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１ キャッチフレーズ

（１）キャッチフレーズの記入状況

回答者数（人） 記入者数（人） 記入率（％） 件数（件）

1,360 329 24.2% 331

20代 122 30 24.6% 30

30代 173 46 26.6% 47

40代 235 53 22.6% 53

50代 307 75 24.4% 76

60歳以上 517 123 23.8% 123

不明 6 2 33.3% 2

キャッチフレーズの記入状況（全体、年齢別）

自由意見欄にキャッチフレーズ等を記入した人は329人と、回答者（1,360人）に対す

る記入率は24.2％となっており、記入件数は331件でした。これらの自由記述された

キャッチフレーズ等を年齢別でとりまとめると次のとおりとなります。

全体

年
齢
別
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（２）キャッチフレーズ一覧

内容

○○なまち
歴史・産業・農業のまち
好かれる街・府中！！離れたくない街・府中
泣ける府中市
日本のシリコンバレー
府中はあなたのお好みじゃけん
いいくらし府中 たのしいぞ府中 きてみたら府中
おもしろい町、ふちゅう
スポーツ王国府中市
「おはよう」「こんにちは」「さようなら」あいさつが一番
コーチングの町府中
小さな幸せが府中にできる町
みんなが集まりたくなる市へ！
教育の町（街）
若者が帰って来れる府中
生きがい、住みがいのある町、府中
生きがいと安らぎと夢が広がるまち！
生まれかわってもまた住んでみたい町府中
「思いやりのまち」
行って見たいまち府中
思いやりのある府中
人づくり、ものづくり、天領国府の街づくり
ものづくりと歴史（観光）の街
平等で平和な府中

住みやすい・住みたい、暮らしやすい・暮らしたい
子そだてしやすい住みやすいホッと安心できる町府中市
住みやすい場所＝府中市
先端医療の町、老人が住みやすい町、子供が明るくそだつ町
誰もが住みたくなる町
明るい街、住みやすい街、ええじゃん府中
すみやすい町府中
すみやすい街づくりへ
ちょうどいいから住みやすいとこ
どの世代も住みやすい生活環境
生まれ育った町で一生暮らせる豊かな町
大都市目指す住みやすい府中市
府中市は、住みやすい市、楽しい市
どの世代も住みやすい街
若者が住み続けられる市（町）づくりを
住みよい町、住みたい町、府中
ずっと府中に住みたい
みんなが住みたい府中市
住みやすい府中市に住んでみんさい
小さい町だが生活しやすいけい。
誰もが住みやすい街・住んでみたいやさしい街
目ざせ５万人のつどい 住み良い街
ずーっと住んでいたい府中市に
ずっと住みたい府中
住みよい府中 つくろう府中
年をとっても住みよい府中市
住みやすい市・年寄りに優しい府中市
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誰もが住み良い、豊かな街→府中
笑顔
笑顔でくらせる町づくり
皆が笑顔になるべき府中へ
守ろう文化とみんなの笑顔
笑顔あふれる府中市に
伝統を継承し家族が笑えあえる府中市
人と笑顔のあふれる町
手と手をつないで．．．ほら 笑顔
府中にあふれる子どもの笑顔
笑顔で住める街づくり
みんな笑顔で住める町
みんながにこにこになれる町府中市
笑顔あふれる府中市バンザイ
笑顔であふれる府中
老若男女共に笑顔あるれる我がふるさと「府中」

元気
大人も子供も元気な府中人
さらに元気にパワーアップ！
元気で暮せる街「府中」
元気な府中！
集え老若男女、めざすぞ皆が元気で楽しい街府中市
小さなまちでも、活力ある元気なまちに
明るい町 元気な町 みんなで育てよう！
元気な町づくり 明るい未来
元気の出る府中市
子供からお年寄りまで元気いっぱいの町
元気な府中ッ子に未来を

いきいき
いきいき府中
活気あるれる府中市
市民みなが元気で生き生きと自分を発揮できる府中！
大きくないけど中身の濃い街何でもそろって活気がある
皆の活気溢れる町、府中

未来
未来がかがやく府中市
未来思考
未来の府中市民のために
つなごう、明日（未来）へ、知恵と汗
未来に希望を住みよい街づくり

福祉
子供からお年寄りまで｢ふちゅうに夢中｣になれるまちづくり
生むなら府中 住むなら府中 最期まで府中
地域の中で孤立する人がおらず、心から満足に暮らせる町
子どもと高齢者の住み良い町
子どもから高齢者まで住みやすい町
ふくしと子育てに、ちからを入れて、ゆたかなくらし、うみだそう
子どもからお年寄りまで幸福にくらせるまち
子どもからお年寄りまで楽しめる場所がたくさんほしい
子育て世代、年金世代にやさしい府中市
住みやすい町 高福祉の町
赤ちゃんから高齢者まで安心して暮せる府中市
老後でも安心してくらせる町に
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やさしい
優しい府中市
人に優しい街府中
あたたかみのある我町
やさしさと魅力あふれる街づくり
人がいるから府中市がある 人にやさしい府中市に
人にやさしい安心安全な町
人にやさしく幸せになれる町
あきらめない、人にやさしい府中
人もペットも生き生きとすごせて、やさしい声かけができる府中の人へ
人に優しい、ゆるやかな連帯の街府中市
人の心がわかる人が住むやさしいふちゅう

安心・安全
安心して歩ける街づくり
災害なしの平和な町
安心安全なまちづくり
安全安心の町
災害の少ない、安心安全の町府中
自然災害の少ない安心に住める町
日本一安全な町府中

子ども
元気な子どもの声が聞こえる町
安心して子育て出来るまち 府中市
子育て世代にやさしい府中
子供こそ”光” 子供こそ”未来” 子供こそ”希望” 子供のいない町は滅ぶ
子育てするなら府中市で

田舎、ふるさと
素敵な田舎ライフ
「過疎のまち府中」 田舎を売っていくべき！
風情ある生活
住みやすい田舎
帰りたくなるふるさと
山間の理想郷・府中市

自然
環境豊かなやさしい場所府中
自然とものづくりが調和したまち
緑があり、静かで新しい物と古い物が共有する町
自然豊かな府中
人と自然が響き合う街府中

ものづくり
メイドイン備後府中。あれもこれも
ものづくりの備後府中
物づくり府中発
備後府中 ものづくり再発見
ものづくり ひとづくりの町 府中
ものづくりから人づくり 歴史の活用から歴史の創造へ
伝統あるものづくりの街府中

歴史
強み（伝統・文化）を生かした町づくり
ゆたかな備後の国府のまち府中
古代から未来の街 府中
備後の奥座敷、府中市
私の声を府中市政へ みんなで創設しよう備後国府の街
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みんな
老若男女みんなに愛される町
自分の住む街、自分達で作っていこう
集おう！楽しい府中市みんなのまち
みんなと支えあいながら、幸せを感じる府中
協力して生きていける街 府中
みんなで守ろう府中の町
みんなで活性化、元気ある府中市に
みんなで作るみんなの町府中市
若い力＆老人力＝結び合おう助け合おう
皆で作ろう、住みよい府中市

つながり、支えあい
人と人とのつながりが強い市

Ｏｎｅ ｆｏｒ Ｆｕｃｈｕ Ｆｕｃｈｕ ｆｏｒ ｏｎｅ ワン・フォー・府中、府中・フォー・ワン 「１人は府中
のために！府中は１人のために！」

共に働き共に支えるまち（高齢でも生き生きと働いて、働けなくなった時支え合える町という
イメージです）行政と市民が共に知恵を出し合うキャッチボール
助け合い支え合い人情味あふれる町
人と人がつながる街
多くの人たちが色々の分野で交流出来、絆が深まる市

夢中、夢
夢中！熱中！府中！
夢を叶える府中市！！
夢中になれる町づくり
府中に夢中
夢のある府中市
夢を実現できるまちに

キャッチ
老若男女が夢や希望の有る街造り
府中焼き、だけじゃない！
ｇｏｏｄ ｊｏｂ！府中市
ちょいとのぞいてみませんか？
なかなか（意外と）やるな！府中市
府中よいとこ日本一
たすけ愛府中市
羽ばたけ！府中
新天地府中
府中からもっと先へ
ありのままの府中市を見つめよう
住民の住民による住民の為の町づくり
やっぱり府中、さすがは府中のまちづくり
やっぱ府中じゃね
西日本のヘソ、府中
全て、見直す、府中市

その他
厚い人情・厚い府中焼き
これからまだまだおもしろくなる府中
背中をおしましょう！一歩踏み出す勇気が私をかえます 貴方もかえます
府中市といえば広島県じゃー！！
ふちゅうをちゅうず、ふちゅうでちゅうず（府中を選んで府中で選んで）
まっすぐ生きよう府中市
みんちゅうと一つになってがんばろう
めざせ向上府中市
府中市の魅力はまだまだあるから見つけよう
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心豊かにくらせるまち府中
隅々まで衣（医）食住が及ぶ育ての町
府中へ来て見てくらしてみーええとこいっぱいあるんじゃけぇ
若者よ！！地元へ帰ろう！！
若人の住んでみたい町ＮＯ１をめざそう
創ろう府中 育て伸ばそう愛する府中
この町に住んでいて毎日が楽しい、幸せだ
選択と集中 コンパクトシティー
でもこの府中へ住んどってやっぱゃーえかったのう！
ゆっくりでいいけぇ自分の足で歩こうやぁ
何か一つ（？）日本一になろう
何事も日本一をめざす府中市
活・生・粋・意気軒昴！我府中
見ていて下さい！私達の府中市を
市民と共に創る持続可能なひと・まち・しごと
生まれ変わってもこの町に住みたい
生まれ変わらにゃ～府中！
備後行路を行く（ルート）
備後百年の大計は人つくり
備後府中！見通し良く東西南北への分水嶺、全方位にいざ発信！味も人情もてんこ盛り
府中市に生まれてよかった 住めてよかった
府中市を私たちの手で育てよう！
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２ 自由意見

（１）自由意見の記入状況

回答者数（人） 記入者数（人） 記入率（％）

1,360 551 40.5%

中部 237 88 37.1%

東部 686 295 43.0%

西部 263 106 40.3%

北部 168 59 35.1%

不明 6 3 50.0%

自由意見を記入した人は551人で、回答者（1,360人）に対する記入率

は40.5％となっています。これらの自由意見を居住地別でとりまとめる

と次のとおりとなります。

自由意見の記入状況（全体、居住地別）

全体

居
住
地
別
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（２）自由意見一覧

医療・福祉について

市民病院について

・医師不足・医師の充実。
・診療科目の増設、医療水準の向上。
・新しい市民病院に小児科・産婦人科を。
・重病の手術に対応できる外科医が必要。
・府中市民病院が新築建て替えとなることは非常によい。期待している。
・北市民病院の規模の縮小が不安。

医療体制について

・三大病等緊急時に対応できる医師の確保。
・産婦人科・小児科の病院が少なくて不自由。
・夜間医療の充実。
・土曜日の午後の当番医（小児科）がほしい。
・土日の医療機関の運営。
・無医地区なので不安。診療所の再開を希望する。
・上下町や近辺の過疎地域の医療の充実。

結婚・出産の支援について

・独身の人のために出会いの場をつくってほしい。
・不妊治療への補助金を出してほしい。
・マタニティクラスが遠方なので参加できない。
・母子手帳を市役所でも受け取れるようにしてほしい。

子育て支援について

・仕事と子育ての両立がかなうような職場づくりや環境を希望。
・乳幼児医療の充実。
・若者の居住や結婚に市独自の手当や助成金。
・結婚して出産するという形だけでなく、様々な生き方を受け入れられる社会にしてほ
しい。
・子育て中に補助金があればまた子どもを産みたいと思う。
・一人親の家庭等にも支援を。
・親と子の時間が減っているので、それが増えるような支援が大切ではと思う。
・ＰＯＭやＴＡＭ等、府中市の施設は充実している。
・子育てしやすい対策があれば住み続けたい。
・子ども用品（服等）が充実したお店があるといいのでは。

保育・保育所について

・保育料の負担が大きい。
・保育士の育成に力を入れてほしい。
・共働きでなくても保育所等に入所できるように見直してほしい。
・必要な時に保育してもらえる場所をつくってほしい。
・府中市は待機児童がいなくて保育園に預けやすく、支援センターも充実していて子育
てしやすい環境だと感じている。
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放課後児童クラブについて

・児童クラブ運営の仕方等、親の意見をよく聞いて対応してほしい。
・長期休暇時の開設日数や時間。土曜日の開設。
・市職員の人数が多いように感じる。
・学童の時間延長。保育所との時間に差がありすぎる。

高齢者支援・介護について

・高齢者への医療、買い物、移動手段等、充実させてほしい。
・高齢者でも、元気な人は働く場所を求めていると思う。
・在宅で高齢者をみれるような体制にしていく必要があると感じる。
・介護予防対策をして欲しい。
・各地域で参加しやすいイベント等、仲間意識がもてるように支援してもらいたい。
・老々介護世帯は、介護保険料を免除してほしい。
・特別養護高齢者ホームをすべての人が入れるようにたくさんつくってほしい。
・生涯現役で暮らせる府中市になれば嬉しい。
・高齢者のスポーツ施設を充実させてほしい。

暮らしについて

ゴミ袋・ゴミの有料化・ゴミの収集について

・有料のごみ袋を無料化または値下げ。
・指定のごみ袋を丈夫なものに。
・有料ごみ袋は市内の企業の製品にするべき。
・プラスチックごみの収集を増やしてほしい。
・粗大ごみを回収してほしい。
・ゴミの分別が厳しい。

環境について

・街灯を明るくしてほしい。
・通学路へのミラーや街灯設置。
・野良犬やイノシシが多く、外出や活動が不安。
・道路端や山川など、草刈りをこまめにしてほしい。
・自然環境をよくして欲しい。
・携帯電話のサービスエリア、インターネット網を充実させるべき。

上水道・下水道について

・上下水道料金を値下げしてほしい。。
・上水道・下水道の整備が必要。

税金について

・各税金が高すぎる。
・市民税等の値下げをうたい、市外に人を出さないようにする。
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生活全般について

・福祉を充実してほしい。
・基礎年金生活では苦しい。何か援助があってもいいのでは。
・市民に負担の少ないまちづくりを望む。（税・消防団や町内会・ごみなど）
・生活は厳しい。年金だけではつらい。
・障がい者の現実を理解してほしい。
・障がい者が働ける場所が欲しい。
・障がい者が住みやすい場所にして欲しい。

まちづくりについて

都市計画について

・歩いて暮らせるコンパクトシティの実現が望まれる。
・市の周辺部の人も都市計画税を払っているのに、開発がされていない。
・まちづくりにおいて地域格差が目立つ。
・新しい道路が府中中心地を避けてできるようだが、府中に人が集まるのか心配。
・駅周辺を整備するべき。
・車社会なので駅中心として考えはやめてほしい。

道の駅について

・道の駅の充実を期待している。
・道の駅を通過する車が多くなる恐れがある。
・府中市民の憩いの場として気軽に利用できる施設にしてもらいたい。
・道の駅で府中のおいしい物がすぐ食べられるように。
・道の駅を目的地になるようにしてほしい。

観光について

・四季折々にＰＲできる観光スポット。
・観光客を呼び寄せるような魅力的なまちづくりを推進してほしい。
・鞆や尾道のように、田舎でも全国の人に認知してもらえるように。
・観光名所を充実させて集客することが大事だと思う。

イベントについて

・Ｂ-１グランプリのようなイベントを開催して盛り上げて欲しい。
・他市から来てもらえて、楽しんで出かけられるようなイベントを要望。
・産業メッセや備後国府まつりの見直し。
・縮小ばかりでなく、若者が帰って来たくなるような祭りとか行事を推進してほしい。
・イベント会場へ駐車場がない。そのために行く気がしない。
・スポーツに力を入れたイベント、多くの人が参加しやすいイベントをするべき。
・若い人（や高齢者）が地域の活動に参加するきっかけになるようなイベントや活動を
増やしてほしい。
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施設について

施設の建設について

・大学や専門学校があるとよい。
・飲食や娯楽施設の充実。
・若者も楽しめるような商業施設。
・スパランド、お風呂等つくってほしい。
・公園や遊園地、きれいなトイレ。
・市内の人が安く利用できるジムがあるとよいと思う。
・陸上、野球、サッカー等のスポーツ施設の建設を望む。
・今ある府中市内の資料館をまとめるような施設があってもいいのでは。

既存施設の整備について

・廃校になった学校や保育所等の敷地の開放。
・ＰＯＭこどもの国の向上。
・図書館の駐車場の整備・充実。
・スポーツ施設を充実してほしい。
・「四季の里」周辺を充実させてほしい。
・ウッドアリーナへの道や駐車場の整備。

居住・住宅について

・市営住宅の入居資格の見直し。
・民間のアパートが高い。
・高齢者共同住宅等、高齢者同士で住める住宅対策を考えてほしい。
・高齢者の住宅対策として市営住宅の再利用。

交通・道路基盤について

道路整備について

・生活道路の整備。
・渋滞を緩和して欲しい。
・目崎のところは毎年崖崩れする。トンネルをつくって木野山の方へ続けてほしい。
・高齢者が安心して散歩できる小道の整備。
・子どもたちの通学路を安全な道路にしてほしい。
・福山までの移動時間の短縮。
・旧上下町と府中市街地の移動時間の短縮。
・国道、バス通りを自転車でもっと安全に利用できるように。
・雪が降った朝の対策。
・散歩するのによい環境が整うと嬉しい。
・現在の市道の拡張工事を即中止すべきと思う。

公共交通機関について

・市内のバス路線の整備。
・交通機関をもう少し便利に。
・高齢者の移動手段を考えてほしい。
・福塩線を強化し、観光資源として鉄道ファンを集められないか。
・福塩線の本数は減らされバスもない、いくら市街地を開発しても免許のない高齢者は
行けない。
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ぐるっとバスについて

・あまり乗車されたのを見たことがないので、必要ないと思う。
・市民無料バスを提供してほしい。
・公共交通機関が利用しにくい地域で利用できるようにしてほしい。
・ＰＯＭへ行くようにしたら子どもたちが安全に遊びに行けると思う。
・久佐や諸毛、上下町等交通の便が悪いところへ循環させたらどうか。
・乗り合いタクシーを運行してほしい。

橋梁について

・芦田川にかかる橋を整備してほしい。
・扇橋を整備してほしい。

商工業等の振興について

企業誘致・起業支援・働く場所について

・府中市内企業での働く支援（優遇）。
・企業誘致。起業者への支援。
・商業施設の充実を望む。
・働く場所が少ない。時給が安い。
・光ケーブル施設で若者起業家を増加。
・乳幼児期を親元で育てられる就労と収入の保障。
・中小企業への施策や支援が必要ではないか。
・以前あった企業の再来社。

商業の振興について

・府中駅前もしくは国道沿いにファストフードが食べられるお店ができればよい。
・飲食店や買い物できるお店がもっと増えれば便利だと思う。
・新しいお店ができると若い人たちも、もっと府中にいたいと考えると思う。

商店街について

・商店街が人通りに溢れて賑わうようなまちづくり。
・便利に使えるような駐車場を望む。
・商店街のお店が日曜日に営業するべき。
・お祭りやイベントの際には、仮駐車場を用意してほしい。

特産品について

・府中焼きをもっとアピールする。
・できた農作物を販売するだけでなく、調理や加工して売ったり、体験できるなど、
もっと農業で商業をしてみたらどうかと思う。
・ものづくりのまちとして、若い人たちのアイディアを引き出してほしい。

空き家・休耕地の活用について

・あまった農地を活用し、住宅地をつくっては。
・休耕田を活用推進してほしい。
・空き家の整備をするべき。
・企業の（移転後）の空土地の有効利用。
・空き家をきれいにして、安価で若い人たちが住めるように、情報を発信してほしい。
・行政が他の地域の人に、空家、休耕田、畑を斡旋する。
・農地や民家を今現在府中市に住んでいる人にも貸せるように考えてほしい。
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防災について

・防災や減災の対策を早急にするべき。
・非難訓練や避難マニュアルはできているのか。
・災害の少ないまちとして、PRしてよいと思う。
・災害無線の多数設置。
・消防団の体制の見直し。（負担の軽減）

行政・市政について

行政施策について

・市の施策に統一性がない。バラバラに手を打っている。
・長期的なビジョンがない。
・今後府中市をどのようにするのか十分な検討をしてほしい。
・将来の予測人口とそれに対する目標人口を掲げ、目標達成のために何をするかを示
し、実現する体制を築いてほしい。
・グローバルな視点での行政運営を望む。
・縮小ばかりでなく効果的で、積極的な行政運営も必要。
・国の予算を利用し、道路整備や医療体制の充実を進めて欲しい。

人口減対策について

・外部の人の協力支援を仰ぎたい。
・若者が市に残るような、若者にとっても魅力のある府中市に。
・若い世代の人たちの意見、希望が言える場所をつくってほしい。
・Ｕターン、Ⅰターンへの積極的な取組。
・賃金の向上が必要である。
・過疎化は自然に進むので福山市に。
・特に理由がなくとも、生まれ育ったということだけでまちには愛着がある。
・震災で移転希望されている家族の受け入れ。
・人口減少は深刻な問題。真剣に取り組んでほしい。

行政への市民参画について

・市民全員がまちづくりへ参画するべき。
・退職後、ボランティア活動や野菜づくり等生きがいのある活動を望む。
・一丸となって府中市を盛り上げるにはどうすればよいか考えてほしい。
・市民の意見を出す場を与えてほしい。
・町内会や民生委員の活動を充実させ活用すべき。
・よいものには補助金を出し、のばす努力をする。
・住民同士が助け合えるよう、地域の充実が必要。

行財政改革について

行政サービスについて

・休日も行政サービスを行ってほしい。
・現行の行政サービスの無駄はないか、再点検が必要。
・郊外に居住しているが、府中市とは名ばかりで、行政との関わりが薄いように思え
る。税金だけ納めるだけで、サービスが行われていない。
・お昼休憩に窓口対応・電話対応していないのは不便。
・職員や議員の削減が行政改革につながらないのでは。
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市役所・市職員について

・職員の給与削減。
・市職員の人員削減。
・昼休憩時間の見直し。
・職員の対応・態度が悪い。
・行政職員一人ひとりが、プライドを持って仕事をしてほしい。
・市民の声を聞いて欲しい。
・土日を開庁するべき。
・職員の質の向上。
・今後の行政改革に期待している。
・市民の模範となるような行動や言動をお願いしたい。
・退職後は地域に貢献してほしい。
・行政評価をきっちり行い、責任を持つべき。

市議会について

・市議会議員の削減をして欲しい。
・市議会議員の給料を減額してほしい。
・市議会で他市の自治体の視察をするなら、そのよいところを取り入れてほしい。
・市議会議員は市長に協力するべき。
・市のために本気で取り組んでほしい。
・議員の意識改革。
・市会議員の専属制。毎日出勤するようにし、議員の削減を図る。

財政について

・赤字財政の軽減の対策を計画化。
・コストカットだけでは何も生まれない。
・支出を減らす取組ではなく収入を増やすための政策を積極的に行うようにしてほし
い。
・税金の無駄遣いをやめてほしい。
・市有財産を有効活用するべき。
・公共事業のコスト削減、事業見直しを点検してもらいたい。
・借金財政を続けていると、税金や保険料は上がるので、子や孫に府中に住むことを進
められない。
・市の事務の合理化。
・生活保護を見直して欲しい。

教育・文化・スポーツについて

・学力向上を目指したい。
・スポーツ、教育重視の府中市にしてほしい。
・給食の内容を充実できる予算配分をしてほしい。
・いじめの現状を隠さないでほしい。アンケートを公表し、抑止力にしてほしい。
・子どもが安心して学校に通えるようにしてほしい。
・府中で自然体験ができるような環境づくり。
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公聴・広報について

広報について

・広報紙を回覧版でも回してほしい。
・広報紙をコンビニ等にも置いて欲しい。
・広報紙をどのように手にいれればいいのかわからない。
・インターネットを使えない市民のことも頭に入れておいてほしい。
・府中市のよさをもっと全国にPRするべき。
・府中焼きをうまくアピールするべき。
・広報紙を月に１回の発行に戻してほしい。

アンケートについて

・アンケート自体の意味がない、必要がない。
・意見を聞くだけでなく、市政に反映して欲しい、実行して欲しい。
・様々な方法で市政に対する意見を聞いてもらえるのはよいことだと思う。
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