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自由意見_中学生

No. 自由意見

1

移住者に出しているお金は何処からのですか？市民をもっと大切にして欲しいです。また、女子
の制服にもズボン、男子の制服にもスカートを取り入れて下さい。私は一刻も早くスカートを脱ぎ
たいです。部活動も少なく、何処の学校も同じです。部活を追加できないのなら、せめて帰宅部
を造るべきだと。力を入れたいことがあるけれど、部活動で時間が取れない子もたくさんいます。
世の中多様性が重視されてますが、竹田市はまだなのかなーと、、、。あと、タブレットが配布さ
れましたが、リモート授業はしないのでしょうか？某感染症が流行しています。感染が拡大して
からではなく感染しないためにするのではないんですか？他にも中学生の私からしてみれば、
竹田市にあるお金はどれだけで、何に、どれだけ使っているのかなど知りたいです。「竹田市に
はここを改善できるだけの予算がないのか」と思うところが多々あるので。それと、お店のバリ
エーションが少ないです。スーパーや日用品を売る店ばかりで。観光スポットばかりに気を取ら
れていないでしょうか。それも大切ですが、市民が住み心地が良いと感じれば自然と移住してく
る人もできるのでは？映画館や服屋、お食事所などを検討して頂けないでしょうか。娯楽施設も
少ないと思います。今はアニメが話題ですしアニメイトや大きな書店を建てれば、充実感を得ら
れる若者が竹田市に残るんじゃないでしょうか。長文失礼しました。特に制服、部活の件を優先
的に、検討して頂けると幸いです。

3 豊後桜まつりなどの歴史を主にした文化を守り続けてほしいです。

7
竹田市の歴史を多く知ってもらうために、歴史資料館に英文の説明をつけたほうがいいと思う
お年寄りが、交通で不便にならないようにしてほしい。

9 環境を大事にする市や町にしてほしい。

10 建物(コンビニやお店)を増やしたりして、快適にできる町になってほしい

11 買い物をしやすくしてほしい

13 自然を生かした何か（アスレチックなど）を作って欲しい

22

私の学校の近くは、街灯が少なくてとても暗いです。私の友達は、いつも暗い道を歩いて帰って
います。
いつ何があっても光は、力になってくれます。暗くて怖くなっても明るいと元気になります。
なので街灯を作って欲しいです。
あと､電車?も、もっと多くして欲しいです。私は、まだ子供でも、将来困らないように一人でも、ど
こにでも行けるようになりたいです。

23
町を明るくしてしほしい
インターネットを使いやすくしてほしい

24 いちりつ10万ください
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自由意見_中学生

No. 自由意見

26
人が優しい
住みやすい。

27
人口が少なくなるらしいのでそれに伴い竹田市の魅力を紹介する
（テレビやネットなどで)

28 自然が豊かでたくさん観光客が来るようなところ

29 おとしよりとがくせいとのこうりゅう

30 平和だったらそれでいい。

31 自然がたくさんの竹田市

32 街灯が少ない

35 年齢制限をできるだけ少なくしてほしい

36 他の学校と活動する

37 もっと若い人達に住んでもらって竹田を活気づけて欲しい

42
市内の小中学校を統一した方がいいと思う。
もっと市外からの移住者を増やした方がいいと思う。

43 人を、増やしてほしい。

44 買い物施設をつくりたい

45 市民が元気で、活気のある市にしてほしいです。

47
・大きな商業施設を建設してほしい
・竹田市外の方との交流（外国人など）

48 直入にもコンビニを作って欲しい

50 もっと遊べる所などを増やしたらいいと思います

53 働らくばしょを増やす

54 ゴミをポイ捨てしないこと
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自由意見_中学生

No. 自由意見

55
ショップを増やして欲しいです。わざわざ大分とか行かなくてもいいように大きいショッピングセン
ターを作って欲しいです。竹田市をもっともっと進化させてほしいです。

57

電車やバスの交通網が充実していないため、自分たちも遊びに行きにくいし、観光客の人がな
かなか来られないのではないかと思う。
電車も都合のいい時に利用できるようにするのは、難しいかもしれないけど、1時間（多くても2時
間）に１本は、電車があってほしい。
また、竹田市は、自然が豊かな場所なのに、最近は汚い。
もっと環境に配慮してほしい。
人口の問題については、どうしようもないと思う。

58 今よりきれいな町作り、買い物屋さんを便利に、年寄りを大切に、

60 道路の整備や市外、県外から人に移り住んでほしい。自然はこのまま守っていってほしい。

62 色んな人の笑顔溢れる竹田市にしてほしい。

63 中学の遠足や、合宿などの泊まれる会を増やしてほしい。

66 遊び場をもっと作ってほしい。

68
スーパーが近くにあってはやく行けるようにしてほしい今は往復1時間なのでもっと早く行くか
作って欲しい

69 より豊かになってほしい

72

道路工事などを、事前に知らせて欲しい。木々の伐採を道を造るためだけにしないで欲しい。
長湯の商店街のお年寄りだ経営している店跡継ぎを見つけて欲しい。
民家に近位ところでの工事は静かにして欲しい。
お年寄りの交通事故が起きている場所は何か見逃しがあるかも知れないから、看板などを分か
りやすい場所に設置したらいいと思う。又は巡回などを増やしたらいいんじゃないと思う。
たまに、旅行者達が道を分かってないから水汲み場のように地図を設置したらいいと思う。　壊
れているガードレールを修理して欲しい。

74 竹田市の自然、環境を守る事が大切だと思います。

75 長湯にスーパーを作って欲しい

76 自然を活かした施設を作って欲しい。

77 地域の、人たちがもっと楽しめる事を、企画してほしい。
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自由意見_中学生

No. 自由意見

78 ゴミなどを減らして竹田の町をよくしていきたいと思っています。

79 祭りなどを開催してほしい

80 公園を、増やして欲しい。（遊ぶ場所）

81
もっとお店を、増やして欲しい
もっと地域の祭りを、増やして欲しい

83
もう少し子供が楽しめる場所や大人の人が子供を産めやすい場所で幸せにくらせると思えたら
良いなと思う

84 公園などの遊ぶ場所が増えて欲しい。

86 物価をもっと安くして欲しい

87 ショッピングモールが欲しい[気軽に買い物をしたいから]

89
いじめなどが学校で起きていても何も対応してくれないことがあって行きにくい状況だったので、
今後またそう言う子供達が出ないようにきちんと対応してほしい。近くに買い物出来る所が一つ
ぐらいしかないのでもう少し増やしてほしい。

90 お店や家がいっぱいたって欲しい

91 もっとまつりをしてほしい

94 道路に街灯をつけて欲しい。

96 竹田市を、もっと元気のある町にしてほしい。

101 自然をキレイにする

102 バスなどの公共機関が使いにくく買い物をするとこも少なく遊ぶ場所も少ない

106
スーパーだけじゃなくて、いろんな種類のお店を増やして欲しい。
制服を、男子にもスカート、女子にもズボンを取り入れて欲しい。

107
コンビニや遊ぶ場所を増やしてほしい。
せまい道路などを広くしてほしい。
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自由意見_中学生

No. 自由意見

108
交通整備を整えてほしい。
安心して暮らせる家を増やしてほしい。

109 菅生バスをスクールバスにしてほしいです。

110
田舎で自然が綺麗なのが竹田のいいところですが、都会などに遊びにいく時に遠かったり、竹
田に公園以外で遊べるところがないので作って欲しい

111
農業に関する支援を増やして欲しい
市役所の人数を減らして欲しい

120 安心して暮らせるようにしてほしい

123

・信号が多いと思います。　大体塾行く時に信号に赤で引っかかるからです。
・自然を生かしたイベントをもっと増やせば良いと思う。
岡城のVR、良いと思うけども歩きスマホする人がいると思うから、復元して“岡城跡”から“岡城”
にしてしまえばいいと思います。

124

小学生や中学生、高校生の壁を感じられることなく、どんな人でも楽しく過ごせる空間が欲しい
です。
他の市や県から若い人たちがたくさん来るような施設や、食べ物などを考えて、多くの人に知っ
てもらえればいいと思います。私は大人になったらしばらくの間竹田を離れると思いますが、い
つか帰ってきた時に、その訪れていたところの工夫を参考に私もアイデアを出せればと思いま
す。

125
・竹田市には、大きな総合病院みたいなものがないから造ってほしい
・色々なお店が入っているショッピングセンターのようなものを造ってほしい
・もっと遊ぶ場所を造ってほしい

126

都会と違ってバスや電車を一本逃したら5分後に来るというわけでもないし、駅の数が少ないか
ら交通機関に関しては少し不便かなと思います。東京の竹下通りのようにあちこちに流行りのお
店が全然ないし私的にはスタバやマクドナルド、ユニクロやGUなど、大分市内まで行かずに手
軽に買い物ができているといいなと思いました。ジャニーズや韓国アイドルが好きな人に向けて
グッズが売っているところも欲しいと思いました。将来は観光を増やして人の行き来が盛んに
なって欲しいです。大きい総合病院なども、あったら便利だと思いました。私が住んでいる玉来
地区には空き家かは分からないけど誰も住んでいない家がたくさんあります。そういうところに
GUやジャニーズショップができたら本当に便利だと思います。

127
城下町へ行くときなどに、電車やバスの便が少ないことと、病院が少ないことを改善すると、大
分、便利になると思います。

128
大きなデパートや映画館があると良いと思う。
勉強ができたり、気軽に休憩ができる場所を増やして欲しい。
行事やお祭りを増やしてほしい。
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自由意見_中学生

No. 自由意見

132
働くところをもっと増やして竹田市に興味を持たせて欲しい
県外の人や外国の人がもっと竹田市に興味を持って欲しいからポスターなどを作った方がいい
かなと思いました

133 危ない道を直してほしい

135 もっと楽しいまちにして欲しいです。

136 誰もが勉強や仕事ができる施設をもっと増やして欲しいなと思いました。

138
人口が少ないので、ここに残りたいと思えるような魅力を増やしたり、経済の回転力を上げるの
が大事だと思います。
後、信号が多いので少し減らして欲しいです

139 竹を盛んに使った建築物を増やして欲しい。

140 DVDを借りれる場所をつくって欲しいです。

143 犯罪や事故が少なく、みんなが安心・安全に暮らせるような工夫をしてほしいです。

144
住んでくれる人がもっと増えて、学校や住宅が増えたりして、人口が多くなれば良いなと思ってい
ます

146
バスの便を増やしてほしい（菅生に住んでいるとバスの便が少なくて友達と遊びにくいし、学校
から帰るときなどみんなより早く帰らないといけなかったり1時間ほど待たないといけない）

148 挨拶をする

149 安全で活気があるまち

150
大きな公園を作ってほしい。
年齢制限のない遊具を作ってほしい。

151
公園や発表をするところなど同じものを造るのではなく、映画館や洋服屋さんなど竹田市にない
ものを造ってほしい。

152 もっと自然を守って、美しい竹田にしたいです。

155 遊ぶ所を作って欲しい

156

温泉を増やす
移住者を受け入れる
セブンを作る
いろんな店を建てる。（三重町のような）
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自由意見_中学生

No. 自由意見

157 遊ぶ所とかを増やして欲しい(公園以外)

159 文化やスポーツに力を入れてほしい。

162 建物をたくさん作って、不便がないようにしてほしい。

170 違う県の人達に竹田市の良い所を教えてあげると良いと思います。

171 違う県の人達に竹田市の良い所を教えてあげると良いと思います。

172 釣り堀を作ってほしい

174 子供にも過ごしやすく居心地の良い竹田市にしたい。

175 このまま綺麗な自然を維持して、遊び場などで、みんなが触れ合う場所を増やしてほしいです。

176 もっと広い公園や新しいスーパーマーケットを開設してほしいです

177
竹田に来たことがない人が魅力をわかってくれて行きたい！と思ってくれるような街にして欲しい
です
魅力はたくさんあるけどもっと心をひきこむような魅力があればいいと思います。

178 大型商業施設が欲しいです。

180 イオン作って欲しい。マック作って欲しい

184 もっとたくさんの人が来て賑やかな竹田市になってほしい。

189 自然を壊さないでほしい。

190 勉強できる場所をもっと増やして欲しい

192 色々と便利になって欲しい

197 もっと竹田市と言ったらこれ！というものをふやしたい。

199 自分は、将来竹田市にのこって竹田消防署に入りたいとおもってます
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自由意見_中学生

No. 自由意見

201
受験生に向け勉強できる場を増やせば良いと思う
挨拶を活発にできるようにする

202 ご飯を食べれる店を作ってほしい。居酒屋ではない飲食店

204
マンションなどは多いのに入居者が少ないこれ以上住民が増えないのなら作っても意味がない
のでわ？

205 大きな祭りをしてほしい。自習室増やして欲しい

206 ・無印良品・COSTCO・ニトリ

207
店舗を増やして欲しい:自分の住んでいる地域では歩きで一時間以上かかるケースがかかるか
ら

208
お金の使い道を街灯や公共施設を作るのに使って欲しい。
セブンイレブンを作ってほしい。

211 竹田市はげんざい少子高齢化が進んでいるのでもっとprした方がいいと思います

212 今の自然の綺麗さを保って欲しい

213 休日に友達と、遊ぶ場所がない

214 可愛い人が増えて欲しい

219 IKEAがあったら良いなー

223 子供が少ないのでまだいっぱいいてほしい

227 いろんな人が竹田市に住みたいと思えるようなまちづくりをしてほしい。

234 自然や環境を守ることが大切

235
もっと沢山の人が住みやすく観光地や子供などが休日など飽きないようにもう少し街を発展させ
てほしい。有名にしたい。

236 住む家など増やせるようにする

237 企業を進出しやすくして働ける場所を多くしたり、人が住みやすい街にしてほしい。
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自由意見_中学生

No. 自由意見

238 住みやすい竹田市にしてほしい

239 お年寄りが安全に暮らせる環境をつくれたら良いなと思う。

240 気軽に参加できるイベントや祭りを増やしてほしい

241
ショッピングモールを造って欲しい
公園を増やして欲しい
スポーツができる場所が欲しい

242
コンビニを増やして欲しい。
ポイ捨てなどの注意喚起をして欲しい。
あとは特にない。

243 遊具が欲しい

245
人がたくさん来るようにしてほしい
インターネットが繋がらないことがある
空き家が多いから、その空き家の管理をして欲しい

246 お店を増やして、便利のいい町にして欲しい。

248 買い物ができるところをふやしてほしい

249 自然を大切にする

250 ショッピングセンターが欲しい

251 活気が欲しい

252 映画館を作って欲しい

254 スポーツ会場　ゲームセンター　観光地をふやす

258 もっとショッピングモールなど遊ぶ所を作って欲しい。

259 もっと、この街が発展して欲しい

265 コンビニの数が少ないのでもう一カ所作って欲しい。
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自由意見_中学生

No. 自由意見

268
使わなくなった家やボロボロな家を壊して欲しい
お店を増やして欲しい（服など）

270
ネットで、光を追加して欲しい
飲食店（ファストフード店など）

272 身近な所にちょっとしたショッピングモールをつくって欲しい。

274
高齢者や、子供が住みやすい環境づくりをして、たくさんの観光客が来る竹田市にして欲しいで
す。

278
遊ぶ所を増やしてほしい・外国人ともっと積極的に話せる場を設けてほしい・服とかの買い物が
できるようにデパートなどを作ってほしい

280
合併は、しない方がいいと思うけどね！！！！！！！wwwwww
無駄金乙wwwwwww
もっと考えて行動しろよwwwww

282 もっと、外国人と交流したり都会の体験をしたり他校の人とも交流したいです。

284
若者中心の市にしてほしい。お年寄りのことを考えるのも大事だけど1番それを重点に置くべき
では無いと思うううううううううう

286 たくさんの人が竹田に住んで、みんながもっと住みやすくしてほしい

289 市民、全員が住みやすい市

291 竹田市は､静かなので、もっと活気があふれる街にしてほしい

304 少子高齢化が少しでも無くなるようにする

308 スケボーなど自由に遊べる場所があったらいいなと思います。

311 学生が楽しめるような場所を作って欲しい

314 カフェ、 フードコート など若者がみんなで集まれるような場所が欲しい。

316
竹田市それぞれの地域にあった教育が受けられるように､できる限り地域ごとに今ある学校を残
して欲しい。

320 働く場所を増やす。　コンビニを増やす。農業の発展。
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自由意見_中学生

No. 自由意見

321
お買い物をより良くいいものが買えるような店が欲しい。あと、ショッピングモールとかも作って欲
しい。
家の前にジュース販売機が欲しい。家の前だと飲む人が多いです。

323 やはり人口が少ないと思うので、市街からの転入、移住などが増えれば良いなと思っています。

324 自然を守ってほしい

325 もっと住む人を増やして、元気でみんなが暮らしやすいまちにする。

327
少子高齢化を少しでも食い止めたい
大分市内のようにお店や、公共施設、遊ぶところを増やして宣伝する

329
買い物をするための店などがまだあまり充実していないと思うので、充実させてほしい。
若い人が竹田市に残りたくなるような、取り組みや施設がない限り、若い人がどんどん減って少
子高齢化・人口減少が進むばかりだと思う。

330
特にないが、今のままを保って
　　自然などが溢れる地域にしてほしい

333 安心
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自由意見_高校生

No. 学校 自由意見

1 竹田南高校 優しい竹田に、、、、、、

4 竹田南高校 とても、いい街だと思います～

7 竹田南高校 誰でも住みやすいとちにしたい

8 竹田南高校 買い物をしやすくお店を増やして欲しい

9 竹田南高校

美味しい食べ物を食べられるお店が欲しいです。（例スタバ、マック、ミスド
大きなデパートが欲しいです。
もう少し人口を増やして欲しいです。
バスや電車の本数を増やして欲しいです。
若い人が遊べる場所を増やして欲しいです。

10 竹田南高校
交通の便をもっと良くしてほしい
セブンイレブンを作ってほしい

11 竹田南高校
バス料金を安くして欲しい
若者が使うようなお店が欲しい

12 竹田南高校 セブンイレブンを置いてほしい

17 竹田南高校 コンビニの数を増やしてほしい

20 竹田南高校

自分の周りの人の意見を聞いたところ高齢者の方たちが住みやすくても若い人たち
はものすごく暮らしにくい。
暮らしにくいと、引っ越す人が増えたり、いずれ竹田市はこのままだと人口が減り、竹
田市がなくなると思います。
せめて、ゲームセンターや都会にあるものを増やして欲しい。
正直これを言ったとしても、変わらないと思うので意見としてみてください。

21 竹田南高校 学生が遊べる場所を作ってほしいです。（ショッピングやゲームセンターなど）

22 竹田南高校 学生が遊べるところが欲しい

24 竹田南高校 イオンを竹田に建てて欲しい

25 竹田南高校
ショッピングモールを作って欲しい
遊べる場所などがほしい
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No. 学校 自由意見

26 竹田南高校
大分方面から来る列車が豊後竹田止まりが多いので、玉来止まりの便も増やすよう
要請してほしい

28 竹田南高校

もっとお店を増やして買い物に行きやすく高齢者の方でもすぐに行けて困らない町に
してほしいです。
僕たちはマルショク以外お店が遠いので少しでも早く買い物に行けるような町づくりし
てほしいです。

31 竹田南高校 高校生などがもっと楽しめる商業施設などを作って欲しい

32 竹田南高校 遊ぶ場所を増やして欲しい。学校の近場でお買い物できる所を増やしてほしい。

34 竹田南高校
学生の遊ぶ場所を増やして欲しい
遊ぶ場所が増えたら市外や県外に引っ越す人や就職する人が減って竹田市の人口
も減らなと思う

37 竹田南高校 もっとお店を増やして若者中心に栄えた町になって欲しいです。

38 竹田南高校 ネットカフェを作って欲しい

41 竹田南高校
新しい事を取り入れていくべき。周りの市町村と協力してもいいと思う。
私も将来竹田に貢献したいので努力を惜しまず続けてください。

44 竹田南高校 交通を便利にして欲しい

55 竹田南高校 みんなが住めるところがいいと思いました。

57 竹田南高校 OMATURIYARITAIDESU

59 竹田南高校 ヘルメットが無ければ即死だった

71 竹田南高校 交通の便をよくしてほしいです。

74 竹田南高校 公共交通機関をもっと便利にし、買い物ができる大きな施設などを建ててほしい

75 竹田南高校 もう少しだけ飲食店などのお店を増やして欲しい

83 竹田南高校 高校生などが、遊べる場所を作るべきだと思う。
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No. 学校 自由意見

84 竹田南高校 高齢者でも、若者でも楽しめる交流施設が増えるといいと思います。

87 竹田南高校
ファーストフードの店やゲームセンターを作って休みの日に遊べる場所を増やしてほ
しい

90 竹田南高校 マクドナルドを竹田市に欲しいです

97 竹田南高校 ゲーセンやボウリング場など学生が遊べる場所を増やして欲しい。

98 竹田南高校 マックなど作ってほしい

102 竹田高校 特に思い付きませんが、これからも竹田市をよろしくお願いします。

103 竹田高校 竹楽以外の代表的な祭りを展開してほしい

105 竹田高校 私事ではありますが、将来自分の子供を都野小学校、都野中学校に通わせたい。

106 竹田高校

大学や専門学校への進学の際に竹田を離れることは仕方ないにしても、高校に進学
する段階で竹田を離れていく人が増えていると感じています。竹田に残った方が部
活、勉強に頑張れるから、地元に残りたいと思わせる何かがあると良いなと思うし、
自分自身まだアイデアはないので、大学でいろんなことを学んで得た知識を竹田市
に還元したい。

124 竹田高校 公園や図書館など、年代、性別を問わず、みんなが楽しめる施設を作る。

125 竹田高校
街の地図を置いてほしい
働きやすい街にしてほしい

126 竹田高校
駐車場がない
農業者が経営続けられるように支援してほしい　ファストフード店がほしい

127 竹田高校

私の考えとしては、竹田市では、高齢化が進んでいるから、街全体を活性化させるこ
とが大事なのではと考えています。街全体を活性化させるためには、竹田市だけにし
かないものを作り、それを多くの人に知ってもらうということが重要になってきます。例
えば、竹田市で自分が有名だと考えているのは、竹楽や温泉です。それらをより多く
の人に知ってもらうことで竹田市自体が活性化されると思います。
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No. 学校 自由意見

128 竹田高校

駐車場を増やすのではなく、せっかく自然があるのだから、公園を作ったらもっと楽し
い街になると思う。ただの公園ではなく、バスケットゴールがあったり、遊具がある公
園で、遊具は最近注目されているインクルーシブ遊具の導入をしてはどうか。障害者
にも優しい、明るい、街にできればいいなって思う。私も、竹田市の活動に積極的に
参加して、竹田市民として街を活性化していきたい！

129 竹田高校
子どもが産まれた際に学校などが充実していると良いなと思います。バスの便が場
所によっては少ないのでもう少し増えると移動もしやすいなと思います。

130 竹田高校

交通がもっと便利になればいいなと思う。
働く場所が少ないので竹田市を出る人が多いのではと思う。働く場所を増やすため
には人を増やさないといけないので、子育ての支援や竹田市の農産物、文化を利用
した取り組み、イベントなどを行なって人を呼び込むといいのではないかと思う。

132 竹田高校
竹田の電車のが不便で１時間に一本だったり、１両しかなかったりするから電車のこ
とを考えて欲しい。そして、地域の見回りをしてほしい。夜暗い時に変な人に声をかけ
られたりするのをよく耳にするから

133 竹田高校

竹田市ではここまでお金をかける必要があるのかと言うものにお金をかけているもの
が多いと思う（竹田市城下町交流プラザや竹田市歴史文化館など）。竹田市は少子
高齢化が非常に進んでおり、このまま子供の数が減り竹田市から小中高の学校がな
くなるようなことがあれば竹田市は無くなってしまうと思います。なので今後は市外か
ら人が移り住んでくれるような子育てや仕事の行いやすい環境を作っていくべきだと
思います。

134 竹田高校
通学路でさえ歩道がない場所が多いので改善してほしいです。
車がない場合、公共交通機関の時刻表に合わせて予定を変更しなければいけない
のでできれば公共交通機関の本数を増やしてほしいです。

137 竹田高校

少子高齢化が進んでいる今、竹田市ではお年寄りの介護等は充実していると思いま
す。しかし、子供に対する支援が行き届いていなかったりしているそうなので、どちら
も充実させることが必要だと考えます。また、若者が集まるような施設も設けてほしい
です。
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No. 学校 自由意見

138 竹田高校

高齢者が免許返納をしても、買い物や公園に出かける、どこかに遊びに行くとなって
も、交通手段に困らない(バスではなく、タクシーのようなすぐによべてどこへでも行け
る)手段を格安で提供して欲しい。
街中ばかり街灯が多く、竹田高校から川の横を通り商工会議所まで行く道や、扇森
稲荷神社から市役所や小学校方面へ行く道など、あまりに街灯がなく、七時半ごろに
は歩いて帰ることが怖く、帰れないほどなので、街灯を設置して欲しい。

139 竹田高校 お店を増やして欲しい

143 竹田高校
とてもいい街だと思いますが過疎化が否めません。
人を呼び込むことが大事だと思います。

146 竹田高校
大分方面の電車の本数を増やして欲しい。
コンビニエンスストアなどが少ないので気軽に寄れるコンビニがあると良い。

151 竹田高校 高校生とかが遊べる場所やインスタ映えスポット、オシャレなカフェを作って欲しい

155 竹田高校 日本の首都になって欲しいです

161 竹田高校

田舎のメリットを生かしたワーケーションの拡大、企業誘致など、地元竹田で就労支
援等を充実させれば、たけたに残る若者が増えるのでは。
高齢者、障害者、健常者が共に働ける空間作り。
農業の分野では、インターネットを利用し、地元農家の分散型ネットを構築し、地産地
消を図ることができるのではないか。具体的に工場の野菜→田舎の畑でとれた新鮮
な野菜消費者が生産者に先払いし農業の財政リスクを軽減させる。それを共有プ
ラットフォームに回収させ、短期的な収穫量を判断しながら、次に何を植えるのか判
断する。
竹田が行っているファーマーズスクール農作物が取れない冬や、もし失敗した場合
補償が十分でないため、参加しずらいのではないか。
福祉+インターネット

162 竹田高校 もう少し道路を広くしてほしいです

164 竹田高校 高校の通学路にコンビニがあると便利

168 竹田高校 道の整備や歩道の整備など歩行者に対しての気遣いをしてほしい
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No. 学校 自由意見

169 竹田高校 子供の減少が著しいので、子育てができる地域になってほしいと思います。

170 竹田高校 行政と学生が直接話せる機会があれば良いと思います。

180 竹田高校
竹田市は空き家が多いので空き家を有効活用することで市の景観と発展が同時に
良くなると思います。

181 竹田高校
竹田高校に全く魅力がないのでこのままでは本当に学生がいなくなると思うのでなん
とかサポートしてほしいです

182 竹田高校 人が移住するような市にし、人口を増やすべき

185 竹田高校 至難の業

189 竹田高校
働く場所が少なく採用も少ないので受験に失敗した地元の人たちはどんどん県外へ
いっているのでもっと働ける場所を増やして欲しい。

190 竹田高校
大きな箱にわざわざ税金を無駄遣いするのではなくて、もう少し堅実で実用性の高い
運用をしてもらいたい。

191 竹田高校 くじゅう連山の良さをもっと広めてほしい

195 竹田高校 若者の流行りに合わせて売るものが変わる店

206 竹田高校 たくさんの人と触れる機会を増やして、移住者を増やす。

208 竹田高校
商店街を活気あるものにしてほしい。
食べ歩きの店を出してほしい。

210 竹田高校 まずお年寄りが増えていくこと前提でのまちづくりが大切だと思います。

214 竹田高校 高齢者や幼児でも安全に暮らせるよう交通関係を改善してほしい

215 竹田高校
大分駅のようなショッピングモールをつくったり、町中を夜の飲み屋だけでなく、昼間
に子どもたちが行けるようなお店を増やしていけば、もっと竹田市が活性化すると思
います。
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No. 学校 自由意見

216 竹田高校 若い人たちに人気がでるような建造物などを作ってはどうかなと思います

218 竹田高校 今ある竹田の素晴らしい自然や食べ物を最大限に活かしてほしい

223 竹田南高校 人口が増える街づくり

224 竹田高校 バスの時間を少しかえてほしい

225 竹田高校 電車の時間を見直してほしい。

227 竹田高校 岡城を全面的にアピール

228 竹田高校
若者向けのお店を作る
駅からお店（玉来）が遠い

230 竹田高校 自然を守りつつ、人口流出を防ぐ活動をしたら良いと思います。

231 竹田高校

県外の城下町と比べて、お店が閉まっていたり賑やかでないと感じるので、もっとお
店を増やしたりするといいと思う。
竹田の名物を作ったり､食べ歩きしながら城下町散策などできるようにお店を増やし
て欲しい。
コンビニやスーパーなどの看板の色を統一するなどして現代感を出さないのも城下
町っぽくなりそう。

232 竹田高校

交通の整備を進める事が重要だと思います。そして、街中に灯りをもっとつけて欲し
い
ソーラー発電で貯めた電気等を使えばSDG｀sなどの活動にも協力でき街の活性化
がすすむと思います。

234 竹田高校
働く場所を増やし、交通の便をよくすれば、若い人たちが出て行きにくくなると思いま
す

235 竹田高校
電車の本数を増やしてほしい
お願いします

237 竹田高校 年間に何万人も人が来るところにして欲しい

240 竹田高校 代表的な特産品や観光スポットを一つでも作るべきだと思う
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243 竹田高校 竹田市にしかできないことがほしい

244 竹田高校 遊ぶ場所を増やしてほしい

245 竹田高校
買い物ができる場所を増やして欲しい。
カフェを作って欲しい。

250 竹田高校 観光地の活性化

251 竹田高校
城下町があるのはアピールポイントだと思うので、徹底的に雰囲気を崩さないように
するのがいいと思います。他県のように自販機の色を制限するなど。

252 竹田高校 住みやすさを充実させていってほしい

256 竹田高校
少子高齢化が進んでいるので子育てをする人が増えるように政策を進めていったら
良いのかなと思います。

260 竹田高校 もっと市街からそれ目的で来るような魅力的なお店やオブジェがあると良い

263 竹田高校

「中学校の合併」についてですが、早く進めた方がいいと思います。都野や直入など
の統合して生徒が竹田の中学校に行くかもしれない地域の親世代の人々に、「地元
に子供がいなくなる」「学校がなくなる」などの理由で反対している人もいると耳にしま
した。はっきり言ってこれは将来の竹田市の少子化だけではなく、生徒たちのために
もなる事だと思います。私は少ない人数の学校からこの竹田高校に入学し、一気に
人数が増え最初は戸惑うこともありましたが、小さい社会から大きい社会に入ったこ
とで、人間関係や自分の立ち位置など人数が多くないと学べなかったことをたくさん
学ぶことができています。そして何より人数が多い方が学校生活は楽しいです。だか
らこそ、市民からのさまざまな意見を聞かないといけないことは重々承知ですが、中
学校は早く合併した方がいいと思います。長文失礼しました。

264 竹田高校 他の市町村と比べてテレビに取り上げられるようなすごいことをすれば良いと思う

267 竹田高校
竹田市と言っても、いろんな町があるのでその一つ一つに注目して観光スポットなど
を盛んにしていってほしい。特に久住夏越祭りは大切に守っていってほしい。

268 竹田高校 若者が行くようなお店や場所を増やしてほしい。
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269 竹田高校 もっと活気のある市になって欲しい

271 竹田高校 映画館ほしい

272 竹田高校

竹田市は、とても住みやすく素敵なまちです。
ですが、少子高齢化が進み、竹田を支えていく若い世代が、竹田を離れているのも
事実です。
お年寄りの方や、障がいをお持ちの方に優しい街づくりはもちろんですが、若者に親
しみやすいまちを作るための活動を多くしてほしいです。私も、地元の高校生として、
できることを考えて行動したいと思います。

273 竹田高校

竹田市内にバスケットコートがあると良いと思います。特にグランツ竹田の周りは子
供たちがよく行くので、いろんなスポーツのコートがあると小さな頃からたくさんのス
ポーツに触れられて自分の好きなスポーツが見つかると思うし、外で遊ぶ子供も増え
て健康的な子育てができると思います。

275 竹田高校 交通の便を、増やしてほしい

276 竹田高校
電柱無くしたり、岡城をコンクリートで補強したりする前に、既存のものじゃなくて、他
の市にない、唯一無二のものを創って、観光客を増やしていくべきだと思う。

279 竹田高校 交通が不便

282 竹田高校
新しい建物や施設を作るのもいいが､空き家などもこれから増えていくと思うのでそ
れを利用してほしい。

283 竹田高校 電子機器の店を作って欲しい

286 竹田高校
学校からの帰りで親が迎えに来れない時にバスがあまり通ってないので待たないと
いけない時があるので少し不便に感じる

288 竹田高校 交通網がもっと便利にして欲しい。

290 竹田高校 もっとたくさん人が集まってほしい

292 竹田高校 若者を増やす

297 竹田高校 目玉になるような観光施設を作ったら人が増えると思います。
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298 竹田高校
空き家が多いので空き家を使ったカフェなど高校生がいけるようなリラックスできるよ
うな場所が欲しい

299 竹田高校
マックを作ってほしい
コンビニをもう少し増やしてほしい

300 竹田高校
車を運転できないお年寄りのためにバスやジャンボタクシーを増やすなどして、お年
寄りの不安を減らすような活動や取り組みをして欲しい。

302 竹田高校 交通網や買い物する施設がないのでそこを改善できればいいと思います。

305 竹田高校 遊び場をつくってほしい

307 竹田高校 もっとショッピングモールをたてたらよい

308 竹田高校 もう少し子供が遊べるようなところを作ってほしい

309 竹田高校 遊ぶ場所を増やしてほしいです

315 竹田高校 みんなが参加できる行事を増やしてほしい

317 竹田高校 子供たちが遊べるところをもう少し増やして欲しい

322 竹田高校 交通の便をもう少し発達させたらよいと思う

331 竹田高校 多くの経済効果を見込む事の出来る観光スポットがあればいいと思います

332 竹田高校

交通の便に関して、私は豊後大野から電車で通っているのですが、電車の運行時間
の間が長く、最悪1時間以上も待つこともあります。私の家は、親が働いているので、
迎えにくることができないので、どうしても電車で帰らなければなりません。だから、電
車の運行時間の見直しをお願いします。

335 竹田高校 買い物もっとしたいです…

337 竹田高校 電波を良くしてほしい

343 竹田高校 電車の本数を増やして欲しい。
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345 竹田高校

遊ぶところは多くはないが、心安らぐ地域にラウンドワンとかがあるのも変な話です。
温泉もあるしちゃんと見れば自然も整っている。竹楽は外せない。ここまでくると楽し
い場所より、ほっこりする街竹田の方がいい。マルショクヒロセフレインなどスーパー
はたくさんあるし、温泉や丸福などもあるので、子供の自分からすれば十分に満足し
ている。都会などに行ったときはとんでもなくうまい料理や遊ぶところがあるだけで他
は何ら田舎と変わらない。
大人になったらまた見え方が変わってくると思うがとりあえず今は満足。竹田町以外
の竹田市にあまり行かないのでわからないが、竹田町だけでも結構いろいろある。後
は情報力が弱いのかも知れない。実際九州豪雨の時も情報がうまく回ってなかった
り、他人行儀な警報レベルしかないとかで余計な被害が出た。竹田の名を広く知らし
めたいならYoutubeとかネットの広告を使うのが手っ取り早い。ただ若い人ばかりに
気を取られてると、高齢者が生きづらいかも知れない。竹田はほっこりする場所、タピ
オカ屋さんじゃなくて喫茶店の立ち位置。

349 竹田高校 働く所がとにかく少ないので、働く所の多様さを広げてほしいですね。

352 竹田高校
駅周辺で座りながら電車を待てる場所を作ってほしいです。駅の待合室はすぐに埋
まってしまいます

354 竹田高校 巨大な遊園地をつくる

359 竹田高校
交通、特に電車の本数が少ないため乗り遅れた場合1時間以上待つ場合があるため
本数を増やしてくれたら便利。

363 竹田高校 電車の時間調整

364 竹田高校 交差点の安全確保

368 竹田高校
高校生のような車の免許を持ってない人でも竹田市内での移動を自由に出来るよう
にバス停や駅を増やして欲しいです。

370 竹田高校

竹田市には歴史ある建物が多かったり、最近では新しいお洒落なお店が少しずつ増
えてきたりと徐々に街が発展していっているように感じます。しかし、竹田駅前の商店
街は、シャッターが降りているお店も多く見られるから、商店街を発展させて欲しいと
思います。

378 竹田高校 城下町にコンビニがあったらいいなと思います
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384 竹田高校 もっと城下町を活性化させて、観光客を誘致してほしい。

388 竹田高校 やはり何か他の地域とは違う珍しいことをしないと人は集まってはこないと思います

389 竹田高校
竹田市にはみんなが休めるベンチがたくさんあると思います。学生の迎えなどの待ち
時間に座ったりして便利ですが、雨の日のベンチは座れないので屋根があると便利
だと思いました。

392 竹田高校
もう少しお店を増やして欲しい。
勉強したり休憩出来るカフェが欲しい（買い食いできるお店など…）
夏祭りなどをして欲しい。

393 竹田高校 自然を守ってほしい

394 竹田高校

レトロな雰囲気とボロボロで寂れている感じが混ざっていて、全体的に中途半端な感
じがします。
岡本信彦さんが声を当てたcmが確かあったと思うのでそれをゴリ押したほうがいいと
思います。岡本信彦さんはとても人気なのでもっとそのcmが多くの人の目に触れた
方がいいと思います。

396 竹田高校 交通の便を良くして欲しい

398 竹田高校 将来、竹田市以外に住んで、竹田市のことを耳にしたときによい噂を聞きたい。

402 竹田高校
働くために外に出て竹田市から離れたまま帰ってこない人も多いと思うので、働く場
所を増やしたり、観光地を作るといいと思った。

403 竹田南高校 若者の遊び場やショッピングモールなどを増やして欲しい

404 竹田南高校
遊ぶ所を作って欲しい
買い物する所が欲しい
テーマパークなど人が集まる所が欲しい

405 竹田南高校 コンビニやスーパーを増やして欲しいのと、電車の数を増やしてほしいです。

406 竹田南高校 コンビニを増やして欲しい

407 竹田南高校 セブンイレブンを建てて欲しい

408 竹田南高校 コンビニとか時間をつぶせるところを豊後竹田駅付近に作って欲しい
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409 竹田南高校 セブンがほしい

410 竹田南高校
駄菓子屋さんを増やしてほしい
スーパーをもっとでかく、安く、大きくして欲しい

411 竹田南高校 コンビニを作って欲しい

414 久住高原農業高校 自然を大切にしてほしい

415 久住高原農業高校 コンビニない。コスモスなどの大きな店を一つでもいいから作って欲しい

418 久住高原農業高校
病院などの設備の充実。バスの本数、運賃。空き家の撤去。お店の充実。過疎化問
題の改善。

419 久住高原農業高校 竹田市にドンキを作って欲しい

420 久住高原農業高校 店を増やしてほしい

421 久住高原農業高校
若い人を呼び込むためにも身近にコンビニや工場を建てて若者が来たり、住みたい
と思えるような市になってほしい。

422 久住高原農業高校 バスが不便

423 久住高原農業高校 町の行事などを増やしてほしい。

425 久住高原農業高校 将来に向けて市を明るくしてほしい

428 久住高原農業高校 とにかく交通手段を便利にしてほしい

431 久住高原農業高校 遊ぶところを増やしてほしい

435 久住高原農業高校
コンビニや遊ぶ場所を増やしてほしい。
ネット環境を良くしてほしい。

437 久住高原農業高校
もう少しバスの数と買い物ができるところが増えると良いと思う。
竹田市で帰るものが少しばかり少ない気がしており、一部の地域では特定のものは
ほとんど手に入らなかったりします。なのでそこを直して欲しい。

441 久住高原農業高校 もっとお店を増やして生活しやすくして欲しい
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442 久住高原農業高校
バスの本数を少し増やし、コンビニなど短にいける場所を増やすと寄り観光客も増え
るのではないかと思った

445 久住高原農業高校 久住交差点の信号をつけて欲しい

446 久住高原農業高校 伝統を大切にしていってほしい

448 久住高原農業高校
今年度で私たちは卒業して遠く離れた地に行きますが、後輩たちのために住みやす
い竹田市を作って欲しいです。よろしくお願いします。

449 久住高原農業高校 買い物できる場所を増やして欲しい

455 久住高原農業高校 買い物がしやすいまちづくり

458 久住高原農業高校
特に久住地域は周りに娯楽や建物が少ないため、企業の進出などがあれば少しは
発展することができるのではないか

459 久住高原農業高校 久住に店などを増やしたほうがいい

461 久住高原農業高校 もっと大分市内へのアクセスを便利にしてほしい

463 久住高原農業高校
もう少し道路整備や子供の医療、お年寄りの送迎バスなどをもっと増やして欲しいで
す。

466 久住高原農業高校 もう少しお店を増やした方がいい

468 久住高原農業高校 大分市に行くバスの数が少ない

488 久住高原農業高校 散髪店などの美容系の店舗やコンビニエンスストアなどを増やした方がいいよ思う。

493 久住高原農業高校 店増やして

495 竹田南高校 遊び場が少ない。買い物屋さんが少ないのと駅や学校から遠い
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496 竹田南高校

まず直入の方面に行く高伏経由の数がとても少なく、バスを利用するに時に大回り
の久住経由に乗り、25分以上のロスで前まで出来ていたことが出来ずとても苦労し
ております。確かに乗る人が少ないのは、事実です。
私は、竹田をより良くしたいです。学生の意見は、貴重かもしれないですね。竹田に
は、学生が遊べる所もなく、三重町まで行かなければ遊ぶところもありません。

497 竹田南高校 竹田駅の前に時計を置いて欲しい

498 竹田南高校
すべての市民が、暮らしやすく老若男女が、幸福になるような、まちづくりをしていっ
てほしい。

500 竹田南高校 インターネットをもっと使いやすくし買い物ができるところをもっと増やして欲しい

- 27 -


