
平成２8年６月

菊川市 企画財政部 企画政策課

菊川市総合計画・行政評価 
 

平成28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28年4月1日～平成28年4月25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 1,007通

　　③　回収率　 50.4%



【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 484 48.1%
女 513 50.9%
無回答 10 1.0%
合計 1007 100.0%

問１－②　あなたの年齢は

回答数 構成比
20代 91 9.0%
30代 165 16.4%
40代 180 17.9%
50代 214 21.3%
60代以上 347 34.5%
無回答 10 1.0%
合計 1007 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 62 6.2%
町部 56 5.6%
加茂 126 12.5%
内田 67 6.7%
横地 54 5.4%
六郷 193 19.2%
河城 118 11.7%
平川 100 9.9%
嶺田 49 4.9%
小笠南 74 7.3%
小笠東 92 9.1%
無回答 16 1.6%
合計 1007 100.0%

問１－④　あなたの職業は

回答数 構成比
農業 75 7.4%
自営業 62 6.2%
自由業 5 0.5%
会社員等 415 41.2%
パート等 201 20.0%
家事専業 105 10.4%
学生 11 1.1%
無職 104 10.3%
その他 17 1.7%
無回答 12 1.2%
合計 1007 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 H28

1.住みやすい
2.どちらかといえば住みやすい

56.3% 59.1% 2.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

3.どちらともいえない 20.6% 20.7% 0.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

4.住みにくい
5.どちらかといえば住みにくい

16.5% 14.0% △ 2.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

6.わからない 2.2% 1.9% △ 0.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 4.4% 4.4% (0.0) ﾎﾟｲﾝﾄ （－）

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

H19 H28

人間関係・近隣関係がよいから 24.2% 21.4% △ 2.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

まちに活気があるから 0.5% 0.8% 0.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

交通・買物が便利だから 19.8% 21.1% 1.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

物価が安いから 2.9% 1.6% △ 1.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

教育関係がよいから 1.6% 2.0% 0.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

保健・医療が充実しているから 2.4% 2.3% △ 0.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

子育て支援が充実しているから 0.8% 2.6% 1.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)
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 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

文化・教養施設が充実しているから 0.3% 1.2% 1.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

働く場所に恵まれているから 3.9% 2.6% △ 1.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

自然環境がよいから 31.7% 28.6% △ 3.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

居住環境が整備されているから 2.9% 3.7% 0.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

治安・防災面で安心だから 4.3% 5.6% 1.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

その他 1.3% 1.4% 0.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 2.1% 3.5% 1.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

H19→H28

H19→H28

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）
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H19 H28

人間関係・近隣関係がよくないから 4.9% 7.0% 2.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

まちに活気がないから 18.4% 16.9% △ 1.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

交通・買物が不便だから 24.6% 28.8% 4.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

物価が高いから 1.2% 3.3% 2.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

教育関係がよくないから 2.9% 2.1% △ 0.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

保健・医療が充実していないから 7.4% 5.3% △ 2.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

子育て支援が充実していないから 3.7% 0.0% △ 3.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)
高齢者・障がい者・子どもへの配慮が足りないから 6.6% 4.5% △ 2.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

文化・教養施設が充実していないから 5.7% 2.1% △ 3.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

働く場所に恵まれていないから 4.9% 7.8% 2.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

自然環境がよくないから 0.8% 1.2% 0.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

居住環境が整備されていないから 6.6% 4.1% △ 2.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

治安・防災面で不安だから 4.5% 4.5% 0.0 ﾎﾟｲﾝﾄ （－）

その他 2.0% 5.3% 3.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 5.7% 7.0% 1.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

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 H28

満足・やや満足 8.8% 15.2% 6.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 52.5% 53.2% 0.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 21.5% 12.6% △ 8.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 14.7% 15.7% 1.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 2.4% 3.3% 0.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

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 H28

とても重要・やや重要 54.8% 51.0% △ 3.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 27.3% 31.7% 4.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 3.9% 3.2% △ 0.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 6.4% 6.8% 0.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 7.6% 7.3% △ 0.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

H19→H28

Ｈ23→H28

Ｈ23→H28

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）
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H18 H28

満足・やや満足 4.9% 11.6% 6.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 39.8% 41.2% 1.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 17.8% 11.2% △ 6.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 34.5% 32.9% △ 1.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 3.0% 3.1% 0.0 ﾎﾟｲﾝﾄ （－）

合計 100.0% 100.0%

H18 H28

とても重要・やや重要 52.4% 38.4% △ 13.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 25.8% 35.7% 9.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 2.9% 6.6% 3.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 11.3% 12.5% 1.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 7.5% 6.8% △ 0.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

H19 H28

満足・やや満足 16.8% 23.6% 6.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 45.3% 44.7% △ 0.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

不満・やや不満 17.2% 12.7% △ 4.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 15.6% 15.8% 0.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 5.1% 3.2% △ 2.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

H19 H28

とても重要・やや重要 44.6% 47.8% 3.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 35.4% 33.2% △ 2.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

重要でない・あまり重要でない 2.2% 4.4% 2.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 6.9% 7.8% 1.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 10.9% 6.9% △ 4.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

H18→H28

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→H28

H19→H28

H19→H28

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。

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。

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。
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H18 H28

満足・やや満足 5.4% 9.4% 4.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 43.8% 47.8% 3.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 26.3% 17.0% △ 9.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 21.1% 22.8% 1.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 3.4% 3.0% △ 0.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

H18 H28

とても重要・やや重要 43.8% 42.6% △ 1.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 36.1% 36.0% (0.0) ﾎﾟｲﾝﾄ （－）

重要でない・あまり重要でない 3.6% 5.4% 1.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 8.5% 9.4% 0.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 8.0% 6.6% △ 1.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

H18 H28

満足・やや満足 5.3% 8.5% 3.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 29.0% 40.8% 11.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 38.5% 27.1% △ 11.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 23.3% 20.8% △ 2.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 3.9% 2.8% △ 1.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

H18 H28

とても重要・やや重要 64.3% 51.9% △ 12.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 19.1% 29.2% 10.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 1.2% 2.0% 0.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 7.0% 10.0% 3.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 8.4% 6.9% △ 1.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

H18→H28

H18→H28

H18→H28

H18→H28

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。

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。

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。

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。
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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 H28

満足・やや満足 8.5% 15.5% 7.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 40.2% 45.7% 5.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 33.6% 26.4% △ 7.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 14.2% 9.5% △ 4.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 3.5% 2.9% △ 0.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

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 H28

とても重要・やや重要 56.3% 61.5% 5.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 28.4% 26.2% △ 2.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

重要でない・あまり重要でない 1.8% 1.0% △ 0.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 5.5% 5.0% △ 0.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 8.0% 6.4% △ 1.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

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 H28

満足・やや満足 24.3% 31.0% 6.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 55.2% 50.9% △ 4.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

不満・やや不満 13.9% 10.3% △ 3.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 5.9% 6.0% 0.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 0.7% 1.8% 1.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

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 H28

とても重要・やや重要 64.3% 65.7% 1.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 26.7% 24.6% △ 2.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

重要でない・あまり重要でない 1.2% 1.2% (0.0) ﾎﾟｲﾝﾄ （－）

わからない 2.8% 2.5% △ 0.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 5.1% 6.0% 0.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

H18→H28

H18→H28

Ｈ23→H28

Ｈ23→H28
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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 H28

満足・やや満足 22.9% 25.7% 2.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 51.2% 50.0% △ 1.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

不満・やや不満 6.9% 5.3% △ 1.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 14.6% 17.4% 2.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 4.4% 1.6% △ 2.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

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 H28

とても重要・やや重要 57.3% 55.6% △ 1.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 30.1% 32.2% 2.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 1.5% 1.4% △ 0.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 3.3% 5.3% 2.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 7.9% 5.6% △ 2.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

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 H28

満足・やや満足 19.1% 24.5% 5.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 48.1% 49.2% 1.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 19.3% 14.7% △ 4.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 9.3% 9.4% 0.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 4.2% 2.2% △ 2.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

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 H28

とても重要・やや重要 66.4% 66.4% 0.0 ﾎﾟｲﾝﾄ （－）

普通 22.4% 22.8% 0.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.6% 1.2% 0.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 2.5% 3.8% 1.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 8.2% 5.8% △ 2.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

H18→H28

H18→H28

H18→H28

H18→H28
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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 H28

満足・やや満足 26.6% 29.3% 2.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 48.9% 46.8% △ 2.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

不満・やや不満 15.8% 15.6% △ 0.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 6.9% 6.8% △ 0.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 1.8% 1.6% △ 0.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

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 H28

とても重要・やや重要 64.9% 62.4% △ 2.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 25.0% 26.5% 1.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 1.4% 2.4% 1.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 3.0% 3.4% 0.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 5.7% 5.4% △ 0.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

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 H28

満足・やや満足 3.6% 8.2% 4.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 34.4% 44.5% 10.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 32.7% 25.1% △ 7.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 25.6% 20.4% △ 5.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 3.7% 1.8% △ 1.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

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 H28

とても重要・やや重要 56.9% 56.0% △ 0.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 27.1% 30.9% 3.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.5% 1.4% 0.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 6.9% 6.5% △ 0.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 8.7% 5.3% △ 3.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

Ｈ23→H28

Ｈ23→H28

H19→H28

H19→H28
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H19 H28

満足・やや満足 9.7% 12.1% 2.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 38.5% 44.8% 6.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 26.7% 20.9% △ 5.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 21.3% 20.9% △ 0.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 3.8% 1.4% △ 2.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

H19 H28

とても重要・やや重要 65.4% 61.4% △ 4.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 19.1% 25.9% 6.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.9% 1.3% 0.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 5.4% 6.0% 0.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 9.2% 5.5% △ 3.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

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 H28

満足・やや満足 24.0% 29.0% 5.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 46.9% 42.6% △ 4.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

不満・やや不満 16.5% 13.7% △ 2.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 11.2% 12.8% 1.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 1.3% 1.9% 0.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

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 H28

とても重要・やや重要 70.9% 70.9% 0.0 ﾎﾟｲﾝﾄ （－）

普通 19.6% 17.8% △ 1.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

重要でない・あまり重要でない 0.5% 0.4% △ 0.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 3.9% 5.1% 1.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 5.2% 5.9% 0.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

H19→H28

H19→H28

Ｈ23→H28

Ｈ23→H28

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。

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。
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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 H28

満足・やや満足 11.0% 16.2% 5.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 50.7% 48.3% △ 2.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

不満・やや不満 19.0% 15.9% △ 3.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 18.1% 17.9% △ 0.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 1.2% 1.8% 0.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

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 H28

とても重要・やや重要 62.6% 61.6% △ 1.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 26.1% 24.6% △ 1.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

重要でない・あまり重要でない 1.8% 2.0% 0.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 4.2% 6.0% 1.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 5.3% 5.9% 0.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

H18 H28

満足・やや満足 8.0% 13.6% 5.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 29.6% 43.6% 14.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 29.8% 17.8% △ 12.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 28.3% 22.8% △ 5.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 4.4% 2.2% △ 2.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

H18 H28

とても重要・やや重要 66.3% 65.8% △ 0.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 17.5% 21.0% 3.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 1.1% 1.0% △ 0.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 7.0% 6.6% △ 0.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 8.1% 5.7% △ 2.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

Ｈ23→H28

Ｈ23→H28

H18→H28

H18→H28

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

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
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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 H28

満足・やや満足 5.3% 8.1% 2.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 30.3% 44.1% 13.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 28.7% 17.4% △ 11.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 30.6% 28.5% △ 2.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 5.2% 1.9% △ 3.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

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 H28

とても重要・やや重要 64.2% 63.5% △ 0.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 20.1% 22.0% 1.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.9% 1.4% 0.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 6.3% 7.7% 1.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 8.5% 5.4% △ 3.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

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 H28

満足・やや満足 10.0% 10.9% 0.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 35.5% 40.4% 4.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 40.2% 34.8% △ 5.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 12.9% 12.6% △ 0.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 1.3% 1.3% (0.0) ﾎﾟｲﾝﾄ （－）

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 H28

とても重要・やや重要 73.9% 71.7% △ 2.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 15.3% 17.7% 2.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 1.4% 1.1% △ 0.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 4.2% 4.4% 0.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 5.1% 5.2% 0.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

H18→H28

H18→H28

Ｈ23→H28

Ｈ23→H28
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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 H28

満足・やや満足 12.4% 12.6% 0.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 47.0% 47.4% 0.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 15.1% 12.3% △ 2.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 24.0% 26.5% 2.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 1.4% 1.2% △ 0.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

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 H28

とても重要・やや重要 65.7% 66.8% 1.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 21.6% 21.4% △ 0.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

重要でない・あまり重要でない 0.5% 0.6% 0.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 6.0% 6.3% 0.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 6.2% 4.9% △ 1.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

H18 H28

満足・やや満足 10.6% 11.9% 1.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 36.5% 45.7% 9.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 19.1% 11.6% △ 7.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 30.1% 29.4% △ 0.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 3.7% 1.4% △ 2.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

H18 H28

とても重要・やや重要 71.3% 66.7% △ 4.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 13.4% 21.1% 7.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.3% 0.4% 0.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 7.9% 7.0% △ 0.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 7.1% 4.9% △ 2.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

H18→H28

H18→H28

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。

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。

Ｈ23→H28

Ｈ23→H28
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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 H28

満足・やや満足 20.4% 20.7% 0.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 41.0% 47.7% 6.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 16.3% 13.1% △ 3.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 18.2% 17.1% △ 1.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 4.0% 1.5% △ 2.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

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 H28

とても重要・やや重要 73.8% 65.3% △ 8.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 13.4% 22.9% 9.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.2% 1.0% 0.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 5.5% 5.7% 0.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 7.1% 5.1% △ 2.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

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 H28

満足・やや満足 16.7% 19.2% 2.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 42.3% 46.5% 4.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 14.8% 13.2% △ 1.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 21.0% 19.5% △ 1.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 5.3% 1.7% △ 3.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

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 H28

とても重要・やや重要 68.8% 63.4% △ 5.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 16.1% 24.5% 8.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.4% 1.2% 0.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 5.1% 5.9% 0.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 9.7% 5.1% △ 4.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

H18→H28

H18→H28

H19→H28

H19→H28
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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 H28

満足・やや満足 14.9% 13.4% △ 1.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 44.6% 48.2% 3.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 20.3% 15.3% △ 5.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 19.1% 21.3% 2.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 1.2% 1.9% 0.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

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 H28

とても重要・やや重要 41.8% 43.3% 1.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 42.8% 41.0% △ 1.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

重要でない・あまり重要でない 3.1% 2.7% △ 0.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 6.5% 7.9% 1.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 5.8% 5.1% △ 0.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

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 H28

満足・やや満足 8.3% 11.1% 2.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 45.8% 49.1% 3.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 14.5% 16.7% 2.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 27.5% 21.4% △ 6.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 3.8% 1.8% △ 2.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

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 H28

とても重要・やや重要 37.8% 31.9% △ 5.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 42.4% 48.5% 6.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 3.6% 6.0% 2.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 8.9% 8.2% △ 0.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 7.4% 5.5% △ 2.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

Ｈ23→H28

Ｈ23→H28

H18→H28

H18→H28
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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 H28

満足・やや満足 7.2% 10.7% 3.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 38.8% 48.5% 9.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 25.2% 20.5% △ 4.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 24.4% 18.9% △ 5.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 4.5% 1.5% △ 3.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

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 H28

とても重要・やや重要 31.3% 27.7% △ 3.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 45.2% 52.5% 7.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 6.1% 6.8% 0.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 10.0% 7.7% △ 2.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 7.4% 5.3% △ 2.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

Ｈ23 H28

満足・やや満足 15.6% 15.4% △ 0.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 52.2% 55.0% 2.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 16.9% 13.0% △ 3.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 14.0% 15.2% 1.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 1.3% 1.4% 0.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

Ｈ23 H28

とても重要・やや重要 36.7% 38.9% 2.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 48.1% 45.9% △ 2.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

重要でない・あまり重要でない 6.0% 4.4% △ 1.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 3.7% 5.8% 2.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 5.4% 5.1% △ 0.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

H18→H28

H18→H28

Ｈ23→H28

Ｈ23→H28

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

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
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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 H28

満足・やや満足 11.8% 14.8% 3.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 40.9% 45.3% 4.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 28.5% 23.3% △ 5.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 14.8% 14.5% △ 0.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 3.9% 2.1% △ 1.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

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 H28

とても重要・やや重要 39.3% 40.6% 1.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 44.7% 44.3% △ 0.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

重要でない・あまり重要でない 3.4% 4.2% 0.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 5.3% 5.8% 0.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 7.3% 5.2% △ 2.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

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 H28

満足・やや満足 12.7% 17.6% 4.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 54.2% 53.4% △ 0.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

不満・やや不満 19.6% 14.1% △ 5.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 9.6% 13.3% 3.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 4.0% 1.6% △ 2.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

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 H28

とても重要・やや重要 56.1% 38.1% △ 17.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 30.3% 46.0% 15.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 2.1% 4.5% 2.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 3.3% 5.5% 2.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 8.2% 6.0% △ 2.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

H18→H28

H18→H28

H18→H28

H18→H28
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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 H28

満足・やや満足 3.5% 14.1% 10.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 31.9% 45.4% 13.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 17.6% 12.8% △ 4.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 42.5% 26.2% △ 16.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 4.5% 1.5% △ 3.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

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 H28

とても重要・やや重要 27.1% 33.6% 6.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 36.9% 45.2% 8.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 9.9% 5.8% △ 4.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 18.2% 9.9% △ 8.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 8.0% 5.6% △ 2.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

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 H28

満足・やや満足 5.4% 8.0% 2.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 44.6% 47.0% 2.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 26.4% 19.3% △ 7.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 22.1% 24.2% 2.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 1.4% 1.5% 0.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

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 H28

とても重要・やや重要 30.8% 29.6% △ 1.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 49.3% 50.4% 1.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 5.1% 5.0% △ 0.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 9.1% 9.3% 0.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 5.8% 5.7% △ 0.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

H18→H28

H18→H28

Ｈ23→H28

Ｈ23→H28
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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 H28

満足・やや満足 4.2% 7.4% 3.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 31.5% 39.7% 8.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 32.6% 32.7% 0.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 27.8% 19.1% △ 8.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 4.0% 1.1% △ 3.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

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 H28

とても重要・やや重要 53.6% 50.9% △ 2.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 26.6% 34.8% 8.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 2.5% 2.3% △ 0.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 9.6% 7.1% △ 2.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 7.8% 5.0% △ 2.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

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 H28

満足・やや満足 10.1% 16.0% 5.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 33.3% 40.0% 6.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 48.6% 33.9% △ 14.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 6.9% 8.5% 1.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 1.1% 1.6% 0.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

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 H28

とても重要・やや重要 72.9% 68.9% △ 4.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 19.0% 22.8% 3.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 1.0% 0.6% △ 0.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 1.3% 2.4% 1.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 5.8% 5.3% △ 0.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

H18→H28

H18→H28

Ｈ23→H28

Ｈ23→H28
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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 H28

満足・やや満足 17.5% 25.3% 7.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 36.9% 48.6% 11.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 39.2% 16.6% △ 22.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 2.9% 7.4% 4.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 3.5% 2.1% △ 1.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

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 H28

とても重要・やや重要 75.7% 58.5% △ 17.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 14.7% 31.7% 17.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.6% 1.1% 0.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 1.6% 2.7% 1.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 7.4% 6.1% △ 1.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

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 H28

満足・やや満足 16.1% 14.7% △ 1.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 45.7% 51.2% 5.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 10.9% 16.5% 5.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 21.2% 14.5% △ 6.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 6.1% 3.1% △ 3.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

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 H28

とても重要・やや重要 55.8% 55.5% △ 0.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 27.7% 32.3% 4.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.5% 0.8% 0.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 5.0% 4.3% △ 0.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 11.0% 7.1% △ 3.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

H18→H28

H18→H28

H18→H28

H18→H28
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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 H28

満足・やや満足 50.2% 53.0% 2.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 35.1% 34.6% △ 0.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

不満・やや不満 8.3% 7.0% △ 1.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 3.0% 3.1% 0.0 ﾎﾟｲﾝﾄ （－）

無回答 3.4% 2.4% △ 1.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

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 H28

とても重要・やや重要 74.0% 68.1% △ 5.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 16.0% 23.8% 7.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 1.0% 0.6% △ 0.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 1.3% 1.9% 0.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 7.6% 5.6% △ 2.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

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 H28

満足・やや満足 12.9% 18.1% 5.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 37.0% 43.3% 6.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 33.5% 23.1% △ 10.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 13.0% 13.0% (0.0) ﾎﾟｲﾝﾄ （－）

無回答 3.6% 2.5% △ 1.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

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 H28

とても重要・やや重要 68.3% 62.1% △ 6.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 19.3% 26.5% 7.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 1.0% 1.3% 0.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 3.8% 4.8% 0.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 7.5% 5.4% △ 2.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

H18→H28

H18→H28

H18→H28

H18→H28
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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 H28

満足・やや満足 28.4% 35.0% 6.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 42.8% 44.7% 1.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 9.3% 7.1% △ 2.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 13.8% 11.0% △ 2.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 5.6% 2.3% △ 3.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

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 H28

とても重要・やや重要 68.5% 62.7% △ 5.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 18.2% 26.1% 7.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.6% 1.4% 0.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 2.8% 4.0% 1.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 9.9% 5.9% △ 4.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

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 H28

満足・やや満足 3.6% 3.2% △ 0.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 26.1% 19.8% △ 6.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

不満・やや不満 50.9% 69.5% 18.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 13.0% 5.8% △ 7.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 6.4% 1.8% △ 4.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

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 H28

とても重要・やや重要 53.0% 61.8% 8.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 28.8% 26.7% △ 2.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

重要でない・あまり重要でない 2.4% 3.3% 0.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 5.4% 3.2% △ 2.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 10.4% 5.1% △ 5.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

H18→H28

H18→H28

H18→H28

H18→H28
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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 H28

満足・やや満足 4.9% 6.3% 1.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 26.5% 38.2% 11.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 39.6% 38.3% △ 1.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 22.4% 15.4% △ 7.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 6.6% 1.8% △ 4.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

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 H28

とても重要・やや重要 53.8% 51.8% △ 2.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 26.4% 35.0% 8.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.8% 2.3% 1.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 8.8% 5.6% △ 3.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 10.2% 5.4% △ 4.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

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 H28

満足・やや満足 0.4% 2.4% 1.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 13.4% 29.9% 16.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 42.2% 47.9% 5.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 37.8% 18.2% △ 19.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 6.2% 1.7% △ 4.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

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 H28

とても重要・やや重要 30.6% 39.8% 9.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 32.1% 40.8% 8.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 13.4% 6.4% △ 7.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 13.1% 7.4% △ 5.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 10.8% 5.6% △ 5.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

H18→H28

H18→H28

H18→H28

H18→H28
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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 H28

満足・やや満足 37.9% 34.2% △ 3.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 35.1% 36.1% 1.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 19.0% 22.1% 3.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 6.3% 5.9% △ 0.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 1.7% 1.7% △ 0.0 ﾎﾟｲﾝﾄ （－）

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 H28

とても重要・やや重要 64.9% 63.6% △ 1.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 24.8% 26.6% 1.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 2.5% 2.1% △ 0.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 2.3% 2.6% 0.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 5.6% 5.2% △ 0.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

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 H28

満足・やや満足 16.2% 21.1% 4.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 52.2% 51.0% △ 1.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

不満・やや不満 23.4% 19.0% △ 4.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 7.0% 7.2% 0.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 1.2% 1.7% 0.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

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 H28

とても重要・やや重要 48.7% 47.9% △ 0.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 40.6% 40.9% 0.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 2.2% 2.1% △ 0.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 3.1% 4.0% 0.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 5.4% 5.2% △ 0.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

Ｈ23→H28

Ｈ23→H28

Ｈ23→H28

Ｈ23→H28
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H18 H28

満足・やや満足 3.0% 7.0% 3.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 24.6% 28.6% 4.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 56.5% 59.7% 3.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 10.1% 3.9% △ 6.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 5.7% 0.9% △ 4.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

H18 H28

とても重要・やや重要 48.8% 54.2% 5.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 31.3% 32.9% 1.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 5.4% 5.1% △ 0.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 4.9% 3.1% △ 1.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 9.6% 4.8% △ 4.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

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 H28

満足・やや満足 17.0% 24.3% 7.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 41.7% 41.1% △ 0.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

不満・やや不満 31.9% 30.1% △ 1.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 4.0% 2.1% △ 2.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 5.4% 2.4% △ 3.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

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 H28

とても重要・やや重要 58.7% 60.6% 1.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 28.4% 30.5% 2.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 1.5% 1.7% 0.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 2.5% 1.3% △ 1.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 9.0% 6.0% △ 3.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

H18→H28

H18→H28

H18→H28

H18→H28

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

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
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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 H28

満足・やや満足 42.3% 43.6% 1.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 43.4% 42.1% △ 1.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

不満・やや不満 10.6% 8.6% △ 2.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 2.9% 4.2% 1.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 0.8% 1.5% 0.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

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 H28

とても重要・やや重要 71.4% 69.9% △ 1.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 21.9% 23.3% 1.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.7% 0.3% △ 0.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 1.0% 1.5% 0.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 5.1% 5.0% △ 0.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

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 H28

満足・やや満足 16.2% 28.8% 12.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 42.3% 45.3% 3.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 29.4% 21.4% △ 8.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 7.2% 3.4% △ 3.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 4.9% 1.1% △ 3.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

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 H28

とても重要・やや重要 51.3% 55.3% 4.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 34.7% 36.5% 1.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 1.2% 1.7% 0.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 2.9% 1.7% △ 1.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 9.8% 4.8% △ 5.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

Ｈ23→H28

Ｈ23→H28

H19→H28

H19→H28
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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 H28

満足・やや満足 10.8% 18.7% 7.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 41.6% 50.6% 9.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 40.4% 26.1% △ 14.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 2.5% 3.1% 0.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 4.7% 1.5% △ 3.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

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 H28

とても重要・やや重要 73.6% 65.1% △ 8.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 15.5% 27.8% 12.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.7% 1.1% 0.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 1.7% 0.9% △ 0.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 8.5% 5.1% △ 3.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

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 H28

満足・やや満足 13.8% 15.8% 1.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 33.3% 36.0% 2.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 37.7% 42.8% 5.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 11.3% 3.9% △ 7.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 3.8% 1.5% △ 2.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

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 H28

とても重要・やや重要 70.0% 63.8% △ 6.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 17.6% 27.6% 10.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.4% 1.4% 1.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 3.4% 2.2% △ 1.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 8.6% 5.1% △ 3.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

H18→H28

H18→H28

H19→H28

H19→H28
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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 H28

満足・やや満足 8.1% 11.3% 3.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 41.9% 49.0% 7.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 26.9% 27.1% 0.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 17.5% 11.3% △ 6.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 5.6% 1.3% △ 4.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

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 H28

とても重要・やや重要 69.9% 72.2% 2.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 16.5% 19.6% 3.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.4% 0.4% △ 0.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 3.5% 2.9% △ 0.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 9.7% 5.0% △ 4.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

Ｈ23 H28

満足・やや満足 13.0% 16.0% 3.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 45.8% 51.3% 5.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 26.9% 19.0% △ 7.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 13.5% 12.4% △ 1.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 0.7% 1.3% 0.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

Ｈ23 H28

とても重要・やや重要 73.2% 69.9% △ 3.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 18.7% 21.8% 3.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.5% 0.4% △ 0.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 2.7% 3.0% 0.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 5.0% 4.9% △ 0.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

H18→H28

H18→H28

Ｈ23→H28

Ｈ23→H28

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

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
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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 H28

満足・やや満足 7.2% 10.4% 3.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 45.7% 51.0% 5.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 34.5% 23.4% △ 11.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 7.5% 13.5% 6.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 5.1% 1.6% △ 3.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

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 H28

とても重要・やや重要 74.3% 68.9% △ 5.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 13.8% 21.9% 8.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.8% 0.7% △ 0.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 2.0% 3.5% 1.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 9.1% 5.0% △ 4.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

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 H28

満足・やや満足 6.8% 15.9% 9.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 41.2% 40.8% △ 0.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

不満・やや不満 37.2% 26.3% △ 10.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 14.0% 15.8% 1.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 0.8% 1.2% 0.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

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 H28

とても重要・やや重要 67.3% 67.3% 0.0 ﾎﾟｲﾝﾄ （－）

普通 22.2% 21.8% △ 0.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

重要でない・あまり重要でない 1.2% 1.0% △ 0.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 4.5% 5.1% 0.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 4.8% 4.8% △ 0.0 ﾎﾟｲﾝﾄ （－）

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

H18→H28

H18→H28

Ｈ23→H28

Ｈ23→H28
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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 H28

大いに関心・やや関心がある 68.8% 55.1% △ 13.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

あまり関心がない・まったく関心がない 27.3% 43.3% 16.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 3.9% 1.6% △ 2.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

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 H28

ある 60.3% 60.4% 0.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

ない 38.5% 38.8% 0.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 1.2% 0.8% △ 0.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

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 H28

スポーツ・レクリエーション活動 15.7% 12.6% △ 3.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

社会奉仕活動 8.2% 10.0% 1.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

環境美化活動 12.0% 14.0% 2.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

青少年健全育成活動 3.8% 2.6% △ 1.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

教育文化活動 5.5% 4.6% △ 0.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

消費者活動 3.4% 2.6% △ 0.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

自主防災活動 17.3% 22.5% 5.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

交通安全活動 4.4% 3.8% △ 0.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

子供会活動 7.3% 6.6% △ 0.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

その他 3.7% 2.8% △ 0.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 18.6% 17.9% △ 0.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

H18→H28

Ｈ23→H28

H19→H28
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Ｈ23 H28

ある 18.1% 19.3% 1.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

ない 80.2% 79.2% △ 1.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 1.7% 1.5% △ 0.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

Ｈ23 H28

ある 46.9% 38.6% △ 8.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

ない 51.3% 59.8% 8.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 1.8% 1.6% △ 0.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

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 H28

はい 33.3% 31.2% △ 2.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

いいえ 65.9% 68.1% 2.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 0.7% 0.7% △ 0.0 ﾎﾟｲﾝﾄ （－）

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 H28

ある 76.8% 74.6% △ 2.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

ない 19.7% 24.5% 4.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 3.4% 0.9% △ 2.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

H19 H28

ある 46.2% 36.8% △ 9.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

ない 46.8% 60.3% 13.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 7.0% 2.9% △ 4.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

Ｈ23→H28

Ｈ23→H28

Ｈ23→H28

H19→H28

H19→H28

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

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

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。
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H19 H28

援護する精神が社会に育っていない 26.8% 22.9% △ 3.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

特別視する風潮がある 29.7% 33.4% 3.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

幼い頃からふれあう場がない 20.7% 24.0% 3.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

配慮した施設がない 10.1% 8.1% △ 2.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

その他 1.6% 3.8% 2.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 4.0% 5.1% 1.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 7.2% 2.7% △ 4.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

H20 H28

援護する精神が社会に育っている 14.1% 13.5% △ 0.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

特別視する風潮がない 39.8% 35.9% △ 3.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

幼い頃からふれあう場がある 11.4% 10.7% △ 0.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

配慮した施設がある 15.8% 15.8% 0.0 ﾎﾟｲﾝﾄ （－）

その他 3.7% 3.8% 0.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 11.9% 17.3% 5.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 3.5% 3.0% △ 0.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

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 H28

停止しておいた方がよい 56.1% 53.1% △ 3.0 ﾎﾟｲﾝﾄ

安全が確認できれば稼働した方がよい 22.6% 24.9% 2.3 ﾎﾟｲﾝﾄ

どちらともいえない 15.5% 16.9% 1.4 ﾎﾟｲﾝﾄ

わからない 3.8% 4.0% 0.2 ﾎﾟｲﾝﾄ

無回答 2.0% 1.1% △ 0.9 ﾎﾟｲﾝﾄ

合計 100.0% 100.0%

※H26新規質問項目

Ｈ20→H28

Ｈ26→H28

H19→H28

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）

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）
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アンケート自由意見 



【　項　目　】

●市政全般に関すること（　意見- 1～4　）

●市職員に関すること（　意見- 5　）

●福祉施策に関すること（　意見- 6～8　）

●菊川病院に関すること（　意見- 9　）

●環境施策に関すること（　意見- 10～11　）

●教育に関すること（　意見- 12　）

●公共交通に関すること（　意見- 13　）

●菊川駅周辺に関すること（　意見- 14～15　）

●商業振興に関すること（　意見- 16～17　）

●自治会、地域コミュ二ティ等に関すること（　意見- 18　）

●道路整備に関すること（　意見- 19～21　）

●農業施策に関すること（　意見- 22～23　）

●防災に関すること（　意見- 24～25　）

●エネルギー施策に関すること（　意見- 26　）

●浜岡原子力発電所の今後に関すること（　意見- 27～28　）

●防犯に関すること（　意見- 29　）

●各種施設に関すること（　意見- 30～33　）

●税、料金等に関すること（　意見- 34　）

●アンケートに関すること（　意見- 35～36　）

●その他意見等（　意見- 37～39　）



 ●市政全般に関すること（６7件）

○ 他市とくらべることができないため、満足度に回答しにくかったが、自分が住んでいるまちが好き
であり、好きでなければいいまちにすることもできない。満足できないのであれば地域に入り、満
足できるよう自ら動き、とふれあうことが必要なのではないか。

○ いつもご苦労様です。
菊川市はとても住みやすい町だと思っています。ただ、どうしても旧小笠町が寂れていってしまう
気がします。あと、高齢者の車の運転がとても危ないです。

○ 地域に子供を沢山生むには…。をスローガンに、若い世代に活躍してもらうようにしていかないと
未来はなくなります。年金もなくなるし、金が無ければ皆不安だらけになる。大変難しい問題では
あるが、地域の住民を少しでも一つでも動かして行き、若い人たちに行政・政治に関心を持って頂
いて、自分がどうすれば過ごし易くなるか話し合う事が必要です。

○ 誰もが参加しやすい町づくりの活動のアピールをもっとして欲しい。参加したいと思っていても、
どうすればいいか、どんなものがあるか、よくわかんないので、広報に載せていればOKではな
く、もっと働きかけをして欲しい。

○ 菊川市は住みやすい町だと思います。

○ 広報きくがわ等の中で、障がい者スポーツなどでいい成績を収めた人などをもっと取り上げるべ
き。少し取り上げが少ないと思う。他市に比べて。

○ 公共の施設は土曜日などにも営業して欲しい。サラリーマンなので、市役所の水曜夜7時までは物
足りないです。免許更新なども会社を休んで行かないといけない。何とかして欲しいです。
参考資料について、もっと前のページに掲載して欲しいです。質問に答えた後で、このページが出
てくるため。

○ 近隣トラブルに対する窓口を設置してほしい。地域活性化の前に問題点洗い出し、解決を先にして

○ 旧小笠町と旧菊川町の枠を取り除くべき。いつまでも旧町村の枠の中で区切りされている部合が多

○ 菊川市全体の活性化に向けて取り組んでほしい

○ 市長へ!!もう一期やってください。応援しています。広域化でしかたないことだと思いますが、小
笠との合併により、行事が小笠で行なわれることがあり、旧菊川市民にとって少し参加しにくい所
があります。

○ 市政に関しては、不満なく取り組みもしっかりしているが、市職員に対しては自分がやっている仕
事について良く考えもしないで、上司の命令ならば行うと言う印象がある。市民に対応する職員は
自分の言動が人に与える意味を考えて業務を行って欲しい。

○ 菊川市を日本一住みやすい街になることを期待してます。

○ 細かく挙げればキリがないが、市長を筆頭に、「市民目線」の施策ができていない。（例）老人た
ちが散歩している菊川河川敷が、朝の一時以外、車両が走る。渋滞のない田舎なのに、何故、そこ
を走る車がいるのかな？

○ 市を盛り上げていくものがない。もっと市民が一丸となってやらなければならないことがあると思
うが、発起人がいない。災害のことや道路の整備を進めてほしい。市が取り組んでいる内容が市民
に浸透していない。せっかくいろいろやっても市民に伝わらないのは残念だと思う。もっと透過性
のあるやり方を考えてほしい。

○ 居住地、年令、環境等により、すべてが満足する行政はむつかしいと思いますが、せめて、地区か
ら行政に（市役所づとめ）たずさわっている人は足元の小さな事から改善して市民のための奉仕し
て欲しい。ボランティア活動をしている人は多くいるのだから…。

○ 税金を駅周辺にバラまくな！！　地震でつぶれる所に建物を建てるな（小笠地区）
マイノリティーの意見を反映させろ！！　小笠東地区にもっと金を落せ。それがダメなら、東地区
だけ減税2割引しろ！！

○ 旧小笠地区ももう少し栄えてほしい。
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○ あまり大きな期待はしていません。小さなことから少しずつ取り組んでいって欲しいです。市役所
に行った時の印象が良くないです。

○ 行政の仕事を見直して、身軽な市政のため、頑張ってください。新しい建物はいりません。

○ 菊川が特徴ある、魅力ある町になってもらいたいと思います。

○ 静岡県でも人口がすくなくなってきているので、人口をへらさないような政策をしてもらいたいと
思います。今、こどもの数がへってきているのでこどもの数がふえるようにしてもらいたい。

○ 菊川に来てまだ４年しかたっていないのでくわしいことがよく解りませんが、もっと菊川のよい
所、特産物などを積極的にピーアールしていったほうがよいと思います。

○ 旧小笠町の発展が無い。もっと力を入れてほしい。菊川駅前のまわりはきれいに整備されている
が、旧小笠町は疎外されている気がする。

○ 市長、市議を含め、行政を動かす方々には是非優秀な人としていただきたい。将来を見て、活動
し、結果を出せる人が必要。

○ 広報・広告能力が貧弱です。

○ 市の広報誌の裏表紙に市内企業訪問のコーナーがあるが紹介される従業員の方は「掛川市」に住ん
で菊川市に通っている人ばかりである。市内有力企業ですら”活躍している社員"は地元菊川の人
間ではないのは残念に思う。これからは企業・スポーツ・文化等でいかに「活躍している菊川市
民」を紹介して、菊川市に根付かせるかが市の発展の鍵になると思う。そうしないと将来を担うよ
うな子どもたちは優秀な順から市内から流出してしまう恐れがある。（小学生は静大付属島田中
へ、中学生は掛川西高、藤枝東高へ、そこから菊川を出て首都圏へと流出してしまう）

○ 街全体で盛り上げようと頑張っているところが良く思っています。駅前だけでなく小笠方面での盛
り上げるイベントがあるのが良い。
道路が急にカーブがあったり変な道が多い（土地問題で仕方がないと思うが慣れていない人は危な
いと思う）
前回のアンケートで書いたことがちゃんと伝わったと感じました。

○ 全ては難しいが、細かい意見を耳に入れ、取り組んでくれる市であって欲しい。理想を現実に！！

○ 決まった仕事だけでなく、市民からの苦情に対応等できる「すぐやる課」みたいな部署を作ったら

○ 行政サービスは大変だと思いますが、頑張ってください。

○ 行っている、図っている、努めているではなく、結果が必要。ほかの市町村と同じことを真似る取
り組みはナンセンスであり、反対されるようなエッジの効いている取組をぜひ行ってほしい。

○ 今日、企業誘致により税収を上げることは重要ではありますが、困難です。従って、鉄道や道路を
使って他の都市に通う人を増やし、稼いでくる人を増やし、税収をもっと上げることを考えるべき
です。そのためには駅周辺の利便性を高め、活性化することが必要です。このままでは菊川駅は取
り残され、電車があまり止まらない駅になってしまいます。

○ 若い世代がもっと地域の活動に参加するよう、自治体、市、全体で取り組んでほしい。他には、ど
んな活動をして、どんな成果が出ているのか分からない。もっとアピールして欲しい。

○ 町の活性化と更なる発展

○ 市役所に行き、書類の事など、わからない時に聞きに行っても、その課の人が、わからず、しっか
りとした答えがなく、2度3度行かなくてはならなかったことがあったので、1,2人は答えができる
人を課に居て欲しいです。特に昼休みに。時間がないので。

○ 生まれも育ちも菊川。これから死ぬまでずっと菊川に住んでいきます。大好きな菊川市なのでこれ
からもっともっと住みやすい街になればうれしいです。あとはいろんな人に菊川の事を知ってもら
えたら良いなと思います。
深蒸し茶も菊川発祥なのに掛川の方が有名になってるのが残念です。もっともっとアピールしてほ
しいです！

○ 小笠町と菊川町での格差が大きい。
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○ いろいろな施策に取り組みよくなっている事も素晴らしいと思う反面、しなくてもよかったのでは
という事業もありますね。自然がどんどんへり、市長さんが視察にいらっしゃる訳でもなく、小さ
な声の意見は聞いてもらえないと不満も聞く事もよくあります。生活が良くなっていくことは全て
の方に良い訳ではないですね。

○ 意見をしたところで変わらない。旧菊川町はいろいろな面で整備が進んで良くなっているが旧小笠
町はあまり変わらないと思う。

○ 静岡県庁の雇用推進課に勤務しています。必要であればいつでもどうぞ。
（人口減少、労働力不足への対応）産業人材の確保と産業そのものの生産性の向上をバランスよく
進める必要があります。
（駅前の開発）橋上駅ではなくても、通路延長と自動改札でも十分です。商店街には創業支援策を
IT系で大学との連携常用の協力もキーワードかもしれません。
（障がいのある人）障がいのある人も健常者と同様に働き納税することが本当の自己実現でしょ
う。働き方や障がいに対する理解の促進が必要です。障がいのある人でも製品が作ることが出来る
ことは企業の技術力の安定を意味します。
（その他）経営革新、医師専門医研修の受入、放課後学習（教員以外の人で）、企業の処遇改善な
ど、地方創生交付金の活用を検討されたいです。

○ 市の取り組みに独自性が全く感じられない。せっかくなのだから、予算のことはあるにしても菊川
市として誇りをもって活動等してほしい。

○ 目標はあると思うが、時代に合った地域づくりをするべき。（自分がいた市の30年前と同じ）自
主的ではなく、強制的に参加させる活動はマイナス。（イヤな事はやめるべき）ムダはいらない。
若者が住みたい魅力ある町づくりをお願いします。帰ってきたい町を！（このままでは若者は市外
へ行ってしまう。）帰ってこないと思う。

○ 一市で全てをまかなうには、無理があると思います。近隣の市と調整をはかりながら、菊川市の特
色をだせればいいと思います。町の混雑もあまりないし、交通の便はそこそこいいし、自然もたく
さん。スーパーも何店か競合してるし、家庭医療センター（←これはいい！！）はあるし、住みや
すい市です。ただうちの近所は交通手段が・・・。雨の時学生は困ります。

○ こちらに転入してまだ半年ですが、（老人介護には再び転出予定ですが）色々なアイデアをもった
人たちもいると思います。時代とニーズに合った賢くやさしい市作りに、尚一層のご尽力を。

○ 広報ほかいろいろな、菊川市の回覧などが回ってきますが見ていない方が多いと思います。お金の
かかる方法ですが、市の民間放送でテレビで見れるようにすればいろいろなかたちで見てくれる人
がいると思います。

○ 菊川市が何の町なのかぼやけている感じがします。
いろいろな活動をやる事は良いが、方針が定まらず象徴されるものが無い町になっている様に見え
る。

○ 小笠地区の活性化のため、補助金等の配分をよろしくお願い致します。

○ 旧菊川町方面ばかり良くなっている気がする。平等に整備などして欲しいと思う。

○ 安心して住みやすい市です。

○ 財政再建

○ PRや活動内容は老人ではホームページでは見れない。出前講座年1回ではムリだと思う。
隣の市では新聞でよく、活動内容等を見ることができる。

○ 慎重に進めている事は理解していますが市民に希望や楽しみを広げて行く事が大切と思います。地
域に誇りを育てる事で離れて行った方々が再び菊川に住みたいと思える様な環境を育ててほしいと
思います。市は戸数の集合体では無く家族の集合で未来にしっかりつなげられ、家族のために地域
に協力できる人達が育つと思います。農業や子育て、遠くに居ても菊川市の個性や歴史文化などが
活かせる環境が必要と考えますが、残念乍ら菊川には観光も名物も育てられず、どんな所と聞かれ
ても考えてしまいます。活気ある街で市民を元気にして下さい。

○ 日々、何事もなく暮らしていけるのも、行政のおかげかと感謝しておりますが、そちらに伺った時
に、感じる一部の方からの上から目線での言葉使いが気になります。個人を大切にかつ尊重してこ
そ、あたたかい、すごしやすい町がつくられるのではないでしょうか。

○ 市役所内で忙しい部署、暇な部署の差が有り過ぎでは？駅周辺が整備されたが、あまりにも活気が
無く無駄では？折角暮らしやすい町で、今後も多くの住民が安心して暮らせる町づくりに期待して
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○ 行政もそれなりにがんばっていると思うが、これが菊川と言える特徴がない。

○ 「共に汗をかく」をスローガンに市民に過度な重労働を強いる傾向になっている。高齢化になり、
道路清掃活動ひとつをとっても重圧を感じることも多い。益々厳しくなる現実・将来を見て、行政
でやるべき事の立て直しを希望する。市、住民共倒れにならぬ前に対策を！予算の公正な分配を望
む、足りない予算を理由に一向に改善されない分野も目につく（道路環境）。中途半端なイメージ
をぬぐい菊川市はこれだ！という強いインパクトある行政を望む。避難所の収容能力は希望者全員
受入れ可能ですか？

○ 人口増やにぎわい創出に対するとりくみに力を入れてほしいと思います。

○ 市民参加系の行事がないように思う。旧小笠町のころは体育祭等老若男女が一同に集まることが
あったので町内会の人とも顔見知りになれたのに今は何もない。また、市は何かを目指します、と
よく言いますが、結果はどうなっているのか。毎回、毎年目指しているだけでなく、こうなりまし
たという発表を聞かせてほしい。（ただ、赤土のリサイクルセンターは素晴らしいことだと思う。
忙しい人は時間を気にしなくていいから。）

○ 3/27(日)に茶Fes2016が行われましたが、菊川の若者（若手）が菊川の魅力を発信しようとする
このような取り組みやイベントを支え、PRしていくとよいと思います。住みよい町づくりは若者
の活躍の場をもっと企画し、支えていくことから生まれ、それに行政に求められることだと考えら
れます。行政の”見える化”を検討して下さい。

○ 街は車で10分くらいでどんな事でも用が足りるので大きすぎず、小さすぎずちょうどいいサイズ
でとても暮らしやすいです。ただ駅前が寂しい所、旧菊川町と旧小笠町の部分がまだまだいろいろ
な意味でへだたりがあるように感じます。

○ 旧小笠地区は公共交通手段がないに等しいレベルだと思っています。（コミュニティーバスがある
のは知っていますが）車のない老人が病院に通院したい時は日々の買い物の時や掛川等でお酒を飲
んで帰る時等は家族が車を運転してくれないと何もできない状況だと思っています。
例えば教育など他地区より目立って優れているといった特徴がないので魅力ある特色をつけた行政
を考えた方がいいのでは、と思います。

○ 菊川市民であることを感じられない。牧之原に住んでいるため、学校行事などが小笠掛川地区とし
て参加することがないため、へだたりを感じる。一番は学校の入学式、卒業式に菊川市長の祝電が
ないことに不満を感じました。牧之原の住民は菊川市民であって菊川市民でないように思う。

○ 市役所の職員よりバイトの方のほうが仕事内容を把握しているし、仕事に対する姿勢も勤勉であ
る。にもかかわらず、賃金は低い。体制を一考する必要を感じる。

○ 地域の市道橋梁などの管理、整備を計画的に実施してください。食料と農業問題を議論して下さい

○ 毎年何らかのアンケートが届けられるがめんどくさいです。ほかの人にも届くようにしてくださ
い。また、入れる封筒考えた方がいいと思います。昔の黒田町長さんの行政は町全体で堅実なかん
じがしたが、今は駅周辺、本庁舎あたりだけで運営されているような感じで小笠は忘れられている
と思います。市全体で考えてください。小笠地区の人はみんな不満を持っていると思います。

○ 駅周辺がとても便利になってきているのでもっと若者が利用しやすい商業施設を誘致すべき。今は
遠鉄の一人勝ちになっていてよくない。菊川はとにかく道にゴミが多い。ココスの裏の土手が特に
ひどくてびっくり。車からごみ袋ごと捨てる人も多いようで朝通勤のときになんともいえない気持
ちになる。せっかくマンションや住宅地を作っているのに、周辺の市との差別化ができていない。
（アエルなどをもっと活用すべき。年寄りの人たちのイベントばかりでは若者は菊川市に集まって
くれない。古臭い考えは捨てるべき。）
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 ●市職員に関すること（１７件）

○ 熱意が感じられない。市役所の課転員が見られる。改善すべきである。 1

○ 本市役所の職員の対応が悪い時がある。もう少し親切に対応してほしい。

○ 市の職員の方々は市民に親切でていねいな対応をして欲しいです。市役所職員の報酬が民間に比べ
て高すぎるのでは？

○ 市の職員が多すぎる。パソコンとにらめっこしていて何の仕事をしているのか分からない。税金の
無駄遣いだと思う。古くなく悪くもない地区センターを建て替える必要があるのか分からない。

○ 高齢者の私には参考資料を見ながらのアンケートであり、どれも皆大切な事で、判断に迷いまし
た。市政の良く見える判断力のある若い方のアンケートの方が参考になるのではないでしょうか？
市民の幸せの為に色々な方面に力を注いで下さり、御苦労様です。農村については異常気象の中で
大変苦労を重ねながら、思うように育たない野菜やお茶、米の低迷で若者の農業の魅力はうすれて
います。何とか良い方向に願います。

○ 市の職員（人件費）が適切人数か？無駄な経費は？無駄な箱物は？無駄な維持費は？必ず有るはず
です。
市内に飲み屋、スナックが点在している。駅前に集約等することで夜間の活気が出るはず。難しい
かもしれないが、風俗店を取り入れることで、必ず夜間、街に繰り出す男性が増える。飲み屋と
セットで考えれば必ず活気が出てくる。思い切った政策をしなければ中心街に活気など出てこな
い。

（再掲） ○ 市役所の職員よりバイトの方のほうが仕事内容を把握しているし、仕事に対する姿勢も勤勉であ
る。にもかかわらず、賃金は低い。体制を一考する必要を感じる。

○ 市職員は住民の税金で給料が支払われ生活ができている事を充分理解し、真面目に仕事に取り組ん
でもらいたい。市の体育館を早く建て直してもらいたい。

○ 市民全体に対する平等性に欠ける。公務員としてのプライド、ルールがまだまだ資質的に不足して
いる人達があるように思います。（個々に差がある）

○ 市役所の職員を減らしたため、自治会役員の仕事が多くなっている。役員の大半は仕事をしている
ため自治会の仕事が多くなると困る。職員を増やす必要がある部署は増やした方が良いと思う。

○ 市の役員、人数が多いのではないか？

○ 小笠町との合併後の市の職員数が減少されていない。昔の市職員優遇体制の改善を！！

（再掲） ○ 市政に関しては、不満なく取り組みもしっかりしているが、市職員に対しては自分がやっている仕
事について良く考えもしないで、上司の命令ならば行うと言う印象がある。市民に対応する職員は
自分の言動が人に与える意味を考えて業務を行って欲しい。

○ 幼保園「おおぞら」の建設場所に少々不満あり。川沿いであり、水に浸かりやすく災害の送迎を考
えると、受け入れ範囲が広すぎるように思う。市の清掃などに参加した市職員の積極性に欠ける姿
にがっかりした。

（再掲） ○ 市役所に行き、書類の事など、わからない時に聞きに行っても、その課の人が、わからず、しっか
りとした答えがなく、2度3度行かなくてはならなかったことがあったので、1,2人は答えができる
人を課に居て欲しいです。特に昼休みに。時間がないので。

（再掲） ○ 駅北口を作ってほしい、市議議員削減（いらない）、インター出口を開発してほしい、消防職員が
多すぎる（もっと働け）

（再掲） ○ 日々、何事もなく暮らしていけるのも、行政のおかげかと感謝しておりますが、そちらに伺った時
に、感じる一部の方からの上から目線での言葉使いが気になります。個人を大切にかつ尊重してこ
そ、あたたかい、すごしやすい町がつくられるのではないでしょうか。
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 ●福祉施策に関すること（４２件）

○ 小笠地区での子育てイベントがもっと増えればいいなと思います。また、男性に向けた子育てワー
クライフバランスなどの講習ももっと盛んに、できれば義務になるといいなと思います。まだまだ
女性は働いても家のことをする、男性は働けばそれでいいという意識が男性本人の中に根強く、そ
れはパートナーから言っても効力がないのが現状です。市全体からそういう働きかけがあると嬉し
いですね。

○ 子供の受給者証を４回以降無料でなく１回から無料にしてほしい。

○ 高齢者に対する政策も大切だが、子供たちが、安心して生活のできる活気ある町作りが重要だと思
う。地域医療体制の充実の為、開業医の誘致や、産業の活性化の為、大型商業施設への誘致をする
事で、人が集まり、活気が出てくると思う。主婦層の働き口を確保する事で、若年層の増加も見込
め活気が出てくるのでは。

○ 昨年１０月～障がい者になりました。介護の認定、障がい者手帳の申請等、こちらは分からない事
だらけでしたが、市役所の方がすぐ対応して下さり、しかも急いで手続きをすすめて下さいまし
た。とても感謝しています。

○ イベントたくさんあるといいな。女性が働きやすい町づくり。→実際の話　核家族、両親（私、
夫）共働き、下の子保育園、仕事が１７：３０までで、定時でおわって迎えに行ってどんなにがん
ばっても１８：００．毎日定時で終わるとは限らず、１８：００をすぎてしまうこともありまし
た。１８：００をすぎると職員室の電気も消され、私が迎えに行くと同時に最後の先生も一緒に帰
るような状況で転職をよぎなくされました。現在給料はだいぶ少なくなりましたが、１７：４５に
は迎えに行っています。

○ １年に１度配送してくる健康診断の青い袋の件ですが、ドックに入っている方は廃止した方がいい
と思います。聞く所によれば行かない人が多い様子で資料代がもったいない。
保健科の方・髪の長い若い女性の方、名前がわかっていますが、年老いた方に服装で身分を判断し
ていましたが・・・見ていて気持の良いものではありません。

○ 国保の支払いで子供の分がなんで世帯主（義母）と同じになっているか知りたい。別にしてほし
い。（ダンナの分は義母のままで良い）
バスの運行回数を多くしてほしい。
イオン作って
ゲームセンターなどの遊び場を作ってほしい。
横地近くにビックDAYなどの安売りをするスーパーを立ててほしい。

○ 幼児教育こそ手をぬいてはならないと思います。未来を背負っていく子どもたちだからこそ、少人
数で丁寧に見る必要があります。保育士への待遇も悪すぎます。小・中・高の教諭と同じように大
切なる子どもを育てているのに、あまりにも低い給料で気の毒です。子育てしやすい、障がい者に
やさしい、介護の手助けの充実した町は住み良い町だと思います。

○ 少子化問題が気になります。働きながら子育てをしたい方々が多いと思いますが、まず、出産でき
る病院が少なすぎて、安心して子供を産むことができません。婦人科はあっても産科がないのが現
状です。あとは、保育施設も充実していないと思います。

○ 子育てしやすい町のさらなる推進

○ とにかく子供がのびのびと育つ環境の整備をお願いいたします。

○ 現在妊娠中なので特に気になることとして、検診の公費負担が充実していないと思います。病院も
少ないうえに支払いもあるので時間もお金もかかるというマイナスがあります。第一子の出産の際
はほかの市町村でしたが、自費負担はほぼなかったのでそこと比べてしまいます。また、乳児の受
診も無料でしたので差を感じます。少しずつ良くなればと期待します。

○ 子育てしていくうえで、生活するのがいっぱいです。働きやすい環境が整っていない。

○ 高校生まで医療費ゼロを拡充して欲しい。

○ 2025年を目前に地域包括ケアシステムの構築はとても大切です。それぞれの関係部署で連携を深
め良い体制を作っていきたいですね。
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○ 体が不自由なのに市役所に出向く事が多すぎて辛いです。

○ 若い世代が増えていると思うが、子育てママの雇用がもっと増えるといいなと思う。

（再掲） ○ 幼保園「おおぞら」の建設場所に少々不満あり。川沿いであり、水に浸かりやすく災害の送迎を考
えると、受け入れ範囲が広すぎるように思う。市の清掃などに参加した市職員の積極性に欠ける姿
にがっかりした。

○ 他の市のママさんから、菊川市は子育てに力を入れてくれて住みやすいところだねといわれること
があります。道路や公園も整備されて、ますます発展してきているように思います。公園について
ですが、アスレチックの老朽化により、使えなくなっていたり、取り壊されていたり、少し寂しい
なと思うところもあります。全体的には加茂の辺りが発展してきて充実していると思います。

○ 少子高齢化…子供を産み育てやすい町づくりを希望します。お年寄りを大切に…生き甲斐を持って
安心して暮らせる町づくりをお願いします。
菊川市が全国一に住み易い町になることを願っております。

○ 超高齢化と共に低所得高齢者を支えざるを得ない家族の経済的負担、介護負担が増大している。今
後在宅介護への移行が推進される中、介護者を支える家族への支援も必要だと思われます。

○ 私には知的障がいを持つ長男が一人います。私や主人が年をとって働けなくなったり（いつか？）
病気になったりした時に福祉課さん（障がい支援さん）に助けて頂けたらと思っております。兄弟
（妹）もいますが…その子にすべて（生活支援）たのむ事も私母として悩みですね。また色々相談
に応じてくださいね。

○ 子どもの医療費を18歳まで無料にして欲しい。

○ 子育て支援、高齢者に対する福祉の充実をしてもらいたい。
消防団活動は重要だが、市と消防がもっと協力的に行ってもらいたい。市民が消防団に対するイ
メージ等が悪い方向にあると思うのでそこをなくしてもらいたい。

○ 求職中ですが、待機児童の為困っています。どうにかして下さい。

○ 菊川は自然を多く残す住みやすい市でいてください。自然を削って道などを作るならまた木を植え
て自然を増やしてください。

○ 障がい者差別解消法が4月から実施されていますが、市民の皆様へのPRについて強く要請します。
問題が発生してからの対応では好ましくないと思います。

○ 子育てがしやすい町づくりをお願いします。

○ 一つ不満に思っていることがありますので意見させていただきます。母子家庭に対して、いろんな
手当があってうらやましいと思うが、ずるいと思います。偽装離婚している人や、教育費をきっち
り貰っているのに貰っていないとして沢山貰っている人、保育園が無料になったりしている人、
知っています。まじめにやっている人がバカみたい。母親名義だけでなく、子供名義の振込、通帳
などもしっかり調べてもらえば分かることです。徹底的に調べて下さい。大変だと思いますが。不
正をしている人には、しっかり返済させてください。そういう人が派手に生活している事に腹が立
ちます。もちろん頑張っている生活保護を受けている方もたくさんいます。そういう方に失礼！

○ 保育園希望の所は入れる様にして欲しい。

○ 年寄の給付金より子供の給付金を増やしてほしい。他の市は子供の医療費タダ、保育園なども値上
がりで子供にやさしくない。体外受精などの医療費の還付金も少ないので子供がほしくても大変！

○ 子供が安心して住める町作りに協力していきたいです。

○ 浄化槽、太陽光設置の補助金の金額が近隣市に比べ少ない。
乳幼児医療の自己負担金を0円にしてほしい。（近隣市では0円の市がある）
リフレッシュ保育はとても良いサービスだと思うので、今後も継続して欲しい。

○ 茶生産の不況で農業離れが強く、今後の茶畑の荒廃が懸念される。５～１０年後のビジョンは？少
子高齢化の促進で市全体の衰退が課題。人口減少を止めるには、活気ある産業誘致、子育てしやす
い町づくり、保育・教育、安心安全なコミュニティーづくり。
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（再掲） ○ 静岡県でも人口がすくなくなってきているので、人口をへらさないような政策をしてもらいたいと
思います。今、こどもの数がへってきているのでこどもの数がふえるようにしてもらいたい。

○ 自転車で買い物など出かける高齢者も多く見られます。歩道の段差、自動車道との区別、ミラーの
設置等、自転車利用者の目線でも整備を進めて欲しいです。スーパー等と連携して、雨の日など買
い物に出られない高齢者のための宅配や送迎のサービスも検討して欲しいです。

○ 菊川のお茶づくりの後継者がいない、又は少なくお茶の生産が少なくなってきていないか不安で
す。難しいけど、お茶づくりにもっと力をいれてほしいです。
あと健康作りのためにカーブスのようなフィットネス施設を増やして健康意識を1人ひとりが強く
なれるようにしていって頂けたら嬉しいです。きくのんに会える場も増えたら嬉しいです。

○ 健康管理の為、スポーツの取り組みについて…掛川市のサンリーナで桟具を使ったフィットネスや
プールを週1回位で運動しております。菊川にもその様な場所が欲しいと思います。
子育て支援が言われておりますが、学童の環境の悪さには驚きます。
アンケートに関する回答は何故ないのでしょうか？　皆さんが思っていて話に出ます。

○ 現在福祉バスが循環していますが、通らないところで静鉄バスを利用するとき、他市にあるような
高齢者用割引パスポート等を利用できればありがたいと思います。

○ 一日でも早く、おおぞら幼保園周辺の水害対策をして欲しい。小さな子供を通園させるのに不安で
たまらないです。大人なら自分で判断し、身を守れる事もあるかもしれないが、小さな子供たちは
自身で守ることができないので今すぐに対策をして欲しい。
加茂地区ばかり公園をいくつも作ったりきれいに整備されていて必要以上に充実しているが、内田
地区ももう少し公園整備など、子供が安心して遊べる場所を作ってほしいです。遊具で遊ばせる場
所が車を使ってわざわざ出かけないと無い。
保育園の定員を増やして欲しい。
小さな子供がいると働きたくても働けず、生活は苦しくなるばかりで本当に困っています。
新生児出産祝金事業の対象がおかしいと思う。どうして出生前６ヵ月以上前から住所がなければな
らないのか。私は第2子の出産を期に菊川市へ引っ越したのですが、里帰り出産のタイミングで住
所を移動した為、日数が足りませんでした。長く菊川に住むための制度ではないのですか？産後す
ぐ他市へ引っ越した人の方がもらえて、これから住む人はもらえないのは変。例えば、１才の誕生
日まで住んでたら貰えるのなら分かるが。

○ 医療機関への選択肢が少ない。商業施設（衣類や雑貨類が購入できる若者向けの店）がない。一時
保育の上限を１０日から１５日くらいに増やしてほしい。

（再掲） ○ 静岡県庁の雇用推進課に勤務しています。必要であればいつでもどうぞ。
（人口減少、労働力不足への対応）産業人材の確保と産業そのものの生産性の向上をバランスよく
進める必要があります。
（駅前の開発）橋上駅ではなくても、通路延長と自動改札でも十分です。商店街には創業支援策を
IT系で大学との連携常用の協力もキーワードかもしれません。
（障がいのある人）障がいのある人も健常者と同様に働き納税することが本当の自己実現でしょ
う。働き方や障がいに対する理解の促進が必要です。障がいのある人でも製品が作ることが出来る
ことは企業の技術力の安定を意味します。
（その他）経営革新、医師専門医研修の受入、放課後学習（教員以外の人で）、企業の処遇改善な
ど、地方創生交付金の活用を検討されたいです。
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 ●菊川病院に関すること（８件）

○ 様々な障がいの中、精神障がいへの取り組みが充分ではないように思います。病院には、精神科が
あり、病棟もあるのですから、それらの資源を生かし、精神障がいに対する取り組みを活発に推進
させて下さい。

（再掲） ○ 医療機関への選択肢が少ない。商業施設（衣類や雑貨類が購入できる若者向けの店）がない。一時
保育の上限を１０日から１５日くらいに増やしてほしい。

○ 菊川市総合病院を時間外で行こうとすると絶対断られます。2歳児のボタンが鼻に入った時と便秘
でみてほしい時に電話で確認しますが、他の所に・・・と言われ、中東遠に行きました。子育て世
代としてはより近いところで見てもらいたいと思う親は多いと思います。小児科医がいないと言わ
れ断られましたが中東遠でも専門医ではないのですがと言われますが断られたことはありませ
ん！！

○ 菊川市立総合病院の充実をお願いしたいです。特に小児科に常勤医師がいないのは困ります。

○ 時間外の診療で掛川市まで行くのは遠い。旧小笠町が寂れている感じがする。商業施設がない。

○ 病院の夜間診療。小児科の受診ができないのは子育て中の家庭には痛手。近くに市の病院があるの
に、もし緊急受診が必要な時にどこに行けばいいか悩む。また、中東遠医療センターまで行くのに
は遠いため、小児科の診療体制を夜も整えてほしい。スポーツをやりたくても参加できる（活動し
ている団体の）情報がないためどうしようもない。市のスポーツジムなどあれば行きたい。調べる
と袋井など遠くて行きたくても行けない。

○ 菊川病院に常勤の小児科の医師を置いてほしい。救急で子供を菊川病院で診てもらった際、3倍の
量の薬を処方され、持たされてしまった。3回服用してしまった後に、電話で連絡があった。この
ようなミスを絶対に起こさない体制を整えて欲しい。また、救急でも子供を見て欲しい。近くの総
合病院なので、安心して利用したい。

○ 昨年引っ越してきましたが、前住んでいた所ではスポーツに力を入れていて安い値段で利用できる
スクールなどがたくさんあり、子供もスイミングに通わせていました。菊川市には安く利用できる
スイミングスクールなどがないので（あるかわからない）そのようなスクールをやってほしいと思
いました。後、前に住んでいた市では子育てにも力を入れていて、病院のお金は一切かかりません
でした。菊川市でも病院のお金を無料化してください。
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●環境施策に関すること（１５件）

○ ごみの分別守らない人多いかもです

○ 環境課が機能していない！市民の声を真摯に受け止め苦情に対して対策及び改善するべく行動を起
こして欲しい。税金ドロボーと言われても仕方ないと思います！

（再掲） ○ 浄化槽、太陽光設置の補助金の金額が近隣市に比べ少ない。
乳幼児医療の自己負担金を0円にしてほしい。（近隣市では0円の市がある）
リフレッシュ保育はとても良いサービスだと思うので、今後も継続して欲しい。

○ 粗大ゴミ、ダンボールなどの収集。車で運ぶ前提のルール作りに非常に不満。車なしで生活できる
環境づくりが必要だと思います。

○ 出来るだけ自然をそのまま残してほしい。子供達、高齢者も安心して過ごせる町づくりに期待しま
す。

○ 菊川市との付き合いはほとんどなく、祭りなども金谷の方に参加してます。
燃えるゴミと燃えないゴミの収集は来てもらっていますが、資源ごみは収集にきてもらえなく、遠
くまで捨てに行かなければなりません。資源ゴミの収集もきてもらえるとありがたいです。

○ 土日になると、役場前のリサイクルの場所がとじてしまうが、働いている人は土日に持ち込む事が
あるので開けておいてほしい。
自治会にアパートに住んでいる外人のゴミ等の処理をまかせているが、間違っていると思う。もっ
と大家の責任を町の方で指導して欲しい。とても迷惑している。

○ 菊川市は自然も多く最近ではいろんなお店もできてにぎわい いい街だと思いますが地域によってか
たよりがありすぎると思う。
それとこのアンケートには関係あることは記載されていませんでしたが動物にも優しい街であって
ほしいです。動物愛護にも力を入れてほしいです。
保護動物の殺処分ゼロの街を希望します。

○ プラスチックだけのリサイクルだけでなく、できましたら月1回だけでも良いので金属類（鍋、
釘、針金等）のリサイクルをして頂けたらと思います。資源を活用出来ると思います。ちなみに
20年以上前ですが、袋井市ではそのリサイクルをしていました。

○ 浄化槽の清掃業者を自由に選べるようにしてほしい。

○ 菊川市に転入して５ヶ月になります。人に優しく親切で自然が多くてとても住みやすい市だと感じ
ています。朝、７時と夕方１７時のチャイムもあたたかみを感じます。あと、以前にもアンケート
を記入しましたが、ゴミ袋の値段が高すぎます。燃えるゴミの袋は焼却してしまう物なのに質の良
いものは必要ないと思います。以前住んでいた所は（５０枚４５ℓ）がこちらの（３０ℓ１０枚）
と同じ値段していました。毎日使うものなのでコストをさげてもっと質を薄くしたほうが良いと思
います。家計がたすかります。

○ 市の住宅地、人口の増加に対してゴミの収集所が少なく感じます。商業施設に勤めていますが特に
ポルトガル語圏の方との会話に苦労しています。市役所では会話のできる方や、警察署では指して
会話できるツールがあるようですが、行政が持っているノウハウを個人商店や商業施設にも活かせ
るようにして頂きたい。菊川駅北側の住宅が増えているように思いますが、回り込むようになって
いるので北口や、歩いても近い道路ができたりしないでしょうか。

○ 広報などで、菊川市は自然が多いと言う意見が多いが、実態は動植物は減少し（特に在来種）山は
管理者（地主）が放棄し荒れている。これでは自然が豊かと思われない。菊川市は、自然と共に生
きる環境作りをする人達がいるので、その人達の意見や考えを考慮し豊かな自然を取り戻してほし
い。追伸、松枯れによって茶刈り時期にハルゼミが１匹も鳴かないふるさとになってしまった。

○ 小笠衛生、菊川衛生を利用者が選択出来る様にして欲しい。
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○ 何人にアンケート調査出したのでしょうか。再度届いたハガキは税金の無駄遣いです。
お茶の宣伝が足りなさすぎる。発祥は菊川と牧之原の境目であること！お茶をやめる人が増えてい
るから。掛川が深蒸し茶の宣伝をして、TVで放送されることがよくあるので、掛川に深蒸し茶を
奪い取られているのでは…。
意見箱に何度も「野焼き禁止」にして欲しいと出したが、農家の人は未だに草（可燃ゴミ）を燃や
したりしているので、洗濯物が臭くなって困る。窓が開けられない。全面的に禁止にして頂きた
い。何のための意見箱なのか分からない!!
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 ●教育に関すること（６件）

○ 発達障がいのある子に対しての学校教育を考えて頂きたい。

○ 一にも二にも人づくり。教育に力を入れた政策を考え、実践してください。お願いします。

○ 学校行事に大いに不満がある。屋内、屋外、清掃等色々あるが、子供にやらせないで、なぜ大人が
やるのか？学校は全ての事を学ぶ場所だと私も育ちました。少し大人が色々な所に入り過ぎてるの
では？

○ 携帯・インターネット等子供たちが被害に合う事件が多く目立つ。最近、家庭はもちろん、市、学
校も子供たち守るべく行動（インターネット教室等）を使い方を含め、危険が多いことを頻繁に学
ばせてほしい。

○ 小学生低学年の児童はまとまって帰るようにして下さい。１年生が一人で歩いているような状態で
危なすぎます。

（再掲） ○ 高齢者に対する政策も大切だが、子供たちが、安心して生活のできる活気ある町作りが重要だと思
う。地域医療体制の充実の為、開業医の誘致や、産業の活性化の為、大型商業施設への誘致をする
事で、人が集まり、活気が出てくると思う。主婦層の働き口を確保する事で、若年層の増加も見込
め活気が出てくるのでは。
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  ●公共交通に関すること（１６件）

○ 街路のバリアフリー化をもう少し進められないか、段差解消必要、自転車、シニアカー等の為に
も。

○ 北から渡れる様にして欲しいです。

○ 高齢者の交通移動方法を考えなければならない。運転免許書を返した後の移動方法がない（少なす
ぎる）タクシーでの移動では生活はできない

○ 菊川市の玄関である駅、インター付近を人の行き交う場所となる様にしたい。市の公共施設等の交
通手段

○ 年寄世帯が出掛ける交通手段が少ない。循環バスの本数を増やし、土日も運転するべきです。市の
支援を熱望する。

○ コミュニティバスが通らないため、朝、午後、タクシーを使う事が多い。（バスが通らない時間が
多く、駅から遠いため歩くことも大変）

（再掲） ○ 旧小笠地区は公共交通手段がないに等しいレベルだと思っています。（コミュニティーバスがある
のは知っていますが）車のない老人が病院に通院したい時は日々の買い物の時や掛川等でお酒を飲
んで帰る時等は家族が車を運転してくれないと何もできない状況だと思っています。
例えば教育など他地区より目立って優れているといった特徴がないので魅力ある特色をつけた行政
を考えた方がいいのでは、と思います。

（再掲） ○ 現在福祉バスが循環していますが、通らないところで静鉄バスを利用するとき、他市にあるような
高齢者用割引パスポート等を利用できればありがたいと思います。

○ アンケートに関して、引っ越して１ヵ月未満の人間には分からない質問が多すぎて参考になるか
…。失礼ながらわかる範囲のものは引っ越し前と比べさせて頂きました。困ったのは自転車置き場
です。市営がやたら高いし、月で契約するほど利用しないし、バスの本数少ないし、車ないと少々
不便です。あとガス代の高さにビビってます。

○ 利用しやすい交通手段を確保して欲しい。菊川駅まで行けるようにして欲しいです。

○ コミュニティバスを、もっと豊富に走らせて下さい。少なすぎ

（再掲） ○ いつもご苦労様です。
菊川市はとても住みやすい町だと思っています。ただ、どうしても旧小笠町が寂れていってしまう
気がします。あと、高齢者の車の運転がとても危ないです。

（再掲） ○ 国保の支払いで子供の分がなんで世帯主（義母）と同じになっているか知りたい。別にしてほし
い。（ダンナの分は義母のままで良い）
バスの運行回数を多くしてほしい。
イオン作って
ゲームセンターなどの遊び場を作ってほしい。
横地近くにビックDAYなどの安売りをするスーパーを立ててほしい。

（再掲） ○ 一市で全てをまかなうには、無理があると思います。近隣の市と調整をはかりながら、菊川市の特
色をだせればいいと思います。町の混雑もあまりないし、交通の便はそこそこいいし、自然もたく
さん。スーパーも何店か競合してるし、家庭医療センター（←これはいい！！）はあるし、住みや
すい市です。ただうちの近所は交通手段が・・・。雨の時学生は困ります。

○ 歩道が少ない。小学生のコミュニティバスの利用の料金を無料もしくわ半額もしくわ学割みたいの
があるといい

○ 駅周辺に気軽に入れる店がほしい。
バスが行くルートが少ない、狭い
コミュニティーバスの本数が少ない。終わりが早い
駅の車のロータリーが狭い。ロータリーが車でいっぱいになると一般道路までの渋滞がすごい。
ロータリーを広くしてほしい。もしくは、駅の北側にもロータリーを設置して混雑の緩和をしてほ
しい
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 ●菊川駅周辺に関すること（２８件）

○ 菊川駅の高架化を早急にJRと話し合って進めてほしい。青葉台と東中の途中、かけ橋の早期着工
をし、２０年以上そのままです。駅の南北通路をよくすることは市を発展上重要です。

○ 駅北が急に発展してとてもうれしく思います。便利になりました。ありがとうございました。只、
急な人口増加で車も増え車から人が見えにくかったり道路が細かったりして子供、老人、歩く人が
歩くにはあぶない箇所が増えてしまいました。交通事故の無い様に早く道路を見直して頂きたいで

○ 菊川駅を降りるとお店がない。活気がない。商店街もまばらで入りたい気持ちにならない。とても
さみしく感じる。駅を降りたらちょっと素敵なお食事ができたり雑貨が揃ったり買い物ができたら
よいと思う。駅郊外へ車で行けばチェーン店など豊富にあるが、せっかくの駅前が今の状態では
もったいないと思う。駅があるのは強みだと思うが全く生かせていない。

○ 菊川市といったらこれという物がない！駅前はさみしいです！菊川の顔なのに！インターの周辺も
何もないです！

○ 菊川駅北口の開設

○ 駅周辺ばかり金かけすぎ

○ 駅北口を早く
墓地市が発売しないのですか

○ 菊川駅周辺には活気がなく、駅があるメリットが少ない。お茶の価格も下がり、工場も海外移動が
多く、今後の事を考えると心配です。かといって浜岡原発に頼る御前崎市もいかがなものかと思い
ますが。婚活パーティーをもっと多く行って市の人々を増やすことを考えてほしい。

○ 菊川駅に北口ができてほしいです。商業施設がもう少し増えるとうれしいです。ステップアップ講
座を利用させていただき、とても楽しく講座を受講できました。

（再掲） ○ 駅周辺がとても便利になってきているのでもっと若者が利用しやすい商業施設を誘致すべき。今は
遠鉄の一人勝ちになっていてよくない。菊川はとにかく道にゴミが多い。ココスの裏の土手が特に
ひどくてびっくり。車からごみ袋ごと捨てる人も多いようで朝通勤のときになんともいえない気持
ちになる。せっかくマンションや住宅地を作っているのに、周辺の市との差別化ができていない。
（アエルなどをもっと活用すべき。年寄りの人たちのイベントばかりでは若者は菊川市に集まって
くれない。古臭い考えは捨てるべき。）

○ 菊川駅周辺が暗いイメージがあります
きくのんがとってもかわいいので、グッツ販売してもいいと思います

○ 駅への送迎の際、車が多く、駐停車する場所が少ないのでもう少し考えて頂きたいです。北口が早
くできればとも思います。

○ 早期に橋上駅を設け、北口を整備することが、通勤通学者の利便性が高まるとともに、定住人口の
増加につながるのではないでしょうか。

○ 駅前にシンボルツリーを植えてほしい（駅前が寂しいので）。行事やイベントが多すぎると思う
（運動関係など）。公共施設の場所が名前だけですとわからないことがある。

（再掲） ○ 街は車で10分くらいでどんな事でも用が足りるので大きすぎず、小さすぎずちょうどいいサイズ
でとても暮らしやすいです。ただ駅前が寂しい所、旧菊川町と旧小笠町の部分がまだまだいろいろ
な意味でへだたりがあるように感じます。

○ 駅の改札を2つ（北口、南口）を作り、使いやすくして欲しい。駅周辺にお店を作り、もっと市を
賑やかにしてほしい。図書館の充実をしてほしい。温泉施設などを作って欲しい。

○ 駅周辺、何か寂しい（食べ物屋さん等少ないし、もっと活気ある駅回り）
商店街シャッター通りになってる所、改善案、策はないか？

○ 日本経済新聞の地域のかたちを読み、菊川駅北口の開発が進んでいるのに駅北口改札が設置されて
いないのは不便だと思うので、早期に菊川駅北口の設置を実現してほしいと思います。

○ JR菊川駅北口より駅に入れる様にJRと交渉してほしいです。（すぐに橋上駅舎が無理でも、人の
みの行き来できる歩道橋だけでも早急に作ってほしい）
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○ 駅北の開発に期待しています。

○ 駅北口を作ってほしい、市議会議員削減（いらない）、インター出口を開発してほしい、消防職員
が多すぎる（もっと働け）

○ 駅北が賑わってきたので、早急に駅北改札口を作ってほしいです。

（再掲） ○ 駅周辺に気軽に入れる店がほしい。
バスが行くルートが少ない、狭い
コミュニティーバスの本数が少ない。終わりが早い
駅の車のロータリーが狭い。ロータリーが車でいっぱいになると一般道路までの渋滞がすごい。
ロータリーを広くしてほしい。もしくは、駅の北側にもロータリーを設置して混雑の緩和をしてほ
しい

○ 菊川駅北口をつくって欲しい。

○ 菊川市　私が感じるに何か、なんとなく活気が無い。特に駅の南側、ゴーストタウンの感じ。

○ 菊川文庫の利用環境を整えて欲しいです。6時に閉まってしまうのは早いです。食事がとれるス
ペースの確保や、構造上声が響きやすい問題点、窓口での声が意外と響いて気になる時もありま
す。学習スペースが少ない点も気になります。駅の南口だけでは、発展は望めません。せっかく駅
や、インターもあるのに、活かし魅力ある町づくりに取り組むべきです。市立幼稚園も少なく入園
したくても入園できないのも問題だと思う。この近辺では藤枝市などが魅力ある町づくりの成功例
ではないかと思います。駅周辺の発展や、お茶、スイーツの店、買い物しやすい店舗出店、スポー
ツ施設など。参考にし菊川も住んでみたくなる町づくり目指して下さい。とにかく、せっかく駅北
が発展しかけているのに、駅の北口がないというのが大きな問題です。北口があればサーティーワ
ンアイスクリームはクローズしなかったと思います。北口もあればもっともっと人口も北に広がり
増えると考えられます。ぜひ検討を！

（再掲） ○ 静岡県庁の雇用推進課に勤務しています。必要であればいつでもどうぞ。
（人口減少、労働力不足への対応）産業人材の確保と産業そのものの生産性の向上をバランスよく
進める必要があります。
（駅前の開発）橋上駅ではなくても、通路延長と自動改札でも十分です。商店街には創業支援策を
IT系で大学との連携常用の協力もキーワードかもしれません。
（障がいのある人）障がいのある人も健常者と同様に働き納税することが本当の自己実現でしょ
う。働き方や障がいに対する理解の促進が必要です。障がいのある人でも製品が作ることが出来る
ことは企業の技術力の安定を意味します。
（その他）経営革新、医師専門医研修の受入、放課後学習（教員以外の人で）、企業の処遇改善な
ど、地方創生交付金の活用を検討されたいです。

○ 市役所の駐車場の枠が狭いです
各地区の運動会など参加者が激減している中、継続する必要があるのでしょうか？
駅（JR）の北口を作ってほしい　駅のロータリーの無断駐車をやめさせてほしい。
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 ●商業振興に関すること（２８件）

○ 休日の買い物は、掛川袋井浜松磐田まで車で行きますが、逆に菊川市まで買い物に来る人はいるの
でしょうか？スーパーやホームセンターなどどこの町でもありますが菊川市には大型ショッピング
センター（複合施設）がない！良くも悪くもない普通の町、市長の菊川市だと思う。JRや菊川IC
をフル活用してほしい。商業誘致で近隣の市町村に差をつけよう。

○ 旧小笠地区にも力を入れて欲しい。菊川駅周辺は良くなったが、小笠地区は何も変わっていない
（特に商業施設）。

○ プレミアム付きのきくのんお買物券をまた販売してほしいです。

○ 市に大きなショッピングモールがあれば買い物が一度に出来、とても楽になる。映画館があれば
もっと良いと思います。

○ 魅力のある企業を地元に呼び込んで欲しいです。

○ 商店街の活性化が必要。

○ 小笠地区にもスーパーやいろんなお店が入ったショッピングできる便利な大きいお店が欲しい。そ
うすれば、旧小笠町も活気が少し増えると思う。菊川駅周辺もいろんなお店ができたように…！

○ 菊川市以外や県外から来た方に、駅おりたら何もないところだ（商店街）と言われとてもはずかし
い思いをした事がある。

○ 商店街がもっと活気を取り戻せたらいいと思う。市の特産のお茶の宣伝を多くし、支援し活気ある
市にしてもらいたい。

○ 駅付近に食事する所がない～増やした方が良い。

○ 小笠地区西側地区の商業活性化が不十分であるのでもう少し活性化してほしい。

○ 商店街がにぎわい、市全体に活気あるまちづくりをお願いしたい。
安全が確認されることを条件に浜岡を再稼働させて、電気料金の値下げを実現してほしい。

○ 店舗を積極的に誘致してもらいたい。とくに飲食店、大きな話題になり、人が集まる。例えば、今
建設中の星乃珈琲とか・・・。

○ 浜岡より菊川まで行く新しい道ができてとても便利です。ありがたいです。平田の町、もう少し活
きがほしいと思います。さみしいです。買い物も限られた所しかないのでもう少しあったらいいな
と思うけど人口の関係でお店もやっぱり利益を考えるとむりだとは思うけどね。

（再掲） ○ 菊川駅を降りるとお店がない。活気がない。商店街もまばらで入りたい気持ちにならない。とても
さみしく感じる。駅を降りたらちょっと素敵なお食事ができたり雑貨が揃ったり買い物ができたら
よいと思う。駅郊外へ車で行けばチェーン店など豊富にあるが、せっかくの駅前が今の状態では
もったいないと思う。駅があるのは強みだと思うが全く生かせていない。

（再掲） ○ 菊川市といったらこれという物がない！駅前はさみしいです！菊川の顔なのに！インターの周辺も
何もないです！

○ 赤土～浜岡にぬけるバイパスはいつできるのでしょうか？浜岡まで抜けるのにとても不便です。旧
菊川町より旧小笠町の発展がない。お店など・・・

（再掲） ○ 医療機関への選択肢が少ない。商業施設（衣類や雑貨類が購入できる若者向けの店）がない。一時
保育の上限を１０日から１５日くらいに増やしてほしい。

○ 市役所の駐車場ですが、一台分が狭くて入れにくいのでもう少し広くしてほしい。菊川市内で充分
買い物はできるのですが、大型商業施設が来てくれればもう少し人が増えて活気のある街になるの
ではないでしょうか

（再掲） ○ 菊川駅に北口ができてほしいです。商業施設がもう少し増えるとうれしいです。ステップアップ講
座を利用させていただき、とても楽しく講座を受講できました。
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（再掲） ○ 駅周辺がとても便利になってきているのでもっと若者が利用しやすい商業施設を誘致すべき。今は
遠鉄の一人勝ちになっていてよくない。菊川はとにかく道にゴミが多い。ココスの裏の土手が特に
ひどくてびっくり。車からごみ袋ごと捨てる人も多いようで朝通勤のときになんともいえない気持
ちになる。せっかくマンションや住宅地を作っているのに、周辺の市との差別化ができていない。
（アエルなどをもっと活用すべき。年寄りの人たちのイベントばかりでは若者は菊川市に集まって
くれない。古臭い考えは捨てるべき。）

（再掲） ○ 市の職員（人件費）が適切人数か？無駄な経費は？無駄な箱物は？無駄な維持費は？必ず有るはず
です。
市内に飲み屋、スナックが点在している。駅前に集約等することで夜間の活気が出るはず。難しい
かもしれないが、風俗店を取り入れることで、必ず夜間、街に繰り出す男性が増える。飲み屋と
セットで考えれば必ず活気が出てくる。思い切った政策をしなければ中心街に活気など出てこな
い。

（再掲） ○ 時間外の診療で掛川市まで行くのは遠い。旧小笠町が寂れている感じがする。商業施設がない。

（再掲） ○ 駅周辺、何か寂しい（食べ物屋さん等少ないし、もっと活気ある駅回り）
商店街シャッター通りになってる所、改善案、策はないか？

○ 渋滞が多くなる箇所の改善
総合商業施設の参入支援、推進

（再掲） ○ 市の住宅地、人口の増加に対してゴミの収集所が少なく感じます。商業施設に勤めていますが特に
ポルトガル語圏の方との会話に苦労しています。市役所では会話のできる方や、警察署では指して
会話できるツールがあるようですが、行政が持っているノウハウを個人商店や商業施設にも活かせ
るようにして頂きたい。菊川駅北側の住宅が増えているように思いますが、回り込むようになって
いるので北口や、歩いても近い道路ができたりしないでしょうか。

（再掲） ○ 高齢者に対する政策も大切だが、子供たちが、安心して生活のできる活気ある町作りが重要だと思
う。地域医療体制の充実の為、開業医の誘致や、産業の活性化の為、大型商業施設への誘致をする
事で、人が集まり、活気が出てくると思う。主婦層の働き口を確保する事で、若年層の増加も見込
め活気が出てくるのでは。

（再掲） ○ 国保の支払いで子供の分がなんで世帯主（義母）と同じになっているか知りたい。別にしてほし
い。（ダンナの分は義母のままで良い）
バスの運行回数を多くしてほしい。
イオン作って
ゲームセンターなどの遊び場を作ってほしい。
横地近くにビックDAYなどの安売りをするスーパーを立ててほしい。
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 ●自治会、地域コミュ二ティ等に関すること（１７件）

○ 本来市がやるべきことを、地域や自治会に役員という形でおろしていることが多い。役員の多忙化
を解消すべきである。

○ 河川敷の草刈りを市側でやってほしい。

○ 高齢化にともない、地区の役員の負担を最小限にしてもらいたい。
スポーツ委員になると、土、日にでる事が多すぎて家族との時間がもてないほどです。
防災の係も多すぎるのでは（地区によってちがうでしょうが）

○ 町内会の異常な体質についていけない。祭典を強要したり多額のお金を無理に回収する為、生活費
に困っている。小笠地区の土木費にも納得いかない。菊川地区との不平等な地域発展を感じる。

○ おはよう、こんにちは、こんばんは等の市民同志のあいさつが足りない

（再掲） ○ 市民参加系の行事がないように思う。旧小笠町のころは体育祭等老若男女が一同に集まることが
あったので町内会の人とも顔見知りになれたのに今は何もない。また、市は何かを目指します、と
よく言いますが、結果はどうなっているのか。毎回、毎年目指しているだけでなく、こうなりまし
たという発表を聞かせてほしい。（ただ、赤土のリサイクルセンターは素晴らしいことだと思う。
忙しい人は時間を気にしなくていいから。）

○ 市から町内会（区長、役員）への行事があまりにも多すぎるのでは？このままいけば、区長、役員
を受ける者がいなくなる。もう少し市からの行事を1/3くらいに抑えてください！（町内会の声で
す）

○ 防災にも直結する地域コミ協の活発化に向けた支援をお願いします。（両隣3軒の付き合い）親子
3世代の復活化と支援をお願いします。（健康寿命、子育てなどに連携する）

○ 自治会長に対しての負担が非常に多すぎると思われる。今後自治会長の引き受け手がなくなれば結
果的には自治会内の人が困る状況になりかねない。市側としても何でもかんでも自治会長に押し付
けるのではなく、時々自治会長の活動内容をチェックとか、自治会長の意見を聞くとか、少しは現
状を見つめるべきだと思う。

○ 市はやり切れない仕事を自治会に負担させている。（明社協、青年健全育成など）自治会は素人が
片手間で運営するため、成果が上がらず結局金が無駄になっている。用途不明金も少なくない。静
岡市、浜松市に比べ桁違いに高い自治会費は重税と同等である。

○ 同じ人が自治会長を何年もやるのは良くない、そこから行政に対する不満が出てくる。

○ 自治会班長の仕事が多すぎる。シルバーを使ってください。農業も年々厳しくなっている。その中
で消防団活動等をしてきた人は役から外してほしい。役場の人、農協の人、自営者を消防団として
きたので、外れた人に平等に役をやってもらいたい。昔は８月下旬に査関大会が行われていまし
た。

○ 秋の祭典を地区ごとではなく市全体のイベントとして行ってほしい。

○ 市民が頑張っている姿はわかりますが、地元意識が強く出ていて、他の土地から来た人はいつまで
もよそ者あつかいされる。ザルの目が大きすぎて、とりこぼしている事への気づかいがない！

（再掲） ○ 市役所の駐車場の枠が狭いです
各地区の運動会など参加者が激減している中、継続する必要があるのでしょうか？
駅（JR）の北口を作ってほしい　駅のロータリーの無断駐車をやめさせてほしい。

（再掲） ○ 若い世代がもっと地域の活動に参加するよう、自治体、市、全体で取り組んでほしい。他には、ど
んな活動をして、どんな成果が出ているのか分からない。もっとアピールして欲しい。

（再掲） ○ 市役所の職員を減らしたため、自治会役員の仕事が多くなっている。役員の大半は仕事をしている
ため自治会の仕事が多くなると困る。職員を増やす必要がある部署は増やした方が良いと思う。
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●道路整備に関すること（４４件）

（再掲） ○ 浜岡より菊川まで行く新しい道ができてとても便利です。ありがたいです。平田の町、もう少し活
きがほしいと思います。さみしいです。買い物も限られた所しかないのでもう少しあったらいいな
と思うけど人口の関係でお店もやっぱり利益を考えるとむりだとは思うけどね。

○ 駅周辺の夜道が暗い。街灯が少ない。歩行者の多いところだけでも必要。

○ 運動公園に行く西の道を広くして下さい。危険です。バスがないのはなぜ？

○ 旧小笠町側にも公園や道路整備をして下さい。

○ 活気がない。通行量に対して、渋滞が多い。信号が多すぎ。

○ 道路の整備を行ってもらいたい。車と自転車が安全に通行出来る道路作りを

○ 道路のセンターラインが消えている所が多いので、走っていて怖いです。県道で市では対応できな
い箇所もあるかも知れませんが、何とかしてほしいです（小笠東地区）
小笠の図書館の入口にWi-Fiのパスワードが提示されていますが、セキュリティ的によろしくない
と思います。館内で職員の方に聞いたり、月１回パスワード変更するなりした方が良いと思いま
す。
菊川市には市営のスポーツ施設（ジム）がないため、不便です。掛川のしーすぽ、御前崎のぷるる
のように筋トレを手軽にできるようにしてほしいです。

○ 駅前から南に通る道路がそれぞれ暗い（夜）
駅が南北に通れるようにしてほしい・・・駅南口、北口とか

（再掲） ○ 赤土～浜岡にぬけるバイパスはいつできるのでしょうか？浜岡まで抜けるのにとても不便です。旧
菊川町より旧小笠町の発展がない。お店など・・・

○ 必要の無い道路工事等に予算を使わないで、災害に対する予防施策を行って下さい。（地滑り、
山、崖崩れ防止など）
必要の無い道路工事等に予算を使わないで、歩行者（高齢者や子供）の為の歩道整備をお願いしま
す。

○ Ｔ字型の交差点、Ｗ信号機など、道路築造に問題があると思われる。（新たにできた道路でありな
がら）

○ 街路灯が少ない　道幅が狭く自転車が走りにくい

○ インフラ（道路、公共の場所）を速やかに整備してほしい。特に浜岡へのバイパス道路や内田小の
道路等、人が利用するものを第一に考えてほしい。

○ 事故の多い交差点に信号機があれば、もっと交通事故は菊川市から減ると思いますのでよろしくお
願いします。

○ 細い道での見通しが悪く、車が少ないためスピードを出している車両が多い。公共の交通の便が悪
く、車移動が増え、事故のリスクが増える。街灯が少なく夜道が暗い（明るいところと暗いところ
の差が激しい）。

○ 夜暗い道に街灯をつけて欲しい。

○ 自転車道の整備を進めて欲しい
子供達が安全に通学出来る様に
トンネルなどの通行は非常に危険です。

○ 国一バイパスまで直接つながる道路を作って欲しいです。スポーツ施設（プールやトレーニングジ
ムのある施設）を作って欲しいです。

○ 街灯の整備を検討して欲しい。暗い。

○ 市内の市道は、市街地（駅周辺）やそれ以外を含め、白線や横断歩道の線が消えているところが多
い。雨天や夜間の通行はとても危険。みすぼらしい街に見えて仕方ないので、きちんと予算をつけ
て準備して欲しい。
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○ 菊川駅付近の整備はされているが、無駄な道路が多い（行き止まり）。旧小笠地区の道路も”道ば
かり”多く、削除される道路が必要だと思う。

（再掲） ○ 自転車で買い物など出かける高齢者も多く見られます。歩道の段差、自動車道との区別、ミラーの
設置等、自転車利用者の目線でも整備を進めて欲しいです。スーパー等と連携して、雨の日など買
い物に出られない高齢者のための宅配や送迎のサービスも検討して欲しいです。

○ 交通手段の充実、道路整備、街灯設置等、まだまだよろしくお願いします。河城地区は特に遅れを
とっています。

○ 直してほしい信号機がある。
横地小学校から小笠高校の方へ降りてくる橋を渡った信号機。感応しきだったハズ。元に戻してほ
しい。

○ 市と県で行う工事などの説明(事前)等が少し足りないように思います。何事にも事前の説明をお願
いします。

（再掲） ○ 地域の市道橋梁などの管理、整備を計画的に実施してください。食料と農業問題を議論して下さい

○ 運動公園より掛川に通じるバイパスの新設。通学路の安全対策。水害の無い町づくり。

○ 吉田大東線の長池、内田地区の外灯が少ないので増やして欲しいと思います。横断歩道の所もない
為危険です。

○ 菊川市は交通信号が系統化されておらず、通行に非常に時間がかかる。バイパスの設置、信号の減
少、系統化を進めていって欲しい。

○ 南地区の道路（バイパス）の完成を祈っています。スムーズに運んで下さることを願っています。
道路にグリーンベルトをつけてくださるといいですね。

○ 北部開発が全く進んでいない　※メイン道路等
運動公園等、道路が全く不整備
IC南北道路、整備混雑きわまりない

○ バイパスにより市の活性化ができない！！

○ 私は、今年になって菊川市に越してきました。
通勤で通る一部道路（市道）が非常に狭く、いつ事故に遭うかと毎日思いながら会社に通っており
ます。道路脇の用水路等はコンクリート蓋を置くだけで、歩道は少しですが広く利用できるもので
す。越して来て日の浅い者の意見ですが、道路は毎日の移動手段に欠かせませんので書かせていた
だきました。道路のこと以外は、菊川は本当に良い街だと思います。

（再掲） ○ 渋滞が多くなる箇所の改善
総合商業施設の参入支援、推進

○ 一日も早く道路の整備をしてほしい。

（再掲） ○ 歩道が少ない。小学生のコミュニティバスの利用の料金を無料もしくわ半額もしくわ学割みたいの
があるといい

○ 島田市と菊川市の境が道路のアスファルトを見てもわかります。もう少し河城地区の状況をよく見
て頂けたら幸いです。（倉沢辺りの歩道のない県道を通学している小学生を見かけた時は、市内と
は格差があるなと感じた。）※事故があってからでは遅いと思います。

○ 自転車が走りやすい歩道にしてほしい。街灯が少なくて、暗くして走りにくい、途中でとぎれる歩
道が多すぎる。

（再掲） ○ 駅北が急に発展してとてもうれしく思います。便利になりました。ありがとうございました。只、
急な人口増加で車も増え車から人が見えにくかったり道路が細かったりして子供、老人、歩く人が
歩くにはあぶない箇所が増えてしまいました。交通事故の無い様に早く道路を見直して頂きたいで
す。

○ 河川敷を整備し、ウォーキングしたり、芝生で親子であそべるような場にしてほしい
下水道の補助が少なすぎる
駅北の商業施設により、交通量がふえた。一回停止の標識を増やしてほしい。
防犯灯が少なすぎる。又、明るさがたりない。
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（再掲） ○ 細かく挙げればキリがないが、市長を筆頭に、「市民目線」の施策ができていない。（例）老人た
ちが散歩している菊川河川敷が、朝の一時以外、車両が走る。渋滞のない田舎なのに、何故、そこ
を走る車がいるのかな？

（再掲） ○ 街全体で盛り上げようと頑張っているところが良く思っています。駅前だけでなく小笠方面での盛
り上げるイベントがあるのが良い。
道路が急にカーブがあったり変な道が多い（土地問題で仕方がないと思うが慣れていない人は危な
いと思う）
前回のアンケートで書いたことがちゃんと伝わったと感じました。

○ 和田公園のプールは継続してほしい。
菊川の汚さをなんとかしてキレイにしよう。下水の整備、ゴミを放棄させないなどして泳げる川
に！

（再掲） ○ 市の住宅地、人口の増加に対してゴミの収集所が少なく感じます。商業施設に勤めていますが特に
ポルトガル語圏の方との会話に苦労しています。市役所では会話のできる方や、警察署では指して
会話できるツールがあるようですが、行政が持っているノウハウを個人商店や商業施設にも活かせ
るようにして頂きたい。菊川駅北側の住宅が増えているように思いますが、回り込むようになって
いるので北口や、歩いても近い道路ができたりしないでしょうか。

意見21



●農業施策に関すること（２５件）

○ 主産業である茶業の衰退が著しい、広大な茶園をどうするのかこのままではあと5年～10年で、ほ
とんどの茶園が荒れてしまう。危機感をもって対応を考えてほしい。

○ お茶の町菊川が表面化していないのと同時に茶業が低迷している。振興課での町を上げての表面化
できる活動と盛り上げが重要な時ではないでしょうか？

○ 農業の後継者育成（特にお茶）よろしくお願い致します。安定した収入が得られるようなビジネス
としての農業に取り組んでほしいです。耕作放棄された茶畑が増えるのか心配です。

○ もっとお茶のPRをしてほしい（掛川市のように）

（再掲） ○ 茶生産の不況で農業離れが強く、今後の茶畑の荒廃が懸念される。５～１０年後のビジョンは？少
子高齢化の促進で市全体の衰退が課題。人口減少を止めるには、活気ある産業誘致、子育てしやす
い町づくり、保育・教育、安心安全なコミュニティーづくり。

○ 菊川が本家深蒸し茶。（市には知恵袋のプロジェクトが必要だと思う。）

（再掲） ○ 3/27(日)に茶Fes2016が行われましたが、菊川の若者（若手）が菊川の魅力を発信しようとする
このような取り組みやイベントを支え、PRしていくとよいと思います。住みよい町づくりは若者
の活躍の場をもっと企画し、支えていくことから生まれ、それに行政に求められることだと考えら
れます。行政の”見える化”を検討して下さい。

○ 菊川茶をもっとアピールして欲しい。とっても美味しいです。

○ 茶業等の振興施策（菊川市独自の）

○ 菊川市主要生産品のお茶振興の発展する政策を打出してほしい。

（再掲） ○ 菊川のお茶づくりの後継者がいない、又は少なくお茶の生産が少なくなってきていないか不安で
す。難しいけど、お茶づくりにもっと力をいれてほしいです。
あと健康作りのためにカーブスのようなフィットネス施設を増やして健康意識を1人ひとりが強く
なれるようにしていって頂けたら嬉しいです。きくのんに会える場も増えたら嬉しいです。

○ 近年、お茶の景気が芳しくなく、お茶工場も閉鎖する所も多くなり、それに伴い後継者も減り、お
茶の町菊川とうたいながらも今後が心配です。もっともっと県内外にお茶を売り込んで活気あるお
茶の町になることを願っています。

○ 若い農業者が安心に生活できるようになってほしいです。

○ 菊川茶が今とても大変な時です。若者に農業を継続させたくとも今の状況では生活が出来ません。
もう少し安心にて頼めるような政策をお願い致します。農業への補助も大規模の人たちのみで小さ
な農業は消滅するしかありません。皆が安心に暮らせる菊川市を望みます。

○ 静岡のお茶といえば掛川の深むし茶となっているのが淋しいです。（他県の人からすると）

○ 農業の後継者がなく茶畑が荒地になっている所があります。（害虫、病気が広がります）躍進する
農業のまちをもっと発信しないと市民が知らずにいる為に、どんどん多く荒地になってしまう。市
の茶畑の状況を確認してください。

○ お茶生産農家のため、もう少し若い世代がリーフのお茶を好む様に菊川市（市役所）、農協
（JA）の方ともっと交流を持ち、市の活性化につなげたいと思うので、ご協力してほしいと思い
ます。

○ 自分は農業ですが、茶価米価の低迷によりかつてのように田畑が手が入っていません。お金では買
えない里山の風景、この先どうなるのか心配です。効率のみを優先する農業のうち農地水とかの補
助金とかの役員でも有りますが、工業文化の発展はどんどん進むと思いますか。里山の景観はどう
なるのでしょうか？

○ 茶業にプロジェクト発足してお茶を菊川市民が大いに飲んで頂けるおいしいお茶を販売出来るよう
にして下さい。菊川のイメージを再度市外に発信してもらいたいです。
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○ 市役所の駐車スペースを広くしてください。近年農地（水田）の減少により、河川の増水が早く
なっているように感じます。被害が出ないうちに対策をお願いします。

○ この場所で○○してはいけないと提示してありできません。（市の管理場所）その様な事はできる
場所を市で検討して造ってから、禁止するようにしてもらいたいです。
今父親がいて、農業を細々やっておりますが、現在私は会社員で親が農業をやれなくなった時、土
地をそのままにしておけません。会社員をやめて農業をやり始めて、同じ年収が確保できるかわか
りません。どのようにしたら良いのでしょうか。

（再掲） ○ 高齢者の私には参考資料を見ながらのアンケートであり、どれも皆大切な事で、判断に迷いまし
た。市政の良く見える判断力のある若い方のアンケートの方が参考になるのではないでしょうか？
市民の幸せの為に色々な方面に力を注いで下さり、御苦労様です。農村については異常気象の中で
大変苦労を重ねながら、思うように育たない野菜やお茶、米の低迷で若者の農業の魅力は薄れてい
ます。何とか良い方向に願います。

（再掲） ○ 商店街がもっと活気を取り戻せたらいいと思う。市の特産のお茶の宣伝を多くし、支援し活気ある
市にしてもらいたい。

（再掲） ○ 何人にアンケート調査出したのでしょうか。再度届いたハガキは税金の無駄遣いです。
お茶の宣伝が足りなさすぎる。発祥は菊川と牧之原の境目であること！お茶をやめる人が増えてい
るから。掛川が深蒸し茶の宣伝をして、TVで放送されることがよくあるので、掛川に深蒸し茶を
奪い取られているのでは…。
意見箱に何度も「野焼き禁止」にして欲しいと出したが、農家の人は未だに草（可燃ゴミ）を燃や
したりしているので、洗濯物が臭くなって困る。窓が開けられない。全面的に禁止にして頂きた
い。何のための意見箱なのか分からない!!

（再掲） ○ 地域の市道橋梁などの管理、整備を計画的に実施してください。食料と農業問題を議論して下さい
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●防災に関すること（２１件）

○ 旧菊川町のみが開拓され、旧小笠地区は改善されていない。東海沖地震が騒がれている中、市の防
災対策が進められていないのではないか（全てに対して）公園緑地が少ない（旧小笠地区）全てに
対し、他市より同等になる様な改善が必要と考える

○ 台風や大雨時に、大水が出る恐れがあるので川の砂利を取り除いてもらいたい。

○ 加茂地区が、人口増加にともない、災害時の避難場所の確保に不安があります。

○ 津波対策や地震時の対策をしっかり考えていってほしい。
少しずつ環境や道がよくなっているが、交通の便やをもっと活気づいてほしい。
一生菊川市で住める様な町にしてほしい。

○ 水害、津波等に対する危機感が感じられない、原発も同じ（何の指導もない）　避難所があるが、
そこがほんとうに安全なのか？

○ 私の家が菊川に近いため、地震での津波が心配。ここ2，3年天候もおかしいので雨が降ると雨の
量が多いし、そんな時に津波が来たらどうなるのか心配です。川の河口には何も対策はしないので
すか？　してほしいです。

○ 平川地区は大雨の時いつも床下浸水となります。もっと根本的な対策をお願いします。

○ 災害時の市民の安全と情報をスピーディに伝えられるよう市民と共に協力してより安心で安全な菊
川市に進めてほしい。

○ 防災について市の対策等を周知するように活動して欲しい。

○ 熊本県に地震があり、この東海地方もいつ災害にあうかわからない状態です。防災のこと、浜岡の
原子力発電所は怖いですから停止の状態でお願いしたいです。

○ 放射能漏れ対応・避難ルート対策を早く作成する。

○ 東海地震に備えた環境整備。避難場所や市役所などの耐震強化。浜岡原発の震災対策強化など進め
ていただき、市民生活を守れるものにして頂きたい。

○ 災害防止について（地震がきた時山崩れが不安）
全家に（防災？）無線を設置して下さい。
理由:私は足が不自由で災害時すぐに行動ができません。無線はつけてありましたがこわれてありま
せん。屋外で放送されていても風の方向により聞こえにくいことがある為です

○ 災害時の、高台や避難場所をいっぱい作ってほしい。保育園や学校の耐震を強化してほしい。

○ 近隣の市とよく協議して地震対策を進めてほしいです。現実的な想定をもとに具体的な避難ルート
等決めてほしいです。

○ 熊本の地震を見て、毎年やっている平川地区での防災訓練はもう少し見直した方がいいと思いま
す。動けない人、年寄りの人等、どうして連れて行くか、どの位時間がかかるか等、もう少し考え
た方がいいと思います。毎年お祭りのように思います。

○ （要望）大災害（地震、水害等）に強い街づくりをお願いします。例えば、災害時の指令施設の耐
震強化と充実。避難施設の耐震確認、強化、充実。避難場所（芝生、砂地公園）の確保、充実。耐
震家屋の拡大化（PR強化＆助成）非常食、防寒具の確保。連絡網の確立（確実）化。（代表者の
確立）（代表者不在時の引き継ぎの明確化。例えば自治会等の区長→副区長→前区長→前々区長
等）避難民自身の協力体制の日頃からの啓蒙活動（男女、年令に関係なく元気な人の活用）山岳部
（員）の協力体制（全国的に）を考えてはどうか？（連絡困難ケ所への派遣、調査、個人テント設
営の協力等）その他の協力体制。等備えあれば憂いなしです。

（再掲） ○ 運動公園より掛川に通じるバイパスの新設。通学路の安全対策。水害の無い町づくり。
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○ 原発については、地震が多く発生していて地質などが不安です。高齢者が免許証を返上したくて
も、返上後の交通手段がなく活動の場に参加できず社会参加が難しく、自立した生活が出来ませ
ん。乗合タクシー等何かいい方法があったらと思います。私の自治会の防災は役員さん以外はほと
んどの人は雑談と、役員が放水する様子を見たり、炊き出ししていただけるものを待っているだけ
で、中学生の傷の手当等の話も参加者の三分の一程しか聞く人もいません。訓練とは程遠いもので
す。内部の人はその年の役員さんと批判することになり、誰も改善することの話をしません。防災
訓練の充実した方法などを市で検討して、自治会任せではなく指導して欲しい。防災に力を入れ
て、市民に重要性を呼掛けいろいろな方法で日常的に意識して生活するように考えて欲しい。

（再掲） ○ 子育て支援、高齢者に対する福祉の充実をしてもらいたい。
消防団活動は重要だが、市と消防がもっと協力的に行ってもらいたい。市民の消防団に対するイ
メージ等が悪い方向にあると思うのでそこをなくしてもらいたい。

（再掲） ○ 「共に汗をかく」をスローガンに市民に過度な重労働を強いる傾向になっている。高齢化になり、
道路清掃活動ひとつをとっても重圧を感じることも多い。益々厳しくなる現実・将来を見て、行政
でやるべき事の立て直しを希望する。市、住民共倒れにならぬ前に対策を！予算の公正な分配を望
む、足りない予算を理由に一向に改善されない分野も目につく（道路環境）。中途半端なイメージ
をぬぐい菊川市はこれだ！という強いインパクトある行政を望む。避難所の収容能力は希望者全員
受入れ可能ですか？
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 ●エネルギー施策に関すること（１件）

○ 原子力問題については、日本のエネルギー状況を考えた判断が必要。ただ、賛成反対ではなく現在
の豊かな生活の継続には、エネルギー問題を考えずには持続できない。自然エネルギーだけの生活
はできない。化石燃料ではCO2問題等の議論が必要ではないでしょうか。
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●浜岡原子力発電所の今後に関すること（３１件）

○ 福島原発がきれいに片付いた後なら考えもするけど、現時点では全ての原発は必要無い。原発の
CMを見ると気分が悪くなります。日本の原発が全て停止していた２年間、他の発電で賄う事が出
来ていた。それを考えると原発は百害あっても一利無し

（再掲） ○ 原子力問題については、日本のエネルギー状況を考えた判断が必要。ただ、賛成反対ではなく現在
の豊かな生活の継続には、エネルギー問題を考えずには持続できない。自然エネルギーだけの生活
はできない。化石燃料ではCO2問題等の議論が必要ではないでしょうか。

○ 原発は再稼働、絶対反対します。未来の子どもたちのために安全な町にして下さい。安全神話はあ
りえない！！

○ 原子炉を廃炉にし、安心して住める所に

○ 廃炉すべき。

○ 原発の再稼働を市をあげて反対していただきたいです。

○ 原発は、すぐに廃止してほしい。

○ この地域に住んでいて一番に心配していることは原発です。福島を見てください。みなさん不自由
な暮らし、そして健康について不安をいっぱい抱えています。安心して暮らせる町、”菊川市”、
願うばかりです。

○ 原発は、停止のまま、安全が大切だと考えます。実家が福島なので、あんな思いをしたくないと思
います。

○ 浜岡原発の立地許可申請は、「原発は５重の安全で守られ、事故が起きても「止める、冷やす、閉
じ込める」ことができる為、「放射能漏れ事故は絶対に起こさない」という説明のもとに了承さ
れ、設置されました。それが福島原発事故で嘘だと判明し、国、中電が嘘をついて、虚偽の契約を
させられたという事でこの契約は無効であり、本来なら白紙に戻して、浜岡原発は、いったん廃炉
にして、更地に戻し、もし再度原発を建てるというなら新たに、絶対に放射能漏れ事故を起こさな
い原発を建てて新たな設置許可申請と出直し許可を受けなおさない限り、再稼働は出来ないはずで
す。今の規制方による苛酷事故前提の原発の再稼働や、憲法で保障された、財産権、生活方又、人
権を放射能で奪われる可能性が高く、それは憲法違反の事態を引き起こすものであり断じて容認す
ることはできません。よって絶対に浜岡原発の再稼働はしないで下さい。

○ 浜岡原子力発電所の停止をのぞむ

○ 原発については、次世代エネルギーが開発出来、安定供給できれば環境面からも停止するのが望ま
しいと思う。また、アンケートについては、アンケートの内容に、例えば○○活動などを記入して
いただくと非常にわかりやすいと思います。今後、アンケートの内容が姿勢に反映されることを期
待します。

○ No more Hiroshima, Nagasaki and Fukushima. Stop Hamaoka.

○ 原発事故を想定して市としての被害や避難について具体的なアクションを起こすべきです。

○ 絶対原発は稼働しないでほしい。福島のことを考えるととても安全ではない。命あっての電気!!

○ 浜岡原発については近隣の市とよく話し合い、情報を公開して欲しい。

（再掲） ○ 原発については、地震が多く発生していて地質などが不安です。高齢者が免許証を返上したくて
も、返上後の交通手段がなく活動の場に参加できず社会参加が難しく、自立した生活が出来ませ
ん。乗合タクシー等何かいい方法があったらと思います。私の自治会の防災は役員さん以外はほと
んどの人は雑談と、役員が放水する様子を見たり、炊き出ししていただけるものを待っているだけ
で、中学生の傷の手当等の話も参加者の三分の一程しか聞く人もいません。訓練とは程遠いもので
す。内部の人はその年の役員さんと批判することになり、誰も改善することの話をしません。防災
訓練の充実した方法などを市で検討して、自治会任せではなく指導して欲しい。防災に力を入れ
て、市民に重要性を呼掛けいろいろな方法で日常的に意識して生活するように考えて欲しい。

○ 原子力発電については、稼働するにしてもしないにしても、安全を確保して欲しい。
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○ 原発は本当にむずかしい問題だと思います。早くこれにかわるもっと安全なものができると良いと
思ってます。市ではいろいろな事に前向きに取り組んでいると思います。自分がなかなか参加でき
ないでいるのですが。いろいろな人達が菊川をもっと良くしていこうとがんばっているのはとても
つたわってきています！

○ 浜岡原発は絶対に止めて下さい。５年経った今も福島の人達が苦しんでいます。もし浜岡で何か
あったら、私達もどこかに行くの、家や町はどうなるの、思っただけでもぞっとします。原発は停
止して下さい。お願い致します。

○ 原発は停止すべき

○ 浜岡原子力発電所は、絶対に再稼働してほしくありません。

○ 原発はウランがあるだけで危ない。ウランを撤去しないなら稼働した方が良いと思います。

○ 原発に頼らないクリーンエネルギーを市として確保できるようにしてほしい。
駅前を活性化してほしい。
大型商業施設（イオンなど）の誘致はできるのか？（様々な課題があるかと思いますが）

○ 原発は事故が起きた時は、私たちがここに住めなくなる可能性が大ですので、住む場所がなくなる
のはダメです。稼働は絶対反対です。

○ 福島の原発事故が完全に収束するまで浜岡は停止するべき、再稼働するなら市長議会が責任を持つ
べき。だが、現実には電力出身の国会議員により全原発は再稼働するであろう。牧之原の西原市長
と共に菊川市長も反対してほしいと市民は願っている。
参考資料（11P）は最初のページに綴じてほしかった。

○ 自然の力には絶対にかなわないので、原発はかどうしてほしくないです。地震がいつ来てもおかし
くないので。

○ 他市から移り住んだ者として、菊川の人たちの人柄の良さを感じ、とても住みやすい町だと思いま
す。皆さん純朴でおだやかで他者に優しく、自然を愛し、地産地消の精神で日々実践し、だから市
政にもそれが反映して、市の行う施策も上記のとおりですばらしいものだと思います。だからこ
そ、この地を大切にしてほしいと切に思う。浜岡原発で福島のような事故がおきたら、２０㎞圏内
にスッポリ入る菊川市は、たちまち住めない町、もどれない町になります。小学生でもわかるこの
現実をいい大人が目をそらしていてどうするか！！と思う。原発に対し、はっきりとした態度をと
れない市政のあり方は自殺行為だと思います。９月議会で出された意見書は納得のいくものです。
市と市議会は何があってもこれをつらぬく姿勢をもってほしいです。

○ 原発推進派の議員さんが多いのが心配

（再掲） ○ 放射能漏れ対応・避難ルート対策を早く作成する。

（再掲） ○ 東海地震に備えた環境整備。避難場所や市役所などの耐震強化。浜岡原発の震災対策強化など進め
ていただき、市民生活を守れるものにして頂きたい。
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 ●防犯に関すること（３件）

○ 夜間、暴走族など騒がしい車両が通ることが多いので、なんとかしてほしい。
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 ●各種施設に関すること（４８件）

（再掲） ○ 市役所の駐車場の枠が狭いです
各地区の運動会など参加者が激減している中、継続する必要があるのでしょうか？
駅（JR）の北口を作ってほしい　駅のロータリーの無断駐車をやめさせてほしい。

（再掲） ○ 菊川文庫の利用環境を整えて欲しいです。6時に閉まってしまうのは早いです。食事がとれるス
ペースの確保や、構造上声が響きやすい問題点、窓口での声が意外と響いて気になる時もありま
す。学習スペースが少ない点も気になります。駅の南口だけでは、発展は望めません。せっかく駅
や、インターもあるのに、活かし魅力ある町づくりに取り組むべきです。市立幼稚園も少なく入園
したくても入園できないのも問題だと思う。この近辺では藤枝市などが魅力ある町づくりの成功例
ではないかと思います。駅周辺の発展や、お茶、スイーツの店、買い物しやすい店舗出店、スポー
ツ施設など。参考にし菊川も住んでみたくなる町づくり目指して下さい。とにかく、せっかく駅北
が発展しかけているのに、駅の北口がないというのが大きな問題です。北口があればサーティーワ
ンアイスクリームはクローズしなかったと思います。北口もあればもっともっと人口も北に広がり
増えると考えられます。ぜひ検討を！

（再掲） ○ 市役所の駐車スペースを広くしてください。近年農地（水田）の減少により、河川の増水が早く
なっているように感じます。被害が出ないうちに対策をお願いします。

（再掲） ○ この場所で○○してはいけないと提示してありできません。（市の管理場所）その様な事はできる
場所を市で検討して造ってから、禁止するようにしてもらいたいです。
今父親がいて、農業を細々やっておりますが、現在私は会社員で親が農業をやれなくなった時、土
地をそのままにしておけません。会社員をやめて農業をやり始めて、同じ年収が確保できるかわか
りません。どのようにしたら良いのでしょうか。

○ 小笠支所に同級生がいて行きにくい。わざわざ菊川市役所まで行くので役所勤務担当を考え直して
ほしいです。

（再掲） ○ 河川敷を整備し、ウォーキングしたり、芝生で親子であそべるような場にしてほしい
下水道の補助が少なすぎる
駅北の商業施設により、交通量がふえた。一回停止の標識を増やしてほしい。
防犯灯が少なすぎる。又、明るさがたりない。

○ 横地地区にも、公園を作ってほしい。

○ 川浴の対策が出来ていない（自治会にまかせすぎ）
子供の安全に遊ぶ場所がない　駅の方ばかり見ばえよくしすぎ

○ これから、高齢化に向かうにあたり、空家がふえていきます。空家への対策を考えていかなければ
ならないと思います。

（再掲） ○ 市役所の駐車場ですが、一台分が狭くて入れにくいのでもう少し広くしてほしい。菊川市内で充分
買い物はできるのですが、大型商業施設が来てくれればもう少し人が増えて活気のある街になるの
ではないでしょうか

○ 町外に出ますと川の土手には毎年美しい菜の花、さくらなどを見かけます。菊川の土手も、それな
りに美しい散歩コースにはなっていますが、花が見られたらもっともっと活気が出ると思います。

○ 小笠地区に、子どもがのびのびと遊べる広場が全くないと思います。異年令（赤ちゃんからお年寄
り）が触れ合える広場や施設がほしいです。施設が無理なら、そういう機会を増やし、人とのかか
わりを大切にできる子を育てる環境を整えていただきたいと思います。又、使われていない市有地
をもっと有効活用してほしいです。

○ ボランティアで活動してくださっている方々の意見も大切にしてほしいです。
ウォーキングコース・ランニングコースがほしいです（夜でも安心して使える）

○ アエルの有効活用。せっかくの箱モノが錆びついている。

○ 市役所隣の体育館をもっと市民がたくさん使用できるような、きれいで大きいものを望みます。き
くのんグッズを何か所で販売して欲しい。

○ 市役所の駐車場を広くして欲しいです。
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○ 小笠南地区に住んでいますが、こちらには子供と一緒に遊べる公園とか何もないのでこちらにも
作って欲しいです。いつも菊川運動公園とかに行って遊んでいます。よろしくお願いします。

（再掲） ○ 和田公園のプールは継続してほしい。
菊川の汚さをなんとかしてキレイにしよう。下水の整備、ゴミを放棄させないなどして泳げる川
に！

（再掲） ○ 昨年引っ越してきましたが、前住んでいた所ではスポーツに力を入れていて安い値段で利用できる
スクールなどがたくさんあり、子供もスイミングに通わせていました。菊川市には安く利用できる
スイミングスクールなどがないので（あるかわからない）そのようなスクールをやってほしいと思
いました。後、前に住んでいた市では子育てにも力を入れていて、病院のお金は一切かかりません
でした。菊川市でも病院のお金を無料化してください。

○ 一か所でいろいろなスポーツのできる施設があると利用しやすい

○ 子供がボール遊び（サッカーや野球など）が安心して出来る場所を作ってほしい。近くの公園は
サッカー、野球が禁止、子供を外で遊ばせたくても場所がない。

○ 市の中心部、市街地が充実しているのはとてもいい事だと思います。反面、市街地には公園も無く
人が集まれる場所がなく、人との触れ合いに欠けやすくなっている様に思われます。

○ 図書館の蔵書の充実。特に作家の代表作（いろいろな賞を受けた作品）は少なくとも1冊は備えて
欲しい。現時点では不足している。

○ 下水道事業はムダだ。

○ 菊川に越してきてもうすぐ20年くらいになりますが、都会すぎず田舎すぎず、大人にとっても子
どもにとっても住みやすいまちだと思います。御前崎の「もくよく？　広場」のように、児童館以
外にも、雨が降っていても子どもも大人も遊べるような（体を動かせる）施設・スポーツが出来る
様な施設（屋内プールでも！）があるとうれしいです。

（再掲） ○ 健康管理の為、スポーツの取り組みについて…掛川市のサンリーナで桟具を使ったフィットネスや
プールを週1回位で運動しております。菊川にもその様な場所が欲しいと思います。
子育て支援が言われておりますが、学童の環境の悪さには驚きます。
アンケートに関する回答は何故ないのでしょうか？　皆さんが思っていて話に出ます。

○ 島田市のようなスポーツ施設を作ってほしい

○ スポーツ施設を維持するために、清掃、備品を考えてほしい。菊川球場など、以前利用した時に清
掃する道具がなくてこまった。

○ 気軽に安くて利用できる運動施設があればいいなと思います。（掛川のさんりーなみたいな施設）

○ 旧小笠に公園がない為遊び場所がない。

（再掲） ○ 一日でも早く、おおぞら幼保園周辺の水害対策をして欲しい。小さな子供を通園させるのに不安で
たまらないです。大人なら自分で判断し、身を守れる事もあるかもしれないが、小さな子供たちは
自身で守ることができないので今すぐに対策をして欲しい。
加茂地区ばかり公園をいくつも作ったりきれいに整備されていて必要以上に充実しているが、内田
地区ももう少し公園整備など、子供が安心して遊べる場所を作ってほしいです。遊具で遊ばせる場
所が車を使ってわざわざ出かけないと無い。
保育園の定員を増やして欲しい。
小さな子供がいると働きたくても働けず、生活は苦しくなるばかりで本当に困っています。
新生児出産祝金事業の対象がおかしいと思う。どうして出生前６ヵ月以上前から住所がなければな
らないのか。私は第2子の出産を期に菊川市へ引っ越したのですが、里帰り出産のタイミングで住
所を移動した為、日数が足りませんでした。長く菊川に住むための制度ではないのですか？産後す
ぐ他市へ引っ越した人の方がもらえて、これから住む人はもらえないのは変。例えば、１才の誕生
日まで住んでたら貰えるのなら分かるが。

○ 市役所の入口、出口を交互通行してして下さい。
介護に関するPRをして下さい。
菊川市立病院の駐車場を増やして下さい。朝の状況を一度見て下さいあふれていますヨ
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○ 公園のトイレが使用禁止になってるところがある。いつになったら使用許可が出るのでしょうか。
回覧板が月２回くる。回数を減らしてほしい。

○ 和田公園を整備してほしいです。とてもよい場所なのですが、子どもが入れないくらい草が生えて
いて残念です。そして、近くに子どもと遊べる場所がありません。幼保園（認定こども園）を増や
してほしいです。市街在住でない人も通えるように作ってほしいです。一時預り（保育園で受け入
れてくれるリフレッシュ）がすでに預かる子が入っていたりして、取りにくいです。

○ 速やかに下水道事業を推進してほしい。川が汚い！臭い！！合併浄化槽の点検、清掃に払うお金が
もったいない。確実に水がきれいになる下水道処理なら気持ちよくお金を払う気になる。運動公園
としては良いものができたが、掛川の「さんりーな」のような、トレーニングルームを備えた屋内
の運動施設を作ってほしい。市民が気軽に使えれば、将来的には健康な人が増え医療費削減につな
がる。例えば、駅北に作れば、電車通勤の市街の人の利用が見込め、施設の運営面でも有利。交通
の面からも大会を開きやすいのでは？磐田駅の「アクトス」のようにスポーツジム会社の招致でも
よい。

○ 公園の設備をもっと充実してほしい

（再掲） ○ 公共の施設は土曜日などにも営業して欲しい。サラリーマンなので、市役所の水曜夜7時までは物
足りないです。免許更新なども会社を休んで行かないといけない。何とかして欲しいです。
参考資料について、もっと前のページに掲載して欲しいです。質問に答えた後で、このページが出
てくるため。

（再掲） ○ 旧菊川町のみが開拓され、旧小笠地区は改善されていない。東海沖地震が騒がれている中、市の防
災対策が進められていないのではないか（全てに対して）公園緑地が少ない（旧小笠地区）全てに
対し、他市より同等になる様な改善が必要と考える

（再掲） ○ 道路のセンターラインが消えている所が多いので、走っていて怖いです。県道で市では対応できな
い箇所もあるかも知れませんが、何とかしてほしいです（小笠東地区）
小笠の図書館の入口にWi-Fiのパスワードが提示されていますが、セキュリティ的によろしくない
と思います。館内で職員の方に聞いたり、月１回パスワード変更するなりした方が良いと思いま
す。
菊川市には市営のスポーツ施設（ジム）がないため、不便です。掛川のしーすぽ、御前崎のぷるる
のように筋トレを手軽にできるようにしてほしいです。

（再掲） ○ 行政の仕事を見直して、身軽な市政のため、頑張ってください。新しい建物はいりません。

（再掲） ○ 市の職員が多すぎる。パソコンとにらめっこしていて何の仕事をしているのか分からない。税金の
無駄遣いだと思う。古くなく悪くもない地区センターを建て替える必要があるのか分からない。

（再掲） ○ 他の市のママさんから、菊川市は子育てに力を入れてくれて住みやすいところだねといわれること
があります。道路や公園も整備されて、ますます発展してきているように思います。公園について
ですが、アスレチックの老朽化により、使えなくなっていたり、取り壊されていたり、少し寂しい
なと思うところもあります。全体的には加茂の辺りが発展してきて充実していると思います。

（再掲） ○ 駅前にシンボルツリーを植えてほしい（駅前が寂しいので）。行事やイベントが多すぎると思う
（運動関係など）。公共施設の場所が名前だけですとわからないことがある。

（再掲） ○ 駅の改札を2つ（北口、南口）を作り、使いやすくして欲しい。駅周辺にお店を作り、もっと市を
賑やかにしてほしい。図書館の充実をしてほしい。温泉施設などを作って欲しい。

（再掲） ○ 北部開発が全く進んでいない　※メイン道路等
運動公園等、道路が全く不整備
IC南北道路、整備混雑きわまりない

（再掲） ○ 土日になると、役場前のリサイクルの場所がとじてしまうが、働いている人は土日に持ち込む事が
あるので開けておいてほしい。
自治会にアパートに住んでいる外人のゴミ等の処理をまかせているが、間違っていると思う。もっ
と大家の責任を町の方で指導して欲しい。とても迷惑している。
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（再掲） ○ 病院の夜間診療。小児科の受診ができないのは子育て中の家庭には痛手。近くに市の病院があるの
に、もし緊急受診が必要な時にどこに行けばいいか悩む。また、中東遠医療センターまで行くのに
は遠いため、小児科の診療体制を夜も整えてほしい。スポーツをやりたくても参加できる（活動し
ている団体の）情報がないためどうしようもない。市のスポーツジムなどあれば行きたい。調べる
と袋井など遠くて行きたくても行けない。

（再掲） ○ 市職員は住民の税金で給料が支払われ生活ができている事を充分理解し、真面目に仕事に取り組ん
でもらいたい。市の体育館を早く建て直してもらいたい。
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●税、料金等に関すること（１４件）

○ 住民税が高い。税金の無駄遣いが多い（駅に茶の実は不必要）。

○ 都市計画税を払っているが、私の地区は良くならない。お金はどこに行っているのかな？

○ 市民税、健康保険税が菊川市は高い
市が行う環境装備を自治会が行っていることが、今の若い人には負担になっている。だから若い人
が都会に出て行ってしまうのではないかと思う。

○ 都市計画税の使い道がわからない。

○ 住民税をこれ以上上げないでほしいです・・・・。
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 ●アンケートに関すること（18件）

○ 同じアンケートに、昨年か一昨年も回答しています。無作為で抽出とのことですが、辛いです。問
３は特にとても回答しづらいです。途中で放棄したくなりました。（参考資料は後に添付ではな
く、並書すべきでは）以前と様式が変わっていないようですが、改善して下さるとありがたいで
す。回答率も上がるのでは（アンケートに当たる率も下がるかな、と期待）と思うのですが…。よ
ろしくお願いします。

○ 何回か同様のアンケートに当たりましたが設問の具体的な場面がわからず、判断しかねるものが多
くあり、真意と異なる回答があるかもしれません。そのため、正しい評価になりにくいと思われま
す。もっと具体例や場面事例などを挙げて示してくれると判断しやすいかと思います。

○ 表紙が気になります。市長の個性が主役かな？ここはやっぱり”きくのん”でしょう！

○ 質問の意味がわからない　質問で「目指す状態」とは？

○ アンケート結果を実施してもらいたい。

○ このアンケートは毎回同じ内容で、同じ人に郵送されていますので、意味がないのではないです
か。限られた人の意見ではなく、市役所や市の公共施設を利用する人とか、多数の人からのアン
ケートを求めた方が良いと思います。

○ このように、市民の声を聞く機会を作って、調べて下さり、ありがたいです。本当にご苦労様で
す。菊川駅の北口、花火大会があると、もっとすばらしいと思います。

○ アンケート用封筒小さすぎ！入らん。

（再掲） ○ 毎年何らかのアンケートが届けられるがめんどくさいです。ほかの人にも届くようにしてくださ
い。また、入れる封筒考えた方がいいと思います。昔の黒田町長さんの行政は町全体で堅実なかん
じがしたが、今は駅周辺、本庁舎あたりだけで運営されているような感じで小笠は忘れられている
と思います。市全体で考えてください。小笠地区の人はみんな不満を持っていると思います。

○ アンケートが反映されなければ意味がない！

（再掲） ○ 何人にアンケート調査出したのでしょうか。再度届いたハガキは税金の無駄遣いです。
お茶の宣伝が足りなさすぎる。発祥は菊川と牧之原の境目であること！お茶をやめる人が増えてい
るから。掛川が深蒸し茶の宣伝をして、TVで放送されることがよくあるので、掛川に深蒸し茶を
奪い取られているのでは…。
意見箱に何度も「野焼き禁止」にして欲しいと出したが、農家の人は未だに草（可燃ゴミ）を燃や
したりしているので、洗濯物が臭くなって困る。窓が開けられない。全面的に禁止にして頂きた
い。何のための意見箱なのか分からない!!

○ 総合計画の取り組みと浜岡原発の今後について調査することの関係がわからない。
この問題に関しては自治体としてもっとていねいに説明し幅広く意識調査するべきである。

○ こういったアンケートがネットでもできるようになると便利だと思います。

○ 自己満足の評価アンケートならば、この形でよいでしょう。表現的に？な部分が多い、投機的評価
も不要ではないか？○or×　思ったことを記入する形でないと、悪い点や考えは伝えられないと思
います。アンケートやめましょう。

（再掲） ○ 原発については、次世代エネルギーが開発出来、安定供給できれば環境面からも停止するのが望ま
しいと思う。また、アンケートについては、アンケートの内容に、例えば○○活動などを記入して
いただくと非常にわかりやすいと思います。今後、アンケートの内容が姿勢に反映されることを期
待します。

（再掲） ○ 福島の原発事故が完全に収束するまで浜岡は停止するべき、再稼働するなら市長議会が責任を持つ
べき。だが、現実には電力出身の国会議員により全原発は再稼働するであろう。牧之原の西原市長
と共に菊川市長も反対してほしいと市民は願っている。
参考資料（11P）は最初のページに綴じてほしかった。
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（再掲） ○ もっと地域のことや市政に関心を持って、参加したり注視したりしていきたいと思います。そうい
う思いを持つ良いきっかけに、このアンケートはなりました。菊川を我が町としてもっと愛せるよ
うに。

（再掲） ○ 健康管理の為、スポーツの取り組みについて…掛川市のサンリーナで桟具を使ったフィットネスや
プールを週1回位で運動しております。菊川にもその様な場所が欲しいと思います。
子育て支援が言われておりますが、学童の環境の悪さには驚きます。
アンケートに関する回答は何故ないのでしょうか？　皆さんが思っていて話に出ます。
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 ●その他意見等（２２件）

○ みんなが生きてると思えるような、環境が整っていない様に思います。農家が少なくなり、会社員
でなければ、生きていけない世の中になり、住みにくい、生活になっている様に思います。もっと
生きがいを感じられるような市にして欲しい願います。

○ 温かい人間関係が作りやすい街だと思います。

○ 要望したところで期待していないので書くだけムダ

○ 地デジ難聴地域では、テレビ視聴に負担がかかっています。特別な負担無くテレビ視聴可能になる
よう対策をお願いしたい

○ 菊川市からは、とてもスポーツに優れた人材が生まれています。しかし、スポーツ施設は、充実し
ているとは思えませんので、考えてもらいたい。（隣りの市の施設を利用することが多い）

○ スポーツ、レクリエーションの第一歩を踏み出せる様、もう少し多くの種類の募集をしてほしい。
（ステップ講座の種類を増やしてほしい）
ショートステイの出来る様な介護施設を作ってほしい。

○ 私は、他県の出身です。静岡の方は、とても思いやりのある方が多い様に感じます。しかしなが
ら、まだまだ公共の場で、困った方を見て見ぬふりをしている方が多いことに気付きます。相手の
立場になって考える力を、母として、子供達に教えていきたいと切に思っています。菊川市が心温
かい町になりますように。

○ 通信インフラが整っていない。ブラック企業対策をしてほしい。休日がすべて出勤などの企業があ
る。

○ この春から長男が大学進学を機に上京しました。上京先で「菊川出身です。」と話すと、「お茶と
常葉菊川が有名ですね。」と会話が弾みました。菊川市が外からどう見られているのか新鮮な気持
ちで菊川を見つめなおしています。しかし、甲子園に出たというのはすごい宣伝効果なんですね！

○ 農村に住んで日々の生活だけを送っておりアンケートの為にもならず申し訳ございませんでした

○ 市の広報は別として、あまりにも団体のチラシが多すぎる。月に何回か、会報と一緒に配られる
が、必要ないものも多い。市からの補助金によって出版されるものもあると思うが、再考が必要に
思う。また、出版するであれば、いくつかの団体をまとめてはどうか?(出版を)

○ 趣味に関する活動の場が欲しいです。たとえば写真サークルとか？

○ 私は生まれも育ちも今後の人生も菊川市で過ごすことになります。地元大好きです。私の子供たち
も、「菊川市にずっと住みたい」と言ってもらえるような市を目指して欲しいと思っています。
「地元大好き」ってみんなが思える菊川市になるといいですね。

○ 家庭を持つから他の地域に住んでいないので比較しにくいこともる。医療が充実していると聞いて
おります。これも安心です。

○ 動物愛護に力を入れて欲しい

○ きくのん、金の無駄！

○ 特にないですが、今まで以上に住みやすい町づくりをお願いします。

（再掲） ○ 他市から移り住んだ者として、菊川の人たちの人柄の良さを感じ、とても住みやすい町だと思いま
す。皆さん純朴でおだやかで他者に優しく、自然を愛し、地産地消の精神で日々実践し、だから市
政にもそれが反映して、市の行う施策も上記のとおりですばらしいものだと思います。だからこ
そ、この地を大切にしてほしいと切に思う。浜岡原発で福島のような事故がおきたら、２０㎞圏内
にスッポリ入る菊川市は、たちまち住めない町、もどれない町になります。小学生でもわかるこの
現実をいい大人が目をそらしていてどうするか！！と思う。原発に対し、はっきりとした態度をと
れない市政のあり方は自殺行為だと思います。９月議会で出された意見書は納得のいくものです。
市と市議会は何があってもこれをつらぬく姿勢をもってほしいです。

○ 安心して穏やかに生活できる町だと思います。この状態が続くことを願います。子供がいないので
子育てについてはわかりません。
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○ 派遣の正社員化を行政からも（推進してほしい）働きかけてほしい。

（再掲） ○ 原発推進派の議員さんが多いのが心配

（再掲） ○ 菊川市民であることを感じられない。牧之原に住んでいるため、学校行事などが小笠掛川地区とし
て参加することがないため、へだたりを感じる。一番は学校の入学式、卒業式に菊川市長の祝電が
ないことに不満を感じました。牧之原の住民は菊川市民であって菊川市民でないように思う。

○ 75才までオジサンパート等で会社勤めをしましたが、これからは菊川市のために何か役立つこと
を行いたいと思っています。

○ 仕事の関係であまり菊川に居ないためあまりわかりませんが、休みの日、菊川へ帰ってくると身も
心もとても癒されます。仕事を辞めたらゆっくり楽しみながら、大好きな菊川市の事を調べたいと

○ 救急車を有料化してほしい。適正使用が全く成されていません。

○ 子供、高齢者、介護、活動等、直接的にかかわってないので、ぜんぜんわかりません。（市の活動
に対して）

（再掲） ○ もっと地域のことや市政に関心を持って、参加したり注視したりしていきたいと思います。そうい
う思いを持つ良いきっかけに、このアンケートはなりました。菊川を我が町としてもっと愛せるよ
うに。

○ ハローワーク設置

（再掲） ○ 市役所隣の体育館をもっと市民がたくさん使用できるような、きれいで大きいものを望みます。き
くのんグッズを何か所で販売して欲しい。

（再掲） ○ このように、市民の声を聞く機会を作って、調べて下さり、ありがたいです。本当にご苦労様で
す。菊川駅の北口、花火大会があると、もっとすばらしいと思います。

（再掲） ○ 生まれも育ちも菊川。これから死ぬまでずっと菊川に住んでいきます。大好きな菊川市なのでこれ
からもっともっと住みやすい街になればうれしいです。あとはいろんな人に菊川の事を知ってもら
えたら良いなと思います。
深蒸し茶も菊川発祥なのに掛川の方が有名になってるのが残念です。もっともっとアピールしてほ
しいです！

（再掲） ○ 菊川市は自然も多く最近ではいろんなお店もできてにぎわい いい街だと思いますが地域によってか
たよりがありすぎると思う。
それとこのアンケートには関係あることは記載されていませんでしたが動物にも優しい街であって
ほしいです。動物愛護にも力を入れてほしいです。
保護動物の殺処分ゼロの街を希望します。

（再掲） ○ 原発は本当にむずかしい問題だと思います。早くこれにかわるもっと安全なものができると良いと
思ってます。市ではいろいろな事に前向きに取り組んでいると思います。自分がなかなか参加でき
ないでいるのですが。いろいろな人達が菊川をもっと良くしていこうとがんばっているのはとても
つたわってきています！

（再掲） ○ 自治会班長の仕事が多すぎる。シルバーを使ってください。農業も年々厳しくなっている。その中
で消防団活動等をしてきた人は役から外してほしい。役場の人、農協の人、自営者を消防団として
きたので、外れた人に平等に役をやってもらいたい。昔は８月下旬に査関大会が行われていまし
た。

（再掲） ○ 広報ほかいろいろな、菊川市の回覧などが回ってきますが見ていない方が多いと思います。お金の
かかる方法ですが、市の民間放送でテレビで見れるようにすればいろいろなかたちで見てくれる人
がいると思います。

（再掲） ○ アンケートに関して、引っ越して１ヵ月未満の人間には分からない質問が多すぎて参考になるか
…。失礼ながらわかる範囲のものは引っ越し前と比べさせて頂きました。困ったのは自転車置き場
です。市営がやたら高いし、月で契約するほど利用しないし、バスの本数少ないし、車ないと少々
不便です。あとガス代の高さにビビってます。

（再掲） ○ PRや活動内容は老人ではホームページでは見れない。出前講座年1回ではムリだと思う。
隣の市では新聞でよく、活動内容等を見ることができる。
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（再掲） ○ 菊川市に転入して５ヶ月になります。人に優しく親切で自然が多くてとても住みやすい市だと感じ
ています。朝、７時と夕方１７時のチャイムもあたたかみを感じます。あと、以前にもアンケート
を記入しましたが、ゴミ袋の値段が高すぎます。燃えるゴミの袋は焼却してしまう物なのに質の良
いものは必要ないと思います。以前住んでいた所は（５０枚４５ℓ）がこちらの（３０ℓ１０枚）
と同じ値段していました。毎日使うものなのでコストをさげてもっと質を薄くしたほうが良いと思
います。家計がたすかります。

（再掲） ○ 菊川のお茶づくりの後継者がいない、又は少なくお茶の生産が少なくなってきていないか不安で
す。難しいけど、お茶づくりにもっと力をいれてほしいです。
あと健康作りのためにカーブスのようなフィットネス施設を増やして健康意識を1人ひとりが強く
なれるようにしていって頂けたら嬉しいです。きくのんに会える場も増えたら嬉しいです。

（再掲） ○ 街全体で盛り上げようと頑張っているところが良く思っています。駅前だけでなく小笠方面での盛
り上げるイベントがあるのが良い。
道路が急にカーブがあったり変な道が多い（土地問題で仕方がないと思うが慣れていない人は危な
いと思う）
前回のアンケートで書いたことがちゃんと伝わったと感じました。

（再掲） ○ 駅北口を作ってほしい、市議会員削減（いらない）、インター出口を開発してほしい、消防職員が
多すぎる（もっと働け）
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