答まとめ 

魚住まちづくり協議会 

(まちづくりアンケート企画チーム) 

対象者 

清水高校、商業高校に在籍する 

1年生 

Q.1 あなたの出身小学校は? 選択式✔ 

明石清水高校 252 

明石商業高校 148 

無回答 1 

 

Q.2 あなたの出身地域は?   選択式✔ 

Q.4 魚住地域の好きなところ・良いところは? 記述式✏ 

Q.3 学校のある魚住地域への親しみは? 選択式✔ 

すごくある

5%

ある

21%

あまりない

30%

ない

17%

特に何も感じない

26%

無回答

1%

-1- 

etc… 
etc… 

回答数 : 401件 

アンケート質問項目 

1. あなたの在籍学校は? 

2. あなたの出身地域は? 

3. 学校のある魚住地域への 

親しみは? 

4. 魚住地域の好きなところ 

・良いところは? 

5. 魚住地域の悪いところ 

・良くしたいところは? 

6. 魚住地域のこの先に大切

であると思う取り組みは? 

7. 地域をよくするための 

アイデアを書いてみよう！ 

魚住町 65 

魚住町以外の明石市 172 

明石市外 163 

無回答 1 

 

魚住町

16%

魚住町以外の

明石市

43%

明石市外

41%

Q.5 魚住地域の悪いところ・ 

良くしたいところは? 記述式✏ ・友人むっちゃやさしいやん。さいこうかよ。  ・交通の便利さ 

・田んぼや池などがあって自然豊かなところ  ・花壇が多い 

・事故が少ない   ・水がキレイ！  ・治安がいい  ・点字ブロックがある 

・タコバスがある  ・スタバがある  ・自然豊かでのどか 

・地域の方がすごくフレンドリーで話しやすいところです 

・地域の人たちがいつも温かいところ  ・景色がよい  ・犯罪が少ない 

・自分の地域と比べてスクールガードさんが多い  ・朝の立ち当番多い 

・駅の近くに駐車場があったりして設備が整っている 

・多くの方が元気に暮らしている    ・緑が多い  ・お店がさかん 

・小学生の元気が良いところです。   ・空気がおいしい 

・交通ルールを守っている。        ・コンビニが多い 

・私の地域にはないお店があって、魚住はとても活気がある 

・近くにスターバックスやドトールなど放課後に立ち寄れる 

・おだやか  ・住みやすい  ・近所づきあいがいい 

・横断歩道を渡る時、とまってくれる。  ・ボランティアの人たちが多い 

・自分の町より人が多く、都会で楽しい ・図書館があり、勉強しやすい 

・協力することが多いので、地域の仲が深い  ・ポイ捨てが少ない 

・しみず高校とかもはや山やん。 

もーちょい通学しやすくしてくれんか？ 

・畑などの火を起こしたとき匂いがきつい 

・人が見えにくい場所が多い  ・不審者が多い  ・虫が多い。 

・交通量が多いのに信号がないところがある  ・犯罪者多い  ・坂多い 

・道がせまいからあぶない。  ・ポイ捨てされてるゴミが多いところです 

・治安が少し悪い  ・もっと地域活動があってもいいと思う 

・人と車が多くて自転車で走りづらい  ・小学生が下校のとき広がりすぎ 

・道のせい備や道はばがせまい点  ・お店が少ない  ・電灯が少ない 

・下校中の小中学生をみるたび、車にひかれないか不安  ・イオンが遠い 

・車がすごく早いスピードで走るので怖いです。  ・町全体が暗い。 

・小学生が広がって歩いており、それをよけようとする自転車が車と接触しそう

になったり、クラクッションをならされたりする  ・自転車の乗り方 

・飛び出してくる小学生が多い。  ・部活帰りが怖く、暗いと思う 

・新快速がとまらないこと、バスの本数が少ない  ・商業施設が少ない 

・周辺の土地の高低差の大きさ  ・山陽と JRの駅が遠い。 

・道路の整備をしてほしい  ・飲食店が少ない  ・曲がり角の見通しが悪い 



 

 

Q.6 これから先に大切であると思う取り組みは?  (3つまで回答可)  選択式✔ 記述式✏ 

順位 内容 得票 

1 犯罪や不審者などがなく、交通安全を守れるまち 209 

2 ポイ捨てなどがなくきれいなまち 189 

3 自然を大切にできるまち 166 

4 災害が起こっても、助け合って暮らすことができるまち 115 

5 地域のイベントが活発なまち 100 

5 小さな子どもや小学生がのびのびと暮らせるまち 91 

7 高齢者や大人、子ども、障害者などいろいろな人が集まれるまち 72 

8 高齢者の見守り活動があり高齢者にもやさしいまち 48 

9 地域の歴史や文化を後の時代へ伝えられるまち 18 

10 その他 4 
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Q.7 地域をよくするためのアイデアを書いてみよう！ 記述式✏ 

・しゃめんにエスカレーターつけよーぜ。 

それかエレベーターつけようぜ。ロープウェイでもぜんぜん 

おっけーよ。 

・コミュニケーション力を高める。 

・防犯対策をもっとする。 

・あいさつ。 

・地域の人どうしの交流を深める 

・地域のゴミ捨いや清掃を清水生を一緒に協力してやって 

いくといいかも 

・子どもも大人も関係なくみんなで何かにとりくむ 

・ゴミ捨て場を増やす 

・ボランティア活動の回数を増やしたらいい。 

・魚住でのイベント、祭りなどをする 

・学校間での交流 

・地域の人とコミュニケーションをとる。 

・自然とふれ合うために地域の人の土地を借りて野菜を育てる 

・日頃から皆が安心して過ごせるようなまち 

・ボランティア活動をしたらいいな 

・インフラ整備をしたらいいな 

・学校でよく不審者の目撃情報を聞くことが多いので、少しでも

減ったらいいなと思ったから 

・世代間の交流が無いと感じたから 

・地域内の行事が少ないと感じたから。 

・道路上でゴミのポイ捨てが目立っているから。 

・学生が多く小学生とかが良いこと悪いことを真似するから。 

・自然豊かだと空気が綺麗になるから。 

～その他で出された内容や回答の理由～ 

etc… 

魚住小校区 

まちづくりアンケート 

【高校生 ver】 

11月下旬・12月上旬 実施 

回答方法 

清水→紙での回答 

商業→スマートフォンから回答 

実施・回答まとめ 

魚住まちづくり協議会 

(まちづくりアンケート企画チーム) 

対象者 

清水高校、商業高校に在籍する 

1年生 

 

回答数 : 401件 

・信号を車と自転車（歩）の人を別々にする。 

・地域の人と関わる機会を増やす。 

・今のひとかんの活動をつづける 

・人数をしぼって魚住地域の人たちと一緒に交流できる行事 

を取り入れる。 

・小さい子や高齢者とのふれあいができる時間をつくる。 

・お店を増やす。 

・見回り 

・カーブミラーを取りつける量を増やす。 

・タピオカのお店を作る 

・街灯をもっと増やすといい 

・人助けしまくる 

・工事をして道路を広くする 

・一人一人が意識して行動する 

・交通マナーを見直す。 

・学校がない日に、田んぼを（草）焼いてほしい。 

・神社での祭りや催しをふやす。 

・駅に新快速を停めて下さい 

・タコバスも１時間２本！ 

・緑化をよくする。 

・朝の交通安全を心がける？ 

・自転車や歩行者の安全な登下校の見張り 

・今のままで最高です 

・地域と関わる活動をする 

・公園を作る 

・自治会で見回りする人たちで、小学生の登校を 

見守る。 

・イオンを作る 

・最近不審者が多いので防犯対策を強化する 

・町でゴミ拾いなどの活動をする 

・高校の偏差値を上げる 

・スクールガードを雇ってほしい。 

・花や木を植える 

・イルミネーションをしてみる 

アンケート質問項目 

1. あなたの在籍学校は? 

2. あなたの出身地域は? 

3. 学校のある魚住地域への 

親しみは? 

4. 魚住地域の好きなところ 

・良いところは? 

5. 魚住地域の悪いところ 

・良くしたいところは? 

6. 魚住地域のこの先に大切

であると思う取り組みは? 

7. 地域をよくするための 

アイデアを書いてみよう！ 

 


