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赤郷地区 地区内の要因（強み） 地区内の要因（弱み） 外部の要因（脅威・機会） 

① 自然豊か ・自然が豊か。｟４名｠ 

・四季の移ろいがよく分かる。 

・秋吉台の夕日がきれい。 

・野菜を安心して食べられる。 

・山、田、畑がたくさんある。 

・空気がきれい。 

・星がきれいに見える。｟２

名｠ 

・雪で動けなくなる。 

・雪が多いが除雪作業を民家近く

まで為されない。 

・雪が多い。 

・赤郷の良い点を言える児

童の育成。 

・地域ボランティアで協力

体制を作る。 

・自然を生かした町おこし

の実現。 

・移住者が増えると良い。 

② 地域の団

結力 

・子どもたちが元気。 

・地域のまとまりが良い。｟

３名｠ 

・教育活動への協力的な方が

多い。 

・行事に協力的な人が多い。

｟２名｠ 

・年配の方も元気。 

・家庭内での挨拶がよく出来

ている。 

・夏祭り。 

・子どもの登下校時の挨拶が

良い。｟３名｠ 

・子ども達と家族の結びつき

が強いと感じる。 

・人情、絆が強い。 

・地域の方々が学校の奉仕作

業を手伝って下さる。 

・Vo 精神が強い人が多い。｟

２名｠ 

・地域のつながりがある。（振

興会） 

・VO 活動が盛ん。｟２名｠ 

・赤郷振興会。 

・子どもが素直。 

・子どもと地域住民とのふれ

あいが多くある。 

・引っ込み思案かなと感じる子ど

もが多い。 

 

・地域の人が地域のために

何が出来るか考える。 

・ボランティア活動の推進。 

・入学前に少しでも専門の

方に訓練を受けることが

大事だと考える。 

・ライフサポートセンター、

ボランティアのコーディ

ネート。 

・桃の木小学校路地につい

て。 

①総合支援学校バス通りが

あるのは良いが遠い。②「こ

とばの教室」幼児部が大田

の方にも「分室」が週１日

でもあれば良いのでは？ 

③ 交通 ・道路、交通。 ・通過車両が多い。交通安全だけ

でなく、生活安全面も注意が必

要。 

・どこからでも乗れる無料

バスがあれば良い。 
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・旧道と本道との分かれ。 

④ 観光資源 ・観光資源がたくさん。（サフ

ァリなど） 

・おいしいパン屋さんがある。 

・歴史的な資料がある。 

・トロン温泉がある。 

  

⑤ 少子高齢

化 

・日本一老人が元気な町。 

・野菜作りの知恵がある。 

・「自分の力で何とか頑張りた

い」という高齢者が多い。 

・高齢化。｟４名｠ 

・高齢家族が目立っている。 

・小学校の存続が心配。｟２名｠ 

・子どもの減少。｟４名｠ 

・学童がない。 

・老々社会で地域の行事が出来な

い。 

・子どもの声がだんだん聞こえな

い地域が出てきて寂しい。 

・独居老人の孤独死が心配。 

・毎日一人で物事を行うことが多

い。 

・高齢者の介護。 

・集合住宅を作る。 

・子どものいる世帯の U タ

ーンがあれば良い。 

・人口増加のために何が出

来るか。 

｟２名｠ 

・I ターン U ターンを含め

若者が増えてくれると良

い。｟２名｠ 

・人口が増えたら良い。 

⑥ 買い物  ・店が一ヶ所という状況で買い物

が不便。 

・買い物できる場が少ない。｟３

名｠ 

・小学校の児童にとっては買い物

などの生活経験が一人ではしに

くい。 

・週一回でも巡回店舗があ

れば良い。 

・お店があることによって、

移住者 U ターンが増えて

活気のある町になる。 

⑦ 農業 ・ごぼうが有名。 ・農業をする人が減っている。（高

齢化） 

・農業の後継者不足。｟３名｠ 

・若い人たちの農業体験。 

・赤郷地域ならではのブラ

ンド  

 をつくる。（農業、観光な

ど） 

⑧ 教育  ・中、高校に通うのが遠い。 

・学校がなくなると地域の人の寄

り所がなくなる。 

・通学地域拡大（児童留学

制） 

⑨ 医療  ・医療を受ける場が遠い。 

・病院が遠い。（特に小児科） 

 

⑩ 仕事  ・就労の場が少ない。｟４名｠ 

・商店街の衰退、働く場所の減少。 

・就労先を作る。 

・地元野菜直売所が出来た

ら良い。 
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⑪ 交流  ・話し合いの場。 

・子育てサークルの参加が少ない。 

・若い人が集まるような場

所がほしい。 

⑫ 豊かな人

間性 

・人が良い。 

・祭りが好きな地区。 

・夏祭りが盛大に開催できて

良かった。 

・地域との関わりが多い。 

・人々の心のぬくもりがある。 

・郵便局の人が仕事中に郵便

物が溜まっておかしいとの

連絡で発見したことがあ

る。 

 ・情報発信の良いところ。 

⑬ 赤郷の財

産 

・少年自然の家がある。 

・大田絵堂の戦いの歴史があ

る。 

・公民館が広くて使いやすい。 

・トロン温泉がある。 

・萩が近い。（道が良くなった） 

・秋吉台に隣接している。 

・サファリランドがある。 

・赤郷小唄がある。 

・オートキャンプ場がある。 

・大正洞がある。 

・お米がおいしい。 

・特産品（美東ごぼう）があ

る。｟２名｠ 

  

⑭ 住宅事情 ・定住する人が増える。（空き

家を利用） 

 

・空き家が多い。｟３名｠ 

・空き家が増えて、野良犬や野良

猫が住み着く。 

・野菜を作っても鹿や猿、猪が荒

らす。 

・台風１５号の停電１１時間は困

った。 

 

 

 

 

 

 

・住民対策。 

・雇用対策。 

・空き家を利用して何か出

来ないか。 

・空き家リフォーム、人の

誘地。 
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⑮ 生活の不

便さ 

 ・交通が不便。｟２名｠ 

・コンビニがない。｟２名｠ 

・隣が遠い。 

・ガソリンスタンドがない。 

・買い物が不自由。 

・病院へ行くのに不便。 

・居酒屋などの楽しい場を

作る。 

・広い土地を使ってショッ

ピングモールを作る。 

・自然と人との繋がりで人

口の増加と若者の定住

化。 

・現在「サロン」が赤郷に

一つなので各地区にあれば

良い。 

⑯ 地域性 ・地域で老後の暮らしづくり

に取り組んでいる。 

・地域の実態をある程度、把

握できている。｟３名｠ 

・畑仕事をしていると声かけ

をしてくれる。 

・地域で気軽い野菜作りや花

作りなどのアドバイスがあ

る。 

・地域を何とかしたいと考え

ている人がいる。 

・作業などで互いに気配りが

出来る。（年齢、体力、その

日の体調…等） 

・地域住民が協力的。 

・伝統芸能がよく守られてい

る。 

・気軽に集まれる場がない。 

・サークルがない。 

・課題は分かっているが解決に向

けて取り組みが出来ていない。 

・外に出ると意見をなかなか言え

ない。 

・農業が出来ない人が多くなり農

地が守れなくなってきた。 

・移住者が増えると良い。 

・人が集まれる場所が増え

ると良い。 

⑰ 子ども ・放課後子ども教室に参加す

ることで他地区の子どもと

顔馴染みになる。 

・子どもがのびのびしている。 

・外で会う子どもが話かけて

くれる。 

・子どもの学童がない。 

・子どもが少ない。 

・若者がいない。 

・子育てしやすい環境がほ

しい。（学童・病院） 
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大田地区 地区内の要因（強み） 地区内の要因（弱み） 外部の要因（脅威・機会） 

①協力的・人

柄が良い 

・行事に協力的。 

・穏やかな人が多い。 

・地域を大切に思われて活動

される方が多い。 

・岩波地区の人が皆、仲良し

で祭り行事の時は楽しくて

良い。 

・すぐに仲良くなれる。 

・大田地区では全員が挨拶を

よくする。 

・地区全員が清掃をよくする

。 

  

②高齢者・一

人暮らし 

・２ヵ月に１回の高齢者との

ふれあいをとても楽しみに

していただけるので喜ばし

いと思う。 

・高齢者は元気な人が多い。

｟２名｠ 

・高齢者の一人暮らし。｟４名｠ 

・少子高齢化が進んでいる。 

・車の運転ができない人には、買

い物が大変。 

・高齢者が多い。 

・認知症を世話する家族が多い。 

・高齢者だけの世帯も多いのでは

。 

・過疎化。 

・地域の協力。(小単位で) 

・福祉員の活躍。 

・宅配、お弁当など。 

・認知症サポーターを増や

すこと。 

・若い人の定住化。 

・企業誘致 

・農業支援。 

③農業・後継

者 

 ・政府の集める農業大規模化に対

応できない地域特性があり、地

域の農地等の維持ができない。 

・高齢化による後継者不足。 

 

④働き場所  ・仕事が少なく、だんだん人口が

減って、そのうち集落がなくな

る。 

・工場が少なく働く場所が少ない

。｟４名｠ 

・工場誘致。 

・観光業の見直し。 

⑤住みよい環

境 

・気候温暖で災害が少なく住

みやすい。 

・コンビニがある。 

・買い物が出来る場所が多い

。 

・福祉施設が多くある。 

・道の駅がある。 

・大田小学校、中学校がある

・高校が遠い。  
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。 

・道が良い。 

・大田地区は学校、銀行、郵

便局、警察、駅がまとまって  

 

小都市として住みよい町と思

う。 

・川がきれい。 

・災害も少なく、施設も整っ

ているので住みやすい。 

⑥自然環境 ・道の駅がある。｟２名｠ 

・蛍が沢山いる。｟２名｠ 

・自然が豊か。｟６名｠ 

・交通の便が良い。 

・無料道路のインターがある

。 

・山口市が近い、買い物に便

利。 

・バイパスが近く、高速に乗

るのに便利。 

・災害の少ないところ。 

・空気がきれい。｟２名｠ 

・山、川、自然が良い。｟２

名｠ 

・騒音がない。 

・空が澄み切っている。 

・鳥のさえずり、虫の音。 

・県道の側溝の落ち葉、草刈り。 

・整備の予算が少ない。福祉につ

いても。 

・(県道)道路が悪い。 

・要望が叶うまで時間がかかる。

(道路の舗装など) 

・道路両側に木が下がり、車にあ

たる。 

・水道水が石灰分が多い。 

・車がないと交通の便が悪い。｟

２名｠ 

・川の中が汚い。 

・田畑を動物が荒らす。｟２名｠ 

・水害が心配。 

・大田川について「ヨシ」が繁茂

して水の流れが悪い。 

・道路周辺、川周辺の整備が出来

ていない。 

 

・お金の統合。(地区、学

校) 

・改善をお願いしたい。(

行政) 

・車のスピード落とす。 

・公園を増やす。 

・ジオパークの魅力を発信

。 

⑦資金  ・活動資金が少なくて特にお弁当

作りも危機感がある。 

・社協からは補助をいただ

いているが、特に美祢市

にお願いしたい。 

⑧空き家  ・災害時の連絡、訓練がない。 

・空き家が多い。｟７名｠ 

 

 

 

 

 

・行政の管理にお願いした

い。 
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⑨生活環境 ・美東病院がある。｟４名｠ 

・山口市まで近い。 

・銀行、農協、郵便局がある

。 

・コンビニがある。 

・ショッピングセンターがあ

る。 

・お店が充実。(サイサイみ

とう)｟４名｠ 

・総合病院がない。(近くに産科

がない) 

・油のスタンド少ない。 

・お店が少ない。｟５名｠ 

・水道の料金が高い。 

・若い人が大田を出ていく。働く

所がない。 

・地区によって過疎。 

・地域の就職先が限られる。 

・墓地に行かなくなった。 

・寺離れが進んでいる。 

・老人の憩いの場が少ない。 

・企業が少なく祭り等でも寄付が

少なくなった。 

・健康不安。 

・お金がない。 

・飲み屋がない。 

・小児科医院がない。 

・住民の憩いの場でもある酒を飲

む場がなくなった。 

・自分の体が老いた時、自分たち

の生活の基盤が保たれるか。 

 

⑩サロン ・小学生がサロンに参加する

。 

・地区サロンの参加、皆さん

と楽しく話し、よく会話が

できるグループ。 

  

⑪ボランティ

ア 

・高齢者のボランティアの方

が多い。 

・ボランティアに進んで参加

する人が多い。 

・高齢者の方がよく集まる。 

・ボランティア同士の交流が

多い。｟２名｠ 

 

 

 

 

 

・毎度同じ顔ぶれで若い人はなか

なか分かりにくい。 
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⑫子ども ・小、中学校に通学時間がか

からない。 

・他の地区に比べて子どもが

多い。 

・子ども達がよく挨拶をして

くれる。｟２名｠ 

・子どもが少ない。｟６名｠ 

・学校や保育園の送迎が大変。親

の負担が大きい。 

・中心地から離れているところは

不便。 

 

⑬治安問題に

ついて 

・事件等がない。(交通マナ

ーが良い) 

・犯罪が少ない。 

・嘘電話詐欺の被害がある。 ・見守りをしっかりする。 

・

高齢者の居場所づくりを

。 

⑭住民同士の

つながり 

・近所の方と親しい。 

・よく挨拶をする。 

・人情が良い。 

・希望がある、楽しい日々。 

・親切な住民が多い。｟２名

｠ 

・地区のまとまりがある。 

・地区の人の顔が分かる。 

・近所とのお付き合いが深い

。 

・皆が仲良しで連帯感がある

と思う。 

 ・祝日等各戸国旗を飾って

少しでも町を賑やかにし

よう！ 

⑮歴史ある大

田の誇り 

・大仏様のふるさとがある。

｟２名｠ 

・歴史に残る場所がある。(

明治維新)｟６名｠ 

・長登銅山あり。｟３名｠ 

・文化遺産がある。(長登銅

山) 

・秋吉台。 

 ・全国的に宣伝する。 

・史跡めぐり、ガイド、案

内充実させる。 

・ジオパークの推進！ 

⑯教育関係 ・学校があるので子どもとふ

れ合える。 

・小、中学校がある。 

・高校が近くになく、通学に不便

。 

・高校以上の進学先、他町や他市

へ行かなくてはならない。 

 

⑰防災 ・自主防災組織が整っている

。 

  

⑱祭り ・夏祭りがある。 ・イベントが少ない。 
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⑲医療・福祉 ・地域全体で子育てが出来て

いる。 

・病院がある。｟４名｠ 

・介護施設がある。｟２名｠ 

・特養、デイサービス、居宅

、社協、グループホームが

ある。 

・市営住宅があり、人口を呼

び込める。 

・美東病院に行く人が少なくなっ

た。 

・保健福祉センターの活用がしに

くい。 

・相談窓口が減った。 

 

⑳人口減少  ・大田の発展の為、大きな会社が

ない。人口減少問題。 

・空き家が多くなった。 

・人が少なくなって区の役が度々

回る。 

・街の中を通っても人と会わない

時がある。 

・定住政策(企業誘致) 

㉑交通関係 ・交通の便が良い。(高速道

路に乗れる)｟２名｠ 

・道の駅がある。人が集まる

。 

・近郊都市に近く、買い物に

便利。 

・萩、小郡道路の乗り口があ

る。 

・障害の人の動きがとれない。 

・バスセンターが古い。 

・車のない人は交通の便が悪い。 

・住民 

・社協 

・行政 

㉒水道関係 ・山水がおいしい。町水とは

別。 

・水質が心配。 

・町水。カルキ問題、石灰水、料

金の問題。｟２名｠ 

・水道料金が高い。 

・進行中である。 
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綾木地区 地区内の要因（強み） 地区内の要因（弱み） 外部の要因（脅威・機会） 

①交通 ・地理的に県の中心である。 

・ミニバスが利用できる。 

・交通アクセスが良い。｟２

名｠ 

・高齢者の足となる交通の便が悪

い。 

・車の運転ができなくなったらと

思うと不安。｟２名｠ 

・交通の不便。｟３名｠ 

・バスの便が少ない。 

・横断歩道がないと危険。 

・移動手段のない方の生活が心配。 

・バス停が遠い。｟２名｠ 

 

・横断歩道をつけてほしい。

標識をつける。 

・コミュニティバスの増便。 

・車に乗れない高齢者に家の

近くを通るコミュニティバス

を希望。 

・ミニバスの便を増やす。 

②少子高齢化 ・綾木会（地域の有志の会）

の活動。 

・元気な高齢者が多い。 

・お年寄りの活動の場がない。 

・高齢者が高齢者をサポートして

いる状態。｟２名｠ 

・一人暮らし高齢者が増えた。｟

６名｠ 

・高齢者の憩いの場がない。 

・一人暮らしで夜になると物音が

気になる。 

・高齢者はどこに相談していいか

分からない。 

・少子高齢化｟３｠ 

・若者と暮らしていないので将来

が不安。 

・人口減。 

・将来のシルバータウン化が心配。 

・老後の健康が心配。｟２名｠ 

・昼間の一人暮らしの見守り

について。 

・市がマイクロバスで定期的

に 1日 1便時間を決めて運行

する。 

・身内を近くに帰らせる。 

・少子化対策。 

・子が親を見る。 

・感心を持って見守りをす

る。 

・若者の人口増加の方法につ

いて（①若者を呼び戻し受け

入れる環境づくり、心がまえ

必要 ②若者の就労環境） 

 

行政 ・旧ＪＡ支所に企業が入って

活気づいた。 

・サロンがある。 

・綾木小学校がある。 

・西条柿。 

・山口市が近い。 

・山里会（地域交流センター）

の活動。 

・駐在所がパトカーにて巡回

する防犯が良い。 

 

 

・一人の人が色々な役をやらざる

を得ない。 

・若い人と出会って話をする機会

が減った。 

・高齢者の学習の場がない。 

・料理教室等、参加されるメンバ

ーが決まっている。 

・役場の職員が、地区外の人なの

で地区の事が分からない。 

・道路から出た木を切る。 
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農業 ・農家の育成。（自立した農

業） 

  

行事 ・８／２５泥鰌、森祭り。 

・鉈折の木（綾木八幡） 

・蛍祭り。 

・敬老会の日の行事が他地区と合

同で参加しにくい。 

 

医療費  ・医療費の経済的不安。  

特産 ・米まんじゅう。   

自然・環境 ・自然が豊か。｟３名｠ 

・近所が顔なじみで気軽に話

しかけが出来る。 

・四季の移り変わりを実感で

きる。｟２名｠ 

・住環境が良い。｟２名｠ 

・犯罪が少ない。 

・夜が静かで良い。 

・空気がきれい。 

・雪が深い地区がある。 

・自然に恵まれて良いが、自然＝

雑草の始末が伴う。 

・猪や鹿、猿が出る。｟２名｠ 

・道路沿線にゴミ等を捨てな

い。 

・自然、環境を守るために何

が出来るか…全員での取り組

みが必要。 

・移住者を増やす。 

学校、教育 ・子ども達の顔と名前が分か

り通学時等で気軽に挨拶が

出来る。 

・多世代での生活がしやす

い。 

・児童クラブ（放課後）がで

き、安心して就労が出来る。 

・小、中学校 小規模としての特

色が薄い。 

・現在残っている学校は廃校

しないでほしい。 

・保育所の存続を望む。 

人情・地域活動 ・隣近所と顔を合わすことが

多く、心強い。 

・人柄が良い。（協調性があ

る） 

・優しい、人情深い者が多い。

｟２名｠ 

・サロン活動や住民活動が活

発。 

・ドジョウの森がある。 

・祭りが保たれている。 

・隣近所仲が良い。 

・VO精神が強い。 

・サロンが充実している。｟

２名｠ 

・人が優しい。 

・地区内での助け合い。 

・集落の連携希薄。 

・集う機会が少ない。 

・地域の草刈り作業の応援隊

みたいなものが出来たら良

い。 

・ドジョウ森をＰＲしたい。 

・祭りを続けていく知恵を

出す。 

・世代交代をするように地

域で育てる。 

・綾木会の活動継続。 

・サロンの担い手を若い人

に協力してもらう。 



資料編 

 

綾木：綾木公民館 H27.11.5 

- 131 - 

買い物 ・サイサイ美東に配達サービ

スが出来たので便利になっ

た。 

・お金を出せばサイサイ美東

から配達をしてもらえる。 

・車に乗れなくなったら買い物や

通院に困る。｟３名｠ 

・高齢になった時外出が不便にな

る。｟３名｠ 

・買い物できる場所がない。｟３

名｠ 

・買い物が不便。 

・店がない。｟３名｠ 

 

・移動販売。 

・宅配をする。 

・買い物難民化対策。（①移

動販売の実施４台②ＮＰＯ

法人設立③人件費、車両代、

維持費は市が補助する④仕

入れはサイサイ美東で行い、

残ったら返品⑤サイサイ美

東は利益の一部をＮＰＯ法

人に還元） 

・空き家の活用について。 

・買い物をして休憩できる場

所があると皆集まる。 

・生協で全て揃う有難さを

フル活用する。 

生きがい ・野菜やお米が美味しい。 

・高齢者の仕事がある。 

・野菜作りをしている。 

・農業をしている人が多い。 

・働く場所が少ない。 ・若い農業者を育てる。 

・直売所を作る。 

生活の利便性

の問題 

・独居になり、弁当を配達し

てくれる。 

・県の中央や新幹線には近い

ので助かる。 

・病院がない。｟２名｠ 

・車がない。｟２名｠ 

・買い物、通院に不自由。｟４名

｠ 

・バス代が高い。 

・お互いさまの精神はあるが、不

安。 

・高齢者の生活のしづらさ。 

・高齢者も注文しやすいよ

うにする。 

・ミニバス（乗合タクシー）

を活用する。 

・生活がしづらくなった人

をサポートする。 
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真長田地区 地区内の要因（強み） 地区内の要因（弱み） 外部の要因（脅威・機会） 

①自然環境 ・土地価格が安い。 

・風景がきれい。｟２名｠ 

・並木百選。 

・米、野菜がおいしい。 

・静かである。 

・空が美しく見える。  

・自然が豊か。 

・災害時の避難は大丈夫か心配。 

・淳美小はがけ崩れの危険箇所に

所在。 

・長田川、大田川が氾濫した状態

で避難ができるのか？ 

・川に魚が少ない。 

・メタセコイヤ樹の落ち葉に困っ

ている。 

・野生動物の被害が多い。｟３名

｠ 

 

②施設がある

もの 

・天宿温泉がある。｟２名｠ 

・工業団地がある。 

・小学校がある。｟２名｠ 

・他地区に比べ、飲食店が多

い。 

・サービスエリアがある。 

・ガソリンスタンドがある。 

・企業が多い。 

・最近高齢者施設ができた。 

・食事するところ多い。（サ

ービスエリア、山村、味あい、

きらら、天宿） 

  

③少子高齢化  ・職場が少なく、若者が町外に出

て行く。｟２名｠ 

・高齢者世帯(独居夫婦)が多い。

70歳以上で約 100世帯。 

・一人暮らしの安全面が心配。 

・隣家が離れている。 

・湯の口にマールがなくなったの

で、高齢者には不便。 

・長谷、町絵の限界集落が心配。 

・一人暮らしが多い。｟２名｠ 

・少子高齢化｟４名｠ 

・隣近所仲の悪い所がある。 

・限界集落に近い区がある。 

・結婚しない人が増えている。 

・公民館主体の活動を増やす。 

④医療関係 ・田代台病院、みとうの杜等、

病院や施設がある。  

・内科等のクリニックが遠い。 

・歯科医院がない。 
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｟４名｠ ・身近な医療の場がない。 

⑤買い物の問

題 

・コンビニがある。｟３名｠ 

・直売所に野菜や花を出せ

る。 

・ナフコが近くにある。 

・物産市の活気がある。 

・レストラン等、飲食する場

所がある。 

・お年寄りが買い物に不便。｟２

名｠ 

・日用品を購入する店がない。 

・買い物できる店が少ない。｟５

名｠ 

・病院がない。｟３名｠ 

・病院が遠い。 

・移動販売車があると良い。 

⑥行政への要

望 

・災害が起こりにくい土地で

ある。 

・公民館を中心とした行政が疎か。 

・公民館に男性 2 人は良くない、

女性が頼みごとをしづらい。 

・行政が不親切。もっと本音で対

応してほしい。 

・行政が旧美祢市中心で美東町は

過疎化になっている。 

・空き家が多くなっている。 

・農業所得が少なく荒廃地が目立

つ。 

・メタセコイヤに困っている。 

 

⑦交通が便利 ・交通のアクセスが良い。｟

２名｠ 

・歩道が広い。 

・真長田地区は、小郡、山口、

宇部、萩に近い。｟７名｠ 

・十文字インターが出来た。 

・交通の便が良い。 

・バスの本数がある。｟２名

｠ 

・湯の口交差点の信号が車歩

分離式になって良い。 

・道路が良い。高速インター

がある。 

・美東サービスエリアがあ

る。 

・美東インターがある。 

・公共交通機関が少ない。 

・交通の便が悪い、バスが少ない。 

・交通が不便。｟２名｠ 

・交通手段が少なく老人は買い物

が困難。 

・移動手段のない方のアクセスが

心配。｟２名｠ 

 

・美祢市の福祉の問題になっ

ている所を皆が意見してはど

うか。 

・（地理的）有利を活かし、

人口、企業の増加をアピール

する。 

・美祢市から大田への無料巡

回バスがほしい。 

⑧地域活動 ・ネットワークが出来てい

る。 

・駐在所の方が親切。 

・サロン活動が継続できてい

・独居、認知症などが心配。 
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る。 

・真長田定住センターがあ

り、活動が多い。 

・真長田のふるさと祭りがあ

る。 

・グラウンドゴルフが活発で

ある。｟２名｠ 

・小学校がある。 

・花壇の整理が積極的にされ

ている。 

⑨善良な人間

性 

・農作業を頑張っている人が

多い。 

・助け合いの精神が強い。 

・住民同士の繋がりが密で、

孤立した高齢者はいない。 

・福祉の活動に協力する方が

多い。 

・規範意識の高い人が多い。 

・純良な人が多い。 

・福祉員さんがとてもよく近

所見守って下さり助かる。 

・困った時にはすぐ連絡し合

う。 

・年齢関係なく頑張れるとこ

ろが良い。 

・個性が強い人がいて困っている。  

⑩市全体の年

齢構成不足 

 ・市全体の年齢構成が分からない

ので先が見え難い。（問題が見つけ

難い。） 

・美祢市全体の人口及び年齢

構成等の情報の伝達をよくす

る。 

・自分の受けている役をもう

少し確認してほしい。 

⑪ｶﾙﾁｬｰｺﾐｭﾆｹｰ

ｼｮﾝ 

・定住センターに子どもの遊

び場がある。 

・子ども達の大声での挨拶が

良い。 

・サロン活動がある。 

・真長田の人は人情深く親

切。 

・外部から人が来る要素は多いが、

経済効果があまりない。 
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⑫新興住宅 ・長田団地があり、児童が増

えた。 

・真長田地区へ他地区からの

住民が多い。 

 ・住みたくなる地域。 

 ⑬後継者問題  ・空き家が増える。 

・これから先の農業不安。 

・児童数も減少し寂しい。活気が

ない。 

・農業の後継者。（荒れ地、空地） 

 

⑭会社 ・働く場所が多い。 

・会社が多い。 

・工業団地の企業進出が低調。 

・地元採用が少ない。 

・進出企業について「地元採

用」を条件とする。 

 

 


