
⼩野中学校ワークショップ記録

胸を張って自慢できることがひとつもない

都市と比べて経験できることが少ない

車が少ないので事故が少ない、安全に登下校がで
きる

安全に土手を散歩できる

渋滞が少ない(車)
バス停がある

１．⼩野中学校区の住みやすさ

①私たちの世代にとっての⼩野中学校区

⽣活利便性 娯楽関係

⾃然・歴史・⽂化など交通利便性・安全性

凡例

住みやすいところ

住みにくいところ

1

買い物

⾷事

住環境

学校

景観⾃然

娯楽

公園

道路・交通 治安

その他

自動販売機がある

駄菓子屋がある

スーパーがない、遠い

コンビニがない、遠い

本屋、漫画を買うところがない

アイスを買うことができる場所が少ない

洋服やアクセサリーなどを買えるところがない

店が遠いため少しのものを買いに行くのに時間が
かかる

飲食店がない

ファストフード店がない（マックとかモスバとか）

静かなところ

人が少ないため人目を気にすることがない

落ち着く場所がある

人数が少ないからこそいろいろな友達と遊んだりで
きる

友達と長く一緒だから仲良くなる

1人1人が責任を持って行動する

クラス関係なく協力して何かを成し遂げることができ
る

人数が少ないから一つのことを団結して取り組むこ
とができる

地域の人と親しみやすい

近所の人が親切、優しい

子供が自然育ちでよい

公共施設が少ない(警察、消防、その他諸々）

夜、バイクの騒音がうるさい

カエルや虫の鳴き声がうるさい

お年寄りが多いので若い世代との交流が少ない

家の周りに同級生とかが少ない

小学校がきれい

学校がほぼ木造で雰囲気がいい

グラウンドが使いやすい

高校がない

クラス替えがない

部活の種類が少ない

山で遊べる

川遊びができる、ハゼをとることができる

サイクリングロードがある

遊ぶところが少ない、遠い（公園、カラオケ）

子供が喜ぶようなものがない

ゲオやTSUTAYAがない

公園や遊具がない

道路がボコボコで自転車で転ぶ、登下校時に疲れ
る

自転車と歩行者の通る道幅が狭い

睦美橋が狭く、危険

坂が多くて行ったり来たりするのに大変

田んぼが多くて時々落ちる

明かりが少ない(街灯）

カーブミラーが少ない

信号が少ないので危険

車のスピード違反が多く、横断歩道を渡りづらい

信号無視の車がいっぱい

バス（防府駅前）で往復1200円かかる

バス停まで遠い

どこに行くにも車がなければならない

バス（防府駅前）で往復1200円かかる

まちまで遠い

暴走族があまりこない

人通りが少ない→人におそわれる

防災
災害が起こりやすく、危ない

避難場が近くない

自然が多く、空気がきれい

水がきれいで、おいしい

地下水があり、おいしい

川や星がきれい

山が多く自然が豊か(山に囲まれている）

植物が多く、花がたくさん咲いている

生き物（虫、動物）が多い

自然が多い、のびのびと暮らせる

自然(川、草、木）と関わることができる

虫が多い、うるさい(コバエ、蚊）

蚊に刺される

雑草が多い

寒い

街灯が少ないため夜は星や月の美しさが際立つ

ホタルをたくさん見ることができる

周りに山がたくさんあるので目にいい

地域活動、地域行事が多い

こい流しが有名

寺や神社がたくさんあってよい、歴史がある

歴史・⽂化
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田舎道の整備(山道、細い道など）

道が狭くて車が通りにくい

歩道と車道の区別がない

睦美橋が狭い

小中学生が車の邪魔をする

夜の帰宅時、街灯などの代わりが少なく、少し危な
い

27の道が狭いと大内に行くのに時間がかかる遊ぶ場所（自然）が多く、子どもと一緒に川や山に
行ける

保育園がある(二つ)

買い物

⾷事

住環境

福祉・⼦育て

道路・交通⾃然

②お⽗さん、お⺟さん世代にとっての⼩野中学校区

⽣活利便性 交通利便性・安全性⾃然・歴史・⽂化など
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凡例

住みやすいところ

住みにくいところ

働く場所

防災

③おじいさん、おばあさん世代にとっての⼩野中学校区

買い物 住環境
⽣活利便性

道路環境・交通
交通利便性・安全性

防災

歴史・⽂化

⾃然・歴史・⽂化など
⾃然

娯楽関係
娯楽

ちょっとした店がある

商店がある

近くにコンビニがない、遠い

スーパーが近くにない、買い物するとき時間がかか
る

買い物できる大きい店がない

農業がたくさんできる

仕事場が遠い(仕事場が少ないから）

近くに大きな工場がない

たけのこなどの食材が生えてくる

近くにお店がない(食べるもの）

チェーン店がない

買い物が不便(食材）

地域の人との交流が多い、しやすい

地域の人が優しい(フレンドリー）

夜静かで過ごしやすい

事件がない

土地が安い

実家が近い(一部）

市街地までが遠い

車がないと生活が困難

田んぼがいっぱいあって建物がない

自然（山、緑）がたくさんある

空気がきれい

水がきれい、おいしい

生き物が多い

涼しい

虫が多い(ムカデ、カメムシ）、蚊が多い

野生動物が多い（危険！熊、さる、いのしし）

鳥の糞、巣が多い

山の近くの家は冬が寒い

風が強い

景観
早朝（曙らへん）の朝日がきれい

星がきれい

歴史・⽂化
地域行事が多い

車が少ないので事故や渋滞が少ない

信号機が少ない

出勤する時に交通量が少ないので楽

駅までバスが通る

家が密集していない

火災時、水源地が確保されていないので不便

移動販売車が来てくれる

店が少ない(スーパー）

店が遠い(コンビニ）

福祉

医療
病院が少ない、遠い

病院が近くにないので大変なことが起こってもすぐ
に行けない

薬局がない

老人ホームがある、意外と近い

⾷事
野菜、山菜、たけのこが採れる

川の水がきれいだからお米や野菜などが新鮮でよ
い

畑で作物が育てやすい

近所とおすそ分け

飲食店がない

日中や夜でも静かで暮らしやすい、ぐっすり眠れる

地域の人との仲がいい、近所づきあいが多い

同世代の人が多い

地域の人の顔を知っている人が多い

お年寄りの方には暮らしやすいまち

お年寄りの方が元気(農業のおかげで）

子供との触れ合いが多い

雑音、バイクの音がうるさい

ネット環境が良くない

人口が少ない

車通りが少ないから安全、事故がない

バス停が多く、近い

坂道がいっぱいあり歩きにくい、危ない

道が狭いところが多い

道路がガタガタ、整備が整ってない

あぜ道が多く歩きにくい

歩行者だけが通るところが少なく危ない

街灯が少ないため夜が危ない

バスの本数が少ない、一回乗り損ねると大分待た
ないといけない

バス停に日光が当たる

交通の便が少ないので買い物や病院に行くのが大
変

バスの運賃が高い（都会と比べて）

駅まで遠い

火事が多い

土砂崩れが起きる

水がきれい、おいしい

空気がきれい、おいしい

生き物、自然が多い、豊か

田んぼや畑をつくれる場所がたくさんある

クーラーがいらない、風が涼しい

野生動物が農作物を食べたり荒したりする

いのしし、熊、猿が出て危ない

山の中にゴミがたくさん捨ててある

夏はむしむし暑い

神社が多い

すぐ近くの山に登れる=運動できる環境にある

昼にゆるゆる散歩できる

畑作業とかを楽しんでいる
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◎きれいな空気、自然、水を残す 自然（山、木、緑）を維持する

◎農地を残す 環境を保護、整備する

◎農大の研修先にする（田んぼ） 草を抜く、必要な分だけを残す

近くに店を建てることでCO2の削減になる 動物が飛び出さないように柵をする

◎外来種の処理、在来種の保護 安全にする(イノシシ、熊、猿）

◎小野地区で山を活用する 野良猫を保護する

◎ホタルや白鳥を残す、増やす 殺虫剤をなるべく使わないようにする

◎(動植物など）自然に過ごせる場所を残す 小野の動物で小野動物園をつくる

山にソーラー 植林売買

買い物

住環境

学校

医療・福祉・⼦育て

道路の通⾏環境

防犯・防災

その他

２．将来も「住みやすいまち」にするために必要なこと

⽣活利便性 交通利便性・安全性

3

凡例

住みやすいまちにするために必要なこと

◎は、特に実現したいこと

働く場所

スポーツ
娯楽関係

娯楽

⾃然・環境

歴史・⽂化

⾃然・歴史・⽂化など
公園

⾷事

交通

◎スーパーをつくる
◎コンビニ（セブンイレブン、ファミリーマート）をつく
る

◎ゲオやTSUTAYAなどを建てる 本屋をつくる

◎道の駅をつくる 服屋さんをつくる

小野で育てた野菜を売る直売所をつくる もっと文房具店をつくる

専門店（カード屋、オルゴール屋）が欲しい 自動販売機を増やす

◎飲食店を増やす（レストラン、喫茶店、ファスト
フード店、カレー屋）

ちょっとした食べ物屋（アイスクリーム、たこ焼きな
ど）をつくる

ピザーラの宅配がくるようにする

銀行が欲しい
パチンコ、ゲームセンター、スーパー、コンビニなど
のお店を設けず、静かな小野を守る

公共施設を増やす 廃墟、土地を活用する

公衆電話を多くする マンションやアパートを建てる

◎近所で付き合いを続ける（あいさつ） ◎新しい住居をつくって人口を増加させる

◎病院を建てる(外科、内科） ◎動物病院を建てる

◎移動ができる診療所をつくる ◎薬局をつくる

◎老人ホームをつくる
子供(幼児）が遊べる公園があった方がいい、欲し
い

◎保育園をもっとつくる

学校は木造にする ◎中学校をきれいにする

働く場所を増やす(工場） ◎広い土地を利用して新たな産業を始める

ジムをつくる

遊ぶ場所を増やす 広い遊び場をつくる

川で泳ぎたい、川の水を使ったプールとかつくれば
いいと思う

水辺の楽校に遊具、冷水器をつくる

◎移動図書バスを利用する ディズニーランド（シー)も欲しい

プラネタリウムがほしい

道を広くする デコボコ道を整備する

自転車と歩行者の通る幅を広くする、歩道をつくる 道路を新しくする

坂をなくす 橋（陸美橋）の整備が必要、橋を広くする

信号を増やす ガードレールをつくる、強くする

横断歩道を増やす ◎カーブミラーを増やす

バス停に屋根、椅子をつくる 街灯を建てる

バスの本数を多くする ◎バスの運賃を安くする

バスの料金を電子マネーで払えるようにする 電車が欲しい、駅をつくる

お年寄りが早く行けるように、バス停をたくさんつく
る

安全な場所を確保する 山などの整備をして災害を減らす

◎災害時に避難する場所をみんながわかるように
ポスターなどをつくる

高台をつくる

◎避難階段をつくる

公園を各地区ごとに一つずつほしい 公園に時計があってほしい

◎神社を残す、守る ◎伝統を守る、腰輪踊り、しゃくなげ祭り

◎鯉流しの宣伝 ◎鯉流しの宣伝

◎地域交流の行事を残す、祭りを増やす 小野観光大使をつくる

自然を利用したイベントなどをする、つくる 観光地、道の駅をつくり小野の良さを魅せつける

ホームページで宣伝する 「小野コミュニティスクール！」の計画を進める

ドラマの撮影で使われる町にする ゆるキャラをつくる

若い世代が田んぼなどを継ぐ ◎Uターンさせる

人口を増やしにぎやかにする
◎小野地区で募金活動して建物をつくったり道を
整備する
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◎事故防止ポスターをつくる 凸凹の道→コンクリートを塗る

凍結防止剤をまく カーブミラーを磨く

地域活動への参加（避難訓練など） 危険なところをつくらない

◎防災訓練を行う(地域全体） 見回りなどをする

地域の行事（ボランティア、祭り、ポートボールなど）
に積極的に参加する、広告する

◎伝統行事に積極的に参加する、伝統が受け継が
れるために

鯉流しの規模を大きくする
◎人口を増やすために花火大会、プール、夏には
みんなでミカンを食べる。いもでもOK

川にこいのぼりを流すことなどの小野PR ◎小野の食べ物を食べれる行事をひらく

地域活性化のための行事、イベントを中学校で発
案する

自然を生かしたイベントを開催する

◎みんなが楽しめる祭りをする

２．将来も「住みやすいまち」にするために私たちにできること

あいさつ

まちのPR

防犯・防災

地域貢献

周囲への気配り

地域行事への参加

その他ボランティア

美化・清掃活動

交通安全
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◎登下校中や遊びに行くとき、会った人にあいさつ
する

元気に明るく毎日たくさんの人に笑顔を届ける

◎他の県や国の人と共存できる社会をつくる

ゴミ拾い、溝掃除などの清掃活動をする ◎ポイ捨てをしない、ゴミを減らす

青森神社をきれいにする 佐波川をきれいにする

特産物をつくる、アピールする ◎地元についてよく知って広める

小野地区のHPをつくる、ネットでアピールする 小野のPR動画をつくる

地産地消 ◎自分たちが住み続ける

◎田んぼを継ぐ ◎Uターン、地元で職に就く

◎テントを張って道の駅に、農作物を私たちが売る ◎コンビニを経営する

◎医者になってみんなを助ける ◎老人の方たちが気軽に通える病院をつくる

◎大人になったら今日のような活動をする 市長に頼む、コンビニや病院を建ててもらう

◎建築士としていろいろなものを建てる 優しい心の育成

色んな専門学校をつくる 夜の騒音をなくす

◎ベルマーク、ペットボトルキャップ、プルタブを集
める

自然を守る（不法投棄しない、木を傷つけない） 野良猫野良犬をできるのならば保護する

草むしりをする 鳥の巣箱をたくさんつくる

自然環境の保護（在来の植物） 一世帯に一個は植物を育てる

邪魔な木を切る 水辺の楽校に花を植える

植林する 熊やイノシシからおばあちゃん、おじいちゃんを守る

二酸化炭素を減らす 今あるものを大切に使う

環境保全

◎募金活動（公共施設や病院の建設費、街頭の設
置）
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