
●	私は仕事の資格を取ったら地元に戻って働くつもりです
●	生まれ育った古川が好きだから。古川祭が好きだから
●	 	あります。この地元の保育士に憧れて今の夢を追っている
から、必ず夢を叶えて戻ってきたい

●	 	地元を活気づけたい
●	 	ある。自分の生まれ育った、落ち着ける町だから
●	 	小さいころお世話になったお年寄りの方に今度は私が恩
返しして、介護し元気づけたいので地元に戻ります

●	 	将来は地元に戻って飛騨市で働きます。ここで保育士とし
て働きます

●	 	いつか自分の店を開きたい
●	 	あります。ほかに遊びに行くと、自分の住んでいるところ
のいいところがわかる

●	 	一応ある。親が寂しがり屋だから
●	 	あります。古川が好き。水がおいしい
●	 	戻らない。都会に出て視野を広げたいから
●	 	自分の就きたい職があるので戻らない
●	 	ない。他県より仕事の種類が少ないし、給料が安いから
●	 	残りたいと思う。地元が 1番安心できるし好きだから
●	 	戻りたい。神岡が田舎で嫌って思うときもあるけど、やっ
ぱり好きだから

●	 	飛騨が好きだし暮らしやすい環境で穏やかなので戻りた
いです

●	 	自分の住んでいる地元が好きだから
●	 	若い人が少なくなっていくのは寂しいなと思うので、戻っ
てきて地元を盛り上げられたらいいなと思っています

●	 	高齢化が進んでいるので、自分が神岡の活性化に貢献した
い

●	 	将来、地元に戻ってきて私を成長させてくれたこの地域に

恩返ししていきたいです
●	 	将来は市役所で働き、市民のために尽くすことを目標に今
勉強しているので、市民が安心、安全、楽しく、活力あふ
れる地域にすることができるよう努力します

●	 	戻るつもりはない。でも将来地元でも活躍が広がるくらい
違う場所で活動したい

●	 	地元が元気づくために仕事をしたい
●	 	わからない。しかし、一度はほかの地域に住んでみたい
●	 	地元に戻りたい。地元の祭りなどとても気に入っている

●	 	ショッピングモールなど子どもが気軽に遊べるところが
少ないと思う

●	 	もっと地域の人たちと交流ができる場所
●	 	働く場所、郊外の明かり、人材
●	 	興味を引きそうなイベントはたくさんあるのに、知らない
人が多いと思うので、ポスターや SNS を使った宣伝力が
足りないのではと思います

●	 	電車・バスの本数
●	 	交通が便利なところと不便なところの差が激しいので、何
とかしてほしい

●	 	有名人を呼んでほしい。バンドとか
●	 	駅の改札を ICカードで通りやすくしてほしい
●	 	アニメイトと映画館
●	 	地域とのかかわり
●	 	移動手段が少ないこと
●	 	駅前にコンビニがほしい
●	 	交通機関が少ない。JRを増やしてほしい
●	 	遅い時間まで営業しているスーパー
●	 	ゲームセンター、友達と遊べるところ、激安カラオケ店

◎ 将来地元に戻る思いはありますか？

◎ あなたの住んでいる街に足りないものは？

（※�複数回答）

吉城高校 神岡高校 合　計
賛　成 49 48 97
反　対 9 3 12
総　計 58 51 109

吉城高校 神岡高校 合　計
は　い 52 46 98
いいえ 6 5 11
総　計 58 51 109

吉城 神岡 合計
1 自分の意見を政治に反映させたいから 20 18 38
2 指示している政党や候補者がいるから 3 1 4
3 義務感を感じるから 27 25 52
4 その他 2 2 4

吉城 神岡 合計
1 面倒だから 2 2 4
2 自分が行っても変わらないと思うから 4 1 5
3 支持したい人がいないから 0 2 2
4 その他 0 1 1

吉城 神岡 合計
1 新聞 0 0 0
2 テレビ 3 5 8
3 街頭演説 2 1 3
4 インターネット 1 3 4
5 その他 0 0 0

吉城高校 神岡高校 合　計
18歳から 45 43 88
それ以外 12 7 19
無回答 1 1 2
総　計 58 51 109

吉城高校 神岡高校 合　計
は　い 5 7 12
いいえ 51 43 94
無回答 2 1 3
総　計 58 51 109

Q1�18 歳までに選挙権が与えられたことに賛成ですか。

Q3�選挙権を持ったら選挙に行きますか。（行きましたか。）

Q3-2�「はい」の理由に近いものはどれですか。

Q3-3�「いいえ」の理由に近いものはどれですか。

Q4-2�「はい」の場合どんな手段で情報を得ていますか。

Q2�選挙権が与えられる年齢は何歳からが適切だと思いますか。
Q4�自分の地域の候補者について調べたことはありますか。
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1. 遊べるところ

2. コンビニ

3. 飲食店

4. ショッピングモール

5. スーパー

23

11

11

8

6

1. 遊べるところ

2. 公共交通

3. ショッピングモール

4. 飲食店

5. コンビニ

15

13

10

4

3

●	 	いろんな経験や刺激、自分がこれからもやっていきたいと
思ったことを将来の進路にしている

●	 	自分が 10 年後、どんな人間でありたいか、そこを考えた
上で進路を自分なりに考える

●	 	自分が今まで手伝ったり、経験したことの中で楽しいと思
ったり、すごいな、いいなと思ったことで決める

●	この山の中の環境をいかした高校づくりをしてください
●	高齢化社会への対策
●	若者の意見を取り入れ、もっと活発な日本にしてほしい

●	大学へ行きやすいように無償化の話も進めてほしい
●	犬、猫の殺処分が無くなるような取り組み
●	命の尊さをもっとわかってほしい

●	政治について考えるいい機会だと思う
●	 	18 歳ならではの意見が政治に反映されると思うので、と
てもいいと思います

●	よくわからないので教えてほしい
●	 	若い方の意見が社会に通ることはとてもいいことだと私
は思っています

●	 	幅広い層からの意見も必要かもしれませんが、若い人間が
しっかり考えて投票していなければ意味がないと思う

◎ あなたはどうやって進路を決めるの？

◎ 議会（社会）に望むことは？

◎ 18歳の選挙権についてどう思う？

項　目 回答数

あ　る 26

な　い 7

項　目 回答数

あ　る 18

な　い 4

わからない 1

■「ある」と思う主な理由

　●�地元で仕事がしたいから(38.5%)

　●�地元が好きだから(38.5%)

　●�地元に貢献したい、活気づけたいから(7.7%)

■「ない」と思う主な理由

　●�自分のやりたいことがない

　●�都会へ出たい

■「ある」と思う主な理由

　●�地元が好きだから(39%)

　●�地元に貢献したいから(28%)

　●�地元で仕事がしたいから(28%)

■「ない」と思う主な理由

　●�就職したい会社がない

　●�地元を離れたい

（※�複数回答）
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8月31日㈯に吉城高校。10月10日㈭に飛騨神岡高校。それぞれの文化祭開催時に、議員が各高校
へ伺いました。

その時の生徒からの意見の一部を紹介します。

◎将来地元に戻る思いはありますか？ ◎将来地元に戻る思いはありますか？

《吉城高校》 《飛騨神岡高校》

ない
21%

ない
18%

わからない
4%

ある
79%

ある
78%

あなたの住んでいる街に足りないものは？ あなたの住んでいる街に足りないものは？


