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平成 26年度 第１回市民ワークショップにおける主な意見（要約版） 

 

■行政などに取り組んでほしいこと 

 

 
 
 

テーマ・分類 ワークショップでの意見 
産
業
・
観
光 

 商工業の
振興 
 
 

【企業誘致の推進】 
・企業誘致の促進（市場，ＩＴ企業等；旧学校の施設の活用など） 

【創業・起業への支援】 
・創業・起業への支援，市出身者との連携 

【地場産業への支援】 
・６次産業の促進，ブランド化，商品開発など（オリーブ，カキ等） 
・事業継承者への支援，市出身者へのアピール 

【労働者福祉の向上】 
・若い世代が働きたくなる雇用の場づくり，高齢者も働ける産業づくり 

観光の振
興 

【観光資源の発掘・魅力づくり】 
・島の魅力の発信，お金をかけない観光スポットづくり（パワースポット，夕日，花等） 
・アウトドアスポーツの振興（登山，カヌー等） 
・特産品・土産物，名物料理等の開発 
・イベントの強化（親子で参加できるもの等） 
・カヌー体験が子どものために良かったので，夏休みなどに多く開催 
・ホスピタリティの向上（船券の購入方法やサイクリング向け看板・宅急便等） 

【宿泊・観光施設の整備】 
 ・道の駅・海の駅整備，物販施設・食事施設の充実(地場産品の活用) 
・宿泊施設，休憩施設の充実（サイクリング客や若い人等） 

福祉・保健 ・医療・福祉系人材の確保（市民税軽減等） 
・相談しやすい環境や，いつでも相談できる体制の整備 

 子育て環
境の充実 

【子育て支援サービスの充実】 
・児童クラブの子供を土曜日に保育園で受入，商店内の託児所の整備 

【保育園・児童館等の整備】 
・土日祝日の託児や病気の子どもを預かる仕組の充実 

保健・医
療の充実 

【保健・健康づくりサービスの充実】 
・運動などについて助言してくれる場や健康指導の充実 

【医療機関の充実】 
・産科・小児科の確保誘致，総合病院の設立誘致 
・人間ドッグの出来る施設の設立 

高齢者福
祉・介護
の充実 

【高齢者福祉サービスの充実】 
・予防医療，介護予防の強化 
・買い物への移動支援 

【介護サービスの充実】 
・配食サービスの充実 

【高齢者福祉・介護施設の整備】 
・高齢者福祉のための施設充実（交流の場確保など） 

障害者福
祉の充実 

【障害者福祉サービスの充実】 
・障害者の会の会員増を図る際の，個人情報保護の条件緩和 

社会福祉
の充実 

【セーフティネットの確保】 
・生活保護者や，その手前段階のセーフティネットの拡充（一時的な住居，食事等） 

【地域福祉・ボランティアの推進】 
・地域の見守り・見廻り体制づくり，地域の福祉活動の支援 

生
活
・
環
境 

公衆衛生
の確保 

【公衆衛生の確保・環境美化】 
・海や山の清掃，空き地等の雑草処理など 

【ゴミ対策・リサイクルの推進】 
・不法投棄対策や，ゴミの量の削減推進 

自然環境
の保全 

【地球温暖化対策】 
・空地等利用によるソーラー発電 

【自然環境の保全】 
・荒れ地のビオトープ化 

テーマ・分類 ワークショップでの意見 
教育・文化 
 
 

【大柿高校】 
・市内の中学生の確保（通いやすい工夫，確かな教育の実施，イメージアップ等） 
・教育内容の特色づくり（商業科，介護科の設置 等） 

【通学支援】 
・市外通学のための航路確保，通学費補助（バス，フェリーの定期代） 

【その他】 
・小中・中高一貫校の誘致や改編 
・公営塾（市民講師，ネット利用），退職教員による学習支援 

 学校教育の
充実 

【学校教育の内容（小中学校）】 
・教育内容の特色づくり（島の良さを伝えるカリキュラム等） 
・進学時の孤立を防ぐための小学生の交流促進（中学校への体験入学等） 

【学校と地域・家庭との信頼関係】 
・学校の地域の関わり方に関する一貫性の確保 

【学校施設の整備】 
・学校施設の耐震化促進，廃校の利用（不登校児の受入） 

生涯学習の
充実 

【生涯学習活動の支援】 
・優秀な市出身者や専門家による勉強機会の創出 
・生涯学習活動の充実 

【社会教育施設の整備】 
・子どもや住民が集うコミュニティの場の確保 
・公民館等の使用無料化 

【伝統文化・文化財の保護】 
・文化財（祭り等）や史跡の保存管理 
・歴史や文化についての情報提供・発信 

スポーツの
振興 

【スポーツ・レクリエーションの普及・振興】 
・学校相互のスポーツ・レクリエーションの交流 
・市出身の有名選手の学校イベントへの招聘 

【社会体育施設の整備】 
・スポーツ活動や施設等に関する情報提供 

産業・観光 
 
 
 

【戦略・広報】 
・ターゲットの明確化，ＰＲの強化・工夫 

【その他】 
・平和学習と術科学校を連携した修学旅行誘致 
・学校給食での地産地消 

 農林業の振
興 

【生産基盤の整備】 
・農地の整備，太陽光用地等への転用，空き農地バンク 

【後継者・担い手の育成】 
・20～30 代やＵＩターン者の就農支援 

【高付加価値化・ブランド化】 
・オリーブ振興への注力，規格外農産物の加工推進 

水産業の振
興 

【生産基盤の整備】 
・里海の活用 
・水産資源の増殖，潮干狩りの復活等 

【後継者・担い手の育成】 
・少人数の漁業組織への支援 

【高付加価値化・ブランド化】 
・水産物のブランド化（江田島カキ等） 
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テーマ・分類 ワークショップでの意見 
安全・安心 ・見守りシステムの設置促進(緊急電話，無線，光回線等) 

・夜間のイノシシ対策 
 大規模災害
時の危機管
理 

【大規模災害等に備えた危機管理体制の構築】 
・市職員の市内居住（防災対応） 
・災害ごとの地域避難計画の作成 

【地域防災活動への支援】 
 ・防災に関する広報，情報提供の充実 
【避難所等の整備】 
・避難所・備蓄施設の整備・安全性の確保，上層階への進入路確保 

総合的な消
防体制の充
実・強化 

【救急体制の充実・強化】 
・陸・海・空の救急アクセスの拡充，救急輸送体制（人員）の強化 

暮らしの安
全の確保 

【防犯・交通安全の確保】 
・通学児童を守る仕組みづくり 
・高齢者への防犯指導 

基盤 ・植樹による景観の造成 
 都市基盤の
整備 

【道路の整備】 
・高齢者に優しいつくりの道路整備，修復 
・道路拡幅，歩道の設置 
・サイクリングロードの整備（草木処理等） 

【防災対策（河川・急傾斜地）】 
・広葉樹の植樹（土砂災害対策） 

【上水道の整備】 
・市内の配水管が細く大きな圧が加わるため，水洗蛇口の劣化が激しい 

生活基盤の
整備 

【住宅・住環境の整備】 
・坂道への手すりの設置 

【公園緑地の整備】 
・便利な場所に遊具のある公園の整備 
・３Ｆと連動した花の公園の設置（複合施設化） 

【計画的な土地利用】 
・町並み景観整備 

【公共施設の再編・整備】 
 ・学校跡地等への交流施設の整備（大規模なグラウンドゴルフ場の整備等） 
・市民農園やスポーツ施設整備への土地活用 

生活交通の
確保・充実 

【海上交通の確保・充実】 
・海上交通の持続性確保（専門シンクタンクの登用） 
・海上交通の充実（運賃，便数，最終便） 
・通勤通学利用者への支援 

【バス等の確保・充実】 
・定期バス路線の維持 
・バスの充実（運賃，便数） 
・効率的なバス運行（小型化等） 

地域 ・核家族から三世代家族への回帰促進 
 都市との交
流・定住の
促進 

【都市との交流の促進】 
・都市部との交流促進，週末居住・二地域居住促進 

【定住促進策の推進】 
 ・若い世代の定住促進 
 ・住居支援（住宅建築改修補助），各種優遇措置の実施（交通費補助や税軽減） 

コミュニテ
ィの振興 

【自治会等の地域活動への支援】 
・地域間交流の促進，廃校の活用などによるコミュニティの場づくり 

【国際化・多文化共生の推進】 
・外国人の交流拠点づくり 

【地域活動拠点の整備】 
・子どもや地域の活動拠点整備 
・集会所，公民館の無料化 

その他 ・行政による具体的施策の提案，住民要望への早期の対応 
・市職員の市内居住 

■住民・地域が中心となって取り組みたいこと，できそうなこと 
テーマ・分類 ワークショップでの意見 
教育・文化 ・専門的な知識・技術，文化の伝授 

・学校の放課後塾 
・登下校時の見守り 

 生涯学習の
充実 

 ・地域が子どもを育て，見守る（コミュニケーション，お祝い会等） 
・地域行事の継続，参加 

 ・地域の交流スペースの活用（生涯学習，地元交流等） 
・文化，史跡，歴史等の継承 

産業・観光 ・地域を好きな人を増やす，地元への就職を促す 
 農林業の振

興 
・農産物のグループ販売，ネット販売 
・地元＋ＵＩターンによる畑シェア（やりたい人に繋ぐ） 

商工業の振
興 

・商工会主導の土産物屋等の開設 

観光の振興 ・ご当地グルメの開発，イベントへの参加 
・民泊の事業化 
・路肩へ花を植える 

福祉・保健 ・食生活の改善 
 高齢者福

祉・介護の
充実 

・見守り活動の拡充 
・健康管理意識の向上 

障害者福祉
の充実 

・車利用者の意識改革（障害者用駐車スペースへの健常者の駐車） 

社会福祉の
充実 

・地域サロンの充実 

生活・環境 ・定期的な清掃活動 
・ゴミの分別，削減，リサイクル 

安全・安心 ・見守りシステムによる近所・地域の協力 
・女性消防団員の増加促進 

 大規模災害
時の危機管
理 

・防災訓練への参加 
・地域の支援体制づくり（マップ，避難班，避難ルート検討等） 

暮らしの安
全の確保 

・免許返納促進 

基盤 ・小規模分担での道路美化など 
・公園の管理を住民で行う 
・廃止施設などの地元提案 

地域  
 都市との交

流・定住の
促進 

・空いている畑，土地を都市住民に安価で貸出 
・島外から人が集まるイベントを盛り上る 

コミュニテ
ィの振興 

・地域間，地域内での交流・連携 
・地域課題に対応できる組織づくり，担い手・リーダーの確保 
・子どもが楽しみにする祭りの開催（地域に浸透するもの，仮装，コスプレを取り入
れる等） 
・地域の店舗で優先的に買い物をする 
・まちづくり，未来づくりについて，地域単位で考える 

 
 

◆第１回市民ワークショップの実施状況 

 【日 時】H26.5.17(土) 江田島市役所２階会議室 

 ①午前 9：30～12：10 ②午後 13：30～16：10 

 【テーマ】市民満足度の高いまちづくりについて，４班×８名程度で議論 

 【参加者】66名 ～うち 40歳代以下 31 名（約 47％） 


