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平成26年度 
市民アンケート調査結果 



アンケート調査の概要

１　アンケート調査の方法

　　①　アンケート実施期間 平成26年4月3日～平成26年5月2日

　　②　対象区域 菊川市全域

　　③　対象者 菊川市に住む20歳以上の市民2,000人
（住民基本台帳より無作為抽出）

　　④　配布方法 郵送による配布

　　⑤　回収方法 郵送による回収

２　配布・回収

　　①　配布数 2,000通

　　②　回収数 1,012通

　　③　回収率　 50.6%



【回答者プロフィール】　※構成比等については、合計と一致しない場合があります。

問１－①　あなたの性別は

回答数 構成比
男 478 47.2% 　　・女性の回答数が多い。
女 517 51.1%
無回答 17 1.7%
合計 1012 100.0%

問１－②　あなたの年齢は

回答数 構成比
20代 110 10.9% 　　・50代以上が半数以上を占める。
30代 169 16.7%
40代 169 16.7%
50代 224 22.1%
60代以上 332 32.8%
無回答 8 0.8%
合計 1012 100.0%

問１－③　あなたのお住まいの地区（行政区）は

回答数 構成比
西方 63 6.2% 　　・六郷が最も多く、続いて、加茂、
町部 60 5.9% 　　　河城となっている。
加茂 126 12.5%
内田 78 7.7%
横地 48 4.7%
六郷 195 19.3%
河城 119 11.8%
平川 104 10.3%
嶺田 49 4.8%
小笠南 72 7.1%
小笠東 84 8.3%
無回答 14 1.4%
合計 1012 100.0%

問１－④　あなたの職業は

回答数 構成比
農業 70 6.9% 　　・会社員、パート等が約６割を
自営業 77 7.6%　　　　　占める。
自由業 8 0.8%
会社員等 424 41.9%
パート等 185 18.3%
家事専業 107 10.6%
学生 10 1.0%
無職 108 10.7%
その他 7 0.7%
無回答 16 1.6%
合計 1012 100.0%
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【各設問における単純集計表（H18年度調査との比較）】

問２－１　菊川市は住みやすいまちだと感じていますか

H19 Ｈ26

1.住みやすい
2.どちらかといえば住みやすい

56.3% 55.5% -0.7% (↓)

3.どちらともいえない 20.6% 21.1% 0.6% (↑)

4.住みにくい
5.どちらかといえば住みにくい

16.5% 14.2% -2.3% (↓)

6.わからない 2.2% 2.4% 0.2% (↑)

無回答 4.4% 6.7% 2.3% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

問２－２　問２－１で１または２と答えた方　それはどのような理由からですか（２つまで）

H19 Ｈ26

人間関係・近隣関係がよいから 24.2% 21.9% -2.2% (↓)

まちに活気があるから 0.5% 0.6% 0.1% (↑)

交通・買物が便利だから 19.8% 21.5% 1.7% (↑)

物価が安いから 2.9% 1.4% -1.5% (↓)

教育関係がよいから 1.6% 1.5% -0.1% (↓)

保健・医療が充実しているから 2.4% 2.7% 0.3% (↑)

子育て支援が充実しているから 0.8% 1.5% 0.8% (↑)
高齢者・障がい者・子どもへの配慮があるから 1.5% 1.6% 0.1% (↑)

文化・教養施設が充実しているから 0.3% 0.1% -0.1% (↓)

働く場所に恵まれているから 3.9% 2.2% -1.7% (↓)

自然環境がよいから 31.7% 30.2% -1.5% (↓)

居住環境が整備されているから 2.9% 2.7% -0.2% (↓)

治安・防災面で安心だから 4.3% 6.8% 2.5% (↑)

その他 1.3% 1.1% -0.1% (↓)

無回答 2.1% 3.9% 1.8% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

H19→Ｈ26

H19→Ｈ26
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問２－３　問２－１で４または５と答えた方　それはどのような理由からですか（２つまで）

H19 Ｈ26

人間関係・近隣関係がよくないから 4.9% 6.4% 1.5% (↑)

まちに活気がないから 18.4% 21.5% 3.1% (↑)

交通・買物が不便だから 24.6% 21.5% -3.1% (↓)

物価が高いから 1.2% 1.6% 0.4% (↑)

教育関係がよくないから 2.9% 1.2% -1.7% (↓)

保健・医療が充実していないから 7.4% 3.2% -4.2% (↓)

子育て支援が充実していないから 3.7% 2.0% -1.7% (↓)
高齢者・障がい者・子どもへの配慮が足りないから 6.6% 4.8% -1.8% (↓)

文化・教養施設が充実していないから 5.7% 2.8% -2.9% (↓)

働く場所に恵まれていないから 4.9% 10.8% 5.8% (↑)

自然環境がよくないから 0.8% 1.6% 0.8% (↑)

居住環境が整備されていないから 6.6% 3.6% -3.0% (↓)

治安・防災面で不安だから 4.5% 4.4% -0.1% (↓)

その他 2.0% 8.4% 6.3% (↑)

無回答 5.7% 6.4% 0.6% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

問3－市①満  「市民の力が住み良いまちづくりに活かされているまち」だと思う

Ｈ23 H26

満足・やや満足 8.8% 10.2% 1.4% (↑)

普通 52.5% 52.1% -0.4% (↓)

不満・やや不満 21.5% 18.2% -3.3% (↓)

わからない 14.7% 14.7% 0.0% ―

無回答 2.4% 4.8% 2.4% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

問3－市①重  「市民の力が住み良いまちづくりに活かされているまち」だと思う

Ｈ23 H26

とても重要・やや重要 54.8% 51.8% -3.0% (↓)

普通 27.3% 30.4% 3.1% (↑)

重要でない・あまり重要でない 3.9% 3.1% -0.8% (↓)

わからない 6.4% 5.9% -0.5% (↓)

無回答 7.6% 8.8% 1.2% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

H19→Ｈ26

Ｈ23→Ｈ26

Ｈ23→Ｈ26
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問３－市②満  ＮＰＯなどの団体によるボランティア等の市民活動が活発に行なわれている。

H18 H26

満足・やや満足 4.9% 9.3% 4.3% (↑)

普通 39.8% 38.1% -1.6% (↓)

不満・やや不満 17.8% 15.1% -2.6% (↓)

わからない 34.5% 32.4% -2.1% (↓)

無回答 3.0% 5.0% 2.0% (↑)

合計 100.0% 100.0%

問３－市②重  ＮＰＯなどの団体によるボランティア等の市民活動が活発に行なわれている。

H18 H26

とても重要・やや重要 52.4% 37.3% -15.1% (↓)

普通 25.8% 35.4% 9.5% (↑)

重要でない・あまり重要でない 2.9% 6.0% 3.1% (↑)

わからない 11.3% 12.5% 1.1% (↑)

無回答 7.5% 8.9% 1.4% (↑)

合計 100.0% 100.0%

問３－市③満  市政懇談会や出前講座、広報紙・ホームページなどで市のやっていることがよくわかる。

H19 H26

満足・やや満足 16.8% 20.7% 3.9% (↑)

普通 45.3% 47.3% 2.0% (↑)

不満・やや不満 17.2% 13.0% -4.1% (↓)

わからない 15.6% 14.1% -1.4% (↓)

無回答 5.1% 4.8% -0.3% (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

問３－市③重  市政懇談会や出前講座、広報紙・ホームページなどで市のやっていることがよくわかる。

H19 H26

とても重要・やや重要 44.6% 44.5% -0.1% (↓)

普通 35.4% 37.1% 1.6% (↑)

重要でない・あまり重要でない 2.2% 2.8% 0.6% (↑)

わからない 6.9% 7.3% 0.4% (↑)

無回答 10.9% 8.4% -2.5% (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

H18→H26

H19→H26

H19→H26

H18→H26
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問３－市④満  「男女が個人として尊重され、ともに個性や能力を発揮できるまち」だと思う。

H18 H26

満足・やや満足 5.4% 5.7% 0.3% (↑)

普通 43.8% 46.8% 3.0% (↑)

不満・やや不満 26.3% 20.6% -5.7% (↓)

わからない 21.1% 21.9% 0.8% (↑)

無回答 3.4% 4.9% 1.6% (↑)

合計 100.0% 100.0%

問３－市④重  「男女が個人として尊重され、ともに個性や能力を発揮できるまち」だと思う。

H18 H26

とても重要・やや重要 43.8% 36.2% -7.7% (↓)

普通 36.1% 40.4% 4.3% (↑)

重要でない・あまり重要でない 3.6% 4.5% 0.9% (↑)

わからない 8.5% 10.5% 1.9% (↑)

無回答 8.0% 8.4% 0.4% (↑)

合計 100.0% 100.0%

問３－市⑤満  「多様なニーズに対応できる効率的・効果的な行政運営が行われているまち」だと思う。

H18 H26

満足・やや満足 5.3% 4.0% -1.3% (↓)

普通 29.0% 39.0% 10.0% (↑)

不満・やや不満 38.5% 31.5% -7.0% (↓)

わからない 23.3% 20.5% -2.8% (↓)

無回答 3.9% 5.0% 1.1% (↑)

合計 100.0% 100.0%

問３－市⑤重  「多様なニーズに対応できる効率的・効果的な行政運営が行われているまち」だと思う。

H18 H26

とても重要・やや重要 64.3% 48.7% -15.6% (↓)

普通 19.1% 29.5% 10.4% (↑)

重要でない・あまり重要でない 1.2% 2.7% 1.4% (↑)

わからない 7.0% 10.2% 3.2% (↑)

無回答 8.4% 8.9% 0.5% (↑)

合計 100.0% 100.0%

H18→H26

H18→H26

H18→H26

H18→H26
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問３－市⑥満  市の公共サービスが利用しやすい。

H18 H26

満足・やや満足 8.5% 13.0% 4.5% (↑)

普通 40.2% 41.1% 0.9% (↑)

不満・やや不満 33.6% 29.0% -4.6% (↓)

わからない 14.2% 11.9% -2.3% (↓)

無回答 3.5% 5.0% 1.6% (↑)

合計 100.0% 100.0%

問３－市⑥重  市の公共サービスが利用しやすい。

H18 H26

とても重要・やや重要 56.3% 59.6% 3.3% (↑)

普通 28.4% 23.7% -4.7% (↓)

重要でない・あまり重要でない 1.8% 1.9% 0.1% (↑)

わからない 5.5% 6.8% 1.3% (↑)

無回答 8.0% 8.0% 0.0% ―

合計 100.0% 100.0%

問３－福①満  「心身ともにすこやかに生活できるまち」だと思う

Ｈ23 H26

満足・やや満足 24.3% 25.0% 0.7% (↑)

普通 55.2% 54.2% -1.0% (↓)

不満・やや不満 13.9% 10.7% -3.2% (↓)

わからない 5.9% 6.5% 0.6% (↑)

無回答 0.7% 3.7% 3.0% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

問３－福①重  「心身ともにすこやかに生活できるまち」だと思う

Ｈ23 H26

とても重要・やや重要 64.3% 62.5% -1.8% (↓)

普通 26.7% 25.3% -1.4% (↓)

重要でない・あまり重要でない 1.2% 1.0% -0.2% (↓)

わからない 2.8% 2.9% 0.1% (↑)

無回答 5.1% 8.4% 3.3% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

H18→H26

H18→H26

Ｈ23→Ｈ26

Ｈ23→Ｈ26
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問３－福②満  健康づくりに取り組む人が増えている。

H18 H26

満足・やや満足 22.9% 25.2% 2.3% (↑)

普通 51.2% 49.7% -1.5% (↓)

不満・やや不満 6.9% 4.5% -2.3% (↓)

わからない 14.6% 17.0% 2.4% (↑)

無回答 4.4% 3.6% -0.8% (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－福②重  健康づくりに取り組む人が増えている。

H18 H26

とても重要・やや重要 57.3% 54.8% -2.5% (↓)

普通 30.1% 31.3% 1.2% (↑)

重要でない・あまり重要でない 1.5% 1.0% -0.5% (↓)

わからない 3.3% 5.2% 2.0% (↑)

無回答 7.9% 7.6% -0.3% (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－福③満  健診や健康相談など病気の予防対策が充実している。

H18 H26

満足・やや満足 19.1% 22.0% 2.9% (↑)

普通 48.1% 50.4% 2.3% (↑)

不満・やや不満 19.3% 14.1% -5.2% (↓)

わからない 9.3% 9.5% 0.2% (↑)

無回答 4.2% 4.0% -0.2% (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－福③重  健診や健康相談など病気の予防対策が充実している。

H18 H26

とても重要・やや重要 66.4% 65.5% -0.9% (↓)

普通 22.4% 23.3% 1.0% (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.6% 0.7% 0.1% (↑)

わからない 2.5% 2.5% 0.0% ―

無回答 8.2% 8.0% -0.2% (↓)

合計 100.0% 100.0%

H18→H26

H18→H26

H18→H26

H18→H26
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問３－福④満  「地域において住民同士が支えあうまち」だと思う。

Ｈ23 H26

満足・やや満足 26.6% 25.9% -0.7% (↓)

普通 48.9% 47.9% -1.0% (↓)

不満・やや不満 15.8% 16.1% 0.3% (↑)

わからない 6.9% 6.2% -0.7% (↓)

無回答 1.8% 3.9% 2.1% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

問３－福④重  「地域において住民同士が支えあうまち」だと思う。

Ｈ23 H26

とても重要・やや重要 64.9% 58.7% -6.2% (↓)

普通 25.0% 28.7% 3.7% (↑)

重要でない・あまり重要でない 1.4% 1.8% 0.4% (↑)

わからない 3.0% 2.8% -0.2% (↓)

無回答 5.7% 8.1% 2.4% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

問３－福⑤満  だれもが地域で自立した生活のできる支援体制が充実している。

H19 H26

満足・やや満足 3.6% 5.8% 2.3% (↑)

普通 34.4% 42.6% 8.2% (↑)

不満・やや不満 32.7% 27.8% -5.0% (↓)

わからない 25.6% 20.3% -5.4% (↓)

無回答 3.7% 3.6% -0.1% (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

問３－福⑤重  だれもが地域で自立した生活のできる支援体制が充実している。

H19 H26

とても重要・やや重要 56.9% 55.7% -1.1% (↓)

普通 27.1% 29.1% 2.0% (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.5% 1.3% 0.8% (↑)

わからない 6.9% 6.4% -0.4% (↓)

無回答 8.7% 7.5% -1.2% (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

H19→H26

Ｈ23→Ｈ26

Ｈ23→Ｈ26

H19→H26
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問３－福⑥満  高齢者、障がい者への支援などの福祉活動に地域ぐるみで取り組んでいる。

H19 H26

満足・やや満足 9.7% 11.6% 1.9% (↑)

普通 38.5% 42.5% 4.0% (↑)

不満・やや不満 26.7% 21.6% -5.1% (↓)

わからない 21.3% 20.5% -0.9% (↓)

無回答 3.8% 3.9% 0.1% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

問３－福⑥重  高齢者、障がい者への支援などの福祉活動に地域ぐるみで取り組んでいる。

H19 H26

とても重要・やや重要 65.4% 62.4% -3.1% (↓)

普通 19.1% 23.3% 4.2% (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.9% 0.9% 0.0% ―

わからない 5.4% 5.5% 0.1% (↑)

無回答 9.2% 7.9% -1.3% (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

問３－福⑦満  「安心して子どもを育てられるまち」だと思う

Ｈ23 H26

満足・やや満足 24.0% 21.7% -2.3% (↓)

普通 46.9% 46.8% -0.1% (↓)

不満・やや不満 16.5% 15.3% -1.2% (↓)

わからない 11.2% 12.1% 0.9% (↑)

無回答 1.3% 4.1% 2.8% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

問３－福⑦重  「安心して子どもを育てられるまち」だと思う

Ｈ23 H26

とても重要・やや重要 70.9% 70.8% -0.1% (↓)

普通 19.6% 16.5% -3.1% (↓)

重要でない・あまり重要でない 0.5% 0.6% 0.1% (↑)

わからない 3.9% 3.8% -0.1% (↓)

無回答 5.2% 8.4% 3.2% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

H19→H26

H19→H26

Ｈ23→Ｈ26

Ｈ23→Ｈ26
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問３－福⑧満  「高齢者が生きがいを持ち、すこやかに暮らせるまち」だと思う

Ｈ23 H26

満足・やや満足 11.0% 12.4% 1.4% (↑)

普通 50.7% 46.7% -4.0% (↓)

不満・やや不満 19.0% 20.0% 1.0% (↑)

わからない 18.1% 16.6% -1.5% (↓)

無回答 1.2% 4.3% 3.1% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

問３－福⑧重  「高齢者が生きがいを持ち、すこやかに暮らせるまち」だと思う

Ｈ23 H26

とても重要・やや重要 62.6% 63.0% 0.4% (↑)

普通 26.1% 23.1% -3.0% (↓)

重要でない・あまり重要でない 1.8% 1.0% -0.8% (↓)

わからない 4.2% 4.4% 0.2% (↑)

無回答 5.3% 8.4% 3.1% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

問３－福⑨満  「高齢者とその家族を支える介護サービスが充実しているまち」だと思う

H18 H26

満足・やや満足 8.0% 13.7% 5.8% (↑)

普通 29.6% 39.8% 10.3% (↑)

不満・やや不満 29.8% 20.8% -9.0% (↓)

わからない 28.3% 21.5% -6.8% (↓)

無回答 4.4% 4.2% -0.2% (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－福⑨重  「高齢者とその家族を支える介護サービスが充実しているまち」だと思う

H18 H26

とても重要・やや重要 66.3% 67.3% 1.0% (↑)

普通 17.5% 19.2% 1.6% (↑)

重要でない・あまり重要でない 1.1% 0.9% -0.2% (↓)

わからない 7.0% 4.4% -2.5% (↓)

無回答 8.1% 8.2% 0.1% (↑)

合計 100.0% 100.0%

Ｈ23→Ｈ26

H18→H26

H18→H26

Ｈ23→Ｈ26
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問３－福⑩満  「障がいのある人が安心して暮らすことができるまち」だと思う。

H18 H26

満足・やや満足 5.3% 7.6% 2.3% (↑)

普通 30.3% 40.6% 10.3% (↑)

不満・やや不満 28.7% 21.8% -6.8% (↓)

わからない 30.6% 25.8% -4.8% (↓)

無回答 5.2% 4.2% -1.0% (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－福⑩重  「障がいのある人が安心して暮らすことができるまち」だと思う。

H18 H26

とても重要・やや重要 64.2% 62.8% -1.3% (↓)

普通 20.1% 21.8% 1.7% (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.9% 0.9% 0.0% ―

わからない 6.3% 6.3% 0.0% ―

無回答 8.5% 8.1% -0.4% (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－福⑪満  「市民に質の高い医療サービスが提供できるまち」だと思う

Ｈ23 H26

満足・やや満足 10.0% 8.8% -1.2% (↓)

普通 35.5% 38.5% 3.0% (↑)

不満・やや不満 40.2% 37.0% -3.2% (↓)

わからない 12.9% 12.4% -0.5% (↓)

無回答 1.3% 3.4% 2.1% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

問３－福⑪重  「市民に質の高い医療サービスが提供できるまち」だと思う

Ｈ23 H26

とても重要・やや重要 73.9% 71.8% -2.1% (↓)

普通 15.3% 15.3% 0.0% ―

重要でない・あまり重要でない 1.4% 0.8% -0.6% (↓)

わからない 4.2% 4.4% 0.2% (↑)

無回答 5.1% 7.6% 2.5% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

Ｈ23→Ｈ26

H18→H26

H18→H26

Ｈ23→Ｈ26
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問３－学①満  「確かな学力と思いやりに満ちた学校づくりがされたまち」だと思う

Ｈ23 H26

満足・やや満足 12.4% 11.2% -1.2% (↓)

普通 47.0% 48.7% 1.7% (↑)

不満・やや不満 15.1% 14.3% -0.8% (↓)

わからない 24.0% 22.8% -1.2% (↓)

無回答 1.4% 3.0% 1.6% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

問３－学①重  「確かな学力と思いやりに満ちた学校づくりがされたまち」だと思う

Ｈ23 H26

とても重要・やや重要 65.7% 64.0% -1.7% (↓)

普通 21.6% 23.7% 2.1% (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.5% 0.5% 0.0% ―

わからない 6.0% 5.0% -1.0% (↓)

無回答 6.2% 6.7% 0.5% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

問３－学②満  子どもの知・徳・体に優れた人間形成を図るための学校教育が実施されている。

H18 H26

満足・やや満足 10.6% 9.6% -1.0% (↓)

普通 36.5% 46.6% 10.1% (↑)

不満・やや不満 19.1% 13.0% -6.1% (↓)

わからない 30.1% 27.1% -3.0% (↓)

無回答 3.7% 3.7% -0.1% (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－学②重  子どもの知・徳・体に優れた人間形成を図るための学校教育が実施されている。

H18 H26

とても重要・やや重要 71.3% 64.3% -7.0% (↓)

普通 13.4% 21.9% 8.6% (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.3% 0.3% 0.0% ―

わからない 7.9% 6.0% -1.8% (↓)

無回答 7.1% 7.4% 0.3% (↑)

合計 100.0% 100.0%

Ｈ23→Ｈ26

Ｈ23→Ｈ26

H18→H26

H18→H26
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問３－学③満  「地域全体で子どもや青少年を守り育てるまち」だと思う

H18 H26

満足・やや満足 20.4% 16.2% -4.2% (↓)

普通 41.0% 51.3% 10.3% (↑)

不満・やや不満 16.3% 13.1% -3.1% (↓)

わからない 18.2% 15.8% -2.4% (↓)

無回答 4.0% 3.6% -0.5% (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－学③重  「地域全体で子どもや青少年を守り育てるまち」だと思う

H18 H26

とても重要・やや重要 73.8% 63.6% -10.2% (↓)

普通 13.4% 24.2% 10.8% (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.2% 0.5% 0.3% (↑)

わからない 5.5% 4.4% -1.1% (↓)

無回答 7.1% 7.2% 0.1% (↑)

合計 100.0% 100.0%

問３－学④満  子どもたちの健全な育成や安全・安心な居場所づくりのための活動に家庭・学校・地域が一体となって取り組んでいる。

H19 H26

満足・やや満足 16.7% 14.8% -1.8% (↓)

普通 42.3% 49.3% 7.0% (↑)

不満・やや不満 14.8% 14.2% -0.6% (↓)

わからない 21.0% 18.2% -2.8% (↓)

無回答 5.3% 3.5% -1.8% (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

問３－学④重  子どもたちの健全な育成や安全・安心な居場所づくりのための活動に家庭・学校・地域が一体となって取り組んでいる。

H19 H26

とても重要・やや重要 68.8% 62.5% -6.3% (↓)

普通 16.1% 24.7% 8.6% (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.4% 0.9% 0.5% (↑)

わからない 5.1% 4.8% -0.3% (↓)

無回答 9.7% 7.1% -2.6% (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

H18→H26

H19→H26

H19→H26

H18→H26
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問３－学⑤満  「生涯にわたり様々な学習機会に参加できるまち」だと思う

Ｈ23 H26

満足・やや満足 14.9% 12.0% -2.9% (↓)

普通 44.6% 44.4% -0.2% (↓)

不満・やや不満 20.3% 18.8% -1.5% (↓)

わからない 19.1% 21.3% 2.2% (↑)

無回答 1.2% 3.6% 2.4% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

問３－学⑤重  「生涯にわたり様々な学習機会に参加できるまち」だと思う

Ｈ23 H26

とても重要・やや重要 41.8% 38.9% -2.9% (↓)

普通 42.8% 43.2% 0.4% (↑)

重要でない・あまり重要でない 3.1% 3.3% 0.2% (↑)

わからない 6.5% 7.4% 0.9% (↑)

無回答 5.8% 7.2% 1.4% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

問３－学⑥満  「歴史・文化遺産が尊重され生かされているまち」だと思う

H18 H26

満足・やや満足 8.3% 10.9% 2.6% (↑)

普通 45.8% 49.9% 4.1% (↑)

不満・やや不満 14.5% 17.8% 3.3% (↑)

わからない 27.5% 18.3% -9.2% (↓)

無回答 3.8% 3.2% -0.7% (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－学⑥重  「歴史・文化遺産が尊重され生かされているまち」だと思う

H18 H26

とても重要・やや重要 37.8% 28.3% -9.5% (↓)

普通 42.4% 51.6% 9.2% (↑)

重要でない・あまり重要でない 3.6% 6.2% 2.6% (↑)

わからない 8.9% 6.9% -2.0% (↓)

無回答 7.4% 7.0% -0.4% (↓)

合計 100.0% 100.0%

H18→H26

Ｈ23→Ｈ26

Ｈ23→Ｈ26

H18→H26
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問３－学⑦満  「市民が気軽に芸術文化にふれられるまち」だと思う

H18 H26

満足・やや満足 7.2% 7.8% 0.6% (↑)

普通 38.8% 48.5% 9.8% (↑)

不満・やや不満 25.2% 22.6% -2.5% (↓)

わからない 24.4% 17.7% -6.7% (↓)

無回答 4.5% 3.4% -1.1% (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－学⑦重  「市民が気軽に芸術文化にふれられるまち」だと思う

H18 H26

とても重要・やや重要 31.3% 23.5% -7.8% (↓)

普通 45.2% 54.0% 8.8% (↑)

重要でない・あまり重要でない 6.1% 8.8% 2.7% (↑)

わからない 10.0% 6.4% -3.6% (↓)

無回答 7.4% 7.3% -0.1% (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－学⑧満  「スポーツをとおして市民が健康で、生きがいをもって生活できるまち」だと思う

Ｈ23 H26

満足・やや満足 15.6% 14.6% -1.0% (↓)

普通 52.2% 52.4% 0.2% (↑)

不満・やや不満 16.9% 16.5% -0.4% (↓)

わからない 14.0% 13.4% -0.6% (↓)

無回答 1.3% 3.1% 1.8% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

問３－学⑧重  「スポーツをとおして市民が健康で、生きがいをもって生活できるまち」だと思う

Ｈ23 H26

とても重要・やや重要 36.7% 33.9% -2.8% (↓)

普通 48.1% 49.5% 1.4% (↑)

重要でない・あまり重要でない 6.0% 4.7% -1.3% (↓)

わからない 3.7% 5.0% 1.3% (↑)

無回答 5.4% 6.8% 1.4% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

H18→H26

H18→H26

Ｈ23→Ｈ26

Ｈ23→Ｈ26
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問３－学⑨満  気軽にスポーツやレクリエーション活動ができる環境が整っている

H18 H26

満足・やや満足 11.8% 13.0% 1.2% (↑)

普通 40.9% 42.5% 1.6% (↑)

不満・やや不満 28.5% 28.7% 0.1% (↑)

わからない 14.8% 12.5% -2.3% (↓)

無回答 3.9% 3.3% -0.7% (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－学⑨重  気軽にスポーツやレクリエーション活動ができる環境が整っている

H18 H26

とても重要・やや重要 39.3% 34.1% -5.2% (↓)

普通 44.7% 48.6% 3.9% (↑)

重要でない・あまり重要でない 3.4% 4.9% 1.6% (↑)

わからない 5.3% 5.0% -0.2% (↓)

無回答 7.3% 7.3% 0.0% ―

合計 100.0% 100.0%

問３－コ①満  「住んでいる地区のコミュニティ活動が活発なまち」だと思う。

H18 H26

満足・やや満足 12.7% 13.7% 1.0% (↑)

普通 54.2% 53.9% -0.3% (↓)

不満・やや不満 19.6% 16.5% -3.0% (↓)

わからない 9.6% 13.0% 3.5% (↑)

無回答 4.0% 2.9% -1.2% (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－コ①重  「住んでいる地区のコミュニティ活動が活発なまち」だと思う。

H18 H26

とても重要・やや重要 56.1% 34.0% -22.1% (↓)

普通 30.3% 49.5% 19.2% (↑)

重要でない・あまり重要でない 2.1% 3.8% 1.6% (↑)

わからない 3.3% 5.4% 2.2% (↑)

無回答 8.2% 7.3% -0.9% (↓)

合計 100.0% 100.0%

H18→H26

H18→H26

H18→H26

H18→H26
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問３－コ②満  「市内に住む外国人が地域社会に受け入れられているまち」だと思う

H18 H26

満足・やや満足 3.5% 10.7% 7.2% (↑)

普通 31.9% 47.8% 15.9% (↑)

不満・やや不満 17.6% 13.6% -4.0% (↓)

わからない 42.5% 25.1% -17.4% (↓)

無回答 4.5% 2.8% -1.7% (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－コ②重  「市内に住む外国人が地域社会に受け入れられているまち」だと思う

H18 H26

とても重要・やや重要 27.1% 27.0% -0.1% (↓)

普通 36.9% 49.3% 12.5% (↑)

重要でない・あまり重要でない 9.9% 6.5% -3.4% (↓)

わからない 18.2% 10.7% -7.5% (↓)

無回答 8.0% 6.5% -1.5% (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－コ③満  「交流を通して地域に賑わいがあるまち」だと思う

Ｈ23 H26

満足・やや満足 5.4% 5.2% -0.2% (↓)

普通 44.6% 45.5% 0.9% (↑)

不満・やや不満 26.4% 23.9% -2.5% (↓)

わからない 22.1% 22.8% 0.7% (↑)

無回答 1.4% 2.6% 1.2% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

問３－コ③重  「交流を通して地域に賑わいがあるまち」だと思う

Ｈ23 H26

とても重要・やや重要 30.8% 25.0% -5.8% (↓)

普通 49.3% 51.5% 2.2% (↑)

重要でない・あまり重要でない 5.1% 6.0% 0.9% (↑)

わからない 9.1% 10.8% 1.7% (↑)

無回答 5.8% 6.7% 0.9% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

Ｈ23→Ｈ26

H18→H26

H18→H26

Ｈ23→Ｈ26
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問３－コ④満  「若者が地域づくりに参加しているまち」だと思う

H18 H26

満足・やや満足 4.2% 4.6% 0.5% (↑)

普通 31.5% 38.9% 7.5% (↑)

不満・やや不満 32.6% 34.6% 2.0% (↑)

わからない 27.8% 19.2% -8.6% (↓)

無回答 4.0% 2.7% -1.4% (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－コ④重  「若者が地域づくりに参加しているまち」だと思う

H18 H26

とても重要・やや重要 53.6% 46.3% -7.3% (↓)

普通 26.6% 37.7% 11.1% (↑)

重要でない・あまり重要でない 2.5% 2.8% 0.3% (↑)

わからない 9.6% 6.5% -3.0% (↓)

無回答 7.8% 6.6% -1.1% (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－環①満  「水質が保全され川がきれいなまち」だと思う

Ｈ23 H26

満足・やや満足 10.1% 10.4% 0.3% (↑)

普通 33.3% 38.6% 5.3% (↑)

不満・やや不満 48.6% 40.1% -8.5% (↓)

わからない 6.9% 7.5% 0.6% (↑)

無回答 1.1% 3.4% 2.3% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

問３－環①重  「水質が保全され川がきれいなまち」だと思う

Ｈ23 H26

とても重要・やや重要 72.9% 68.3% -4.6% (↓)

普通 19.0% 21.4% 2.4% (↑)

重要でない・あまり重要でない 1.0% 0.4% -0.6% (↓)

わからない 1.3% 2.3% 1.0% (↑)

無回答 5.8% 7.6% 1.8% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

H18→H26

H18→H26

Ｈ23→Ｈ26

Ｈ23→Ｈ26
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問３－環②満  「自然環境と共生するまち」だと思う

H18 H26

満足・やや満足 17.5% 19.5% 1.9% (↑)

普通 36.9% 50.4% 13.5% (↑)

不満・やや不満 39.2% 18.3% -20.9% (↓)

わからない 2.9% 8.0% 5.1% (↑)

無回答 3.5% 3.9% 0.4% (↑)

合計 100.0% 100.0%

問３－環②重  「自然環境と共生するまち」だと思う

H18 H26

とても重要・やや重要 75.7% 56.6% -19.1% (↓)

普通 14.7% 30.4% 15.7% (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.6% 1.1% 0.5% (↑)

わからない 1.6% 3.7% 2.1% (↑)

無回答 7.4% 8.2% 0.8% (↑)

合計 100.0% 100.0%

問３－環③満  「環境保全活動が活発に行われているまち」だと思う

H19 H26

満足・やや満足 16.1% 11.8% -4.3% (↓)

普通 45.7% 50.3% 4.6% (↑)

不満・やや不満 10.9% 17.8% 6.9% (↑)

わからない 21.2% 15.2% -6.0% (↓)

無回答 6.1% 4.9% -1.2% (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

問３－環③重  「環境保全活動が活発に行われているまち」だと思う

H19 H26

とても重要・やや重要 55.8% 51.7% -4.1% (↓)

普通 27.7% 34.1% 6.4% (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.5% 0.6% 0.1% (↑)

わからない 5.0% 4.3% -0.7% (↓)

無回答 11.0% 9.3% -1.7% (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

H18→H26

H18→H26

H18→H26

H18→H26
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問３－環④満  ごみの分別収集や集団回収など資源を大切にする活動が活発である。

H18 H26

満足・やや満足 50.2% 46.3% -3.9% (↓)

普通 35.1% 40.8% 5.8% (↑)

不満・やや不満 8.3% 6.5% -1.8% (↓)

わからない 3.0% 2.4% -0.7% (↓)

無回答 3.4% 4.0% 0.6% (↑)

合計 100.0% 100.0%

問３－環④重  ごみの分別収集や集団回収など資源を大切にする活動が活発である。

H18 H26

とても重要・やや重要 74.0% 67.6% -6.5% (↓)

普通 16.0% 23.0% 7.1% (↑)

重要でない・あまり重要でない 1.0% 0.9% -0.1% (↓)

わからない 1.3% 0.7% -0.7% (↓)

無回答 7.6% 7.8% 0.2% (↑)

合計 100.0% 100.0%

問３－環⑤満  環境に対するモラル（道徳）の高い人が増えている。

H18 H26

満足・やや満足 12.9% 14.8% 1.9% (↑)

普通 37.0% 44.6% 7.6% (↑)

不満・やや不満 33.5% 24.7% -8.8% (↓)

わからない 13.0% 11.9% -1.2% (↓)

無回答 3.6% 4.1% 0.5% (↑)

合計 100.0% 100.0%

問３－環⑤重  環境に対するモラル（道徳）の高い人が増えている。

H18 H26

とても重要・やや重要 68.3% 59.9% -8.4% (↓)

普通 19.3% 27.9% 8.5% (↑)

重要でない・あまり重要でない 1.0% 1.3% 0.3% (↑)

わからない 3.8% 2.7% -1.2% (↓)

無回答 7.5% 8.3% 0.8% (↑)

合計 100.0% 100.0%

H18→H26

H18→H26

H18→H26

H18→H26
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問３－産①満  「安全・安心で魅力のある農産物が生産されているまち」だと思う

H18 H26

満足・やや満足 28.4% 32.1% 3.7% (↑)

普通 42.8% 44.0% 1.2% (↑)

不満・やや不満 9.3% 7.9% -1.4% (↓)

わからない 13.8% 11.6% -2.3% (↓)

無回答 5.6% 4.4% -1.2% (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－産①重  「安全・安心で魅力のある農産物が生産されているまち」だと思う

H18 H26

とても重要・やや重要 68.5% 59.9% -8.7% (↓)

普通 18.2% 27.7% 9.5% (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.6% 0.9% 0.3% (↑)

わからない 2.8% 3.2% 0.4% (↑)

無回答 9.9% 8.4% -1.5% (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－産②満  「商店街が賑わい、市全体に活気があるまち」だと思う

H18 H26

満足・やや満足 3.6% 2.6% -1.0% (↓)

普通 26.1% 17.7% -8.4% (↓)

不満・やや不満 50.9% 70.5% 19.6% (↑)

わからない 13.0% 5.7% -7.3% (↓)

無回答 6.4% 3.6% -2.8% (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－産②重  「商店街が賑わい、市全体に活気があるまち」だと思う

H18 H26

とても重要・やや重要 53.0% 59.8% 6.7% (↑)

普通 28.8% 26.2% -2.6% (↓)

重要でない・あまり重要でない 2.4% 3.4% 1.0% (↑)

わからない 5.4% 2.9% -2.5% (↓)

無回答 10.4% 7.8% -2.6% (↓)

合計 100.0% 100.0%

H18→H26

H18→H26

H18→H26

H18→H26
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問３－産③満  「工業発展により市内経済が活性化されたまち」だと思う

H18 H26

満足・やや満足 4.9% 5.0% 0.1% (↑)

普通 26.5% 31.9% 5.4% (↑)

不満・やや不満 39.6% 44.7% 5.1% (↑)

わからない 22.4% 14.4% -7.9% (↓)

無回答 6.6% 4.0% -2.7% (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－産③重  「工業発展により市内経済が活性化されたまち」だと思う

H18 H26

とても重要・やや重要 53.8% 51.2% -2.6% (↓)

普通 26.4% 32.5% 6.1% (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.8% 2.2% 1.4% (↑)

わからない 8.8% 6.3% -2.4% (↓)

無回答 10.2% 7.8% -2.4% (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－産④満  「観光交流が盛んなまち」だと思う

H18 H26

満足・やや満足 0.4% 1.6% 1.1% (↑)

普通 13.4% 25.4% 12.0% (↑)

不満・やや不満 42.2% 50.5% 8.2% (↑)

わからない 37.8% 18.2% -19.6% (↓)

無回答 6.2% 4.3% -1.8% (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－産④重  「観光交流が盛んなまち」だと思う

H18 H26

とても重要・やや重要 30.6% 35.9% 5.3% (↑)

普通 32.1% 42.2% 10.1% (↑)

重要でない・あまり重要でない 13.4% 6.1% -7.2% (↓)

わからない 13.1% 7.4% -5.7% (↓)

無回答 10.8% 8.4% -2.4% (↓)

合計 100.0% 100.0%

H18→H26

H18→H26

H18→H26

H18→H26
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問３－産⑤満  「魅力ある菊川茶が生産されているまち」だと思う

Ｈ23 H26

満足・やや満足 37.9% 34.0% -3.9% (↓)

普通 35.1% 37.2% 2.1% (↑)

不満・やや不満 19.0% 18.5% -0.5% (↓)

わからない 6.3% 6.9% 0.6% (↑)

無回答 1.7% 3.5% 1.8% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

問３－産⑤重  「魅力ある菊川茶が生産されているまち」だと思う

Ｈ23 H26

とても重要・やや重要 64.9% 60.4% -4.5% (↓)

普通 24.8% 26.9% 2.1% (↑)

重要でない・あまり重要でない 2.5% 2.4% -0.1% (↓)

わからない 2.3% 3.0% 0.7% (↑)

無回答 5.6% 7.4% 1.8% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

問３－都①満  「市街地と自然環境の調和のとれたまち」だと思う

Ｈ23 H26

満足・やや満足 16.2% 15.8% -0.4% (↓)

普通 52.2% 55.5% 3.3% (↑)

不満・やや不満 23.4% 18.0% -5.4% (↓)

わからない 7.0% 7.5% 0.5% (↑)

無回答 1.2% 3.2% 2.0% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

問３－都①重  「市街地と自然環境の調和のとれたまち」だと思う

Ｈ23 H26

とても重要・やや重要 48.7% 42.4% -6.3% (↓)

普通 40.6% 45.1% 4.5% (↑)

重要でない・あまり重要でない 2.2% 1.9% -0.3% (↓)

わからない 3.1% 3.6% 0.5% (↑)

無回答 5.4% 7.1% 1.7% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

Ｈ23→Ｈ26

Ｈ23→Ｈ26

Ｈ23→Ｈ26

Ｈ23→Ｈ26
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問３－都②満  「駅やインター周辺、下平川周辺地区などの市街地がにぎわっているまち」だと思う

H18 H26

満足・やや満足 3.0% 7.3% 4.3% (↑)

普通 24.6% 27.1% 2.5% (↑)

不満・やや不満 56.5% 58.6% 2.1% (↑)

わからない 10.1% 3.9% -6.3% (↓)

無回答 5.7% 3.2% -2.6% (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－都②重  「駅やインター周辺、下平川周辺地区などの市街地がにぎわっているまち」だと思う

H18 H26

とても重要・やや重要 48.8% 51.1% 2.3% (↑)

普通 31.3% 33.9% 2.5% (↑)

重要でない・あまり重要でない 5.4% 4.5% -0.8% (↓)

わからない 4.9% 3.2% -1.8% (↓)

無回答 9.6% 7.3% -2.2% (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－都③満  「市内外にスムーズに移動できる道路整備がされたまち」だと思う

H18 H26

満足・やや満足 17.0% 19.9% 2.9% (↑)

普通 41.7% 43.4% 1.7% (↑)

不満・やや不満 31.9% 31.2% -0.7% (↓)

わからない 4.0% 2.3% -1.8% (↓)

無回答 5.4% 3.3% -2.1% (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－都③重  「市内外にスムーズに移動できる道路整備がされたまち」だと思う

H18 H26

とても重要・やや重要 58.7% 57.8% -0.8% (↓)

普通 28.4% 32.6% 4.2% (↑)

重要でない・あまり重要でない 1.5% 1.4% -0.1% (↓)

わからない 2.5% 1.2% -1.3% (↓)

無回答 9.0% 7.0% -2.0% (↓)

合計 100.0% 100.0%

H18→H26

H18→H26

H18→H26

H18→H26
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問３－都④満  「上水道が安心して飲め、安定して供給されているまち」だと思う

Ｈ23 H26

満足・やや満足 42.3% 42.3% 0.0% ―

普通 43.4% 41.8% -1.6% (↓)

不満・やや不満 10.6% 10.3% -0.3% (↓)

わからない 2.9% 2.8% -0.1% (↓)

無回答 0.8% 2.9% 2.1% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

問３－都④重  「上水道が安心して飲め、安定して供給されているまち」だと思う

Ｈ23 H26

とても重要・やや重要 71.4% 67.7% -3.7% (↓)

普通 21.9% 23.8% 1.9% (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.7% 0.6% -0.1% (↓)

わからない 1.0% 1.3% 0.3% (↑)

無回答 5.1% 6.6% 1.5% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

問３－都⑤満  「公園・緑地が整備され、市民の憩いの場として利用できるまち」だと思う

H19 H26

満足・やや満足 16.2% 27.3% 11.1% (↑)

普通 42.3% 43.3% 1.0% (↑)

不満・やや不満 29.4% 22.2% -7.2% (↓)

わからない 7.2% 4.5% -2.7% (↓)

無回答 4.9% 2.7% -2.2% (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

問３－都⑤重  「公園・緑地が整備され、市民の憩いの場として利用できるまち」だと思う

H19 H26

とても重要・やや重要 51.3% 51.5% 0.1% (↑)

普通 34.7% 37.0% 2.3% (↑)

重要でない・あまり重要でない 1.2% 2.6% 1.3% (↑)

わからない 2.9% 2.5% -0.5% (↓)

無回答 9.8% 6.5% -3.3% (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

Ｈ23→Ｈ26

H19→H26

H19→H26

Ｈ23→Ｈ26

25



問３－都⑥満  「交通安全対策が充実し、安全に道路を通行できるまち」だと思う

H18 H26

満足・やや満足 10.8% 12.4% 1.6% (↑)

普通 41.6% 49.3% 7.7% (↑)

不満・やや不満 40.4% 32.9% -7.5% (↓)

わからない 2.5% 2.8% 0.3% (↑)

無回答 4.7% 2.7% -2.1% (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－都⑥重  「交通安全対策が充実し、安全に道路を通行できるまち」だと思う

H18 H26

とても重要・やや重要 73.6% 61.7% -11.9% (↓)

普通 15.5% 29.2% 13.7% (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.7% 0.9% 0.2% (↑)

わからない 1.7% 1.4% -0.3% (↓)

無回答 8.5% 6.8% -1.7% (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－都⑦満  「利用しやすい交通手段が確保されたまち」だと思う

H19 H26

満足・やや満足 13.8% 13.0% -0.8% (↓)

普通 33.3% 36.9% 3.5% (↑)

不満・やや不満 37.7% 43.7% 5.9% (↑)

わからない 11.3% 3.7% -7.6% (↓)

無回答 3.8% 2.8% -1.0% (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

問３－都⑦重  「利用しやすい交通手段が確保されたまち」だと思う

H19 H26

とても重要・やや重要 70.0% 60.1% -9.9% (↓)

普通 17.6% 30.5% 12.9% (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.4% 0.8% 0.4% (↑)

わからない 3.4% 1.7% -1.8% (↓)

無回答 8.6% 6.9% -1.7% (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

H19→H26

H18→H26

H18→H26

H19→H26
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問３－都⑧満  「災害に備え防災対策が整っているまち」だと思う

H18 H26

満足・やや満足 8.1% 7.6% -0.5% (↓)

普通 41.9% 48.0% 6.1% (↑)

不満・やや不満 26.9% 27.2% 0.3% (↑)

わからない 17.5% 13.8% -3.7% (↓)

無回答 5.6% 3.4% -2.3% (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－都⑧重  「災害に備え防災対策が整っているまち」だと思う

H18 H26

とても重要・やや重要 69.9% 69.9% 0.0% ―

普通 16.5% 19.4% 2.9% (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.4% 0.6% 0.1% (↑)

わからない 3.5% 3.3% -0.2% (↓)

無回答 9.7% 6.9% -2.7% (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－都⑨満  「安心・安全なまちづくりのための火災・救急体制の整備されたまち」だと思う

Ｈ23 H26

満足・やや満足 13.0% 12.1% -0.9% (↓)

普通 45.8% 53.0% 7.2% (↑)

不満・やや不満 26.9% 19.3% -7.6% (↓)

わからない 13.5% 12.6% -0.9% (↓)

無回答 0.7% 3.1% 2.4% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

問３－都⑨重  「安心・安全なまちづくりのための火災・救急体制の整備されたまち」だと思う

Ｈ23 H26

とても重要・やや重要 73.2% 67.4% -5.8% (↓)

普通 18.7% 21.6% 2.9% (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.5% 1.0% 0.5% (↑)

わからない 2.7% 2.9% 0.2% (↑)

無回答 5.0% 7.1% 2.1% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

H18→H26

H18→H26

Ｈ23→Ｈ26

Ｈ23→Ｈ26
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問３－都⑩満  「防犯対策が充実し安心であるまち」だと思う

H18 H26

満足・やや満足 7.2% 8.1% 0.9% (↑)

普通 45.7% 52.6% 6.8% (↑)

不満・やや不満 34.5% 21.5% -13.0% (↓)

わからない 7.5% 14.9% 7.4% (↑)

無回答 5.1% 2.9% -2.2% (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－都⑩重  「防犯対策が充実し安心であるまち」だと思う

H18 H26

とても重要・やや重要 74.3% 64.6% -9.6% (↓)

普通 13.8% 24.4% 10.6% (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.8% 0.5% -0.3% (↓)

わからない 2.0% 3.3% 1.2% (↑)

無回答 9.1% 7.2% -1.9% (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－都⑪満  「若者・子育て世代に「住みたくなるまち」として選ばれるまち」だと思う

Ｈ23 H26

満足・やや満足 6.8% 9.0% 2.2% (↑)

普通 41.2% 38.5% -2.7% (↓)

不満・やや不満 37.2% 37.1% -0.1% (↓)

わからない 14.0% 12.4% -1.6% (↓)

無回答 0.8% 3.1% 2.3% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

問３－都⑪重  「若者・子育て世代に「住みたくなるまち」として選ばれるまち」だと思う

Ｈ23 H26

とても重要・やや重要 67.3% 64.3% -3.0% (↓)

普通 22.2% 23.4% 1.2% (↑)

重要でない・あまり重要でない 1.2% 1.3% 0.1% (↑)

わからない 4.5% 4.1% -0.4% (↓)

無回答 4.8% 6.9% 2.1% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

H18→H26

Ｈ23→Ｈ26

Ｈ23→Ｈ26

H18→H26
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問４  あなたは、市民参加のまちづくり活動に関心がありますか（１つだけ）

H18 H26

大いに関心・やや関心がある 68.8% 57.7% -11.1% (↓)

あまり関心がない・まったく関心がない 27.3% 41.0% 13.7% (↑)

無回答 3.9% 1.3% -2.6% (↓)

合計 100.0% 100.0%

問５  あなたは、昨年４月から本年３月の間に地域活動に参加しましたか

Ｈ23 H26

ある 60.3% 60.1% -0.2% (↓)

ない 38.5% 38.3% -0.2% (↓)

無回答 1.2% 1.6% 0.4% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

問6　あなたは、今どのようなまちづくり活動に参加してますか。（該当するもの全て）

H19 H26

スポーツ・レクリエーション活動 15.7% 13.8% -1.9% (↓)

社会奉仕活動 8.2% 9.3% 1.1% (↑)

環境美化活動 12.0% 14.2% 2.1% (↑)

青少年健全育成活動 3.8% 2.6% -1.2% (↓)

教育文化活動 5.5% 4.0% -1.5% (↓)

消費者活動 3.4% 2.8% -0.7% (↓)

自主防災活動 17.3% 21.5% 4.2% (↑)

交通安全活動 4.4% 3.3% -1.2% (↓)

子供会活動 7.3% 7.1% -0.2% (↓)

その他 3.7% 2.9% -0.8% (↓)

無回答 18.6% 18.6% 0.0% ―

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

H18→H26

Ｈ23→Ｈ26

H19→H26
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問７－１  <活動>あなたは、年に一回以上芸術や文化の活動を行いましたか。また、芸術や文化を鑑賞しましたか

Ｈ23 H26

ある 18.1% 18.5% 0.4% (↑)

ない 80.2% 78.7% -1.5% (↓)

無回答 1.7% 2.9% 1.2% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

問７－２  <鑑賞>あなたは、年に一回以上芸術や文化の活動を行いましたか。また、芸術や文化を鑑賞しましたか

Ｈ23 H26

ある 46.9% 41.9% -5.0% (↓)

ない 51.3% 55.4% 4.1% (↑)

無回答 1.8% 2.7% 0.9% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

問８  あなたは、週に１回以上スポーツに取り組んでいますか

Ｈ23 H26

はい 33.3% 28.5% -4.8% (↓)

いいえ 65.9% 70.2% 4.3% (↑)

無回答 0.7% 1.4% 0.7% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

問９  あなたは、近隣に親しい、親しくつきあっている人がいますか。

H19 H26

ある 76.8% 76.4% -0.5% (↓)

ない 19.7% 22.6% 2.9% (↑)

無回答 3.4% 1.0% -2.4% (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

問10  あなたは、地域社会の中で、障がいを持った人に対して特別な隔たりがあると思いますか。

H19 H26

ある 46.2% 39.5% -6.7% (↓)

ない 46.8% 57.5% 10.7% (↑)

無回答 7.0% 3.0% -4.0% (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

Ｈ23→Ｈ26

Ｈ23→Ｈ26

Ｈ23→Ｈ26

H19→H26

H19→H26
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問11-1  （問10であると答えた方）特別なへだたりが生まれる主な理由は何だと思いますか。(主な理由に○を一つ）

H19 H26

援護する精神が社会に育っていない 26.8% 24.5% -2.3% (↓)

特別視する風潮がある 29.7% 28.3% -1.5% (↓)

幼い頃からふれあう場がない 20.7% 26.5% 5.8% (↑)

配慮した施設がない 10.1% 9.0% -1.1% (↓)

その他 1.6% 2.3% 0.7% (↑)

わからない 4.0% 4.0% 0.0% ―

無回答 7.2% 5.5% -1.7% (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

問11-2  （問10でないと答えた方）特別なへだたりが生まれない主な理由は何だと思いますか。(主な理由に○を一つ）

H20 H26

援護する精神が社会に育っている 14.1% 14.3% 0.2% (↑)

特別視する風潮がない 39.8% 38.0% -1.8% (↓)

幼い頃からふれあう場がある 11.4% 11.2% -0.2% (↓)

配慮した施設がある 15.8% 13.7% -2.1% (↓)

その他 3.7% 2.9% -0.8% (↓)

わからない 11.9% 14.4% 2.6% (↑)

無回答 3.5% 5.5% 2.0% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※H20新規質問項目

【浜岡原発市民意識調査】

問12  あなたは、浜岡原子力発電所の今後についてどう思いますか。（１つだけ）

― H26

停止しておいた方がよい 56.1%

安全が確認できれば稼働した方がよい 22.6%

どちらともいえない 15.5%

わからない 3.8%

無回答 2.0%

合計 100.0%

※H26新規質問項目

Ｈ20→H26

―

H19→H26
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【　項　目　】

●市政全般に関すること（　意見- 1～5　）

●市職員に関すること（　意見- 5～7　）

●福祉施策に関すること（　意見- 7～9　）

●菊川病院に関すること（　意見- 9～11　）

●環境施策に関すること（　意見- 11～13　）

●教育に関すること（　意見- 13～16　）

●公共交通に関すること（　意見- 16～17　）

●菊川駅周辺に関すること（　意見- 17～20　）

●商業振興に関すること（　意見- 20～22　）

●自治会、地域コミュ二ティ等に関すること（　意見- 22～25　）

●道路整備に関すること（　意見- 25～29　）

●農業施策に関すること（　意見- 29～30　）

●防災に関すること（　意見- 30～32　）

●エネルギー施策に関すること（　意見- 33　）

●浜岡原子力発電所の今後に関すること（　意見- 33～36　）

●防犯に関すること（　意見- 36～37　）

●各種施設に関すること（　意見- 37～45　）

●税、料金等に関すること（　意見- 45～46　）

●アンケートに関すること（　意見- 46～49　）

●その他意見等（　意見- 49～51　）



●市政全般に関すること（６４件）

○ 安全で安心して生活できる町づくりが進んでいる（消防署の新設や交通安全、特に防犯面
では、近隣他市と比較して飛び抜けている）が、もうすぐ来る超高齢化の波にどの様に対
応していくのかが不安がある。（財政面とサービス面において）具体的な施策を示して欲
しい。高齢者に対して求められる事もはっきりとしめした方が良いと思います。又、河川
の改修保全は地域によってばらつきが大きいのが不満です。

○ 人が集まるような営業活動を市長がリーダーシップを持って行うことが大事。市長の顔が
見えない。駅前の使い勝手の悪さ、何とかする方法を。。。２０年前の発想そのままでは
ダメです。市民の声をもっと取り入れて改善するべし。

○ 現在だけでなく、未来を見据えた対策を積極的に行ってもらいたい。

○ もっと活気のある市にして欲しい。

○ 子供や老人に優しく、わくわくしたオリジナルな街づくりをお願いします。

○ お茶にこだわらず　もっと経済的発展に取り組み、活気ある市政を期待します。それには
若い人が住みやすい環境整備を望みます。

○ 菊川市は緑豊かな美しい市ですが、お茶以外にPRポイントがないような気がします。市
民も日々の生活に追われていて地域の役など当番で回ってくるものは仕方なく活動に参加
するといった消極的な一面が見えます。自分の住んでる市を誇れるような物づくり、イベ
ント等、市民が一丸となって活動できるような、市民にアイデアを公募してみてはいかが
なものかと思います。市のキャラクターを募ったように、、、。

○ 菊川地区の整備ばかり進めて、小笠地区は遅れている。

○ 共働きの人たちが住みやすい菊川市にしてください。

○ 市政懇談会に参加していつも思う事。初めに市の行政の説明が長く、質問時間があまりに
も少ない。あれでは意味がない。

○ 他地域へ行ったとき、菊川市のことを訪ねても、ほとんど知られていない。即ち、特徴が
ない。
市役所、議会をはじめ危機感に乏しい。従って、新しい発想が生まれ育たない。

○ 菊川市の施策を読んで、その内容が総花的でまるで地方自治アドバイザー的な専門家が考
えた定型的文と感じた。これでは、「菊川市」を「○○市」と変えてもそのまま通用しそ
うな内容と感じる。現在の社会経済状況の中で１０年後、２０年後の菊川市の立ち位置、
その存在感、その姿をどのようにして行くのか？その為に今、どのような基礎づくりを行
うのか？が解からない。

○ 生活に関する情報を公報だけでなくメールやＦＢで配信したらいいと思います。アパート
に公報誌が届かないのもありますが、、、。
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○ ・原発の事故のリスクがある以上、この町に生涯住む気にならない。
・若者が損する世の中になっている。結婚して子供なんてとても無理な話。低所得世帯の
事など考えていないと思う。日本がだめなら菊川市ぐらいがんばれ。
・こんなアンケートなんて無意味でしょ。どうせ反映されないくせに、ご機嫌とりならや
めちまえ市長！

○ 子供からお年寄り、健常者も障害のある方も安心して暮らせる街づくりを期待しておりま
す。

○ これからも自然に囲まれた住みやすい場所が増える様にしてもらいたいです。

○ お茶と地域の文化と歴史を発展させてほしい！

○ 住みやすい菊川になってくれればいいなと思います。
自分は畑がありますが耕作放棄地になってしまっています。それが一番の悩みです。

○ 旧菊川町ばかりに力を入れている（整備）。
動物愛護心が足りない。
原発があっても菊川市のメリットは何も無いので廃止すべき。

○ 市長の家の周りばかりきれいになっているので、もっと平等に活性化してほしいです。
駅の北口をつくってほしい。
小中学校の通学路に街灯を増やして欲しい。特に村部。夜は暗すぎです。
菊川病院の医師が少ないと感じます。産婦人科系の先生とか居て欲しいです。

○ 菊川市長は何かやられてるんですか？表向きだけよくて市民や市のために動いているとは
思えません。市長の権力で駅前の一等地に自分のビルを建てただけですね。ホントにいる
だけで役にたたない人だと思います。もっとやる気のある方にしてもらいたいものです。

○ ゆるキャラを作ったが、今後どのようにＰＲし市の活性化につなげるか、わからない。
（１部の人だけでなくエンド、まで発信しなければ意味がない。）
茶況が悪く、商店街も閑散。明るい話を耳にしない。
人が元気にならないと、市も活性しない。もっと安心して魅力ある菊川市に!!応援してま
す。

○ 農業、商業、工業の何を主体にして取り組んでいくのかが、判りにくい。

○ 人口が増加するまちづくり。

○ 施策が漠然としすぎている気もします。多くの人向けになるので仕方がありませんが、ア
ンケートで回答していると、どれも大事ですし、改善していただきたいことばかりです。
もうすこし明確にしていただければ、地域の人々も、自身がどう行動すれば良いかイメー
ジが湧きやすいかもしれません。

○ 私達老人にお金を使っていただくのをできるだけ少なくして、これから日本を背負う若者
達に期待し、赤字を残さない様にしていけれたらと思う毎日です。

○ 他の市にくらべて取り組みが遅い！！菊川ばかりに力を入れて（小笠）には何年も前から
力を入れていないと感じられる。買い物に行くに遠い所ばかり充実している。

○ 今現在何も菊川市に活気がない。昔からの菊川市何もかわっていない。
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○ 「菊川市の施策」は多面的に挙げられ、とても良い事だと思いますが、まだまだ一般市民
には浸透されていない部分が多いと思います。輝くみどりのまち作りには、全市民がもっ
と協力すべきだし、出前講座の活用も自治会を通し利用しやすくして、住み良い菊川市に
したいです。

○ ”ゆりかごから墓場まで”安心して暮らせる市にしてほしいです。

○ まちづくりの取り組みが非常に悪い。

○ 乳幼児に対する支援をして欲しい。

○ 市街地にも目を！町部より１０年以上遅れている様です。

○ ホームページがわかりにくい。市のサービスや病院の情報などくわしく知りたい。

○ お年寄りや子供達が安心して暮らせるように、もっともっと支援して下さると本当に助か
ります。

○ 正社員雇用を増やしてほしいです。

○ 菊川文庫の本の充実を望みます。
浜岡原発は何かが起こるとこわいので、停止は当たり前かと思います。
個人的な意見ですが、「共に汗かくまち」という言い回しが　あまりピンとこない。この
言葉を見ると、菊川市らしくない感じがするのです。

○ 菊川市役所と小笠支所でサービスの違いがあるのはなぜか?同じ街なのに不平等さを感じ
る。

○ 古い体制にとらわれず、お役所仕事だと言われないよう新しいことをどんどん取り入れた
り考えていってほしい。守りに入らないでほしい。（掛川は新しい‥と思います）
サッカー、野球以外のスポーツ施設も充実させてほしい。

○ HPは充実させて欲しい。外部から来た者には情報源がそれしかないので。
男女共同参画はうさん臭い。本当に必要なんですか？公開できる様な活動ですか？

○ 菊川市が住みやすいまちにしていきたいですね。若い人達も色々と参加できるまち。

○ 箱物・ハード面は十分と思う。ソフト面に力を入れて欲しいです。

○ 菊川市に移り住んで何十年になりますが特に変わり発展しているとは思わない。市政に対
しても何を行い何をしたか？一般市民に伝わってこないしまったくわからない。選挙をし
ても言葉だけでこれからこういう事をかかげ実行しますなんて言っているが本当に行って
いるのか？これからの菊川市は不安です。も少し駅前を発展させてほしい。飲みに行くに
も掛川に出てしまう。駅北を作ってほしい。

○ ・市長の存在感が薄すぎる
・バスの路線が少ない

○ 旧小笠町を捨てないで下さい。お金の時だけ必要とされているのがみえみえです。元菊川
町は発展するばかり。
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○ フォント、印刷を替えて経費削減（字に隙間をあけて印刷）
市役所へソーラーパネル
豚、牛、にわとりにお茶を飼料として与える。お茶のキャンペーン（１等車が当たる等）

○ 子供から大人（老人）までが住みよい環境作り。
お年より等が利用しているコミュニティバスの本数が少ない。

○ 他の町より発信が遅いと思います。例としてイメージキャラクターもそうですが下火に
なった頃イメージキャラクターを作成したりしていますが、もう少し早目に出来ないので
しょうか？

○ フルタイムで働いていると殆ど日中活動等、参加が難しく、ローテーションで勤務（土日
も）形態であれば、週末も忙しくしていて地域活動まで精神的にも肉体的にもきつくて参
加する余裕がありません。出来る方にすっかりお任せしている現状では、大した意見も言
えないです。ですが、やはり老後には不安があります。市政に期待する所は大きいです。

○ 住みやすくて良い市だと思います。けれど環境の良さに甘えて努力を怠っている部分も見
受けられます。せっかくの良条件を、もっと外に対してもアピールできれば、、、、と思
わずにはいられません。ただ、そういうことを含めても、住んでいる人たちの大らかさ、
優しさも市の魅力でもありますので、のんびり今のまま生活するのも菊川市らしい気もし
ます。

○ 市街地ばかりが整備されている。

○ お茶の菊川をいう割りに茶業は衰退していっている様に感じます。
生活に不自由はありませんが、全てにおいて中途半端で菊川を象徴する物は無い菊川市だ
と思います。

○ 旧小笠町の頃に住み始めましたが、小笠地区は道路が出来た位で何も変化がない様に思い
ます。旧菊川町地域は大きく変わりました。なかなか一つになれないですね。今後に期待
しますし、見守ります。

○ 色々施策は明確にされているが、その結果が明確に現時点何％まできているのが、住民ま
で届いていないと思います。この所に住民１人１人まで届ける様、努力してください。

○ 市に対して地区別に甲乙をつけない様に。

○ 菊川市の施策が実現するようお願いします。

○ 市民のために頑張っていて下さる事に感謝します。
菊川市は津波の心配はありませんが、浜岡原発の事は心配です。中部電力に対してきちん
とした対応をして頂きたいと思います。

○ 子供、高齢者が安心して暮せる町にしていきたいです。

○ 生まれた時から菊川に住んでいる者です。子供達のためもっと住みよい町にして下さい。

○ 子どもも児童も学生も成人も高齢者にも優しい市であってほしい。
また今後のことを思うと、防災に重点をおいてほしい。
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○ 子育てをしています。ベビーカーで街を歩いていると、道路のでこぼこや、ちょっとした
段差で進みにくかったり、道路脇の花壇に捨ててあるゴミやクモの巣、雑草が目に付いた
りします。菊川市に転入してきて３年程になりますが、せっかく交通の便が良いのに、そ
ういう所は残念に思います。住んでる人や遊びにやってくる人も、素敵な街だなあ、と
思えるよう、道路、及び、道路周辺（歩道や街路樹等）の環境整備にもぜひ力を入れても
らいたいです。

○ 勤め人であり、朝出、夜帰って来る（転勤あり）独身であり、子供もいず、両親が世間の
付き合いをやってくれているので、市の事が今は解っていない。

○ 市長はもっと思いきったことをやれ。きくのんと一緒にニヤニヤしている時ではない。

○ 旧菊川町は栄えてきている様子が伺えるが旧小笠町は何も表面的に変わっていかない。
老人施設を増やして家族の負担を軽減してほしい。

●市職員に関すること（２１件）

○ 市役所は菊川しか知らなかったが、ある日用事で掛川市役所に電話したら対応が良かっ
た。

○ 市役所職員の質向上できる様に上層部でよく教育して欲しいと思います。

○ 他地区からの転入のため、アンケート内容に対してまだ十分菊川のことがわかっておら
ず、申しわけないアンケートになりました。申し訳ありません。１つこの機会に書いてお
きたかったことは、菊川市の市役所の方等の接する態度がとても気持ちよくあたたかさを
感じています。他の役所の方が良くないと言うことではなく、菊川の方の接し方は、よく
わからず困っている者にとっては、とても同じ目線で考えてくださっていると感じること
です。感謝しております。

○ 行政職が元気がないと住民も元気になれない!!!

○ 市役所の人たちにお願いします。市民の気持ちになって親身にうけとめて相談にものって
もらいたいです。私の周りにかなりきつい一言で泣いていた人もいます。一部の人だけで
すが、対応してくれた人の一言で救われることがたくさんあります。

○ 浜岡原発の廃止をお願いいたします。
体育館の備品等、充実させてください。スポーツの支援よろしくお願いいたします。
市役所の職員の応対、いまいちです。教育してください。

○ 人員の削減はあるのですか？

○ 困った人を親身に助ける行政サービスを！
市の職員は恵まれている。

意見－5



○ 原発は停止していても冷却しなければならない。稼動させて年数を積み重ね、災害に強い
浜岡原発ならぜひ稼動させてもらいたい。
静岡県職の給料は東京都の次に高く、市職の給料も県下でも高すぎる。もっと平均以下に
するべき。市民のためにも！
小笠支所は廃止を希望する。（有効利用がないようです）（税金の無駄）

○ 新しい職員を入れる時、しっかりとした採用試験をし第三者が確認出来かつ市民が納得出
来るように公示してほしい。

○ 医療の充実を更に進めて欲しい。
地域バスルート、停留所の増設。
市職員の教育、サービスの充実。

○ 少子高齢化といわれて久しいのに、ちっとも対策が進んでいない。保育園の充実がなけれ
ば、子育てしながら働けないので、子供も生れない。住宅事情が厳しく、結婚が大変。市
営住宅を充実し、入居しやすくしてもらいたい。保育園や市営住宅の受付も非常に威圧的
で、公務員の態度として問題がある。特養もまったく足りず、４５年掛けた年金（社保、
国保）も少しづつ減っていて、これから先の生活は見えない。元気で長生きしたいとは
とっても思わない。

○ 役人は自衛隊に３ヶ月でも入隊しなさい。

○ 私は、耳の不自由な者ですけど、手話通訳を頼むとき大変になったことを経験している。
ぜひ手話を勉強する人が多くいてもらいたい。そうすれば、手話通訳者の数が増えるだろ
う。予算を何とか確保して助けてやってもらいたい。人事課へもお願いしてもらいたい。
特に手話のできる職員を確保してほしい。私達ろうあ者達にもお願いします。手話言語法
も取り組んでもらいたい。

○ 職員の数が多い。その割に、１７時以降、残業!?遅くまで明かりがついている。無駄。簡
素化に努めて頂きたく思います。又、小笠支所の撤退は反対です。現在、菊川市役所駐車
場が狭く、駅が近くにある為、市役所の駐車場に置いて通勤する方、遊びに行く方がお
り、駅周辺の駐車場を確保して頂きたく思います。

○ 役場等の職員の質の向上
土日の役場業務を一部窓口を開放し市民が利用しやすいようにしてほしい。

○ 市役所の組織変更の際、引き継ぎがスムーズに行われていないと感じた（４月）

○ 旧小笠と旧菊川、市が合併したが、何も良い事がない。市役所への用事も旧小笠の人は菊
川市まで行かないと用事が済まない。また小笠の支所では、何も答えられない人が多い。
聞いても返事がない。あやふやな答えで時間ばかりかかってしまい行かない方が良いと
思ってしまう。もう少し、しっかりした人を置いてほしい。合併にともない不便になった
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○ 両親がケアマネージャーに親身で温かく、適切な対応、アドバイスによってデイサービ
ス、ショートステイ、在宅介護、看護、改築をして頂いており、大変感謝しています。市
サービスの素晴らしい人財（材）登用、育成を今後も益々進めて頂きたいと思います。
南海トラフト大地震に備えて、小・中・高等学校の校舎の耐震性のチェック、補強を今一
度強化して頂けたら安心と感じます。
２０～３０年後の人口減少社会のシュミレーション、早期の様々な問題への対策（予測に
基づいた良い結果、成果を出していける様）お願い致します。

○ 道路、資料館、地区センター等余分なお金を使わず、子育て支援に予算を多くとる。
菊川駅周辺ばかり力を入れないで小笠地区を見直して欲しい。
市職員は赤字企業の社員という認識にたって仕事をして欲しい。給料、退職金、年金も赤
字企業並みにする事！！
天下り施設を増やさないで下さい。見直しする事。

●福祉施策に関すること（１８件）

○ 安全で安心して生活できる町づくりが進んでいる（消防署の新設や交通安全、特に防犯面
では、近隣他市と比較して飛び抜けている）が、もうすぐ来る超高齢化の波にどの様に対
応していくのかが不安がある。（財政面とサービス面において）具体的な施策を示して欲
しい。高齢者に対して求められる事もはっきりとしめした方が良いと思います。又、河川
の改修保全は地域によってばらつきが大きいのが不満です。

○ ８０才以上のお年寄りの方もデイサービスを週１回利用出来る様にしてやりたい。（健康
でも横のつながりがなくなり孤立している。）

○ 高齢者が住みにくいと思います。障害のある人も気兼ねなく、手助けのできる人が増える
ような市になって欲しいです。
外国人が増加してとても困っている事があります。外からの受け入れをある基準をもって
厳しくしてください。県外、市外からいきなり転入することでその子供たちも何もわから
ないまま日本の学校に通学してなかなかなじめなかったり、親（外国人）の勝手な考え方
で日本人がふりまわされます。市内の日本人より外国人に対して甘いところがあるのでは
と思えることもあります。外国人に義務教育は関係ないのであるなら、日本の学校に入学
することに対して、もっと厳しくして欲しいと思います。
※日本の学校は外国人の保育園ではありません。これ以上、外国人が増えて欲しくないで
す。

○ 私は障害者です。地震の時など、避難所に行ったとしても設備が整っていないと入ろうと
思っても入れません。障害者でも入れる場所を作って下さい。だから逃げないで家にいよ
うと思っています。

○ 保育園の待機児童はどんな風か。国でも女性の社会進出がさかんに言われているが、受皿
が出来ていなければどう仕様もないように思われます。
介護度の高い高齢者が施設へ入所出来ないのは家族に負担が大きすぎます。せめて在宅介
護に対しもう少し手厚い政策があったらと思います。
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○ 菊川市中心部から離れた地域から乗り換えなしで駅や商業地域に移動できなる交通手段が
ほしい。本数も増やしてほしい。土曜日曜も運行してほしい。
プール、ジムを備えた公共施設。
特養、ショートステイなど、高齢者が入所宿泊できる施設を増やしてほしい。

○ １．障害者が安心して暮らせるようなシステム作り。
１．障害者の年金生活保護。
１．横地城などの観光地をもっと有名にして町づくりしていく。
１．障害者の交通手段がスクーター以上の２５０ｃｃのバイクなどにしてほしい。
１．丹野池など有名スポットをもっとアピールしていく。

○ 老人福祉関係です。後継者がいない世帯で老人ホーム等の入居も難しい今、自分も高齢と
なり、この先どうなるのか心配になります。

○ アンケートの中の項目で福祉や学校教育の件は、該当する人が居ない為まったくわからな
いのですが、どの項目もとても大切な事だと思います。この項目は関係する人達（家族）
にアンケートをやってみてはどうでしょうか。より現実が把握できると思います。

○ 私は、耳の不自由な者ですけど、手話通訳を頼むとき大変になったことを経験している。
ぜひ手話を勉強する人が多くいてもらいたい。そうすれば、手話通訳者の数が増えるだろ
う。予算を何とか確保して助けてやってもらいたい。人事課へもお願いしてもらいたい。
特に手話のできる職員を確保してほしい。私達ろうあ者達にもお願いします。手話言語法
も取り組んでもらいたい。

○ 障害者の利用しやすいスポーツレクレーション施設、又は、障害者のためのスポーツ教室
などがあったらよいと思っています。

○ 弱い立場の人も高齢者も安心して暮せる事ができたら難問解決です。

○ 住民税が高すぎると思います。
福祉関係の給料をあげてほしい。

○ 税金をもっと有効に使う。無駄な道路工事を見直し、本当に整備が必要な道路を優先して
工事を行う。上下水道、ガス工事と舗装の修繕工事を同時に行えば無駄も減る。
高齢者介護施設、保育園等の福祉施設を建設する事により介護の負担減と雇用の拡大とな
る。
菊川市立総合病院の診療科目を充実させ、総合病院として機能させ、救急医療の充実によ
り安心できる住みやすい町づくりをしてほしい。

○ 高齢者や障害者など弱い立場の人間が住みやすい市政に期待したいです。

○ 障がいのある人も参加できるようなスポーツイベントがありません。お年よりと子供たち
と交流できるイベントがありません（何かを教える、昔のオモチャや料理や歌）。

○ 将来、少子高齢化が進む中で、自治会活動に対して市側として自治会に依頼している役
割、活動等を今から具体的に見直して少子高齢化にあった組織を作って欲しい。少人数の
自治会にこれまでのように、各役員を振り分けるのは個人に負担がかかり活動にも負担が
かかりすぎてゆく傾向にある。
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○ 厳しい結果を出したと思いますが菊川市が更に成長するためにと感じました。それには住
民一人一人の力が必要でもあるし、それをまもめる市政にも、取り入れる、流すことなく
行う、考える市にしてほしいです。主として福祉がまだまだ充実していないと感じます。
障害児に対する事業に更なるご支援を頂きたいです。又親の活動にも支援、協力の対応も
必要です。（お金ではなく、心、活動の場所支援や共の協力を必要と希望致します）菊川
市大好きな者ですのでよろしくお願いします。

●菊川病院に関すること（２３件）

○ 総合病院に紹介がないと見てもらえないのは残念です。誰でも利用出来る病院にして欲し
い。

○ 市立病院の診察を紹介状がないと受けつけて頂けないのが不便です。

○ ・幼稚園に延長保育制度を設けてほしい。
・外国人とふれあう機会があるといいと思う（英語への興味、関心が高まる活動）
・子供の医療費が１回５００円となっているが、菊川病院では初診時に１０５０円の支払
いが生じるのはなぜ？

○ ・駅の南側、特に市長の家の周辺ばかり整備していて、不平等に感じる。
・お茶の実の像、ゆるキャラなど、必要のないものに市民の税金を使いすぎ。本当に必要
か、市民に問うべき。お茶の実の像、８００万円はどうかと思う。
・市全体に街灯が少なすぎる。小、中学生の通学路を夕方の遅い時間に、自分達で歩いて
みてください。必要性を感じるはずです。
・浜松市のように、双胎妊娠時は、補助を２回分に増やすなど、工夫をした方がいい。
（妊婦検診時の紙）
・公園を整備した方が良い。横地の小太郎公園は、駐車場みたいになっている時がありま
す。
・菊川病院の診察科目をもっと増やしてもらいたい。
・菊川市の交通事故を減らすために、事故の多い箇所のマップなどを作って、市長に交通
安全を呼びかけてもらいたいと思う。
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○ 若者が希望の持てる市でない！
井之宮神社の公園は無意味に作った利用者などいない。
コミュニティセンターは公民館があるので不必要！箱物つくるな。
市民の声が生かされない。
小笠支所は残して欲しい、菊川迄年寄りは遠すぎる。
道路作るのに時間がかかりすぎる。
菊川茶のＰＲがないので掛川茶に負けている。
無力な議員が多い！活動が全然わからない！議員の人数を減らせ！公務員の給料を切りつ
めた方がよい。　若者、老齢者の就職口が少ない。　小松洗橋を広くしろ！どの議員も口
だけだった！　菊川駅周辺だけよくなっている、小笠地区は何も発展しない。不景気で工
場誘致ができず小笠はとり残されている。
菊川市は赤字というのにどんな経費削減対策がとられているのか市民に知らされていな
い。広報誌月に２回もいらない。今はネットで見れるので、高齢者や必要とする人だけ印
刷すればいい、希望をとって！
菊川病院の医師を増やしてほしい！高齢化対策はこれが一番大切だ。病院は高齢者が多く
仕事を休んで行く者にとって待ち時間が長すぎる。高齢者の時間帯を決めればいいと思
う。
アンケートをとる以上、希望を実現してほしい、ただのアンケートだけで終わらせてほし
くない。
小松洗橋はすぐにでも広くしてほしい！

○ 医療の充実を更に進めて欲しい。
地域バスルート、停留所の増設。
市職員の教育、サービスの充実。

○ 市長の家の周りばかりきれいになっているので、もっと平等に活性化してほしいです。
駅の北口をつくってほしい。
小中学校の通学路に街灯を増やして欲しい。特に村部。夜は暗すぎです。
菊川病院の医師が少ないと感じます。産婦人科系の先生とか居て欲しいです。

○ 何度か引越しをしてきましたが、他の市（他県）に比べると子供を持つ身としては支援が
少ないような気がしています。他県では子供の医療費は中学生まで無料であったり、予防
接種に対して任意でも補助金を出してくれたりと、金銭面でのサポートや支援センターで
の子供に対する先生の姿勢や行事等とても力を入れていました。是非他県を参考にして改
善して行って欲しいと思います。外国の方も沢山住んでおられるようなので、文化交流の
意を込めてもっと沢山外国の方メインの屋台やお祭り？等を行ってお互いの理解を深めて
行く場があればいいなと思います。

○ 私は医療機関に勤務しているため、医療福祉施策について興味があります。高齢者の増加
に伴い、いかにして健康寿命を延ばしていくかが重要であると思っています。介護予防事
業の充実化に市として力を入れていただけるとありがたいです。

○ ・自転車通学をしているので歩道の整備をしてほしい。（早急に）
・子供の医療費１回５００円の支払いを中学生までではなく高校までのばしてほしい。

○ 自治会活動は無駄と思われる物が少なくありません。農業、自営業者主体を前提としては
いないでしょうか？勤め人が明らかに多数を占める中、見直しが必要だと思います。（交
通安全指導員等）
・これは外から来た者だからこそ感じるのかもしれません。消防隊員の不足も耳にします
が、生れも育ちも菊川で実家から出たことがない人達の集まりに、外から来た者が入ろう
という気持ちになれないと思います。、、、尊い仕事であることは認めます。
・家庭医療センターは、ドクター、スタッフ共にすばらしいです。全国の先頭を走れるよ
うさらに充実させて。
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○ ・子供の医療の無料化（年齢の引き上げ）
・旧小笠町の地域にも大規模なグラウンドの新設
・小菊荘の公園とグラウンドの改修

○ 市街地以外の商業的発展を望む。
菊川市に桜の名所の様な所を作ったらいい。
内田に病院がほしい。
菊川市として原発は反対してほしい。
市役所が暗い。

○ 地域医療を守る会を是非発展させて頂きたく思ってます。

○ 菊川病院の常勤の先生を増やしてもらえると助かります（毎日診療されていない科が多い
です）

○ 子育てしやすいです。病院が近い、多い、買い物するところやファミレスが豊富です。
一時保育も気軽に利用でき、とても助かっています。街に活気があって良いです。

○ 子どもの医療費が常に無料だとありがたい（愛知県など）妊婦検診も全て無料で受けられ
ると嬉しい。

○ 税金をもっと有効に使う。無駄な道路工事を見直し、本当に整備が必要な道路を優先して
工事を行う。上下水道、ガス工事と舗装の修繕工事を同時に行えば無駄も減る。
高齢者介護施設、保育園等の福祉施設を建設する事により介護の負担減と雇用の拡大とな
る。
菊川市立総合病院の診療科目を充実させ、総合病院として機能させ、救急医療の充実によ
り安心できる住みやすい町づくりをしてほしい。

○ 菊川病院の対応が悪い。具合が悪く病院へ行ったが、「時間外だ」と断られた。病人は少
しでも早く治したいのにその辺のことを考えているのか。もっと市民のためのものではな
いのか、怒りを覚えます。

○ 自営で土日祭日が仕事で、色々なイベントが土日祭日などに行われるので大変（仕事柄）
困る時もあります。
高齢者が多くなって来ているので福祉などのことも考えて欲しい。（一緒に住んでいる家
族が大変なので）
病院（菊川）も受け入れが初診などできないのも少し考えてほしいです。

○ ホームページがわかりにくい。市のサービスや病院の情報などくわしく知りたい。

○ 病院の専門医が常駐していない科があるので、受診できない時がある。医療の充実をお願
いしたい。

○ 自転車が安全に通行できる通行帯が必要。
病院に付属する体育施設兼災害時避難者収容所が必要。

●環境施策に関すること（１８件）
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○ ①このアンケートを生かした結果を教えてください。
②要所要所のトイレはバリアフリーにすること。
③台風が来たときの生ごみの収集方法を市民に周知すること。

○ 安全で安心して生活できる町づくりが進んでいる（消防署の新設や交通安全、特に防犯面
では、近隣他市とひかくして飛び抜けている）が、もうすぐ来る超高齢化の波にどの様に
対応していくのかが不安がある。（財政面とサービス面において）具体的な施策を示して
欲しい。高齢者に対して求められる事もはっきりとしめした方が良いと思います。又、河
川の改修保全は地域によってばらつきが大きいのが不満です。

○ これからも自然に囲まれた住みやすい場所が増える様にしてもらいたいです。

○ 小笠支所の存続を切に希望する。証明事務が無くなると老人は大変です。存続とエレベー
ターの設置をお願いします。８０代に親が二階へ上がれないと言って帰って来た。
ゴミを燃やすのをやめさせて欲しい。洗濯物がくさくて困る。嶺田は特にゴミを燃やす人
が多いので困る。

○ ゴミ捨て場以外へのゴミ捨てが増えてきた気がして残念です。
地域でのイベントやコミュニティーを開いているのは知ってますが、仕事が忙しく、参加
出来ず、申し訳ないです。
近所の外国の方々がおられるのですが、災害等が起きた時に“逃げて”の一言すら言えな
い自分がいて、教材本にて勉強中です。彼らは、いざというときの逃げ場所を知っている
のか、病院等の電話番号を知っているのでしょうか？大家さん？不動産屋さん？役所の
方々？誰か教えているのでしょうか?それとも近所の私たち？

○ 菊川市の水道水は良くないと聞く。

○ ゴミ袋、すぐにやぶけます。改良して下さい。

○ 菊川の水質改善（ヨゴレている）。

○ ゴミ袋ですが、ピンクの袋を買物袋のようにしてほしいです。紐がきれやすいです。
（絵）←この様な型にしてほしいです。

○ 道路の舗装、歩道、巾などを点検して安全な道路に。
ゴミステーションで、リサイクル回収や、古紙、古着などを回収できれば。

○ 川をきれいにして、魚が多く、子供達と釣りができる川にしてほしいと思います。

○ 道路や河川にゴミがすてられていて気になります。

○ 生活道路位は整備してほしい。
ゴミステーションも遠い。

○ 毎日川にゴミを捨てる古くからの住民がいます。
他からの転入者に対しては厳しいわりに、モラルのない行動をされる方が多い気がしま
す。
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○ 私の住んでいる地域に文化財の黒田家があります。堀のまわりの草刈りを近所の人は手
伝っています。でも、堀の水だけはどうしよもありません。まるでドブのような汚さで
す。外部からみえる方にとてもはずかしいです。なんとかしていただきたいです。

○ うちの近くのゴミ収集場は集める日の前日、前々日からゴミが置いてあります。これから
夏場に向けて臭いが気になります。

○ 金谷との境界の為なのかどうか？ゴミの収集が、燃えるゴミと不燃物のみで資源ゴミの収
集がありません。倉沢地区まで持っていかなければなりません。金谷に出している人もい
るようです。資源ゴミの収集もして下さい。

○ 子育てをしています。ベビーカーで街を歩いていると、道路のでこぼこや、ちょっとした
段差で進みにくかったり、道路脇の花壇に捨ててあるゴミやクモの巣、雑草が目に付いた
りします。菊川市に転入してきて３年程になりますが、せっかく交通の便が良いのに、そ
ういう所は残念に思います。住んでる人や遊びにやってくる人も、素敵な街だなあ、と
思えるよう、道路、及び、道路周辺（歩道や街路樹等）の環境整備にもぜひ力を入れても
らいたいです。

●教育に関すること（３４件）

○ 子供を安心して預けられるところが増えると嬉しいです。共働きで働いていると保育園が
少ない、そして長時間見てもらえないのは少し困ってしまいます。

○ 高齢者が住みにくいと思います。障害のある人も気兼ねなく、手助けのできる人が増える
ような市になって欲しいです。外国人が増加してとても困っている事があります。外から
の受け入れをある基準をもって厳しくしてください。県外、市外からいきなり転入するこ
とでその子供たちも何もわからないまま日本の学校に通学してなかなか馴染めなかった
り、親（外国人）の勝手な考え方で日本人がふりまわされます。市内の日本人より外国人
に対して甘いところがあるのではと思えることもあります。外国人に義務教育は関係ない
のであるなら、日本の学校に入学することに対して、もっと厳しくして欲しいと思いま
す。
※日本の学校は外国人の保育園ではありません。これ以上、外国人が増えて欲しくないで
す。

○ 同じ市内に住んでいる方がみんな平等に子供を保育園に預けられるようにしてほしい。職
場が菊川でも住んでいる所が市外の場合は市内に住んでいる方の入所を優先してほしい。
そのための市町村の保育園だと思う。

○ ・幼稚園に延長保育制度を設けてほしい。
・外国人とふれあう機会があるといいと思う（英語への興味、関心が高まる活動）
・子供の医療費が１回５００円となっているが、菊川病院では初診時に１０５０円の支払
いが生じるのはなぜ？
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○ ・駅がきれいになっていますが駅周辺が全く活気がありません。菊川の顔だと思います。
せっかく駅があっても立ち寄るというきにならない。もったいないと思います。
・河城学童に対してです。２年前、学童の先生のつらい思いをし、学童を辞めました。何
人もの子供が辞め、その際こどもみらい課に足を運び話をさせてもらいました。結果何の
変わりません。正直、今年から子供が一年生のため通います。本当に不安です。なぜ何も
変えてくれないのでしょうか、、、言っても無駄なんだと思ってしまいます。何か回答が
頂けるなら連絡下さい。ないようであればいいです。

○ 昨年度まで学校支援ボランティアをしてかんじたこととして、学校と地域に溝ができてい
る。共に学び、共に育てる「共育」の重要性を強く感じている。学校支援ボランティアが
もっと活発に活動できるようになり地域との結びつきが強くなってほしい。この活動を
もって広く紹介し、担当している方、経験者の話を市民に広げてほしい。

○ 仕事の都合で転居することになってしまいましたが、菊川市は本当に住みやすく、大好き
なまちです。教育にお金をかけていただいて嬉しいです。これからも子供の教育のために
お願いします。

○ 子育て支援を他市町並み、それ以上に充実させて下さい！
常会が月末で広報が配られるのが遅いので何とかしてほしい！

○ 保育園の待機児童はどんな風か。国でも女性の社会進出が盛んに言われているが、受皿が
出来ていなければどう仕様もないように思われます。
介護度の高い高齢者が施設へ入所出来ないのは家族に負担が大きすぎます。せめて在宅介
護に対しもう少し手厚い政策があったらと思います。

○ ３歳以下の子供（保育園児）お母さんが赤ちゃんを産んで３ヵ月後に保育園を退園しない
といけない制度の見直しをしてもらいたいです。

○ 菊川市は子育て教育健康づくり交通面等非常に力が入っており、市民が暮らしやすいと感
じる町だと思う。感じるだけでなく、小笠児童館、赤土クリニック、南北幹線道路（小笠
線路下）など具体的な取り組みが目に見えるので今後更に変化して住みよくなっていくの
かが楽しみな町だと思う。それも市役所の皆さんがアンテナを高くし尽力されているから
こそだと思います。いつもありがとうございます。

○ 我が家は核家族で、子供（４才、１才）が居ります。私は働きに出ていて、帰宅は毎日２
２時以降です。妻は毎日二人の子供の面倒を見てくれています。私が子供を見るのは、朝
の３０分くらいの時間で、それ以外はずっと妻が一人で面倒を見ている為、たまに育児に
疲れ切ってしまいます。両親は共に働きに出ているため、預けることが出来ません。市で
そのような時のサポートなどは無いですか??

○ 通園バスが（幼稚園）欲しいです。みんな言ってます。無くて驚きました。

○ 未就園児を短時間でも預けられる施設があると助かります。

○ 不登校の児童、生徒の居場所、行き場所として２４年間続けてきた「教育相談室」をなく
したり、子供のことだったら、ここに行けばすべて何とかなると設置した「こどもみらい
課」をなくしたり、、、と、菊川市が他地区に先立って取り組んできたことを、どうして
やめてしまうのかがわかりません。残念です。
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○ 少子高齢化といわれて久しいのに、ちっとも対策が進んでいない。保育園の充実がなけれ
ば、子育てしながら働けないので、子供も生れない。住宅事情が厳しく、結婚が大変。市
営住宅を充実し、入居しやすくしてもらいたい。保育園や市営住宅の受付も非常に威圧的
で、公務員の態度として問題がある。特養もまったく足りず、４５年掛けた年金（社保、
国保）も少しづつ減っていて、これから先の生活は見えない。元気で長生きしたいとは
とっても思わない。

○ もっと母親教室の回数を増やしてほしいです。

○ 子育て支援を充実させてください。

○ 市外の小学校へ通っています。バス代の半額を全額負担にしていただけるととっても助か
ります。菊川市ですが付き合いは島田市のことばかりなのでそこがまわりからも指摘され
ます。すみませんこちらの都合で。

○ 発達障害を持った子供達を受け入れたり、支援したりする施設や知識を持った教員が少な
く、周りの人の理解も低い！他の市はもっと勉強している。

○ 全、幼、小、中学校の障害者対応。

○ 子育て臨時給付金はいつもらえるのか？学童に入れない子供、４年生～を預かってくれる
ところが無くて働けない。（夏休みはどうすればいい？会社は１ヶ月は休めません。）
☆下の「安心していきいき暮らせるまち」には、なっていません。子育て‥１０才は子供
ではないってこと？‥

○ 結婚しない人が多いが、子供を育てる環境が厳しい為、結婚に対して、消極的になってい
るのではないかと感じています。待機児童のない環境造り（横浜市のような）が必要では
ないでしょうか？

○ 子育ての面で色々助かることが多い。仕事もやめ、専業主婦なので、地域の活動にはあま
り関わることは無いが、このアンケートで、市で様々な活動をしているのだと知った。

○ 子育てしやすいです。病院が近い、多い、買い物するところやファミレスが豊富です。一
時保育も気軽に利用でき、とても助かっています。街に活気があって良いです。

○ 菊川市はスポーツを推進しているはずであるのに、スポーツ少年団への助成金が減額され
る等、子供達の活動を応援されていない様に感じる。体育館等、スポーツ設備が充実され
ていない。

○ 妊娠・出産の際に、３歳以下の子供を保育園に預けていると、退園しなければなりませ
ん。その場合、母親にかかる負担は大きく、少子化対策、子育て支援の充実の必要性が叫
ばれる中、そのような制度となっていることに疑問を抱かざるを得ません。実際「上の子
が３歳にならなければ次の子は産めない」といったお母さん達の会話を耳にしたこともあ
ります。女性も社会に出て、核家族化で子育てをサポートするおじいちゃん、おばあちゃ
んのいない家庭も多い時代です。プロの手を借りての子育てにご理解を頂きたいです。
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○ 両親がケアマネージャーに親身で温かく、適切な対応、アドバイスによってディサービ
ス、ショートステイ、在宅介護、看護、改築をして頂いており、大変感謝しています。市
サービスの素晴らしい人財（材）登用、育成を今後も益々進めて頂きたいと思います。
南海トラフト大地震に備えて、小・中・高等学校の校舎の耐震性のチェック、補強を今一
度強化して頂けたら安心と感じます。
２０～３０年後の人口減少社会のシュミレーション、早期の様々な問題への対策（予測に
基づいた良い結果、成果を出していける様）お願い致します。

○ 駅前ばかり税金を使って、整備したのに夜店以外は、人通りがなく大型店を許可しない為
か、活気がない。
六小の近く等の昔から危険とされている場所の改革がされていない。（ガード下等）
幼保一体化の内田保育園、加茂幼稚園合併の場所が危険すぎる。又、文部省、厚生省と分
かれていては、一体化の問題解決にはならない。国の政策を待たずに、独自で作る勇気が
欲しい！！

○ 中学生の自転車マナーがわるい。

○ 旧菊川町の活性化だけか。旧小笠にも力を入れて欲しい。（道路、商店街等）
広報、運動文化は良い。
教育、支援はいまいちだ。

○ ・市役所の日曜開庁、水曜日の時間延長制度は、１７時まで働く私達には、とても助かる
制度です。
・今、中高生の子供を持つ親は、子供の携帯電話の使い方に悩んでいます。市でも、教育
委員会の方でもいいので、何か良い案を考えていただけたら！と思います。

○ 少子化対策、子育て支援に力を入れなければ、３０年後の菊川市は過疎化間違いなし。市
の存続すら危うい。急務です。
浜岡原発は今すぐ廃炉にすべきです。３０ｋｍ圏内に菊川市の殆どが入ります。福島みた
いになりたくない。
若者（特に子育て世代）にとって魅力あるまちづくりをしてほしい。急がないとみんな出
て行ってしまいますよ。

○ 菊川の小中学校に通わせると「頭が良くなるよ」「賢くなるよ」いう、実績があれば若い
夫婦は菊川に住みたくなると思う。人が集まり、人口が増えれば財政は豊かになり道路も
建物も整備しやすくなる。きれいな街になる。とにかく子供を一生懸命育てる市になって
ほしい。その子たちは、必ず菊川の為、日本の為になると思う。よろしくお願いします。

●公共交通に関すること（１５件）

○ 青葉台や星が丘のような住宅街を巡回するバス、バス停を設けて欲しい。高齢化により今
後、車を運転しない人が増えることにより、利用者が増加し地域の活性化が計られると考
えるからだ。地域活性化のために、アエルに毎年、嵐か関ジャニ∞を招いて欲しい（市民
限定で!!）

○ 東名高速入り口にアンテナショップを先ず作って欲しい。次に、「日本一」になるものを
企画、製作したいものです。。
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○ しずてつバスを菊川病院から丹野を通るよう。丹野トンネルの整備をしてほしい。トラッ
クもよく使う道なので、怖い。

○ 菊川市中心部から離れた地域から乗り換えなしで駅や商業地域に移動できなる交通手段が
ほしい。本数も増やしてほしい。土曜日曜も運行してほしい。
プール、ジムを備えた公共施設。
特養、ショートステイなど、高齢者が入所宿泊できる施設を増やしてほしい。

○ 医療の充実を更に進めて欲しい。
地域バスルート、停留所の増設。
市職員の教育、サービスの充実。

○ 利用しやすい交通手段を整備して下さい。

○ バス通りでない菊川眼科付近から駅への往復バスの便を通学など（朝・夕）高校生等が利
用できやすいように考えて欲しい。

○ 遊具のある小さな公園を増やしたら住みやすい。プラザけやきみたいな所も。
コミュニティバスが不便すぎる。運転手さんによって乗り継ぎ先を間違って教えられたこ
とがある。一週間１０００円で何回など決めて電話予約できるなどもっと考えて改善しな
いと使えない。

○ ・市長の存在感が薄すぎる
・バスの路線が少ない

○ コミュニティバスについて、ほとんど乗っている人がいない。年寄りの方がバス停に行く
にも大変なので廃止して、タクシー券など他の方法が良いと思う。

○ コミュニティバスの増便。

○ コミュニティバスの路線を増やしてほしい。
夜道が暗く外灯を増やしてほしい。冬場は子供の帰宅が心配。

○ コミュニティバスを通ってない場所に通してほしい。病院廻りのバスを減らしてほしい。
（日中バスが通ってないと困る）（バス停けいさつ前～土橋）同じ学生が困る。

○ コミュニティバスの時刻表がみにくい。

○ 自然がたくさんあり、心温かな人がとても多い素敵な市であると思います。

●菊川駅周辺に関すること（２４件）

○ 人が集まるような営業活動を市長がリーダーシップを持って行うことが大事。市長の顔が
見えない。駅前の使い勝手の悪さ、何とかする方法を。。。２０年前の発想そのままでは
ダメです。市民の声をもっと取り入れて改善するべし。
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○ 本通り商店街の活性化。
ＪＲ菊川駅の北口の検討。

○ 菊川市の玄関口である菊川駅前の活性化を望みます。一例として人気のある飲食店を誘致
するなど

○ 駅周辺から人がいなくて活気がない。もっと盛り立てた方が良い。商店街も誰も歩いてい
ない為行きにくい。

○ 若者が希望の持てる市でない！
井之宮神社の公園は無意味に作った利用者などいない。
コミュニティセンターは公民館があるので不必要！箱物つくるな。
市民の声が生かされない。
小笠支所は残して欲しい、菊川迄年寄りは遠すぎる。
道路作るのに時間がかかりすぎる。
菊川茶のＰＲがないので掛川茶に負けている。
無力な議員が多い！活動が全然わからない！議員の人数を減らせ！公務員の給料を切りつ
めた方がよい。　若者、老齢者の就職口が少ない。　小松洗橋を広くしろ！どの議員も口
だけだった！　菊川駅周辺だけよくなっている、小笠地区は何も発展しない。不景気で工
場誘致ができず小笠はとり残されている。
菊川市は赤字というのにどんな経費削減対策がとられているのか市民に知らされていな
い。広報誌月に２回もいらない。今はネットで見れるので、高齢者や必要とする人だけ印
刷すればいい、希望をとって！
菊川病院の医師を増やしてほしい！高齢化対策はこれが一番大切だ。病院は高齢者が多く
仕事を休んで行く者にとって待ち時間が長すぎる。高齢者の時間帯を決めればいいと思
う。
アンケートをとる以上、希望を実現してほしい、ただのアンケートだけで終わらせてほし
くない。
小松洗橋はすぐにでも広くしてほしい！

○ ・駅がきれいいになっていますが駅周辺が全く活気がありません。菊川の顔だと思いま
す。せっかく駅があっても立ち寄るという気にならない。もったいないと思います。
・河城学童に対してです。２年前、学童の先生のつらい思いをし、学童を辞めました。何
人もの子供が辞め、その際子供みらい課に足を運び話をさせてもらいました。結果何の変
わりません。正直、今年から子供が一年生のため通います。本当に不安です。なぜ何も変
えてくれないのでしょうか、、、言っても無駄なんだと思ってしまいます。何か回答が頂
けるなら連絡下さい。ないようであればいいです。

○ 市長の家の周りばかりきれいになっているので、もっと平等に活性化してほしいです。
駅の北口をつくってほしい。
小中学校の通学路に街灯を増やして欲しい。特に村部。夜は暗すぎです。
菊川病院の医師が少ないと感じます。産婦人科系の先生とか居て欲しいです。

○ けやき通りが暗い。横断歩道に明かりがほしい。
駅北に駅の中を通って抜けることが出来るように（南北から行き来出来る）。
駅北に車で送り迎え出来る（ロータリーなど）。

○ 駅前に飲食店を増やし、もっと活気のある街にして欲しい。
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○ ・駅の南側、特に市長の家の周辺ばかり整備していて、不平等に感じる。
・お茶の実の像、ゆるキャラなど、必要のないものに市民の税金を使いすぎ。本当に必要
か、市民に問うべき。お茶の実の像、８００万円はどうかと思う。
・市全体に街灯が少なすぎる。小、中学生の通学路を夕方の遅い時間に、自分達で歩いて
みてください。必要性を感じるはずです。
・浜松市のように、双胎妊娠時は、補助を２回分に増やすなど、工夫をした方がいい。
（妊婦検診時の紙）
・公園を整備したほうが良い。横地の小太郎公園は、駐車場みたいになっている時があり
ます。
・菊川病院の診察科目をもっと増やしてもらいたい。
・菊川市の交通事故を減らすために、事故の多い箇所のマップなどを作って、市長に交通
安全を呼びかけてもらいたいと思う。

○ 駅周辺に活気がありません。交通の便も良くないので駅周辺に駐車場を増やし（格安設定
で）遊べる街、観光できる街づくりができればいいと思います。

○ 早く遠鉄やカインズ側も駅の出口を作って欲しい。
子供が遊べる公園を増やして欲しい。運動できる場所が欲しい（プール等）

○ 駅南の旧商店通りが車が通れないのでお店のよれない、不便有り。

○ 駅南北の行き来が出来ない。
夜街全体が暗い。

○ 菊川市に移り住んで何十年になりますが特に変わり発展しているとは思わない。市政に対
しても何を行い何をしたか？一般市民に伝わってこないしまったくわからない。選挙をし
ても言葉だけでこれからこういう事を掲げ実行しますなんて言っているが本当に行ってい
るのか？これからの菊川市は不安です。も少し駅前を発展させてほしい。飲みに行くにも
掛川に出てしまう。駅北を作ってほしい。

○ ・市長の存在感が薄すぎる
・バスの路線が少ない

○ ・菊川のお茶を県外に向けてPRして頂きたい。菊川駅の北口を作って欲しい。菊川駅の
北側に出来た商業施設が活性化されていますが、北口を利用できれば、もっとにぎわいが
あると思う。

○ 職員の数が多い。その割に、１７時以降、残業!?遅くまで明かりがついている。無駄。簡
素化に努めて頂きたく思います。又、小笠支所の撤退は反対です。現在、菊川市役所駐車
場が狭く、駅が近くにある為、市役所の駐車場に置いて通勤する方、遊びに行く方がお
り、駅周辺の駐車場を確保して頂きたく思います。

○ 菊川駅の北口ができ、南北の交流が活発になるといいですね。改札口が線路中央に設置さ
れることを望みます。駅北にマンションが出来ることを聞きました。たくさんの若い世代
が菊川市に集まってくることを期待します。魅力ある文化、都市計画、芸術面でも充実す
るといいですね。

○ 子育て支援の施設事業が今より更に充実してほしいです。（藤枝市のように）
北部が活性化の一つの手立てでＪＲ菊川駅を高架にして南北交通がスムーズに供用できる
ように是非、実現してほしいです。
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○ 菊川には、若者や子供が楽しめるイベントが減ってしまっているので、将来菊川に住む人
が減るのではと心配です。駅のまわりもさびれていてわが町をほこれず寂しく思います。

○ 菊川駅北口がはやくできることを強く願っています。

○ 駅前ばかり税金を使って、整備したのに夜店以外は、人通りがなく大型店を許可しない為
か、活気がない。
六小の近く等の昔から危険とされている場所の改革がされていない。（ガード下等）
幼保一体化の内田保育園、加茂幼稚園合併の場所が危険すぎる。又、文部省、厚生省と分
かれていては、一体化の問題解決にはならない。国の政策を待たずに、独自で作る勇気が
欲しい！！

○ 道路、資料館、地区センター等余分なお金を使わず、子育て支援に予算を多くとる。
菊川駅周辺ばかり力を入れないで小笠地区を見直して欲しい。
市職員は赤字企業の社員という認識にたって仕事をして欲しい。給料、退職金、年金も赤
字企業並みにする事！！
天下り施設を増やさないで下さい。見直しする事。

●商業振興に関すること（２２件）

○ お茶に拘らずもっと経済的発展に取り組み、活気ある市政を期待します。それには若い人
が住みやすい環境整備を望みます。

○ 本通り商店街の活性化。
ＪＲ菊川駅の北口の検討。

○ もう少し若い人たちが集まる場所が出きたらかっきが出てくると思う
ユニクロや、ゲームセンターや、ネットカフェ、服が買えるお店など、、、　ジャスコな
どもいいかもしれません（イオン）。

○ 今は何とも言えないが将来は良い菊川になると思う。もう少し商店街がにぎわってほしい
大手スーパーと大量販売に独占された感じがする。商店街のシャッターが降りたままの店
が目立つ。
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○ 若者が希望の持てる市でない！
井之宮神社の公園は無意味に作った利用者などいない。
コミュニティセンターは公民館があるので不必要！箱物つくるな。
市民の声が生かされない。
小笠支所は残して欲しい、菊川迄年寄りは遠すぎる。
道路作るのに時間がかかりすぎる。
菊川茶のＰＲがないので掛川茶に負けている。
無力な議員が多い！活動が全然わからない！議員の人数を減らせ！公務員の給料を切りつ
めた方がよい。　若者、高齢者の就職口が少ない。　小松洗橋を広くしろ！どの議員も口
だけだった！　菊川駅周辺だけよくなっている、小笠地区は何も発展しない。不景気で工
場誘致ができず小笠はとり残されている。
菊川市は赤字というのにどんな経費削減対策がとられているのか市民に知らされていな
い。広報誌月に２回もいらない。今はネットで見れるので、老齢者や必要とする人だけ印
刷すればいい、希望をとって！
菊川病院の医師を増やしてほしい！高齢化対策はこれが一番大切だ。病院は高齢者が多く
仕事を休んで行く者にとって待ち時間が長すぎる。高齢者の時間帯を決めればいいと思
う。
アンケートをとる以上、希望を実現してほしい、ただのアンケートだけで終わらせてほし
くない。
小松洗橋はすぐにでも広くしてほしい！

○ 市を盛り上げるには人が菊川に来ることが大切だと思う。大型商業施設等の誘致をした方
が良いのではと思います。

○ 大きなショッピングセンターがあればうれしいです。
有名アーティストがコンサート活動を希望してくれるような会場に、アエルがなって欲し
い。

○ 子供が安心して生活できるまちづくりを願っております。また、駅前商店街ににぎわいが
ない気がします。昔は色々な店があり学生も立ち寄る事が多かった気がするんです
が。。。たしかに朝市等開催される時はにぎあいますが、その時のみな気がします。もっ
と学生か、親子が立ち寄れる店が増えるといいなと思います。

○ 嶺田地区にコンビにを造ってほしい。

○ 若い人達が買い物できるショッピングセンター等が有れば良いですね。

○ ・福祉活動の推進
・日曜開庁や平日業務開庁の時間延長の実施
・商店街の活性化
・観光資源、特産のお茶、地場商品を生かした観光振興の推進

○ 菊川は自然がいっぱいで住み良い地域だと思いますが、活気が今一歩！！活動や広報を工
夫し他地区から人がたくさん来る町になったらと思います。例えば温泉施設を作るとか、
菊川茶のアピールをもっとやるとか‥掛川に負けてますね‥。

○ 洋服を買える場所があまりありません。浜松や静岡まで買いに行っています。服屋がたく
さん入った商業施設、ショッピングセンターのようなものがほしいです。

○ 企業誘致に力を入れて欲しい。
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○ 大型商業施設や文化施設、レジャー施設の誘致を行い、活性化を進め、市民が楽しく生き
がいを持ち、生活できる町。そして安心した老後を過ごせるまちづくりを希望します。

○ 県道に街灯が無く、危険です。用水路も出来るだけ、蓋をしていただけると、安心だし、
汚れ難くなると思う
子供から老人まで、楽しめる施設が無いので、ボーリング場や温泉など出来て行くと街に
活気がでてきそう。旧菊川と旧小笠町の間に大きな商業施設があってもいいかも知れませ
ん。

○ 大型のショッピングモールを造ってほしい。（ららぽーと・イオンのような）

○ 市街地以外の商業的発展を望む。
菊川市に桜の名所の様な所を作ったらいい。
内田に病院がほしい。
菊川市として原発は反対してほしい。
市役所が暗い。

○ 公共施設や大型ショッピングモールなどここに行けば何でもできる所が一つでもあればい
いと思います。（菊川市の自慢できる場所を作ってほしい）

○ 大型ショッピングモールや公共施設等、外から人が集まる市のシンボルが欲しいです。

○ 何か新しいお店が出来た際に、その旨を広報紙に載せると、情報が得られて良いと思いま
す。「○○が××地区に出店します」という情報も個人的には興味があります。

○ 工業の振興等、進学して市を離れた子供たちが職を求め易い環境が欲しい。各自治会も若
い人達がすすんで活動に取り組めるコミュニティ作りを促進してほしい。

●自治会、地域コミュ二ティ等に関すること（３０件）

○ 行政からの委託業務が多いのではないか。自治会の規模により大変な思いをしている。高
齢化社会になってきたことにより、現役世代への負担が多大になっている事より、取り組
み方の見直しをしてもらいたい。

○ 菊川市は緑豊かな美しい市ですが、お茶以外にPRポイントがないような気がします。市
民も日々の生活に追われていて地域の役など当番で回ってくるものは仕方なく活動に参加
するといった消極的な一面が見えます。自分のすんでる市を誇れるような物づくり、イベ
ント等、市民が一丸となって活動できるような、市民にアイデアを公募してみてはいかが
なものかと思います。市のキャラクターを募ったように、、、。

○ 自治会と二重構造の様なコミュニティ協議会の体制は改めた方が良い。コミュニティ協議
会を発展させるとしても自治会組織と切り離すべきです。現状は人手集めに自治会（長）
を利用しているだけと思われます。コミュニティ協議会の役員（自治会長以外の）が各単
位自治会の班長会へ参加し、コミュニティ協議会との協力体制を作りあげることが大切と
思います。
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○ せっかく地域のために活動されている人たちがいるのに、一部でしか広まっていない為、
もっと街全体で盛り上がればいいと思います。
あと、小笠の役場?!の職員の方の感じが悪いので、もう少し徹底して欲しい。

○ 子育て支援を他市町並み、それ以上に充実させて下さい！
常会が月末で広報が配られるのが遅いので何とかしてほしい！

○ 何度か引越しをしてきましたが、他の市（他県）に比べると子供を持つ身としては支援が
少ないような気がしています。他県では子供の医療費は中学生まで無料であったり、予防
接種に対して任意でも補助金を出してくれたりと、金銭面でのサポートや支援センターで
の子供に対する先生の姿勢や行事等とても力を入れていました。是非他県を参考にして改
善して行って欲しいと思います。外国の方も沢山住んでおられるようなので、文化交流の
意を込めてもっと沢山外国の方メインの屋台やお祭り？等を行ってお互いの理解を深めて
行く場があればいいなと思います。

○ 自然が多くのんびりしているし、鉄道、東名も近くになり、（空港も）大変便利な町なの
に、、、いまいち　活気のない雰囲気なのが、、、どうしてかと思ってます。広報誌も毎
回、読んでいますが、魅力的なイベントがすくないです。スポーツも参加出来そうなもの
がなかったり、（時間、曜日等の都合で）少ないボランティアも手軽に始められない様
で、、、（仕事の合間にやりたいのですが）、、とかで他市のものに参加してしまったり
していました。本来なら家の近くでやりたいです。

○ 外国人のモラル　文化の違いで片付けられたら困ります。
今後のステップ講座、幅広く!!楽しみにしています。今年も是非参加したいです。

○ 去年の５月に牧之原市から転居してきてまだまだわからないことが多いですが、友人もで
きて段々ではあるが慣れてきている。時々妻と二人で昔住んでいた所にムショウに帰りた
くなることがあるが、市の行事に積極的に参加していきたい。

○ 「菊川市の施策」は多面的に掲げられ、とても良い事だと思いますが、まだまだ一般市民
には浸透されていない部分が多いと思います。輝くみどりのまち作りには、全市民がもっ
と協力すべきだし、出前講座の活用も自治会を通し利用しやすくして、住み良い菊川市に
したいです。

○ 町部地区のコミュニティ協議会と自治会の溝を埋めるべく行政として行動してほしい。

○ 最近の子供たちの考え方が、今後、不安。コミュニケーションやつながりが薄く感じる。
仲間を意識し、助け合う気持ちが大切と考える。

○ 市内に住んでるのに、仕事が忙しい為、イベント等に参加出来ないのがのが残念です。

○ 市民他、たくさんの人が集まるイベント的なものをやって欲しい。

○ 浜岡原子力発電所、廃炉を望みます。
教育について、教師（新人）が担任となり、スキルの無さに不安を感じました。務まる人
材であるかの見極めをしっかりお願いしたい。
地域行事が多く、参加を強制する風土が強い地域であり、日常生活の負担である。（在住
４年目です。）参加型行事は減らして欲しい。
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○ 未婚者が多い事がとても残念でなりません。もっと若い男女が出会いの場をもたざるをえ
ないサークル活動等を催してくれたらな！と思います。

○ 市に元から住んでいる人同士の交流はさかんに行われていると思いますが、その分途中か
ら市に引っ越して来た人が地域にあまりなじめていないような印象があるので、市民全体
が地域活動に参加しやすいような地域づくりが進められるといいなと思います。

○ 菊川市が住みやすいまちにしていきたいですね。若い人達も色々と参加できるまち。

○ 自治会活動は無駄と思われる物が少なくありません。農業、自営業者主体を前提としては
いないでしょうか？勤め人が明らかに多数を占める中、見直しが必要だと思います。（交
通安全指導員等）
・これは外から来た者だからこそ感じるのかもしれません。消防隊員の不足も耳にします
が、生れも育ちも菊川で実家から出たことがない人達の集まりに、外から来た物が入ろう
という気持ちになれないと思います。、、、尊い仕事であることは認めます。
・家庭医療センターは、ドクター、スタッフ共にすばらしいです。全国の先頭を走れるよ
うさらに充実させて。

○ 住みやすい環境だと思います。自然と調和した発展を望みます。

○ 地区の体育祭９月のあつい月にやらせないでほしい（もうすこし涼しくなってから体のこ
と考えて）

○ 無作為に選ばれましたが、まだ菊川に住んで日が浅いためわからないことが多く申し訳な
い。

○ もっと市民の方が、活動できる機会があったら良いなと思います。スポーツや体を動かせ
る活動を増やして欲しいです。

○ 菊川には、若者や子供が楽しめるイベントが減ってしまっているので、将来菊川に住む人
が減るのではと心配です。駅のまわりもさびれていてわが町をほこれず寂しく思います。

○ 自治会に人数のバラツキがあり、菊川市全体的に調和のとれた計画が必要。

○ 自営で土日祭日などで仕事で、いろいろなイベントなど土日祭日などに行われるので大変
（仕事柄）困る時もあります。
老齢者が多くなって来ているので福祉などのことも考えて欲しい。（一緒に住んでいる家
族が大変なので）
病院（菊川）も受け入れが初診などできないのも少し考えてほしいです。

○ 市民参加型のイベントを活発に行い、市民同士の交流の場を増やし活気ある街を目指して
欲しい。

○ 退職後あるいは５０代後半、６０代の人を中心にした運動指導員育成を図り、地区毎の高
齢者への働きかけができるようにしてはどうでしょう。
防災訓練の中に婦人初のトリアージ訓練を計画してほしいです。少しでも多くの人が体験
する場を設ける事が大切だと思います。
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○ 勤め人であり、朝出、夜帰って来る（転勤あり）独身であり、子供もいず、両親が世間の
付き合いをやってくれているので、市の事が今は解っていない。

○ 障がいのある人も参加できるようなスポーツイベントがありません。お年よりと子供たち
と交流できるイベントがありません。（何かを教える、昔のオモチャや料理や歌）

●道路整備に関すること（３６件）

○ 西方地区に公園を整備して欲しい。交通量が年々増え、安全に遊べる場所がない上、地域
の交流の場が全くない。地区センターは許可された人、小学校は児童クラブが使用してい
るので、（加茂地区の公園ばかりでなく）憩いの場の公園が欲しいです。西方川の改修工
事に合わせてお考えいただきたいです。それと、運動公園まで子供だけでは危なくて行け
ないので、歩道等安全対策を考えてください。何かあってからでは遅いですよ!

○ 市役所の人たちにお願いします。市民の気持ちになって親身にうけとめて相談にものって
もらいたいです。私の周りにかなりきつい一言で泣いていた人もいます。一部の人だけで
すが、対応してくれた人の一言で救われることがたくさんあります。

○ 家の周りには街灯がなく、とても真っ暗です。最近では交通事故で亡くなった方もいま
す。それはとても残念です。横断歩道をちゃんと渡っていたにも関わらず、夜でまっくら
だった為、なのか。。。とにかく街灯を増やして欲しい。

○ しずてつバスを菊川病院から丹野を通るよう。丹野トンネルの整備をしてほしい。トラッ
クもよく使う道なので、怖い。

○ ・駅の南側、特に市長の家の周辺ばかり整備していて、不平等に感じる。
・お茶の実の像、ゆるキャラなど、必要のないものに市民の税金を使いすぎ。本当に必要
か、市民に問うべき。お茶の実の像、８００万円はどうかと思う。
・市全体に街灯が少なすぎる。小、中学生の通学路を夕方の遅い時間に、自分達で歩いて
みてください。必要性を感じるはずです。
・浜松市のように、双胎妊娠時は、補助を２回分に増やすなど、工夫をした方がいい。
（妊婦検診時の紙）
・公園を整備したほうが良い。横地の小太郎公園は、駐車場みたいになっている時があり
ます。
・菊川病院の診察科目をもっと増やしてもらいたい。
・菊川市の交通事故を減らすために、事故の多い箇所のマップなどを作って、市長に交通
安全を呼びかけてもらいたいと思う。
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○ 若者が希望の持てる市でない！
井之宮神社の公園は無意味に作った利用者などいない。
コミュニティセンターは公民館があるので不必要！箱物つくるな。
市民の声が生かされない。
小笠支所は残して欲しい、菊川迄年寄りは遠すぎる。
道路作るのに時間がかかりすぎる。
菊川茶のＰＲがないので掛川茶に負けている。
無力な議員が多い！活動が全然わからない！議員の人数を減らせ！公務員の給料を切りつ
めた方がよい。　若者、高齢者の就職口が少ない。　小松洗橋を広くしろ！どの議員も口
だけだった！　菊川駅周辺だけよくなっている、小笠地区は何も発展しない。不景気で工
場誘致ができず小笠はとり残されている。
菊川市は赤字というのにどんな経費削減対策がとられているのか市民に知らされていな
い。広報誌月に２回もいらない。今はネットで見れるので、老齢者や必要とする人だけ印
刷すればいい、希望をとって！
菊川病院の医師を増やしてほしい！高齢化対策はこれが一番大切だ。病院は高齢者が多く
仕事を休んで行く者にとって待ち時間が長すぎる。高齢者の時間帯を決めればいいと思
う。
アンケートをとる以上、希望を実現してほしい、ただのアンケートだけで終わらせてほし
くない。
小松洗橋はすぐにでも広くしてほしい！

○ 私の近くに交通量の割に安全に通行できない橋があります。通学や買い物にと大変不便で
危険で困っています（小松洗橋）計画はなぜ進んでいないのでしょうか？道路を広げる計
画は中止されたのでしょうか？

○ 旧市街の東西道路の整備

○ 図書館（旧菊川町の方）にＣＤ、雑誌の貸し出しができたらうれしい。
原発は絶対停止。
街中の灯りが少ない。切れていてもすぐつけてくれない。

○ けやき通りが暗い。横断歩道に明かりがほしい。
駅北に駅の中を通って抜けることが出来るように（南北から行き来出来る）。
駅北に車で送り迎え出来る（ロータリーなど）。

○ 道の整備に時間がかかりすぎ!!!菊川運動公園の道にライトをつけて欲しい。

○ ユニーのような施設があったら便利です。
菊川運動公園の西へ出る道を広く走りやすくしてほしい。

○ 道路の整備された場所があちこちで見られますが、その分、スピードを出しすぎている車
が多くなっていると思います。スクールゾーンでもすごいスピードです。

○ 歩道の段差、狭い、がありすぎ。自転車等走っているのを見ていると、とっても危ない感
じがします。

○ 駅南の旧商店通りが車が通れないのでお店のよれない、不便有り。

○ 道路の舗装、歩道、巾などを点検して安全な道路に。
ゴミステーションで、リサイクル回収や、古紙、古着などを回収できれば。
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○ ・自転車通学をしているので歩道の整備をしてほしい。（早急に）
・子供の医療費１回５００円の支払いを中学生までではなく高校までのばしてほしい。

○ 交通量（車）が増えた為、歩行者に対する横断歩道の増設及び橋の歩道の増幅をお願いし
ます。（加茂大通り）

○ にぎわいのある街にすべき。特にIC付近の交通状態が悪い。なぜなら掛浜線の西側のバイ
パスからICや菊川方面に右折し又すぐ右折と信号機が多くスムーズに行けない。又駅北方
面から南進する際も菊川城辺りから進めない。IC南ガソリンスタンドの手前路地は右折で
きないようにすればまだスムーズに南進できる。
市政：休耕地が多い。なぜ青地にしか出来ないのか。白地にし、もっと店舗や別の使用を
検討すべき。茶畑も荒地が多い。農業はお茶を作っても赤字。だからつくらない。他に転
用できる土地にすべき。自分の土地であっても自由になれない。

○ お茶をもっとＰＲしてほしい。（他の市や県の人がやっぱり菊川のお茶はおいしいねと
言ってくれます）
アンダーパスを作ってどの位の効果があったのでしょうか？税金を大切に有効に使ってほ
しいです。
よろしくお願いします。

○ おおぞら幼保園に子供を送迎し勤務先へ向かうため、前の道を右折したいのですが交通量
が多く橋が近くて見通しが悪いので非常に危ない思いをします。（７：００～８：３０）
いつ事故が起きてもおかしくない状況なので道路を作っていただきたいです。

○ 道路の通る道、山林の道の木や草、つるなど、危ないところが多くて、災害や事故につな
がる所が多いと思います。山林道路の近くはもっときれいに通りやすくしてもらいたい。

○ 夜、町が暗すぎる。私が住んでいた町は、夜遅くても、反対側の道路を歩いている人の顔
がわかるぐらい明るいところでした。

○ ・公的道路に企業名を道路名とするのは適切か？？
・原発事故想定の非難訓練をTV等で目にするが、事故後、どのような生活を想定するの
か不明であるが、どこまで想定しているのか。

○ 生活道路位は整備してほしい。
ゴミステーションも遠い。

○ 環境：平川地区　市道標識白線の補修を進めてほしい。（農面道路三叉路ほか）
環境：平川地区　代官屋敷堀の水質浄化に向け早急に整備して下さい。

○ 吉沢トンネルの手前の交差点が危険なので早く何とかしてほしい。
菊保の辺りの道路整備を完了してほしい。

意見－27



○ 毎日、車を運転していますが、道路の白線が消えている事があちこちに見られます。至急
にお願いしたいと思う。

○ 街灯の増設を願います。（旧榛原町道路などをよく利用するが旧１５０線なども含め街灯
が多いと思います）

○ コミュニティーバスの路線を増やしてほしい。
夜道が暗く街灯を増やしてほしい。冬場は子供の帰宅が心配。

○ 道路、資料館、地区センター等余分なお金を使わず、子育て支援に予算を多くとる。
菊川駅周辺ばかり力を入れないで小笠地区を見直して欲しい。
市職員は赤字企業の社員という認識にたって仕事をして欲しい。給料、退職金、年金も赤
字企業並みにする事！！
天下り施設を増やさないで下さい。見直しする事。

○ 税金をもっと有効に使う。無駄な道路工事を見直し、本当に整備が必要な道路を優先して
工事を行う。上下水道、ガス工事と舗装の修繕工事を同時に行えば無駄も減る。高齢者介
護施設、保育園等の福祉施設を建設する事により介護の負担減と雇用の拡大となる。菊川
市立総合病院の診療科目を充実させ、総合病院として機能させ、救急医療の充実により安
心できる住みやすい町づくりをしてほしい。

○ 旧菊川町の活性化だけか。旧小笠にも力を入れて欲しい。（道路、商店街等）
広報、運動文化は良い。
教育、支援はいまいちだ。

○ 日之出町のJRアンダー以北の道路整備（日坂インターまでのアクセス）。
震災で大井川、天竜川の橋が全て失われた場合などの対応。
アメリカ空軍のオスプレイを静岡空港に配備。※必要性は多大で日米関係にもプラス要
因。うまく活用してみたら。

○ 私の住んでいる河東馬々崎地区は、救急車が入ってこれない道があります。困っていま
す。市の負担３割があったとしても改善がされない状態です。お金がかかりすぎる。（個
人でお金を出し切れない）。市道の改善は１０割負担でどんどん進んでいますが、どんど
んとり残され狭い道です。ほんとに困っている所に視点をおいて改善し、安心安全な市に
していってほしい。
菊川農業はみんな困っている。専業ですら儲けが少ない。だから兼業になる。砂山だって
みんな企業がくればいいと思っているが、昨今中国インドにいっている。ソーラーみんな
やりたがっているのになんで市が「うん」って言わない。地目、規定…の枠を取り除いて
考えてもいいのではと思う。

○ 子育てをしています。ベビーカーで街を歩いていると、道路のでこぼこや、ちょっとした
段差で進みにくかったり、道路脇の花壇に捨ててあるゴミやクモの巣、雑草が目に付いた
りします。菊川市に転入してきて３年程になりますが、せっかく交通の便が良いのに、そ
ういう所は残念に思います。住んでる人や遊びにやってくる人も、素敵な街だなあ、と
思えるよう、道路、及び、道路周辺（歩道や街路樹等）の環境整備にもぜひ力を入れても
らいたいです。

意見－28



○ 自転車が安全に通行できる通行帯が必要
病院に付属する体育施設兼災害時避難者収容所が必要

●農業施策に関すること（１８件）

○ お茶に拘らずもっと経済的発展に取り組み、活気ある市政を期待します。それには若い人
が住みやすい環境整備を望みます。

○ 茶業をもっと活性化してほしいと思います。

○ 若者が希望の持てる市でない！
井之宮神社の公園は無意味に作った利用者などいない。
コミュニティセンターは公民館があるので不必要！箱物つくるな。
市民の声が生かされない。
小笠支所は残して欲しい、菊川迄年寄りは遠すぎる。
道路作るのに時間がかかりすぎる。
菊川茶のＰＲがないので掛川茶に負けている。
無力な議員が多い！活動が全然わからない！議員の人数を減らせ！公務員の給料を切りつ
めた方がよい。　若者、高齢者の就職口が少ない。　小松洗橋を広くしろ！どの議員も口
だけだった！　菊川駅周辺だけよくなっている、小笠地区は何も発展しない。不景気で工
場誘致ができず小笠はとり残されている。
菊川市は赤字というのにどんな経費削減対策がとられているのか市民に知らされていな
い。広報誌月に２回もいらない。今はネットで見れるので、老齢者や必要とする人だけ印
刷すればいい、希望をとって！
菊川病院の医師を増やしてほしい！高齢化対策はこれが一番大切だ。病院は高齢者が多く
仕事を休んで行く者にとって待ち時間が長すぎる。高齢者の時間帯を決めればいいと思
う。
アンケートをとる以上、希望を実現してほしい、ただのアンケートだけで終わらせてほし
くない。
小松洗橋はすぐにでも広くしてほしい！

○ お茶と地域の文化と歴史を発展させてほしい！

○ 住みやすい菊川になってくれればいいなと思います。
自分は畑がありますが耕作放棄地になってしまっています。それが一番の悩みです。

○ ゆるキャラを作ったが、今後どのようにＰＲし市の活性化につなげるか、わからない。
（一部の人だけでなくエンド、まで発信しなければ意味がない。）
茶況が悪く、商店街も閑散。明るい話を耳にしない。
人が元気にならないと、市も活性しない。もっと安心して魅力ある菊川市に!!応援してま
す。

○ 菊川市は農家だけが保護されている。このアンケートに意味があるのか？

○ 農業者に力を貸してもっと盛んにしよう。

○ 農産物の宣伝活動に力を注いでいただきたいと思います。
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○ 菊川は自然がいっぱいで住み良い地域だと思いますが、活気が今一歩！！活動や広報を工
夫し他地区から人がたくさん来る町になったらと思います。例えば温泉施設を作るとか、
菊川茶のアピールをもっとやるとか‥掛川に負けてますね‥

○ ・菊川のお茶を県外に向けてPRして頂きたい。菊川駅の北口を作って欲しい。菊川駅の
北側に出来た商業施設が活性化されていますが、北口を利用できれば、もっとにぎわいが
あると思う。

○ 菊川茶の振興にもっと力を入れて欲しいと思う。（茶業指導や販売促進、消費拡大な
ど。）

○ フォント、印刷を替えて経費削減（字にすきまをあけて印刷）
市役所へソーラーパネル
豚、牛、にわとりにお茶を飼料として与える。お茶のキャンペーン（１等車が当たる等）

○ にぎわいのある街にすべき。特にIC付近の交通状態が悪い。なぜなら掛浜線の西側のバイ
パスからICや菊川方面に右折し又すぐ右折と信号機が多くスムーズに行けない。又駅北方
面から南進する際も菊川城辺りから進めない。IC南ガソリンスタンドの手前路地は右折で
きないようにすればまだスムーズに南進できる。
市政：休耕地が多い。なぜ青地にしか出来ないのか。白地にし、もっと店舗や別の使用を
検討すべき。茶畑も荒地が多い。農業はお茶を作っても赤字。だからつくらない。他に転
用できる土地にすべき。自分の土地であっても自由になれない。

○ お茶をもっとＰＲしてほしい。（他の市や県の人がやっぱり菊川のお茶はおいしいねと
言ってくれます）
アンダーパスを作ってどの位の効果があったのでしょうか？税金を大切に有効に使ってほ
しいです。
よろしくお願いします。

○ もう少し菊川茶をなんとかして欲しい。その為にはもう少し市としての態度か方向性を示
して欲しいです。

○ お茶の菊川をいう割りに茶業は衰退していっている様に感じます。
生活に不自由はありませんが、全てにおいて中途半端で菊川を象徴する物は無い菊川市だ
と思います。

○ 私の住んでいる河東馬々崎地区は、救急車が入ってこれない道があります。困っていま
す。市の負担３割があったとしても改善がされない状態です。お金がかかりすぎる。（個
人でお金を出し切れない）。市道の改善は１０割負担でどんどん進んでいますが、どんど
んとり残され狭い道です。ほんとに困っている所に視点をおいて改善し、安心安全な市に
していってほしい。
菊川農業はみんな困っている。専業ですら儲けが少ない。だからけん業になる。砂山だっ
てみんな企業がくればいいと思っているが、昨今中国インドにいっている。ソーラーみん
なやりたがっているのになんで市が「うん」って言わない。地目、規定…の枠を取り除い
て考えてもいいのではと思う。

●防災に関すること（２５件）
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○ 安全で安心して生活できる町づくりが進んでいる（消防署の新設や交通安全、特に防犯面
では、近隣他市と比較して飛び抜けている）が、もうすぐ来る超高齢化の波にどの様に対
応していくのかが不安がある。（財政面とサービス面において）具体的な施策を示して欲
しい。高齢者に対して求められる事もはっきりとしめした方が良いと思います。又、河川
の改修保全は地域によってばらつきが大きいのが不満です。

○ 菊川と小笠の差がないようなまちづくりを進めてくれていると感じています。しかし以前
から問題の浜岡原発があることで、災害時に菊川にすめなくなるのでは？という不安があ
ります。子供、孫の代まで安心できる環境を作っていきたいと思います。

○ 私は障害者です。地震の時など、避難所に行ったとしても設備が整っていないと入ろうと
思っても入れません。障害者でも入れる場所を作って下さい。だから逃げないで家にいよ
うと思っています。

○ 消防署が遠くなった

○ 菊川市南部における、津波のハザードマップが欲しい。

○ 浜岡原発、即廃止にすべき。
現在の菊川市の規模では、安心安全なまちづくりに無理があり、広域化を進めるべきだと
思います。目指すは“誰もが住みたくなるまち”です。お隣となり掛川を見本にすべし！
魅力展望なし、残念ですが。。。

○ 防災無線の整備が不十分。

○ 消防団の活動を市が援助して欲しい。消防団へ入っている家族へ、市が、援助して欲し
い。消防団をもっと市が協力して欲しい。他消防活動について、市が考えて欲しい。

○ 都市計画において、日の出町二丁目駅東区域が、まだ、火災などがおきても消防車も入れ
ない為、不安なことと、そのあたりは、空地がほとんどで、早く区間整備をして欲しい。

○ ゴミ捨て場以外へのゴミ捨てが増えてきた気がして残念です。地域でのイベントやコミュ
ニティーを開いているのは知ってますが、仕事が忙しく、参加出来ず、申し訳ないです。
近所の外国の方々がおられるのですが、災害等が起きた時に“逃げて”の一言すら言えな
い自分がいて、教材本にて勉強中です。彼らは、いざというときの逃げ場所を知っている
のか、病院等の電話番号を知っているのでしょうか？大家さん？不動産屋さん？役所の
方々？誰か教えているのでしょうか?それとも近所の私たち？

○ アパート住みなので特に地区の活動等には興味はありません。ただ地震とか起きた時の
為、アパートでも防災訓練への参加呼びかけとかはやって欲しいです。

○ 震災や津波などに対する対策に力を入れてほしい。
地域・自治会・近隣にて、力を合わせて防災に力を入れて　助け合える環境を作るべき。
（自分たちで、何日か生きるための力を皆が身につける必要がある。）
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○ 貸し出し用の防災ラジオの電波の受信状況を改善して欲しい。

○ 防災において、市の取り組みに不安があります。いざという時の為に、もっと真剣に取り
組んで欲しい。

○ 小笠の人は津波で被害を受けないと思っているから、市は何の対策もしてないのでしょう
か？防災だけでなく、すべて周辺市町村より出遅れてると思います。

○ 広報が届かず市の現状が見えません。市役所に行っても置いてある所見つからず、ホーム
ページを見てももらう方法がわかりませんでした。（Ｈ２５、９月～アパートに住んでい
て、市民となって日が浅く‥）その為、防災についてもどこに避難するのか‥？転入時に
本当なら教えてもらえると助かります。

○ 安心、安全のある町づくりを！！

○ ①普段より、同報無線が全く聞き取れません。災害の際、重要な情報が入手できないこと
に不安を感じます。各戸に正確に内容が伝わる方法を確保していただきたいです。一斉
メールという手段は考えていないのでしょうか？②各公民館に、衛星電話の設置。

○ ・公的道路に企業名を道路名とするのは適切か？？
・原発事故想定の非難訓練をTV等で目にするが、事故後、どのような生活を想定するの
か不明であるが、どこまで想定しているのか。

○ 子どもも児童も学生も成人も高齢者にも優しい市であってほしい。
また今後のことを思うと、防災に重点をおいてほしい。

○ 日之出町のJRアンダー以北の道路整備（日坂インターまでのアクセス）。
震災で大井川、天竜川の橋が全て失われた場合などの対応。
アメリカ空軍のオスプレイを静岡空港に配備。※必要性は多大で日米関係にもプラス要
因。うまく活用してみたら。

○ 退職後あるいは５０代後半、６０代の人を中心にした運動指導員育成をはかり、地区毎の
高齢者への働きかけができるようにしてはどうでしょう。
防災訓練の中に婦人初のトリアージ訓練を計画してほしいです。少しでも多くの人が体験
する場を設ける事が大切だと思います。

○ これからも心身ともに健康で過ごせるまちづくりをお願いします。

○ 災害や犯罪が起きにくい市、まちなみで危険な箇所等がない安全で安心な菊川市を目指し
てください。

○ 菊川市は、私の実家のある神奈川に比べたら自然豊かで空気がきれいで住みやすい所だと
思います。ただ１つ心配な事は地震の際の津波（裏が菊川）や原発のことです。いつも心
の中で地震がきたらと思っています。市民が安心できる防災対策をお願いします。私の地
区は平地なので海にも近いので高い所がありません。安心できるような高い所が必要かな
と思います。
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●エネルギー施策に関すること（３件）

○ 原発に代わるエネルギーがほしいです。福島みたいになりたくありません！

○ 問１２の原発問題にもつながる話だが、将来世代の為に原発依存をなくす方向にした方が
良いと思う。自然エネルギー生産や利用を推進する町になっていってほしい。原発事故が
起きて避難するとなれば、菊川市はまともに影響あります。住む場所が無くなってしまい
ます。

○ 浜岡原発をとても心配しております。一市で決められることではありませんが、他市とも
よく協議し原発が廃止されること節に願っております。自然エネルギー等代案を市はもっ
と積極的にアピールしてもらいたいです。

●浜岡原子力発電所の今後に関すること（４０件）【H26新設】

○ 燃料プールや原子炉に入っている燃料棒の遠距離撤去。冷却水と冷却水電源の完全確保。
日本中にこんなにたくさん原発が造られていては、どこに逃げれば安全かわかりません
が、再び大地震がおきたら直ちに各原発からなるべく遠くへ全市民が一旦、各自で避難す
ることが重要だと思います。出たとわかってから逃げても被爆する。東日本大震災では、
本震だけでなくたくさんの余震が連日、何度も何年も続きました。大地震がおきたら、浜
岡原発が停止していても、放射性物質が出ないと安心していられないと思います。

○ 原発は再稼動しないで欲しい、避難所では生活したくない。

○ 浜岡原発廃止へ。福島の原発事故で我が家がありながら住むことができない人、住むこと
ができても戻りたくない人など、地域社会が壊れているのを見ると、この菊川を後々まで
人々が住む場所にする為には、原発は廃止して欲しいと強く願います。そのように市とし
ても働きかけて欲しいです。

○ 私は原発は将来停止が前提です。地震対策ばかり言ってますが、不安定な世界の現状でテ
ロに対する不安の方が大きいのは私だけでしょうか??北朝鮮のミサイルでも飛んできた
らと思うと将来、早い時期に廃炉すべきです!!

○ 菊川と小笠の差がないようなまちづくりを進めてくれていると感じています。しかし以前
から問題の浜岡原発があることで、災害時に菊川にすめなくなるのでは？という不安があ
ります。子供、孫の代まで安心できる環境を作っていきたいと思います。

○ 浜岡原発の廃止をお願いいたします。
体育館の備品等、充実させてください。スポーツの支援よろしくお願いいたします。
市役所の職員の応対、いまいちです。教育してください。

○ 特に浜岡原発停止を望む。
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○ 市が一体となり原発停止に反対して欲しい。この様なアンケートをして菊川が良くなる事
を考えても、原発に依存していたら何もかも事故が起こったなら市民が住めなくなり終わ
りです。事故が起きたら想定外と言っているが、想定外だらけの世の中になっています。
まずは安全に住める菊川（何世代も）を目指して下さい。それが出来たらこのアンケート
が必要！！

○ 原発を市として停止する方向を明確にしていってほしい。

○ ・原発の事故のリスクがある以上、この町に生涯住む気にならない。
・若者が損する世の中になっている。結婚して子供なんてとても無理な話。低所得世帯の
事など考えていないと思う。日本がだめなら菊川市ぐらいがんばれ。
・こんなアンケートなんて無意味でしょ。どうせ反映されないくせに、ご機嫌とりならや
めちまえ市長！

○ 原発は停止していても冷却しなければならない。稼動させて年数を積み重ね、災害に強い
浜岡原発ならぜひ稼動させてもらいたい。
静岡県職の給料は東京都の次に高く、市職の給料も県下でも高すぎる。もっと平均以下に
するべき。市民のためにも！
小笠支所は廃止を希望する。（有効利用がないようです）（税金の無駄）

○ 図書館（旧菊川町の方）にＣＤ、雑誌の貸し出しができたらうれしい。
原発は絶対停止。
街中のあかりが少ない。切れていてもすぐつけてくれない。

○ 旧菊川町ばかりに力を入れている（整備）。
動物愛護心が足りない。
原発があっても菊川市のメリットは何も無いので廃止すべき。

○ 原発は是非廃止の方向で。

○ 浜岡原発、即廃止にすべき。
現在の菊川市の規模では、安心安全なまちづくりに無理があり、広域化を進めるべきだと
思います。目指すは“誰もが住みたくなるまち”です。おとなり掛川を見本にすべし！魅
力展望なし、残念ですが。。。

○ 原子力発電所さえ無ければ、これからも住み続けて良い町だと思います。
将来にわたる安全を考えれば、原発は廃止にすべきだと思います。
問１２において「廃炉にすべき」という項目が無いのは何故ですか？

○ 浜岡原発は停止のみでは安心ではない。第二の福島にならないようにするのがもっとも大
事な事である。

○ 昔の事を想えば食べたい物は食べられますし、これ以上ぜいたくはしなくて良いから浜岡
原発だけは稼動しない事を望みます。リスクが大きい。貧乏も又良し。
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○ 問１２の原発問題にもつながる話だが、将来世代の為に原発依存をなくす方向にした方が
良いと思う。自然エネルギー生産や利用を推進する町になっていってほしい。原発事故が
起きて避難するとなれば、菊川市はまともに影響あります。住む場所がなくなってしまし
ます。

○ 浜岡原発は２度と再稼動しないでほしい。

○ 浜岡原発について　１．即刻廃炉にすべきです。２．放射能に対する対処方法が無い現状
では１度事故が起こればどうにもならない。（福島の東電の対応を見れば判るはず）

○ 原発再活動にかじがきられそうな中、浜岡は巨大地震の震源域の内。どんなに安全性をう
たっても安全ではないと思います。家も仕事も家族も失ってしまったら取り返しがつかな
いと思います。福島のように３年たってもまだ元通りにはならない。停止のまま、できれ
ば廃炉に！

○ 浜岡原発稼動に対し、“本当に”市民の意見を聞き、判断して欲しい。事故が有れば、こ
のアンケート内容（蓄積された財産と今後に向けての努力）の全てが水泡に帰す。

○ 問１２は、停止ではなく、廃炉にすべきである。原発の可否については、市長はじめ、市
の重役の皆さん、市民投票を実施して欲しいと思います。

○ 東海地震の心配がある限り、安心安全の為、原発は稼動すべきではないと考えます!!

○ 菊川文庫の本の充実を望みます。
浜岡原発は何かが起こるとこわいので、停止は当たり前かと思います。
個人的な意見ですが、「共に汗かくまち」という言い回しが　あまりピンとこない。この
言葉を見ると、菊川市らしくない感じがするのです。

○ 浜岡原発は、ぜひ停止しておいてほしいです。先日新聞に掲載された原発周辺の風向き
マップを見て恐ろしくなりました。

○ 原発は停止ではなく廃炉にすべきだと思います。

○ 浜岡原発の停止を宣言すべき（市として）。

○ 市長の「原発再開全く反対」に理解できない。中電の「安全対策」を勉強して下さい。旧
菊川地区重視施策に疑問有り。小笠地区住民の不満多し！！

○ 原発については福島の事故対応などを見ても安心できる点がみつからない。危険性が高す
ぎる今は運転すべきではないと思う。
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○ 浜岡原発をとても心配しております。一市で決められることではありませんが、他市とも
よく協議し原発が廃止されること節に願っております。自然エネルギー等代案を市はもっ
と積極的にアピールしてもらいたいです。

○ 浜岡原発は最重要課題。

○ 原発、絶対に反対です。

○ 治安の良い町になってほしいと思います。
図書館を利用させていただいています。（菊川）トイレが利用しにくいです。音が響いた
り洋式がなかったり少し躊躇します。
浜岡原発は廃炉を願っています。

○ 市街地以外の商業的発展を望む。
菊川市に桜の名所の様な所を作ったらいい。
内田に病院がほしい。
菊川市として原発は反対してほしい。
市役所が暗い。

○ 菊川市は福島の原発事故の二の舞を阻止できる責任があります。断固として市民の安心安
全を守るべき具体的な施策を市民に公表していただきたい。例えば永久停止を宣言する義
務があります。

○ 市民のために頑張っていて下さる事に感謝します。
菊川市は津波の心配はありませんが、浜岡原発の事は心配です。中部電力に対してきちん
とした対応をして頂きたいと思います。

○ 菊川市は、私の実家のある神奈川に比べたら自然豊かで空気がきれいで住みやすい所だと
思います。ただ１つ心配な事は地震の際の津波（裏が菊川）や原発のことです。いつも心
の中で地震がきたらと思っています。市民が安心できる防災対策をお願いします。私の地
区は平地なので海にも近いので高い所がありません。安心できるような高い所が必要かな
と思います。

○ 少子化対策、子育すらて支援に力を入れなければ、３０年後の菊川市は過疎化間違いな
し。市の存続すら危うい。急務です。
浜岡原発は今すぐ廃炉にすべきです。３０ｋｍ圏内に菊川市の殆どが入ります。福島みた
いになりたくない。
若者（特に子育て世代）にとって魅力あるまちづくりをしてほしい。急がないとみんな出
て行ってしまいますよ。

●防犯に関すること（３件）
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○ 安全で安心して生活できる町づくりが進んでいる（消防署の新設や交通安全、特に防犯面
では、近隣他市とひかくして飛び抜けている）が、もうすぐ来る超高齢化の波にどの様に
対応していくのかが不安がある。（財政面とサービス面において）具体的な施策を示して
欲しい。高齢者に対して求められる事もはっきりとしめした方が良いと思います。又、河
川の改修保全は地域によってばらつきが大きいのが不満です。

○ 治安の良い町になってほしいと思います。
図書館を利用させていただいています。（菊川）トイレが利用しにくいです。音が響いた
り洋式がなかったり少し躊躇します。
浜岡原発は廃炉を願っています。

○ 災害や犯罪が起きにくい市、まちなみで危険な箇所等がない安全で安心な菊川市を目指し
てください。

●各種施設に関すること（９０件）

○ 西方地区に公園を整備して欲しい。交通量が年々増え、安全に遊べる場所がない上、地域
の交流の場が全くない。地区センターは許可された人、小学校は児童クラブが使用してい
るので、（加茂地区の公園ばかりでなく）憩いの場の公園が欲しいです。西方川の改修工
事に合わせてお考えいただきたいです。それと、運動公園まで子供だけでは危なくて行け
ないので、歩道等安全対策を考えてください。何かあってからでは遅いですよ!

○ スポーツによる健康促進に対して、施設が少なく感ずる。例えば、掛川市と比べても異様
に少ない。けやきの有効利用でスポーツ施設を併設するべきと思う。

○ ①このアンケートを生かした結果を教えてください。
②要所要所のトイレはバリアフリーにすること。
③台風が来たときの生ごみの収集方法を市民に周知すること。

○ 青葉台や星が丘のような住宅街を巡回するバス、バス停を設けて欲しい。高齢化により今
後、車を運転しない人が増えることにより、利用者が増加し地域の活性化が計られると考
えるからだ。地域活性化のために、アエルに毎年、嵐か関ジャニ∞を招いて欲しい（市民
限定で!!）

○ 浜岡原発の廃止をお願いいたします。
体育館の備品等、充実させてください。スポーツの支援よろしくお願いいたします。
市役所の職員の応対、いまいちです。教育してください。

○ アエルとかで、たくさんお笑いライブとかを呼んで下さい。そしたら絶対行きます。

○ 体育館を造ってほしい。
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○ もう少し若い人たちが集まる場所が出きたらかっきが出てくると思う
ユニクロや、ゲームセンターや、ネットカフェ、服が買えるお店など、、、　ジャスコな
どもいいかもしれません（イオン）

○ 団塊世代がリタイアする時代に対する対策が必要　特に男性が多数参加出来るサロンを
作って欲しい。

○ 今は何とも言えないが将来は良い菊川になると思う。もう少し商店街がにぎわってほしい
大手スーパーと大量販売に独占された感じがする。商店街のシャッターが下りたままの店
が目立つ

○ 若者が希望の持てる市でない！
井之宮神社の公園は無意味に作った利用者などいない。
コミュニティセンターは公民館があるので不必要！箱物つくるな。
市民の声が生かされない。
小笠支所は残して欲しい、菊川迄年寄りは遠すぎる。
道路作るのに時間がかかりすぎる。
菊川茶のＰＲがないので掛川茶に負けている。
無力な議員が多い！活動が全然わからない！議員の人数を減らせ！公務員の給料を切りつ
めた方がよい。　若者、高齢者の就職口が少ない。　小松洗橋を広くしろ！どの議員も口
だけだった！　菊川駅周辺だけよくなっている、小笠地区は何も発展しない。不景気で工
場誘致ができず小笠はとり残されている。
菊川市は赤字というのにどんな経費削減対策がとられているのか市民に知らされていな
い。広報誌月に２回もいらない。今はネットで見れるので、老齢者や必要とする人だけ印
刷すればいい、希望をとって！
菊川病院の医師を増やしてほしい！高齢化対策はこれが一番大切だ。病院は高齢者が多く
仕事を休んで行く者にとって待ち時間が長すぎる。高齢者の時間帯を決めればいいと思
う。
アンケートをとる以上、希望を実現してほしい、ただのアンケートだけで終わらせてほし
くない。
小松洗橋はすぐにでも広くしてほしい！

○ 子供からお年寄り、健常者も障害のある方も安心して暮らせる街づくりを期待しておりま
す。

○ ・駅がきれいいになっていますが駅周辺が全く活気がありません。菊川の顔だと思いま
す。せっかく駅があっても立ち寄るというきにならない。もったいないと思います。
・河城学童に対してです。２年前、学童の先生のつらい思いをし、学童を辞めました。何
人もの子供が辞め、その際子供みらい課に足を運び話をさせてもらいました。結果何の変
わりません。正直、今年から子供が一年生のため通います。本当に不安です。なぜ何も変
えてくれないのでしょうか、、、言っても無駄なんだと思ってしまいます。何か回答が頂
けるなら連絡下さい。ないようであればいいです。

○ 菊川球場の外野席を設けてほしいです。

○ 子育て支援を他市町並み、それ以上に充実させて下さい！
常会が月末で広報が配られるのが遅いので何とかしてほしい！

○ お茶と地域の文化と歴史を発展させてほしい！
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○ 旧市街の東西道路の整備。

○ 原発は停止していても冷却しなければならない。稼動させて年数を積み重ね、災害に強い
浜岡原発ならぜひ稼動させてもらいたい。
静岡県職の給料は東京都の次に高く、市職の給料も県下でも高すぎる。もっと平均以下に
するべき。市民のためにも！
小笠支所は廃止を希望する。（有効利用がないようです）（税金の無駄）

○ 図書館（旧菊川町の方）にＣＤ、雑誌の貸し出しができたらうれしい。
原発は絶対停止。
街中の灯りが少ない。切れていてもすぐつけてくれない。

○ 菊川市中心部から離れた地域から乗り換えなしで駅や商業地域に移動できなる交通手段が
ほしい。本数も増やしてほしい。土曜日曜も運行してほしい。
プール、ジムを備えた公共施設。
特養、ショートステイなど、高齢者が入所宿泊できる施設を増やしてほしい。

○ 児童館の閉館時間を４：３０→５：００にしてほしい。

○ 小笠支所の存続を切に希望する。証明事務が無くなると老人は大変です。存続とエレベー
ターの設置をお願いします。８０代に親が二階へあがれないと言って帰って来た。
ゴミを燃やすのをやめさせて欲しい。洗濯物がくさくて困る。嶺田は特にゴミを燃やす人
が多いので困る。

○ 市を盛り上げるには人が菊川に来ることが大切だと思う。大型商業施設等の誘致をした方
が良いのではと思います。

○ スポーツ施設をもっと充実させてほしい。公園よりも夜使えるグランド（ナイター設備）
や、市の体育館を新しくするとか。体育館でフットサルできるのが１ヶ所しかないのはお
かしい！

○ 市民税が高いです。
きれいに整っている公園が少ないです。（雑草が多かったり時計が止まったままでいた
り、街灯が少なかったりします。）
スクールガードさんがすくないため、少子化になっていてより子供が一人で帰ってくる事
が不安です。
市の施設の駐車場が少ないため、いろいろな行事で駐車できないことがあります。

○ テニスコートの増設
アミューズメント施設がほしい（複合型のもの）。

○ 公営の霊園を設けていただきたい。
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○ ユニーのような施設があったら便利です。
菊川運動公園の西へ出る道を広く走りやすくしてほしい。

○ 大きなショッピングセンターがあればうれしいです。
有名アーティストがコンサート活動を希望してくれるような会場に、アエルがなって欲し
い。

○ これが菊川というものがなにもない。観光にしても、協会があっても、職員が参加してい
るだけで、市民中心のものがない。プール等の市民の「いこいの場」と呼べる所が少な
い。区画整理ばかり重点において、税金の使い道が違っている。商工会等の行事列「おど
らざあ」がなぜ公園から去年のように市役所近くにかわったのか？駐車場の関係で以前の
ままでよい商工会の力が大きすぎる。視察旅行がただの観光ではないのか。

○ 御前崎市にあるぷるるのようなプールとジムにある施設を市営でやってもらいたい。

○ もっと菊川市をPRして他地域から観光などで訪れてほしい。その為には菊川市の特徴を
生かした観光施設も必要。
次世代の若者、子供達の住みよい市、ずっと住んでいたい市であってほしい。

○ １．障害者が安心して暮らせるようなシステム作り。
１．障害者の年金生活保護。
１．横地城などの観光地をもっと有名にして町づくりしていく。
１．障害者の交通手段がスクーター以上の２５０ｃｃのバイクなどにしてほしい。
１．丹野池など有名スポットをもっとアピールしていく。

○ スケボーパークをつくってほしい。

○ 若い人達が買い物できるショッピングセンター等が有れば良いですね。

○ 少子高齢化といわれて久しいのに、ちっとも対策が進んでいない。保育園の充実がなけれ
ば、子育てしながら働けないので、子供も生れない。住宅事情が厳しく、結婚が大変。市
営住宅を充実し、入居しやすくしてもらいたい。保育園や市営住宅の受付も非常に威圧的
で、公務員の態度として問題がある。特養もまったく足りず、４５年掛けた年金（社保、
国保）も少しづつ減っていて、これから先の生活は見えない。元気で長生きしたいとは
とっても思わない。

○ 震災や津波などに対する対策に力を入れてほしい。
地域・自治会・近隣にて、力を合わせて防災に力を入れて　助け合える環境を作るべき。
（自分たちで、何日か生きるための力を皆が身につける必要がある。）

○ 菊川市高橋に住んでいますが、近くに子供が遊べる公園がないので、あればいいなあと
思っています。

○ 最近の子供たちの考え方が、今後、不安。コミュニケーションやつながりが薄く感じる。
仲間を意識し、助け合う気持ちが大切と考える。
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○ ・福祉活動の推進
・日曜開庁や平日業務開庁の時間延長の実施
・商店街の活性化
・観光資源、特産のお茶、地場商品を生かした観光振興の推進

○ 内田小のグラウンドの土をかえてください。雨が前日降った時など他校で使用可能でも内
田小では、とても使えない状態となります。

○ ・駅の南側、特に市長の家の周辺ばかり整備していて、不平等に感じる。
・お茶の実の像、ゆるキャラなど、必要のないものに市民の税金を使いすぎ。本当に必要
か、市民に問うべき。お茶の実の像、８００万円はどうかと思う。
・市全体に街灯が少なすぎる。小、中学生の通学路を夕方の遅い時間に、自分達で歩いて
みてください。必要性を感じるはずです。
・浜松市のように、双胎妊娠時は、補助を２回分に増やすなど、工夫をした方がいい。
（妊婦検診時の紙）
・公園を整備したほうが良い。横地の小太郎公園は、駐車場みたいになっている時があり
ます。
・菊川病院の診察科目をもっと増やしてもらいたい。
・菊川市の交通事故を減らすために、事故の多い箇所のマップなどを作って、市長に交通
安全を呼びかけてもらいたいと思う。

○ 公園が欲しい。

○ 農産物の宣伝活動に力を注いでいただきたいと思います。

○ 菊川文庫の本の充実を望みます。
浜岡原発は何かが起こるとこわいので、停止は当たり前かと思います。
個人的な意見ですが、「共に汗かくまち」という言い回しが　あまりピンとこない。この
言葉を見ると、菊川市らしくない感じがするのです。

○ 菊川市役所と小笠支所でサービスの違いがあるのはなぜか?同じ街なのに不平等さを感じ
る。

○ 古い体制にとらわれず、お役所仕事だと言われないよう新しいことをどんどん取り入れた
り考えていってほしい。守りに入らないでほしい。（掛川は新しい‥と思います）
サッカー、野球以外のスポーツ施設も充実させてほしい。

○ 小笠地区に公園の建設をお願いしたいです。

○ 洋服を買える場所があまりありません。浜松や静岡まで買いに行っています。服屋がたく
さん入った商業施設、ショッピングセンターのようなものがほしいです。

○ 市役所のまわりの石畳がボコボコしていたり、無意味に植木があって歩きにくい。観賞用
でもなさそうなので撤去して広くした方が明るくなって良いと思う。改修費用ももったい
ないが用地が活用できたないのももったいない。駐車場も線をひきなおしてほしい。一部
せまくて停めづらい箇所がある。巾がおかいしいと思う。
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○ 役場の駐車場の枠が小さく停めにくいと思います。場所がせまいのでしかたないのかもし
れませんが何か方法がないでしょうか？

○ 早く遠鉄やカインズ側も駅の出口を作って欲しい。
子供が遊べる公園を増やして欲しい。運動できる場所が欲しい（プール等）

○ 川周辺の整備を充実してほしい。川遊びできるような環境を作ってほしいと思います。

○ 菊川市と掛川市共同出資でアイススケート場の設置は無理でしょうか？益として足腰の強
化バランス感覚の訓練など楽しみながら長く続けられるスポーツだと思います。子供から
年配者にいたるまで適度な運動量で健康の増進にも役立つのではないかと考えます
が、、、？

○ 遊具のある小さな公園を増やしたら住みやすい。ケヤキプラザみたいな所も。
コミュニティバスが不便すぎる。運転手さんによって乗り継ぎ先を間違って教えられたこ
とがある。一週間１０００円で何回など決めて電話予約できるなどもっと考えて改善しな
いと使えない。

○ 体育館等のスポーツ施設の予約事務がNPOに委託され、前よりも不便になった。申請の様
式が団体用になっていて個人が申請するのに不便。団体名だけでなく個人名で記入できる
様式に変更してください。
還付の手続きも日数がかかる。

○ スポーツ施設が欲しい。（屋内プール・ジム）

○ 対外的にもっと菊川市をアピールし、生産、消費拡大を計り税収を増やす施策を望む！!

○ ・小学生の遊ぶ場所が無い。（近くに公園がない。）
・老人が気楽に立ち寄れる、いつでも開放している施設を作って欲しい。
・けやきの玄関の所で、若いお母さんと幼児が食事をしているのをよく見ます。すごく気
になります。そういう食事する場所を考えてください。

○ 市のマスコットキャラクターはいらなかったと思う。

○ 大型商業施設や文化施設、レジャー施設の誘致を行い、活性化を進め、市民が楽しく生き
がいを持ち、生活できる町。そして安心した老後を過ごせるまちづくりを希望します。

○ 全、幼、小、中学校の障害者対応。
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○ 県道に街灯が無く、危険です。用水路も出来るだけ、蓋をしていただけると、安心だし、
汚れ難くなると思う
子供から老人まで、楽しめる施設が無いので、ボーリング場や温泉など出来て行くと街に
活気がでてきそう。旧菊川と旧小笠町の間に大きな商業施設があってもいいかも知れませ
ん。

○ ・子供の医療の無料化（年齢の引き上げ）
・旧小笠町の地域にも大規模なグラウンドの新設
・小菊荘の公園とグラウンドの改修

○ かなり判断に迷う….アンケートでした。

○ ・菊川の土手沿いを歩くと犬のフンがたくさん落ちています。そこだけではないと思いま
すが、犬のフンの始末をもっと呼びかけて欲しいです。
・子供がスポ少のテニスに入りました。テニスコートから見える大きな時計をつけてくれ
ると助かります。（和田公園）

○ 障害者の利用しやすいスポーツレクレーション施設、又は、障害者のためのスポーツ教室
などがあったらよいと思っています。

○ 治安の良い町になってほしいと思います。
図書館を利用させていただいています。（菊川）トイレが利用しにくいです。音が響いた
り洋式がなかったり少し躊躇します。
浜岡原発は廃炉を願っています。

○ 子育て支援の施設事業が今より更に充実してほしいです。（藤枝市のように）
北部が活性化の一つの手立てでＪＲ菊川駅を高架にして南北交通がスムーズに供用できる
ように是非、実現してほしいです。

○ フォント、印刷を替えて経費削減（字にすきまをあけて印刷）
市役所へソーラーパネル
豚、牛、にわとりにお茶を飼料として与える。お茶のキャンペーン（１等は車が当たる
等）

○ 大型のショッピングモールをつっくてほしい。（ららぽーと・イオンのような）

○ 公園整備は地域格差があるように感じます。
リサイクルは衣類も始まり、もっと色んな場所で行われるといい反面回収が大変なので、
今のままでもいいです。他にも金属（ホッチキスなど）や使用済み油の回収もあればと思
います。

○ 役場等の職員の質の向上
土日の役場業務を一部窓口を開放し市民が利用しやすいようにしてほしい。

○ 市営の霊園を造ってほしい。

意見－43



○ 市街地以外の商業的発展を望む。
菊川市に桜の名所の様な所を作ったらいい。
内田に病院がほしい。
菊川市として原発は反対してほしい。
市役所が暗い。

○ 私の住んでいる地域に文化財の黒田家があります。堀のまわりの草刈りを近所の人は手
伝っています。でも、堀の水だけはどうしよもありません。まるでドブのような汚さで
す。外部からみえる方にとても恥ずかしいです。なんとかしていただきたいです。

○ 公共施設や大型ショッピングモールなどここに行けば何でもできる所が一つでもあればい
いと思います。（菊川市の自慢できる場所を作ってほしい）

○ 窓口を会社員も利用しやすい時間帯にしてほしい

○ 大型ショッピングモールや公共施設等、外から人が集まる市のシンボルが欲しいです。

○ 市役所を新しく建て替えて欲しい。地震に耐えられる構造ならいいですが、いざのときに
稼動しないと困ります。

○ 菊川市はスポーツを推進しているはずであるのに、スポーツ少年団への助成金が減額され
る等、子供達の活動を応援されていない様に感じる。体育館等、スポーツ設備が充実され
ていない。

○ 市の税金関係を時間外でも支払ができるコンビニ払いの方法を取り入れたら。
公園の管理ですが新しく公園が造られていますが、雑草がすごくせっかくの公園なのに見
た目が悪くもったいない。公園の管理をしっかりしてほしい。市民の憩いの場を増やして
ほしい。（旧小笠地区へ）

○ 道路、資料館、地区センター等余分なお金を使わず、子育て支援に予算を多くとる。
菊川駅周辺ばかり力を入れないで小笠地区を見直して欲しい。
市職員は赤字企業の社員という認識にたって仕事をして欲しい。給料、退職金、年金も赤
字企業並みにする事！！
天下り施設を増やさないで下さい。見直しする事。

○ 税金をもっと有効に使う。無駄な道路工事を見直し、本当に整備が必要な道路を優先して
工事を行う。上下水道、ガス工事と舗装の修繕工事を同時に行えば無駄も減る。高齢者介
護施設、保育園等の福祉施設を建設する事により介護の負担減と雇用の拡大となる。菊川
市立総合病院の診療科目を充実させ、総合病院として機能させ、救急医療の充実により安
心できる住みやすい町づくりをしてほしい。

○ 日之出町のJRアンダー以北の道路整備（日坂インターまでのアクセス）。
震災で大井川、天竜川の橋が全て失われた場合などの対応。
アメリカ空軍のオスプレイを静岡空港に配備。※必要性は多大で日米関係にもプラス要
因。うまく活用してみたら。
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○ ・市役所の日曜開庁、水曜日の時間延長制度は、１７時まで働く私達には、とても助かる
制度です。
・今、中高生の子供を持つ親は、子供の携帯電話の使い方に悩んでいます。市でも、教育
委員会の方でもいいので、何か良い案を考えていただけたら！と思います。

○ 島田市に、有料ですが子供を遊ばせる市の福祉施設があります。菊川市には、子育て支援
センターがありますが、日曜、祝日が休館のため、休みに利用することが出来ません。雨
の休日に利用できる様な施設があると嬉しいです。

○ 自転車が安全に通行できる通行帯が必要。
病院に付属する体育施設兼災害時避難者収容所が必要。

○ 旧菊川町は栄えてきている様子が伺えるが旧小笠町は何も表面的に変わっていかない。老
人施設を増やして家族の負担を軽減してほしい。

○ 私は牧之原に住んでいますが、今だ光ファイバーも来ていない。通信インフラの過疎地で
す。若者が定着する上でも、市内同等のインフラは最低限必要！

●税、料金等に関すること（１２件）

○ 市税徴収の強化。

○ もっと税金を安くして下さい。（お願いです）

○ 市民税が高いです。
きれいに整っている公園が少ないです。（雑草が多かったり時計が止まったままでいた
り、街灯が少なかったりします。）
スクールガードさんが少ないため、少子化になっていて子供が一人で帰ってくる事が不安
です。
市の施設の駐車場が少ないため、いろいろな行事で駐車できないことがあります。

○ 住民税などが高すぎる。

○ 税金を少なくしてほしい。
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○ ・駅の南側、特に市長の家の周辺ばかり整備していて、不平等に感じる。
・お茶の実の像、ゆるキャラなど、必要のないものに市民の税金を使いすぎ。本当に必要
か、市民に問うべき。お茶の実の像、８００万円はどうかと思う。
・市全体に街灯が少なすぎる。小、中学生の通学路を夕方の遅い時間に、自分達で歩いて
みてください。必要性を感じるはずです。
・浜松市のように、双胎妊娠時は、補助を２回分に増やすなど、工夫をした方がいい。
（妊婦検診時の紙）
・公園を整備したほうが良い。横地の小太郎公園は、駐車場みたいになっている時があり
ます。
・菊川病院の診察科目をもっと増やしてもらいたい。
・菊川市の交通事故を減らすために、事故の多い箇所のマップなどを作って、市長に交通
安全を呼びかけてもらいたいと思う。

○ 対外的にもっと菊川市をアピールし、生産、消費拡大を計り税収を増やす施策を望む！!

○ 健康保険料が高すぎると思います。

○ 保育園の保育料が高い。

○ 住民税が高すぎると思います。
福祉関係の給料をあげてほしい。

○ 人口減少期に入り、市の仕事を減らし税関係を減らす時期に入ったと思います。

○ 市の税金関係を時間外でも支払ができるコンビニ払いの方法を取り入れたら。
公園の管理ですが新しく公園が造られていますが、雑草がすごくせっかくの公園なのに見
た目が悪くもったいない。公園の管理をしっかりしてほしい。市民の憩いの場を増やして
ほしい。（旧小笠地区へ）

●アンケートに関すること（２２件）

○ 今回のアンケートやってみて、？ばかりでした。私はもう何十年もここに住んでいるの
に、わからないことばかりでした。自分の生活をしていくことだけで、関わる事意外何も
知りません。ニュースとかで全国のことを見たり聞いたりするのに、菊川に関することは
何も知りません。（もしかしたら、菊川でおこっていることより、全国で起こっているこ
とのほうが知っているかもしれません。）いつも思うことがあります。市役所の方たちは
このようなアンケートを毎年やっていると思います。私は個人商売ですが、もし私たちに
何かあったら助けてくれるのか？
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○ 他地区からの転入のため、アンケート内容に対してまだ十分菊川のことがわかっておら
ず、申しわけないアンケートになりました。申し訳ありません。１つこの機会に書いてお
きたかったことは、菊川市の市役所の方等の接する態度がとても気持ちよくあたたかさを
感じています。他の役所の方が良くないと言うことではなく、菊川の方の接し方はよくわ
からず困っている者にとっては、とても同じ目線で考えてくださっていると感じることで
す。感謝しております。

○ ①このアンケートを生かした結果を教えてください。
②要所要所のトイレはバリアフリーにすること。
③台風が来たときの生ごみの収集方法を市民に周知すること。

○ 社会福祉協議会からもアンケートがきました。同じようなアンケートを２通無駄です。税
金の無駄です。

○ 市が一体となり原発停止に反対して欲しい。この様なアンケートをして菊川が良くなる事
を考えても、原発に依存していたら何もかも事故が起こったなら市民が住めなくなり終わ
りです。事故が起きたら想定外と言っているが、想定外だらけの世の中になっています。
まずは安全に住める菊川（何世代も）を目指して下さい。それが出来たらこのアンケート
が必要！！

○ アンケートの結果が生かされるような行政をお願いします。

○ ・原発の事故のリスクがある以上、この町に生涯住む気にならない。
・若者が損する世の中になっている。結婚して子供なんてとても無理な話。低所得世帯の
事など考えていないと思う。日本がだめなら菊川市ぐらいがんばれ。
・こんなアンケートなんて無意味でしょ。どうせ反映されないくせに、ご機嫌とりならや
めちまえ市長！

○ 若者が希望の持てる市でない！
井之宮神社の公園は無意味に作った利用者などいない。
コミュニティセンターは公民館があるので不必要！箱物つくるな。
市民の声が生かされない。
小笠支所は残して欲しい、菊川迄年寄りは遠すぎる。
道路作るのに時間がかかりすぎる。
菊川茶のＰＲがないので掛川茶に負けている。
無力な議員が多い！活動が全然わからない！議員の人数を減らせ！公務員の給料を切りつ
めた方がよい。　若者、高齢者の就職口が少ない。　小松洗橋を広くしろ！どの議員も口
だけだった！　菊川駅周辺だけよくなっている、小笠地区は何も発展しない。不景気で工
場誘致ができず小笠はとり残されている。
菊川市は赤字というのにどんな経費削減対策がとられているのか市民に知らされていな
い。広報誌月に２回もいらない。今はネットで見れるので、老齢者や必要とする人だけ印
刷すればいい、希望をとって！
菊川病院の医師を増やしてほしい！高齢化対策はこれが一番大切だ。病院は高齢者が多く
仕事を休んで行く者にとって待ち時間が長すぎる。高齢者の時間帯を決めればいいと思
う。
アンケートをとる以上、希望を実現してほしい、ただのアンケートだけで終わらせてほし
くない。
小松洗橋はすぐにでも広くしてほしい！
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○ 原子力発電所さえ無ければ、これからも住み続けて良い町だと思います。
将来にわたる安全を考えれば、原発は廃止にすべきだと思います。
問１２において「廃炉にすべき」という項目が無いのは何故ですか？

○ 施策が漠然としすぎている気もします。多くの人向けになるので仕方がありませんが、ア
ンケートで回答していると、どれも大事ですし、改善していただきたいことばかりです。
もうすこし明確にしていただければ、地域の人々も、自身がどう行動すれば良いかイメー
ジが湧きやすいかもしれません。

○ アンケート結果の公表を確実に実施して下さい。

○ 菊川市は農家だけが保護されている。このアンケートに意味があるのか？

○ 浜岡原発稼動に対し、“本当に”市民の意見を聞き、判断して欲しい。事故が有れば、こ
のアンケート内容（蓄積された財産と今後に向けての努力）の全てが水泡に帰す。

○ アンケートの中の項目で福祉や学校教育の件は、該当する人が居ない為まったくわからな
いのですが、どの項目もとても大切な事だと思います。この項目は関係する人達（家族）
にアンケートをやってみてはどうでしょうか。より現実が把握できると思います。

○ なんのアンケートなのかまるでわからない。菊川市が何がしたいのでしょうか？

○ 菊川市内の活動自体全て把握ができないので、アンケートに答えるにわからないが多いの
も何だかと思い普通にした。

○ かなり判断に迷う….アンケートでした。

○ 子育ての面で色々助かることが多い。仕事もやめ、専業主婦なので、地域の活動にはあま
り関わることは無いが、このアンケートで、市で様々な活動をしているのだと知った。

○ アンケートをとらしていただいて、いかに自分が無関心だったか、仕事に追われる毎日で
したが、今後は市、地域に目、身を傾け、関心を持ち少しでも、携われるように努力した
いです。

○ もし次回このようなアンケートを実施されるのであれば、参考資料を表紙の次に入れた方
が、読んでから書けると思いますので参考にしやすいかと思いました。
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○ このアンケートが参考になるとは思えない。しかも２回目、わざとかい？こんな事に貴重
な時間を使わせて粗品のひとつ同封されていないとは、、、、、市民税を免税するくらい
のサービス付なら良かったのに。
返信封筒小さすぎ。

○ 年代によっては難しい質問もあるのではないでしょうか？適切な答えになっているかわか
りませんがすみません。

●その他意見等（２３件）

○ 東名高速入り口にアンテナショップを先ず作って欲しい。次に、「日本一」になるものを
企画、製作したいものです。

○ 旧小笠の方にも見直しをしてもらいたい。

○ 過去に実績のある人に対し耳を傾け一般人に対し謙虚に相談に乗る姿勢が少し乏しく思わ
れる。（あの人に頼めば何とかなるの風潮）

○ 子供の頃からこの町に住んでいます。これといった不便は感じない住みやすい町だと私は
思っています。

○ ご苦労さま。

○ 十人十色とはよくいったものです。色々な事を色々な人達が言います。また、言葉を発し
ない人達もいます。ご苦労でしょうが少しづつでよいので聞いて下さい。

○ 市のマスコットキャラクターはいらなかったと思う。

○ ・駅の南側、特に市長の家の周辺ばかり整備していて、不平等に感じる。
・お茶の実の像、ゆるキャラなど、必要のないものに市民の税金を使いすぎ。本当に必要
か、市民に問うべき。お茶の実の像、８００万円はどうかと思う。
・市全体に街灯が少なすぎる。小、中学生の通学路を夕方の遅い時間に、自分達で歩いて
みてください。必要性を感じるはずです。
・浜松市のように、双胎妊娠時は、補助を２回分に増やすなど、工夫をした方がいい。
（妊婦検診時の紙）
・公園を整備したほうが良い。横地の小太郎公園は、駐車場みたいになっている時があり
ます。
・菊川病院の診察科目をもっと増やしてもらいたい。
・菊川市の交通事故を減らすために、事故の多い箇所のマップなどを作って、市長に交通
安全を呼びかけてもらいたいと思う。
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○ 菊川市のゆるキャラ　きくのんをTVマスコミにPRし、菊川市を元気のあるまちづくりを
図って欲しい。

○ きくのんはどうかと思う…すいません。でも、もっと良い名前があったのでは？そして、
活性化につながるのでしょうか？
田舎の道をもっと広くしてほしい。加茂ばかりに力をいれていないでしょうか？

○ きくのんを全国でＰＲする事で、菊川市の良さを知ってもらいたい。

○ 旧菊川町ばかりに力を入れている（整備）。
動物愛護心が足りない。
原発があっても菊川市のメリットは何も無いので廃止すべき。

○ 外国人のモラル　文化の違いで片付けられたら困ります。
今後のステップ講座、幅広く!!楽しみにしています。今年も是非参加したいです。

○ 無作為に選ばれましたが、まだ菊川に住んで日が浅いためわからないことが多く申し訳な
い。

○ 発展。

○ 弱い立場の人も高齢者も安心して暮せる事ができたら難問解決です。

○ 住みやすくて良い市だと思います。けれど環境の良さに甘えて努力を怠っている部分も見
受けられます。せっかくの良条件を、もっと外に対してもアピールできれば、、、、と思
わずにはいられません。ただ、そういうことを含めても、住んでいる人たちの大らかさ、
優しさも市の魅力でもありますので、のんびり今のまま生活するのも菊川市らしい気もし
ます。

○ 菊川市より小笠町だったころの方があたたかみを感じた。

○ （動物の保護）も忘れてもらいたくありません。この件がアンケートに無い事が残念で
す。生き物は人も動物も同じだと思います。

○ 配布資料を減らした方がよいと思う。

○ ブラジル人が多すぎる。

○ モラルのない外人をこの市から追い出してほしい。仲間の家に大人数で集まり、さわぎ、
平気で迷惑駐車、違法改造車を乗り回し、注意すればケンカをうってくる。こんなやつら
と同じ市に住みたくない。市も警察も徹底的に取り締まり、この国のルールがわからない
やつは日本から追い出すべきだ。私は非常に腹立たしい。特に小笠地区。

○ 自然を大事に、緑あふれるまちになってほしいです。
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○ 自然がたくさんあり、心温かな人がとても多い素敵な市であると思います。

※記述の文言については、極力ご意見のとおりとしています。　

※記述の内容が複数の項目にまたがる場合は、重複して掲載しています。　
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