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アンケート調査の概要 

 

 

１．調査の目的 

このアンケートは、新たな出雲市総合振興計画策定の参考とするため、出雲市内の

高校生の皆さんを対象に、現在の出雲市や将来に対する思いや考え、まちづくりへの

提案などを調査したものです。 

 

 

２．調査の実施方法 

○調査対象：出雲市内の高等学校 9 校 

＊各学校において、約 40 名（１クラス）を選定して実施。 

○回 収 数：310 名 

○調査方法：学校を通じて配付・回収（回答は無記名） 

○実施期間：平成 24 年 7～8 月 

 

 

※問２、問７については、平成 10 年１月に旧出雲市で実施した「21 世紀出雲のグランド

デザイン」高校生アンケートでも同様の調査を行っており、その比較をしています。 
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【問１】回答者の属性

（１）性別
●男性　151人　　　●女性　158人　　　 ●男性　88人　　　●女性　111人
●未回答　1人　　　計310人 計210人

（２）学年
●1年生　44人　　  ●2年生　120人　　　 ●1年生　118人　　　●2年生　81人
●3年生　144人　　●未回答　2人　　計310人 計210人

≪参考≫右側のグラフは、旧出雲市の「21世紀

出雲のグランドデザイン」高校生アンケート結果

（平成10年1月実施）

（３）居住地区
●出雲地域　176人 　●平田地域　40人　　　 ●出雲市　127人　　●平田市　16人
●佐田地域　17人　   ●多伎地域　1人 ●佐田町　7人　　　 ●多伎町　8人
●湖陵地域　6人　　　●大社地域　14人　　 ●湖陵町　5人　　　 ●大社町　13人
●斐川地域　34人   　●その他　21人 ●斐川町　23人　　 
●未回答　1人　　　　計310人 計210人
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【問２】出雲市をどんなまちだと思いますか

（１）出雲市の魅力と思う項目 ※複数回答可（1人3件まで）

（単位：件）

　■旧出雲市の「21世紀出雲のグランドデザイン」高校生アンケート結果（平成10年1月実施）
※複数回答可（1人3件まで）

（単位：件）

 比較 ※今回　　　　　　　　　　　　　　前回

（単位：％）
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（２）出雲市に不足していると思う項目 ※複数回答可（1人3件まで）

（単位：件）

　■旧出雲市の「21世紀出雲のグランドデザイン」高校生アンケート結果（平成10年1月実施）
※複数回答可（1人3件まで）

（単位：件）

 比較 ※今回　　　　　　　　　　　　　　前回

（単位：％）
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【問３】出雲市の「良いところ、自慢や誇りに思うところ」は何ですか

※複数回答可
区分 件数 主な意見

自然環境 164 自然が豊かで、緑があふれている。
空気がきれい、澄んでいる。
近くに海、山、川があり、遊ぶことができる。
自然とまちのバランスがよい。

歴史・伝統・文化遺産 150 出雲大社がある。
歴史が古く深い。
文化遺産、歴史的建造物がたくさんある。
神話、神在月があること。
歴史や伝統が引き継がれている。

人情・地域のつながり 78 人情が豊かでみんな優しく温かい。
たくさんの人とあいさつを交わすことができる。
地域の人の結びつきが強い。

安全・安心 19 災害の被害が少ない。
平和なところ。大きな犯罪もなく安心して暮らせる。

景観・街なみ 16 景観・街なみが美しい。
古い街なみが残っている。木綿街道周辺が素敵。

居住環境 12 静かで落ち着く。
のんびりとした時間の流れでゆっくり生活できる。

特産物 10 シジミ、出雲そばなど食べ物がおいしい。
ぜんざい発祥の地である。

その他 46 スポーツ施設が充実している。
医療・福祉施設が充実している。
道路が整備されている。
出雲弁がよい。

495

【問４】出雲市の「悪いところ、良くなってほしいところ」は何ですか

※複数回答可
区分 件数 主な意見

商業施設 89 大型ショッピングセンターやお店が少ない。
買い物をするところが遠く不便である。
コンビニが少ない。

レジャー施設 55 レジャー施設や若者が遊ぶところが少ない。
遊園地、テーマパーク、動物園などがほしい。

活気・人口 51 まちに活気がない。
商店街が静かで活気がない。
人口、特に若い人が減っている。

道路整備 43 舗装整備がされていないところがたくさんある。
歩道が狭い、若しくはないところがある。
信号機が不足してる。また、不要なところに設置されている。

交通機関 32 交通の便が悪い。
バス、電車の本数が少なく、料金が高い。

就職先 16 魅力的な就職先が少ない。
街灯・防犯灯 16 街灯が少なく、夜道が暗くて危ない。
ポイ捨て・ゴミ 12 ポイ捨てが多く、ゴミが捨てられている。
スポーツ施設 11 スポーツ施設が少ない。
その他 131 自然が減っている。川が汚い。

高齢者が多い割に福祉施設が不足している。
出雲のＰＲが不足してる。
治安をよくしてほしい。不審者が多い。
街なみを美しくしてほしい。

456

-5-



【問５】出雲市は住みやすいまちだと思いますか

①住みやすい　110人　　 ②どちらかといえば住みやすい　138人　　

③あまり住みやすくない　27人 ④住みにくい　5人

⑤わからない　29人　　　 ⑥未回答　1人　　　　　　　　　　　　　（計310人）

住みやすい
35.5%

どちらかとい

えば住みや

すい
44.5%

あまり住み

やすくない
8.7%

住みにくい
1.6%

わからない
9.4%

未回答
0.3%

【主な意見】

①住みやすい理由

・自然が豊か、環境がいい、空気がきれいだから

・住み慣れていて落ち着くから

・人が多くないから

・人が優しいから人が優しいから

・平和、安全、災害が少ないから

・田舎で住みやすいから

・特に困ることがないから

②どちらかといえば住みやすい理由

・自然が豊かだが、交通が不便だから

・住みやすいが、もう少し活気がほしいから

・都会と比較して住みやすいから

・都会すぎることもなく、田舎すぎることもないから

・「①住みやすい理由」と重複した意見（自然が豊か、環境がいい、住み慣れている等）

③あまり住みやすくない理由

・交通が不便だから

・お店やレジャー施設が少ないから

・田舎だから

④住みにくい理由

・山が多すぎるから

・田舎すぎるから

・大人が運転マナーを守らないから

⑤わからない理由

・市外と比較ができないから

・よいところも悪いところもあるから

・どちらともいえないから
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【問６】これからも出雲市に住み続けたいと思いますか

①住み続けたい　158人　　　 ②住み続けたくない　40人　　

③わからない　108人 ④未回答　4人　　　　　　　　　　　（計310人）

【主な意見】

①住み続けたい理由

・住み慣れている、住みやすいから

・自然が豊か、環境がよいから

・出雲（地元）が好きだから

・よいまちだから

・地元に貢献したいから

・安全 安心なまちだから

住み続けたい
51.0%

住み続けたく

ない
12.9%

わからない
34.8%

未回答
1.3%

・安全、安心なまちだから

・県外（市外）に住みたくないから

・人柄がよいから

②住み続けたくない理由

・都会（市外）に住みたいから

・田舎だから

・よいまちだと思わないから

・仕事先、就職先がないから

・まちに活気がないから

③わからない理由

・都会や他のまちにも住んでみたいから

・就職先、進学先によるから

・よいところも悪いところもあるから
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※複数回答可（1人5件まで）

【問７】「出雲市がめざすまちの姿を現す言葉（キーワード）」や「大切にして
　　　　ほしい」ことは何ですか

（単位：件）

　■旧出雲市の「21世紀出雲のグランドデザイン」高校生アンケート結果（平成10年1月実施）

（単位：件）
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【問８】自由提案

区分 件数 主な意見

レジャー施設の充実 28 遊園地、テーマパーク、動物園、水族館をつくってほしい。

レジャー施設をもっとつくってほしい。

楽しく遊ぶことのできる施設・場所がほしい。

もう少し若者が楽しめる施設がほしい。

誰でも気軽に行ける大きな公園がほしい。

商業施設の充実 22 子どもから大人まで楽しめるショッピングセンターがほしい。

ショッピングモールをつくってほしい。

もっとお店を増やしてほしい。

もっと買い物が便利になるとよい。

もう少し都会のお店を入れてほしい。

活気あるまちづくり 13 若い人が住みたいと思うような活気のあるまちになってほしい。

若い人が多くいて平和に暮らせるまちになってほしい。

自然とレジャーを両立させた活気あるまちに育ってほしい。

商店街がもっと活気あふれる場所となり人が安心して住みやすいま
ちになってほしい。

祭り・イベントの充実 12 もっと祭りを増やし、かつ大きな祭りにする。

みんなでワイワイ楽しめる企画があればもっといい。

イベントなどで市民が仲良く出来る機会を増やしてほしい。

全体 盛 がれ 商店 などが わう を

将来の出雲市に「こんなまちになってほしい」、「こんなものがあってほしい」と思うこと、

出雲市をより良いまちにするためのアイデアや意見があれば、自由に記入してください。

市全体で盛り上がれるイベントや商店街などが賑わうことをやってほ
しい。

交通安全・防犯対策の充実 12 街灯を増やして安心できるまちをつくってほしい。

事件・事故がないまちにしてほしい。

危険なところがあるので通学路の整備をしてほしい。

危険な道の工事をしてほしい。

自然環境の保護 11 自然を大切にするまち、もっと自然が残るまちにしてほしい。

自然がもっと豊かになればよいと思う。

あまり工場などを増やさないでほしい。

緑が多いまちにしてほしい。

観光振興の充実 10 もう少し観光スポットが増えてほしい。

観光に来たくなるような楽しい（明るい）まちにしてほしい。

全国に誇れる出雲大社をもっと全国にアピールしてもいいと思う。観
光客を増やし、もっと経済的にも発展していくといい。

出雲大社の周りは場所の雰囲気や風情を損なわず、活気があり観
光客でにぎわうようなところがいい。

市のよさ（個性・独自性）を活用 9 もっと他県に出雲市のいいところを知ってほしい。

名物などの全国的アピール。

私たち一人ひとりが県外に出て出雲の魅力を話せるようになりたい。

出雲独自のものや文化がたくさんある。それを最大限に活用すれば
いいと思う。また自然や出雲の風土ももっと活用すればいいと思う。
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区分 件数 主な意見

交通機関の充実 8 身近な交通機関が便利になってほしい。

電車の本数を増やしてほしい。電車賃を安くしてほしい。

地下鉄、バス、電車の充実化。

新幹線が開通されるといい。

福祉施策の充実 8 保育園や福祉施設を増やす。

福祉の充実に力をつくしてほしい。

高齢者の一人暮らしの方への自宅訪問。

バリアフリー化が進むと高齢者が住みやすいまちになると思う。

都会化 5 都会的なものを取り入れる。

東京を超える都市になってほしい。

スポーツ振興の充実 5 子どもから大人まで楽しめるようなスポーツ施設をつくってほしい。

プロ野球やプロサッカーの選手などが使用できる大きなスタジアムを
作り、スポーツでまちを盛り上げていってほしい。

教育振興の充実 4 市内の学校をもっと新しくしてほしい。

教育をもっとしっかりしてほしい。

少子化対策の充実 3 もっと大人たちに子どもを増やしてもらって少子化を防ぎたい。

もっと婚活を盛んにしたらいい。

雇用対策の充実 3 就職先、進学先（専門学校、大学）を増やす。

就職先を増やせば県外から多くの人が集まり人口減少対策にもな
る。

その他 38 若い人たちに伝統工芸を継いでもらいたい。

豊かで平和なまちになっていてほしい。

無駄遣いをやめてほしい。皆が幸せなまちにしてほしい。

自然があって地域交流もあって住み心地のよい、仲良しなまちになっ
てほしい。

人と人との交流が深い町。楽しい町。県外の人から注目されるまち。

地域の人々の交流の機会が多くあったほうがよい。

あいさつが飛び交うまち。

都会にはない、人との関わりがたくさんふれあえる機会のある場所に
してほしい。

伝統的で落ち着きのあるまちになってほしい。

島根の県庁所在地になってほしい。

このままでいい。何をわざわざかえる必要があるのか。

自然がたくさんあることも島根の良さだから無理にいろんな物を建て
なくても自然と触れ合えることをアピールしてアウトドアのような施設
を作ればいい。

191
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