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令和３年度 伊勢市議会「高校生アンケート」集計結果（案）

■①あなたの性別を教えてください。（※回答は任意。１つに☑）

■②あなたの高校を教えてください。（※回答は必須。１つに☑）

（注）高校名については、公表を控えさせていただきます。

性別(合計443名)

女性 男性 無回答 回答しない

男性:167名

(37.7%)

無回答:15名

(3.4%)

女性:247名

(55.7%)

回答しない:14名

(3.2%)

高校(合計443名)

Ａ校 Ｂ校 Ｃ校 Ｄ校 Ｅ校 Ｆ校 Ｇ校

Ｅ校:17名

(3.8%)

Ｃ校:69名

(15.6%)

Ａ校:227名

(51.2%)

Ｄ校:23名

(5.2%)

Ｆ校:8名

(1.8%)

Ｂ校:96名

(21.7%)

Ｇ校:3名

(0.7%)

議会のあり方調査特別委員会

資料１

（R03.09.21）
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■③あなたのお住まいを教えてください。（※回答は必須。１つに☑）

■④あなたは高校や大学を卒業後も現在お住まいの市（町）に住みたいですか。

（※回答は必須。１つに☑）

お住まい(合計443名)

伊勢市 志摩市 松阪市 鳥羽市 玉城町 明和町 度会町

その他 多気町 南伊勢町 津市

多気町:11名

(2.5%)

明和町:17名

(3.8%)

南伊勢町:6名

(1.4%)

度会町:13名

(2.9%)

玉城町:17名

(3.8%)

伊勢市：261名

(58.9%)

その他:13名

(2.9%)

津市:2名

(0.5%)

松阪市:27名

(6.1%)

志摩市:52名

(11.8%)

鳥羽市:24名

(5.4%)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

他市町在住者

（合計182名）

伊勢市在住者

（合計261名）

卒業後も現在お住まいの市（町）に住みたいか（合計443名）

住みたい:

96名(36.8%)

どちらとも言えない:

134名(51.3%)

住みたくない：

30名(11.5%)

無回答：

1名(0.4%)

住みたい:

36名(19.7%)

どちらとも言えない:

90名(49.5%)

住みたくない:

56名(30.8%)



3

■⑤あなたが将来なりたい仕事（就職先）は現在お住まいの市（町）にありますか。

（※回答は必須。１つに☑）

■⑥伊勢市のことについて、下記（１）～（７）の質問にお答えください。

（※回答は必須。１つに☑）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

他市町在住者

（合計182名）

伊勢市在住者

（合計261名）

将来なりたい仕事（就職先）は現在お住まいの

市（町）にあるか（合計443名）

ある:

116名(44.4%)

市(町)内ではないが、通勤できる

距離内にある:46名(17.6%)

ない：

97名(37.2%)

無回答：

2名(0.8%)

ある:

61名(33.5%)

ない:

86名(47.3%)

市(町)内ではないが、通勤できる

距離内にある:34名(18.7%)

無回答：

1名(0.5%)

質問項目
「そう

思う」

「どちらとも

言えない」

「そう

思わない」
合計

(1)図書館やスポーツ施設など暮らしに役立

つ建物が充実していると思いますか。

188 名

(42.4%)

189 名

(42.7%)

66 名

(14.9%)

443 名

(100.0%)

(2)街並みがきれいだと思いますか。 203 名

(45.8%)

193 名

(43.6%)

47 名

(10.6%)

443 名

(100.0%)

(3)地震や大雨などの災害に強く、安心して

生活できるまちだと思いますか。

103 名

(23.3%)

246 名

(55.5%)

94 名

(21.2%)

443 名

(100.0%)

(4)電車やバスなどの公共交通機関が充実し

ていると思いますか。

138 名

(31.1%)

158 名

(35.7%)

147 名

(33.2%)

443 名

(100.0%)

(5)買い物をする場所が充実していると思い

ますか。

151 名

(34.1%)

166 名

(37.5%)

126 名

(28.4%)

443 名

(100.0%)

(6)飲食店や娯楽施設などの楽しいお店が

充実していると思いますか。

144 名

(32.5%)

170 名

(38.4%)

129 名

(29.1%)

443 名

(100.0%)

(7)観光客や移住等を希望している方にとっ

て魅力あるまちだと思いますか。

205 名

(46.3%)

188 名

(42.4%)

50 名

(11.3%)

443 名

(100.0%)
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■⑦伊勢市がもっと魅力あるまちであるためには、何が不足していると思います

か。自由に記入してください。（※回答は必須）

＜意見数の多い順に掲載。同様の意見については、集約の上、文言を調整して掲載。＞

・娯楽施設を増やしてほしい。【37 名】

・公共交通機関を増やしてほしい。（交通の便を良くしてほしい。）【29 名】

・買い物する場所（店）を増やしてほしい。【26 名】

・電車やＪＲの本数を増やしてほしい。【24 名】

・ショッピングモール（商業施設）を増やしてほしい。【21 名】

・バスを増やしてほしい。【16 名】

・観光地（観光スポット）を増やす。【14 名】

・スポーツ施設（体育館など）を増やしたり、整えてほしい。【11 名】

・人口を増やす（子どもや若い人など）。【8名】

・飲食店を増やしてほしい。【7名】

・遊べる場所を増やしてほしい。【7名】

・ごみのポイ捨てをなくす。【6名】

・道路整備をしてほしい。【6名】

・図書館など、勉強できる場所を増やしてほしい。【5名】

・商店街の活性化。【5名】

・景観、街並みをきれいにする。【5名】

・活気や活力がない。【5名】

・アウトレットモールやテーマパークなど周辺地域から多くの人が来る施設がほしい。【5名】

・ラウンドワン（スポッチャ）がほしい。【5名】

・スーパーやコンビニを増やしてほしい。【4名】

・横断歩道で止まってくれる車が少ない。【4名】

・治安を良くしてほしい。【4名】

・公園やレジャー施設を増やしてほしい。【4名】

・バス停を増やしてほしい。【3名】

・スケボーパークを作ってほしい。【3名】

・ジムがほしい。【3名】

・ボーリング場がほしい。【3名】

・お金が不足している。【3名】

・伊勢神宮以外にも魅力をつくる。【2名】

・イベントを開催する。【2名】

・魅力的なまちだと思うのでない。【2名】
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・宿泊施設。

・駅前の開発。

・店の閉まる時間が早い。

・住んでいる所の近くで保育園から大学まで通える様な所を増やすべき。

・子どもを育てやすい環境にする。

・周りの地域とのつながりをより持つ。

・市民の声をもっと取り入れる。

・周りの市町より税金が高い。

・観光を売りにしていて大きな収入源となっているのはわかるが、政策が観光客寄りになってい

る気がする。自分たち向けの政策をもう少し重点的に行ってほしい。

・観光地として力を入れすぎていて、中高生や若い世代が遊ぶようなところが少ない。

・税金を観光客のために使うのではなく、住民のために多く使うべき。

・活気が不足している。伊勢市はどちらかと言うと若者たちが継続して居たいという環境ではな

い。なぜなら、娯楽場所が限られているから。

・栄えているところ、いないところの差が大きすぎる。

・車を持っていない人からすると不自由だと思う。

・陸上競技場を利用するときに駐車場代をとるのはよくない。

・伊勢神宮周辺以外の交通網。

・内宮直通の特急バスを増やすのはいいが、地元民からするとそんなの乗らないから、普通の

バスを増やしてほしい。

・外宮の通りがもっと盛んになればいい。観光客が訪れたいと思う店が少ない。

・五十鈴川駅の周りに店を増やす。

・伊勢市民だという誇り。

・若者に対する良い思考（思想）。

・老若男女楽しめる場所（特に若い人）。

・バリアフリー。

・通学路の安全、街灯が少ない。

・自転車などの規制が微妙。

・大通りを追加する。

・公園や広場を清潔に保つ。

・勢田川をもっときれいにする。

・世界遺産、パワースポット。

・遊園地、テーマパーク、キャンプ施設、プール（ナイトプール）。 など

※なお、「特にない」は【27 名】、「分からない」は【11 名】、「無回答」は【16 名】でした。
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■⑧議会や議員の活動に関心や興味があるか教えてください。

（※回答は必須。１つに☑）

■⑨上記質問⑧で「ない」、「あまりない」を選んだ方に伺います。関心や興味がな

い理由について、教えてください。（※複数☑可）

（注）⑧で「ない」、「あまりない」を選んだ方のみの回答であり、かつ複数☑可のため、回答者

の合計 443 名とは合わない。

関心や興味(合計443名)

ない あまりない どちらでもない 少しある ある 無回答

無回答:3名

(0.7%)

ない：148名

(33.4%)

あまりない:110名

(24.8%)

どちらでもない:104名　

(23.5%)

少しある:60名

(13.5%)

ある:18名

(4.1%)

関心や興味がない理由(合計384名)

議会が何をするところか分からない 議員がどんな人か知らない

自分の生活に特に影響がない その他

無回答

無回答：4名

(1.0%)

その他：51名

(13.3%)

議員がどんな人か知ら

ない：118名(30.7%)
自分の生活に特に影響

がない：89名(23.2%)

議会が何をするところか

分からない：122名(31.8%)
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■⑩コロナ禍で困っていることについて、教えてください。

（※回答は必須。複数☑可）

（注）複数☑可のため、回答者の合計 443 名とは合わない。

■⑪上記質問⑩で「その他」を選んだ方に伺います。どのようなことで困っている

かを記入してください。

＜意見数の多い順に掲載。同様の意見については、集約の上、文言を調整して掲載。＞

・県外や都市圏などへ遠出ができない、遊びに行けない。【4名】

・アルバイトが始めづらい。

・マスクの着用。体温を書くのが手間。

・マスクで暑いのにクーラーがない教室がある。

・学生は比較的、外出自粛したり、行事の制限を受けているのに大人が自由に飲んだりしてて、

腹が立つ。子供に守れというならまず大人が守れよ、手本になれよと思う。

・対策がきちんとされていないところがあったり、あまり気にしていなさそうな人たちが街にい

たりして、不安になることがある。

・コロナ対策等で人の意識に差がある。

・ライブが延期や中止になっている。 など

※なお、「特に困っていない」は【7名】でした。

コロナ禍で困っていること(合計755名)

学校行事の中止や制限等がある 私生活の制限等がある

部活動の中止や制限等がある 進学先の制限等がある

家族の収入が減った 就職先の制限等がある

その他 アルバイトができなくなった

無回答

家族の収入が減った:

38名(5.0%)

部活動の中止や制限等

がある:93名(12.3%)

進学先の制限等がある:

41名(5.4%)

就職先の制限等がある:

35名(4.7%)

私生活の制限

等がある:

170名(22.5%)

学校行事の中止

や制限等がある:

332名(44.0%)

無回答:6名

(0.8%)
その他:25名

(3.3%)

アルバイトができなく

なった:15名(2.0%)
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■⑫伊勢市について、意見や提案等がありましたら自由に記入してください。

（※回答は任意）

・税金を若者にもよく分かる形で使ってほしい。

・祖母が免許返納後に出かけられる距離が狭くなった。バス停も歩いていける距離にない。

・バス停に屋根をつけてほしい。

・登下校時のバスと電車の車両を増やしてほしい。

・伊勢市は他県から見ても有名な地域だから、他県の方が必ず通る伊勢市駅、宇治山田駅周辺の

施設をもっと充実させるべきだと思う。

・山田上口駅の待つところが小さい、雨が入ってくる。

・地震、津波への対処をもっとしてほしい。

・南海トラフのような巨大地震が起こっても少ない被害でおさまるような対策を提案してほし

い。巨大避難タワー、巨大堤防など市民が安心できるような場所を作ってほしい。

・コロナ対策をもっと徹底的にやってほしい。

・コロナがひどい時に大阪や東京方面からたくさん人が来ているのに対して、市が何も行動して

いないように感じた。経済を回すことは大切かもしれないが人害が出てからでは何もできなく

なってしまう。今後こういった事態で市民を守るアクションをとれるように準備するべきだし、

公共交通機関での対策などをもっと厳しくそして徹底的にやるべきだと思います。

・公立高校内で文化祭や合唱祭等の開催条件に差がありすぎる。ガイドラインの作成を求める。

・もっと地域活性化しましょう。今年は伊勢まつりもなくなり、宮川の花火もお花見もなくなり、

とても寂しい気持ちでいっぱいです。

・もっと図書館にお金をかけてほしい。

・歩道の点字ブロックが途切れているところがあったり、交通量の割に細い道などがあったりす

る。登校時に通学路でタバコを吸っている人がいるので何とかしてほしい。

・学校の近くに店がほしい。

・博物館や美術館を建ててほしい。

・デパート（百貨店）、ショッピングモール、映画館がほしい。

・スケボーパーク、ジム、ボーリング場がほしい。

・市民のスポーツ促進のため、ストリートのバスケットコート（ゴールは 305ｃｍ）がほしい。

・新幹線がほしい。

・鳥羽市と合併してほしい。

・明和町を伊勢市に入れてほしい。

・とても住みやすいです。

・素敵なまちだと思います。など

※なお、「特にない」は【14 名】でした。

「高校生アンケート」にご協力いただき、ありがとうございました。


