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15 歳 241 人 19 歳 36 人 

16 歳 910 人 20 代 26 人 

17 歳 714 人 30 代 9 人 

18 歳 384 人 40 代 11 人 

加古川市 819 人 

明石市 552 人 

高砂市 473 人 

播磨町 116 人 

稲美町 67 人 

姫路市 189 人 

神戸市 94 人 

その他 31 人 

男性 1391 人 

女性 894 人 

その他 10 人 

平均年齢 16.74 

居住地

加古川市 明石市 高砂市 播磨町

稲美町 姫路市 神戸市 その他

性別

男性 女性 その他

年齢

15歳 16歳 17歳 18歳

19歳 20代 30代 40代
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お住まいの、または通う学校や職場等がある東播磨地域（明石市・加古川市・ 

高砂市・稲美町・播磨町)の現在のことを思い浮かべてください。そして、以下 

の質問にお答えください。 

 

問１ 東播磨地域に住んでいて（または通勤・通学して）良かったと思うことは、

どのようなことですか 

交通が便利であること 1133 人 

自然が豊かであること 1041 人 

地域での人と人とのつながりがあること 654 人 

鉄鋼や重工業、農業など力強い産業があること 283 人 

商工業が充実していること 131 人 

地元産のおいしい食べ物が多いこと 490 人 

芸術文化や祭りが充実していること 394 人 

子育て環境や教育環境が優れていること 351 人 

仕事をしやすい環境であること 129 人 

防災対策や防犯対策がしっかりとしていること 158 人 

多文化共生が進んでいること 60 人 

都会過ぎず田舎過ぎず適度なところ 

都会でもなくど田舎でもない 

街に近い便利な田舎 

地震や台風の影響が少ない。 

災害が少ない 

災害が起きにくい（津波など） 

お店などが充実している 

コンビニがある 

生活必需品を買える店が多いこと 

コンビニが学校の周りにたくさんある 

暮らすための物が集まる 

寄り道が出来る本屋など 

ショッピングモール、コンビニなどが充実している 

ジョイフルがある 

その他 
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すき家の牛丼が美味しい 

道が混んでいない 

静かで安全 

信号が少ない 

人通りや車通りが少ないこと 

天候がいい 

人が優しい 

店が少ない 

歩道がない 

人混みが少ない 

人が少ないこと 

夏や冬になってもそこまで暑くなったり、寒くなったりしない 

歴史が深いこと 

東播工業高校で建築について学べたこと 

友達がいい人ばっかり 

中学生まで医療費がタダ 

明石市はもうすぐ医療費が高校生もタダになるそうです!! 

家が近いから通学しやすい 

徒歩で行ける位置に祖母の家がある 
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交通が便利であること 398 人 24% 

自然が豊かであること 390 人 23% 

地域での人と人とのつながりがあること 265 人 16% 

鉄鋼や重工業、農業など力強い産業があること 110 人 7% 

商工業が充実していること 48 人 3% 

地元産のおいしい食べ物が多いこと 153 人 9% 

芸術文化や祭りが充実していること 122 人 7% 

子育て環境や教育環境が優れていること 68 人 4% 

仕事をしやすい環境であること 34 人 2% 

防災対策や防犯対策がしっかりとしていること 66 人 4% 

多文化共生が進んでいること 24 人 1% 

 

 

加古川市

交通 自然 繋がり 産業 商工業 食べ物

芸術文化 子育て 仕事 防災防犯 多文化共生
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交通が便利であること 305 人 28% 

自然が豊かであること 182 人 17% 

地域での人と人とのつながりがあること 81 人 7% 

鉄鋼や重工業、農業など力強い産業があること 27 人 2% 

商工業が充実していること 27 人 2% 

地元産のおいしい食べ物が多いこと 176 人 16% 

芸術文化や祭りが充実していること 43 人 4% 

子育て環境や教育環境が優れていること 185 人 17% 

仕事をしやすい環境であること 28 人 3% 

防災対策や防犯対策がしっかりとしていること 23 人 2% 

多文化共生が進んでいること 7 人 1% 

 

明石市

交通 自然 繋がり 産業 商工業 食べ物

芸術文化 子育て 仕事 防災防犯 多文化共生
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交通が便利であること 210 人 20% 

自然が豊かであること 221 人 21% 

地域での人と人とのつながりがあること 174 人 16% 

鉄鋼や重工業、農業など力強い産業があること 85 人 8% 

商工業が充実していること 30 人 3% 

地元産のおいしい食べ物が多いこと 70 人 7% 

芸術文化や祭りが充実していること 172 人 16% 

子育て環境や教育環境が優れていること 34 人 3% 

仕事をしやすい環境であること 35 人 3% 

防災対策や防犯対策がしっかりとしていること 32 人 3% 

多文化共生が進んでいること 13 人 1% 

 

 

 

高砂市

交通 自然 繋がり 産業 商工業 食べ物

芸術文化 子育て 仕事 防災防犯 多文化共生
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交通が便利であること 74 人 29% 

自然が豊かであること 33 人 13% 

地域での人と人とのつながりがあること 41 人 16% 

鉄鋼や重工業、農業など力強い産業があること 15 人 6% 

商工業が充実していること 6 人 2% 

地元産のおいしい食べ物が多いこと 18 人 7% 

芸術文化や祭りが充実していること 13 人 5% 

子育て環境や教育環境が優れていること 33 人 13% 

仕事をしやすい環境であること 7 人 3% 

防災対策や防犯対策がしっかりとしていること 8 人 3% 

多文化共生が進んでいること 3 人 1% 

 

播磨町

交通 自然 繋がり 産業 商工業 食べ物

芸術文化 子育て 仕事 防災防犯 多文化共生



8 

 

 

交通が便利であること 10 人 8% 

自然が豊かであること 49 人 40% 

地域での人と人とのつながりがあること 16 人 13% 

鉄鋼や重工業、農業など力強い産業があること 5 人 4% 

商工業が充実していること 0 人 0% 

地元産のおいしい食べ物が多いこと 22 人 18% 

芸術文化や祭りが充実していること 10 人 8% 

子育て環境や教育環境が優れていること 6 人 5% 

仕事をしやすい環境であること 2 人 2% 

防災対策や防犯対策がしっかりとしていること 1 人 1% 

多文化共生が進んでいること 1 人 1% 

 

 

 

稲美町

交通 自然 繋がり 産業 商工業 食べ物

芸術文化 子育て 仕事 防災防犯 多文化共生
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問２ あなたが思う東播磨地域の魅力はどのようなことですか 

 もし魅力がないと思われる場合は、空白としてください 

観光客を魅了する名物やイベント、観光場所があること 353 人 

地域で新しいことが日々行われていること 156 人 

地域づくりへ参加する機会が多いこと 314 人 

歴史文化が豊かであること  318 人 

鉄道やバス、道路などの交通インフラが充実し、移動に便利なこと 515 人 

娯楽や文化に関する施設が多いこと（例：明石市立天文科学館、考古学

博物館） 
323 人 

農業・水産業が盛んであること 169 人 

ビジネス活動が盛んであること 42 人 

鉄鋼や重工業が盛んであること 236 人 

商工業が充実していること 67 人 

子育て支援策が充実していること 306 人 

教育に熱心であり、教育機関が多いこと 119 人 

高齢者の健康づくりや子育て支援などの健康・福祉活動が盛んであるこ

と 
140 人 

自然環境が豊かであること 490 人 

災害が少ないこと 789 人 

防犯活動などで安全・安心なまちづくりが進んでいること 129 人 

３つの記入欄がすべて空白 272 人 

災害が少ない 

交通の便がよく、加古川駅周辺の近代化 

秋祭りが充実している 

祭りがあること 

祭り 

播州秋祭り 

住みやすい気候 

子午線が通っているところ 

食べ物が美味しいこと 

人間がいい人ばっかり 

その他 
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吹奏楽が盛ん 

自然が豊か 

自然があるから精神的に良いこと 

当校の 4 階に鳥の巣が出来ていたりする 

自動車学校でお世話になっています 
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観光客を魅了する名物やイベント、観光場所があること 115 人 7% 

地域で新しいことが日々行われていること 69 人 4% 

地域づくりへ参加する機会が多いこと 125 人 8% 

歴史文化が豊かであること  108 人 7% 

鉄道やバス、道路などの交通インフラが充実し、移動に便利なこと 178 人 11% 

娯楽や文化に関する施設が多いこと（例：明石市立天文科学館、考古

学博物館） 
109 人 7% 

農業・水産業が盛んであること 45 人 3% 

ビジネス活動が盛んであること 18 人 1% 

鉄鋼や重工業が盛んであること 92 人 6% 

商工業が充実していること 20 人 1% 

子育て支援策が充実していること 36 人 2% 

教育に熱心であり、教育機関が多いこと 33 人 2% 

高齢者の健康づくりや子育て支援などの健康・福祉活動が盛んである

こと 
51 人 3% 

自然環境が豊かであること 201 人 12% 

災害が少ないこと 289 人 18% 

防犯活動などで安全・安心なまちづくりが進んでいること 61 人 4% 

３つの記入欄がすべて空白 97 人 6% 

加古川市

観光 新しいこと 地域づくり 歴史文化 交通インフラ 娯楽・文化

農林水産 ビジネス 鉄鋼業 商工業 子育て 教育

健康福祉 自然環境 防災 防犯 魅力なし
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観光客を魅了する名物やイベント、観光場所があること 78 人 7% 

地域で新しいことが日々行われていること 18 人 2% 

地域づくりへ参加する機会が多いこと 40 人 4% 

歴史文化が豊かであること  60 人 5% 

鉄道やバス、道路などの交通インフラが充実し、移動に便利なこと 159 人 14% 

娯楽や文化に関する施設が多いこと（例：明石市立天文科学館、考古

学博物館） 
77 人 7% 

農業・水産業が盛んであること 51 人 5% 

ビジネス活動が盛んであること 4 人 0% 

鉄鋼や重工業が盛んであること 23 人 2% 

商工業が充実していること 13 人 1% 

子育て支援策が充実していること 201 人 18% 

教育に熱心であり、教育機関が多いこと 42 人 4% 

高齢者の健康づくりや子育て支援などの健康・福祉活動が盛んである

こと 
34 人 3% 

自然環境が豊かであること 68 人 6% 

災害が少ないこと 181 人 16% 

防犯活動などで安全・安心なまちづくりが進んでいること 17 人 2% 

３つの記入欄がすべて空白 36 人 3% 

明石市

観光 新しいこと 地域づくり 歴史文化 交通インフラ 娯楽・文化

農林水産 ビジネス 鉄鋼業 商工業 子育て 教育

健康福祉 自然環境 防災 防犯 魅力なし
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観光客を魅了する名物やイベント、観光場所があること 78 人 8% 

地域で新しいことが日々行われていること 30 人 3% 

地域づくりへ参加する機会が多いこと 68 人 7% 

歴史文化が豊かであること  89 人 9% 

鉄道やバス、道路などの交通インフラが充実し、移動に便利なこと 94 人 9% 

娯楽や文化に関する施設が多いこと（例：明石市立天文科学館、考古

学博物館） 
69 人 7% 

農業・水産業が盛んであること 26 人 3% 

ビジネス活動が盛んであること 7 人 1% 

鉄鋼や重工業が盛んであること 82 人 8% 

商工業が充実していること 21 人 2% 

子育て支援策が充実していること 21 人 2% 

教育に熱心であり、教育機関が多いこと 17 人 2% 

高齢者の健康づくりや子育て支援などの健康・福祉活動が盛んである

こと 
27 人 3% 

自然環境が豊かであること 114 人 12% 

災害が少ないこと 179 人 18% 

防犯活動などで安全・安心なまちづくりが進んでいること 25 人 3% 

３つの記入欄がすべて空白 44 人 4% 

高砂市

観光 新しいこと 地域づくり 歴史文化 交通インフラ 娯楽・文化

農林水産 ビジネス 鉄鋼業 商工業 子育て 教育

健康福祉 自然環境 防災 防犯 魅力なし
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観光客を魅了する名物やイベント、観光場所があること 19 人 7% 

地域で新しいことが日々行われていること 7 人 3% 

地域づくりへ参加する機会が多いこと 22 人 9% 

歴史文化が豊かであること  27 人 11% 

鉄道やバス、道路などの交通インフラが充実し、移動に便利なこと 27 人 11% 

娯楽や文化に関する施設が多いこと（例：明石市立天文科学館、考古

学博物館） 
24 人 9% 

農業・水産業が盛んであること 4 人 2% 

ビジネス活動が盛んであること 4 人 2% 

鉄鋼や重工業が盛んであること 9 人 4% 

商工業が充実していること 2 人 1% 

子育て支援策が充実していること 19 人 7% 

教育に熱心であり、教育機関が多いこと 10 人 4% 

高齢者の健康づくりや子育て支援などの健康・福祉活動が盛んである

こと 
7 人 3% 

自然環境が豊かであること 15 人 6% 

災害が少ないこと 42 人 16% 

防犯活動などで安全・安心なまちづくりが進んでいること 8 人 3% 

３つの記入欄がすべて空白 10 人 4% 

播磨町

観光 新しいこと 地域づくり 歴史文化 交通インフラ 娯楽・文化

農林水産 ビジネス 鉄鋼業 商工業 子育て 教育

健康福祉 自然環境 防災 防犯 魅力なし
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観光客を魅了する名物やイベント、観光場所があること 6 人 4% 

地域で新しいことが日々行われていること 3 人 2% 

地域づくりへ参加する機会が多いこと 9 人 7% 

歴史文化が豊かであること  7 人 5% 

鉄道やバス、道路などの交通インフラが充実し、移動に便利なこと 2 人 1% 

娯楽や文化に関する施設が多いこと（例：明石市立天文科学館、考古

学博物館） 
5 人 4% 

農業・水産業が盛んであること 19 人 14% 

ビジネス活動が盛んであること 0 人 0% 

鉄鋼や重工業が盛んであること 4 人 3% 

商工業が充実していること 1 人 1% 

子育て支援策が充実していること 4 人 3% 

教育に熱心であり、教育機関が多いこと 2 人 1% 

高齢者の健康づくりや子育て支援などの健康・福祉活動が盛んである

こと 
3 人 2% 

自然環境が豊かであること 30 人 22% 

災害が少ないこと 33 人 24% 

防犯活動などで安全・安心なまちづくりが進んでいること 2 人 1% 

３つの記入欄がすべて空白 5 人 4% 

稲美町

観光 新しいこと 地域づくり 歴史文化 交通インフラ 娯楽・文化

農林水産 ビジネス 鉄鋼業 商工業 子育て 教育

健康福祉 自然環境 防災 防犯 魅力なし
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問３ 現時点で、あなたが思う東播磨地域の理想の姿はどのようなものです

か？ 

自分のやりたい仕事や勉強の機会に恵まれていること 438 人 

くらしていくことに便利で学べる場所・遊ぶ場所が多いこと 670 人 

家族と共に過ごすこと、そして一緒に子育てができること 195 人 

自然に囲まれ、その中で学ぶこと、遊ぶことができること 258 人 

災害が少なく安全に住み続けられること 529 人 

福祉が充実し、子どももお年寄りも安心して暮らすことができるよう行

政が支えていること 
143 人 

ボランティアや NPO 活動などを通し地域に住む人同士が助け合ってい

ること 
51 人 

もっと祭りが盛んになれば良い 

祭りを増やして神輿を担ぎたい 

他の地域の人が来ても好きになるような観光地になって欲しい 

防犯に力の入った街 

犯罪が少なく、警察も事件などにすぐ対応でき、治安が良いこと 

JR 初乗りが安い。神姫バス安い 

都会に発展して欲しい 

都会 

道路に吐いたりしていて、通るときに嫌 

地域住民との仲が良くなりそうな環境であること 

仕事がある街 

みんなルールを守れるといい。 

自分らしさを活かせて働き学べる事のできる 

娯楽 

交通の便が充実し、鉄道などがもっと増えれば良い 

交通の便がよく、加古川駅周辺の近代化 

交通が便利になること 

交通が便利になる 

安心安全に暮らせて地域のみんなが協力しあったり自分のやりたい仕事

に恵まれていること 

その他 
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十分 

図書館の充実と本屋の充実。紙の本が一番素晴らしい。本を読まない人

は本を読んだことがないからだ 
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自分のやりたい仕事や勉強の機会に恵まれている

こと 
162 人 20% 

くらしていくことに便利で学べる場所・遊ぶ場所

が多いこと 
244 人 30% 

家族と共に過ごすこと、そして一緒に子育てがで

きること 
70 人 9% 

自然に囲まれ、その中で学ぶこと、遊ぶことがで

きること 
82 人 10% 

災害が少なく安全に住み続けられること 186 人 23% 

福祉が充実し、子どももお年寄りも安心して暮ら

すことができるよう行政が支えていること 
41 人 5% 

ボランティアや NPO 活動などを通し地域に住む人

同士が助け合っていること 
16 人 2% 

加古川市

自分のやりたい仕事や勉強の機会に恵まれていること

くらしていくことに便利で学べる場所・遊ぶ場所が多いこと

家族と共に過ごすこと、そして一緒に子育てができること

自然に囲まれ、その中で学ぶこと、遊ぶことができること

災害が少なく安全に住み続けられること

福祉が充実し、子どももお年寄りも安心して暮らすことができるよう行政が支えていること

ボランティアやNPO活動などを通し地域に住む人同士が助け合っていること
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自分のやりたい仕事や勉強の機会に恵まれている

こと 
107 人 20% 

くらしていくことに便利で学べる場所・遊ぶ場所

が多いこと 
170 人 32% 

家族と共に過ごすこと、そして一緒に子育てがで

きること 
46 人 9% 

自然に囲まれ、その中で学ぶこと、遊ぶことがで

きること 
51 人 9% 

災害が少なく安全に住み続けられること 115 人 21% 

福祉が充実し、子どももお年寄りも安心して暮ら

すことができるよう行政が支えていること 
36 人 7% 

ボランティアや NPO 活動などを通し地域に住む人

同士が助け合っていること 
14 人 3% 

明石市

自分のやりたい仕事や勉強の機会に恵まれていること

くらしていくことに便利で学べる場所・遊ぶ場所が多いこと

家族と共に過ごすこと、そして一緒に子育てができること

自然に囲まれ、その中で学ぶこと、遊ぶことができること

災害が少なく安全に住み続けられること

福祉が充実し、子どももお年寄りも安心して暮らすことができるよう行政が支えていること

ボランティアやNPO活動などを通し地域に住む人同士が助け合っていること
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自分のやりたい仕事や勉強の機会に恵まれている

こと 
69 人 15% 

くらしていくことに便利で学べる場所・遊ぶ場所

が多いこと 
135 人 29% 

家族と共に過ごすこと、そして一緒に子育てがで

きること 
49 人 10% 

自然に囲まれ、その中で学ぶこと、遊ぶことがで

きること 
52 人 11% 

災害が少なく安全に住み続けられること 128 人 27% 

福祉が充実し、子どももお年寄りも安心して暮ら

すことができるよう行政が支えていること 
31 人 7% 

ボランティアや NPO 活動などを通し地域に住む人

同士が助け合っていること 
6 人 1% 

高砂市

自分のやりたい仕事や勉強の機会に恵まれていること

くらしていくことに便利で学べる場所・遊ぶ場所が多いこと

家族と共に過ごすこと、そして一緒に子育てができること

自然に囲まれ、その中で学ぶこと、遊ぶことができること

災害が少なく安全に住み続けられること

福祉が充実し、子どももお年寄りも安心して暮らすことができるよう行政が支えていること

ボランティアやNPO活動などを通し地域に住む人同士が助け合っていること
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自分のやりたい仕事や勉強の機会に恵まれている

こと 
16 人 14% 

くらしていくことに便利で学べる場所・遊ぶ場所

が多いこと 
21 人 19% 

家族と共に過ごすこと、そして一緒に子育てがで

きること 
15 人 13% 

自然に囲まれ、その中で学ぶこと、遊ぶことがで

きること 
8 人 7% 

災害が少なく安全に住み続けられること 35 人 31% 

福祉が充実し、子どももお年寄りも安心して暮ら

すことができるよう行政が支えていること 
12 人 11% 

ボランティアや NPO 活動などを通し地域に住む人

同士が助け合っていること 
5 人 4% 

播磨町

自分のやりたい仕事や勉強の機会に恵まれていること

くらしていくことに便利で学べる場所・遊ぶ場所が多いこと

家族と共に過ごすこと、そして一緒に子育てができること

自然に囲まれ、その中で学ぶこと、遊ぶことができること

災害が少なく安全に住み続けられること

福祉が充実し、子どももお年寄りも安心して暮らすことができるよう行政が支えていること

ボランティアやNPO活動などを通し地域に住む人同士が助け合っていること
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自分のやりたい仕事や勉強の機会に恵まれている

こと 
12 人 18% 

くらしていくことに便利で学べる場所・遊ぶ場所

が多いこと 
19 人 29% 

家族と共に過ごすこと、そして一緒に子育てがで

きること 
3 人 5% 

自然に囲まれ、その中で学ぶこと、遊ぶことがで

きること 
11 人 17% 

災害が少なく安全に住み続けられること 14 人 22% 

福祉が充実し、子どももお年寄りも安心して暮ら

すことができるよう行政が支えていること 
2 人 3% 

ボランティアや NPO 活動などを通し地域に住む人

同士が助け合っていること 
4 人 6% 

 

稲美町

自分のやりたい仕事や勉強の機会に恵まれていること

くらしていくことに便利で学べる場所・遊ぶ場所が多いこと

家族と共に過ごすこと、そして一緒に子育てができること

自然に囲まれ、その中で学ぶこと、遊ぶことができること

災害が少なく安全に住み続けられること

福祉が充実し、子どももお年寄りも安心して暮らすことができるよう行政が支えていること

ボランティアやNPO活動などを通し地域に住む人同士が助け合っていること
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問４ 上で答えて頂いた理想の姿に必要なキーワードはどれですか。 

防災 749 人 

防犯 541 人 

地域のつながり 590 人 

移住・定住 185 人 

ふるさとづくり 163 人 

福祉 180 人 

子育て 352 人 

高齢者の見守り 138 人 

地域医療 134 人 

観光 297 人 

娯楽 572 人 

地場産業 40 人 

雇用 114 人 

まちのにぎわい 350 人 

地域外との交流 73 人 

デジタル化 272 人 

農業 63 人 

水産業 25 人 

商工業の充実 62 人 

次世代育成 100 人 

森林などの緑 148 人 

水資源 45 人 

環境 447 人 

交通インフラ 361 人 

教育 292 人 

生涯学習 57 人 

多文化共生 49 人 

芸術文化 85 人 

歴史 39 人 
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ポイ捨てなし 

ニッケパークタウン以外の商業施設 

大型（中型）公園を増やす 

生活保証 

個人主義 

減災 

ボランティア活動の募集や企画 

ボランティア活動の募集が多いこと 

スポーツ 

海外の人とコミュニケーションを取る（国際交流） 

お金 

大きいショッピングモール 

駅の周りが発展 

安全 

航空事業 

飲食店が多い 

各個人の意識向上 

そのような施設(例えば自習室)を各地に作る 

シームレス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 
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防災 267 人 11% 娯楽 212 人 9% 森林などの緑 50 人 2% 

防犯 206 人 9% 地場産業 15 人 1% 水資源 13 人 1% 

地域のつながり 223 人 10% 雇用 47 人 2% 環境 163 人 7% 

移住・定住 63 人 3% まちのにぎわい 130 人 6% 交通インフラ 130 人 6% 

ふるさとづくり 54 人 2% 地域外との交流 27 人 1% 教育 108 人 5% 

福祉 56 人 2% デジタル化 95 人 4% 生涯学習 23 人 1% 

子育て 106 人 5% 農業 16 人 1% 多文化共生 19 人 1% 

高齢者の見守り 43 人 2% 水産業 5 人 0% 芸術文化 27 人 1% 

地域医療 36 人 2% 商工業の充実 25 人 1% 歴史 12 人 1% 

観光 113 人 5% 次世代育成 45 人 2%     
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防災 154 人 10% 娯楽 127 人 9% 森林などの緑 29 人 2% 

防犯 107 人 7% 地場産業 10 人 1% 水資源 6 人 0% 

地域のつながり 94 人 6% 雇用 31 人 2% 環境 78 人 5% 

移住・定住 51 人 3% まちのにぎわい 53 人 4% 交通インフラ 87 人 6% 

ふるさとづくり 39 人 3% 地域外との交流 14 人 1% 教育 89 人 6% 

福祉 54 人 4% デジタル化 76 人 5% 生涯学習 15 人 1% 

子育て 124 人 8% 農業 12 人 1% 多文化共生 11 人 1% 

高齢者の見守り 32 人 2% 水産業 7 人 0% 芸術文化 22 人 1% 

地域医療 52 人 4% 商工業の充実 9 人 1% 歴史 10 人 1% 

観光 56 人 4% 次世代育成 20 人 1%   
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防災 168 人 12% 娯楽 129 人 9% 森林などの緑 32 人 2% 

防犯 115 人 8% 地場産業 6 人 0% 水資源 21 人 2% 

地域のつながり 127 人 9% 雇用 21 人 2% 環境 112 人 8% 

移住・定住 37 人 3% まちのにぎわい 86 人 6% 交通インフラ 62 人 5% 

ふるさとづくり 30 人 2% 地域外との交流 18 人 1% 教育 43 人 3% 

福祉 34 人 2% デジタル化 54 人 4% 生涯学習 6 人 0% 

子育て 58 人 4% 農業 14 人 1% 多文化共生 8 人 1% 

高齢者の見守り 26 人 2% 水産業 3 人 0% 芸術文化 13 人 1% 

地域医療 23 人 2% 商工業の充実 16 人 1% 歴史 10 人 1% 

観光 68 人 5% 次世代育成 21 人 2%     
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防災 44 人 14% 娯楽 19 人 6% 森林などの緑 5 人 2% 

防犯 25 人 8% 地場産業 4 人 1% 水資源 1 人 0% 

地域のつながり 40 人 12% 雇用 2 人 1% 環境 22 人 7% 

移住・定住 3 人 1% まちのにぎわい 20 人 6% 交通インフラ 16 人 5% 

ふるさとづくり 12 人 4% 地域外との交流 2 人 1% 教育 14 人 4% 

福祉 13 人 4% デジタル化 11 人 3% 生涯学習 7 人 2% 

子育て 21 人 6% 農業 2 人 1% 多文化共生 1 人 0% 

高齢者の見守り 12 人 4% 水産業 2 人 1% 芸術文化 7 人 2% 

地域医療 4 人 1% 商工業の充実 4 人 1% 歴史 2 人 1% 

観光 6 人 2% 次世代育成 3 人 1%     
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防災 20 人 11% 娯楽 14 人 8% 森林などの緑 7 人 4% 

防犯 13 人 7% 地場産業 0 人 0% 水資源 0 人 0% 

地域のつながり 16 人 9% 雇用 1 人 1% 環境 11 人 6% 

移住・定住 6 人 3% まちのにぎわい 11 人 6% 交通インフラ 13 人 7% 

ふるさとづくり 10 人 6% 地域外との交流 1 人 1% 教育 8 人 5% 

福祉 5 人 3% デジタル化 9 人 5% 生涯学習 1 人 1% 

子育て 7 人 4% 農業 5 人 3% 多文化共生 1 人 1% 

高齢者の見守り 4 人 2% 水産業 0 人 0% 芸術文化 0 人 0% 

地域医療 3 人 2% 商工業の充実 2 人 1% 歴史 0 人 0% 

観光 8 人 5% 次世代育成 0 人 0%     

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

防
災

防
犯

地
域
の
つ
な
が
り

移
住
・
定
住

ふ
る
さ
と
づ
く
り

福
祉

子
育
て

高
齢
者
の
見
守
り

地
域
医
療

観
光

娯
楽

地
場
産
業

雇
用

ま
ち
の
に
ぎ
わ
い

地
域
外
と
の
交
流

デ
ジ
タ
ル
化

農
業

水
産
業

商
工
業
の
充
実

次
世
代
育
成

森
林
な
ど
の
緑

水
資
源

環
境

交
通
イ
ン
フ
ラ

教
育

生
涯
学
習

多
文
化
共
生

芸
術
文
化

歴
史

稲美町



30 

 

 

次に、30 年後の「あなた」を想定してお答えください。 

 

問５ ３０年後、あなたが生活をし、また働いている場所はどこですか？ 

もし、生活する場所と働く場所が異なる場合は、生活する場所を念頭にご

回答ください。 

東播磨 902 人 

それ以外 1425 人 

 

 

 

  加古川市 明石市 高砂市 播磨町 稲美町 

東播磨 319 人 244 人 219 人 55 人 20 人 

それ以外 493 人 304 人 252 人 61 人 46 人 

加古川市 明石市

高砂市 播磨町 稲美町
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問６ 上で、「それ以外」を選んだ方にお聞きします。どこで生活をし、また働

いていますか。 

東京または首都圏 225 人 

関西の都市部 963 人 

関西の都市部以外の農山村 81 人 

首都圏、関西以外で、日本国内の都市部 93 人 

首都圏、関西以外で、日本国内のローカルエリア（農山村や離島） 25 人 

日本国外 72 人 
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  加古川市 明石市 高砂市 播磨町 稲美町 

東京または首都圏 76 人 68 人 38 人 11 人 4 人 

関西の都市部 346 人 186 人 178 人 44 人 28 人 

関西の都市部以外の農山村 26 人 8 人 14 人 2 人 2 人 

首都圏、関西以外で、日本国内の

都市部 
35 人 19 人 15 人 7 人 5 人 

首都圏、関西以外で、日本国内の

ローカルエリア（農山村や離島） 
9 人 3 人 4 人 1 人 1 人 

日本国外 17 人 23 人 7 人 4 人 4 人 

 

加古川市 明石市

高砂市 播磨町 稲美町
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問７ ３０年後、あなたは誰と一緒に暮らしていますか？ 

一人だけで 541 人 

自分の親 90 人 

配偶者 236 人 

配偶者と子 1273 人 

配偶者と親（両親、義父母問わず） 19 人 

配偶者と子と親（両親、義父母問わず） 52 人 

その他(例：シェアハウスや友達) 100 人 
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一人だけで 加古川市 明石市 高砂市 播磨町 稲美町 

自分の親 30 人 22 人 21 人 5 人 1 人 

配偶者 82 人 54 人 47 人 14 人 3 人 

配偶者と子 458 人 278 人 270 人 60 人 39 人 

配偶者と親（両親、義父母問わ

ず） 
8 人 2 人 2 人 1 人 0 人 

配偶者と子と親（両親、義父母問

わず） 
13 人 10 人 12 人 3 人 2 人 

その他(例：シェアハウスや友達) 41 人 22 人 16 人 6 人 4 人 

加古川市 明石市

高砂市 播磨町 稲美町
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東播磨地域の 30 年後の姿について考えてください。 

次のシナリオ 1～４は、AI が東播磨の 30 年後を想定した姿を描いたものです。 

 

問８－１ ３０年後、東播磨地域はどのような姿になっていると思いますか 

シナリオ１ 

経済成長を重視。活力ある新産業都市。労働力が不足気味。利便性は高く

はないが新たな職を求めて人が集まる。生活基盤の整備が遅れ気味で、子

育てには向かない。自分中心主義、長時間労働など労働環境は悪化。格差

拡大の懸念。 

270 人 

シナリオ２ 

くらしやすいまちづくりを重視。住宅地域。高齢者も含む様々な家族が住

む。経済はあまり成長しないが、保育所は充実していて子育てがしやす

い。出生率も高く子どもも多い。地域内には福祉施設や福祉関連産業など

の就職口が多く、地元で勤める人が多いが、パートなどで給与は低い。 

836 人 

シナリオ３ 

商工業の充実を重視。商工業地域。中小企業が多く所得は必ずしも高くな

い。歓楽街もあり、外国人を含め多くの人が集まる。家族や地元の仲間を

大切にする中高年が多い。ただしその子ども達は真剣に学び、できれば他

の地域に移って結婚、子育てをしたいと願っている。 

234 人 

シナリオ４ 

多世代の共生を重視。郊外地域。男女共同参画が進み、祖父母を含めた多

世代での子育てが増え、出生率も回復している。高齢者の雇用も多い。穏

やかな雰囲気を好む外国人も多く居住。所得が高くゆとりある生活が可

能。住宅地で緑は少ない。文化活動が盛ん。 

402 人 
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  加古川市 明石市 高砂市 播磨町 稲美町 

シナリオ１ 118 人 51 人 48 人 10 人 2 人 

シナリオ２ 300 人 132 人 219 人 48 人 23 人 

シナリオ３ 110 人 25 人 55 人 3 人 12 人 

シナリオ４ 140 人 100 人 78 人 27 人 9 人 

 

 

加古川市明石市

高砂市 稲美町 播磨町
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問 8-2 あくまで前項（⑧-１）の 4 つのシナリオは AI が考えた 30 年後の姿です。

30 年後にみなさんが夢見る、みなさんがこうしたい理想の姿を自由に書いてくださ

い。AI を超えましょう！! 

問 8-3 みなさんの理想の姿、前項（⑧-２）にす

るためには何が必要だと思いますか（自由記述・

キーワードでも可） 

居住地 年齢 性別 

 

 

【分野横断】 

遊べる所や暇潰しが多くできている。 

働く環境がめちゃくちゃ良い。 

広い公園 

給料アップ、労働時間の短縮 
明石市 18 男性 

交通整備や都市化が進み、人がさらに自由に行き来することが出来る便利な社会。

そして播磨の歴史をさらに知ってもらうために観光客を増やす働きを進めている 

町の人口を増やす・交通網をさらに発達させる 加古川市 16 男性 

交通の便がいい 

娯楽施設が充実している 

娯楽施設を増やす 明石市 16 女性 

交通がもっと便利になって、デジタル化が進む 

お金 明石市 17 女性 

経済がとても発達。 犯罪がなくなる傾向。 

警備、声掛けを徹底 明石市 19 男性 

もっと娯楽施設を作って欲しい。もっと交通の便を良くして欲しい。美味しい飲食

店をもっと出して欲しい 

人 加古川市 17 男性 

パソコン使える  便利に移動 

機械化      勉強できるスペース作る 明石市 16 女性 

IT 化、主要都市化、タコフェリー復活 

コンピューターの発達・情報管理・船 神戸市 17 男性 

都市部のような町にし、デジタル化を目指していきたい 

高層ビル・最近流行ってきている e-sport の施設 播磨町 16 男性 
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都会と言われるような輝く町 

交通量が多く、交通の便が良い 

シンボルのように大きいショッピングモールが有、人が集まる。 

地域の歴史ある祭りにも注目。とにかく活気ある町！！ 

民意や意見・財力やお金 高砂市 17 女性 

電車がたくさんある。店がたくさんある 
 加古川市 17 女性 

災害が少なく防災もしっかりしている 

大きなデパートなど店が充実している 

お金、場所、働く人 高砂市 16 女性 

雇用と住人が多く、地元で勤めることが出来る。車が空を飛ぶため、道路は廃止さ

れ効率の良い町づくりがおこなわれている。 

(アマゾンの本社）・宇宙系のベンチャー企業 

映えるカフェ・インスタグラマーのお店 

アウトレット 

明石市 18 女性 

子どもが減る 

産業がロボット化になる 

金 姫路市 17 女性 

交通面でもっと便利になって欲しい。あと、10～40 代の人たちの利用率が高いお店

を増やして欲しい 

電車の駅や頻度を増やす 高砂市 18 女性 

交通の便利な地域。犯罪が少ない治安が良いところがいいです。 

工事、市長の住民と考える能力がいると思う。 姫路市 17 女性 

交通が便利で、お店や遊ぶ場所がたくさんあり、暮らしやすい町 

ゴミなどを分別したり、自分が出来ることをし

っかりとすること 
加古川市 17 女性 

教科書なくしてすべてタブレット 

コンビニを増やす 

セグウェイを一家に一台 

残業なしで高収入 

ホワイト企業 

金と人 高砂市 16 男性 
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観光客を魅了する名物やイベント 

鉄道やバス、道路などの交通インフラの充実 

宣伝活動 加古川市 16 女性 

大きなショッピングモール・交通が便利 

お金 稲美町 18 男性 

遊び場が増える。道路の整理が整い事故が減った 
 

高砂市 17 男性 

もっと遊べる施設を増やしてほしい。 

街灯をもっと増やして夜でももう少し明るくしてほしい。 

姫路ばかりじゃなくて、他にももっと遊べたり食べに行ける場所を増やしてほしい。 

街灯、防犯カメラ 

お店、ショッピングモール、ファストフード店 
高砂市 15 女性 

安全 便利 

防災 交通の整備 明石市 16 男性 

豊かで安全な暮らしが出来る 

防災・防犯・経済発達 加古川市 17 女性 

駅などの交通が良くなり、今の風景のまま内面を重視して欲しい 

地域の人と交流できる施設 明石市 15 女性 

防犯対策 

安心安全 

結婚しなければならないという固定観念がない社会 

デジタル化 

多様性を知る 
明石市 17 女性 

福祉施設や保育所が充実しており、防災・防犯も完備している。また、自分がやり

たいことをやりたいようにできる。 

福祉施設 教育機関 警察署 消防署 病院 明石市 17 男性 

地域の食べ物がより有名になる 

防災や防犯にも力を入れ、安心して暮らせる町 

多世代の人たちが楽しく住める町 

津波を想定した防災対策 

子供から高齢者が過ごしやすい環境 
明石市 15 男性 
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素敵なところが残っている。水をおいしくする。交通手段がいい。ショッピングモ

ールを増やしてほしい。明石城と魚の棚は残っていて欲しい。図書館を増やして勉

強するところが増えたらいいと思う。子育て支援は残っていて欲しい。 

上の人の知能と気持ちと金と土地。 明石市 16 女性 

新しい職場、医療の強化、バスや電車の本数の増加 

使ってない土地や建物をどうにかする 明石市 17 男性 

若者、高齢者の雇用創出 

生活様式を祖父母が安心して孫の子育てに参加出来る環境 

若者（両親）ともにしたい仕事を子育てと共に出来る環境 

地域コミュニティの確立と郷土愛への意識植え付けによる 

地元から出ていかない、一生住み続けたい街 

子供は母親が育てるのではなく、地域で育てる。 

誰しもが子育てに縛られず仕事が出来る。 

地域コミュニティーの発展 

明石市 30 代 男性 

子育て支援が今よりもっと充実し、交通の便が良くなり高齢者や子供など、地域の

結び付きが強い。 

子育て支援 

交通の便の改善 

地域としての活動 

明石市 16 女性 

交通を便利に  高齢者や子育て世帯を重視 

地域で協力し合う 

交通の便  福祉事業の発達 

意見の交換 
高砂市 18 女性 

海外の人が多く、行事や祭り事が多い。 

スーパーマーケットなどの商業も充実している。 

暮らしやすい街づくり 播磨町 17 女性 

安定した職につけて子育てなどがしやすい街 

福利厚生 加古川市 18 女性 

安全 医療保障多数 教育重視 子育て支援多 交通利便性有 

市の上層部への市民からの信頼 助け合い 明石市 17 男性 
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資金 人手  

老人ホームや保育所の施設が充実しており、住みやすい街。地域の産業、工業など

も盛んな町 

人・金・土地 明石市 15 女性 

よりよい医療体制、商業地域の増加 

医療無料・ニッケぐらいの規模の商業地域 加古川市 15 男性 

保育所などが足りている 

地産地消が十分にされている 

外国産に負けない良さを持った生産品がある 

地域での関わりを多く持つ 高砂市 17 男性 

人が多く住んでいて賑やか。お店も多い、暮らしやすい。子育てもしやすい 

交通・保育園等・サービス 高砂市 17 女性 

犯罪がなく、年齢が関係の無い豊かな町 

正しい心を持つ 加古川市 17 男性 

バスなどの交通網が増えて電車や車などでの移動を減らすことが出来る社会。 

待機児童がいない社会 

教育 

交通網 
加古川市 16 女性 

とても賑やかで、明るく、住みやすい地域。夜も明るいのも OK！いつでも元気で

活気溢れる町、それだとこの辺に住む人や働きに来る人が増えるかも。子どもの病

院代は 0 円（高校生まで）とても住みやすい 

明るい夜・電気・お金・地位 明石市 16 女性 

図書館など勉強が出来る場所が多い地域。歩行者（通学する子ども）が安全に歩け

る地域 

お金・道路の整備 加古川市 16 女性 

都市部では活気的に、住宅街などは落ち着いている 

少子高齢化対策 加古川市 17 男性 

低所得者が生活できないということをなくす。地域間の繋がりを増やす。 

行政に AI を導入する。文化的発展。 

美術館・理想と現実の線引き 

他地域とのホットライン・IT に強い人材 
明石市 18 男性 
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地方に住んでいる人を都市近郊や新幹線や高速道路などの交通の利便性の高い場所

に街を作って人を地方から都市近郊または沿線付近に集中させる。そうすればイン

フラの維持、高齢化社会への対応が楽になる。 

少なくとも 50 年以上はかかるこれを成し遂げ

れる安定した長期政権・金・地方や離島の他国

の侵略を防ぐ防衛力 

明石市 17 男性 

地域や子育てが充実し、住みやすい地域と交通のインフラや商売が豊かな地域 

資金・女性達が議員になったり、環境や商売な

どを支えるルールなどを作る 
高砂市 18 男性 

誰もが暮らしやすく、経済や福祉が充実している 
 高砂市 16 女性 

他県もしくは他地域に住んでいる全年代の人が住みやすそうと思えるような所得も

高く、文化活動が盛んであり、保育所や福祉施設なども多数ある。そんなところに

なって欲しいです 

介護士さんや保育士さん・地域のことを１番に

考えられる県知事 
加古川市 17 男性 

住みやすい町づくりへ。住民が増え続け、それに伴い一部の地域の都市化！ 

子育てがしやすい街の代表として継続！！ 

明石駅付近の都市開発をする・総合型アミューズ

メントパークなどの大きな娯楽施設の建設・高層

マンションも建て、明石公園付近に大きなプール

などを作って人が集まるようにする・姫路よりも

都会にする・バス料金の改正・海近くの高齢住宅

が消え、都市に。神戸市西区や垂水区、明石市、

加古川市の住宅地域から明石市都市部へのイン

フラの流れを作る。アスピアつぶす。 

神戸市 17 女性 

所得が高く、防犯防災をしっかりとした教育に熱心な感じ 

経済的に活性化することや、教育機関を増やし

熱心に 
加古川市 17 男性 

少子高齢社会をなくす。 

おちついた町。 

交通が便利。 
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子ども 

電車・バス 
明石市 15 男性 

商業施設が近くにあり、交通機関が便利なところに住む。結婚・働く 

勉強する 姫路市 16 女性 

商業が発達している。子育てしやすい 
 明石市 16 女性 

自分の着きたい職業に就職。周りの子ども達も元気に遊んでいる。今の地域で結

婚、子育てをしたいと願っている。 

努力 稲美町 16 男性 

災害対策・バリアフリーが進む 

地域の人たちの協力 高砂市 17 女性 

災害が起きても被害が小さく、犯罪が少なくて、交通網がしっかりしている。親子

や小中高生など、多世代がそれぞれしたいことが出来る公園がいっぱいある。様々

なお店があって、食で町が明るくなる。海外との交流を増やして、観光に来てもら

い、上記のことが出来るようにするための資金を集め、さらに観光に来てもらえて

町おこしも出来る。一石二鳥 

災害が起きても被害を小さくするために、地

盤、建物、電柱などの強化。「犯罪をしても大

丈夫」という雰囲気をなくすための子育て、町

づくり（地域の人同士で挨拶をするなど）。バ

スの利用をしやすくするため、バス停を増や

し、バス代を安くする、安全な道を作る。空き

家、空き地でお店を建てることで、町の景観や

治安が良くなる。学校での英語の勉強の強化。 

加古川市 16 男性 

娯楽が少しあり、公園などの公共施設があって子育てがしやすく、高齢者が住みや

すい町 

人手、機械 加古川市 16 男性 

子育てにいい・交通機関も充実・ゆったりのんびり暮らせる 

地域づくり 播磨町 17 女性 
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子育てしやすい街 

交通インフラ 

治安がいいまち 

医療費を下げるまたは明石のように無償 明石市 18 女性 

子育てがしやすい環境で経済が発展していて文化活動が盛んで様々な年代の人が住

みやすい地域 

子どもや高齢者の施設 明石市 17 女性 

高齢者が多くなると思うため、交通インフラを重視し、高齢者でも住みやすい地域

づくり。しかし子どもも全く居ないわけではないので、子どもがボールを蹴れる広

い公園を作ったり、子連れの親が安心できる、小さい子どもが遊べる用の公園を作

る 

交通インフラの見直し。例えばバス停を増やし

たり、公園の数を増やしたり、公園は公園でも

芝生のグラウンドやこけても大丈夫な公園を増

やす 

加古川市 17 男性 

交通網が便利、子育て支援、都市化 

電車の本数を増やす、援助金、建物を増やす 加古川市 17 女性 

交通網がしっかりしていて、火災や災害が最も少なく、暮らしやすい環境になって

いって欲しい 

火災など起こさないように注意し、安全に暮らす 姫路市 18 男性 

交通手段が多くなること。子育てしやすい町 

保育所などの施設を増やす 加古川市 18 男性 

交通が便利で福利厚生がしっかりしている 

税金の使い道をしっかりと国民第一に 加古川市 18 男性 

交通が便利でなおかつ安全。何か困っていることがあれば地域の人々が助けてくれ

る。子どもが登下校時に安心して見送り、帰宅が出来る街。 

手に職を受けれる人が増える。生活費が学生の財布に優しい。 

道路の安全設備確認(ミラーなど)ガードレール

雇用がたくさん 
加古川市 16 女性 

交通が便利で事故が少ない。防災防犯がしっかりしている。就職口が多い。 

出生率が高く子どもが多い。公園やゲームセンターなどがある 
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道路の補修工事・信号のライトを見やすくす

る・保育所や幼稚園を増やす・交番やシェルタ

ーなどを増やす 

加古川市 17 男性 

交通が便利で事件などが起こらず、雰囲気が良い。地域の交流が多い 

店舗の増加・鉄道やバスなどの交通機関 加古川市 16 男性 

交通が便利・地域医療が発達（市民病院をより身近にする）・日用品が売っている

ような店（Loft、東急ハンズとか）を増やす 

労働力 加古川市 16 女性 

交通が便利、大型デパートや飲食店などの施設が駅から近くにある。福祉施設や 

コンビニ、病院など、周辺には住居地が広がり学校が複数ある 

道路や電車の線路の整備・空き地を作る・福祉

施設、デパートなどの人員の確保・お金 
加古川市 16 男性 

交通が便利（空港が出来る）・大型ショッピングモールをつくる・保育園増やす・

教育機関の費用無償化 

土地・莫大な資金 神戸市 18 女性 

交通が便利 

子どもが増える 

外国ともっと繋がりを持つ 

新たなものづくり 

結婚し子作り 

英語を勉強する 

高砂市 18 男性 

経済成長を重視していて、誰もが暮らしやすい町。町で安全に暮らせる。道路とか

がしっかりと整っていて、図書館や美術館などの公共施設が多く、学習しやすい 

お金 加古川市 16 女性 

経済成長もしっかりとして、社会福祉にも力を入れる。 

東播だけでしか作れない物を作る 播磨町 16 男性 

経済成長、多文化共生社会 

一人一人が協力する力 加古川市 16 女性 

くらしやすく子育てもしやすい、教育も進んでいる。地域の人の繋がりがある。交

通も進んでいる 

人材・技術 高砂市 17 男性 

暮らしやすく、医療にかかるお金が少なくすみ、娯楽施設、商業施設が多い 
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力 加古川市 17 男性 

暮らしやすい町づくりを重視。住宅地域。子育て支援策が充実しており、子どもも

多い。一方で、高齢者に向けた地域内の集いの場もある。観光地でのイベントを開

催し、多くの観光客が訪れ、経済も発展 

子育て制度・保育所設置 明石市 17 女性 

暮らしやすい町、交通の便が良い、文化活動が盛ん、自然がある、子育てがしやす

い 

交通インフラの整備・商業施設を大きくする、

多くする 
姫路市 16 男性 

暮らしやすい街 

明るい街 

人とのつながりが盛んな街 

治安の良い街 

交通面で便利な街 

街づくり 

地域行事が盛ん 
高砂市 16 女性 

観光地が増える 

交通機関が便利になる 

少子高齢化が回復 

人口が増える 

知名度を上げる 
高砂市 17 女性 

家族が住みやすく、出生率も高く、地域の人々との繋がりも広く、交通が便利 

働く場所が多いので給与は高い 

家族・車・家・働くところ 高砂市 16 女性 

学費が安くなるなど、子育てに優しい。高齢者が住みやすいように、公共交通機関

が充実している 

ショッピングモールを建設すること 加古川市 16 女性 

外国人もたくさん訪れるような観光地もあり、たくさんの商業施設もあって、住む

人たちが喜んで暮らしやすいこと！ 

たくさんの商業施設。働く場所と働く人。 加古川市 17 女性 

穏やかで暮らしやすい、施設などの充実、雇用も多い姿が理想 

豊かな自然や充実した設備など 加古川市 15 女性 
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駅を出たら人が賑わう場所になっていて、医療も商業も充実する町 

魅力的なお店・便利な交通 

ユニバーサルデザイン・バリアフリー 
加古川市 17 女性 

駅ビルをもっと建てて欲しい。JR をもっと増やして欲しい。山陽の 15 分おきに来

るのが遅いので、せめて本数を増やして欲しい。西二見の前のハローズの前に信号

機を付けて欲しい。病院代をタダにして欲しい。ゴミの分別をしなくて良いように

して欲しい 

地域の人と交流できる施設 明石市 15 女性 

色んな世代の人が集まり、町が発展している 

町の人との交流が盛んで元気がたくさんある 

交通網も発達して人々が多く行き交う 

皆と繋がって情報交換とかをしたりする 

町のことを知ってもらう 
神戸市 16 男性 

色々な人が住みやすく、娯楽がたくさんあって、交通が便利になってほしい。子育

てしやすく、地域の人々が優しい人であって欲しい。夜が暗くなっても明るすぎ

ず、暗すぎないほどの明かりが欲しい 

町に電灯を置く・地域の人々に会ったら挨拶を

する 
明石市 15 女性 

安全に暮らせる町・交通網の発達 

最低賃金の向上 加古川市 17 男性 

明るい・ご近所さんの仲が良い・学校や保育園等が充実・観光所なども充実 

近所づきあい・学校等を増やす→資金提供 加古川市 15 女性 

明石市あたりがより都心化し、働く場所、雇用数も増え、地域の経済がたくさん回

って裕福な地域になる。子育てに力が入っていて、外部からも来る人が多い 

 高砂市 18 女性 

AI など便利な技術を発達させながらも、地域の繋がりをなくさないような世の中に

したい 

積極的に地域でおこなわれている活動に参加す

る 
高砂市 17 男性 

AI との共存。多文化交流 

コミュニケーション能力の向上 加古川市 17 男性 
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子育てしやすい街 

上に伴い人口や娯楽施設の増加→雇用の増加 

親子 3 世代で長く東播磨で暮らす家庭が増加する 

高校生までの医療費無料 

地域格差をなくす（交通の便など） 

生活を便利にする施設を増やす（病院や公園な

ど） 

明石市 16 不明 

人間、AI に偏らず、互いに共存できるような地域 

交通が便利になる 

外国人がもっと増える 

医療費を安くする 

AI を完全に敵と見なさずに良いところを取り入

れる。機械だけでなく手作業も大切にする。 
明石市 18 女性 

鉄鋼がさらに発展していく 

住宅件数は増加 

出生率の増加 

人・もの 加古川市 16 女性 

高給で物価が安い 

もうすこし性に触れられるようにしてほしい 

地方分権一括法を進めてほしい 明石市 16 男性 

多くの文化が取り入れられている 

新しい産業が盛んになっている 

新しいアイデア 加古川市 16 男性 

インフラや医療が整っている 

商業施設や幅広い層が使える公園などがある 

子育てに優しい 

スポーツが盛ん 

小さい子供から大人まで使える公園 

保育所 

駅前など人が集まりやすい場所に商業施設を集

める 

スポーツがしやすい環境づくり 

明石市 18 男性 
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今までより経済が成長する 

仕事を求めて多くの人たちが集まる 

高齢者でも暮らしやすい街になる 

選挙に行く 加古川市 16 男性 

地域の繋がりが良く、働き方改革の労働時間で結婚している人が多い。娯楽と遊び

場所が多い 

娯楽、結婚、労働時間、産業 加古川市 16 男性 

近所の人とも交流があり、子どもが安全に遊べる公園とかがあって欲しい。休みの

日とかに出かけられるような大きいデパートがあったら良い 

安全に遊べる公園・大きいデパート・子ども・

配偶者 
加古川市 15 女性 

平和で争いがなく、環境に恵まれ生き生きとした姿。観光地になり、東播磨地域皆

だけでなく、他の地域までが東播磨地域で笑顔が絶えない姿。高齢者の人や子ど

も、体に障害がある人たちを気遣う姿 

皆に優しく、誰よりも積極的に行動。 

防犯や観光を守る 
明石市 15 不明 

暮らしやすい町かつ経済成長している町 

一つにまとめるとほぼ不可能に近いので東播磨

地域の中で経済成長させる場所と暮らしやすい

場所を分ける必要がある 

稲美町 17 男性 

公共交通機関が発達させ老人の免許返納率を上げる 

デイサービス等の充実 

子育て支援 

人口・国からの支援 明石市 16 女性 

住みやすく、暮らしやすく、子育てをしやすく、将来もここに住みたいと思える場所 

経済や交通の便が発達している 

子ども保険、高速道路 姫路市 17 女性 

もっと子どもが増えて、高齢者を上回って、商工業が盛んになる 

子ども・お金・人 加古川市 15 女性 

交通手段も増えて日本を支える企業が増えて経済発展をしていて子育てがしやすい

所 

駅に新快速を停めるようにしたり、バスやタク

シーを増やし子育てにかかってくるお金の負担 
加古川市 16 男性 
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商業や工業が盛ん、経済重視で色んな職がある。地域の繋がりが良く、どんな時も

協力する都市 

福祉や労働環境を良くする その他 16 男性 

子供からお年寄りまでみんなが住みやすい地域になってほしい。今、明石市は子供

に対する補償がたくさんあるので、それを続けつつ、お年寄りもより住みやすい環

境を作って欲しい。 

保育園とかデイサービスなどの施設 明石市 15 女性 

子育てしやすく高齢者にとって住みやすい地域 

福祉 明石市 18 男性 

子育てしながら働きやすい環境、充実した医療 

医療関係者の方々への補償 明石市 17 男性 

教育と福祉が充実した町 

やる気のある市町村長 明石市 16 女性 

学生は集中して勉強するスペースが常に確保でき、貧富の差は少なく求人も多く出

ており少子高齢化は食い止められ、出生率が高くなっている。また給料は最低賃金

が今よりも高く 1 人 1 人が安定した生活を営むことができる。 

少子高齢化の食い止め、自習室の設置 

最低賃金の上昇 
加古川市 16 女性 

医療と教育に重視。少し栄えている市でもそうでない市でも差がない、医療機関、

学校等を設置。 

  高砂市 15 女性 

保育しやすい環境。地域との繋がり 
 播磨町 15 男性 

どの年代でも住みやすい環境を作りたい 

若い世代が少なくならない程度ににぎわいが欲しい 

スポーツイベントなどを開き、健康増進に努める 

若い世代が尽きないようにするため、何かテレ

ビ局側が目を向けるようなことをして、それを

きっかけにして発展を目指す 

福祉施設、介護施設を設置 

加古川市 17 男性 

地域の皆が仲良く助け合っていける東播磨であって、スポーツが盛んで、活気のあ

る街になれば良い。 
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地域のボランティア活動を増やす・地域の中学

校などでスポーツ教室をそれぞれ開く・商店街

などを賑やかにするために、小学校などの校外

学習で商店街に行く 

高砂市 17 女性 

地域との繋がりや子育てのしやすいことを大事にする 
 

明石市 16 女性 

地域整備が整っており子育てや介護をしやすい医療・福祉体制がある。災害時でも

行政がストップしない程度の力を持った町になり、人気のある町となる 

医療体制の改善、交通網の展開など 姫路市 18 男性 

治安が良くて、子どもが公園でボール遊びが出来る。図書館を大きくして、体育館

とかそういうスポーツの出来る施設を増やして休憩所のような物も増やして欲し

い。明石駅はもう良いからその周辺の地域も発展させてください 
 明石市 18 女性 

誰もが暮らしやすく、安心して暮らせるようなまちづくりをする。小さな子どもか

ら高齢者が不便無く毎日を暮らす。外国人などと交流をもっと深め、文化の違いな

どにも興味を持ち、共感して視野を広げる。 

思いやり 加古川市 16 女性 

住みやすいまち・市が街の住人に支援する・子育てしやすい街 

金 神戸市 18 男性 

職を求めて集まる所、子育てがしやすく、誰でも生活しやすい場所で住んでみたい。 

地域内での支援やボランティアなどをして、地域に貢献したい。 

1 人 1 人が周りと協力をし、たくさんの課題を

のりこえることが必要だと思います。 

あと自分たちが地域を変えたいという気持ちが

必要だと思います。 

加古川市 16 男性 

少子高齢化を防ぐために、たくさん子作りをし、出生率を上げ、公園など小さな子

ども達があそべるようにし、路上でたばこを禁止し、たばこを吸うエリアをつく

る。保育士や幼稚園の先生の給料を上げる。あと防犯の方にも力を入れて、高齢者

や小さい子どもが過ごしやすいようになる。少しでも病院でのお金を減らす 



52 

 

指定されたエリア外でたばこを吸うと 1000 円

とし、そのお金の一部を保育士や幼稚園の先生

の給料にプラスし、余ったお金は病院などに寄

付をし、少しでも支払うお金を減らす。警察官

や地域ボランティアの方々の巡回をたくさんす

る 

加古川市 18 男性 

少子高齢化が少しずつおさまっていき、年金問題なども解決され、女性も正規雇用

し、男女の格差のない地域にしたい 

年金をもらう年齢を 70 歳からと決め、定年退

職の年齢を引き上げることで年金問題は解決し

ます。男女の格差のない社会、地域にするに

は、首相が女性になって変えてくれれば良いと

思いました。 

加古川市 17 男性 

したい仕事や勉強を出来る機会が全員にある 

教育 

雇用 
明石市 16 女性 

仕事に困ることなくみんなが普通に暮らせるようにしたい 

助け合い、協力 高砂市 16 女性 

娯楽施設が増えて人口が増加している。高齢者が増加しているため社会福祉施設や

老人ホームが増えて、幅広い年齢が過ごしやすい地域になっている。 

娯楽施設・こども園・老人ホーム・地域の助け

合い 
高砂市 16 女性 

子どもから高齢者までが暮らしやすい安全な街 

医療費などがかからない街 

犯罪が少ない街 

幼稚園・保育園 

介護施設・老人ホーム・病院 

防犯カメラ・交番 

加古川市 16 男性 

子どもが公園で遊んでいると、特にお年寄りからいい目で見られないので、そうい

うのがなくなって欲しい。自転車は車道を走るように言われているけれど、整備さ

れていないせいで危ないから、整備されて欲しい 

地域の人の協力 高砂市 18 女性 
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子どもが教育をしっかり受けられる 

高齢者の見守りもされている 

教育機関 

老後施設 
高砂市 17 男性 

子育てのしやすい街・高齢者も住み続けやすい街・災害、事件、事故が少ない街・

周りの人と助け合える街・企業が増えて欲しい（近い仕事場が良いです） 

災害を防ぐもの・バリアフリーが充実・保育園 明石市 18 女性 

子育てに適応している町。高齢者が安心して住める町 

家・施設・公園 播磨町 17 女性 

子育てがしやすい環境で、外国の人にたくさん来てもらってインターナショナルな

市になれば良いなと思う 

不正をしない地域の代表 明石市 18 女性 

高齢者の割合増加、地域交流増加、子育てしやすく暮らしやすい町、パート増加 

イベントなどの地域交流 高砂市 18 男性 

高齢者が住みやすい（福祉施設など） 

子育てがしやすい環境（待機児童の減少、仕事に融通が利く） 

施設を充実させる 

保育士、教諭の待遇を良くする 
高砂市 18 女性 

暮らしやすく子育てがしやすい町で、高齢者の雇用も充実している 

保育所や公園などを充実させ、高齢者の雇用を

する企業を増やすことが必要 
加古川市 17 女性 

暮らしやすく、働きやすい町。祭りやボランティアをおこなうことで交流が増え、

経済を回すことができる 

町で出来る祭りや、イベントなどをおこない、

町の人たちの交流を増やしていくべき 
加古川市 18 男性 

暮らしやすいまちで、子供がボールを使ったり遊具で遊べるとこが増えている。 

仕事では一人一人が働きやすくなっている。 

子育てもしやすくなっていてほしい。 

お金 

地域の人々のまとまり 
加古川市 16 男性 

暮らしやすい町づくりを重視、子育てがしやすい。文化活動が盛ん 

保育所を増やす・文化活動を積極的に取り込む！ 加古川市 17 男性 
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暮らしやすい町・子育てがしやすい・地域との繋がりがたくさんある 

お祭り・地域活動をたくさんおこなうこと 明石市 15 女性 

教育施設の充実と外国人の勧誘 

外国人を積極的に受け入れる姿勢 加古川市 15 女性 

教育がしっかりしていて事件が少なく安全で安心な所にしたい 

警察や大人の見回り 加古川市 16 女性 

教育、福祉を特に力を入れてほしい 

介護、看護、教師、外部教師 加古川市 18 男性 

教育、出生率アップ、子どもにやさしい環境 

結婚、少子高齢化問題対策 高砂市 16 男性 

いろんな所から人を呼び、交流を増やし、出生率も向上し、若い世代からお年寄り

まで幅広い世代で子育てをして、女性も仕事がしやすい環境にする 

色んな市、町での交流を増やしていく!! 加古川市 16 男性 

歴史的ないいところが残っており、娯楽施設や日常生活に必要なものやおいしい飲

食店や食べ放題のお店を増やしてほしい 

公共施設で図書館以外に学習できる場所や図書館で学習スペースがあるところをも

っと増えてほしい 

上の人の知能と気持ちと金と土地 明石市 16 女性 

無銭乗車がない 

放置自転車がない 

不法投棄がない 

人の目、人員力 姫路市 16 男性 

 泉房穂市長率いる明石市民によって東播磨を安泰にし、現在でも行っている全国

初という制度(同姓でも結婚出来る、虐待が疑われてる家族を調査し状況によって

は子供を市が預かる など)をもっと作っていくべき。 

 また明石市のように人口がＶ字回復するように福祉と子育てが充実するようにす

る 

資金 

市長の信頼 

地域住民 

明石市 15  不明 
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子育てがしやすく、高齢者の生活しやすい環境。穏やかな雰囲気で、相手のことを

考えて行動できる町づくり 

福祉や子育てのバリアフリー化を進めて長い階

段を減らし、5 階以上にエレベーターを付け高

齢者の安全性を増やす。高齢者や子供のための

公園を整備してほしい 

明石市 15 男性 

祭りなどの行事が盛んになる 

地域の人たちとの関わりが増える 

子育てする人が増えて出生率回復 

祭りなどを増やす 加古川市 15 男性 

他の地域から東播磨に移住したいと思える公園や安全な町 

防犯対策 神戸市 18 男性 

くらしやすい街づくりを重視し、中高生の部活動も盛んな街づくり 

犯罪件数の減少と中高生の部活動への取り組み 加古川市 16 男性 

保育施設、人員の確保 

高齢者施設、人員の確保 

土地・人 高砂市 17 女性 

もっと保育所や老後施設が増える。 

時間とお金と市長の考え 高砂市 16 男性 

地域との繋がりが深く、自然も豊かで、子育て支援が充実しており、学習しやすい

環境。 

多くの人が参加できる行事の実施、自然を保護

するための活動。 
播磨町 17 男性 

自然豊かで多世代が共存できる。 

自然 明石市 17  不明 

自然豊かで住みやすい地域。 

町の人々と交流してみんなが幸せになる地域。 

地域改革 

(緑を増やす、子育てしやすい環境づくり) 
加古川市 16 男性 

子育てがしやすく高齢者が暮らしやすい 緑が多い 

花を植える 福祉 明石市 16 女性 
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歴史ある建造物や大きな加古川など昔から残されているものは何年経っても残って

いて欲しい。高齢者がどんどん増えると思うので、福祉施設の増築や道路の段差な

どをなくす取り組みがあっても良いと思う。あとはもっともっと元気な町 

地域の人との繋がり 加古川市 18 女性 

緑が多くて子どもも高齢者の方も暮らしやすくて地域の祭りや郷土料理も有名にな

る 

一人一人がどうしたら良い町になるか意見を出

す 
高砂市 16 女性 

緑が多く社会福祉がしっかりする 

金・人 加古川市 17 男性 

緑がいっぱいで、地域の人とふれあえる環境。子育てもしやすくて安全 

楽しいイベント（エコをテーマにしたイベント

など）環境も考える 
加古川市 16 女性 

緑溢れる豊かな町。農業と産業に力を入れており、コンビニエンスストアなどが近

くに多くあり、決して困らない。祭りなども定期的にしており、公園などの子ども

が遊べる場所が多い。しかし、観光名所が少なく、外国人などの観光客が少ない 

自然 加古川市 15 男性 

人との繋がりを大切に。自然豊か。高齢者が住みやすい街 

地域交流の場を増やす・環境保護・福祉施設の

充実 
加古川市 17 男性 

都市部になるのではなく自然と共存している町になって欲しい。 

子どもは遊ぶ場所が少なくなっているから増やす 

森林を増やす 

公園や遊び場を作る 
明石市 18 男性 

都会と違って落ち着いており、地域のイベントや地域の繋がりが多く、自然も豊か

な町 

無駄な土地開発をなくす 高砂市 17 男性 

地域の繋がりが充実 

自然が豊か 

田舎にもある程度店があって欲しい 

地域奉仕活動の充実（地域の人と交流する機会

を増やす）・自然を守る 
加古川市 17 女性 
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地域交流が多く自然豊かな街 

自然を守る 高砂市 17 男性 

地域医療がもっと発展し、より住みやすい、自然豊かな町で人々がより助け合う優

しい町 

地域医療・人付き合い・環境保護 高砂市 18 女性 

男女共同参画が進み、出生率も向上し、穏やかで緑が多く、地域の見守りのおかげ

で子ども達も公園など外で遊べる世界 

公園、地域の見守り etc… 加古川市 17 男性 

多世代の共生を重視。男女共同参画が進んでいる。子育て支援活動が充実してい

る。穏やかな雰囲気。所得が高く、ゆとりのある生活が可能。ある程度の緑がある 

地域のつながりの強化・資金 高砂市 16 男性 

たくさんの子ども・豊かな自然・地域の人同士のつながり 

どこにも負けない街の強みが欲しい 高砂市 16 男性 

自然豊かで人の繋がりが強いまち 

繋がり・文化 加古川市 16 女性 

自然はそのまま。緑も多い。医療費の無償化 

ゴミを捨てない 明石市 15 女性 

自然が豊かで、空気もとても美味しい地域。災害などがあまりおこらない。そんな

地域で幸せな暮らしが出来る。 

子ども達がしっかり学校に行って学べることが出来ると願っている。 

小さい頃夢だった職業について、皆を笑顔にさせられるような楽しいくらし 

空気をよくするために、外でゴミ箱じゃない所

やそこら辺にゴミを捨てない。夢だった職業に

就くためには専門学校に行ったり、努力をする 

高砂市 15 女性 

自然が豊か・グローバル化がもっと進めば良い 

老若男女の意見・お金 高砂市 16 女性 

暮らしやすい街・地域の人々と繋がりを持って、災害や何かが起こった場合は皆で

協力する。自然豊か 

木や森や草や花・均等な距離にスーパーや保育

園や駅・繋がり 
加古川市 17 女性 

給与が高くなって、自然が増える 

地域活性化・働き方改革 高砂市 18 女性 
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お年寄りが生活しやすい・子育てしやすい・自然が豊か・地域の交流がある・ある

程度の所得で暮らせる（ゆとりを持って）・平和・安心・安全 
 高砂市 17 男性 

笑顔が絶えない地域 

緑がたくさんある地域 

人との助け合い 

掃除、地域づくりに参加する 

人との関わりを大切にする 
稲美町 15 女性 

3 世代交流 

活発 

のどか、自然豊か 

地域に根付いた中小企業の支援、雇用の確保 

市民会館や図書館などでイベントを開催し、地

域住民の交流を活発にする 

その他 17 女性 

緑を少しでも多く残しつつ、子育てや生活するに当たって少しでも暮らしやすいよ

うな町にして欲しいと思います。 

地域の人々の繋がりや、協力する力が必要だと

考えます 
姫路市 17 男性 

今と変わらない自然や環境に恵まれている。祭りや東播ならではの伝統文化が残っ

ている 

自然を大切にする気持ちと伝統をつなぐ気持ち 高砂市 16 女性 

緑の風景が残されたまま、いろいろな店舗が増えて、治安がよくなっている。 

コンピューター化が進んでいる。 

ゴミ捨てのボランティアや、科学の勉強をみん

なですすんでする事。 
加古川市 15 女性 

東播磨道のような交通網が他地域にまで拡大し、工業地域や大学のような施設が未

開発地域を中心に建設される。人の流れが地域外に多く向けられていたものから地

域内にも流れるようになる。東播磨の伝統や文化が後世に伝えられるような取り組

みが行われている。 

若い世代を中心に東播磨地域にどのようなもの

があるか知ってもらうために学校や駅、インタ

ーネットなどで気軽に閲覧できるシステムをつ

加古川市 20 代 男性 
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くること。地域と若い世代がその場限りではな

く継続的に交流できる機会を設けること。 

田舎と都会が共存するまち！ 

ある程度の環境保全と、都市化の発展 明石市 16 男性 

自然と都市の両立 

  明石市 17 男性 

交通がより便利になり、より生きやすい世の中で更に自然と身近に触れあえてゆと

りが持てるような社会 

都市化、自然の増加、三世代交流 明石市 16 男性 

娯楽施設やショッピング施設が増え、不自然な自然ではなく、自然を守りつつ、暮

らしやすい。 

人口も増え、にぎわっている。 

自然と発展の両立 明石市 16 男性 

家から駅まで遠いとお年寄りには大変なのでバスの停留所を細かく設置してほしい

です。また、最近では自然と触れ合って遊ぶというのが減ってきているのではない

かと思ったので、自然と触れ合える施設を導入してほしいです。 

自然を壊さないように大切に育てることです。

木や草が無くなってしまうと、私たち人間は呼

吸できないので自然を大切に扱っていかなけれ

ばなりません。 

明石市 19 女性 

ロボットと共に過ごす。自然豊かな場所 

人・お金・労働力 加古川市 15 男性 

労働環境を重視、緑を少し残し、暮らしやすい地域づくり 
 

高砂市 16 男性 

緑豊かで子育てのしやすい環境 

経済成長だけを考えずに自然を残す 加古川市 18 男性 

緑や花がたくさんあって、暮らしやすく、出かけるとなったときにも交通の便がい

いまち 

自然 加古川市 18 女性 

緑はあって自然は豊かであるが、娯楽などが楽しめる地域 

大人や子どもの意見・町を動かす力・お金 姫路市 17 女性 

緑などの自然を大切にしつつ、大きいショッピングモールやバスが使いやすく、大

学や専門学校がある。山電と JR が近くにある 



60 

 

人口 

老若男女偏り無く暮らしている 
高砂市 17 女性 

緑が増えている・犯罪などが少ない・遊ぶところが多い 

木などを植えて少し打つ増やしていく・犯罪防

止対策を考える・空き地などに年齢関係なく遊

ぶところを作る 

加古川市 16 女性 

緑がたくさんある。子ども～大人までが遊べる場所がある。流行が早く来る。地域

活動がある。観光スポットがたくさんある。静かで落ち着いている 

自然を増やすこと・町を PR すること・地域活

動をする 
加古川市 17 女性 

緑がいっぱいある 

就職先が多い 

勉強しやすい場所が多くある 

飲食店の増加 

災害の対策にお金をかけている 

ブラック企業を完全になくす 

税金の無駄遣いを減らす 

土地を広げる 

残業時間を減らす 

高砂市 17 男性 

ホワイト企業が多く、自然豊かになり、交通整備や移動手段が増えている 

お金・人・経済力 神戸市 18 男性 

犯罪を０で近くの川とかゴミ１つ無く水がすきとおっている 

ゴミを捨てない・防犯カメラを色々なところに

置く 
加古川市 17 男性 

賑やかな町・自然豊か 

行動する事 稲美町 18 男性 

東京などの発達した機材もあり、緑多い地域 

私たちの夢に近づくための道具を買う費用 明石市 15 女性 

男性も女性も働きやすく、地域の皆が一つにまとまり、助け合いながら自然をこの

まま残しつつ、外国人観光客も増えるような観光スポットも増えた町 

観光スポットの増加・人口の増加 高砂市 16 女性 

たくさん田畑がある。いろいろな人が訪れる。 

自然保護 イベント 加古川市 17 男性 
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商工業や自然、祭りなどを活かす 

商工業の会社 

自然 
姫路市 18 女性 

商工業、デジタル化、自然豊か 

資金 加古川市 17 男性 

商業施設と緑が共生して、発展 

歓楽街を増やす 

商店街の活性化 
高砂市 17 女性 

自然豊かな環境と産業が充実している暮らしやすい地域 

自然とふれあえる活動 加古川市 17 男性 

自然豊かで空気がおいしい地域。娯楽施設を充実させて欲しい 

地域の協力 高砂市 18 男性 

自然豊かで観光名所が多く、交通も整備。全員幸せ 
 播磨町 16 男性 

自然豊かで、近代的な教育やビジネスになることを願っている 

賢くなる 高砂市 16 男性 

自然豊かさを重視・農業が盛ん。高齢者は多いがみな農業などで体を動かしている

ので健康 

地球温暖化撲滅 加古川市 18 女性 

自然豊か・JR 加古川行きが姫路まで直通 

意見 加古川市 17 男性 

自然や伝統文化が盛ん。街も明るく地域づくりに全員が参加 

老若男女全員が参加しやすいイベント・街の商

店街・自然を重視したイベント 
加古川市 15 男性 

自然もあり、地域文化活動などで多世代でも楽しく住み、今よりは経済も発展し、

明るい町になって欲しい 

団結すること 加古川市 16 男性 

自然は豊かだけど交通は便利 

自然環境を守る 加古川市 15 女性 

自然が豊かで農業が盛んで地域のブランドが多く地域の自慢がたくさんある。そし

て道路などの交通整備は良くされている。 

高度な技術の作物の育種（DNA マーカー）←

品種を増やしブランドを作る 
その他 不明 不明 

自然が豊かで田舎過ぎず都会過ぎない場所でお金に少し余裕がある生活をしたい 
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自然 加古川市 16 男性 

自然が豊かでありながら、経済も発展している姿 

自然の物を守る・緑を増やす 加古川市 17 女性 

自然が溢れる中で経済が発展し便利な都市 

木を残す 明石市 17 女性 

時給が高い・環境問題解決・自然豊か・都市化 

ゴミの削減 加古川市 17 男性 

災害も少なく自然環境も良く、平和に暮らしていたい 

周りの環境 稲美町 17 男性 

交通インフラの増加・住民増加・緑が多い・環境整備・運動する場所の増加 
 高砂市 17 男性 

観光の場が増え、多くの人が来るようになる。都市部以外の地域は自然豊か 

観光名所・ホテルなどの宿泊施設・娯楽施設 加古川市 16 女性 

観光が盛ん・自然豊か 

人口増加 高砂市 17 女性 

駅前などは人で溢れ、居酒屋、娯楽、レストランがある一方で、少し離れた場所に

は山、川など自然を大切にして自然の物と人工の物ではっきりと分かれている。そ

して、専門的な物を置いている店が増えるとなお嬉しい 

区別をはっきりすること 

自然を大切にして水質を上げること 

常にきれいな道や環境を保つこと 

加古川市 17 男性 

今よりもっと住みやすい街、働きやすい街になっていて、自然が多い町 

住みよい町づくり、緑を増やす 高砂市 16 男性 

便利で住みやすい自然が豊かな町 

交通整理 加古川市 16 女性 

自然豊かのところはそのままで交通面や生活面では充実し、便利になっていたい。 

土地も必要になってくると思うけれど自然を守

るもの 
加古川市 16 女性 

幅広い世代が住んでおり、交通手段も自然も多くある。 

保育園などをもっと作ったり、新幹線が止まる

ようにしたりする。 
明石市 15 女性 
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都市は発展していくが昔ながらの伝統なども受け継がれていく 

高齢者や小さい子供など、年齢に関わらず過ごしやすい地域 

福祉の充実 明石市 16 女性 

自然も残しながらかつ子育てや仕事のしやすい交通の良い環境 

デジタル 

ネット環境 
稲美町 16 男性 

観光業が充実していて、他の地域や県から来る方々が、東播磨の自然が綺麗だとか

また東播磨へ遊びに行きたいと思う町にしたい。 

また、子育ての環境が良く、定住者が多くなるようになって欲しい。 

カフェなどおしゃれや所や自然豊かな場所の写

真を SNS に投稿する。 

インスタ映えスポットを用意する。 

子育ての設備を整える。 

加古川市 16 女性 

沿岸部は環境問題に配慮しながらより経済成長を重視し、農村部は病院など生活に

関わる店などを充実させより若者に体験、移住して貰えるような社会 

農村部の医療、商店などの整備 加古川市 16 男性 

緑があり、将来の子どもが成長できるように、学校などの整備が整っている 

高収入（どんな仕事でも） 

災害に強い家、建物 

緑 

公共の場 

お金 

加古川市 16 女性 

防犯装備がしっかりとしており、町どうしのトラブルがなく、自然豊かで暮らせる

町にしたい。また地域一帯で仲も深められるような行事をおこないたい 

1 つ目は防犯カメラなど家のロックを厳重にす

る 

2 つ目は地域の方々とのコミュニケーションを

おこない仲を深める 

加古川市 17 男性 

バスが 15 分に 1 本来て欲しい。交通網が発達している。 

森林や田園はできればそのままで 

子育て世代への補償や環境づくり 
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交通網の整備・資金 稲美町 16 女性 

テーマパークにすぐ行ける。自然豊かは変わらず雑草はかわいいお花。都会よりも

田舎の方が暮らしやすいといって地元に残る人も増えている。お父さんの給料も上

がり、専業主婦が増えている 

働きやすい町づくり・自然豊かにするためにお

花を植える・人々が簡単に入場できるテーマパ

ークを作る・子育てに特化する 

加古川市 16 女性 

住みやすい・緑を大切にしている・中小企業が多い・バス停、駅を増やして欲しい 

理想の姿の使用としている人だけでなく、みん

なで理想の姿にするために考える。 
高砂市 16 女性 

商業や娯楽施設が発展し、教育や福祉も充実したベッドタウンになって欲しい。 

大型ショッピングモールや病院、自然といった環境の揃った住みやすい町になって

欲しい 

自然・土地・地域行事 加古川市 16 男性 

商業施設が賑わう・交通が便利・経済成長もして、子育てがしやすい 

建物の工事 明石市 17 女性 

就職率の不足や少子高齢化など社会に 

とって不利なものが１つもないこと 

東播磨地域のことをよく知ってもらうこと 

東播磨地域以外の人が住んで、働くこと 
不明 16 女性 

自然が多く商工業も盛んで出生率も回復し、暮らしやすい町 

努力あるのみ 高砂市 18 男性 

自然・経済的に豊か・地域の人との繋がり・環境が良い・子育てしやすい 

地域の人同士で呼びかけ 高砂市 16 女性 

産業が盛ん、教育機関が充実 

仕事の雇用数が多い。交通が便利で安全 

商業が盛ん、自然が多い 

世代交代に備える。子育てしやすい環境、整備。 

商業施設を増やす。畑とか田んぼを守る。 

花とか木とかも守る。給料上げる 

高砂市 16 女性 

様々な人たちが住め、自然も多く、経済も成長している 

地域の人の協力 加古川市 16 男性 
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神戸や姫路など都市部から少し離れたところにある。自然があり、スポーツやイベ

ント等で盛り上がれる。人々の癒やしとなるような町。また、住民が快適に暮らせ

る交通インフラや公共設備の充実 

役所の努力、お金、人 高砂市 17 男性 

交通が便利 

多世代の共生 

自然がほどよくある 

地域の繋がり 

経済の成長 
播磨町 18 女性 

経済的にも発展し、暮らしやすい町にするとともに、公園なども残し、地域の文化

は大切に続けていけたらと思う。 

ふるさとを大切にすること 高砂市 18 男性 

経済成長に取り組むが、自然を多く残し、子どもや高齢者でも暮らしやすい。 

偏った世代に向けた町づくりをしないようにす

る 
加古川市 17 男性 

経済成長・くらしやすいまちづくり・商工業の充実・多世代の共生・出生率の増加

を重視して・労働環境を整え・文化活動が盛んであり・緑を保った状態が良い 

市長の行動力・政治家の給料の削減・財力 神戸市 18 男性 

経済、環境、町づくりすべてにおいて完璧 

世界で少しずつ考え方を変えるために若い人が

発信する 
加古川市 16 男性 

くらしやすく、経済成長が活発子育てのしやすい町づくりが進んで居て欲しいで

す。育休も取りやすくて、どんな世代の人たちでも働きやすい街。緑は多くて、子

ども達が緑とふれあえる機会が多い 

1 人 1 人が協力し合わないと行けない 加古川市 17 女性 

くらしやすい自然豊かな町に住み、就職口が多い町で働く。 

副業として、皆を笑顔に出来るイラストや風景なども描き、豊かな町を築いていき

たい 

勉強 高砂市 16 女性 

活気のある賑やかな街で子どもからお年寄りも住みやすい。保育園や公園ももちろ

ん、憩いの場になるカフェや民家をリフォームした小さな喫茶店などもある。医療

機関の充実 

保育園・ショッピングモール・病院 高砂市 17 女性 
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駅があって道も広くなって、出かけやすい。自然は豊かだけど、田舎すぎず、暮ら

しやすい。商業施設がある。子どもが居ても暮らしやすい（幼稚園・保育園があ

る）。祭りを大切にする 

駅（稲美町だけ駅がないのでとても不便） 

お金（暮らしやすい環境をつくるための） 

自然・バスが止まる時間を多くする 

稲美町 16 女性 

安心して子育てが出来る環境で、東京や大阪のようなにぎわいがあり、緑や自然も

ある 

明石が全力で取り組んでいる子育てに関するこ

とを東播磨地域全体で取り入れて取り組む 
明石市 16 女性 

安心・安全に生活でき、お金に困ることのない、自然豊かな地域 

防災・防犯・工業・農業・水産業等の商業の開

発と自然環境の保全の両立 
加古川市 16 男性 

一番理想なのは、地域の人々同士のつながりが保たれていて、緑豊かで産業が発展

し、外国人含めた多くの人が集まっていて、交通の便が良いのが理想です。だから

優先順位を決めると、町の発展、緑豊かさをまず優先してみたら私の理想になりま

す。 

東播地域の人みんなが緑を大切にする気持ち 加古川市 16 女性 

未来のこどもたちが住みやすい街 

経済成長も高く、環境も良いところ 

地球温暖化の防止 

自然環境の良い空気や機械など 高砂市 16 男性 

共働きをしながら安心して子育てもできるような町 

交通の便がよく都市部にも行けるし、田舎にも行ける 

もう少し特産物など誇れるものが出来た方が良い 

経済を成長させる 

子育てを支援する計画を立てる 
加古川市 16 女性 
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【安定】 

昔のものも残っていること 

人の力が必要 播磨町 16 男性 

昔のものが残っている姿 

国民の力が必要 稲美町 16 男性 

昔のものが残っている姿 

国民の力が必要 加古川市 16 男性 

今のままでいい 

特になし 高砂市 16 男性 

今と同じ。 

変わらない 播磨町 16 男性 

今となにも変わらない 
 不明 不明 不明 

今のまま 

保つこと 加古川市 17 男性 

今のまま変わらない 

整備する 加古川市 16 男性 

今のような町 

今の環境を維持する 明石市 17 男性 

そのままの地域でいてほしい 
 加古川市 17 男性 

今とあまり変わらないほうがいいです 

今と同じことを続けていくことだと思います 明石市 19 男性 

今のまま 

緑 明石市 16 女性 

今と同じような住みやすい街 

今までどおりに生活すること 加古川市 15 女性 

今と余り変わらず特徴の少ない穏やかな町 

お金 高砂市 16 男性 

今と変わらず豊かな生活 

ビルなどの建物をあまり増やさない 播磨町 17 女性 

今と変わらないにぎわいの町 
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特になし 加古川市 16 男性 

安定 

定職 明石市 19 男性 

別に変化もなく停滞 
 高砂市 18 男性 

変化が少ない 

平和 明石市 18 男性 

普通な暮らし 
 

加古川市 16 男性 

今のままでいいです 

でもボコボコの道を直してほしい 

道路の整備 高砂市 15 男性 

生産率が急に上がったりはしなくとも下がることなく、とりあえず維持できてい

て、今と比べて給与は少し高くなっているといい。祖父母と共に暮らすことを意識

し、空き家、孤独死を減らす 

少子高齢化に対する姿勢 加古川市 16 女性 

特に今の東播を見ている限り絶対に変えないと行けない点などは見つからないと思

う。特に大久保駅付近などは医療施設や娯楽施設、生活に必要な店舗などが多くあ

る。あまり建物が密集しすぎず小学校や中学校が近くにあり住みやすいと思う。大

久保駅付近を見本に発展するべきだと思う。建物を密集させることがいいとは限ら

ない。育児、保育に関してはこのまま他の市の見本となるべく政策を進めて行くの

が理想であろう。灯台もと暗し。 

根性 元気 やる気 ポジティブ 金 土地 権力 

主権  
明石市 16 不明 

毎日一生懸命働き、家族を養う。裕福ではないが良くも悪くも余り変わらない生活 

互いに認めあえる心 高砂市 18 男性 

デジタル化しすぎないようにしよう。 

紙媒体を大切にする。 明石市 17 女性 

最低限便利な暮らし 

現状から少しの改善 加古川市 17 男性 

生きる 

就職 加古川市 17 女性 

生きられるならそれでいい 
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努力 姫路市 17 男性 

 

【住みやすさ】 

暮らしやすい社会 

より良い制度 明石市 16 女性 

便利な社会 

住民の意見 明石市 16 女性 

定住 

平和 明石市 20 代 男性 

全ての世代が心地よく過ごせる地域 

地域活動 明石市 16 女性 

税金を下げて！暮らしやすくして！ 

考え方を変えていく 明石市 19 男性 

住人がみんな明るく安心する場所 

色々なイベントを開催する。 明石市 16 男性 

住んでいる人が暮らしやすい街 

金 明石市 17 男性 

住みやすい町づくり 

様々な政策(泉房穂さんがやっているような子

育て世代にありがたい政策に並ぶようなもの) 
明石市 18 男性 

住みやすい街 

あほの削減 明石市 16 その他 

住みやすい 

分からない 神戸市 17 女性 

私は、誰もが自分に誇りをもって、自分の住む地域に誇りをもって、暮らせるよう

な町であってほしいと思います。 

政府の力だけに頼らず、政府だけのせいにしな

い。 
神戸市 17 女性 

経済も成長して暮らしやすい 

お金 明石市 16 男性 

皆が平等に暮らしたい 

国の重要機関がしっかりとする 明石市 18 女性 
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皆が住みやすい地域になってほしい。 

皆の協力。 明石市 16 女性 

過ごしやすい環境 

努力 明石市 17   

過ごしやすい 

時間 神戸市 16 男性 

一人暮らしでも住みやすい街 

店とその他のバランス 明石市 15 女性 

若い世代が増えて活発に新しいことを取り入れ、住んでいて楽しい！！と思えるこ

とを重視。給料は高くないが主要都市までの交通の便がきくため働きに出られる。

ベッドタウンになっている 

家賃を安くする。子育て支援をもっとする。新

しい世代が興味を持ってくれるような職場や、

住みたいと思えるような何かをする 

高砂市 15 女性 

豊かな町、暮らしやすい町 

まわりの人との関係性 稲美町 16 男性 

もっとよりよい世界にしたい 

地位と権力 加古川市 16 男性 

もっと住みやすくなっている 

意見の出し合い 加古川市 17 男性 

もっと住みやすい環境 

完璧な町長 播磨町 16 男性 

メリハリがある居心地のいい町 

権力 不明 16 男性 

みんなが平和に暮らせる世界。望みはそれだけです。 

まずは今身近で静かに起きつつある問題を自身

で発見し対処すること。 
神戸市 19 男性 

みんなが暮らしやすい町づくりを！！ 

経験、努力 加古川市 16 女性 

みんなが暮らしやすい町 
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町民の声を聞く 姫路市 16 男性 

まちづくりが進んでいて、障害者の方や高齢者の方々でも安心して過ごせて、これ

といったひどい事件もなくおだやかで楽しく賑やかな感じになっていたら良いなと

思います。土地代もあまり高くなく、誰でも来て楽しく過ごせる町になっていたら

良いなと思います。 

この地域は今でも充実した町になっていると思

いますが、もう少しお祭りなど地域の皆が参加

できるイベントを増やしたら良いのではないか

なと思いました。そうすればもっと賑やかな町

になりそうだなと思いました。 

加古川市 17 男性 

まちづくり・お年寄りや子どもに優しい街 

協力 高砂市 17 女性 

街がゆたかで、誰もが住みたいと思えるような環境 

住民の人たちにどうして欲しいのか、積極的に

聞き回り、それをおこなう。 
高砂市 16 女性 

人々が住みやすい街づくり 

高齢者や子どもなどに幅広く使われる物を作り

出す 
高砂市 16 女性 

東播磨地域に住んでいる人全員が生活しやすい場所 

疲れた時にふらっと立ち寄れる施設(カフェな

ど） 
加古川市 17 女性 

幅広い年代の人がそれぞれの場面で活躍し、経済格差のない姿 

雇用の増加や外国人居住者の受け入れ、 

他の国籍の人とコミュニケーションがとれるよ

うに言語学習の取り入れ 

加古川市 15 女性 

のんびりと生きられる 

金 播磨町 不明 男性 

どの世代でもこの街に来たいと思える地域 

大学卒業後も戻ってきやすい街 

大学 

観光業 
明石市 17 女性 

都会過ぎず田舎過ぎず住みやすかったら良い 
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機械やハイテクすぎる物に頼りすぎない 加古川市 18 男性 

地域の活性化で、色々な人が加古川市に来て良かったという街にする。そして誰も

が安全に安心して暮らす街 

一人一人が地域について意識を持つ 加古川市 16 男性 

誰もが住んで働きやすい町 

人の努力 明石市 16 男性 

誰もが住みやすい街、今でも住みやすいけどもっと住みやすい街 

人・町の人の声 播磨町 16 男性 

誰もが住みやすい街 

地域イベント 明石市 18 男性 

誰もが住みたいと思える街 

one for all, all for one の気持ち 高砂市 17 女性 

誰もが暮らしやすい町 

遊ぶところが増えて人が集まる 

ショッピングセンター 

緑、自然 
加古川市 16 女性 

誰もが暮らしやすい町 
 加古川市 17 女性 

誰もが安心して暮らせる町 
 加古川市 18 男性 

誰でも住みやすい街 

子育てしやすい環境にするなど 明石市 17 男性 

生活豊かを想定する 

努力すること 加古川市 17 男性 

生活に困らない 
 高砂市 17 男性 

生活環境が整っていたらどんな環境でも良い 
 加古川市 16 男性 

生活がより便利になる 

発展した社会 加古川市 17 男性 

住みやすければ何でも良い 

自立・意欲 高砂市 16 男性 

住みやすいマンションが建っている 
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住民にアンケートを採る 加古川市 15 男性 

住みやすい社会 

たくさんの人の協力 加古川市 16 女性 

住みやすい社会 

協力・経済発展 加古川市 15 女性 

住みやすい。スポーツが盛ん 
 加古川市 15 男性 

住みやすい 

住みやすさ 加古川市 40 代 男性 

住みやすい 

発展 加古川市 15 男性 

住みやすい 

地域の発展 加古川市 17 男性 

すべての人が平和に生きる 

近所の人たちとの協力 加古川市 17 男性 

過ごしやすい環境 

優しさ 加古川市 17 男性 

住民全員がくらしやすいと思えるような環境をつくる 

くらしやすい家づくり 

人それぞれの性を認め合うなど 
姫路市 15 女性 

住民が安心して楽しく過ごせる町 

住民同士の信頼を高める 姫路市 15 女性 

充実 

設備・サービス 姫路市 18 男性 

自分たちの子どもの世代、その後の世代も安心して暮らせる町 

何事も他人事で済ませず向き合う 播磨町 40 代 女性 

子どもから高齢者までみんなが暮らしやすい環境 

働く人 加古川市 17 女性 

子どもから大人までが住みやすい町 

地域活動が多く交流が深い 
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地域活動を増やす 

設備を整える 
加古川市 16 女性 

子ども、高齢者への暴力ゼロ・自殺者ゼロ・家庭内暴力ゼロの平和で住みやすい街 

多文化共生・色んな人を受け入れ、お互いに尊

重し合うこと 
高砂市 16 女性 

子ども、高齢者、外国人を含むすべての人にとって暮らしやすい街 

愛のある行動♡ その他 18 女性 

高齢者から若者まで全ての世代が住みやすくてとても便利な地域になっていてほし

いです 

地域の交流、まちのにぎわい 加古川市 16 男性 

高齢者が増えてきているので、誰もが住みやすいようになる。働きやすくなってい

る 

お金・住みやすい環境 稲美町 不明 男性 
 

土地・人 加古川市 18 男性 

経済の発達も大切だが、人々が安心して暮らせる地域であって欲しい 

ボランティア・福祉・文化・産業・防災・防犯 その他 15 女性 

経済が安定していて、こどもや高齢者が安心して暮らせる町 

地域との繋がりを大切にし、福祉関係の仕事や

保育所の設備が充実するように調整する 
高砂市 15 男性 

くらしやすい町をつくりながら、働きやすい環境が整うまち 

人々の意見を聞き、一つのことにこだわらな

い。 
高砂市 18 女性 

暮らしやすい町の姿 

地域活動 加古川市 17 男性 

くらしやすいまちづくりが理想 

まちのにぎわい、地域のつながり 高砂市 18 女性 

暮らしやすい町づくり・安全な町づくり・教師 

勉強 加古川市 16 男性 

くらしやすい町 

駅を増やす 

ショッピングモールを増やす 

コンビニを増やす 

播磨町 16 男性 
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くらしやすい町 

交通整備など 稲美町 15 男性 

誰でもくらせる町 

外国人でもくらせる町にする 加古川市 15 男性 

くらしやすくきれいな町 

暮らしやすさ 高砂市 16 男性 

暮らしやすい町 

様々な施設が豊富→主に学校や保育所 加古川市 18 男性 

暮らしやすいまち 

若い人たちが動く 加古川市 16 女性 

暮らしやすい生活。近所にショッピングモール 

交流を増やしてイベントをする・空き家をなく

す 
高砂市 18 男性 

暮らしやすい環境 

人との関わり、ゴミをなくすなど 明石市 16 男性 

暮らしやすい 

暮らしやすい町づくり 加古川市 17 女性 

暮らしやすい 
 

姫路市 17 女性 

暮らしてよかったと思えるような街 

いろんな世代の人が安心して暮らせる街 

設備を良くする 

それぞれの世代にあった活動や設備をつくる 

福祉、子育てをよくする 

加古川市 16 女性 

活力があって、暮らしやすい 

協力 播磨町 17 女性 

思いやる心を持つ人が多い町づくり 

1 人 1 人が思いやる心を持つこと 加古川市 16 男性 

穏やかな環境で過ごしたい 

便利な店 加古川市 18 男性 

お金の要らない遊べる場所がたくさんあってお金がない人でも皆で遊べるような所

が欲しいです 

たくさんの人が必要 加古川市 15 男性 
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今より少し利便性の高い街 

地域の活性化 加古川市 18 男性 

いいまちにする 

皆の努力が必要 高砂市 15 男性 

良い家庭を作る 

初志貫徹 加古川市 18 男性 

自由に生きていたい 

お金 高砂市 17 男性 

自由 

時間 明石市 16 男性 

自由 

自由 神戸市 17 男性 

自由 

自由さ 明石市 17 不明 

自分らしさ 

意志 明石市 16 男性 

自主性 

自分や他人の意見を大切にする。 明石市 16 男性 

好きにできる 

いろいろ 明石市 18 男性 

皆がのびのびと住みやすく、交通しやすい環境 

互いに協力して街づくりを行ったり街の活性化

を目指して頑張る 
高砂市 16 女性 

不自由がない生活 

仕事をがんばる 播磨町 15 男性 

不自由があまりない生活 

仕事をがんばる 高砂市 16 男性 

自由に生きられる場所 

お金 その他 17 男性 

自由な暮らし 

金・人・人権 高砂市 18 男性 

自由 

金 高砂市 17 男性 
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自由 

時間 明石市 16 男性 

家庭も充実して、仕事でも充実して、何不自由のない生活を送る 

それまでの努力を怠らないこと 高砂市 17 男性 

静かに自由に暮らしやすいまちで 
 高砂市 18 男性 

幸せ 

平等 明石市 17 女性 

自分と自分の大切な人達が幸せと思える状態 

金、自由 明石市 19 男性 

どんなことでも楽しむ 

趣味 加古川市 16 男性 

楽しい家庭。職業も安定。給料◎。生活に困らない。自分のしたいことはある程度

する。 

努力・創造力・技術・センス 加古川市 17 女性 

楽しい。安く買い物できる。ゆっくりしゃべれる 

菓子市・公園・集まれる場所（屋内） 明石市 16 女性 

仕事をしていて幸せに暮らしたい 

努力、勉強 高砂市 16 女性 

幸せに暮らす 

ルールを守り、コミュニケーションをとり、仕

事もしっかりする 
加古川市 18 女性 

幸せに暮らす 

一緒に居て楽しい人 高砂市 17 男性 

幸せに生きる 

お金 加古川市 17 男性 

幸せな暮らしをしている 

人に優しく思いやりのある人になる・他人にい

やな思いをさせない・どんな人でも対等に接す

る 

高砂市 16 女性 

幸せな家庭 

自分磨き 加古川市 16 女性 
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最高 

最高 明石市 17 男性 

笑顔 住みやすい 

地域の人との交流、協力 播磨町 18 女性 

安心、安全で播磨町に来て良かったと思える暮らしが出来る 

歩行者が通れる道幅を広くさせたり、高齢者向

けにエレベーター、エスカレーターを色んな場

所に取り入れる 

明石市 15 女性 

安心安全 暮らしやすさ 

交通を便利にして 店や公園などを増やして暮

らしやすくして 自然を絶やさない 
明石市 17 男性 

暮らしやすくて、皆笑顔 

治安が良い、いじめやパワハラなどがない 播磨町 16 女性 

暮らしやすい 

安全 便利 明石市 15 女性 

平穏に暮らせれたらそれでいい 

とりあえずこの地域坂が多すぎるのでそれを改

善すること 
明石市 16 女性 

充実 

整備 明石市 17 男性 

若者と高齢者が一緒になってたのしく暮らしている生活。 

一人一人が自分の夢を持って自由にのびのびと生活している姿。 

防犯 防災 

交流  
加古川市 15 男性 

自分のしたいことがなんでもできる便利な町 

地域の活性化 明石市 17 男性 

皆が安心安全に暮らせる日々。色んな人と交流がある。笑顔溢れる毎日。お年寄り

の方と子どもを守る 

１人１人が優しい心をもって周りの方に気を配

れる人 
加古川市 16 女性 

楽しい、住みやすい、便利 

交通網・イベント 神戸市 18 男性 
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たくさんの世代の人が住めるような安全安心な暮らしが出来る 

安全安心な暮らしが出来るサービスなど 加古川市 17 女性 

安全で楽しく過ごせる場所 

安全対策・まちのにぎわい・あたたかな視線 加古川市 17 男性 

どの世代も暮らしやすい地域 

交通が便利であり、公園など子どもが過ごせる

ところも作ること 
加古川市 17 男性 

幅広い年代の人たちが住みやすい街にしたい 

交通網・地域医療 高砂市 16 女性 

どのような状況の人(高齢者、子連れ等)でも動き回りやすく、また、安心して住め

るまち。 

防災対策や、バリアフリー化 明石市 17 女性 

住みやすく安全な町 

防災、地域医療 明石市 16 女性 

誰もが住みたいと思う町づくり。小さな子どもから高齢者の方までみんなが安全に

楽しく住める環境へ 

医療施設を多くする・子ども達が安全に遊べる

場所・交通 
高砂市 16 女性 

誰もが暮らしやすい社会 

社会福祉、交通 明石市 17 男性 

低所得者でも安定した生活ができる社会 

高収入の人から税金を取る 

給付金を渡す(経済を回す) 
明石市 17 男性 

誰もが暮らしやすい町 

医療福祉の充実 

教育 
明石市 17 不明 

人が皆幸せに暮らせるような環境 

福利厚生など色々なサービスの多様化 明石市 18 女性 

住民皆がその環境に満足できている事。 

医療、福祉、商業の充実 明石市 17 男性 

みんなが幸せで暮らしやすい地域。 

子育て支援、高齢者の介護、障害者の介護 明石市 15 男性 
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若い人や子どもが多い町。人が多くなって住宅が増えても、自然は残しておく。明

るく老若男女が楽しめる町 

子育てをする親が暮らしやすくするための場

所・人と人が交流する機会 
播磨町 15 女性 

すべての人が住みやすい町 

福祉施設・保育園 姫路市 18 女性 

AI が考えることよりもはるかに上を目指し誰もが住みやすい町 

お年寄りが多いためまずは住みやすい町づくり 姫路市 16 男性 

暮らしやすい町づくり 

高齢者も住みやすいようにする 播磨町 16 女性 

子どもも高齢者も住みやすい町で交通も便利で店も多い町 

高齢者施設や公園・安全できれいなバス停など 加古川市 16 女性 

幸せ・楽しい・安全・環境が良い 

町に高齢者のための施設をもっと作る 加古川市 18 男性 

高齢者も子ども達もくらしやすい街になっている 

福祉施設、保育所を増やす 加古川市 15 女性 

高齢者・子どもが過ごしやすい町 

福祉など色々な地域に関する場所の改善 播磨町 17 男性 

高齢者、子どもが安心して暮らせる町 

ユニバーサルデザイン、バリアフリー 高砂市 18 女性 

小さい子どもから高齢者まで、楽しく安全に過ごせるような地域・東播磨地域の良

さや伝統を引き継いでいけるような環境 

子育て支援・高齢者施設を作る・博物館などを

作る 
明石市 16 女性 

教育、経済、子育て、福祉が整っていてみんなが住みやすい街にしたい。 

上に書いていることを全て発展させていくこ

と。 
その他 20 代 不明 

他の地域からたくさんの人が入ってくるような住宅地で、福祉や環境整備が進んで

いて、U ターンで地元として帰ってくる人が多い住宅街。 

子育て支援の他にも、学校や保育園などの施設

の見直しや、外部への観光や文化のＰＲをすす

めること 

明石市 16 男性 
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誰もが住みやすい街 

ポイ捨てや防犯の徹底など 神戸市 18 女性 

住民ファーストの街 

暮らしやすい・たくさん学べる、たくさん遊べる・地域交流 

自然環境・家族・観光 高砂市 17 女性 

元気に暮らしている 

環境 高砂市 17 男性 

環境も整っていて、もっと活気のある街づくりをしたい 

道路、公共もきれいになっていて住みやすい 

道路にポイ捨て、吐く、道に寝転ぶなどをした

い。 
姫路市 16 女性 

 

【つながり】 

おじいちゃん、おばあちゃん、子ども、大人までみんなが仲良くしている 

広場、保育園、高齢者施設 高砂市 15 女性 

あたたかい心を持った人であふれる 

地域のつながり 姫路市 18 女性 

遊ぶを重視。小さい子から大人まで全員仲良く家族みたいな雰囲気で楽しく生きる 

みんなの心を開く 加古川市 16 男性 

健康に暮らして友達と遊んだり、趣味とかを楽しむ 

仕事を続けて頑張る 

社会を知る 

知識をつける 

人との交流を大切にする 

加古川市 16 男性 

笑顔が溢れる町 

笑顔 播磨町 17 女性 

笑顔溢れるようにしたい 

イベントを増やす 高砂市 18 男性 

笑顔あふれる楽しいところ 

仲良くする。 加古川市 16 男性 

皆が安心、安全に楽しく笑顔の絶えない町 

公園・医療施設・教育施設 高砂市 18 男性 
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皆さんが住みやすい環境にしたいと思いました 

公園とか昔ながらのお店が必要だと思います 加古川市 17 男性 

皆が笑顔で暮らせる所 

協力 播磨町 16 男性 

皆が笑顔で暮らせる所 

人々の協力 姫路市 16 男性 

人々が笑いながら住めるところ 
 高砂市 17 女性 

皆が笑顔でくらしていく 

思いやり 加古川市 17 女性 

笑顔あふれる街であってほしい 

一人一人の意識改革、地元を改めて見つめなお

す 
加古川市 30 代 男性 

都市にいかなくても楽しめる町がいい 

ちょっとずつ計画していくこと 明石市 17 男性 

今より楽しい 

今を変える 高砂市 16 男性 

活気がある 

人との関わり 明石市 17 男性 

楽しく 

楽しく 神戸市 17 男性 

楽しい 

楽しくする 神戸市 17 男性 

楽しい 

平和 明石市 16 男性 

楽しい 

地域活動 神戸市 16 男性 

楽しく生きる 

自分のしたいことをする 加古川市 17 男性 

楽しく生きよう 

愛 明石市 18 男性 

優しい世界 

優しさ 高砂市 17 男性 
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楽しさ 

笑顔 加古川市 18 男性 

たのしくワイワイしている町 
 高砂市 16 男性 

楽しい、明るい、余裕のある 

勉強して将来稼ぐ 高砂市 16 男性 

皆がイキイキ生活できる元気な町 

お互いに支え合うことが必要 

ご近所さんと仲良くなる 

人とふれあうことが大事 

姫路市 18 女性 

皆が楽しく幸せに過ごせるような… 

地域のつながり 明石市 17 女性 

地域の人皆が笑顔でいれる 

しあわせ 播磨町 16 女性 

楽しく過ごせる 

地域のつながり 加古川市 16 男性 

楽しく過ごす 

金・友人 加古川市 18 男性 

楽しく過ごす 

清掃やボランティアに参加する 加古川市 18 男性 

たのしい 

水 明石市 16 女性 

幸せに暮らしたい 

家族、愛 高砂市 16 男性 

幸せな日々をすごす 

家族、友人、愛 神戸市 16 男性 

全ての人が平等に明るく過ごせる社会 

  明石市 16 男性 

平和に暮らす 

皆で見守って人の繋がりを大切にして治安維持 明石市 17 女性 

平和で皆が仲の良い町づくり 

平和 加古川市 17 女性 
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平和 

優しさ 加古川市 17 男性 

平和 

思いやり 加古川市 17 男性 

平和 
 稲美町 16 男性 

平和 

思いやり 加古川市 15 男性 

平和 

地域行事 高砂市 16 男性 

平和 

平和 その他 16 男性 

平和に生きたい。何事もなく一生を終えたい 
 

高砂市 17 女性 

平和 

教育 明石市 20 代 女性 

争いのない世界 

争いは醜いと思うこと 稲美町 16   

戦争、内装、紛争がない世界 

30 年後も生きる 神戸市 17 男性 

戦争、内装、紛争がない世界 

30 年後も生きておく 明石市 16 男性 

元気な町 

元気 高砂市 16 男性 

元気 

笑顔 明石市 16 男性 

充実している（生活） 

活気 高砂市 18 男性 

充実した生活 

やりたいことやる。そのためにいやなことも頑

張れる 
加古川市 18 男性 

ほのぼのとした町 

暮らしやすい町づくり 高砂市 16 男性 
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自殺がないようにしたい 

もっと若い人たちに目を向ける必要がある その他 16 男性 

 

【多様性】 

男女平等に扱えるような環境を地域全体で達成できている 

公務員の割合や給料など地域の市役所が率先し

てしていくことが必要だと思う 
明石市 16 男性 

男女共同参画社会 

男女平等 稲美町 16 男性 

性的少数派の人たちが不自由なく暮らせる地域 

地域住民の理解 

市議会議員の柔軟な思考 
高砂市 15 女性 

LGBT が住みやすいところ 

政治家や日本のトップの人たちの理解 明石市 20 代 その他 

年齢に関係なく皆んな仲良し 

地域協力 明石市 17 男性 

多世代交流 

  高砂市 40 代 女性 

年齢関係なく人々の交流がもっと深くなるように新しい施設や活動を増やしていく 

施設→お金、時間、人脈 

活動→人々の意思 
姫路市 17 女性 

どの年代の人でも暮らしやすいまち 

交通機関 バリアフリー 明石市 17 男性 

色んな国の人と日本人が一緒に仲良く楽しく暮らしていて、お互いの文化を尊重し

あって認め合い、色んな文化を知れることができる国際的な街 

もっと外国の方が住みやすくする 加古川市 16 女性 

外国人も一緒に住める地域でのつながりが強く問題が発生した時、地域ぐるみで解

決しようと協力できる町 

自分の身近な人のことを気にかけながら、挨拶

だけでも何かしらの会話をする 
明石市 15 女性 

地域の人や外国の人も楽しく過ごせる町 

グローバル化 高砂市 17 男性 
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多文化社会が盛ん 

いろんな人たちが仲良くすること 姫路市 16 女性 

多国籍重視 

外国化 加古川市 16 女性 

世界の人口増加、日本の人口減少が原因で、外国人が大勢移住してくる 

色々な国の人たちが不自由なく暮らせるユニバ

ーサルな環境を作る 
明石市 18 男性 

国際社会 

国際交流を大きくする 神戸市 16 男性 

外国の人などがたくさん来て色々な文化を楽しめる社会 

差別をなくし、みんな仲良くする 高砂市 16 男性 

外国人でも暮らしやすい町・安全な町 

看板を英語にする・街灯を増やす 加古川市 16 女性 

海外の人も自由に居住できるような環境 

英語版サイトなど、海外の人も高砂市の情報を

手に入れやすいようにする 
高砂市 16 男性 

多くの国の文化を知る・安全な地域に住むこと・英語が話せること・留学したい 

英語の学習・日本の文化についても知識を付け

る・学力 
加古川市 16 女性 

年齢関係なく、性別関係なく誰でも遊べる楽しい場所を増やす 

落ち着くスペースや、きれいな風景が見られるところをつくって、ストレスをなく

す 

リラックスできる時間と場所 加古川市 15 女性 

多文化共生社会・男女共同参画・人種差別をしない平和な世界 

平和 加古川市 16 男性 

たくさんの年代の人、たくさんの国の人がすむところ 

高齢者や子どもに安全に過ごしてもらうために

防犯やバリアフリー 
加古川市 16 女性 

高齢者の方や外国人の方でも住みやすい 

交通をもっと便利にする 加古川市 16 男性 

暮らしやすく国際交流や世代間交流が盛んなまち 
 

加古川市 15 男性 
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色んな世代の人たちが多く生活し、共に過ごしていけるような町。色んな文化、国

の人が住みやすい町 

近所の人との繋がり・差別がないこと 播磨町 16 女性 

地域共生社会 

反差別・偏見、多様性 姫路市 20 代 男性 

自分らしさが出せる 

個人的な意見を無理強いしない地域 

人と人が認め合い分かり合える様な場を作るこ

と 
明石市 19 その他 

平等な社会 

差別をなくす 加古川市 16 男性 

助け合える人たち。差別をしない 

1 人 1 人の行動 稲美町 17 男性 

もっと海外みたいに学校の校風を自由にして欲しい 

一つ一つの校則のある意味をはっきりさせてい

く 

留学生をもっと積極的に受け入れる 

明石市 18 女性 

自分のやりたい仕事や勉強の機会に恵まれている社会。多様な文化で多様な人が共

存する社会 

個性を尊重した教育・自立できた人の育成 その他 17 男性 

様々な世界との交流 

英語を覚える 明石市 16 男性 

差別のない世界 

安全な生活環境が必要 高砂市 15 男性 

住み方・働き方・学び方 etc、様々なことが一つに限られない世の中に！例えば、

春は稲美町で農業・夏は加古川の自宅で主夫かつ子育て・秋冬は明石でスキルを活

かした就労みたいに。既存の、学校卒業したら働いて、働きだしたら結婚・育児、

その後は働き詰めで定年を迎え、という流れは×。100 年も生きないといけないん

だから、生き方自体がもっとフレキシブルになれば良い。それを受容できる東播磨

地域に！！ 

今までと違うことをしようという個人の気概

と、それを認め受け入れてくれる企業や行政 
加古川市 40 代 男性 
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【教育】 

勉強がしやすい環境 

図書館の自習室の充実 明石市 17 女性 

子どもがもっと学びやすい環境が整っている 

環境を整える 明石市 16 男性 

高校授業料特に無償化 

地域経済 明石市 18 女性 

教育に対して積極的で、金銭による教育の差がない。通勤通学の拠点としながら

も、ただ衣食を満たすだけでなく、市民が東播地区のアイデンティティを見出して

いる。 

子育て世代を積極的に取り込み、子供が巣立っ

た後の家族も住みやすい町 
明石市 17 女性 

環境が悪化しない形で今の状態より若い世代の教育環境を良くしてほしい(先生と

か) 

政府とか上の人間任せだったり他人の意見に流

されることを気にして目を背ける訳ではなく善

と悪の判断を個人(大人も子供)で考えられる人

格を個人で創る。 

明石市 17 女性 

中高生の居場所を増やす・活躍できる場を増やす 

ユーススペースのような施設を増やす 明石市 17 女性 

子どもの教育に力を入れて、自宅学習出来る空間を確保させてあげ、次世代と共

に、次のステップへ進める社会 

家庭環境の見直しや、母子家庭への給付金の向

上・地域同士で協力し合える・交通安全の見直

し、徹底 

加古川市 16 男性 

教育に関わる施設がもっと増えている（自主学習をするための施設など） 

学校でのＩＣＴの活用が完全に整っている。 

地域が一体となって楽しめる活動が増えている。 

交流をさらに大切にすることが出来る都市を構築している 

教育によるＩＣＴへの対応力を高めること。 

教育機関、学校や図書館などにお金を使う。 

イベントなどを企画する 

若者が年を取った時に、文化などを継承出来る

ようにする 

明石市 16 男性 
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外国語や外国について学べる場所や機会が増える。 

活動資金 加古川市 17 男性 

土地の自然を活かした教育環境 

自然 加古川市 17 男性 

夢を叶える力を学べること 

色々な専門学校 明石市 19 男性 

AI に負けない知識を育てる環境づくりが整っている 

教育 明石市 16 女性 

AI に使われるのではなく AI を使う人間になりたい 

  明石市 16 男性 

AI に仕事を取られないようにいろんなスキルを身につけたい 

勉強 高砂市 17 女性 

１人１人が他人のことを思いやり、人として恥ずかしくならないような立派な人た

ちを世の中へ出していきたい 

教育の仕方を見直し、丁寧な言葉遣い 高砂市 18 男性 

保育所などの教育関係の利便化。いじめ、格差差別をなくなるようにする 

保育所・小学校など教員を増加 姫路市 17 男性 

子供の教育や成長を重視されていて、しっかりと考える、創造するという力を持つ

子供が増え、それを見守るために多くの大人が周りで支えているような社会。個人

がしたいことを行えて、趣味を楽しみ、文化を保全しながら生活できる社会。 

教育教材の改変、革新。 

デジタルを用いた教育、保育現場の改善 

ただし、デジタルを用いすぎるとまた別の、ゲ

ームにハマる子供が増えるなどの問題が出てく

るため、そこに節度を設けること(難しいが) 

労働環境の改善、そのための各環境の視察。 

明石市 17 男性 

人が暮らしやすく、教育などが充実していて観光業にも力を入れている 

観光業に関するもの 明石市 16 女性 

学校に行けない人や、完全になくならないいじめや交通事故、事件がなくなってみ

んなが絶対に安心な国、場所といえるようになっていたらいいなぁと思う 

仕事が出来ない人を減らす 

交通安全の徹底、呼びかけ 

一人一人の意識 

加古川市 15 女性 
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【子育て】 

子供が生きやすい環境 

大人の行動力と協力と寛大さ 神戸市 18 女性 

子育てのしやすさ 

地元の祭り 姫路市 18 男性 

子育てに協力的 

教育面の支援 明石市 17 女性 

子育てしやすい、子供が過ごしやすい 

保育園 明石市 16 女性 

子育てしやすい 

子育て支援 加古川市 16 女性 

子育てが充実している 

優しさや思いやり 明石市 16 女性 

子育てがもっとしやすいところ 

保育園や幼稚園を入りやすくする 明石市 15 女性 

子育てができる 

善良な心 明石市 16 女性 

子育てがしやすい 

地域の繋がり 明石市 16 女性 

子育て 

教育 明石市 17 男性 

育児 

保育園などを増やす 明石市 17 女性 

子育てを満足にできる環境 

保育所や子育てに必要な機関を増やす 姫路市 17 女性 

子育てのしやすい町 

技術の発展 加古川市 17 女性 

子育て世代に優しい町 

補償 播磨町 15 女性 

子育てしやすい地域 

教育にかかるお金を負担してくれる制度 明石市 18 男性 

子育てしやすい環境が整う 
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福祉をしっかりする 加古川市 17 男性 

子育てがしやすい住みやすい町 

整備 加古川市 18 女性 

子どもがいっぱい 
 加古川市 17 男性 

子どもが増える 

子育てが充実する 

子育てが出来る場所などをつくる 加古川市 16 男性 

子作りが出来る 

技術の進歩 加古川市 16 男性 

安全に子育てができる暮らし 

防犯、防災 高砂市 15 男性 

安心安全な町・子育てがしやすい環境 

防犯対策・防災訓練をもっとする・保育士の確

保 
加古川市 15 女性 

暮らしやすく会社もたくさんあり子どもなどが安心して暮らせる地域 

お金。高齢者はお金が少ないのでそこをどうに

かすべき 
高砂市 18 男性 

安全に子育てができる 

安全な道、公園 高砂市 16 女性 

子育てに困らない安全で安心して暮らせる豊かな街 

防災 

防犯 
明石市 15 男性 

子育て充実・安心安全 

地域の繋がり 明石市 15 女性 

子供が遊んだり、運動できる施設が豊富にあり、子育てや教育のしやすい地域 

お金 明石市 15 男性 

公園などで子供が活気良く遊んでいる。 

子育て支援 高砂市 17 男性 

子どもと遊べる交流しやすい地域 

出生率を回復し、高齢者雇用を増やす 明石市 18 女性 
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経済的にも商業の面でも成長しており、子育ても安心して出来るような基盤が確立

している 

  明石市 15 男性 

子育て、教育に熱心に力を入れる。それかつ、企業誘致も積極的で有名企業のオフ

ィスが移転されて働きやすくなる。 

助け合い 明石市 16 男性 

学ぶ商業施設を増やす 

育児のための助成金も増やす 

相談しやすい窓口などを置く 

大きい公園を置く 

市の協力 

過疎化を少なくする 
加古川市 17 女性 

教育、子育て支援の充実。地場産業の発展。 

子供の医療費控除対象引き上げ。 明石市 17 男性 

子育てがしやすく、教育も行き届いている 

保育園 明石市 17 女性 

子ども達が安心して楽しく遊べる町 

工事すること 明石市 16 女性 

子ども達の笑顔が増える。どんな人も住みやすい街 

充実した教育施設・公園等の遊べる場所を増や

す・地域の人の交友を深めるためにもイベント

を増やす 

加古川市 不明 女性 

子どもの数が増えて地域が活発になっている 

子育てする人に優しい政策をする 明石市 18 女性 

子どもが過ごしやすい町にしたい 

保育所などを作る 姫路市 17 女性 

子育てしやすく、環境の良いところ 
 加古川市 17 女性 

子育てしやすい環境で、安心安全に暮らせる 

子どもの遊べる公園や、中高生などが遊べる店、カフェなどが増える 

歴史ある祭りが引きつなげられ人と人とのつながりも増える 

防災、地域の人の見守り 高砂市 16 女性 
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子育てしやすい・海が近いのを利用 

環境整備 加古川市 16 男性 

子どもが元気に外で遊べる 

人々の考えを変える 明石市 18 女性 

子育てがしやすく自然が多い。はたらきやすく、人と人との距離が近い 

保育所をたくさん作る 播磨町 16 女性 

子育ての充実・安心して外で遊べる環境を作る 

光を増やす 加古川市 不明 女性 

小さい子どもが楽しく遊べる公園が増えたり、若い人たちが働ける場所があった

り、子どもを産み育てやすい町にして色んな世代が不便無く生活できる町 

子育て手当・無料で使用できる施設 高砂市 16 女性 

緑や田畑が多く残っていて、子育て以外にも妊娠中などのサポートがしっかりして

いて子どもや親が過ごしやすい。公園など自由に遊べる所がたくさんある 

木々と共存できるような建築物を作る 明石市 16 女性 

男女共同参画が進み、多世代で子育てが増え、出生率が回復。高齢者と子どもの関

わりが盛んになる 

子育ての環境・福祉・保険 高砂市 17 女性 

自然が多く子育てなどがしやすい地域 

高齢者の人とも助け合いながら生活 

緑を多く使う 

保育所（高齢者施設）などの施設が充実してい

る 

加古川市 16 女性 

緑があり、高齢者も若い人も仲良く暮らせる。子育てしやすい環境。 

近所の人と助け合うことができ、穏やかな雰囲気 

（林・森）木の増加、ご近所付き合い 高砂市 16 女性 

どんな世代の人も関わり合いながら過ごせる地域。 

子育て環境と高齢者福祉が充実していて緑豊かな住み良いところ。 

子育て世代の移住が盛ん 

安心して税金を任せられる行政 播磨町 16 女性 
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子育て 

地域のつながり 

地域外との交流 

教育 

子育て 

地域のつながり 

地域外との交流 

教育 

播磨町 16 男性 

子育てを重視。私たちは日々色々な人との交わりが盛んになります。そして少子化

がなくなります 

色んな人との交わり 加古川市 18 男性 

色んな人が住みやすい町。特に、子育てがしやすく、安心・安全で住むことが出来

る 

福祉を充実させる 加古川市 18 女性 

文化を重んじながらも、新しい技術や知識を取り入れ、未来を見据えた子どもの教

育 

色んな国に訪れてみる。子ども達が自然と集中

できるような環境づくり。自主性を持った人に

育てる 

高砂市 17 男性 

子どもを立派に育てる 

趣味を楽しむ 

今頑張る 姫路市 16 男性 

子育てがしやすい町。医療費を安くする。保育所などの定員を増やす→待機児童を

減らす！→方法１保育園を増やす。２指導者も増やす。３こども園を作って子ども

のふれあいの場を増やす。→色々な子（障害のある子も）→子ども同士のコミュニ

ケーションの場を増やす 

国際交流・地元名物を宣伝する 明石市 16 女性 

子育てがしやすい（医療が充実） 

どこかで高校生まで病院無料なのを聞いたことがあるのでそれも取り入れてほし

い。 

公園（マンションなど近すぎないところ）の中に、小さい建物を造って親がその中で

話したり、小さすぎる子を見たり出来るようにしてほしい 

お金とたくさんの賛成の声 加古川市 15 女性 
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子育て・医療・住みやすい環境 

充実した施設 加古川市 18 男性 

現状維持を目標に子育てのしやすい町へ 

子どもが安心して遊べる施設を残すこと（野添

北公園など） 
播磨町 16 男性 

明石市は人口が増えている市なので、出生率が高く、子育てがしやすい環境が更に

整えられている、関西で一番子どもの育てやすい市になっていると思います。 

子育て政策 明石市 17 男性 

明石市のように播磨町も育児サポート制度ができ、福祉が充実している。 

福祉制度、経済活性化 播磨町 19 女性 

子育てがしやすい。福祉が充実している。 

マスメディアの本質に気づかせる 明石市 15 男性 

子育てなどさまざまな支援が充実していて、どの年代の人も過ごしやすい地域 

支援 地域間の交流 加古川市 16 女性 

子育て支援はもちろん、高齢者施設などの福祉施設が充実しており、虐待などの問

題がない子供が暮らしやすい地域。 

子育て支援政策の続行、福祉関係者の給与を上

げ、人手不足の解消。児童虐待に対する市の課

や委員会を充実させ、児童虐待を未然に防ぐ取

り組みを行う。 

明石市 16 男性 

子育てをしやすい環境が整えられ、子どもを持った家族が増える。高齢者も多い町 

バリアフリーの建物や子育てする親に優しい町

の条例 
高砂市 16 女性 

子育ての協力が手厚く、子どもが産みやすい環境。老人が利用できる施設が増えて

いたり、3 世代それぞれの人がストレスフリーで住みやすい街 

経済が豊か・施設の建設・地域のつながり 播磨町 16 女性 

待機児童がゼロで、高齢者や子供に十分な医療が提供出来ている姿。 

保育所の増設。十分な保育士の確保。巨大な病

院の建設。 
明石市 16 男性 

子育てに優しく、高齢者から若者まで幅広い世代が暮らす街 

育児施設、介護施設を充実させたり、若者の働

き口を作る 
加古川市 16 男性 
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今よりも子どもが増え、家族が安心して暮らせる。施設環境が充実し、誰もが使い

やすくなる 

子育て支援を今よりもっと強くするべき 

市外からもたくさん人が来てもらえるようにす

る 

信号を少し増やす 

加古川市 17 女性 

子育てする環境や支援を充実させ子どもの人口を増やす 

保育所を増やす 

子育て世代を増やすため魅力的なサービスを行

う 

高砂市 17 女性 

高齢者を減少させ、若い世代の人数を増えている 

地域の魅力を伝える 若い世代が指揮をとる 稲美町 17 男性 

若い人が多い 

ショッピングモール 

働く所 
明石市 18 女性 

老人より子どもが多い町 

住みやすい場へ 姫路市 16 女性 

少子高齢化を減らし、子ども達がたくさん遊び回っている姿 

愛や町のサポート・支援 播磨町 18 男性 

少子高齢化をなくす 

人 姫路市 17 男性 

少子高齢化を抑える 

おつくり 明石市 17 男性 

少子高齢化の回復 

いっぱいやる 加古川市 16 男性 

少子高齢化じゃないまち 

子作り 加古川市 16 女性 

少子高齢化が少しでも改善され介護士の負担が減ること。 

所得が高くゆとりのある生活が出来る住みよい街 

地域のつながり、近所の人と仲良くする（支え

合う） 
姫路市 16 女性 

少子化を防ぐ 

育休取得を簡単にできる 高砂市 18 男性 
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出生率も回復している姿 

多世代での子育てを増やす 高砂市 16 女性 

出生率の回復。福祉関係の就職率の向上。保育所の充実。子育てがしやすい環境 

地元での就職率を上げること・住む人が増える

ように交通を便利にする 
稲美町 16 女性 

出生率が低く、子ども達は他の地域に移って結婚、子育てをしているため、お年寄

りが増えている。なので、交通機関が増え、階段がなくなり、お年寄りが住みやす

く、安心安全な世の中になる。その後に、住みやすい街として、子ども連れの家族

が増える。子どもが遊ぶ場所が増え、公園が増えるので、公園に子どもとじいさん

とばあさんが一緒にふれあえる場ができ、地域の繋がりが増えて、地域が活性化す

る。 

交通整備・子どもが遊べる大きい公園の設置 加古川市 16 男性 

出生率が回復 

多世代が産む 加古川市 16 女性 

出生率・子育てのしやすさ up。保育施設に入るためのお金減。子育てのしやすい

町にし、出生率を上げ、にぎわいのある活力のある町にする 

地域住人での交流（仲を深めることで町全体で

の子育てを可能にしたい）・子育ての悩みを相

談できる機関作成・使わなくなった幼児の服や

ベビーカーを共有できるが知らない人も多い

（もっと借りやすいようにする）公民館におく

など・親が仕事中の子の世話をボランティアで

出来るとこがあればなお良い 

播磨町 16 男性 

子どもをたくさん作り、少子化を防ぎ、若者がしっかり支えていく社会 

皆仲良く 加古川市 18 男性 

子育てが増え、出生率が回復する 

娯楽 姫路市 18 男性 

子どもの遊び場が充実している 

ラウンドワンをもっと姫路に作る 姫路市 18 男性 

子ども達が遊べる場所を増やしたい 

公園 高砂市 16 男性 

子どもが遊べるような所がたくさんある 
 加古川市 15 男性 
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保育所を増やす 
 

姫路市 17 男性 

保育所などが充実していて子育てに困らない環境 

子どもだけじゃなくて高齢者も住みやすい地域 

地域など全体が子育てを支援しようと思う気持

ち 

福祉施設などを増やしていく考え 

加古川市 16 女性 

保育士 

勉強 加古川市 15 女性 

保育園/幼稚園 

教員・保育士の増加 加古川市 18 男性 

子育てのやりやすさが充実しておいてほしい 

保育所の充実 

保育園を増設するためには、まず保育士の待遇

をもっと良くする必要があると思う。 
加古川市 16 女性 

共働きがしやすい街がいいと思いました。そのために保育所を増やし、子どもが預

けられる場所が増えていることが理想です。保育士の人数が足りないことが多いの

で保育士のメリットになるようなことも考えて欲しいと思いました。 

自分は保育士になりたいから保育の勉強をし、

たくさんの子どもの成長を支えてあげたいで

す。保育士になりたいと思う子が増えるように

何かプラスになることを作って欲しいです。 

加古川市 16 女性 

お金に困らず、子育て支援が充実しており無駄な税金をなくす。 

ただでさえ高所得者が多くの税金を支払ってい

るのに、高校授業費、高額の医療費などまで多

くとられている気がする。これらの税金につい

て考え直すべきだと思う。 

高所得者はその分社会に貢献し仕事を頑張って

いるのに、沢山の税金までとられるのはどうか

と思う。 

明石市 16 不明 

多くの教育機関や娯楽施設があり、子どもが居る家庭が暮らしやすい街。すべての

人が暮らしやすい街 

日本語だけでなく、外国語表記を多くする。 

点字ブロックやスロープを増やす 
その他 18 女性 
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くらしやすいまち 

保育所が充実している 加古川市 17 男性 

子どもが増えていき、保育所など子どもを預けられる場所が増え、女性も働きやす

い環境になっている 

保育所・保育士さん 加古川市 16 女性 

仕事と育児が両立できる 

仕事をしたいときにできる、休みたいときに休

める 

母親＋父親＋もう 1 人で子育てができたらい

い 

(親 2 人では限界がある、2 人のキャパオーバ

ー部分をカバーできるもう 1 人が欲しい) 

加古川市 15 女性 

仕事と子育てがしやすい町 

地域の繋がり・福祉、子育て・防犯・国の政策 加古川市 18 男性 

子育てのハードルの低い町、様々な職種の提案を行える 

地域における様々な職業の可視化 神戸市 16 男性 

仕事と育児の両立 

一番に勉強し職に就くこと 姫路市 17 女性 

安心して働ける 

子育てしやすい 

福祉 明石市 16 不明 

教育と仕事を両立できる住みやすい街になっていたらいい 

もっと人が集まりやすい街づくりに変えていく 明石市 18 男性 

今私たちが住んでいる東播磨地域は高齢者の割合が高く、空き巣が多いので 30 年

後は子どもの割合が増え新しい住宅が増えたらいいなと思います。 

周りに街灯がたくさんある公園 

24 時間のスーパー 

伝統行事 

高砂市 16 女性 

自分のしたいことがはっきりしていて、街には子がたくさん 

想像力 加古川市 17 女性 
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将来保育士になりたいので、子どもが安全に暮らせて、多くなってくれたら未来も

輝くようなものになるし、町全体がイキイキするような感じにしたいです 

少し治安が悪いので防犯力を上げたい・地域に

根付いた祭りなどをずっと残していきたい 
高砂市 17 女性 

自分の夢を叶えて結婚して子どももいて幸せになっていたい。子どもに我慢させた

りしないような教育がしたい 

夢を叶えるための勉強・愛 明石市 15 女性 

 

【医療】 

健康に生きる 

人の愛 明石市 16 女性 

誰もが健康で過ごせる町 

医療の場を増やす 高砂市 16 男性 

健康な町 

公園を増やす 高砂市 16 男性 

すべての人たちが健康で平和な町 

コミュニケーション 加古川市 15 男性 

地域の人同士み～んな仲良くて、毎日笑いがたえなくて、医療がものすごく進んで

いて平均寿命がすごく高くなっている。 

看護師や医療関係の人が増えないといけない 

地域の人同士、お互いに困っていたら助け合っ

て仲を深める 

高砂市 16 女性 

医療発達 

正しい判断 明石市 17 女性 

医療の発達で長生き出来る環境 

人口 高砂市 16 男性 

医療の発達 

誰もが住みやすい町づくり 高砂市 16 女性 

医療の発達 

福祉を充実させること 加古川市 17 男性 
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家が多くなっている 

医療機関も増える 

保育園や小・中など教育の場が充実 

働く人 

お金 
姫路市 15 女性 

医療費生涯無料 

  明石市 16 不明 

医療費の無償化 
 明石市 16 女性 

高齢者が住みやすい、若者が働きやすい 

医療なども十分である 

コロナなどの感染症がなくなる 
 播磨町 16 女性 

マスクをつける人が少なくなっている 
 

高砂市 18 男性 

コロナが終息している世界 

ワクチンの開発 神戸市 19 男性 

コロナがなくなる 

ワクチン 高砂市 16 男性 

コロナが収まっていてくれる 

マスクを付ける・外出を避ける 加古川市 16 男性 

コロナがおさまり、子どもが元気に遊んでいる 

住みやすい環境 高砂市 16 男性 

どのような細菌、ウイルスをも死滅、または抑制できる薬が市民病院にて設備され

ている。そのため医療がさらに発達し、多くの患者を救うことが出来る。しかしそ

の薬は市民病院でしか扱えないため、保健所やその他の病院は職を失う可能性があ

る。そのため、経済にも悪影響を及ぼしかねない。現在、日本国内で医師は約 30

万人居ると想定されるが、30 年後にはおよそ 35 万人になるだろう。そのため、医

師になるための国家試験が非常に難しくなったり、医学部の偏差値も上がるだろう 

防災対策や、バリアフリー化 明石市 17 女性 

コロナが収まって前の世界に戻ってくれれば良い 

ワクチン 高砂市 17 男性 
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不便無く生活できる 

医療の充実 明石市 16 男性 

特に不自由のない生活 

医療制度 高砂市 18 男性 

みんなが住みやすい街 

保険制度 播磨町 16 男性 

 

【高齢者・福祉】 

老人のために仕事をこなす 

定年の見直し 姫路市 18 男性 

老後も安心して暮らせる環境 

定年の見直し 姫路市 18 男性 

福祉。老人ホームで少子高齢化のせいで働く人がなくならない。高齢者に優しい 

福祉関係で働く人の確保 加古川市 18 女性 

助け合っている、高齢者が住みやすい場所 

移動式販売を増やす 高砂市 16 女性 

住宅地や福祉施設が多いと思う。高齢化が進んでいるので、高齢者が暮らしやすい

場所になっていると思う 
 

加古川市 16 男性 

自然があまり無くなり、おじいさんやおばあさんが増える 
 加古川市 16 男性 

高齢になっても元気でいたい 

地域のゲートボールとかの高齢者が参加できる

イベント 
加古川市 17 女性 

高齢者を守る 
 高砂市 18 女性 

高齢者や 30 年後だと自分の親が高齢者になっているので、介護とか高齢者の住み

やすい町にして欲しいです。 

介護施設に行かなくても家で介護できるぐらい

のより良い環境になって欲しいです 
高砂市 16 女性 

高齢者に優しい社会 

人・介護士 加古川市 17 女性 
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高齢者にもやさしい街 

高齢者が暮らしやすいような設備が充実するこ

と 
明石市 16 女性 

高齢者との関わりを持つ 

高齢者への支援 その他 16 女性 

高齢者が住みやすい町 

バリアフリーを増やす 加古川市 18 女性 

高齢者が住みやすい社会 

老人ホーム・バリアフリー 高砂市 17 女性 

高齢者がこれからも増えていくと思うから若い人たちがどんどん助け合ってボラン

ティアもして高齢者がいきいき・のびのび出来る生活にしたいです 

人、ボランティア活動 加古川市 16 男性 

高齢化の緩和 
 明石市 17 女性 

高齢化が進んでいるから高齢者の方でも安心・安全に買い物・暮らしができること 

買い物するところをもっと増やす 稲美町 16 女性 

高齢化がおこり老人ホームが増える。若い人は都市部に就職し過疎化が進むだろう

… 

土地 明石市 17 男性 

外国人を含め多くの人が集まり高齢者を大事にするようになり老人ホームが充実す

る。 

また祖父母と共生できるように各市から家の増築代を提供してもらえる。 

市の予算 

高齢の方へのアンケート 

土地 

高砂市 17 男性 

朝は挨拶が飛び交う明るい地域 

高齢者が積極的に地域活動に参加し、さみしい思いをする高齢者が少ない 

高齢者が集うことができる場所・企画を考えて

団体の設立 
高砂市 18 女性 

みんなが住みやすい場所を目指し、高齢者が住みやすいような地域 

バリアフリー 明石市 16 男性 
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まちの経済が発展して、子どもを育てるための施設などが充実していて、高齢者

や、障害者の人も暮らしやすい地域 

地域のつながり 明石市 17 女性 

高齢者や妊婦、障害の方に優しい地域 

段差をなくす、スロープ、老人施設や保育園の

充実 
加古川市 18 女性 

高齢者、障害のある人、子どもが今以上にもっと生活しやすいような環境 

今の若者の力 姫路市 18 男性 

福利厚生 

自己犠牲の精神 姫路 19 男性 

福祉施設 

くらしやすい街 明石市 17 男性 

福祉 

福祉 明石市 17 男性 

生活しやすい 

福祉の充実 明石市 16 女性 

身体障害者の人がどこに行っても不自由なく行動できる町づくり。 

バリアフリーをもっと意識する。 加古川市 17 女性 

老人も働ける世界 

定年の見直し 姫路市 18 男性 

もっとバリアフリーなどを作る 

考える力 加古川市 18 女性 

世代に合わせた保障 

お年寄りへの保障を増やす 明石市 16 女性 

生活が豊か 

福祉の充実 高砂市 18 男性 

少子高齢化が進んでいるから福祉に関心を持つ 

福祉施設 加古川市 17 女性 

交通整備がしっかりしていて、ベッドタウンとして誰もが住みやすい街になってい

て、子育てや教育が整っていて子ども達もこの地域で暮らしていたいと思ってい

る。老後のサービスもしっかりしている。 

交通網の整備・教育の発展・子育て世代の支

援・老後サービスの充実 
加古川市 17 男性 
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経済の発展を重視し、地域経済をより活発なものとする。そのために生活基盤を整

え、社会福祉を重視する。 

様々な企業の進出・インフラの整備 加古川市 18 男性 

介護 

優しさ、思いやる気持ち 加古川市 16 男性 

 

【防災・防犯】 

安全 

安全 神戸市 19 男性 

安全 

改革 加古川市 16 男性 

安全、安心してくらせる設備がそろっている 

勉強 姫路市 16 男性 

安全第一 

分からない 明石市 15 男性 

安全第一 

自分 神戸市 18 男性 

安心安全に過ごす 

地域と人とのつながり 明石市 17 女性 

安心安全にくらせる 

人 加古川市 18 男性 

安全・安心・楽しい 
 明石市 16 女性 

平和で安全 

優しい心 高砂市 16 女性 

平和で安心・安全 

住民の協力 明石市 17 男性 

暮らしやすい 

安全 明石市 17 女性 

犯罪ゼロ 

なし 高砂市 不明 男性 
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犯罪が減っている 

相手のことを考える 明石市 16 女性 

犯罪がなくなっていてほしい 

相手を思いやることとその人のいいところを見

る 
明石市 16 女性 

変質者の少ない地域になってほしい。 

教育 加古川市 19 女性 

争いをなくす 

他人を理解する 明石市 16 不明 

住みやすい街 

治安の安定 神戸市 16 男性 

事件は少なく、子供や高齢者が安心して住むことができる。 

ある程度常識を持つこと。 播磨町 16 女性 

事件が起こらない 

人が優しい 

譲り合い 

ボランティア活動 明石市 16 女性 

皆が住みやすくてホームレスなどが出ない犯罪のない街 

防犯、インフレ、デフレを抑える 加古川市 16 男性 

皆が安全に暮らせる、事故、犯罪が少ない町づくり 

1 人 1 人の意識を高めるために、災害時の動き

を確認する機会や、交通整備を強化する 
加古川市 17 女性 

皆が安心して暮らせる 

犯罪をなくすことを心がける 加古川市 16 女性 

皆が安心して安全に過ごせるまちづくり 

1 人 1 人が交通ルールを守る 

ながらスマホなどを全くしないようにする 
播磨町 17 男性 

防犯も今より強くなり、みんなが安心して 

暮らせるようにする 

お金 

民が意識をすること 
加古川市 17 女性 

防犯徹底 

警官増員 加古川市 17 男性 
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防犯対策などが行われて、安心して暮らせる町 

防犯 

安心 
高砂市 18 男性 

防犯カメラがいっぱいある 

お金 加古川市 16 男性 

防犯ができて、色んな人が充実した生活を送れる姿 

税金を無駄にしない知識のある人 加古川市 17 男性 

変な人の居ない安全な町 

お金・人 高砂市 15 女性 

平和で事件や事故がない街 

自然豊かでお店などが伝統的なものを含めて続いている文化的な街 

キレイで見た目がすっきりするような街 

しっかりした市長 

自然 

環境整備士 

加古川市 15 女性 

物価が安く、治安が良い 

人口を増やす 播磨町 17 男性 

犯罪をなくす 
 

加古川市 17 男性 

犯罪や事故が少ない安全安心な町 

交通整備・監視カメラの設置 加古川市 15 男性 

犯罪の少ないまち 

防犯への意識 高砂市 16 男性 

犯罪件数の減少 

正しい知識と人間性 加古川市 16 男性 

犯罪件数 0 の町 
 

稲美町 16 男性 

犯罪がなくなることはないかも知れないけど犯罪のない地域にしたい 
 加古川市 17 男性 

犯罪が少なく、安全に住める。地域の行事も多い 

地域の人々の繋がり 加古川市 17 男性 

犯罪が少ない町にする 

防犯対策 加古川市 16 男性 
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犯罪０のまち 

警察官を増やす 加古川市 16 男性 

治安が良く老若男女が住みやすい 

バリアフリー化＆公園などの施設 加古川市 16 男性 

町が賑わって信号無視やルールを無視するやつがいない町になって欲しい 
 加古川市 17 男性 

誰もが安全で暮らしやすい環境 

交通整備・警察の取り締まり・百貨店などの設

置 
高砂市 17 男性 

楽しくご近所とも仲良く過ごしたい。 

犯罪なしの町 

ご近所つきあい 高砂市 17 女性 

それぞれの地域がみんな仲良く、幼い子から年配の方までがみんな安心して、幸せ

に暮らすことができる。 

防犯、災害なし、福祉、子育て支援、障がい者

手当 
高砂市 17 女性 

住みやすい町 

犯罪防止・防犯 加古川市 17 男性 

人口が多い 

犯罪率０％ 

自然と建物が両立している 

学校が多い 

治安が良い 

人 

悪くない人 

自然 

学校 

交通環境 

加古川市 15 男性 

様々な年齢の人がより安心して暮らせる 

安全対策など 高砂市 18 女性 

子どもから高齢者までたくさんの人が暮らしやすいまち 

安全性 加古川市 17 女性 
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子どもから高齢者まで、色々な世代が安心して暮らせる地域 

防災・防犯・施設の充実 加古川市 17 女性 

暮らしやすい町 

安全 加古川市 16 女性 

大人と子どもも安心して暮らせるような町づくりが大切 

地域の人と協力 姫路市 16 女性 

安全で住みやすい街 

防犯対策をしっかりする 姫路市 16 女性 

安全・安心な町で、経済環境も良い 

防犯対策を強化する 稲美町 17 男性 

安全 

防犯 高砂市 17 男性 

安心して暮らせる町 

犯罪数を減らす 加古川市 17 女性 

安心して暮らせる 

治安維持 加古川市 15 女性 

安心安全な町 

信号を増やす 高砂市 16 男性 

③で書いたこと（犯罪が少なく、警察も事件などにすぐ対応でき、治安が良いこ

と）に付け加え、娯楽が多い。模型店など、大人、子どもに人気の店が多い 

土地・金・資材・人材・まともな県知事 加古川市 17 男性 

３０年度は明るく安全なところになっていて欲しいです。昼などは人が多く優しい

人が多く見えるけど、夜はバイクや車の音など少し良くない所があるのでそこがな

くなれば良いと思っています 

夜の外出を控える・電気自動車のような静かな

車などに変われば良いと思います 
明石市 16 男性 

災害や事件などが少ない安全で安心して暮らせる場所。 

地域の活動がさかんで子供たちも参加できる楽しい場所。 

イベントを多くする 明石市 17 女性 

安全 

安心 

防犯対策 

防災対策 
明石市 16 女性 
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安全 

防災、防犯 明石市 16 女性 

皆が安心・安全に暮らせる地域づくり 

地域の人との交流 加古川市 16 女性 

防犯、防災に優れていてくらしやすい町 

人権 高砂市 16 男性 

防犯、防災が整っている町 

防犯 姫路市 16 男性 

防災を重視して、町ぐるみの防災訓練を頻繁におこなう。避難場所を増やしたり、

ハザードマップをたくさん設置していて、備蓄品は避難所にたくさん置いている 

防災 高砂市 16 女性 

防災、防犯がしっかりしている 

呼びかけ 加古川市 18 男性 

防災、防犯がしっかりしている 

呼びかけ 加古川市 18 男性 

フリースペースが増えている 

防犯、防災がしっかり整備されている 

お金、しっかりとした需要 明石市 17 男性 

住みやすい町、防犯、防災 

色々な対策 高砂市 16 女性 

災害や犯罪が少なくみんなが平和に生活出来る暮らし 

防災、防犯 高砂市 15 男性 

災害や犯罪が少ない 

不自由のない生活 明石市 17 男性 

災害に負けなく、犯罪の少ない、色々な世代にとって住みよい町 

スーパーコンピューターによるシミュレーショ

ン 

技術者 

思いやりの心 

加古川市 16 男性 

災害がなくて犯罪がないのが理想 

防犯カメラ増やしたり、津波対策 加古川市 15 女性 

災害が少ない。どの年代も暮らしやすい町。事故が少ない町 

保育所や教育機関の充実・福祉施設の充実・道

路、公園、公共施設の整備 
高砂市 17 男性 
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くらしやすいまちづくり・若者と高齢者がともに住みやすい町にする・防災や防犯

を意識して地域の人の交流を増やす。 

スーパー・薬局・病院 姫路市 15 女性 

お年寄りも子どもも安心安全にくらせるまち 

防災、防犯、地域のつながり、環境、地域外と

の交流 
加古川市 17 女性 

安全で住みやすい街。賑やかな街 

防犯・防災・にぎわい 高砂市 17 男性 

安全、安心なまちづくり 

道路の管理、防災訓練、地域の人たちとの触れ

合い 
姫路市 16 女性 

安全 

防災、防犯 高砂市 16 男性 

安心安全に過ごせる地域 

防災・防犯対策・地域の繋がり 播磨町 17 男性 

安心安全で暮らしやすい町 

防犯や防災をすることを今以上に呼びかける 高砂市 18 男性 

30 年後はもうちょっと災害を減らし自然豊かな町になって欲しい 

1 人 1 人が火事を起こさないように気をつける 神戸市 17 男性 

地域の人がみんな仲良い 

災害も起こりにくい場所 

一人一人が心がける 加古川市 15 女性 

災害が起こっても被害があまりなく、安全に暮らせる街 

地域の人みんな協力できる、暮らしやすい街 

建物の強化 

参加しやすい行事 

大人も子どもも楽しめる行事 

加古川市 15 女性 

防災を重視？とても災害に強く、災害が起きても被害を少なく出来るような場所 

防災資金・災害に関する知識・防災意識 加古川市 15 男性 

防災など対策がしっかりしていること 

災害に対する知識と意識 加古川市 18 男性 
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防災設備がちゃんとしている 

災害がきても安心して暮らせる 

災害についてよく知り、どんなことをしたら安

全に過ごせるか考える 
加古川市 16 女性 

防災がしっかりしていて、安全で平和な暮らしを送ることが出来る 

地域の取り組みに積極的に参加する 高砂市 17 男性 

災害の被害が少ないまち。南海トラフがきてもすぐに復興できる、エネルギーに満

ち溢れたまち。 

耐震工事、防災・避難訓練、地域の人との繋が

り作り 
明石市 16 女性 

災害ゼロ！ 

環境の改善 明石市 16 男性 

災害が少なく暮らしやすい町 

災害対策 明石市 15 男性 

恐らく少子高齢化による過疎化が進み、東京などを始めとする都市部への流出によ

り、人口が減っていくと思われる。また、南海トラフ巨大地震により 東播磨地域

には震度 6 強から震度 5 弱の地震が来るので防災に力を入れるといいと思う。 

防災施設の新設、改良 明石市 17 男性 

皆が安心して暮らせて、災害などの被害も少ない町になって欲しい 

仕事を高い給料にしたり、地域で防災訓練をし

たりすれば良いと思う 
加古川市 17 男性 

兵庫県は近い将来、大きな地震が来ると聞いたので災害に強い県にし、災害によっ

て家を失う人や、亡くなってしまう人を少なくする 

資金 加古川市 16 男性 

強い地震に襲われて、その後道がきれいな状態で復興する。防災意識が強くなる。

建物が新しくなっている 

地震・防災 加古川市 15 男性 

どんな災害に対しても臨機応変に対応出来る 

地域の人が一人ひとり支え合う 

環境を守りながら自由もある町 

防災力（地震、津波などいつ起きるか分からな

い災害への徹底された防災） 

地域活動を適度に行ったり、地域でのアンケー

トを行う 

加古川市 16 男性 
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誰もが住みやすく、災害の対策がしっかりしたところ 

災害が起こったときの対策をしっかりし、経済

を成長させる 
高砂市 16 女性 

自然豊かで災害が少ない 

地域住民の仲が良い 

防災力や地域行事 稲美町 16 男性 

自然災害に対策がされ、災害がなくなる 

大きなお店ができて活気のある街 

津波などに備えた大きな建物 高砂市 16 女性 

自然災害などにまきこまれず安全に暮らす 

生きること 加古川市 16 女性 

地震などの災害が起きても命を落とす人は居ない安全な暮らしがしたい。 

大人も子どもも楽しく安全に暮らしたい 
 高砂市 18 男性 

災害もなく安心安全 

地域の協力 加古川市 16 女性 

災害への対策が十分できていて、地域で毎年たくさんのイベントをしてみんなが仲

良く暮らせる 

イベントや行事への参加 加古川市 16 女性 

災害は一度もおきず産業の安定 

環境の整備 高砂市 15 男性 

災害の被害が少ない 

科学の進歩 高砂市 16 男性 

災害のない安心できる地域 

自然を大切にする 姫路市 18 男性 

災害などが少なく起きた場合には、充実した準備が整っている姿 

災害が起きたときに地域でするべきことを考え

る 
高砂市 18 女性 

災害などが起きずに、どこの地域に行っても格差がないこと 

住民の比率 加古川市 16 男性 

災害とかにも強くて交通の便がよくなってほしい 

暮らしていて安心できる町 

防災、防犯対策 

交通網の整備 
加古川市 16 男性 
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災害対策をしっかりとして、急な災害が起きてもすぐに対応できるような皆が安全

に暮らせる町にすること 

1 人 1 人が防災についてよく理解しておく 高砂市 16 女性 

災害時とかに住民を守れるように大型シェルターが出てくるようになる 

お金・経済力 高砂市 16 男性 

災害がない平和なくらし 

防災 加古川市 18 男性 

災害が少なく、安心して子育てができることや、高齢者の人たちも安心して暮らせ

る町 

防災、人とのつながり 加古川市 18 女性 

災害が少ない街、キレイな街、住みやすい街 

環境保持 加古川市 16 男性 

災害が少ない暮らしやすい町 

防災 加古川市 16 男性 

災害が起きても対策できる町 

デパートがたくさん 

ハザードマップ 

土地 
播磨町 17 男性 

安全で暮らしやすい町の姿 

防災訓練 加古川市 17 女性 

交通機関がもっと便利になっていて、災害にも耐えれる安全・安心に過ごせる場所 

交通機関の復興、道路や建物を強くする 姫路市 16 女性 

交通が便利で防災対策がしっかりしている街 

田舎すぎず都会すぎない場所 

交通網、防災 加古川市 16 女性 

 

【自然】 

野生動物の居場所を作る 

木、山を作る、森、林、植物、静かな場所 明石市 18 女性 

野生動物がたくさんいられる環境づくり 

緑を豊かにする 加古川市 16 男性 

緑が多く虫や魚が居る 

田んぼを建物に変えすぎない 姫路市 16 女性 
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大自然 

環境保全、地域民からの理解 播磨町 16 男性 

人間とその他の生物が縛られることなく弱肉強食のない共存出来る世界。 

人間が他の生物を縛り付ける行為をやめる 明石市 15 男性 

森林を残し、自然があってほしい 

むやみに木々を倒さない。 明石市 18 男性 

植物もあって色んな人が暮らしている地域 

植物も残しつつ家や店を建てて交通手段もたく

さん作る。 
明石市 17 男性 

自然豊かで綺麗な町 

清掃活動 稲美町 16 男性 

自然豊か、ゆったりした生活を送る 

自然保護 明石市 15 女性 

自然豊か 

農業 神戸 16 男性 

自然豊か 

努力 神戸市 15 女性 

自然豊か 

緑の維持、および少し増殖 明石市 16 男性 

自然な豊かさが守られている街 

環境保護 神戸市 16 女性 

自然と共生する社会。高齢者が少ない。 

地球の自浄作用に期待。 その他 16 不明 

自然が豊か 

自然と共存 神戸市 18 男性 

自然が多い 

お金 明石市 16 男性 

現在の自然がそのまま引き継がれる 

環境保全 明石市 17 男性 
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豊かな自然環境が残り、生態系サービスを持続的に受けることが出来る 

農村部の人口減少をできる限り抑える 

生物多様性の保全、また、それを推進したり活

動していく人材を育成する 

農業の活性化 

その他 18 男性 

山など自然を保存する 

自然環境を大切にする 高砂市 16 男性 

緑を多く保っていたい 

木、花 播磨町 16 男性 

緑が多い 

木を植える 加古川市 17 男性 

緑があって豊かな町 

木を植える 姫路市 16 男性 

自然をより多くなる 

自然を守る 高砂市 17 男性 

自然豊かに 

緑を増やす 加古川市 17 男性 

自然豊かな町 

植物 播磨町 17 男性 

自然豊かな町 

木、森、川 高砂市 18 女性 

自然豊かな街 

環境問題を改善する 高砂市 15 女性 

自然豊か 

自然保護活動 加古川市 16 男性 

自然豊か 

道路の舗装 高砂市 17 男性 

自然豊か 

労働力 加古川市 15 男性 

自然と人々が共存している 

住宅地域と自然の区別をはっきりさせる 高砂市 17 男性 

自然 

犯罪率の低下 加古川市 17 男性 
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自然 

活性化 高砂市 17 女性 

自然に囲まれたい 

公園や森林などの緑豊かなもの 姫路市 17 男性 

環境が豊か 

人々の交流 加古川市 15 女性 

今のままで良い。緑と公園を残して欲しい 

公園 播磨町 18 男性 

自然重視、植物をたくさん育ててそう 

町をきれいにする 姫路市 18 女性 

自然環境が豊かな地域 

木や森、畑などをなくさない 加古川市 16 男性 

自然が豊か 

木・川 加古川市 16 男性 

自然がたくさんある 

二酸化炭素を減らす 加古川市 17 男性 

今よりもよくなっていて欲しい 

環境を良くする 高砂市 16 男性 

空気がきれいで緑がたくさんある・自然豊か 

緑を増やしていく 加古川市 16 女性 

もっとキレイな海にしてほしい 

工場の海に流すゴミを減らしつつ一人一人の意

識を高める 
高砂市 16 男性 

海が近いのでもっと自然を大切に 
 加古川市 16 女性 

自然豊かで平和 

自然豊かで平和 加古川市 16 男性 

自然豊かで住みやすいところ 

ゴミを道ばたに捨てたりしない 高砂市 17 女性 

自然豊かで色々な人が住む 
 

加古川市 16 男性 

自然豊かで安心安全 

ポイ捨てしない・防犯呼びかけ 高砂市 16 男性 
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自然豊かであちこちから笑い声が聞こえて平和な町 

地域の人たちとのつながり 加古川市 16 女性 

豊か 

環境づくり 稲美町 17 女性 

誰もが住みやすい環境 

環境整備 高砂市 16 男性 

誰が来ても住み心地の良い、見ていて心が癒やされる街 

１人１人が街をきれいにするという強い心を持

つこと 
加古川市 17 男性 

楽しく暮らしたい 

環境 加古川市 16 男性 

住みやすい町 

自然 高砂市 15 女性 

住みやすいところに家族と住む 

環境づくり 播磨町 16 女性 

暮らしやすい町 

自然 明石市 19 女性 

暮らしやすい町 

自然 姫路市 16 女性 

暮らしやすい 

自然 高砂市 16 男性 

自然豊かで暮らしやすい地域 

住んでいて気分が良い 

毎日が楽しい 

自然、緑を残す 

人々の仲が良い 
加古川市 16 男性 

自然豊か・自由 

自然を大切にする・伝統を守る 加古川市 17 男性 

今と変わらず自然、田んぼ、畑がある環境で高齢者も暮らしやすいところであって

ほしい。 

子どもが遊ぶ公園や自然が沢山あることを願っている。 

福祉、地域医療、子ども 加古川市 40 代 女性 
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暮らしやすく子ども達が自然を目にしながら育っていける場所 

交通をさらに便利に 加古川市 17 男性 

子供の数が増え、それとは別で良い農村風景や自然環境は綺麗なまま残っていたら

いいなと思います。 

その町で育った人に対するサービスなどで育っ

た人を子育てする時にはもう一度東播磨地区に

帰って来て貰えるようにすること 

働ける場所が多いこと 

高砂市 16 男性 

子ども達が自然を使ったり、農業を学んだりする環境を作れるような 30 年後が良

いと思いました 

公園などにお花を植えたりなど環境が良くなる

ようなところを作るべきだと思います。 
神戸市 16 男性 

自然に溢れていて、子ども達が安全、安心に暮らせる暖かい地域の姿 

今の中高生が将来戻ってきて、身につけた能力

を発揮すること 
姫路市 17 男性 

住宅街が増えても、子どもたちがふれあいやすい距離に自然が残っている子どもが

多い 

まちおこし 加古川市 15 女性 

街並みがきれいで、緑も多くて家族が住みやすい 

植物 明石市 15 女性 

緑と子どもが自然にふれあえる場所が多い 

木、緑 高砂市 16 男性 

子どもも大人も楽しめるイベントがたくさんある 

自然に囲まれて農業を体験したり自然と触れ合いながら子どもと過ごせる 

イベント 

田んぼ 
加古川市 18 女性 

今の自然が守られており、環境と暮らしを身近にさせる為に自然のある所でイベン

トを開き、親子共に楽しめる地域にしたいです。 

チラシ配り、地元の店頭などに協力してもらい

広めてもらう、HP での宣伝 
高砂市 20 代 男性 

30 年後も自然や農地がほどよく点在し、穏やかな雰囲気で子育て世代も高齢者も安

心して暮らせる町であってほしい 

福祉施設の充実（高齢者サポート、保育所とも

に） 

畑や田んぼをしている人に対するサポート 

播磨町 30 代 女性 



120 

 

子供がのびのび育つ場所や高齢者の方でも過ごしやすい場所など誰もが快適にすご

せて自然が豊かな街 

交通 

娯楽施設 
明石市 17 男性 

子どもから大人、高齢者の人々が暮らしやすく、自然豊かな姿 

施設を整える、イベントや活動を定期的に開催

する。 
高砂市 17 男性 

緑が道にあふれ、高齢者や子ども達が安心して暮らせる社会 

高齢者や子ども達のために防犯を意識し、ゴミ

などはしっかりゴミ箱に捨てる 
姫路市 17 女性 

緑がたくさんあり、自然豊かで交通も便利で誰でも快適にすごせる 

緑、海、電車 姫路市 16 男性 

緑の多い暮らしやすい町 

街路樹 加古川市 16 男性 

緑が豊かでみんなと仲良くなる 

植物を植える（ディズニーランドみたいな） 加古川市 16 女性 

環境に配慮した暮らしができるシステムが作られていて、そんな暮らしがしたいと

思っているいろんな世代の人が集まって暮らしている。だから色んな考えの人が集

まるし、穏やかな雰囲気を好む人も多くなる。経済や利便性はとても便利というわ

けではないけれど、雰囲気などから移住したいところの候補として注目される。 

自然と調和した再開発、ゴミやプラスチックの

使用料を減らす取り組み、分別のルール、移住

してくる人との架け橋、交通 

加古川市 16 女性 

豊かな自然に囲まれながら、高齢者から若者まで幅広い年代が助け合い、楽しく暮

らしている姿。 

経済開発ばかりを考えるのではなく、自然と人

間の生活のバランスをとっていくことが大切。 
明石市 16 女性 

自然と人が共生し、ほどよく暮らせればそれでいい社会 

ホワイト企業 明石市 17 女性 

自然が豊かで、人々が暮らしやすい 

子育て支援 高齢者支援 自然保護 神戸市 17 女性 

自然を重視しており、生き物を大切にし、活力に溢れる町 

工業が盛んな分、緑が少なく、自然な生き物が

少ないので、不足している分を補うべき 
加古川市 15 男性 
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自然も豊か、若者がたくさん遊べるようなスポット 

環境、まちおこし、流行を取り入れる 高砂市 18 女性 

自然の多い町。最低限のスーパーなどはあるが緑多め 

苗など緑を管理する団体 高砂市 18 女性 

自然との共生を重視。緑を増やして心がやすらぐ街づくりに励む 

自然を大切にする心 高砂市 16 男性 

自然が多くて生活しやすい町 

自然を増やすこと 

交通インフラを整備すること 
加古川市 16 男性 

自然が多く、高齢者や子どもが過ごしやすい生活が出来る 

商工業やまちづくりだけを重視するのではな

く、地域での繋がりをもっと増やす 

交通整備がしっかりしている 

加古川市 15 女性 

自然があり、伝統豊かな町を継続させたい 

自然 高砂市 18 男性 

色々な世代が楽しく生活ができて、緑が多く自然環境が良く、スポーツが盛ん 

他地域からの引き入れ 加古川市 16 男性 

みんなが支え合って自然と生きる共生社会 

自然を愛し、自然に愛されること 稲美町 16 男性 

綺麗な街 

街の人の手助け 明石市 17 女性 

町が豊かでもそうじゃなくてもきれいな町 

町を大切にする気持ち 稲美町 18 男性 

とってもきれいな町 

協力 明石市 16 女性 

きれいな町になり、必要な施設が増えている 

道にゴミのポイ捨てをやめて、地域の人たちが

協力をして掃除をする 
加古川市 18 女性 

きれいな町 

やる気 姫路市 17 男性 

きれいな町 

やる気 加古川市 16 男性 
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きれいな町 

多くの金と人の力 姫路市 18 男性 

きれいな町 

お金と人の協力 加古川市 18 男性 

きれいな環境で、とても住みやすい地域になっている 

１人１人が協力すること 稲美町 16 男性 

環境が良く、道がきれい 

色んな人が他人のことを気遣うことができたら

いいと思います。 
姫路市 17 女性 

再生可能なエネルギーの供給率を高めて、CO₂削減に取り組むために電気での生活

を一般化していき、さらに欧米諸国と連携を取って、さらに国際的な地位を高めて

いく。他国とのコミュニケーションは AI にできないので良いと思う！！ 

失敗→失敗は成功の最高の近道 神戸市 17 男性 

ゴミが捨てられてない町（ポイ捨て） 

自分自身もポイ捨てしない 高砂市 17 男性 

より環境に優しい社会 

よりゴミを減らす活動 加古川市 16 女性 

廃棄物をきれいに流せる 

工場 明石市 16 男性 

排気ガスの減少 

電動自動車などの増加 その他 16 女性 

車の排気ガスが出てないような社会 

ゴミを捨てない（1 人 1 人が協力） 高砂市 15 男性 

自然も残しつつ、経済発達を考える 

自然と住宅や工場などの比例 加古川市 16 男性 

自然とデジタルの調和のとれた姿 

住みにくくはなく、それでもって自然を忘れない町 

交通網・雇用・緑 加古川市 17 男性 

自然もありつつ経済も発展している。 

住みやすいまちづくり 明石市 15 女性 

都会と田舎が丁度よく混ざりあって生活が便利であり、自然豊かでもある。 

過度すぎない交通機関の整備 明石市 16 女性 
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森林と近未来の共存 

水、緑 加古川市 18 女性 

経済発展し、環境も良い 

人 加古川市 17 男性 

 

【農業】 

東播磨の緑を活かした、農業や地域産業を活発におこない、東播磨の特産物を日本

中に広めて東播磨地域が生き生きしている姿 

農家を増やすこと 稲美町 17 男性 

農業が発展してほしい 

労働者を増やす 稲美町 16 男性 

 

【テクノロジー】 

30 年後東播磨で「空飛ぶ車」が開発される。 

これにより流通が盛んになり、商業が発展し、ゴミの「不法投棄」が問題になる 
 明石市 15 男性 

空飛ぶ乗り物 

開発 明石市 18 男性 

空をもっと利用している 

お金・優秀な発明家・スポンサー 加古川市 17 男性 

空飛ぶ車 

科学技術の発達 明石市 16 女性 

空に車が飛んでいてハイテク技術が進んでいる 

みんなが一つになって平等になる 加古川市 16 男性 

空飛ぶ車 

舞空術 高砂市 18 男性 

車が宙に浮く 

技術の発達 高砂市 16 男性 

車が浮いている 
 

高砂市 18 男性 

車が浮いている 
 加古川市 16 男性 
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浮いている車で移動する 

彼女 加古川市 16 男性 

空飛ぶ車を作る 

お金・知能 姫路市 16 男性 

空飛ぶ車に乗る 

技術向上 姫路市 17 男性 

空飛ぶ車、電車、自転車 

選挙にしっかり行くこと 明石市 17 男性 

まず空飛べる乗り物に乗れるようになって、（タケコプターが望ましい）など、宇

宙人と共存できていると良いですね。 

宇宙船を作る・宇宙人に道具を貸してもらう・

宇宙人と条約を結ぶ 
姫路市 18 男性 

タイヤがない車に乗る 

知能と技術 加古川市 16 男性 

車自動、家自動、食べ物を注文したらすぐ来る 

気持ち・根性 稲美町 17 男性 

交通事故がない町を作るため、交通の強化。止まるところでブレーキを踏まなくて

も止まり安全に操作してくれる。自分でブレーキを踏んで止まることも出来る。人

が突然来ても止まる 

高い知識と高い技術とたくさんの金とたくさん

の人 
明石市 18 男性 

どこでもすぐ行ける 

自動運転の乗り物 加古川市 17 女性 

車が自動操作 
 播磨町 18 男性 

ハイブリッドが進んでいる 

施設を増やす 加古川市 16 男性 

地震が起きた瞬間に建物が浮く 

健康で生きていること 姫路市 16 男性 

手助けロボットの活用 

金 姫路市 16 男性 

一家族に一つ家事などをやってくれるロボットを置けば良いと思う。 
 

播磨町 16 男性 
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仮想世界に行けるようにする 

技術 高砂市 16 男性 

学校から今の作りの机と椅子が消える。新しい考えや研究をよく取り入れる。行政

は隠し事をしない 

大学に力を入れる・市役所 LIVE 明石市 17 その他 

オール DX 化！ 

各家庭にインターネットの通信整備 加古川市 18 男性 

デジタル化が進んでいる。多くのことがインターネット上で行われる分福祉や地域

医療なども連携強化。教育もデジタル化が進む。職業は少なくなる。 

機械化 明石市 17 不明 

デジタル化が進んでいる。現金を持ち歩かない。カフェが充実。子育て保証が手厚

い。学校などの設備が整っている。 

デジタル化を進める。 明石市 17 女性 

デジタル化が進み、誰も取り残さない地域づくりが進み、雇用が増大し生活レベル

が向上する。 

デジタル化 

地域共同体の再構築 
その他 17 男性 

デジタル化が進んで学生や高齢者や障害者も活発に活動できる 

バリアフリー・AI 明石市 18 女性 

デジタル化。華やか。イベントあり 

お金 稲美町 16 女性 

AI の有効活用 仕事のデジタル化 在宅ワークの充実 

企業理解・住民理解 明石市 17 男性 

現代は AI を使って生活している所が増えてきた。なら、ホテル等に AI を導入し、

掃除、届け物等をさせることが出来るなら、より経営効率が良くなると考える。最

近ではプログラマーやクリエイターが増えているからそれを利用していける。別の

仕事ではパワハラ等があるから定期的に視察に来る人が来る 
 加古川市 16 男性 

AI を使った仕事を増やしたい 

勉強 加古川市 16 女性 

AI がどんどん発達して会社などでも活用できるのが理想の姿 
 高砂市 15 女性 
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AI がほどよく共存する世界 

AI の制御。技術をゆっくりと進歩させる 高砂市 17 男性 

AI 共存 

協力 加古川市 18 男性 

人工知能が発達 人間と AI との共存  

テクノロジー 科学技術の発達 神戸市 20 代 女性 

人間と AI が共生している 

情報技術は進化するが、AI に乗っ取られないギリギリのレベルまで 

それぞれ個人での理解 神戸市 16 女性 

人と AI が支え合いながら共存している 

人の労働力 加古川市 16 男性 

AI が家事をしてくれる 

分からない 加古川市 16 男性 

全員が職に就き、基本的な作業は AI がする。VR 化が進み仮想空間の仕事が増える 

金 加古川市 17 男性 

AI が発達して仕事がなくなるということになってほしくない 

技術 加古川市 16 男性 

職のほとんどが AI、自動化 

時間 明石市 18 男性 

人間が楽をしていく時代 

AI（人工知能）の発達 姫路市 17 男性 

AI が 8 割をしめて人々の仕事がなくなってしまう 
 高砂市 18 男性 

AI と結婚 

社会の向上 加古川市 16 男性 

AI と結婚 

愛 加古川市 16 女性 

AI と結婚 

I 高砂市 16 男性 

全自動 

勉強 明石市 17 男性 

24 時間無人営業 
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IT の発達 明石市 17 女性 

周りにロボットまみれの町 

金 明石市 18 男性 

人々が活発的に活動できる世界 

テクノロジーが人々を助ける世界 

新しい技術 

町おこし 

自由 

個人の尊重 

明石市 16 男性 

情報技術が発展して色々な情報が適切に処理され、経済や生活など様々なことが豊

かになる。 

健康、安全、失業率の低下 明石市 16 男性 

もっと技術が進みハイテク化したまち 

  明石市 15 男性 

すべての世代の人が暮らしやすいようハイテクなものを取り入れて近未来な町づく

り 

ハイテク産業を取り入れる 高砂市 16 男性 

スーパーシティのような最先端なものが街中に溢れかつ、高齢者なども快適に暮ら

せるような最先端と住みやすさを両立した経済的にも豊かなまち。 

最先端なものを積極的に取り入れていく姿勢。

また、それをしようとする若者。 

そのような会社や研究所を呼ぶ。 

高砂市 17 男性 

収入安定重視。次世代の町に住みたい。常に未来に進みたい 
 加古川市 16 男性 

近未来化 

発展 加古川市 18 男性 

技術が発達 

技術 明石市 16 男性 

色々な物が進化していってほしい 

お金 稲美町 16 男性 
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あらゆる科学力が発達し、それを利用した物をつくる。 

技術も発達。交通や買い物にも新たな手段が増える。全体的に発達する 

さまざまな技術の発達、人手 高砂市 16 男性 

IT 技術を活用したシステムと人との繋がりが高度に融合した地域 

IoT・AI・電子決済システム 加古川市 17 男性 

便利で暮らしやすい 

デジタル化 明石市 16 男性 

住民の所得が高く安全な街 

IT 化を進める 明石市 16 男性 

楽したい。したいことが出来る 

科学の力 加古川市 16 男性 

不便なし 

デジタル化 加古川市 17 男性 

住みやすい町 

デジタル化 加古川市 17 女性 

AI が壊れる 

ハッカー 高砂市 16 男性 

瞬間移動・行きたいところにすぐに行く 

技術 加古川市 16 女性 

どこでもドア 

ドラえもん 明石市 16 男性 

スペアポケットが欲しい 

技術 姫路市 15 男性 

ドラえもんで見る感じの便利な道具がたくさんある世の中 

AI 播磨町 17 女性 

どこの都市もそうだが人間の仕事のほとんどを AI がやってしまう時代になると誰

かが言っていた。 

しかしまだ人間にしか出来ない仕事があるのではないか。 

心の温かさをもった人間だからこそ出来る仕事が。 

人間 高砂市 17 男性 

ロボット×自然 

出来が良い頭 姫路市 16 男性 
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【交通・公園】 

笑顔が溢れている 

公園を増やす 神戸市 17 不明 

もっと外で遊べるところを増やす 

自然 加古川市 18 男性 

子どもも大人も楽しめるまちづくり 

アスレチックなどの遊具や施設 加古川市 16 男性 

皆が遊べる公園を作る・走れるところを作る 

お金・権利 加古川市 17 男性 

バスケットボールコートなど屋外コートを増やして欲しい 

お金・土地 加古川市 16 男性 

体育館が多く欲しい 

お金を集める 加古川市 16 男性 

スポーツを楽しめる施設が充実している 

場所が必要・お金が必要 加古川市 16 男性 

スポーツが盛ん 

グラウンド 明石市 17 男性 

子ども達が遊ぶことの出来る場所があって欲しい 

遊ぶことの出来る広大な土地が必要 高砂市 17 男性 

子どもが遊べる場所がたくさんあるところ 

土地をもっと遊び場に使う 高砂市 18 男性 

大きい公園などたくさん増やして、多くの子どもが自由にスポーツが出来る環境を

増やして欲しい 

土地・お金 加古川市 17 男性 

いっぱい公園やスポーツ公園などがある 

運動神経 加古川市 16 男性 

東京並みのインフラ整備 

金 明石市 16 男性 

交通整備 

ボランティア 加古川市 17 男性 

交通機関を増やして欲しい 

分らない 加古川市 18 男性 

くらしやすくて交通インフラが整っている 
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デジタル化 播磨町 15 男性 

住みやすい 

インフラ整備 播磨町 16 女性 

交通の便がいい街 

交通整備 神戸市 16 女性 

交通が便利な町に住む 

交通網 加古川市 16 女性 

交通が便利で遊ぶ場所がたくさんある 

交通機関 加古川市 16 女性 

交通が便利 

公共交通機関の発展 その他 20 代 女性 

住みやすく暮らしやすく、交通も便利。 

交通の改めて点検、工事。 加古川市 17 女性 

利便性が良い。暮らしやすい 

交通インフラの整備・住人同士で話し合える広

場 
明石市 18 男性 

誰もが住みたいと思える場所 

交通をよくする 姫路市 15 男性 

暮らしやすい町 

交通インフラ整備 明石市 17 不明 

暮らしやすい 

交通機関の整備 明石市 16 不明 

もっと交通が便利で都会にしたい 

お金 姫路市 17 女性 

住みやすく、交通の便が発達していて都市部にアクセスしやすいベッドタウン 

商業施設・交通インフラ 高砂市 16 女性 

住みやすい住宅地域 

交通 明石市 18 男性 

高齢者の方や外国人の方でも住みやすい 

交通をもっと便利にする 加古川市 16 男性 

交通を便利に! 
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資源 加古川市 15 男性 

交通網が豊かになる 

お金・人々の協力 加古川市 15 女性 

交通面が便利になる 

今と変わらないところも残す（良いところ） 

緑を残して新しい道をつくる 加古川市 15 女性 

交通の便を増やす 

お金 加古川市 16 男性 

交通の便が良く、若い人たちも地元愛に溢れている町 

駅前を明るく、賑やかにする高い建物や商業施

設を増やす 
高砂市 17 女性 

交通の便もしっかりとあり遊ぶ場所も多く、学びや遊びのどれもやりやすいところ 

交通インフラ、娯楽 加古川市 18 男性 

交通整備が整っていて学校に通いやすい 

交通整備・学生にアンケート 加古川市 17 女性 

交通手段をもっと便利にして欲しい 

お金 加古川市 15 女性 

交通手段の増加 

住民増加 高砂市 17 女性 

交通手段がもうちょっと増える 

色んな世代の人が楽しめる娯楽施設をつくる 高砂市 18 女性 

交通手段が便利になっている 

多くの人々 加古川市 17 女性 

交通機関を便利にしたい 

交通技術の発展 加古川市 17 男性 

交通機関が充実している・住みやすい 

交通機関 明石市 16 女性 

交通機関、道路、交通ルールの進化 

土木や建築。機会、電気の様々な企業の進化 姫路市 17 男性 

交通が便利になる 

工事する人 加古川市 18 男性 

交通が便利で皆が自分のしたいことを好きなように出来る 
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交通・教育・文化 明石市 16 女性 

交通が便利で暮らしやすい町 

お金、人口 高砂市 15 女性 

交通が便利。空気がきれい 

発展・地球温暖化予防 加古川市 17 男性 

交通が便利 

お金と上の行動力 姫路市 16 男性 

交通が便利 

人の知識・金 明石市 17 女性 

交通が便利 

JR と山電が協力する 高砂市 17 男性 

交通が発達し人が集まる活気ある都市 

交通網の整備 加古川市 16 男性 

交通インフラが通って様々な施設がある町 

インフラ整備 加古川市 17 男性 

暮らしやすく、交通が便利 

都市改革 高砂市 18 男性 

くらしやすい町にする 

交通機関 加古川市 16 男性 

インフラが整っている 
 

高砂市 17 男性 

今よりもう少し商業が盛んになっていて、交通の便も多くて、移動手段が増えてい

たら良いなと思います。 

お金と人が必要だと思います。 高砂市 17 女性 

安心して過ごすことができる 

交通インフラもしっかりして生活しやすい 

交通インフラをもっと整備したら良いと思う 

災害対策がしっかりしている 
加古川市 17 女性 

30 年後はもっと交通手段が便利になって欲しい 

交通の便を増やす 姫路市 17 女性 
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30 年後には新しい交通機関が発達していると考える。そうすることでここからで

も、移動することがより楽になると思うから。移動がスムーズに行えることで無駄

な時間を省き、何に対してもすぐに対応することが可能になるから 

そのような施設をしっかりと設け、保育士のな

り手を増やしたり、現在おこなわれているお得

な制度の実施を続けていく 

明石市 16 女性 

電車の本数を増やす 

電車の本数を増やす 加古川市 16 女性 

交通手段が増える(電車等) 

お金 明石市 16 女性 

リニアモーターカー 

選挙 不明 17 男性 

もっと交通が便利になっていてほしい 

電車等の本数 明石市 17 不明 

便利な場所 

電車をもっと通す 稲美町 18 男性 

電車の本数をもっと増やして欲しい 

電車の本数をもっと増やす 高砂市 16 女性 

だれもが不自由なく暮らしやすい所 

道だったら平面にする。（でこぼこ×） 高砂市 18 女性 

新快速が停まる 

町を盛んにする 高砂市 18 男性 

駅が増え、交通が便利になる 

高齢者や子どもが安心して過ごせる町 

自然 

誰もが安心して利用できる施設 
稲美町 不明 女性 

稲美町に電車を通してください 

気合い 稲美町 17 男性 

田舎にも電車を通す 

人間の協力、資金 加古川市 18 女性 

移動が効率よく進むように交通機関を増やし、スムーズに出勤、通学できるように

する 

線路の増量、停車駅など 姫路市 18 女性 
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明石空港を瀬戸内海の上に埋め立てて作る 

お金・やる気・雇用者 神戸市 17 男性 

お年寄りの方や小さい子どもが居る方々が住みやすい地域 

交通をもっと良くする・東西には電車があるけ

ど南北に繋がるバスをもっと増やすべき・田舎

の方の地域にも 

加古川市 17 女性 

安心して暮らしたい。車や自転車での移動が安全で便利 

防犯対策・道の整備 加古川市 15 女性 

道路がきれい 

工事の人 加古川市 17 男性 

交通が便利になっていて欲しい 

道路の考え直し 高砂市 16 女性 

交通が便利 

道路を増やす 稲美町 16 女性 

道がきれい 
 高砂市 17 女性 

空港・道路改善 

費用・土地 明石市 18 女性 

なんの変革もなく 30 年後もほとんどと言って良いほど今のまま変わっていないと

思う。 

理想を言うなら加古川より北側の交通整備、開発を進めてほしい 

市や県の柔軟な対応。古い考えにとらわれずに

新しいことに挑戦し、取り組む考え方 
加古川市 17 男性 

 

【観光】 

多くの人が観光しに来る 

安全な町づくり・町の発展 高砂市 15 女性 

観光メインの市 

お金 姫路市 17 女性 

観光地としての発展 

SNS での発信力 加古川市 20 代 女性 
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観光地が多いところ 

美学 明石市 17 男性 

観光業がさかん 

地元ならではのものを残す 明石市 16 女性 

観光の発展 

大型店舗の設置 播磨町 16 男性 

もっと観光のある場所 

地域特有のものを作る 明石市 16 男性 

観光業が発達 

お金、信頼、土地 高砂市 16 男性 

観光客を増やす 

外国人を積極的に受け入れる 加古川市 16 女性 

観光客がたくさんくるような場所 

観光するところ 加古川市 16 女性 

観光客が集まるような場所にする 

注目をあびる何かをつくる 高砂市 16 男性 

もっと観光客が増えて賑わって欲しい 

地域の特長を活かした娯楽場 加古川市 18 男性 

観光地などを増やしたにぎわいのある明るい街 

観光地や遊ぶところ・行事 高砂市 16 女性 

賑やかで、観光スポットがいっぱいある。韓国みたいな町 

カフェを増やす、服とか単価を安くする。 神戸市 16 女性 

観光スポットがもっと増えていて欲しい 

自然を破壊しないようにする 高砂市 17 男性 

観光スポットが出来る 

駅の近くに通いやすい店がある 

名産物がある 

行列ができるスイーツがある 

町おこし 

ニッケみたいなのをもう一つ 

工事を進める 

高砂が何かある 

ビルを建てる 

姫路市 16 女性 
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おいしい食べ物を作って観光客を呼ぶ 

食材 若い人 加古川市 15 女性 

色んな建物がある。観光客がたくさん来て賑やか 

お金・人 加古川市 16 女性 

安全で住みやすく、近くに駅があり観光業がもっとにぎやかになる 

お金、人材 高砂市 16 女性 

AI に負けない！観光客が多い 

遺産を守る 明石市 17 女性 

地域に観光名所ができ、町が観光者でにぎわい、子どもの教育環境も整っている。 

観光名所 加古川市 18 女性 

誰もが住みやすく安心できるまち（お年寄り、子どもなども）観光客もたくさん来

るような町 
 

加古川市 15 女性 

商業施設がたくさんできて色々な人が訪れる町にしたい 
 高砂市 18 女性 

有名な観光スポットで外国からも観光客が来るぐらい有名な地域 

地域の名産や名所などをもっと宣伝して有名に

する 
高砂市 17 男性 

人と AI を使い分けて効率的かつ人の温かさを感じるサービスが増えて欲しい 

外国人の観光客が増えて欲しい 

観光スポット 加古川市 16 女性 

外国からも観光客が来るような観光地。事故や事件がない 

歴史を守る・伝統を伝える・安全、安心に暮ら

す 
高砂市 17 女性 

 

【経済・娯楽】 

東京みたいな感じ 

友情 神戸市 16 男性 

都市 

教育 明石市 16 男性 

昔からずっと続く地域の祭りなどをしっかり受け継いでいきながら、新しいことに

もチャレンジしていくことの出来る地域になっていて欲しい 

自分の住んでいる地域を理解すること。その 

地域にあった新しいことを見つけること 
高砂市 17 女性 
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新しいことにチャレンジして現代に置いていかれない 

機械など現代のものを使って経済発展を目指す 明石市 16 男性 

色々なものが発展していて欲しい 

お金 神戸市 18 男性 

現在の東京 

人材 高砂市 20 代 男性 

少しは都会風になっているんじゃないかな 

色んなお店や人口の増加 高砂市 16 男性 

ビルがたくさん建って、都会にしたい 

裕福な町にすること 加古川市 16 女性 

東播磨地域全体が栄えていて、国の GNP を超えること。子育ての充実。人口増

加。治安をよくする 

人が集まるようにまず、住みやすく、子育ての

充実 
明石市 16 男性 

働き手が多くあり、交通も便利なちょっとした都市 

人手、土地、金 加古川市 16 男性 

都市部みたいに大都会で交通手段も多く便利 

経済成長する 

人口の増加 
高砂市 16 女性 

どこよりも都会 

わからない 神戸市 18 男性 

都会っぽくしましょう 

建物増やす 姫路市 16 男性 

都会 

高層ビルを建てる 加古川市 16 男性 

東京のように遊ぶ場所、買い物が出来る場所がある姿 

お金 高砂市 16 男性 

ド田舎高砂が都会に大変身！！ 

お金と人 高砂市 18 男性 

世界が豊かになるようにする 

一番偉くなる・色んな問題を解決していく 高砂市 15 男性 

交通が発達し人が集まる活気ある都市 

交通網の整備 加古川市 16 男性 
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観光地や医療など都市化を目指し、姫路市と張り合って欲しいです。 

商工業や産業を活発化させ経済を回すこと 加古川市 17 男性 

大手企業に土地を買ってもらい、インフラ整備し人を呼ぶ。イオンなどではなく人

を呼べるもの、映画館なども作る。駅前さえなんとかなれば人は来て金が入る 

駅前開発 明石市 18 男性 

大手企業が集まる市 

富と名誉 加古川市 15 男性 

商工業の発展   

人が集まること、住みやすい地域を作ること 明石市 16 女性 

商工業 

人手 神戸市 16 女性 

東播磨地域の工業が発達し人が集まる地域。経済的に潤っている 

政府が企業へ減税と規制緩和をする 加古川市 16 男性 

何をするにも便利な姿 

商業、工業の発展 加古川市 17 男性 

生産業が発達 

工場の近くに空港を造り、交通手段を多くする 高砂市 16 男性 

使用しやすい町づくり 

工業の発展 加古川市 16 女性 

工場が進化。産業の成長。商工業の発達。娯楽の増加 

技術の進歩 高砂市 17 男性 

工業地帯で、労働者が集まってくる町 

工場を誘致する 高砂市 17 女性 

工業・商業化が進み、中小企業がどんどん成長していく状態 

環境・他企業とのコミュニケーション 姫路市 16 男性 

暮らしやすく、経済成長をしている 

工業の発展 稲美町 18 男性 

暮らしやすい街づくりや商工業が活発な地域 

また、東播磨地域以外の方々が頻繁に東播磨地域を訪れ地域経済が活発であるのが

理想 

インパクトのある行事、設備、イベントをし東

播磨地域をＰＲするべき 
明石市 29 男性 
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暮らしやすい 

工業発展 明石市 17 男性 

安心する場所 

工業 加古川市 17 男性 

発展 

発展 明石市 16 男性 

シナリオ②のような姿プラス経済発展、給与は標準並が理想 

古い住民と新しい住民が対立せず、友好的な関

係をつくれたら、良い街づくりが進むのでは？

と思います 

播磨町 45 女性 

経済成長 

努力 明石市 17 男性 

もっと人が増えて発展している 

他の市や県から人がもっと来るようにする 加古川市 15 男性 

暮らしやすい町であり経済活動が活発な街になっている。 

施設を綺麗に新しくする。 加古川市 16 女性 

暮らしやすく経済も成長する 

お金 明石市 16 男性 

もっと栄える 

観光できるところを増やす 明石市 16 女性 

人々が盛んに行き帰りするようなにぎわいを持った街 

協力すること、思いやりの心 

子どもから高齢者が楽しめるような街づくり 
播磨町 16 女性 

人で賑わっている。遊ぶところが増えている 

人・仕事 加古川市 16 女性 

人が増えている 

何でも手に入る 

新しい技術 加古川市 17 女性 

人が増えて、にぎわうところ 

大きな魅力をつくる 加古川市 16 男性 

とにかく経済を回す 
 加古川市 17 男性 
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充実した生活 

社会の発展 姫路市 16 男性 

充実した生活 

町の発展 高砂市 16 男性 

発展していて生活しやすい 

経済を回すこと 加古川市 16 男性 

経済やまちづくりなどが盛んで誰もが暮らしやすく住める場所 

一人一人の協力 加古川市 16 男性 

経済発展の向上 

経済の向上→市町村の赤字を黒字にする 

→黒字になって福祉施設などを増やす 
加古川市 17 女性 

経済の成長 

経済の成長 明石市 17 男性 

経済にも力を入れる 

観光客増やす 明石市 17 女性 

小さい子供から高齢者までの人皆が暮らしやすく、経済も充実した地域。 

色んなお店をもっと増やす。人が集まるような

観光業を考える。 
明石市 16 女性 

経済が発展し、町に活気が見られる。町に活気が見られ始めると人が集まる。 

しかし労働力が不足気味になる 

労働力 加古川市 16 男性 

経済が発展し、自分のしたいことが出来る街 

政治家の発展・地域の助け合い 加古川市 17 男性 

経済が盛んに行われる 

交通量を多くする 加古川市 18 男性 

近代的な経済成長をとげている。暮らしやすい 

近代化、近未来化、防災、防犯 高砂市 16 男性 

それぞれが自分の好きなことなどを好きに出来る 

経済成長 高砂市 17 男性 

くらしやすく、経済成長が活発 

大きい建物の建設 高砂市 17 女性 

活力のある新産業都市 

労働力 播磨町 16 男性 
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活力ある新産業都市を中心に築き、その周りを外国人、高齢者、若者、住民全員が

住みやすい街で囲む。 

経済成長と住みやすさを同時に実感できる  

住みやすさはもうあると思うので、もう少し都

会要素が必要 
高砂市 16 女性 

活力ある新産業都市 

お金 加古川市 17 女性 

活気のある町にしたい 

良い環境を保つこと 明石市 16 男性 

加古川市が経済的に発展し、外国人の雇用などが増え、安全な町 

地元の会社などがより一層発展すること 加古川市 18 男性 

今よりも住みやすく、人が多い 

人口の増加、経済の発達 加古川市 15 男性 

今の形を残しつつ産業の発達化 

多くの交通手段 高砂市 17 女性 

産業を主とした地域、外国人労働者により少し栄える。 

が、高齢者の割合が多くなっていき、問題視される。 

外国人労働者に頼らざるを得ないので、人材確

保。生産力の向上を目指す 
高砂市 15 男性 

産業も盛んで住みやすい地域 

人口を増やす 加古川市 17 女性 

自然を大事にしながらも新しくＩＴ企業を建てる 

天才的な発想力、アイデア 高砂市 16 男性 

自然を保護する上で産業の発展 

市の協力・都市化を進めるだけ進めようとする

考え方の改正・地域の現状の把握 
加古川市 16 男性 

地場産業の発展 

地場産業 明石市 16 不明 

閉店して放置された店ばかりの商店街の復興または再開発 

投資家に目をつけてもらう 加古川市 17 女性 
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第 6 次産業を重視。第三次だけではなく、地の利を生かした第一次、第二次産業も

充実させて、地産地消で地域経済にも貢献できる。世界規模での展開は遠のいてし

まうが、新たな技術や情報を用いて、質の高い製品を作ることができる。 

地域の企業の提携、情報の発信を行う機関 明石市 17 男性 

加古川の商店街も復活して、駅前が賑わう生活 

個人店などの集結・市の努力 加古川市 16 女性 

曽根総合市場の再開、またはそれに値するレベルの店をつくりあげる。最終手段と

しては市場を解体し、近辺の土地を使って新しくショッピングモールかスーパーマ

ーケットを作る（池田屋は存続させる） 

高砂市のやる気 高砂市 16 男性 

空き家の再活用が進み、空き家ゼロの街に 

商店街なども店でパンパンになっている 

店や駐車場、交通機関の発展 高砂市 16 女性 

たくさんの店が出回っていて今は疲れている商店街も活気が溢れていて欲しい 

若人 高砂市 15 女性 

商店街がいっぱいある 

工業を発展させる 姫路市 16 女性 

大きな商業施設があり、他府県からも人が沢山来る。 

観光 明石市 16 男性 

子供が沢山いる、人口が沢山いる、商工業施設があり、服や靴など買う時に神戸や

大阪まで行かなくてよくなる、公園がある、オシャレなカフェがある。けど魚の棚

などの明石っぽいのも残っている。 

幼稚園や保育園の充実、高校生も医療費負担を

少なくしてほしい 
明石市 16 女性 

若い人もお年寄りも楽しく過ごせるところ 

有名なもの 

にぎやかな町 

ふれあい場みたいなところをたてる 

デパートなど増やす 

有名なものをつくる 

加古川市 15 女性 
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交通が便利でたくさんの人が行き交う賑やかな街 

商業施設もいっぱいある 

商業施設を増やす 姫路市 15 女性 

ショッピングモールが出来て欲しい 

土地・人 播磨町 15 女性 

ショッピングモールが建っている 

協力する・若者が集まるようにする 加古川市 16 女性 

ショッピングモール 

土地 加古川市 不明 女性 

ショッピングセンターができるなど、若者が住みやすい街 

お金、土地 加古川市 18 女性 

商業施設が増えて、賑やかになる 

建物の工事 明石市 17 女性 

現在潰れていて使っていない建物が新しく大きな店になっている 
 高砂市 17 男性 

経済は安定している。住みやすい。近くにコンビニ、スーパー、百円均一、ショッ

ピングセンターがある 
 明石市 15 女性 

過疎化が進んでいる南部（高砂町らへん）再開発。大型の商業施設ができ、観光客

が増加する。しかしその分土地代が増加する。そのため北部に住宅地が出来る 

金、行動力 高砂市 16 男性 

加古川駅にもっと若者が集まるようにするためにショッピングモールを建設する 

ショッピングモールを建設すること 加古川市 16 女性 

買い物をするのに神戸や姫路まで行かなくていいまち 

大型ショッピングモール・デパート 加古川市 16 男性 

スーパーとかの商業施設がたくさんある 

働いてくれる人を集める 高砂市 18 女性 

おいしい店がいっぱいある。 

おいしい食材 高砂市 17 女性 

飲食店や服屋など店がたくさんある街 

経済の成長 高砂市 16 男性 

飲食店は増えて、人がたくさん来る 

飲食店、ショッピングモール 明石市 16 男性 
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もっといろいろな飲食店が増えて欲しい 

お金・場所 加古川市 16 男性 

飲食店の増加 

金を国に使わせる 高砂市 18 男性 

色んな美味しい食べ物がある 

地元の美味しいもの 明石市 17 女性 

レストラン 

人 明石市 15 女性 

ラーメンがうまい町 

ラーメン 加古川市 18 男性 

都会みたいにもっといろんなお店が欲しい 

若者受けがいいお店を増やす 明石市 15 女性 

若者向けの店を増やす 

経済成長 加古川市 17 女性 

ワイワイしてそう 

店とか色々出来てそう 明石市 17 分からない 

店が増える 

店を増やす 高砂市 18 男性 

店が増えてファッションに栄えた（オシャレ）町 

人、服屋、大きな店 加古川市 16 男性 

店が充実 

いろんな人が暮らしやすい 

店 

環境 
加古川市 18 女性 

店が多い 

土地やお金 加古川市 17 女性 

便利で住みたいと思う町 

家の近くに店が出来る 稲美町 15 男性 

便利 

店 姫路市 18 女性 

建物がたくさん 

人が住みやすい 

お店をたくさん開く 

バスなどを増やす 
姫路市 17 女性 
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多種多様な店が建ち並ぶ街 

次世代の人材 高砂市 17 男性 

たくさんの店が建って楽しく暮らせる 

人、技術 加古川市 16 女性 

買い物がしやすい 

住みやすい 

生きやすい 

自由 

交通の整備 

防災 
神戸市 16 女性 

お店がたくさん 

人々の努力 明石市 16 女性 

お店が多く人で賑わっている 

（現状）シャッターで閉まっているところが多い 

人、お金、土地 高砂市 16 女性 

施設が整っている 

産業 加古川市 18 男性 

暮らしやすい所 

娯楽 商業施設  明石市 17 男性 

娯楽施設がたくさんあり暮らしやすい町 

若者 加古川市 16 女性 

娯楽施設 

娯楽施設 明石市 18 男性 

娯楽がたくさんあり自分のしたいことができるような姿 

財力 明石市 16 男性 

娯楽 

金 明石市 19 男性 

みんなが暮らしやすい地域 

遊ぶところ 明石市 18 女性 

にぎやかで遊ぶ場所が多く楽しいところ 

遊び場 

ショッピングモール 
高砂市 18 女性 
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中高生が楽しめる町にしたい 

皆が楽しめる場所を作る 高砂市 18 女性 

楽しい姿 

遊べるところ 加古川市 18 男性 

楽しい 

遊ぶところ 加古川市 15 男性 

スポーツが盛んな場所 娯楽がある  

商業施設や体育館などの施設 高砂市 16 男性 

商業施設と娯楽が充実していて、高い金を払って他地域に遊びに行かなくても良く

なる 

経済を回して潤してたくさんデパートを作る 

歓楽街もつくる 
稲美町 16 女性 

娯楽場所を増やし行きやすい町 

人の力 加古川市 15 男性 

娯楽施設を増やす 

地域活性化を図る 明石市 18 男性 

娯楽 

金 加古川市 18 男性 

交通が便利でいろんな観光地や娯楽施設が出来ている 

観光地を増やす 加古川市 16 男性 

県外から来る人が多い娯楽施設を作る 

土地 姫路市 18 男性 

暮らしやすいまちづくり重視 

歓楽街が多く、多くの人でにぎわう 

地元の行事などが盛ん 

教育環境に優れる 

人と人との繋がり 

交通インフラの充実 

歴史を大切にする 

環境整備 

高砂市 16 男性 

暮らしやすい 

遊ぶ場所 加古川市 15 男性 
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買い物とか遊び場に困らない場所 

金 姫路市 16 男性 

今は遊ぶ場所が全然無いけど、若者が遊べて話題になるようになって欲しい 

ショッピングモール・カラオケ・流行 播磨町 16 女性 

遊べる場所がたくさんある・大きいショッピングモールがある・安全で暮らしやす

い街 

人口を増やす・公園や広場をもっと作る・サン

モールがあった場所を建て替える 
高砂市 15 女性 

遊べるところがいっぱいある町。ショッピングモールや趣味のある町。とにかく遊

べる場所があれば良いと思う 

若い世代にどんな商業施設が欲しいか、どのよ

うな機能があったら良いかアンケートで聞くこ

と 

加古川市 16 女性 

遊ぶ場所がもっと充実している 
 

高砂市 15 女性 

遊ぶ場所が多い 

子供心 高砂市 16 男性 

遊ぶところがたくさんある 

工事、整備 高砂市 16 女性 

遊ぶところ 

お金 姫路市 17 女性 

遊び場を増やす 

遊園地 加古川市 15 女性 

遊べる施設がある 

遊園地 

みんなの努力 明石市 16 女性 

大きなテーマパークを作るなどして多くの人が東播磨地域を訪れそれによりこの地

域の名産などを知ってもらえるようにしたい。ある地域では現在、田畑になってい

る土地に家などが建てられない状況にあるが、高齢化によりその田畑は使われなく

なっていると聞いた。その空きスペースを使って 1 つとても魅力的なものを作ると

人は集まってくると思う。そして、全域で現在田畑の土地に家が建てられるように

し、ショッピングモールなどを作って欲しい。 

土地利用に関する決まりの見直し 

駅前だけでなく全域での都市開発 

自然などの有効利用 

加古川市 16 女性 
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娯楽施設を増やす（遊園地など） 

協力（地域の） 高砂市 16 男性 

大型スーパーやコンビニが増え、遊園地などの屋外施設がたくさんできている 

お金 加古川市 16 女性 

色々な公共の場・遊園地や子どもが楽しめる場所・ショッピングモールの建設・支

援が溢れる公園・友達と遊べる場所・無償、低料金で遊べるところ・スポーツが自

由に出来るところ 

地域の人との交流を深める・色々な案を集める 明石市 15 女性 

レジャー施設を増やす 

埋め立て地を増やす 加古川市 16 男性 

近くにゲーセン、ホームセンター、コンビニが揃っていてほしい 

お金 加古川市 16 男性 

若い人たちが楽しく遊べる場所をもっと作って欲しい。大きなショッピングモール

や、LIVE や大きなイベントが出来るような大きな会場を駅の近くに作って欲しい 

若い人がもっと増加し、賑わった場所にする 加古川市 16 女性 

イベントが盛ん 

健康 姫路市 18 女性 

アニメイト、とらのあな、メロブを加古川に！！ 

交通インフラ 加古川市 18 男性 

ディズニーランドを作るべき！ 

金 加古川市 15 男性 

USJ、ディズニーランドのような場所が出来てほしい 

娯楽、まちのにぎわい 高砂市 16 男性 

USJ！ 

教育 明石市 17 男性 

USJ が出来ている 
 加古川市 18 男性 

大阪を超える USJ がある 

技術と知能 姫路市 18 男性 

祭りなどのイベントが栄えて人口が増えて育てていく 

地域イベント 加古川市 18 男性 

ファッションに長けた町になってほしい 

大きな店を開くこと 神戸市 16 男性 
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年中温暖な気候を生かしてウォーキング、ランニング、サイクリングなどの道を徹

底して確保し、道沿いで名物にしたいものを売る 

工事 高砂市 15 男性 

加古川の名物であるかつめしがアメリカで人気になり、アメリカ人が多く住むよう

になる。ドルが使えるようにする。 

かつめしをもっとおいしくする。 加古川市 18 男性 

 

【雇用・労働】 

働く。 

勉強 明石市 17 女性 

安定した職に就く 

たくさん勉強する！！！ 加古川市 18 女性 

安定した仕事に就いている 

学力・知識 明石市 15 男性 

仕事をする 

地域の人との繋がり 加古川市 16 男性 

仕事をしておく 

就職する 姫路市 16 男性 

仕事につき安定する 

勉強する 高砂市 15 男性 

若者が職業に就けて安全な暮らしが出来る 

色々な会社（手作業など）が必要 高砂市 17 女性 

ちゃんとした職に就く 

知識・学力・行動力・対話力 高砂市 17 男性 

誰もが住みやすくどの職業も安定している姿 

安全性のある街 高砂市 17 男性 

住みやすい 

働き手を増やす 加古川市 15 男性 

就職して有意義に暮らす 

敬語・尊敬 明石市 16 男性 

働きやすくて、子供も大人も安心して暮らせる明るい地域 

福祉の充実 明石市 17 女性 



150 

 

どの世代でも仕事がしやすい 

経済の発展 加古川市 17 女性 

高齢者だけでなくもっと若い世代の人がたくさん住んでいる。働きやすい 

若い人が住みたくなるような町づくり 高砂市 17 女性 

仕事と家族関係が両立できる環境 

環境づくり 加古川市 17 男性 

労働環境が良い、暮らしやすい地域 
 

加古川市 15 男性 

福祉で働く人の労働環境をしっかりさせる 

福祉関係で働く人の確保 加古川市 18 女性 

働く時間（タイムカード等での記録）では、職場に入ってすぐ、職場を出るまでの

時間をお金にしなければならないと思う。 

労働時間外で働いた分をお金として与えて欲しい 

労働基準法の見直し 

雇用者の意見の採り入れ 
加古川市 18 女性 

長時間労働がない社会 

導入する力・それを当たり前に出来る周りの雰

囲気 
高砂市 16 女性 

所得が高くなったらいい 

５G 対応 明石市 16 不明 

労働時間、労働力に合った給与を与える 
 

加古川市 16 男性 

時給が高い 

睡眠 加古川市 16 女性 

近所の人たちと共に生き、所得が高く、貧富の差があまりない社会 

さまざまなアイデアを持ち、それを議論できる

人間 
加古川市 16 男性 

給与が高くてくらしやすい街 

市とつながって助成金などを出してもらう 高砂市 16 男性 

お金が稼げる所 

経済成長 明石市 16 男性 

落ち着いて暮らしたい 

収入が安定している 明石市 17 女性 
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所得が安定していればいい 

商工業を盛んにする 加古川市 16 男性 

安定した収入 

交通インフラ 加古川市 16 男性 

収入が安定し安全に暮らせる 

自分の家 加古川市 16 男性 

安定した収入 

就職 姫路市 16 男性 

自然と商工業が共存する社会で、今より子育て世代などは減っていくが学ぶことの

出来る場所になっていく。特に他の地域から仕事に来る人が多くなり、所得も高く

なる 

IT などで自然と科学をつなぐこと・他の地域

からの利便性のためのインフラ整備・労働環境

の向上、多種多様な職種・以上のことを様々な

サービスを用いて広告する 

明石市 17 男性 

好きなことを仕事にしている 

お金 高砂市 16 男性 

好きなことで金を稼ぐ人たちが集う町 

夢を見ることを忘れない 播磨町 17 男性 

自分のつきたい職業に就いていたい・毎日楽しく過ごしたい 

未来で夢を叶えるための努力・専門学校など何

かしらの学校を出ておくこと 
加古川市 16 女性 

自分なりの考えを持ち自分の意見をはっきり言える人間。自分の理想の職業に就い

ている 

人間関係をたくさん持ち、コミュニケーション

能力を身につける。部活動などで結果を大事に

するだけでなく過程を大切にする 

播磨町 16 男性 

自分がなりたい仕事に就いている 

専門知識・自分の経験の積み重ね 明石市 15 女性 

自分がしたい職業について楽しく過ごす 

環境を整えること 

教育の強化 
加古川市 18 男性 

したい仕事が出来る未来 
 

加古川市 17 男性 
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国民 1 人 1 人が自由に職業を選択できて、ストレスのない国にしたい 

誰かの指示に従って行動するのではなく、自分

で考えて行動できるよう自由な環境を作ること

が大切 

加古川市 16 男性 

自分のやりたい職業につき、仲を深め充実した仕事に励むこと、また自分の選んだ

一生のパートナーと共に支え合って過ごすことが理想の姿です。 

そのために必要とする条件はやる気と愛情かな

と思います。 
加古川市 16 女性 

国外で働きたいのでそういう所に行きたい 

日本語以外も勉強する 姫路市 18 男性 

雇用とやりたいことが一致する場所 

宣伝する力 高砂市 17 女性 

東播磨内に会社が増える。就職先が選べるぐらい選択肢を増やして欲しい。 

まちづくりの整備 明石市 16 女性 

地域特性を生かした新事業により、新たな雇用や所得が向上する。 

東播磨のブランディング 明石市 30 代 男性 

経済を成長させるために、若者に働かせる 

たくさんの人に色々な歴史や魅力について知っ

てもらう・外国人の方に来てもらうたくさんの

観光地 

加古川市 15 女性 

給与も多く、就職口もあり、色んな人たちが暮らせる町 

ここに住みたい、住み続けたいと思える魅力 加古川市 16 男性 

労働力が多い 

人を増やす 加古川市 16 男性 

都市部へのアクセスが良く雇用が多い 

交通アクセスを発達させる・若者を集める 加古川市 15 男性 

仕事が多く色々なことを選ぶ 

もっと交通の便を良くし、住みやすくして、人

を増やす 
高砂市 17 男性 

暮らしやすい町で他の地域からの移住などで人が集まる。就職口も多く地元で務め

る人も多い 

地域の繋がり・子育て・まちのにぎわい 明石市 17 男性 
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働く場所も充実していて、楽しく過ごせるところ 
 

高砂市 16 女性 

誰もが学びやすい、働きやすい環境 

パートの給与を少しでも高くする 加古川市 16 女性 

仕事場が充実 
 加古川市 16 男性 

コツコツとバイトをして、恵まれた環境で仕事をする 

常識・充実した町 高砂市 17 男性 

経済はそこまで成長しないが、生活基盤や福利厚生などはしっかりとしている。就

職口はそこそこ多く、地元で働き、給料も普通に入る 

古いトイレなどを新しいものにしたり、企業を

立ち上げる。観光業にも力を入れる。歴史のあ

る古い立て物などを保護する。 

加古川市 16 男性 

 

【金】 

大金持ち 

努力 高砂市 18 男性 

大金持ち 

努力 高砂市 18 男性 

金、金、金 

金!! 高砂市 16 男性 

金持ち 

仕事 明石市 16 男性 

金 
 加古川市 18 男性 

富 

重力 姫路市 18 男性 

お金持ち 

仕事 明石市 16 女性 

億万長者 

運 明石市 17 男性 
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お金持ち 

お金・仕事 高砂市 不明 女性 

社長 

お金 明石市 16 男性 

お金に困らない 

物価を安くする 神戸市 16 男性 

お金がほしい。 

ロボットに全部まかせたい。 神戸市 17 女性 

お金を持っている 

皆の協力 姫路市 18 女性 

お金に困らない姿 

国の発展 播磨町 16 男性 

楽して稼げる世界 

努力 高砂市 15 男性 

毎月特別支給 30 万円 

金 加古川市 16 男性 

家にいてもお金がもらえる 

宝くじ 明石市 17 男性 

一生遊んで暮らせる世界 

AI が人間の命令を聞くこと 神戸市 16 男性 

所得がとても高く、住みやすい環境 

政治家がなんとかもっと良い暮らしが出来るよ

うにする 
明石市 15 男性 

好きなことを少しの時間だけでも出来ている 

お金のある暮らし 

時間を見つける 

仕事をする 
神戸市 17 女性 

たのしい 

金 その他 15 男性 

楽しく生きる姿 

お金 加古川市 16 男性 

楽しく生きる 

金 神戸市 17 男性 



155 

 

暮らしやすい 

お金、銀行 明石市 15 男性 

暮らしやすい 

お金 姫路市 16 男性 

取り敢えず老後のために貯蓄 

金・仕事 神戸市 18 男性 

 

【悲観的】 

地域との、かかわりを少なくしてほしい 

公務員の数 神戸市 20 代 男性 

土地や老人ホームの不足 
 加古川市 15 男性 

シナリオ２であるが、全体的に給与が低いのではなく、二極化していると考える。 

教育体制の変化、年齢に関係なく学べる環境 その他 40 代 男性 

格差拡大の懸念 

頑張る 加古川市 16 男性 

東播磨地区でも所得差が拡大。 

北部になるにつれ、少子高齢化が進み、過疎地が増える。 

明石市では子供が増えるが、財政が圧迫され、医療保険がなくなると一気に人口が

減る。 

また、医療費による財政圧迫により、老朽化した建物までに手が回らなくなり、事

故が多発。 

税金の無駄遣いをやめる 明石市 16 女性 

過疎化 

子どもが安心して育てる地域 播磨町 17 男性 

田舎 

自然 加古川市 17 男性 

若者は都市部へと出て行き人口の減少。そして少子高齢化は深刻に。重工業はある

程度盛んではあるが年々所得が減少していく。 
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インターネットを通して地域の PR をする・他

の県の人が行きたくなるようなイベントの開催 
高砂市 17 女性 

すたれていく 

時間 加古川市 18 男性 

少子高齢化が進んでいる 
 高砂市 17 男性 

地元には高齢者だけが残り、若者は都市部へ、整備もされなくなっていき建物や道

はボロボロ。人口は約 100 人の廃れた町 

人 加古川市 17 男性 

人口は減るが神戸から近いので、一定よりかは少なくならない。 

財政は厳しい 

放置 加古川市 16 男性 

 

【自分の夢】 

妻と幸せに暮らしたい 

愛の力 

コミュニケーション能力 
播磨町 16 不明 

生活が安定し始め、子どもを持ち、幸せな生活を送りたい 

金・人の繋がり 高砂市 17 男性 

子どもを 3 人もって、良い旦那さんとともにせかせかと日々を過ごしているありふ

れた様子 

当たり前のことを当たり前にする力 その他 18 女性 

結婚をして幸せな家庭を築く 

思いやり・助け合い・優しさ 高砂市 17 女性 

僕と好きな人のための世界 

僕の努力 加古川市 16 男性 

新しい家庭を作って楽しく暮らす 

住みやすい町 

交流できる場 
加古川市 18 女性 

新しい家族と楽しく過ごしたい 

人とのコミュニケーション 高砂市 17 男性 

家族と幸せに暮らす 

仕事をしてお金を稼ぐ 明石市 16 男性 
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一軒家に住んで子ども２人と奥さんと幸せな家庭を築きたい 

お金 播磨町 16 男性 

結婚している 

彼女 加古川市 15 男性 

結婚して子どもを産んで良い職業に就いている 

恋愛・勉強・結婚 高砂市 15 女性 

結婚している・健康 

勉強・お金 姫路市 15 男性 

結婚して、できれば東播磨地域で暮らしたいです 

楽しい地域づくり 稲美町 17 男性 

結婚 

好きな人 稲美町 16 男性 

脱サラできたらして、嫁と子どもがいたら田舎の方に引っ越して自分の店を開きた

い。 

いっぱい稼ぐ。 

○○をやりたい!!ってことを貫き通す。 
高砂市 16 男性 

兼業主婦 

笑顔 明石市 17 女性 

配偶者と子どもで、幸せな家庭を築きたい。仕事やパートは豊富な方が良い 

いいまちづくり・地域の皆が仲良く出来るよう

なイベント 
高砂市 16 女性 

主婦・ホテルマン・幸せに暮らしている 

勉強・恋愛・結婚 播磨町 15 女性 

給料も良く、働きやすい環境で仕事をしていて、結婚もしている。子どもも出来て

いて、幸せな暮らしをしている 

職を見つける（給料○、環境○、人間関係的な

物○）・パートナーを見つける（正確○、常識

○、責任感○、信頼○） 

播磨町 15 女性 

海外に行ってバックダンサーとして働いたり、アーティストさんの振付師をした

い。 

たまに日本に戻って家族としばらく交流したり、海外で学んだことを日本に帰って
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伝える 

家族や、友人とたくさん行けるところまで海外に旅行したい 

今のうちから部活で教えるということをたくさ

んしていって学ぶ 

バックダンサーを出来る機会があれば、どんど

んとオーディションとかに挑戦していく 

加古川市 15 女性 

30 年後は自分の家庭があり、看護師として働いている 

学力 姫路市 17 女性 

獣医 

土地 明石市 16 不明 

歌手になってみんなに勇気と希望をあたえる。 

文化,芸術活動の充実 明石市 16 男性 

美容師として立派な姿になっていたい 

諦めない心 明石市 18 男性 

土木の仕事 

機械 姫路市 16 男性 

ツアーコンダクターになって、世界の人々とのつながりをもち、色んな所に行って

いる 

語学の勉強と歴史の勉強 高砂市 18 男性 

大学に行ってから消防士になろうと思っているので 30 年後は約 50 歳ぐらいなので

消防士の活動はあまり出来てないと思うけど事務とかについていたら良いなと思い

ます。そして、お金に余裕の持った生活をしていたいです。 

勉強・努力・勇気・人を助ける力・コミュニケ

ーション 
加古川市 17 男性 

好きな仕事をして、色んな国を旅していたい 

勉強を頑張る 姫路市 16 女性 

（できれば）姫路市内にある保育所などで働いている 

大学で資格・免許を取得すること 姫路市 18 女性 

芸術関係の仕事について働いている 

それまでに、芸術についてより詳しく学ぶ 加古川市 16 男性 

建築士として独立していたい 

勉強 加古川市 18 男性 

元気に生きる 
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健康 高砂市 18 男性 

誰よりも一番上に立つ 

すべて 姫路市 18 男性 

記憶に残る人物 

いろんな経験 播磨町 16 男性 

自分になりたい物になる 

勉強 高砂市 15 女性 

自分がやりたいことをしている 

自分磨き 姫路市 16 男性 

幸せそうな自分 

礼儀 高砂市 16 男性 

幸せそうな自分 

お嫁さん 高砂市 16 男性 

俺が笑いを取る 

俺と人（他人や友達） 加古川市 16 男性 

 

【その他】 

兵庫県の人たちみんなが加古川に住みたいと思えるようになってほしい 

今の市長がイマイチだと思うからまずそこを改

善する 
加古川市 16 男性 

東播は特別いいものがあるといったイメージがなくて、大阪や神戸に近い。明石は

発展するかもしれないが、そこから離れている地域では人口が今後も減少すると思

うが、それを食い止める必要があると思う 

頑張る心 姫路市 16 男性 

稲美町をもっと改善して欲しい 

町長をかえてほしい 稲美町 15 男性 

明石を見習えば良いと思います 

お金、女性議員 高砂市 18 女性 

高砂市を１からつくり上げる 

どこにも負けない街の強みが欲しい 高砂市 16 男性 
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西明石駅は、発達してません。 

こんなアンケートする労力があるなら、そこに力を注いで未来と土地を開拓してい

きたいです。 

娯楽施設 明石市 17 男性 

市町村合併 
 

高砂市 18 男性 

人口 30 万人の町 

子育て支援 高砂市 18 男性 

伝統に縛られず新しいことも取り入れていく 

考え方が古い、今残っいてるものを更に発展 

高齢者の伝統ばかりを尊重しない！ 

流行に乗る 

新しい技術追加 

加古川市 16 男性 

歴史文化 

次の世代に伝えていくこと 加古川市 18 女性 

洋風の建物が並ぶ街並み 

機械、お金、人材、デザイナー 明石市 18 男性 

歴史 

心 明石市 19 男性 

上のシナリオのいい部分だけとった姿 

人の優しさや考える力、協力、助け合い、愛 明石市 19 男性 

希望はシナリオ 4 です 

産業の活性化と子育て支援 加古川市 40 代 男性 

旅行行き放題 

金 加古川市 16 女性 

豊か 

人の考え方が変わらないといけない 稲美町 16 男性 

緑がなくてアレルゲンになるものがない 

人工物、建物 加古川市 17 女性 

町を出た人でも安心して気軽に帰ってこられる充実して安心感のあるふるさとのよ

うな町 
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自然が豊かで景色が変わらないこと 稲美町 15 女性 

街が充実していて子どもたちがよく頑張っていると思った 

一人一人意識することが必要だと思いました 加古川市 15 男性 

南海トラフ地震からの復興が想定されるので東播磨全体の高齢化に合わせて財源を

確保するべき。 

都会離れが進みつつある現状から考えれば、3 と 4 を組み合わせての成長が望まし

いと思う 

文化、芸術の発展 

災害等のための財源確保 

地元で企業を望む人材への支援 

播磨町 30 代 男性 

都会かぶれしない 

ほどよい田舎感 播磨町 17 女性 

タブレットにする 

金 加古川市 15 男性 

育ててくれた以上に親孝行する 

感謝の気持ち 高砂市 17 男性 

専門学校 

土地 明石市 15 女性 

少子高齢化ということもありまずは出生率を上げていき、ゆくゆくは外国人が入っ

てくる余裕がないくらいまで地域人口を増加させてから経済を成長させていけば良

いと思う。そのためには有能な知事が必要かと。あと、パチ屋は県から無くしてく

れ、日本の経済が回らん。 

有能な知事 姫路市 17 男性 

シナリオ 4＋人間は本当に好きなことだけを追求していける世の中 

夢 播磨町 40 代 男性 

シナリオ１～４のいいとこどり 

泉市長みたいな良いリーダー（市町長、知事） 高砂市 17 男性 

シナリオ１，２，４のいいとこ取り 

進むべき方向を正確に示すことが出来る指導者

と資金 
明石市 17 男性 

いい人 

成長 播磨町 16 不明 



162 

 

効率的 

無駄をなくす 明石市 15 男性 

がんばろう 
 加古川市 16 男性 

頑張る 

やる気 神戸市 18 男性 

頑張りましょう 

特になし 加古川市 16 男性 

格差があまりない地域 

みんなが同じものに向かって協力する 加古川市 16 女性 

今コロナで大変なことになっているから未来も大変なことになってそう 

でも未来なんか誰にもＡＩにも分からないからこれからの未来が楽しみ 

人材 加古川市 15 女性 

明石高校に男子排球部をつくって春高に出場すること（明商の野球部みたいな） 

強い選手（優秀な） 明石市 18 女性 

UberEATS できる。 

UberEATS 届けてくれる人 明石市 17 女性 

目標に近づいている。 

日々の努力 加古川市 16 男性 

普通の人間 

規則正しい生活を送る 高砂市 16 男性 

友達と酒を飲んでいる 

金 加古川市 16 男性 

時の流れにまかせる 

その日を生きる 高砂市 16 男性 

でかくなってる 

金 神戸市 16 男性 

身長２ｍ超えます 

牛乳・カルシウム 高砂市 16 男性 

最強 

トレーニング 高砂市 18 男性 

この辺は一生栄えません。小さい町で小さい心の人間が小さな争いばっかりする

し、地元しか知らんのに地元が一番とかほざくやつしかおらん 
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 不明 18 男性 

加古川市を出たい 

加古川市を出るための資金 加古川市 17 男性 

東京で働いていて、お金を稼いで自由な生活をする 

お金 加古川市 17 女性 

機械との争いが特にない世の中 

AI を制御できる人 神戸市 19 男性 

AI に支配された世界。ターミネーターみたいな世界になると思う 

お金 加古川市 18 男性 

十年後宇宙人が襲来し、日本では人類は権力を恣にされていた。しかし、唯一宇宙

人に従わない國があった。それは『播磨國』である。特に東播地区を中心として、

人権を取り戻そうとする運動が起こっていた。播磨國と宇宙人の戦いが今始まる。 

宇宙人の襲来 明石市 16 男性 

全人類の 7 割が死滅、日本では東京、大阪、長崎以外ではほぼ自然に帰る 

コロナウイルス 明石市 18 男性 

ヱヴァンゲリヲンが戦っている 

科学の力 加古川市 16 男性 

剣と魔法がドン！シュパッ！シュパッ！ドドン！となるような世界 

パチンコの廃絶 加古川市 17 男性 

AI 超えましょ 

熱意 加古川市 7 女性 

AI を超える！！ 

勉強 明石市 17 男性 

AI を超える 

頭脳 播磨町 16 男性 

AI を超える 

志 稲美町 18 男性 

AI を超えましょう 

キーワード 姫路市 17 男性 

AI を超えましょう 

お金 明石市 17 男性 

AI を超えましょう 



164 

 

お金 明石市 17 男性 

AI に負けるな！！ 

AI に仕事をとられないように努力する 加古川市 17 男性 

AI に支配されない 

努力 高砂市 17 男性 

AI がすべてではない 

皆が協力 加古川市 16 女性 

AI がすべてではない 

皆が協力 加古川市 15 男性 

AI が仕事をするのではなく、我々人間が仕事をする 

１人１人を仕事や社会の物事に関して意識する

こと 
加古川市 17 男性 

AI を超えている 

愛 姫路市 16 男性 

AI ではできないこころのケアをする。 

広い考え方で行動する事が認められる 

恋愛ももっと自由になる 

１人１人が相手の気持ちを考えて行動できるよ

うに道徳の授業を増やす 
加古川市 17 女性 

人の力で！！AI いらない！！ 

若い人 加古川市 17 女性 

実際、AI がどのくらい発展しているのか分らないが、発想で人間に勝てることが出

来ないと思うので、発想力のある人になりたい 

ICT・表現の自由・三権分立 播磨町 18 男性 

電気関係の仕事に就く。たとえ AI の方が仕事効率よくても、AI のする仕事を線引

きする 

たくさんの資格・AI の出来ない仕事を増やす 播磨町 17 男性 

子どもが少なく高齢者ばかりだから子どもや高齢者が少なくする 

子どもや高齢者にとっての暮らしやすい施設や

保険 
加古川市 18 男性かも 

中学校の授業日数の達成 

資金 明石市 16 男性 

トイレットペーパーが盛んになる 
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トイレットペーパーを作る技術 加古川市 16 男性 

今の状況を見て思ったから 
 

加古川市 17 男性 

施設 

人々・お金 稲美町 18 男性 

現実的に考えたい 

経済再生 明石市 20 代 不明 

よきき 

いいなぁ 姫路市 16 男性 

物は壊れやすい 

教養 加古川市 17 男性 

独裁化!俺が王だ!! 

隷属!!俺が上でお前が下だ!! 稲美町 16 男性 

平 

地盤 高砂市 16 男性 

その頃には僕は 46 歳になっています 

健康 明石市 16 男性 
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問９ 30 年後でも、東播磨地域に残っていてほしいものは何ですか 

【歴史を感じるもの】 

歴史的建造物  125 人 

歴史的なもの  23 人 

歴史  4 人 

遺跡  4 人 

歴史や文化に関する建物  2 人 

歴史を学ぶ施設  

土地の歴史  

歴史書物  

歴史的建造物･･･やっぱり昔にあった出来事は今後にも受け継がれ

て行くべきだし、歴史的な建造物があった方が伝わり方も違ってく

るし、教育の一環にもなると思うから 

 

子どもにあった歴史的建造物  

ドーマンや宮本武蔵の息子などの歴史関連  

博物館など歴史を残せるもの  

博物館などの文化が分る系の建造物  

歴史ある遺跡の維持  

例にも書いてあるとおり、文化と歴史を記録するための建造物 

交通インフラは今のままでも十分！ 

 

古墳や五重塔があって、魅力があったり、歴史や文化を学びやすい

ような東播磨地域が残っていて欲しい、また、外国人の方も多く、

祭りを残すことで、楽しく、コミュニケーションをとれる幅が広が

ると思います 
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【歴史的建物名】 

明

石

市 

明石海峡大橋  3 人 

明石公園  7 人 

明石城  10 人 

明石天文科学館  14 人 

魚の棚  5 人 

加

古

川

市 

あかがねごてん  

鶴林寺  14 人 

日岡神社  

教信寺  2 人 

薬師堂  

加古川城跡  

高

砂

市 

生石神社  2 人 

石の宝殿  2 人 

曽根天満宮  3 人 

鹿嶋神社  2 人 

高砂神社  

荒井神社  

播

磨

町 

大中遺跡  21 人 

大中遺跡公園  

播磨町・考古博物館の高見矢倉  

 博物館 4 人 

 考古学博物館  6 人 

 郷土資料館  

 加古川図書館  

 図書館  5 人 

 稲美の図書館  

 神社 17 人 
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 お寺 9 人 

 城  2 人 

 古墳  

 国立の建物等  

 姫路城  9 人 

 

【商業施設等】 

お店  2 人 

銀行  4 人 

駄菓子屋  

本屋  

商店街  4 人 

雑貨屋など普段必要なお店  

遊技場  

皆が多く使える施設 2 人 

県を代表するテーマパーク  

放課後でも入りやすいお店  

街のみんなが今でもよく使う建物  

明石周辺の店  

アスピア明石  

ニッケパークタウン  6 人 

イトーヨーカドー  5 人 

ヤマトヤシキ  2 人 

加古川イオンシネマ  

セイエイカン（高砂市の元映画館）  

サンモール高砂  

高砂のジャスコ  

スーパーマーケット  3 人 
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大型のショッピングモール  3 人 

ショッピングモール  2 人 

イオン  6 人 

ハローズ(スーパー)  4 人 

ジャスコ  3 人 

マックスバリュー  

マルアイ(スーパー)  

コープ  

ドンキホーテ  

コンビニ  10 人 

コンビニの数  

セブンイレブン  

ローソン  

コスモス(ドラッグストア)  

唯一残っているアルカ(ドラッグストア)  

マクドナルド  2 人 

ミスタードーナツ  

ジョイフル  

娯楽施設  7 人 

娯楽  2 人 

お宝市番館(中古リサイクルショップ) 5 人 

ゲームセンター  3 人 

アミパラ(ゲームセンター)  

カラオケ  2 人 

カードショップ  

ホームランスタジアム  

キコーナ(パチンコ店)  

トップワン(パチンコ店)  
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キャバクラ・風俗  

 

【産業】 

観光場所  3 人 

伝統技術  2 人 

労働環境  2 人 

工業  2 人 

工場  2 人 

商工業の充実  

重工業がさかんなところ  

東播の名産物  

観光名所  

 

【食・農業】 

農業  4 人 

農業に関するイベント  

海産物  

米作り  

郷土料理  3 人 

地域特産物  2 人 

伝統のある食べ物  

地元産の美味しい食べ物  

特産品  

兵庫が誇れるタマネギなどの食材や加工品  

昔ながらのご飯やおやつが食べられる場所（お肉屋さんのコロッ

ケ、ラーメン屋、かつめしのお店、駄菓子屋とか）郷土料理を大切

にしたい 

 

かつめし  7 人 
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明石焼き  

お好み焼き屋（にくてん）  

海苔  

加古川のかつめし、高砂のくぎ煮などの食べ物の文化  

食  

飲食店  3 人 

美味しい食べ物  3 人 

美味しいお店屋さん  

食べ物屋さん  

和菓子屋  

飲食チェーン店  

ラーメン  

菓子市  

 

【自然、環境】 

自然  74 人 

豊かな自然  13 人 

自然豊かな環境  2 人 

今ある自然  2 人 

田舎の自然  

明石公園の自然  

自然環境  2 人 

適度な自然  

キレイな自然環境  

自然がこれ以上少なくならないでほしい  

山  13 人 

高御位山(高砂市)  3 人 

日岡山(加古川市)  2 人 
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日笠山(高砂市)  

竜山(高砂市)  

自然の多い小さな山  

森林  11 人 

曽根の松(高砂市)  

松の木  

緑  10 人 

町中に緑が溢れている  

畑  10 人 

水田  12 人 

川  4 人 

河川敷 2 人 

加古川  9 人 

天川(高砂市)  

喜瀬川沿いの風景(播磨町) 

他の町にはない、ふるさと感のある場所だと思うので 

 

ため池  

池  

加古川河口の干潟、ため池などの素晴らしい湿地帯！！！ 

→＋そこに住む多様な生き物! 

 

平荘湖(加古川市)  2 人 

峠池(加古川)  2 人 

海  4 人 

穏やかな瀬戸内海（きれいな海）  

海に近いということで海への思いやり、イベント等  

生物  

植物  2 人 

このきれいな空気  
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【交通インフラ】 

交通インフラ  58 人 

交通機関  7 人 

便利な交通機関  7 人 

交通  4 人 

交通に関わっているもの  2 人 

交通網  2 人 

交通利便性  

交通整備  

インフラ  

電車などの交通  3 人 

電車  9 人 

鉄道網  2 人 

駅  4 人 

駅の数  

駅が多くなってほしい  

大きい駅がたくさん残ってほしい  

ＪＲ  5 人 

山陽電車  3 人 

JR の駅  

明石駅  

西明石駅  

JR 加古川駅  

高砂駅  2 人 

宝殿駅  

道路  3 人 

アスファルト  

車が走れる道路  
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安全な道  

今ある交通（かこバスのルートとか）  

かこバス  

加古川市と高砂市を繋ぐ橋  

淡路ジェノバライン  

乗り物  

景観  

 

【土地、具体的建物名】 

公園  26 人 

子どもが遊べる空き地や公園  

公園など。最近ではスマホやニンテンドースイッチなどたくさんの

ゲーム機が発売されていて、外で遊ぶ子ども達が少なくなっている

ので外で遊べる公園 

 

土地  4 人 

東播磨地域  2 人 

加古川市役所  

加古川総合文化センター  

寺家町(加古川市)  

海洋文化センター(加古川市)  

高砂市  

伊保団地(高砂市)  

海えーる広場(播磨町)  

教習所 2 人 

建造物  2 人 

自分たちが遊んでいた場所  2 人 

町なみ  2 人 

住宅街  2 人 
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商工業地域  

地域団体や公民館など、少数は意見を交換し会える施設  

いつでも集まってたわいもない話が出来る場所  

趣味が楽しめる場所  

きれいな町  

古い家  

遊ぶ場所  

 

【防災、防犯】 

防災・防犯対策  

防犯カメラの重視  

防犯に力を入れる  

安全で安心な地域  

安全第一  

 

【健康福祉、子育て、暮らし】 

病院（明石市）  

病院の料金無料  

薬局  

明石の子育て支援  

子育てのしやすさ  2 人 

子育ての支援  2 人 

子育ての充実など  

子どもの多さ  

子育て環境が良い  

ボランティア活動  

地域のボランティア等の繋がり  

都会過ぎず田舎過ぎず暮らしやすいところ  
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住みやすさ  

 

【学校、教育、スポーツ、家】 

学校  25 人 

母校  15 人 

学ぶ場所  

学校前  

学校である行事  

東播磨地区の学校すべて  

小中学校  3 人 

播磨小学校  

稲美中学校  

高校  

明石高校  

東播磨工業高等学校  16 人 

高砂高校  6 人 

播磨南高等学校  4 人 

教育  

協同的探究学習  

運動が出来る場所  3 人 

体育館の貸し出し 2 人 

室内で運動できる場所  

少年野球チーム  

体育館  

ストリートコート(バスケ)  

スポーツイベント  

自宅  21 人 

友達の家  2 人 

 

【人、精神的な様子】 

人  8 人 
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友達  2 人 

子ども  2 人 

若者  2 人 

女性  

先生  

両親  

おじいちゃん、おばあちゃん  

優しい人々  

交通安全のために道路に立っていてくださる見守りの方々  

みんなの子孫  

人口  

平和  3 人 

優しさ  3 人 

皆の笑顔  2 人 

地元民のガッツ！  

向上心！！  

もっと活気に溢れて欲しい  

努力  

にぎわい  

皆の温かい心  

町の暖かさ  

皆の笑顔  2 人 

愛  

人を愛する心  

絆  

思い出  

希望  

人との繋がり  
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気持ち  

笑顔  

良い行い  

ゆたかさ  

目立ったところはなくても飽きないところ  

地域の助け合い、又、協力  

播州弁  

 

【祭り、伝統、地域の繋がり】 

祭り  414 人 

地域の祭り  35 人 

地域のイベント  8 人 

イベント  5 人 

祭りなど皆で楽しめるイベント  2 人 

祭りやイベントをつくる  

地域の文化や行事  

伝統的な祭り  3 人 

秋祭り  45 人 

夏祭り  2 人 

花火大会  12 人 

加古川の花火大会  3 人 

曽根のお祭り  9 人 

播州秋祭り  5 人 

明石公園でのフェスティバル  3 人 

明石ロハスミーツ(イベント)  

おどっこ祭り  

加古川の祭り  4 人 

大塩天満宮秋季例大祭  2 人 
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万灯祭  3 人 

米田祭り  

神輿祭り  

大池祭り  

大中遺跡祭り  

ふれあい祭り  

えびす祭り  

やっさ  

みこし  

獅子舞  

とんど  

収穫祭  

大きな祭り  

有名な祭り  

商店街の祭り  

季節毎の祭り  

祭りの充実  

祭りの保存  2 人 

祭りなどの伝統行事  21 人 

地域行事  14 人 

町が明るくなる行事  

伝統  12 人 

祭りなどの年中行事  2 人 

地域の年中行事を大切にし、人と人との交流関係の場を無くしては

地域に活気を失ってしまうので続けるべきだと思った。 

 

文化  15 人 

伝統文化  3 人 

祭りなどの地域以外の人と交流できる文化  3 人 
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高砂の祭り文化  

文化活動  2 人 

地域の繋がり  32 人 

祭りなどの地域の繋がり  24 人 

地域住民のふれあい  

地域の交流  6 人 

つながり  

住人同士の仲  

タコバスなどの地域コミュニティ  

 

【その他、特になし】 

全て  5 人 

お金   4 人 

お墓  2 人 

命  

現在の名残  

災害の少なさ  

ライフライン  

名前  

ネット  

今のままで良い  

今が一番住みやすい  

今あるもの  

必要なもの  

特になし、どんどん変わってより良い物になって欲しい。過去より

も未来の方が大事 

 

ある程度の物が揃うのでお店はこのままが良い  

地球儀  
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古本  

14 時 30 分のチャイム  

宝くじ  

特にない  14 人 

分からない  4 人 

なんでもよい  

良いと思う  

いい、すごく  

ふんいき  

まず何があるん。インフラと書け  

昇龍  

藤本さん  

柿本優  

愛梨  

恐怖と絶望  

 

 


