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 I 市民アンケートの概要 

１.調査の目的 

平成 29年度からスタートした、第２次菊川市総合計画の推進にあたり、市民の皆様が市の現状

をどう感じているか、また、市の様々な施策について何に満足し、何が不満なのかを把握し、更

なるサービスの向上と着実な行政運営に反映させるため、市民アンケート調査を実施しました。 

 

２.調査の設計 

(1) 調査地域 菊川市全域 

(2) 調査対象 令和４年４月１日現在で市内に居住する 18歳以上の市民 2,000人 

(3) 抽出方法 住民基本台帳による無作為抽出法 

(4) 調査方法 郵送及びＷＥＢによるアンケート 

(5) 調査期間 令和４年４月１日（金）～令和４年４月 20日（水） 

    

３.配布・回答状況 

   本アンケートの配布数と有効回答数は下記のとおりとなっています。 

配布数 回答数 回答率 

2,000通 1067件 53.4％ 

 

４.調査結果の見方 

   (1) 構成比は回答数を 100.0%として算出し、小数点以下第二位を四捨五入したため合計が 100.0％

にならない場合があります。 

(2) 年度経過表の満足度は「そう思う（満足）」、「どちらかといえば思う」の合計、重要度は「重要」、

「どちらかといえば重要」の合計を掲載しました。 

(3) このアンケートは、調査開始時である平成 27年度の結果を基に比較しています。ただし、平成

27年度の調査時に質問項目がなかったものについては、比較がありません。 
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Ⅱ　調査結果

１　あなたご自身について

回答数 構成比

男性 475 44.5%

女性 547 51.3%

無回答 45 4.2%

合計 1,067 100.0%

回答数 構成比

18歳～19歳 9 0.8%

20歳～29歳 99 9.3%

30歳～39歳 148 13.9%

40歳～49歳 210 19.7%

50歳～59歳 177 16.6%

60歳～64歳 129 12.1%

65歳以上 285 26.7%

無回答 10 0.9%

1,067 100.0%

回答数 構成比

西方 74 6.9%

町部 71 6.7%

加茂 149 14.0%

内田 70 6.6%

横地 50 4.7%

六郷 208 19.5%

河城 105 9.8%

平川 114 10.7%

嶺田 50 4.7%

小笠南 69 6.5%

小笠東 88 8.2%

無回答 19 1.8%

合計 1,067 100.0%

　合計

男性
44.5%

女性
51.3%

無回答
4.2%

18歳～19歳
0.8% 20歳～29歳

9.3%

30歳～39歳
13.9%

40歳～49歳
19.7%

50歳～59歳
16.6%

60歳～64歳
12.1%

65歳以上
26.7%

無回答
0.9%

西方
6.9%

町部
6.7%

加茂
14.0%

内田
6.6%

横地
4.7%

六郷
19.5%

河城
9.8%

平川
10.7%

嶺田
4.7%

小笠南
6.5% 小笠東

8.2%

無回答
1.8%

（１） あなたの性別は

（２） あなたの年齢は

（３） あなたのお住まいの地区はどこですか
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回答数 構成比

農林水産業 35 3.3%

会社員・会社役員 409 38.3%

公務員・団体職員 57 5.3%

自営業（商店・工場・家族従業者含む） 46 4.3%

専門職（医師・弁護士・税理士等） 21 2.0%

自由業（作家・芸術家等） 4 0.4%

パート・アルバイト 205 19.2%

家事（主婦・主夫） 111 10.4%

学生 19 1.8%

無職 131 12.3%

その他 17 1.6%

無回答 12 1.1%

1,067 100.0%

回答数 構成比

357 33.5%

398 37.3%

12 1.1%

112 10.5%

188 17.6%

1,067 100.0%

回答数 構成比

90 8.4%

220 20.6%

514 48.2%

181 17.0%

17 1.6%

34 3.2%

11 1.0%

1,067 100.0%

合計

四世代世帯（親・子・孫・ひ孫）

その他

無回答

合計

県外

自宅（自営業所）

市内

市外の県内市町村

二世代世帯（親・子）

三世代世帯（親・子・孫）

無回答

合計

ひとり暮らし世帯

一世代世帯（夫婦のみ）

農林水産業
3.3%

会社員・会社

役員
38.3%

公務員・団体

職員
5.3%

自営業（商

店・工場・家

族従業者含

む）
4.3%

専門職（医

師・弁護士・

税理士等）
2.0%

自由業

（作家・芸

術家等）
0.4%

パート・アル

バイト
19.2%

家事（主婦・

主夫）
10.4%

学生
1.8%

無職
12.3%

その他
1.6%

無回答
1.1%

市内
33.5%

市外の

県内市

町村
37.3%

県外
1.1%

自宅（自

営業所）
10.5%

無回答
17.6%

ひとり暮ら

し世帯
8.4%

一世代世

帯（夫婦

のみ）
20.6%

二世代世帯（親・子）
48.2%

三世代世

帯（親・

子・孫）
17.0%

四世代世帯

（親・子・孫・ひ

孫）
1.6%

その他
3.2%

無回答
1.0%

（４） あなたの職業は

（５） 通勤・通学先は

（６） ご家族の構成は
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回答数 構成比

１年未満 20 1.9%

１年～10年 135 12.7%

11年～20年 140 13.1%

21年～30年 170 15.9%

31年以上 593 55.6%

無回答 9 0.8%

1,067 100.0%合計

１年未満
1.9%

１年～10年
12.7%

11年～20年
13.1%

21年～30年
15.9%

31年以上
55.6%

無回答
0.8%

（７） 菊川市に住まわれて通算何年になりますか

4



２　暮らしの実感などについて

満足度 H27 R4 比較 R4

そう思う（満足） 14.4% 13.2% ▲1.2% 重要 46.5%

どちらかといえば思う 65.8% 65.5% ▲0.3% どちらかといえば重要 43.1%

どちらかといえば思わない 13.1% 15.4% 2.3% どちらかといえば重要ではない 4.5%

そう思わない（不満） 3.5% 2.6% ▲0.9% 重要ではない 1.1%

無回答 3.2% 3.3% 0.1% 無回答 4.8%

100.0% 100.0% 100.0%

■年度経過表

H27 H31 R2 R3 R4 R8（目標値）

満足度 80.2% 77.9% 79.6% 80.4% 78.7% 85.0%

重要度 - 89.9% 91.5% 90.4% 89.6%

満足度 H27 R4 比較 R4

そう思う（満足） 15.8% 16.0% 0.2% 重要 50.6%

どちらかといえば思う 66.6% 64.9% ▲1.7% どちらかといえば重要 40.1%

どちらかといえば思わない 12.3% 13.5% 1.2% どちらかといえば重要ではない 3.9%

そう思わない（不満） 2.8% 2.2% ▲0.6% 重要ではない 0.8%

無回答 2.4% 3.4% 1.0% 無回答 4.5%

100.0% 100.0% 100.0%

■年度経過表

H27 H31 R2 R3 R4 R8（目標値）

満足度 82.4% 81.8% 78.7% 82.0% 80.9% 88.0%

重要度 - 91.4% 91.4% 91.3% 90.7%

合計 合計

合計 合計

重要度

重要度

重要
46.5%

どちらかとい

えば重要
43.1%

どちらかといえば

重要ではない
4.5%

重要ではない
1.1%

無回答
4.8%

重要, 
50.6%

どちらかと

いえば重

要, 40.1%

どちらかと

いえば重

要ではな

い, 3.9%

重要ではな

い, 0.8%

無回答, 
4.5%

設問１（１） 子育てしやすいまちだと思いますか

設問１（２） 安心して子どもを育てられるまちだと思いますか

そう思う（満

足）, 13.2%

どちらかとい

えば思う, 
65.5%

どちらかとい

えば思わない, 
15.4%

そう思わない

（不満）, 2.6%
無回答, 3.3%

そう思う

（満足）, 
16.0%

どちらかとい

えば思う, 
64.9%

どちらかとい

えば思わない, 
13.5%

そう思わない

（不満）, 2.2%

無回答, 3.4%
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満足度 H27 R4 比較 R4

そう思う（満足） 11.0% 8.6% ▲2.4% 重要 50.7%

どちらかといえば思う 63.1% 58.9% ▲4.2% どちらかといえば重要 39.0%

どちらかといえば思わない 19.2% 25.0% 5.8% どちらかといえば重要ではない 5.3%

そう思わない（不満） 3.8% 4.3% 0.5% 重要ではない 0.7%

無回答 2.9% 3.2% 0.3% 無回答 4.3%

合計 100.0% 100.0% 合計 100.0%

■年度経過表

H27 H31 R2 R3 R4 R8（目標値）

満足度 74.1% 72.1% 70.0% 71.9% 67.5% 79.0%

重要度 - 91.3% 91.0% 92.2% 89.7%

満足度 H27 R4 比較 R4

そう思う（満足） 9.5% 9.7% 0.2% 重要 40.9%

どちらかといえば思う 62.9% 61.3% ▲1.6% どちらかといえば重要 46.6%

どちらかといえば思わない 21.1% 22.9% 1.8% どちらかといえば重要ではない 6.6%

そう思わない（不満） 3.4% 2.6% ▲0.8% 重要ではない 1.4%

無回答 3.2% 3.5% 0.3% 無回答 4.6%

合計 100.0% 100.0% 合計 100.0%

■年度経過表

H27 H31 R2 R3 R4 R8（目標値）

満足度 72.4% 69.7% 69.5% 71.3% 71.0% 82.0%

重要度 - 90.3% 89.8% 89.7% 87.5%

重要度

重要度

重要, 50.7%

どちらかといえ

ば重要, 39.0%

どちらかといえば重要

ではない, 5.3%

重要ではない, 
0.7% 無回答, 4.3%

そう思う（満

足）, 9.7%

どちらかといえば思

う, 61.3%

どちらかと

いえば思わ

ない, 22.9%

そう思わない（不

満）, 2.6%

無回答, 3.5%

重要
40.9%

どちらかとい

えば重要
46.6%

どちらかと

いえば重

要ではな

い
6.6%

重要ではない
1.4%

無回答
4.6%

設問１（３） 子どもが安全・安心に通うことのできる教育環境が整うまちだと思いますか

設問１（４） 学校・家庭・地域が一緒になって子どもを育むまちづくりが進められているまちだと思いますか

そう思う（満

足）, 8.6%

どちらかとい

えば思う, 
58.9%

どちらかとい

えば思わない, 
25.0%

そう思わない

（不満）, 4.3%
無回答, 3.2%
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満足度 H27 R4 比較 R4

そう思う（満足） 14.3% 15.0% 0.7% 重要 42.5%

どちらかといえば思う 65.1% 61.4% ▲3.7% どちらかといえば重要 48.5%

どちらかといえば思わない 16.3% 18.7% 2.4% どちらかといえば重要ではない 4.5%

そう思わない（不満） 2.7% 2.8% 0.1% 重要ではない 0.6%

無回答 1.6% 2.2% 0.6% 無回答 4.0%

合計 100.0% 100.0% 合計 100.0%

■年度経過表

H27 H31 R2 R3 R4 R8（目標値）

満足度 79.4% 77.5% 76.3% 78.1% 76.4% 85.0%

重要度 - 90.8% 92.1% 93.0% 91.0%

満足度 H27 R4 比較 R4

そう思う（満足） 11.6% 8.3% ▲3.3% 重要 25.1%

どちらかといえば思う 53.7% 56.1% 2.4% どちらかといえば重要 58.2%

どちらかといえば思わない 28.9% 30.7% 1.8% どちらかといえば重要ではない 11.6%

そう思わない（不満） 4.0% 2.3% ▲1.7% 重要ではない 1.2%

無回答 1.8% 2.4% 0.6% 無回答 3.8%

合計 100.0% 100.0% 合計 100.0%

■年度経過表

H27 H31 R2 R3 R4 R8（目標値）

満足度 65.3% 59.9% 55.1% 62.1% 64.4% 75.0%

重要度 - 83.4% 86.1% 85.1% 83.3%

重要度

重要度

そう思う

（満足）, 
15.0%

どちらかといえば思う, 
61.4%

どちらかと

いえば思

わない, 
18.7%

そう思わない

（不満）, 2.8%

無回答, 
2.2%

重要
42.5%

どちらかといえば

重要
48.5%

どちらかといえば

重要ではない
4.5%

重要ではない
0.6%

無回答
4.0%

そう思う

（満足）, 
8.3%

どちらかとい

えば思う, 
56.1%

どちらかと

いえば思

わない, 
30.7%

そう思わ

ない（不

満）, 2.3%

無回答, 
2.4%

重要, 
25.1%

どちらかと

いえば重要, 
58.2%

どちらかと

いえば重

要ではな

い, 11.6%

重要では

ない, 1.2%

無回答, 
3.8%

設問１（５） 心身ともに健やかに生活できるまちだと思いますか

設問１（６）健康づくりに取り組む人が増えているまちだと思いますか
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満足度 H27 R4 比較 R4

そう思う（満足） 9.2% 12.5% 3.3% 重要 39.7%

どちらかといえば思う 56.3% 55.8% ▲0.5% どちらかといえば重要 48.5%

どちらかといえば思わない 28.5% 26.5% ▲2.0% どちらかといえば重要ではない 6.7%

そう思わない（不満） 3.8% 3.4% ▲0.4% 重要ではない 1.1%

無回答 2.2% 1.9% ▲0.3% 無回答 3.9%

合計 100.0% 100.0% 合計 100.0%

■年度経過表

H27 H31 R2 R3 R4 R8（目標値）

満足度 65.5% 65.5% 61.0% 66.0% 68.3% 76.0%

重要度 - 89.9% 90.5% 90.6% 88.2%

満足度 H27 R4 比較 R4

そう思う（満足） 7.7% 7.1% ▲0.6% 重要 33.6%

どちらかといえば思う 52.2% 53.8% 1.6% どちらかといえば重要 50.7%

どちらかといえば思わない 34.2% 33.1% ▲1.1% どちらかといえば重要ではない 9.9%

そう思わない（不満） 4.2% 3.8% ▲0.4% 重要ではない 1.8%

無回答 1.7% 2.2% 0.5% 無回答 3.9%

合計 100.0% 100.0% 合計 100.0%

■年度経過表

H27 H31 R2 R3 R4 R8（目標値）

満足度 59.9% 54.1% 57.0% 57.3% 60.9% 70.0%

重要度 - 87.5% 88.1% 86.5% 84.3%

重要度

重要度

そう思う

（満足）, 
12.5%

どちらかとい

えば思う, 
55.8%

どちらかと

いえば思

わない, 
26.5%

そう思わな

い（不満）, 
3.4%

無回答, 
1.9%

重要
39.7%

どちらかといえ

ば重要
48.5%

どちらかといえば重

要ではない
6.7%

重要ではない
1.1%

無回答
3.9%

そう思う（満

足）
7.1%

どちらかといえ

ば思う
53.8%

どちらかと

いえば思わ

ない
33.1%

そう思わない

（不満）
3.8%

無回答
2.2%

重要, 33.6%

どちらかと

いえば重

要, 50.7%

どちらかと

いえば重要

ではない, 
9.9%

重要では

ない, 1.8%

無回答, 
3.9%

設問１（７） 健診や健康相談など病気の予防対策が充実しているまちだと思いますか

設問１（８） 高齢者が生きがいを持ち、健やかに暮らせるまちだと思いますか
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満足度 H27 R4 比較 R4

そう思う（満足） 6.6% 8.1% 1.5% 重要 41.4%

どちらかといえば思う 49.3% 52.0% 2.7% どちらかといえば重要 45.1%

どちらかといえば思わない 35.2% 33.6% ▲1.6% どちらかといえば重要ではない 8.4%

そう思わない（不満） 5.8% 4.0% ▲1.8% 重要ではない 1.0%

無回答 3.1% 2.3% ▲0.8% 無回答 4.0%

合計 100.0% 100.0% 合計 100.0%

■年度経過表

H27 H31 R2 R3 R4 R8（目標値）

満足度 55.9% 55.6% 54.8% 60.0% 60.1% 66.0%

重要度 - 90.1% 90.9% 88.7% 86.5%

満足度 H27 R4 比較 R4

そう思う（満足） 6.6% 6.5% ▲0.1% 重要 28.3%

どちらかといえば思う 58.3% 50.3% ▲8.0% どちらかといえば重要 54.2%

どちらかといえば思わない 30.1% 36.6% 6.5% どちらかといえば重要ではない 11.5%

そう思わない（不満） 3.3% 4.6% 1.3% 重要ではない 2.1%

無回答 1.7% 2.1% 0.4% 無回答 3.9%

合計 100.0% 100.0% 合計 100.0%

■年度経過表

H27 H31 R2 R3 R4 R8（目標値）

満足度 64.9% 54.9% 53.4% 59.9% 56.8% 75.0%

重要度 - 85.6% 88.2% 86.1% 82.5%

重要度

重要度

そう思う（満

足）
8.1%

どちらかといえ

ば思う
52.0%

どちらかと

いえば思わ

ない
33.6%

そう思わない

（不満）
4.0%

無回答
2.3%

重要
41.4%

どちらかとい

えば重要
45.1%

どちらかと

いえば重

要ではな

い
8.4%

重要では

ない
1.0%

無回答
4.0%

そう思う

（満足）, 
6.5%

どちらかといえば思

う, 50.3%

どちらかと

いえば思

わない, 
36.6%

そう思わな

い（不満）, 
4.6%

無回答, 
2.1%

重要
28.3%

どちらかとい

えば重要
54.2%

どちらかと

いえば重

要ではない
11.5%

重要では

ない
2.1%

無回答
3.9%

設問１（９） 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いますか

設問１（10） 市民同士が地域で互いに支え合うことができているまちだと思いますか
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満足度 H27 R4 比較 R4

そう思う（満足） 2.9% 4.5% 1.6% 重要 38.3%

どちらかといえば思う 40.6% 47.1% 6.5% どちらかといえば重要 47.8%

どちらかといえば思わない 46.4% 40.0% ▲6.4% どちらかといえば重要ではない 8.6%

そう思わない（不満） 6.5% 5.3% ▲1.2% 重要ではない 0.9%

無回答 3.6% 3.0% ▲0.6% 無回答 4.3%

合計 100.0% 100.0% 合計 100.0%

■年度経過表

H27 H31 R2 R3 R4 R8（目標値）

満足度 43.5% 45.1% 43.9% 49.2% 51.6% 59.0%

重要度 - 87.5% 88.8% 90.0% 86.1%

満足度 H27 R4 比較 R4

そう思う（満足） 4.3% 6.9% 2.6% 重要 48.5%

どちらかといえば思う 42.4% 51.7% 9.3% どちらかといえば重要 41.0%

どちらかといえば思わない 41.9% 33.5% ▲8.4% どちらかといえば重要ではない 6.2%

そう思わない（不満） 8.6% 6.5% ▲2.1% 重要ではない 1.1%

無回答 2.7% 1.4% ▲1.3% 無回答 3.2%

合計 100.0% 100.0% 合計 100.0%

■年度経過表

H27 H31 R2 R3 R4 R8（目標値）

満足度 46.7% 44.1% 48.0% 55.3% 58.6% 62.0%

重要度 - 90.6% 94.4% 93.3% 89.5%

重要度

重要度

そう思う

（満足）
4.5%

どちらかと

いえば思

う
47.1%

どちらかと

いえば思

わない
40.0%

そう思わ

ない（不

満）
5.3%

無回答
3.0%

重要
38.3%

どちらかと

いえば重要
47.8%

どちらかと

いえば重要

ではない
8.6%

重要では

ない
0.9%

無回答
4.3%

そう思う

（満足）
6.9%

どちらかと

いえば思

う
51.7%

どちらかと

いえば思

わない
33.5%

そう思わな

い（不満）
6.5%

無回答
1.4%

重要
48.5%

どちらかと

いえば重要
41.0%

どちらかと

いえば重

要ではな

い
6.2%

重要ではない
1.1%

無回答
3.2%

設問１（11） 障がいのある人が安心して暮らしていけるまちだと思いますか

設問１（12） 入院から在宅まで安心して医療を受けることができるまちだと思いますか
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満足度 H27 R4 比較 R4

そう思う（満足） 5.0% 4.2% ▲0.8% 重要 20.3%

どちらかといえば思う 46.6% 48.4% 1.8% どちらかといえば重要 57.5%

どちらかといえば思わない 39.2% 40.1% 0.9% どちらかといえば重要ではない 16.3%

そう思わない（不満） 6.6% 4.9% ▲1.7% 重要ではない 2.0%

無回答 2.6% 2.4% ▲0.2% 無回答 3.8%

合計 100.0% 100.0% 合計 100.0%

■年度経過表

H27 H31 R2 R3 R4 R8（目標値）

満足度 51.6% 44.0% 43.0% 51.8% 52.6% 62.0%

重要度 - 76.8% 81.5% 80.1% 77.8%

満足度 H27 R4 比較 R4

そう思う（満足） 5.0% 4.6% ▲0.4% 重要 11.9%

どちらかといえば思う 34.2% 38.2% 4.0% どちらかといえば重要 54.4%

どちらかといえば思わない 50.3% 47.0% ▲3.3% どちらかといえば重要ではない 26.1%

そう思わない（不満） 8.6% 8.2% ▲0.4% 重要ではない 3.8%

無回答 2.0% 2.0% 0.0% 無回答 3.7%

合計 100.0% 100.0% 合計 100.0%

■年度経過表

H27 H31 R2 R3 R4 R8（目標値）

満足度 39.2% 30.5% 30.7% 41.0% 42.8% 54.0%

重要度 - 60.0% 61.7% 67.5% 66.3%

重要度

重要度

そう思う

（満足）
4.2%

どちらかと

いえば思

う
48.4%

どちらかと

いえば思

わない
40.1%

そう思わ

ない（不

満）
4.9%

無回答
2.4%

重要, 
20.3%

どちらかとい

えば重要, 
57.5%

どちらかと

いえば重

要ではな

い, 16.3%

重要では

ない, 2.0%

無回答, 
3.8%

そう思う

（満足）
4.6%

どちらかと

いえば思

う
38.2%

どちらかと

いえば思

わない
47.0%

そう思わ

ない（不

満）
8.2%

無回答
2.0%

重要, 
11.9%

どちらかと

いえば重

要, 54.4%

どちらかと

いえば重

要ではな

い, 26.1%

重要では

ない, 3.8%

無回答, 
3.7%

設問１（13） 生涯にわたり学習活動ができるまちだと思いますか

設問１（14） 気軽に芸術文化にふれられるまちだと思いますか
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満足度 H27 R4 比較 R4

そう思う（満足） 3.8% 4.7% 0.9% 重要 12.7%

どちらかといえば思う 37.0% 45.2% 8.2% どちらかといえば重要 54.7%

どちらかといえば思わない 48.9% 41.5% ▲7.4% どちらかといえば重要ではない 25.6%

そう思わない（不満） 7.9% 6.5% ▲1.4% 重要ではない 3.3%

無回答 2.4% 2.2% ▲0.2% 無回答 3.7%

合計 100.0% 100.0% 合計 100.0%

■年度経過表

H27 H31 R2 R3 R4 R8（目標値）

満足度 40.8% 33.6% 35.3% 48.0% 49.9% 56.0%

重要度 - 62.8% 65.4% 69.3% 67.4%

満足度 H27 R4 比較 R4

そう思う（満足） 6.4% 7.0% 0.6% 重要 18.3%

どちらかといえば思う 47.6% 43.4% ▲4.2% どちらかといえば重要 54.5%

どちらかといえば思わない 37.6% 40.6% 3.0% どちらかといえば重要ではない 20.6%

そう思わない（不満） 6.4% 7.0% 0.6% 重要ではない 3.0%

無回答 2.0% 2.0% 0.0% 無回答 3.7%

合計 100.0% 100.0% 合計 100.0%

■年度経過表

H27 H31 R2 R3 R4 R8（目標値）

満足度 54.0% 45.9% 43.8% 50.4% 50.4% 59.0%

重要度 - 71.3% 74.4% 74.4% 72.8%

重要度

重要度

そう思う

（満足）
4.7%

どちらかと

いえば思

う
45.2%

どちらかと

いえば思

わない
41.5%

そう思わ

ない（不

満）
6.5%

無回答
2.2%

重要, 
12.7%

どちらかと

いえば重

要, 54.7%

どちらかと

いえば重

要ではな

い, 25.6%

重要ではない, 
3.3%

無回答, 
3.7%

そう思う

（満足）
7.0%

どちらかと

いえば思

う
43.4%

どちらかと

いえば思

わない
40.6%

そう思わない

（不満）
7.0%

無回答
2.0%

重要, 
18.3%

どちらかと

いえば重

要, 54.5%

どちらかと

いえば重

要ではな

い, 20.6%

重要では

ない, 3.0%

無回答, 
3.7%

設問１（15） 歴史・文化遺産が継承され活かされているまちだと思いますか

設問１（16） 誰もが気軽にスポーツに取り組めるまちだと思いますか
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満足度 H27 R4 比較 R4

そう思う（満足） 15.9% 19.3% 3.4% 重要 38.3%

どちらかといえば思う 62.0% 58.8% ▲3.2% どちらかといえば重要 51.0%

どちらかといえば思わない 17.6% 17.3% ▲0.3% どちらかといえば重要ではない 6.0%

そう思わない（不満） 2.9% 2.8% ▲0.1% 重要ではない 1.3%

無回答 1.5% 1.8% 0.3% 無回答 3.4%

合計 100.0% 100.0% 合計 100.0%

■年度経過表

H27 H31 R2 R3 R4 R8（目標値）

満足度 77.9% 76.1% 74.3% 79.7% 78.1% 83.0%

重要度 - 87.2% 89.8% 89.5% 89.3%

満足度 H27 R4 比較 R4

そう思う（満足） 33.5% 29.9% ▲3.6% 重要 36.5%

どちらかといえば思う 49.2% 43.7% ▲5.5% どちらかといえば重要 44.9%

どちらかといえば思わない 13.7% 20.5% 6.8% どちらかといえば重要ではない 12.5%

そう思わない（不満） 2.7% 4.8% 2.1% 重要ではない 3.0%

無回答 0.8% 1.1% 0.3% 無回答 3.2%

合計 100.0% 100.0% 合計 100.0%

■年度経過表

H27 H31 R2 R3 R4 R8（目標値）

満足度 82.7% 80.4% 79.3% 77.0% 73.6% 88.0%

重要度 - 82.8% 81.4% 83.3% 81.4%

重要度

重要度

そう思う

（満足）
19.3%

どちらかと

いえば思

う
58.8%

どちらかと

いえば思

わない
17.3%

そう思わ

ない（不

満）
2.8%

無回答
1.8%

重要
38.3%

どちらかと

いえば重

要
51.0%

どちらかと

いえば重

要ではな

い
6.0%

重要では

ない
1.3%

無回答
3.4%

そう思う（満

足）
29.9%

どちらかと

いえば思う
43.7%

どちらかと

いえば思わ

ない
20.5%

そう思わな

い（不満）
4.8%

無回答
1.1%

重要
36.5%

どちらかと

いえば重

要
44.9%

どちらかと

いえば重

要ではな

い
12.5%

重要では

ない
3.0%

無回答
3.2%

設問１（17） 安全・安心で魅力ある農産物が生産されているまちだと思いますか

設問１（18） 茶の生産が盛んなまちだと思いますか
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満足度 H27 R4 比較 R4

そう思う（満足） 17.4% 20.1% 2.7% 重要 44.5%

どちらかといえば思う 43.5% 46.9% 3.4% どちらかといえば重要 44.8%

どちらかといえば思わない 28.7% 24.9% ▲3.8% どちらかといえば重要ではない 6.6%

そう思わない（不満） 9.2% 7.7% ▲1.5% 重要ではない 1.3%

無回答 1.2% 0.4% ▲0.8% 無回答 2.8%

合計 100.0% 100.0% 合計 100.0%

■年度経過表

H27 H31 R2 R3 R4 R8（目標値）

満足度 60.9% 59.5% 60.5% 68.2% 67.0% 71.0%

重要度 - 88.8% 92.9% 93.7% 89.3%

満足度 H27 R4 比較 R4

そう思う（満足） 4.0% 6.2% 2.2% 重要 27.9%

どちらかといえば思う 37.5% 46.5% 9.0% どちらかといえば重要 52.7%

どちらかといえば思わない 47.9% 37.8% ▲10.1% どちらかといえば重要ではない 13.0%

そう思わない（不満） 7.7% 7.3% ▲0.4% 重要ではない 2.6%

無回答 2.9% 2.2% ▲0.7% 無回答 3.7%

合計 100.0% 100.0% 合計 100.0%

■年度経過表

H27 H31 R2 R3 R4 R8（目標値）

満足度 41.5% 41.5% 41.3% 53.8% 52.7% 57.0%

重要度 - 82.5% 86.8% 83.6% 80.6%

重要度

重要度

そう思う

（満足）
20.1%

どちらかと

いえば思

う
46.9%

どちらかと

いえば思

わない
24.9%

そう思わ

ない（不

満）
7.7%

無回答
0.4%

重要
44.5%

どちらかと

いえば重要
44.8%

どちらかとい

えば重要で

はない
6.6%

重要ではな

い
1.3%

無回答
2.8%

そう思う

（満足）
6.2%

どちらかとい

えば思う
46.5%

どちらかと

いえば思

わない
37.8%

そう思わ

ない（不

満）
7.3%

無回答
2.2%

重要
27.9%

どちらかとい

えば重要
52.7%

どちらかと

いえば重

要ではな

い
13.0%

重要では

ない
2.6%

無回答
3.7%

設問１（19） 買物がしやすいまちだと思いますか

設問１（20） 企業（工業関係）に活力があるまちだと思いますか
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満足度 H27 R4 比較 R4

そう思う（満足） 1.1% 2.2% 1.1% 重要 16.9%

どちらかといえば思う 19.6% 26.6% 7.0% どちらかといえば重要 52.2%

どちらかといえば思わない 61.2% 54.2% ▲7.0% どちらかといえば重要ではない 22.8%

そう思わない（不満） 15.6% 14.9% ▲0.7% 重要ではない 4.6%

無回答 2.5% 2.1% ▲0.4% 無回答 3.6%

合計 100.0% 100.0% 合計 100.0%

■年度経過表

H27 H31 R2 R3 R4 R8（目標値）

満足度 20.7% 18.6% 17.6% 31.7% 28.8% 41.0%

重要度 - 70.8% 73.8% 74.1% 69.1%

満足度 H27 R4 比較 R4

そう思う（満足） 3.2% 3.5% 0.3% 重要 33.3%

どちらかといえば思う 42.1% 44.5% 2.4% どちらかといえば重要 50.7%

どちらかといえば思わない 44.4% 43.9% ▲0.5% どちらかといえば重要ではない 11.2%

そう思わない（不満） 6.6% 6.7% 0.1% 重要ではない 1.6%

無回答 3.6% 1.5% ▲2.1% 無回答 3.2%

合計 100.0% 100.0% 合計 100.0%

■年度経過表

H27 H31 R2 R3 R4 R8（目標値）

満足度 45.3% 37.2% 38.6% 51.1% 48.0% 60.0%

重要度 - 85.0% 88.6% 84.5% 84.0%

重要度

重要度

そう思う

（満足）
2.2%

どちらかと

いえば思

う
26.6%

どちらかといえ

ば思わない
54.2%

そう思わ

ない（不

満）
14.9%

無回答
2.1%

重要
16.9%

どちらかといえば

重要
52.2%

どちらかと

いえば重

要ではな

い
22.8%

重要では

ない
4.6%

無回答
3.6%

そう思う

（満足）, 
3.5%

どちらかと

いえば思

う, 44.5%

どちらかと

いえば思

わない, 
43.9%

そう思わ

ない（不

満）, 6.7%

無回答, 
1.5%

重要
33.3%

どちらかと

いえば重

要
50.7%

どちらかと

いえば重

要ではな

い
11.2%

重要ではない
1.6%

無回答
3.2%

設問１（21） 観光や地域間交流など人の交流が盛んなまちだと思いますか

設問１（22） 消費者が悪質商法の被害に遭わない消費者保護の取り組みがされているまちだと思いますか
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満足度 H27 R4 比較 R4

そう思う（満足） 4.7% 6.0% 1.3% 重要 54.9%

どちらかといえば思う 45.7% 48.2% 2.5% どちらかといえば重要 34.2%

どちらかといえば思わない 39.4% 36.1% ▲3.3% どちらかといえば重要ではない 6.8%

そう思わない（不満） 7.8% 8.3% 0.5% 重要ではない 0.9%

無回答 2.5% 1.4% ▲1.1% 無回答 3.1%

合計 100.0% 100.0% 合計 100.0%

■年度経過表

H27 H31 R2 R3 R4 R8（目標値）

満足度 50.4% 48.8% 45.3% 52.8% 54.2% 60.0%

重要度 - 91.6% 93.7% 92.0% 89.1%

満足度 H27 R4 比較 R4

そう思う（満足） 10.1% 9.7% ▲0.4% 重要 46.9%

どちらかといえば思う 58.0% 58.6% 0.6% どちらかといえば重要 42.4%

どちらかといえば思わない 26.5% 26.7% 0.2% どちらかといえば重要ではない 6.9%

そう思わない（不満） 3.8% 3.8% 0.0% 重要ではない 0.9%

無回答 1.6% 1.2% ▲0.4% 無回答 2.9%

合計 100.0% 100.0% 合計 100.0%

■年度経過表

H27 H31 R2 R3 R4 R8（目標値）

満足度 68.1% 65.3% 64.4% 63.9% 68.3% 78.0%

重要度 - 92.1% 93.2% 92.8% 89.3%

重要度

重要度

そう思う

（満足）
6.0%

どちらかといえば思う
48.2%

どちらかと

いえば思

わない
36.1%

そう思わ

ない（不

満）
8.3%

無回答
1.4%

重要, 
54.9%どちらかといえ

ば重要, 34.2%

どちらかと

いえば重

要ではな

い, 6.8%

重要では

ない, 0.9%

無回答, 
3.1%

そう思う

（満足）
9.7%

どちらかと

いえば思

う
58.6%

どちらかと

いえば思

わない
26.7%

そう思わ

ない（不

満）
3.8%

無回答
1.2%

重要, 
46.9%

どちらかと

いえば重

要, 42.4%

どちらかと

いえば重

要ではな

い, 6.9%

重要ではない, 
0.9%

無回答, 
2.9%

設問１（23） 災害に備え防災対策が整っているまちだと思いますか

設問１（24） 地域が防災・防火活動に取り組んでいるまちだと思いますか
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満足度 H27 R4 比較 R4

そう思う（満足） 6.3% 5.4% ▲0.9% 重要 52.7%

どちらかといえば思う 49.6% 48.3% ▲1.3% どちらかといえば重要 37.6%

どちらかといえば思わない 35.6% 36.4% 0.8% どちらかといえば重要ではない 6.0%

そう思わない（不満） 6.3% 9.0% 2.7% 重要ではない 0.9%

無回答 2.3% 0.9% ▲1.4% 無回答 2.8%

合計 100.0% 100.0% 合計 100.0%

■年度経過表

H27 H31 R2 R3 R4 R8（目標値）

満足度 55.9% 54.6% 59.1% 60.6% 53.7% 66.0%

重要度 - 91.6% 94.4% 93.7% 90.3%

満足度 H27 R4 比較 R4

そう思う（満足） 10.8% 15.6% 4.8% 重要 59.1%

どちらかといえば思う 60.8% 64.2% 3.4% どちらかといえば重要 34.0%

どちらかといえば思わない 22.6% 16.1% ▲6.5% どちらかといえば重要ではない 3.1%

そう思わない（不満） 4.2% 3.4% ▲0.8% 重要ではない 0.5%

無回答 1.6% 0.7% ▲0.9% 無回答 3.3%

合計 100.0% 100.0% 合計 100.0%

■年度経過表

H27 H31 R2 R3 R4 R8（目標値）

満足度 71.6% 83.3% 70.0% 78.2% 79.8% 82.0%

重要度 - 94.2% 95.1% 95.5% 93.1%

重要度

重要度

そう思う

（満足）, 
5.4%

どちらかと

いえば思

う, 48.3%
どちらかと

いえば思

わない, 
36.4%

そう思わ

ない（不

満）, 9.0%

無回答, 
0.9%

重要, 
52.7%

どちらかと

いえば重

要, 37.6%

どちらかと

いえば重

要ではな

い, 6.0%

重要では

ない, 0.9%
無回答, 

2.8%

そう思う

（満足）, 
15.6%

どちらかと

いえば思

う, 64.2%

どちらかと

いえば思

わない, 
16.1%

そう思わない

（不満）, 3.4%

無回答, 
0.7%

重要, 59.1%どちらかと

いえば重要, 
34.0%

どちらかと

いえば重要

ではない, 
3.1%

重要ではな

い, 0.5%

無回答, 
3.3%

設問１（25） 交通事故の危険が少ないまちだと思いますか

設問１（26） 身近に犯罪がなく安心して暮らせるまちだと思いますか
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満足度 H27 R4 比較 R4

そう思う（満足） 5.4% 9.0% 3.6% 重要 52.7%

どちらかといえば思う 54.1% 59.9% 5.8% どちらかといえば重要 38.8%

どちらかといえば思わない 33.0% 26.7% ▲6.3% どちらかといえば重要ではない 4.9%

そう思わない（不満） 4.5% 3.3% ▲1.2% 重要ではない 0.6%

無回答 3.0% 1.1% ▲1.9% 無回答 3.1%

合計 100.0% 100.0% 合計 100.0%

■年度経過表

H27 H31 R2 R3 R4 R8（目標値）

満足度 59.5% 60.4% 58.7% 66.4% 68.9% 70.0%

重要度 - 92.6% 94.3% 93.5% 91.5%

満足度 H27 R4 比較 R4

そう思う（満足） 4.3% 5.9% 1.6% 重要 30.7%

どちらかといえば思う 52.5% 56.2% 3.7% どちらかといえば重要 56.2%

どちらかといえば思わない 36.9% 32.0% ▲4.9% どちらかといえば重要ではない 8.1%

そう思わない（不満） 3.0% 3.7% 0.7% 重要ではない 1.2%

無回答 3.3% 2.2% ▲1.1% 無回答 3.7%

合計 100.0% 100.0% 合計 100.0%

■年度経過表

H27 H31 R2 R3 R4 R8（目標値）

満足度 56.8% 51.7% 50.6% 62.4% 62.1% 67.0%

重要度 - 86.9% 88.3% 89.5% 86.9%

重要度

重要度

そう思う

（満足）, 
9.0%

どちらかと

いえば思

う, 59.9%

どちらかと

いえば思

わない, 
26.7%

そう思わ

ない（不

満）, 3.3%

無回答, 
1.1%

重要, 
52.7%どちらかと

いえば重

要, 38.8%

どちらかと

いえば重

要ではな

い, 4.9%

重要ではない, 
0.6%

無回答, 
3.1%

そう思う

（満足）
5.9%

どちらかと

いえば思

う
56.2%

どちらかと

いえば思

わない
32.0%

そう思わ

ない（不

満）
3.7%

無回答
2.2%

重要, 
30.7%

どちらかとい

えば重要, 
56.2%

どちらかと

いえば重

要ではな

い, 8.1%

重要ではない, 
1.2%

無回答, 
3.7%

設問１（27） 防災・救急体制が整備されたまちだと思いますか

設問１（28） 市民や企業が環境保全に取り組むまちだと思いますか
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満足度 H27 R4 比較 R4

そう思う（満足） 4.5% 6.6% 2.1% 重要 40.5%

どちらかといえば思う 40.2% 45.6% 5.4% どちらかといえば重要 47.9%

どちらかといえば思わない 42.3% 37.7% ▲4.6% どちらかといえば重要ではない 7.0%

そう思わない（不満） 10.9% 8.8% ▲2.1% 重要ではない 1.4%

無回答 2.1% 1.3% ▲0.8% 無回答 3.2%

合計 100.0% 100.0% 合計 100.0%

■年度経過表

H27 H31 R2 R3 R4 R8（目標値）

満足度 44.7% 44.7% 42.2% 51.5% 52.2% 60.0%

重要度 - 89.9% 91.5% 89.2% 88.4%

満足度 H27 R4 比較 R4

そう思う（満足） 10.6% 13.2% 2.6% 重要 41.2%

どちらかといえば思う 48.8% 46.1% ▲2.7% どちらかといえば重要 48.5%

どちらかといえば思わない 29.6% 29.1% ▲0.5% どちらかといえば重要ではない 6.3%

そう思わない（不満） 9.2% 10.5% 1.3% 重要ではない 1.2%

無回答 1.9% 1.1% ▲0.8% 無回答 2.8%

合計 100.0% 100.0% 合計 100.0%

■年度経過表

H27 H31 R2 R3 R4 R8（目標値）

満足度 59.4% 56.6% 56.3% 59.6% 59.3% 64.0%

重要度 - 91.5% 92.5% 90.6% 89.7%

重要度

重要度

そう思う

（満足）, 
6.6%

どちらかと

いえば思

う, 45.6%

どちらかと

いえば思

わない, 
37.7%

そう思わ

ない（不

満）, 8.8%

無回答, 
1.3%

重要, 
40.5%

どちらかと

いえば重

要, 47.9%

どちらかと

いえば重

要ではな

い, 7.0%

重要では

ない, 1.4%

無回答, 
3.2%

そう思う

（満足）
13.2%

どちらかと

いえば思

う
46.1%

どちらかと

いえば思

わない
29.1%

そう思わ

ない（不

満）
10.5%

無回答
1.1%

重要
41.2%

どちらかと

いえば重

要
48.5%

どちらかと

いえば重

要ではな

い
6.3%

重要では

ない
1.2%

無回答
2.8%

設問１（29） 水質が保全され川がきれいなまちだと思いますか

設問１（30） 市内外にスムーズに移動できる道路が整備されたまちだと思いますか
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満足度 H27 R4 比較 R4

そう思う（満足） 7.6% 8.7% 1.1% 重要 39.4%

どちらかといえば思う 35.9% 34.4% ▲1.5% どちらかといえば重要 47.8%

どちらかといえば思わない 38.2% 39.2% 1.0% どちらかといえば重要ではない 8.2%

そう思わない（不満） 16.7% 16.8% 0.1% 重要ではない 1.9%

無回答 1.5% 0.9% ▲0.6% 無回答 2.8%

合計 100.0% 100.0% 合計 100.0%

■年度経過表

H27 H31 R2 R3 R4 R8（目標値）

満足度 43.5% 39.3% 38.4% 42.5% 43.1% 59.0%

重要度 - 88.5% 91.8% 89.9% 87.2%

満足度 H27 R4 比較 R4

そう思う（満足） 10.4% 12.4% 2.0% 重要 27.5%

どちらかといえば思う 46.2% 46.6% 0.4% どちらかといえば重要 56.7%

どちらかといえば思わない 31.3% 33.2% 1.9% どちらかといえば重要ではない 11.3%

そう思わない（不満） 10.0% 6.8% ▲3.2% 重要ではない 1.6%

無回答 2.0% 1.0% ▲1.0% 無回答 2.9%

合計 100.0% 100.0% 合計 100.0%

■年度経過表

H27 H31 R2 R3 R4 R8（目標値）

満足度 56.6% 55.9% 56.5% 62.5% 59.0% 62.0%

重要度 - 83.8% 84.0% 86.1% 84.2%

重要度

重要度

そう思う

（満足）
8.7%

どちらかと

いえば思

う
34.4%

どちらかと

いえば思

わない
39.2%

そう思

わない

（不満）
16.8%

無回答
0.9%

重要
39.4%

どちらかと

いえば重

要
47.8%

どちらかと

いえば重

要ではな

い
8.2%

重要では

ない
1.9%

無回答
2.8%

そう思う

（満足）
12.4%

どちらかと

いえば思

う
46.6%

どちらかと

いえば思

わない
33.2%

そう思わ

ない（不

満）
6.8%

無回答
1.0%

重要
27.5%

どちらかと

いえば重

要
56.7%

どちらかと

いえば重

要ではな

い
11.3%

重要では

ない
1.6%

無回答
2.9%

設問１（31） 利用しやすい交通手段が確保されたまちだと思いますか

設問１（32） 市民の憩いの場として整備された公園があるまちだと思いますか
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満足度 H27 R4 比較 R4

そう思う（満足） 22.8% 27.9% 5.1% 重要 52.3%

どちらかといえば思う 60.2% 57.4% ▲2.8% どちらかといえば重要 40.5%

どちらかといえば思わない 12.1% 10.6% ▲1.5% どちらかといえば重要ではない 3.7%

そう思わない（不満） 3.0% 3.3% 0.3% 重要ではない 0.5%

無回答 1.9% 0.8% ▲1.1% 無回答 3.1%

合計 100.0% 100.0% 合計 100.0%

■年度経過表

H27 H31 R2 R3 R4 R8（目標値）

満足度 83.0% 85.3% 83.7% 87.8% 85.3% 88.0%

重要度 - 92.2% 93.6% 95.9% 92.8%

満足度 H27 R4 比較 R4

そう思う（満足） 6.5% 6.7% 0.2% 重要 16.5%

どちらかといえば思う 52.8% 56.6% 3.8% どちらかといえば重要 62.1%

どちらかといえば思わない 35.0% 30.4% ▲4.6% どちらかといえば重要ではない 15.8%

そう思わない（不満） 2.8% 4.7% 1.9% 重要ではない 2.1%

無回答 2.7% 1.6% ▲1.1% 無回答 3.5%

合計 100.0% 100.0% 合計 100.0%

■年度経過表

H27 H31 R2 R3 R4 R8（目標値）

満足度 59.3% 54.0% 55.0% 66.5% 63.3% 69.0%

重要度 - 77.1% 78.1% 78.9% 78.6%

重要度

重要度

そう思う

（満足）, 
27.9%

どちらかと

いえば思

う, 57.4%

どちらかと

いえば思

わない, 
10.6%

そう思わ

ない（不

満）, 3.3%

無回答, 
0.8%

重要, 
52.3%

どちらかと

いえば重

要, 40.5%

どちらかと

いえば重

要ではな

い, 3.7%

重要では

ない, 0.5%
無回答, 

3.1%

そう思う

（満足）, 
6.7%

どちらかと

いえば思

う, 56.6%

どちらかと

いえば思

わない, 
30.4%

そう思わ

ない（不

満）, 4.7%

無回答, 
1.6%

重要
16.5%

どちらかと

いえば重要
62.1%

どちらかと

いえば重

要ではな

い
15.8%

重要では

ない
2.1%

無回答
3.5%

設問１（33） 上水道が安定して供給されているまちだと思いますか

設問１（34） 地域のコミュニティ活動などが市のまちづくりに活かされているまちだと思いますか
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満足度 H27 R4 比較 R4

そう思う（満足） 13.0% 16.8% 3.8% 重要 21.5%

どちらかといえば思う 59.3% 58.8% ▲0.5% どちらかといえば重要 57.3%

どちらかといえば思わない 22.7% 19.6% ▲3.1% どちらかといえば重要ではない 15.3%

そう思わない（不満） 3.2% 3.1% ▲0.1% 重要ではない 2.3%

無回答 1.9% 1.8% ▲0.1% 無回答 3.7%

合計 100.0% 100.0% 合計 100.0%

■年度経過表

H27 H31 R2 R3 R4 R8（目標値）

満足度 72.3% 70.5% 69.4% 76.3% 75.6% 82.0%

重要度 - 75.6% 77.8% 81.2% 78.8%

満足度 H27 R4 比較 R4

そう思う（満足） 2.9% 4.4% 1.5% 重要 20.0%

どちらかといえば思う 28.1% 39.1% 11.0% どちらかといえば重要 53.2%

どちらかといえば思わない 55.1% 45.5% ▲9.6% どちらかといえば重要ではない 19.7%

そう思わない（不満） 11.9% 9.7% ▲2.2% 重要ではない 3.5%

無回答 1.9% 1.3% ▲0.6% 無回答 3.7%

合計 100.0% 100.0% 合計 100.0%

■年度経過表

H27 H31 R2 R3 R4 R8（目標値）

満足度 31.0% 29.2% 27.7% 43.7% 43.5% 46.0%

重要度 - 74.2% 77.0% 78.1% 73.2%

重要度

重要度

そう思う

（満足）, 
16.8%

どちらかと

いえば思

う, 58.8%

どちらかと

いえば思

わない, 
19.6%

そう思わ

ない（不

満）, 3.1%

無回答, 
1.8%

重要, 
21.5%

どちらかといえ

ば重要, 57.3%

どちらかと

いえば重

要ではな

い, 15.3%

重要では

ない, 2.3%

無回答, 
3.7%

そう思う

（満足）, 
4.4%

どちらかと

いえば思

う, 39.1%
どちらかと

いえば思

わない, 
45.5%

そう思わ

ない（不

満）, 9.7%

無回答, 
1.3%

重要, 
20.0%

どちらかとい

えば重要, 
53.2%

どちらかと

いえば重

要ではな

い, 19.7%

重要では

ない, 3.5%

無回答, 
3.7%

設問１（35） 広報誌・市ホームページ・出前講座などを通して市の情報が発信されているまちだと思いますか

設問１（36） 市内外に市の魅力が発信されているまちだと思いますか
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満足度 H27 R4 比較 R4

そう思う（満足） 3.5% 4.3% 0.8% 重要 20.3%

どちらかといえば思う 45.0% 51.3% 6.3% どちらかといえば重要 59.9%

どちらかといえば思わない 43.1% 35.8% ▲7.3% どちらかといえば重要ではない 14.2%

そう思わない（不満） 5.1% 6.6% 1.5% 重要ではない 1.8%

無回答 3.2% 2.1% ▲1.1% 無回答 3.8%

合計 100.0% 100.0% 合計 100.0%

■年度経過表

H27 H31 R2 R3 R4 R8（目標値）

満足度 48.5% 39.6% 39.5% 57.1% 55.6% 64.0%

重要度 - 77.4% 78.6% 81.1% 80.2%

満足度 H27 R4 比較 R4

そう思う（満足） 4.4% 7.9% 3.5% 重要 23.2%

どちらかといえば思う 52.7% 56.8% 4.1% どちらかといえば重要 57.2%

どちらかといえば思わない 35.6% 27.7% ▲7.9% どちらかといえば重要ではない 13.1%

そう思わない（不満） 4.2% 5.2% 1.0% 重要ではない 2.6%

無回答 3.1% 2.3% ▲0.8% 無回答 3.8%

合計 100.0% 100.0% 合計 100.0%

■年度経過表

H27 H31 R2 R3 R4 R8（目標値）

満足度 57.1% 55.5% 57.3% 64.7% 64.7% 67.0%

重要度 - 78.4% 80.1% 82.3% 80.4%

重要度

重要度

そう思う

（満足）, 
4.3%

どちらかと

いえば思

う, 51.3%

どちらかと

いえば思

わない, 
35.8%

そう思わ

ない（不

満）, 6.6%

無回答, 
2.1%

重要, 
20.3%

どちらかといえ

ば重要, 59.9%

どちらかと

いえば重

要ではな

い, 14.2%

重要では

ない, 1.8%

無回答, 
3.8%

そう思う

（満足）, 
7.9%

どちらかと

いえば思

う, 56.8%

どちらかと

いえば思

わない, 
27.7%

そう思わない（不

満）, 5.2%

無回答, 
2.3%

重要, 
23.2%

どちらかとい

えば重要, 
57.2%

どちらかと

いえば重

要ではな

い, 13.1%

重要では

ない, 2.6%

無回答, 
3.8%

設問１（37） 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いますか

設問１（38） 文化や国籍が異なる人々が共に暮らしやすいまちだと思いますか
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満足度 H27 R4 比較 R4

そう思う（満足） 1.5% 3.2% 1.7% 重要 36.6%

どちらかといえば思う 41.2% 49.8% 8.6% どちらかといえば重要 48.5%

どちらかといえば思わない 44.6% 35.5% ▲9.1% どちらかといえば重要ではない 9.8%

そう思わない（不満） 9.2% 9.0% ▲0.2% 重要ではない 1.0%

無回答 3.5% 2.5% ▲1.0% 無回答 4.0%

合計 100.0% 100.0% 合計 100.0%

■年度経過表

H27 H31 R2 R3 R4 R8（目標値）

満足度 42.7% 39.6% 40.3% 53.0% 53.0% 58.0%

重要度 - 85.7% 88.6% 86.6% 85.1%

重要度

そう思う

（満足）
3.2%

どちらかと

いえば思

う
49.8%

どちらかと

いえば思

わない
35.5%

そう思わ

ない（不

満）
9.0%

無回答
2.5%

重要
36.6%

どちらかと

いえば重

要
48.5%

どちらかと

いえば重

要ではな

い
9.8%

重要では

ない
1.0%

無回答
4.0%

設問１（39） 効率的・効果的な行財政運営が行われているまちだと思いますか
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３　暮らしやすさについて

H27 R4 比較

住みやすい 23.7% 28.5% 4.8%

どちらかといえば住みやすい 62.7% 59.5% ▲3.2%

どちらかといえば住みにくい 10.1% 9.8% ▲0.3%

住みにくい 2.2% 1.4% ▲0.8%

無回答 1.3% 0.7% ▲0.6%

合計 100.0% 100.0%

■年度経過表

H27 H31 R2 R3 R4

86.4% 86.7% 87.0% 90.4% 88.0%

（「住みやすい」、「どちらかといえば住みやすい」の合計）

H27 R4 比較

以前より住みやすくなった 15.0% 14.3% ▲0.7%

良くも悪くもなっていない 67.2% 68.4% 1.2%

以前より住みにくくなった 8.9% 8.4% ▲0.5%

わからない 7.0% 6.9% ▲0.1%

無回答 1.9% 1.9% 0.0%

合計 100.0% 100.0%

■年度経過表

H27 H31 R2 R3 R4

15.0% 14.6% 9.6% 17.4% 14.3%

（「以前より住みやすくなった」の比率）

H27 R4 比較

住み続けたい 64.5% 66.7% 2.2%

市外に移りたい 10.4% 8.6% ▲1.8%

わからない 21.2% 23.6% 2.4%

無回答 3.9% 1.0% ▲2.9%

合計 100.0% 100.0%

■年度経過表

H27 H31 R2 R3 R4

64.5% 61.6% 62.9% 70.0% 66.7%

（「住み続けたい」の比率）

住みやす

い, 28.5%

どちらかといえば住みやすい, 
59.5%

どちらかと

いえば住

みにくい, 
9.8%

住みにくい, 
1.4%

無回答, 
0.7%

以前より住みやす

くなった, 14.3%

良くも悪くもなって

いない, 68.4%

以前より

住みにくく

なった, 
8.4%

わからな

い, 6.9%

無回答, 
1.9%

住み続け

たい, 
66.7%

市外に移

りたい, 
8.6%

わからな

い, 23.6%

無回答, 
1.0%

設問２ 総合的にみて、菊川市は住みよいところだと感じますか

設問３ ここ数年の間に、お住まいの周辺の生活環境は、全般的にどのようになったと感じますか

設問４－１ 今後も菊川市に住み続けたいと思いますか
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回答数

交通の便が良くない 44

買物や外食が不便 43

まちに魅力や活気がない 33

医療・福祉施設が不足している 26

地域での人間関係が良くない 22

教育や子育ての環境が良くない 18

学校や仕事、家族の都合 18

道路・下水道など都市基盤整備が遅れている 11

災害や犯罪など安全面で不安が大きい 9

文化やスポーツにふれる機会が少ない 7

その他 11

合計 242
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そ
の
他

設問４－２ （前問で「市外へ移りたい」と答えた方のみ）市外に移りたい理由は何ですか（該当するもの３つまで○印）
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４　日常生活・まちづくり活動について

H27 R4 比較

はい 22.2% 15.4% ▲6.8%

いいえ 75.9% 84.2% 8.3%

無回答 1.9% 0.5% ▲1.4%

合計 100.0% 100.0%

H27 R4 比較

はい 46.2% 31.3% ▲14.9%

いいえ 52.2% 68.1% 15.9%

無回答 1.6% 0.6% ▲1.0%

合計 100.0% 100.0%

H27 R4 比較

はい 26.6% 28.6% 2.0%

いいえ 72.2% 71.0% ▲1.2%

無回答 1.2% 0.4% ▲0.8%

合計 100.0% 100.0%

R4

内容まで知っていた 11.8%

言葉は知っていたが、内容まで知らなかった 37.0%

知らなかった 50.4%

無回答 0.7%

　計 100.0%

※令和４年度市民アンケート新規項目

はい, 
15.4%

いいえ, 
84.2%

無回答, 
0.5%

はい
31.3%

いいえ
68.1%

無回答
0.6%

はい, 
28.6%

いいえ, 
71.0%

無回答, 
0.4%

設問５（１） あなたは、年に１回以上芸術や文化の活動を行いましたか

設問５（２） あなたは、年に１回以上芸術や文化を鑑賞しましたか

設問５（３） あなたは、週１回以上スポーツに取り組んでいますか

内容まで

知っていた, 
11.8%

言葉は知っ

ていたが、

内容まで知

らなかった, 
37.0%

知らなかっ

た, 50.4%

無回答, 
0.7%

設問６ あなたは、「協働」という言葉やその内容を知っていましたか
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R4

大いに関心がある 5.8%

やや関心がある 42.5%

あまり関心がない 42.4%

まったく関心がない 8.8%

無回答 0.6%

合計 100.0%

■年度経過表

H31 R2 R3 R4

49.8% 47.0% 49.9% 48.3%

（「大いに関心がある」、「関心がある」の合計）

R4

参加した 41.7%

参加していない 57.7%

無回答 0.6%

合計 100.0%

■年度経過表

H31 R2 R3 R4

57.6% 57.8% 42.5% 41.7%

（「参加した」の比率）

回答数

自主防災活動 114

環境美化活動 100

スポーツ・レクリエーション活動 93

社会奉仕活動 64

子供会活動 51

交通安全活動 26

教育文化活動 25

青少年健全育成活動 22

消費者活動 5

その他 7

合計 507

0

20

40

60

80

100

120

自
主
防
災
活
動

環
境
美
化
活
動

ス
ポ
ー
ツ
・レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
活
動

社
会
奉
仕
活
動

子
供
会
活
動

交
通
安
全
活
動

教
育
文
化
活
動

青
少
年
健
全
育
成
活
動

消
費
者
活
動

そ
の
他

大いに関

心がある
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8.8%

無回答
0.6%

参加した, 
41.7%

参加して

いない, 
57.7%

無回答, 
0.6%

設問７ 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

設問８－１ 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

設問８－２ （前問で「参加した」と答えた方のみ）あなたは、今どのようなまちづくり活動に参加していますか（該当するものすべてに○印）
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  （最も強い気持ちを「10」、まったくない場合を「０（ゼロ）」）

H29 R4

10 37 26

9 14 12

8 108 48

7 117 103

6 111 120

5 246 275

4 62 90

3 114 163

2 44 75

1 35 91

0 50 56

無回答 24 8

合計 962 1,067

平均 5.10 4.40

※平均値には、無回答を含まない。

  （最も強い気持ちを「10」、まったくない場合を「０（ゼロ）」）

H29 R4

10 370 380

9 90 70

8 172 174

7 105 130

6 68 76

5 100 142

4 12 24

3 11 24

2 6 12

1 7 16

0 8 10

無回答 13 9

合計 962 1,067

平均 8.04 7.66

※平均値には、無回答を含まない。
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設問９あなたは、今後まちづくり活動に参加したいと思いますか（該当するもの１つに○印）

設問10  あなたは、まちづくり活動に取り組む人たちに感謝していますか（該当するもの１つに○印）
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  （最も強い気持ちを「10」、まったくない場合を「０（ゼロ）」）

H29 R4

10 49 57

9 34 20

8 135 105

7 170 140

6 139 136

5 231 297

4 47 78

3 55 95

2 34 49

1 22 42

0 28 38

無回答 18 10

合計 962 1,067

平均 5.82 5.31

※平均値には、無回答を含まない。
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設問11 あなたは、菊川市の魅力を友人などにどの程度の気持ちでお勧めしたいと思いますか（該当するもの１つに○印）
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５　浜岡原発市民意識調査

H26 R4 比較

停止しておいた方がよい 56.1% 37.8% ▲18.3%

安全が確認できれば稼働した方がよい 22.6% 37.8% 15.2%

どちらともいえない 15.5% 17.2% 1.7%

わからない 3.8% 6.6% 2.8%

無回答 2.0% 0.7% ▲1.3%

合計 100.0% 100.0%

■年度経過表

H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4

56.1% 54.9% 53.1% 55.1% 47.8% 50.1% 45.1% 48.1% 37.8%

（「停止しておいた方がよい」の比率）

停止してお

いた方が

よい, 
37.8%

安全が確

認できれ

ば稼働した

方がよい, 
37.8%

どちらとも

いえない, 
17.2%

わからな

い, 6.6%

無回答, 
0.7%

設問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（該当するもの１つに○印）
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H27
（調査開始時）

R4
順位
（R4)

R8
（目標値）

設問１ (1) 子育てしやすいまちだと思いますか 80.2% 78.7% 4 85.0%

設問１ (2) 安心して子どもを育てられるまちだと思いますか 82.4% 80.9% 2 88.0%

設問１ (3) 子どもが安全・安心に通うことのできる教育環境が整うまちだと思いますか 74.1% 67.5% 13 79.0%

設問１ (4) 学校・家庭・地域が一緒になって子どもを育むまちづくりが進められているまちだと思いますか 72.4% 71.0% 9 82.0%

設問１ (5) 心身ともに健やかに生活できるまちだと思いますか 79.4% 76.4% 6 85.0%

設問１ (6) 健康づくりに取り組む人が増えているまちだと思いますか 65.3% 64.4% 16 75.0%

設問１ (7) 健診や健康相談など病気の予防対策が充実しているまちだと思いますか 65.5% 68.3% 11 76.0%

設問１ (8) 高齢者が生きがいを持ち、健やかに暮らせるまちだと思いますか 59.9% 60.9% 19 70.0%

設問１ (9) 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いますか 55.9% 60.1% 20 66.0%

設問１ (10) 市民同士が地域で互いに支え合うことができているまちだと思いますか 64.9% 56.8% 24 75.0%

設問１ (11) 障がいのある人が安心して暮らしていけるまちだと思いますか 43.5% 51.6% 32 59.0%

設問１ (12) 入院から在宅まで安心して医療を受けることができるまちだと思いますか 46.7% 58.6% 23 62.0%

設問１ (13) 生涯にわたり学習活動ができるまちだと思いますか 51.6% 52.6% 30 62.0%

設問１ (14) 気軽に芸術文化にふれられるまちだと思いますか 39.2% 42.8% 38 54.0%

設問１ (15) 歴史・文化遺産が継承され活かされているまちだと思いますか 40.8% 49.9% 34 56.0%

設問１ (16) 誰もが気軽にスポーツに取り組めるまちだと思いますか 54.0% 50.4% 33 59.0%

設問１ (17) 安全・安心で魅力ある農産物が生産されているまちだと思いますか 77.9% 78.1% 5 83.0%

設問１ (18) 茶の生産が盛んなまちだと思いますか 82.7% 73.6% 8 88.0%

設問１ (19) 買物がしやすいまちだと思いますか 60.9% 67.0% 14 71.0%

設問１ (20) 企業(工業関係)に活力があるまちだと思いますか 41.5% 52.7% 29 57.0%

設問１ (21) 観光や地域間交流など人の交流が盛んなまちだと思いますか 20.7% 28.8% 39 41.0%

設問１ (22) 消費者が悪徳商法の被害に遭わない消費者保護の取り組みがされているまちだと思いますか 45.3% 48.0% 35 60.0%

設問１ (23) 災害に備え防災対策が整っているまちだと思いますか 50.4% 54.2% 26 60.0%

設問１ (24) 地域が防災・防火活動に取り組んでいるまちだと思いますか 68.1% 68.3% 12 78.0%

設問１ (25) 交通事故の危険が少ないまちだと思いますか 55.9% 53.7% 27 66.0%

設問１ (26) 身近に犯罪がなく安心して暮らせるまちだと思いますか 71.6% 79.8% 3 82.0%

設問１ (27) 防災・救急体制が整備されたまちだと思いますか 59.5% 68.9% 10 70.0%

設問１ (28) 市民や企業が環境保全に取り組むまちだと思いますか 56.8% 62.1% 18 67.0%

設問１ (29) 水質が保全され川がきれいなまちだと思いますか 44.7% 52.2% 31 60.0%

設問１ (30) 市内外にスムーズに移動できる道路が整備されたまちだと思いますか 59.4% 59.3% 21 64.0%

設問１ (31) 利用しやすい交通手段が確保されたまちだと思いますか 43.5% 43.1% 37 59.0%

設問１ (32) 市民の憩いの場として整備された公園があるまちだと思いますか 56.6% 59.0% 22 62.0%

設問１ (33) 上水道が安定して供給されているまちだと思いますか 83.0% 85.3% 1 88.0%

設問１ (34) 地域のコミュニティ活動などが市のまちづくりに活かされているまちだと思いますか 59.3% 63.3% 17 69.0%

設問１ (35) 広報誌・市ホームページ・出前講座などを通して市の情報が発信されているまちだと思いますか 72.3% 75.6% 7 82.0%

設問１ (36) 市内外に市の魅力が発信されているまちだと思いますか 31.0% 43.5% 36 46.0%

設問１ (37) 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いますか 48.5% 55.6% 25 64.0%

設問１ (38) 文化や国籍が異なる人々が共に暮らしやすいまちだと思いますか 57.1% 64.7% 15 67.0%

設問１ (39) 効率的・効果的な行財政運営が行われているまちだと思いますか 42.7% 53.0% 28 58.0%

総合的にみて、菊川市は住みよいところだと感じますか（「住みやすい」、
「どちらかといえば住みやすい」の合計）

86.4% 88.0% － －

ここ数年の間に、お住まいの周辺の生活環境は、全般的にどのようになったと
感じますか（「以前より住みやすくなった」の回答割合）

15.0% 14.3% － －

今後も菊川市に住み続けたいと思いますか（「住み続けたい」の回答割合） 64.5% 66.7% － －

設問５ (1) 年に１回以上芸術や文化の活動を行いましたか（「はい」の回答割合） 22.2% 15.4% － －

設問５ (2) 年に１回以上芸術や文化を鑑賞しましたか（「はい」の回答割合） 46.2% 31.3% － －

設問５ (3) 週１回以上スポーツに取り組んでいますか（「はい」の回答割合） 26.6% 28.6% － －

設問６
あなたは、「協働」という言葉やその内容を知っていましたか（「内容まで知ってい
た」、「言葉は知っていたが、内容まで知らなかった」の回答割合）

－ 48.8% － －

設問７
市民参加のまちづくり活動に関心がありますか（「大いに関心がある」、「関
心がある」の合計）

－ 48.3% － －

設問８ 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（「参加した」の回答割合） － 41.7% － －

設問９ 今後まちづくり活動に参加したいと思いますか 5.10（H29） 4.40 － －

設問10 まちづくり活動に取り組む人たちに感謝していますか 8.04（H29） 7.66 － －

設問11 菊川市の魅力を友人等にどの程度の気持ちでお勧めしたいと思いますか 5.15（H29） 5.31 － －

設問12 浜岡原子力発電所の今後についてどう思いますか（「停止しておいた方がよい」の回答割合） 56.1%（H26) 37.8% － －

２　暮らしの実感などについて（「そう思う」、「どちらかといえば思う」の合計）【満足度のみ】

６．回答割合一覧

５　浜岡原発市民意識調査

設問４-１

項　目

３　暮らしやすさついて

４　日常生活・まちづくり活動について

設問２

設問３
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７　分析

満足度・重要度のポートフォリオ分析

　39の項目について満足度と重要度を点数化し、縦軸に重要度、横軸に満足度をとって
グラフ化しました。

　Aゾーン：満足度が高く、重要度が高い。
　Bゾーン：満足度が高く、重要度が低い。
　Cゾーン：満足度が低く、重要度が高い。
　Dゾーン：満足度が低く、重要度が低い。

※ 上記グラフの「平均」は項目ごとの満足度及び重要度の平均を表したものです。
満足度の平均は「2.66」、重要度の平均は「3.22」です。
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　A　満足度が高く、重要度が高い項目
満足度 重要度

1 (1) 子育てしやすいまちだと思いますか 2.92 3.42

2 (2) 安心して子どもを育てられるまちだと思いますか 2.98 3.47

3 (3) 子どもが安全・安心に通うことのできる教育環境が整うまちだと思いますか 2.74 3.46

4 (4) 学校・家庭・地域が一緒になって子どもを育むまちづくりが進められているまちだち思いますか 2.81 3.33

5 (5) 心身ともに健やかに生活できるまちだと思いますか 2.91 3.38

7 (7) 健診や健康相談など病気の予防対策が充実しているまちだと思いますか 2.79 3.32

17 (17) 安全・安心で魅力ある農産物が生産されているまちだと思いますか 2.96 3.31

19 (19) 買物がしやすいまちだと思いますか 2.80 3.36

24 (24) 地域が防災・防火活動に取り組んでいるまちだと思いますか 2.75 3.39

26 (26) 身近に犯罪がなく安心して暮らせるまちだと思いますか 2.93 3.57

27 (27) 防災・救急体制が整備されたまちだと思いますか 2.75 3.48

33 (33) 上水道が安定して供給されているまちだと思いますか 3.11 3.49

　B　満足度が高く、重要度が低い項目
満足度 重要度

6 (6) 健康づくりに取り組む人が増えているまちだと思いますか 2.72 3.12

18 (18) 茶の生産が盛んなまちだと思いますか 3.00 3.19

34 (34) 地域のコミュニティ活動などが市のまちづくりに活かされているまちだと思いますか 2.66 2.96

35 (35) 広報誌・市ホームページ・出前講座などを通して市の情報が発信されているまちだと思いますか 2.91 3.02

38 (38) 文化や国籍が異なる人々が共に暮らしやすいまちだと思いますか 2.69 3.05

　C　満足度が低く、重要度が高い項目
満足度 重要度

9 (9) 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いますか 2.66 3.32

11 (11) 障がいのある人が安心して暮らしていけるまちだと思いますか 2.52 3.29

12 (12) 入院から在宅まで安心して医療を受けることができるまちだと思いますか 2.60 3.41

23 (23) 災害に備え防災対策が整っているまちだと思いますか 2.53 3.48

25 (25) 交通事故の危険が少ないまちだと思いますか 2.51 3.46

29 (29) 水質が保全され川がきれいなまちだと思いますか 2.51 3.32

30 (30) 市内外にスムーズに移動できる道路が整備されたまちだと思いますか 2.63 3.33

31 (31) 利用しやすい交通手段が確保されたまちだと思いますか 2.35 3.28

39 (39) 効率的・効果的な行財政運営が行われているまちだと思いますか 2.48 3.26

　D　満足度が低く、重要度が低い項目
満足度 重要度

8 (8) 高齢者が生きがいを持ち、健やかに暮らせるまちだと思いますか 2.66 3.21

10 (10) 市民同士が地域で互いに支え合うことができているまちだと思いますか 2.60 3.13

13 (13) 生涯にわたり学習活動ができるまちだと思いますか 2.53 3.00

14 (14) 気軽に芸術文化にふれられるまちだと思いますか 2.40 2.77

15 (15) 歴史・文化遺産が継承され活かされているまちだと思いますか 2.49 2.80

16 (16) 誰もが気軽にスポーツに取り組めるまちだと思いますか 2.51 2.91

20 (20) 企業（工業関係）に活力があるまちだと思いますか 2.53 3.10

21 (21) 観光や地域間交流など人の交流が盛んなまちだと思いますか 2.17 2.84

22 (22) 消費者が悪質商法の被害に遭わない消費者保護の取り組みがされているまちだと思いますか 2.45 3.19

28 (28) 市民や企業が環境保全に取り組むまちだと思いますか 2.66 3.21

32 (32) 市民の憩いの場として整備された公園があるまちだと思いますか 2.65 3.13

36 (36) 市内外に市の魅力が発信されているまちだと思いますか 2.39 2.93

37 (37) 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いますか 2.54 3.03

項　目

項　目

項　目

項　目
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８　自由意見
 

＜基本目標１＞子どもがいきいき育つまち【子育て・教育】
１　安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまちづくり
・衣料品を買う店が少ない。市外へ行くことが多い。
・子供の自転車通学、安全な道路確保がほしい。
・静かで緑豊かな環境で子育て、そして最後まで安全な暮らしが出来たら良いと思う。
①奈良野のトンネルは、東に切り通しの道路に望む(大型、自転車は無理がある)
②信号に付いて主用道路は通常、青にして対向は、止まらず青になる用(無用な停止なくす)本来なら主用道路は４車線が望ましい
③少子化に対する対策、若者の出会いと職業(生活)
④静岡県は、家康も住んでいましたが、国の主が日本の中心であり、交通、気候が良く全てにおいて、重要であり理想と思います。
子供たちが自由に遊べる公園がもう少しあった方が良いと思います。
若い人達が仕事も子育ても地元で安心して出来る環境が安定して継続できることを願います。
畑や田んぼが残っていてほしいので、安定した農業経営のできる方策ができて、残っていってほしいです。
気候にも交通便にも恵まれているこの町が、静かで緑の残る貴重な町として生きつづけてほしいです。
・子育て支援センター(児童館)をもっと作ってほしいです。(１つだと飽きてしまうため)
・日曜日も開館している児童館を作ってほしいです。
・１歳半検診など各検診の受付が13時からということが多いですが、その時間はお昼寝の場合が多いため、午前中だとか時間を変更してほしいです。
他の市に比べて圧倒的に人が良すぎます。困っていたら助けてくださる人が多く、迷惑もお互い様、と、とにかく住みやすい。ただコロナで人との関わりが全く
といっていい程なくなり、幼稚園保育園もすぐ休園になってしまうなど、ここ２年で子育てのしにくさがすごく感じられます。又、お祭りについても早めに市の方
で禁止にしてくれれば、あんなに密になって話し合いをする事もないのかな…と思います。もうすこしコロナと上手に付き合えると嬉しいです。
市内の公園が整備されていてとても良いが、よく行く公園に(宮の西公園、船岡山公園、菊川運動公園)にブランコがあればいいなあと思います。カゴタイプも
あるといいですね。宮の西公園に東屋がもう少し欲しいです。
・子供用の室内ゆうぎ場がほしい、島田のボルネや浜松のこども館のようなもの
・通学路の交通整理の見直し、危険が多い
若いご夫婦が菊川市に住まうためには、こども園等の一層の整備が必要だと思います。
・病院が少なく、菊川病院もかなり縮小されてしまい残念。
・地区センターに、本を置いたり、いこいの場(子供などが遊べる児童館のような)があったらいいと思います。
子供が沢山いる家に補助金を多数、子供２人迄の人は補助金無しに、３人目から補助金を手厚く１人25万円位に子供３人で25万、４人で50万、５人で75万円
と子供が沢山いて元気なまちに子供をにお金を使い、老人はそれなりにがまんする。議員も公務員も給料下げるそれを子供に使ってすみ良い町にする。夫
婦で子供２人はあたり前。２人以上に補助金。
・子供が安心して暮らせる(放課後児童クラブの拡大、地域の見守り、公園の整備等)
・高齢者が活躍できる場(ボランティア、資格を活かせる制度ーシルバーに登録する人は少ないのでは？もっとできることはたくさんあるはずですex)放課後児
童クラブ、一人暮らしの家の手伝い等、ポイント制にしたりするのも良い、まだまだ働けるシニアがいるのにもったいないです。
・免許を返納した人への通院等、もっと柔軟な政策が、田舎には必要です。(インターネット配信、配物だけでは伝わらない人もいます。)様々な手続きが小笠
支所でもできるようにしてくれたら嬉しいです。(働く人、高齢者、乳幼児をもつ人は、小笠から菊川にいくのは半日がかりです。
・豊かな自然を、利便性のためにこわさないようにしてほしいです。菊川駅周辺のみの開発は意味はある？誰の何の目的？使われた税金は？等々、小笠地
区の住民は不満のある人もいると思います。
未成年の医療費負担を０円にして欲しいです。子供を産みやすい育てやすい菊川市に‼期待します。

・子育てしやすいまちとよく耳にするがイマイチわからない。菊川だけ医療費が(子供)500円かかるとか…市外から引っこしてきた人達にむけているようで菊川
市で子育てしていてよかったと思うことが少ししかない。
・商業施設がない。もう少し旧小笠町の方の施設(道路など)に目をむけてほしい。
・小笠にも子供が安心して遊べる公園がほしい。

菊川の駅の周辺が新しいマンションができたりと活性化されたり、デジタルに力を入れていて便利な世の中になっていますが、私は以前のように人と人とが
交流が深くマンションがたくさんできるより自然が増えることや昔のような商店街が増えて活気あふれる町並みになったり、空き家や古民家を活用して共有ス
ペースを作り色んな世代の方が交流できる場が増えてほしいです。戦争を経験した高齢の方々の話や今後のことを考えると畑を自分で行うことができる事も
大切だと思うので農業のことを、若い方や経験していない方へ教えて伝えていってほしいです。新しいことへの発展も大切ですが、昔からあるものを大切に、
自然や建築物をもっと若い人にもありがたさを知ってもらい菊川市を好きになってもらいたいです。菊川はみどりいっぱいのお茶畑や自然、田んぼ、農作物、
あたたかい人柄、歴史ある建築物があるからこそ素敵な町だと思います。コロナのワクチン接種の接種率をLINEで送られてくるのは苦痛でした。事情があっ
て打たない人、打てない人がいる中で、数字として出されると困る方もいます。打つことが全てではないし、食事、運動、お茶などで予防できる事もたくさんあ
るので、そのようなことをもっとLINEなので広めてワクチンに頼るのではなくて普段から行っている生活習慣の中で改善できることを言ってほしいです。菊川
市の広報の影響力はとても大きいです。市の職員がコロナになったとしても謝罪の言葉は必要ないですし、誰がなったという報告も必要ないです。誰もなりた
くてなっているわけではないので。それよりもこのコロナ化で外出しなくなってしまい体力低下して足腰が弱くなったり、人との交流がうすれてしまった高齢者
もいます。常にマスクをして授業を受けたり運動をして体調をくずす子供もいます。このままでいいんでしょうか？コロナよりもこういう方々に目を向けてほしい
です。これから暑くなるなかわからなくてマスクをし続けるお年寄り、子供が心配です。大人は自分で行動をし、外食したり遊んだりできているけど、子供は学
校では黙食、行事もほとんどなく卒業アルバムを見ればマスク姿ばかりで切ないです。一生に一度しかない学生生活。マスクのあり方、行事や部活動のあり
方考えてほしいです。よろしくお願いします。

今後の高齢化に対応できる仕組等を常に市指導の対応…市より各自治会等をお願いします。そして、子供達が楽しくすごせる町にお願いします。

JR北口は本当に必要であったのか？無駄な費用に当たるのではないか。市民税が高いと思う。ブランコ、すべり台のある公園をつくってほしい。

子供達、お年寄りの方々が、安心して楽しめる、やさしいまちによりなっていったら良いなと思います。

図書館や公園があり、自由に遊べるところがあってとてもいいと思います。散歩コースもつくってほしいです。

・周辺都市いくつか公式LINE友だち登録していますが、菊川市のホームページ使いにくく魅力的でない。ちなみに焼津市、吉田町等の方が楽しい、使いやす
い(見やすい)
・埋立ゴミ(ガラスや陶器の割れた物)を出すのに難儀、リサイクルステーションに出せると助かる。ビニール袋が破れてしまう。
・無記名でゴミを出す人(特に外国人？？)に限って時間外に出している。
・娘が世田谷に住んでいて公園の在り方がすごく良い。花や緑をゆっくり楽しめこどもが遊べ体力作りができる。藤枝の蓮華池公園も。あらさわ公園も。コロ
ナ下で遠くに出れないけれど近場で大人も子供も過ごせる場が有ると良いと思う。(例えば、図書館が公園の中にあり、手頃な食事ができる施設が併設して
いるとか卓球場等、イベントができる施設、体験教室)

○高校生まで、児童手当がほしい。
○住んでいるところが、田舎すぎて、子供が学校へ行くまで、遠いし、街灯が少なくて帰りが心配。
○買い物へ行くに不便。お店が近くにまったくない。
○高齢者ドライバーが多く、事故が多いが、免許返納したら生活が不便。免許がなくても住みやすい街がいい。
近くに子供達の遊ぶ場が少ないので、公園が出来てくれるとうれしい。
和田公園の遊具の老朽更新をしてほしい。
子どもたちが安心して住める街に。
待機児童がないようになってもらいたい。
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買い物ができる所が少ない
交通機関が充実していない為移動が不便
ひとり暮らしの方やひとり親の方への支援がもう少しあっても良い
上記内容を考慮していただけるとありがたいです
子供が2人目からもらえる出産祝金がなくなったのが残念。市外の人へのよいアピールポイントだったし、自分ももらえると助かると思っていた。結局もらえ
ず、損した気分になったし、子育てしやすい町というフレーズに疑問をもった。
学区内の保育園に入りやすくしてほしい
インターネット・SNSの活用は若い世代としては簡単に情報が手に入るので良いと思う。
子供のいる世代への支援、特に共働きの場合に預け先が学童で負担になったり、
実際細かい所で困っている場面を多くみます。
また未婚者は経済面で結婚や出産を躊躇してる意見を耳にします。
まちづくりの枠を越えてしまうかもしれませんが、やはり次の世代が増えれば町も活気が出てくると思います。
各世代課題はあるかと思いますが、地域発展には子供のいる世帯、菊川市で結婚、出産を増やす為に若い世代に支援が必要だと思います。
自分の時には周辺市町に比べて具体的な例を挙げると不妊治療の補助に力を入れている市だとは思えなかった。今後は保険適用の対象になると思うが、
少子化が加速する中、安心して子作りや子育てが出来る街になれば凄く魅力的な街になると思う。
祝日は小学校保育園が休みになります。子供は留守番ができず、親戚も県内にいないので会社を休まないといけません。児童館も図書館も休みで困ってい
ます。子供連れでも過ごせるイベントや施設が祝日にないのであるといいなと思います。
待機児童を減らして欲しい。
子育て世代が定住しやすいように、様々な助成の拡充をしてあげてください。
給食費は無償化されてますでしょうか？病児保育を手厚くして、働きやすく、子育てしやすいようにしてあげて下さい。虐待にも、親の生来の性格だけでなく、
追い詰められての虐待をしてしまう親もあろうかと思います。ケアしてあげることで防げる事は防げればと思います。子育ては何よりも優先順位が高くて然る
べき事柄かと思いますので、関係各所において町の未来の為に良い方向性を作って下さい。
また、早産や、出産時の事故による障害児の誕生は防ぐことができる事です。妊婦さんへの適切なケアも、リモート技術の発達で外国の僻地医療などでも、
かなりの成果を上げていると、聞いております。費用対効果がかなり高い施策かと思いますので、妊婦さんへの手厚いケアをよろしくお願いします。
以上まとまりが無い記述で申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いします。
もっと子育て支援を充実させて欲しい。
子供の医療費を無料にしてほしい。食料品などを買うスーパーはたくさんあるが、安さなどを求めると、近隣の市にある大型店に行ってしまうので、菊川市に
も業務スーパーやドンキホーテなどがあると市内で消費する市民が増えると思う。
子どもにとっても、高齢者にとっても住みやすい環境を望みます

・菊川市は人口はもちろん企業数が圧倒的に少ないので、今後駅北開発を皮切りにして市の風向きが一定程度変わっていくことに期待しています。
・深蒸し茶の歴史を用いた市のPR活動は確かにオリジナリティのあるPRとして有効的ですが、島田市や掛川市などと比較した場合に、菊川茶の「ブランド化」
が成功しているとは思えません。（茶の観光施設や茶の購入需要は、他市が圧倒的に優れています。）
茶業の衰退を阻止することも確かに大切なことですが、時代の流れをきちんと掴み、茶業振興ばかりに固執しないことも大切です。
・また、「子育てしやすい街」をPRしたいのであれば、その子供たちが成人になる10年後、20年後をきちんと見据えて、早い段階から、時代やニーズに合わせ
た新たなPR要素を複数開拓していくことも重要です。現状の子育て施策だけに着目しているのでは、その場しのぎの借り入れをしているのと同じです。きちん
と、「子育てしやすい街」としての責任を持たなければなりません。
・比較的外国人の割合の多い菊川市であるからこそ、多様性の容認に関する施策を先進的に打ち出すべきです。
代表的なものとして、近年、都市部を中心に広がりを見せている LGBTに関する施策が挙げられます。
市民の中にも、市役所で働かれている方の中にも、菊川市に住まう子供の中にも、当該問題で悩みを抱えている人は沢山います。
数年後になって、周囲の市町村に追従するような保守的な姿勢で施策を取り入れるようであれば、私はこの街に住みたくありません。
保守的な街に、新しいものはつくれません。今後の菊川市の発展に期待しています。

２　親と子が健やかに成長できるまちづくり
・子育て支援センター(児童館)をもっと作ってほしいです。(１つだと飽きてしまうため)
・日曜日も開館している児童館を作ってほしいです。
・１歳半検診など各検診の受付が13時からということが多いですが、その時間はお昼寝の場合が多いため、午前中だとか時間を変更してほしいです。

(再掲)

インターネット・SNSの活用は若い世代としては簡単に情報が手に入るので良いと思う。
子供のいる世代への支援、特に共働きの場合に預け先が学童で負担になったり、実際細かい所で困っている場面を多くみます。
また未婚者は経済面で結婚や出産を躊躇してる意見を耳にします。
まちづくりの枠を越えてしまうかもしれませんが、やはり次の世代が増えれば町も活気が出てくると思います。
各世代課題はあるかと思いますが、地域発展には子供のいる世帯、菊川市で結婚、出産を増やす為に若い世代に支援が必要だと思います。

(再掲)

自分の時には周辺市町に比べて具体的な例を挙げると不妊治療の補助に力を入れている市だとは思えなかった。今後は保険適用の対象になると思うが、
少子化が加速する中、安心して子作りや子育てが出来る街になれば凄く魅力的な街になると思う。

(再掲)

妊娠した際のさまざまな助成や、陣痛タクシーなどのサービス等配慮してもらえると、若い世代の夫婦も住みたくなると思います。
子育て世代が定住しやすいように、様々な助成の拡充をしてあげてください。
給食費は無償化されてますでしょうか？病児保育を手厚くして、働きやすく、子育てしやすいようにしてあげて下さい。虐待にも、親の生来の性格だけでなく、
追い詰められての虐待をしてしまう親もあろうかと思います。ケアしてあげることで防げる事は防げればと思います。子育ては何よりも優先順位が高くて然る
べき事柄かと思いますので、関係各所において町の未来の為に良い方向性を作って下さい。
また、早産や、出産時の事故による障害児の誕生は防ぐことができる事です。妊婦さんへの適切なケアも、リモート技術の発達で外国の僻地医療などでも、
かなりの成果を上げていると、聞いております。費用対効果がかなり高い施策かと思いますので、妊婦さんへの手厚いケアをよろしくお願いします。
以上まとまりが無い記述で申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いします。

(再掲)

もっと子育て支援を充実させて欲しい。 (再掲)
他の市は子供の病院代が無料な所が多くて驚きました。
市民病院で子供が新生児の時に入院の必要があった時も、玄関で中東遠に行くように言われて引き返しました。
市民なのにわざわざ遠い市外の病院を受診しなければいけないのは、どうなのでしょうか。

３　安全・安心な教育環境が整ったまちづくり
・衣料品を買う店が少ない。市外へ行くことが多い。
・子供の自転車通学、安全な道路確保がほしい。
・静かで緑豊かな環境で子育て、そして最後まで安全な暮らしが出来たら良いと思う。

(再掲)

小・中学校・子供園周辺の道(通学路)がせまい。

この先必ず向かえる高齢化社会により市民の平均年齢は上がる一方ですが、菊川市の明るい未来の為、小さな子供に力を注ぎ、将来菊川市に誇りを持っ
てもらい、高校・大学と一時的に市外を出てもまた地元に戻って、菊川での生活を送りたいと思える町づくりをしてもらいたいです。偏見であると思いますが、
高齢者(その内、私も)はある程度国により安定的な生活は送れていると感じます。なので、小・中学校及びその他の学生に力を注いでほしいです。また、主
な農業として茶業がありますが、時より荒廃、または手入れのされていない茶畑を見ます。後継者不足や採算がとれない等、問題点はありますが、お茶づく
りに興味があり、熱意のある市民の人に、農地の貸し出しや他の団体(農協さん）と連携して、少しでも菊川に興味を持ち、できれば移住出来たらと思います。
自然豊かな町の中でも若者の多く住む町になってもらいたいです。

子供たちが自由に遊べる公園がもう少しあった方が良いと思います。 (再掲)
・子供用の室内ゆうぎ場がほしい、島田のボルネや浜松のこども館のようなもの
・通学路の交通整理の見直し、危険が多い

(再掲)
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・西方地区に住んでいるが、南北をわけるようにJR線があり、ガード下を通る為非常に不便である。また、車がないと生活がとても不便で老後この地区には
住みたくないと思う(買い物に行く、市役所へ行くのも大変だ)
・堀之内小から下校する小学生の通学路に歩道がなく、非常に危険である。通学路を見直すか？歩道を作ってほしい。
・市役所の駐車場を整備してほしい。台数ではなくちゃんとした1台当たりのスペースを確保する。ドアの開閉時にあてられそうでとめれない。駐車の白線が
見えにくい、駐車台数も大事かもしれないが、安全な駐車場にしてほしいし、必要なら有料でもかまわないのでしっかり整備してほしい。
・県道が学校まで長いため子供たちの交通事故が心配されます。安全運転の徹底とドライバーのマナーを守ってほしい。
・市外からの通勤者ゴミを捨てるけどマナーが悪い。
子供が通学したり、年寄りが買物をしたり、歩いて移動するのに道路に歩道が整備されている所が少なく感じます。
・あまり大がかりな発展により人の移動が多くなる様な事は望まない。
・通勤等で危ない所を、気軽に意見集約できる様な仕組みが有った方が良い。(地元以外の箇所)
・遅い時間でも学生が徒歩や自転車で安心して帰れる、まちづくりを目指して欲しい。
住宅地になる前に道路の整備をしてほしい。小中学生の通学路も大変危険な所も多く、歩道の整備も付けくわえてほしい。

工業団地が出来た為に県道を大型トラックが多通過するが、道路設備が不充分な為に通学児童の安全が確保されておらず、トラックの重量が重いために道
路がガタガタになっている。それを放置している為、安全が確保されず悪循環となっている。菊川市は県道だからと問題としないが工業団地を誘致した以上、
責任は免れない。市の対応も悪い。

※市役所にTELした時、対応がとっても悪く、とても気分が悪くなった。
※学校の通学路、欲しい場所にカーブミラーがなく危険な場所があります。大きな事故が起きる前に、点検して欲しいと思います。
※菊川は夜になると街灯も無く、とても暗い危ない、まちの安全のためにも太陽光の街灯を設置を希望。
※菊川市民だけど、市長さんにお会いしたことがない。無投票だから、しかたがないですね‼
通学路の整備がされない
・子供の医療費をタダにしてほしい
・駅周辺ばかりにムダな税金を使いすぎ
・小学校通学のスクールバスを出してほしい(小笠南地区)
・小笠南地区に子供が遊べる公園が少ない
・小笠南地区に街灯が少ない
・小笠地区の活性化が必要
・サッカーが出来る環境をもっと作ってほしい
小学校への通学路にガードレール等がない道路が多く、交通量も多く不安。菊川、掛川の調査池は県外から釣りに来る人が多いと最近知った。釣り自体が
禁止になった池が増えているとの事。むしろ開放して人をあつめる事に利用する方が経済的にメリットが生まれそう。ワクチン接種が土日のみは不便。外国
人が増えているので多言語化はもっとすすめた方が良い。(役所HP等)

・菊川駅の南北自由走路橋上駅の着工は駅周辺の活性化につながり、駅周辺の未利用地の解消等も見込まれ良いことだと思いますが、今使われていない
農地も増え、雑草でおおわれています。農業をしている人達(大きな農機具や機械を持っている人達中心に農業がまわっていて、持っていない人は、置き去
りにされています。)の収入減が年々増えていて、生活困窮者が増加しています。農業従事者のことも考えて頂ければと思います。・大きな活動は、目につき
やすく、”私達の為に、市が動いていてくれる”と姿勢が目立ちますが、私達にとっては、日々生活していく中では”利便性や安全性、生活しやすさ”等、日々
直接関係すること、身に触れて感じることが重要だと思います。１つには、私達が日々利用している通勤、通学路、また、運搬車やウィング車、、大型ダンプや
大型トラックetcの通る道路は日々使われていて、”危険のないこと””高齢者も安心して自家用車が運転できる道路であること”が”とっても大切”であり”重要
なこと”だと思います。市では、いつも何か事故や事が起きてから慌てて対処しようとします。それでは遅すぎるのです。まず、事故が起きる前に対処して頂い
てこそ、”市政のありがたさ””市政のあるべき姿”だと考えます。以前からお願いしていました。”丹野遂道のトンネル内”ですが、通勤の車や運搬用の大型ト
ラック、ダンプ、ウィング車が往来し、通学する為に自転車を使用して通っている学生も大勢います。トンネル内で体が触れるか触れないかすれすれで、すれ
違っています。また大型トラックが白線からとび出してくる場面もたびたび見受けられます。市の予算もあると思いますが、事故が起きてからでは後のまつり
です。そのようなことにならない為にも是非共ご配慮をお願い致します。ささやかな一市民の希望であり、切実な願いであります。どうぞ私達のお願いを叶え
て下さい。よろしくお願い致します。いつもいろいろとありがとうございます。これからも市民、一人一人の為に市民のことを第一に考えて行政を進めて行って
下さい。期待しております。

①『暮らしやすさ』についてのコーナーにも書きましたが、小松洗橋、なんとかしてほしい。駅に40数億かけるより、市民(子ども)が毎日使う道路・橋を安全なも
のにするのが先にやるべき事だと思います。
②これは市の責任だけではないとは思いますが、役所の職員をパートを減らして正職員をふやしてほしい。課によっては少ない正職員の負担がかなり大き
く、業務にさしさわりが出ているように思います。(連日残業で帰宅が21時等)疲れ切った身体ではいい仕事ができないのでは。
③私の家は原発から10㎞の所です。菊川市全体も原発から30㎞県内にスッポリ入ります。地震または原発そのものの不具合で事故が起きたらとんでもない
事になります。福島をみる通りです。市は(議会も)市民の命や暮らしを絶対に守るという強い気持ちでやっていってほしい。前市長のようにのらりくらりと対応
していたのではダメです。新市長には期待しています。『私が市長をやります』ということで市長になられたのですから、一番かんじんな所で頑張りを見せて下
さい。

堀田地区の県道が歩道が狭く、小学生の通学時に心配です。

菊川駅周辺に多額のお金をつぎ込むより歩道、通勤、通学の中、高校生が安全に走ることができる自転車道の整備をお願いします。菊川市街の歩道はガタ
ガタ、市・南部(旧・小笠町)はせまく途中で無くなっている所が有ります。御前崎市の道路の様に学生やお年寄りの為にお金を使ってください。今クルマに乗っ
ている人でもやがて高齢者になれば免許証を返納して歩行者や自転車に乗る様になります。それから年中行事のように交通安全運動の時の旗を並べたり
大して役に立たない白バイの取り締まり等のパフォーマンス的な事はやめてしまって中身の有る交通安全運動に変えていくべきだと思います。そうすれば菊
川市は他の市町に先駆けて本気で交通安全に取り組んでいると有名？になりますよ。

田んぼや畑だった所に家が建っていますが、せまい道路のままぎりぎりの所に塀ができている所もあり、通学路なのに大丈夫かなと思うことがあります。最
近の水害も心配です。

掛川西高校くらいのレベルの普通科公立高校があれば、近くて通いやすいのにな…と思いました。

歩道が無く頻繁に車が通行している危険な通学路（小学校、中学校、高等学校）について、早急に点検・整備を希望します。菊川駅北口設置よりも、子供の
通学路整備を優先してほしい。
大人（市長・議員・市民）は、子供の安全確保を先ず優先するべきと考えます。更には、災害の時の備え等、駅北口設置よりも優先すべき課題は無いので
しょうか？

①コロナ禍になりやらなくてよかった活動を今後もなくしてほしい。
活動がなくて大変助かった事。
それに慣れてしまった事。
仕事をするママが増えたこと。
老人層が増えている事。
若年層の人数が減っているのにやりたくない、擦り合いの役員会の数が減らないため掛け持ちでやっている方が大変多く、気苦労が多い。子供たちの送り
迎え、親の介護、病院などの送り迎えなどで時間がないのに働いている世代の方々がとても時間の工面に苦労している。会社もそんなに休ませてはくれな
い。
活動を増やすことではなく、ゆったりとした心をもてる暮らしを目指して欲しい。
過疎化を見込んでちゃんと活動の再度分別してほしい。
近隣の市に比べて一歩遅れている気がする。
その中でやらなければいけない事はこちらもしっかり参加していきたい。
②子供達がのびのび暮らせるのは嬉しい。
③中学校に通う菊川などの土手にフェンスがないことが少し不安。
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○高校生まで、児童手当がほしい。
○住んでいるところが、田舎すぎて、子供が学校へ行くまで、遠いし、街灯が少なくて帰りが心配。
○買い物へ行くに不便。お店が近くにまったくない。
○高齢者ドライバーが多く、事故が多いが、免許返納したら生活が不便。免許がなくても住みやすい街がいい。

(再掲)

朝の小笠高校の交通渋滞を何とかしてほしい。送迎の車が多くバス街道が何時も渋滞している。
1,コロナ対策がやり過ぎ。他の地域と合わせてほしい。
2,小学生のタブレットは有効に活用できなければ必要ない。今のところ有効とは思えない。重くて保護フィルムも貼れないので負担ばかりです。個人のタブ
レットを利用したい。必要な人は借りればいい。
3,公園の草が伸びる時期はもう少し早いサイクルでカットしてほしい。夏は伸びすぎて公園を利用できない事が多い。

ここ数年で田んぼだった所に住宅が建ち並び交通量がとても増えてきています。安心して子供たちが通学できるように整備していただきたいです。例えば時
間帯で制限するとか…

子育て世代が定住しやすいように、様々な助成の拡充をしてあげてください。
給食費は無償化されてますでしょうか？病児保育を手厚くして、働きやすく、子育てしやすいようにしてあげて下さい。虐待にも、親の生来の性格だけでなく、
追い詰められての虐待をしてしまう親もあろうかと思います。ケアしてあげることで防げる事は防げればと思います。子育ては何よりも優先順位が高くて然る
べき事柄かと思いますので、関係各所において町の未来の為に良い方向性を作って下さい。
また、早産や、出産時の事故による障害児の誕生は防ぐことができる事です。妊婦さんへの適切なケアも、リモート技術の発達で外国の僻地医療などでも、
かなりの成果を上げていると、聞いております。費用対効果がかなり高い施策かと思いますので、妊婦さんへの手厚いケアをよろしくお願いします。
以上まとまりが無い記述で申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いします。

(再掲)

内田小学校前の道路を拡張していただいたように、子供の通学路や災害時の避難ルートの道幅の確保、曲がり角の見通し対策などは引き続き各所で行っ
ていただけたらと思います。
コロナ禍で利用を控えることが増えてしまいましたが、菊川市は児童館や図書館も綺麗で駐車場も広く、利用しやすいです。次世代を育てる環境を整えること
を今後も続けていただきたいです。
公園のトイレが汚いところがある、きれいにしてほしい。公園もトイレがきれいかで選びます。
小学校のトイレも洋式に変えてほしい。
そういう所に税金を使ってもらいたい。
土地がたくさんあるのだから、コストコやイオンなど大型スーパーができたら嬉しいです。
共働きで同じ時間働いていても家事や育児はどうしても母親の負担が大きくなり睡眠時間が少なく疲労しています。父親の意識改革（父親も親なのだから当
たり前に育児をするということ）、社会の意識改革（育児休暇をとりやすくすること）進むと良いなと思います。

子どもたちが大人になっても菊川市に住みたいと思えるまちがいいですね。高速道路インターやJRの駅がありますが、バスが少ないです。どうしても車が必
要なまちになりますのて、道路の混雑緩和に取り組んで欲しいです。
昨今のコロナでは、子どもたちの活動が大きく制限されています。経済をどのようにまわすかも重要だとは思いますが、子どもたちの過ぎてしまった時間は取
り戻せません。子どもたちに我慢をさせなくてもよくなるようにということも考えて欲しいです。
学校ではiPadを1人１台貸与していますが、もっと有効活用して下さい。たとえば、課題を手書きにて提出することはよいと思います。しかし、それに添付する
写真までプリントして提出は負担が大きいです。せっかくiPadがあるのだから、iPadで撮影してオンラインでの提出にしてほしいです。学校でも家庭でも有効
活用するように考えて下さい。

自由に使用出来る公園があったり、複数の会社のスーパーがいくつもあり日常生活を送るには住みやすい町だと思われる。
その一方で娯楽施設となると高校生以上の大人が楽しめる場所が無いに等しい。
最近では掛川市や袋井市にいくらか知名度のあるお店が出店して来ている。
そんな中で近隣の市と差別化かつ魅力あるお店があれば良いと思う。例えばLoft等。
映画館等も魅力的である。
それから楽器を気兼ねなく練習出来るような1時間使用で何円というタイプの防音室がカラオケ店のようにあれば良いなと思う。
菊川市を遊びに行く町ではなくあくまで自宅を置く町としてアピールしていくなら、やはり教育が出来ることと医療機関にかかりやすいようにしていくべきであ
る。
大人でも子供でも英語が学び易い環境にしたり、スポーツ等も習い易い、気軽に出来るようであると良いのではないでしょうか。

通学路の整備、安全対策が不十分
道幅の拡張や歩道の完備、横断歩道や信号設置を進めるべき
街灯や防犯カメラの設置も不十分
出来ないのであれば通学バスなどを運行すべき
上平川に住んでいるのですが家の前の市道を抜け道として使う人が多く30キロ制限の道なのですがスピードを出して走って行く車が非常に多く子供の通学
路にもなっているのでいつか事故にならないか不安で仕方ないので早急に対策をお願いしたい
子供が自転車で走りやすいように道路を整備してほしい
岳洋中学校の耐震性や老朽化が気になる。
トイレを我慢する女子が増えていると聞いたことがある。（あまりトイレがキレイではない）時間や費用がかかるだろうが、リフォームなど考えたらどうか。

４　子どもの「生きる力」を育むまちづくり

子どもたちが大人になっても菊川市に住みたいと思えるまちがいいですね。高速道路インターやJRの駅がありますが、バスが少ないです。どうしても車が必
要なまちになりますのて、道路の混雑緩和に取り組んで欲しいです。
昨今のコロナでは、子どもたちの活動が大きく制限されています。経済をどのようにまわすかも重要だとは思いますが、子どもたちの過ぎてしまった時間は取
り戻せません。子どもたちに我慢をさせなくてもよくなるようにということも考えて欲しいです。
学校ではiPadを1人１台貸与していますが、もっと有効活用して下さい。たとえば、課題を手書きにて提出することはよいと思います。しかし、それに添付する
写真までプリントして提出は負担が大きいです。せっかくiPadがあるのだから、iPadで撮影してオンラインでの提出にしてほしいです。学校でも家庭でも有効
活用するように考えて下さい。

(再掲)

菊川駅周辺の飲食店の誘致をもっと積極的に行ったほうがよいと思う。もっと人が集まる賑やかな駅になってほしい。
小、中学校の学区編成を早急に行ったほうがいいと思う。１学年30人にもならない小学校がある一方隣の学校は４クラスあったり、菊川東中の生徒が減って
る一方で、菊川西中の生徒は増え続けているので、菊川東中では選べる部活動の種類など限られてきているから、不平等だと思う。

自治会等、新しい人を受け入れる体制がなく、保守的でよく『前例がない』という人が多い。
学校教育でも人と違う事を受け入れず、発達障害を持っている子には学校環境の中で潰されてしまう。うちの子は先生からも生徒からも理解がなく、自己肯
定感がなくなった。教育者も生徒も色々な個性があり、理解し合う事を学ぶ必要があると思う。都会とは違い、菊川市では小中学校は選べない。子供達が幼
稚園や低学年時に発達障害の事を学び、理解し、人と違っても良いと個性を認めあえ、いじめをなくしてほしいです。

５　人を育み、若者を育てるまちづくり
地域と子供との接点が少ないように思う。時代の流れかなと思うが、子供と交流したいと思っても、子供を危険から守るという点からもあまり親しみを持って
話しかけられないのが残念です。
図書館や公園があり、自由に遊べるところがあってとてもいいと思います。散歩コースもつくってほしいです。 (再掲)
菊川市に住んでいて本当に良かった。これからも明るい人間関係を持ちつづけていってほしいです。これからも子供たちを大事に思う心で住ごしていきたい。
お茶の町を大事にしてほしいです。
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自治会の防災備蓄が少ない気がする。
子供会が無くなってしまい、同じ地区でも知らない子がいるのが、非常に残念。
GO toのような事業で観光客を増やし、街を活性化することも大事だと思うが、大人が旅行に出掛ける反面、それによりコロナ感染者が増え、子供達が職業
体験や修学旅行の延期や短縮日程等シワ寄せのような状態になっている。その事に今現在、孫や子供が学校に通っていない人たちは気付いていないと思
う。
以前、公共施設の爆破予告があったようで、体育館の鍵が借りれなかった。しかし、市役所のホームページを見てもそのような事は載っていなかった。体育
館だけが使えないようし、周辺地区への注意喚起はいらないのか？変に不安を仰がないように…なのか。
持ち家もあるので、今後も菊川市に住みたいと今のところ思ってはいる。

駅周辺の活性化、子育て支援などもっとアピールすべき、それにしても子供たちの元気のなさと会っても”挨拶”もできない子供たち学校教育ではなくなさけ
ない家庭教育！！！！。まあ、頑張ってください（何に？？？？）

祝日は小学校保育園が休みになります。子供は留守番ができず、親戚も県内にいないので会社を休まないといけません。児童館も図書館も休みで困ってい
ます。子供連れでも過ごせるイベントや施設が祝日にないのであるといいなと思います。

(再掲)

内田小学校前の道路を拡張していただいたように、子供の通学路や災害時の避難ルートの道幅の確保、曲がり角の見通し対策などは引き続き各所で行っ
ていただけたらと思います。
コロナ禍で利用を控えることが増えてしまいましたが、菊川市は児童館や図書館も綺麗で駐車場も広く、利用しやすいです。次世代を育てる環境を整えること
を今後も続けていただきたいです。

(再掲)
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＜基本目標２＞健康で元気に暮らせるまち【保健・福祉・医療・社会教育】

１　適度な運動や正しい食生活でみんなが健康なまちづくり

静かで緑も多いし住みやすいとは思いますが、少しこう外に行くと山の木々の枝が道路にまででていて、車をきずつけている。枝を切り取ってほしいです。
近りんの人達と朝06:30からのNHKのラジオ体操などできる所があればいいなと思います。以前の町でやっていましたから、となり近所の人達と交流があまり
ないので少しさみしいかな。

提示されていた項目は全て重要に決まっていますよね。年齢的にスポーツは参加できませんが、ウォーキングは休日には雨天でも続けています。体脂肪は
確実に落ちます。
車の運転しなくなったら不便になるのは仕方ありませんが、コミュニティバスなどの充実を期待しています。
スマホ・パソコンをすすめるのなら、紙使用したい私はこれからは辞退させて下さい。
原発に関しては、エネルギー不足になったら稼働せざるを得ない時が来るかもしれないけれど、経年劣化を心配しています。停止していても危険な物質は発
電所に有り続けているのが現実ですよね。

一昨年菊川市に引越してまいりました。柳町は子どもも多い地域かと思います。しかしながら、街灯が少なかったり、公園もとても寂しくかんじます。交通や買
いものの便も良く、北口の完成を心待ちにしておりますが、駅北の公園もどうか整備していただけないでしょうか。また、市内にウオーキングやランニングが
安全にできる施設などがあると、子どもからお年寄りまで運動を日常に取り入れやすいのかなあと思います。いろいろと個人的な希望を書いてしまいました
が、いつも菊川市のために一生懸命働いてくださってありがとうございます。住んでよかったと心から思える街になっていくことを期待しています。
市内のあちこちにグランドゴルフ場があり、近所の人との親睦や健康づくりに役立っているのは、市民の１人としてとてもありがたいと思っている。菊川音頭
(きくちゃん体操)などもすばらしいと思うが、知らない人が多いのでは？…せっかくのよさをもうちょっと上手にPRしてもいいのでは…
スポーツによる健康まちづくりを進めてください。

菊川の駅の周辺が新しいマンションができたりと活性化されたり、デジタルに力を入れていて便利な世の中になっていますが、私は以前のように人と人とが
交流が深くマンションがたくさんできるより自然が増えることや昔のような商店街が増えて活気あふれる町並みになったり、空き家や古民家を活用して共有ス
ペースを作り色んな世代の方が交流できる場が増えてほしいです。戦争を経験した高齢の方々の話や今後のことを考えると畑を自分で行うことができる事も
大切だと思うので農業のことを、若い方や経験していない方へ教えて伝えていってほしいです。新しいことへの発展も大切ですが、昔からあるものを大切に、
自然や建築物をもっと若い人にもありがたさを知ってもらい菊川市を好きになってもらいたいです。菊川はみどりいっぱいのお茶畑や自然、田んぼ、農作物、
あたたかい人柄、歴史ある建築物があるからこそ素敵な町だと思います。コロナのワクチン接種の接種率をLINEで送られてくるのは苦痛でした。事情があっ
て打たない人、打てない人がいる中で、数字として出されると困る方もいます。打つことが全てではないし、食事、運動、お茶などで予防できる事もたくさんあ
るので、そのようなことをもっとLINEなので広めてワクチンに頼るのではなくて普段から行っている生活習慣の中で改善できることを言ってほしいです。菊川
市の広報の影響力はとても大きいです。市の職員がコロナになったとしても謝罪の言葉は必要ないですし、誰がなったという報告も必要ないです。誰もなりた
くてなっているわけではないので。それよりもこのコロナ化で外出しなくなってしまい体力低下して足腰が弱くなったり、人との交流がうすれてしまった高齢者
もいます。常にマスクをして授業を受けたり運動をして体調をくずす子供もいます。このままでいいんでしょうか？コロナよりもこういう方々に目を向けてほしい
です。これから暑くなるなかわからなくてマスクをし続けるお年寄り、子供が心配です。大人は自分で行動をし、外食したり遊んだりできているけど、子供は学
校では黙食、行事もほとんどなく卒業アルバムを見ればマスク姿ばかりで切ないです。一生に一度しかない学生生活。マスクのあり方、行事や部活動のあり
方考えてほしいです。よろしくお願いします。

(再掲)

図書館や公園があり、自由に遊べるところがあってとてもいいと思います。散歩コースもつくってほしいです。 (再掲)
健康のために歩きたいと思うが、暗くて怖いのでなかなか歩けないです。街灯があって、もっと安心して歩ける場所があると嬉しいです。整備された歩道も増
えるといいと思います。まちづくりとは少し違いますが、可燃ゴミの袋は１０枚で束になっていますが、掛川市は１枚ずつになっていて使う時に取り出しやすい
そうです。どうして菊川市民はこれを改善しようとしないのか、と知人に何度も言われます。不満に思っている人がいるのかはわかりませんが。
気軽に参加できるスポーツ講座を
もっと増やして欲しい。
健康寿命を延ばす取り組みに力を入れて欲しい！

高齢者が増えつつある現状で、ねたきりにならないようにする為、気軽に参加できる室内運動・ウオーキングなどができる企画を多く取り入れて欲しいです。

２　高齢者が元気にいきいきと暮らせるまちづくり
高年齢者、運連免許証返納の推進に伴う交通手段の確保、特に市外でバスの利用が困難な所への手当てとコミュニティバスのバス亭まで行けない高齢者
に対する対応策を考えられたい。
・衣料品を買う店が少ない。市外へ行くことが多い。
・子供の自転車通学、安全な道路確保がほしい。
・静かで緑豊かな環境で子育て、そして最後まで安全な暮らしが出来たら良いと思う。

(再掲)

20年以上前から比べるとすごく良くなっていると思います。道路が新しくなったり、店が増えたり病院が増えたりと。
福島の現状を知っていれば、原発は絶対に停止するべきだと思います。政府は何十年で後処理といっていますが、専門家は安全に処理するのは何百年か
かるといっています。自分達の代で後処理出来ない物を使用すべきではないと思います。将来は良い方法が見つかるというのは無責任だと思うし、どうして
も使うならちゃんと処理できる方法を作ってから。
少子高齢化がものすごく進んでいると感じます。自分の親も70代後半。それでも世代なのかマイカー生活が中心で少し心配でもあります。仕事が不定期な事
もあり（自分）日中町へ出掛けると本当に高齢の方が多く、シルバーマークの車もよく走っておりヒヤッとする事も多いです。車がなくても住みやすい町（今以
上にコミュニティバスの拡大etc）車以外の交通手段を本人が苦にならない雰囲気づくり、健康作りをして歩いたり、自転車・バス・電車を使用することが車より
めんどくさい、大変ではなく、自分の力で移動できるよろこび、公共機関を使用することで、新しい発見や刺激、購入が出来る場と思えるような！そんな支援
が充実していける町作りを望みます。

駅を中心とした地域開発は活性化されていきますが、小笠地区の特に南地区はおきざりにされているように思います。特に高齢者や少ない国民年金だけで
の生活している人の実態をつかんでどんな支援を必要としているのかを考えて欲しいと思います。住みやすい町づくり、安心して暮らせるまちづくり、幸せを
感じる町づくりを!！
住みにくくなったわけではないけれど、自然環境がソーラーパネルに変わってきて、心に空しさを感じる。

・下水道本管がすぐそばに通っているのに枠外だから使用できない。→長池の施設のキャパシティーオーバーとなるから→納得できない。
・年寄り世帯が増えていく中、買い物弱者が増えるから心配、又病院、医者通いも困難となり心配。
・自分も年寄り、とにかく老人が住みやすい、生活しやすい元気が出るまちになって欲しい。
福祉バスのコースを不便な場所や年齢のいった人の多い場所に来てもらえたらと思う。
歳をとって来たので防災に関する事が心配、自助・共助が出来にくい。近所も年齢が高い。有事の時、避難場所等規模が小さく入りきらない？トイレ・休む場
所等、むかしから何も変わらないが…これで良いのか？
半面山あり川あり静かでおだやかな所はとても良くて好きだ。歳寄りも歩いて買物に行ける範囲にライフラインがととのっているので助かっているが、若い人
や子供達にとっては、どうかと思う。病院についても個人病院はたくさんあるが、総合病院の中でもなくなってしまった科もあり、またかかりにくくなった。
菊川市と云っても、菊川地区、小笠地区に判別される。
小笠地区はとても不便である。高齢化が進む中、車の免許返納後の生活環境がまったく整っていないため、いつまでも車を手放せない現状があり恐ろしい。
車を運転しなくてもかしこい消費・移動手段を早急に整えて欲しい。→(タクシーの割引き等)
小笠地区での農業推進ではなく、税収のある誘致をして欲しい。
余談ですが…・市役所の各担当者の知識が乏しく聞いた事に対して適格な回答がいただけない事が多く困ります。市民の税金給与だと思います。確実な対
応をして頂けたらと思う次第です。特に小笠支所ですが…
小菊荘公園の整備をしてください。遊具等かなり悪くなっていませんか？
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高齢化が進み自治会として行き詰まりが感じられる。次の世代も少なく今後が心配。又、車がないか、高齢でも運転しなければならない人が多いので、その
辺を改善して頂きたい。

70才間近となる身ですので難しい問題でお答えできず申し訳ございません。今現在は運転できるけど、免許返納時を考えると迷いもあります。

・周辺都市いくつか公式LINE友だち登録していますが、菊川市のホームページ使いにくく魅力的でない。ちなみに焼津市、吉田町等の方が楽しい、使いやす
い(見やすい)
・埋立ゴミ(ガラスや陶器の割れた物)を出すのに難儀、リサイクルステーションに出せると助かる。ビニール袋が破れてしまう。
・無記名でゴミを出す人(特に外国人？？)に限って時間外に出している。
・娘が世田谷に住んでいて公園の在り方がすごく良い。花や緑をゆっくり楽しめこどもが遊べ体力作りができる。藤枝の蓮華池公園も。あらさわ公園も。コロ
ナ下で遠くに出れないけれど近場で大人も子供も過ごせる場が有ると良いと思う。(例えば、図書館が公園の中にあり、手頃な食事ができる施設が併設して
いるとか卓球場等、イベントができる施設、体験教室)

・子供が安心して暮らせる(放課後児童クラブの拡大、地域の見守り、公園の整備等)
・高齢者が活躍できる場(ボランティア、資格を活かせる制度ーシルバーに登録する人は少ないのでは？もっとできることはたくさんあるはずですex)放課後児
童クラブ、一人暮らしの家の手伝い等、ポイント制にしたりするのも良い、まだまだ働けるシニアがいるのにもったいないです。
・免許を返納した人への通院等、もっと柔軟な政策が、田舎には必要です。(インターネット配信、配物だけでは伝わらない人もいます。)様々な手続きが小笠
支所でもできるようにしてくれたら嬉しいです。(働く人、高齢者、乳幼児をもつ人は、小笠から菊川にいくのは半日がかりです。
・豊かな自然を、利便性のためにこわさないようにしてほしいです。菊川駅周辺のみの開発は意味はある？誰の何の目的？使われた税金は？等々、小笠地
区の住民は不満のある人もいると思います。

(再掲)

近所づきあいは良い方でひとり暮らしのお年寄りが困っていればなんでも相談に来てくれるしできる事はやってあげているし、助けていただく事もたくさんあっ
て感謝しています。

空家の樹木管理に対し空家対策法の見直しをして下さい。地域支援課の未来塾の参加で若い人の中にボランティア精神を持ってる若者が多くいることを
知った。人材の活用対策をもっと活発にすべき。老人の活用事例が少ない、老人をもっと活用する対策が不足している。お茶産業から何の産業に変換する
のか対策が見えてこない。菊川は里山ありが良い所里山をイジするには何をどうするのか。市民全体の活用を考える人をさがす時が来たと思います。

菊川の駅の周辺が新しいマンションができたりと活性化されたり、デジタルに力を入れていて便利な世の中になっていますが、私は以前のように人と人とが
交流が深くマンションがたくさんできるより自然が増えることや昔のような商店街が増えて活気あふれる町並みになったり、空き家や古民家を活用して共有ス
ペースを作り色んな世代の方が交流できる場が増えてほしいです。戦争を経験した高齢の方々の話や今後のことを考えると畑を自分で行うことができる事も
大切だと思うので農業のことを、若い方や経験していない方へ教えて伝えていってほしいです。新しいことへの発展も大切ですが、昔からあるものを大切に、
自然や建築物をもっと若い人にもありがたさを知ってもらい菊川市を好きになってもらいたいです。菊川はみどりいっぱいのお茶畑や自然、田んぼ、農作物、
あたたかい人柄、歴史ある建築物があるからこそ素敵な町だと思います。コロナのワクチン接種の接種率をLINEで送られてくるのは苦痛でした。事情があっ
て打たない人、打てない人がいる中で、数字として出されると困る方もいます。打つことが全てではないし、食事、運動、お茶などで予防できる事もたくさんあ
るので、そのようなことをもっとLINEなので広めてワクチンに頼るのではなくて普段から行っている生活習慣の中で改善できることを言ってほしいです。菊川
市の広報の影響力はとても大きいです。市の職員がコロナになったとしても謝罪の言葉は必要ないですし、誰がなったという報告も必要ないです。誰もなりた
くてなっているわけではないので。それよりもこのコロナ化で外出しなくなってしまい体力低下して足腰が弱くなったり、人との交流がうすれてしまった高齢者
もいます。常にマスクをして授業を受けたり運動をして体調をくずす子供もいます。このままでいいんでしょうか？コロナよりもこういう方々に目を向けてほしい
です。これから暑くなるなかわからなくてマスクをし続けるお年寄り、子供が心配です。大人は自分で行動をし、外食したり遊んだりできているけど、子供は学
校では黙食、行事もほとんどなく卒業アルバムを見ればマスク姿ばかりで切ないです。一生に一度しかない学生生活。マスクのあり方、行事や部活動のあり
方考えてほしいです。よろしくお願いします。

(再掲)

今後の高齢化に対応できる仕組等を常に市指導の対応…市より各自治会等をお願いします。そして、子供達が楽しくすごせる町にお願いします。 (再掲)

ひとり暮らしになった今、年金生活での医療、福祉などの情報が少ないと感じています。パソコン、スマホナシ。タブレットの貸出しなどお願いします。
生活に車が必要なまちなのに、道路の整備が進まない。幹線道路をどの様にしたいのかわからない、知らない。市内からどの方向に行くのにも、必ず何回か
曲がらないと行けない。また現状車が必要なまちだけに、将来免許証を返上した時の生活がどの様になるのか非常に不安である。
介護施設を増やしてほしい。(年々高齢者が増えているため)

子供達、お年寄りの方々が、安心して楽しめる、やさしいまちによりなっていったら良いなと思います。 (再掲)
就職で地元に帰ってくるかは決めていません。親が年をとりいずれ家族が一人暮らしになってしまう時がくると思います。詐欺の心配や新しい情報について
いけない等不安はあります。安心して生活できるまちにみんながあたたかく思いやりを持ったまちになっていけたらと願っています。

菊川駅周辺に多額のお金をつぎ込むより歩道、通勤、通学の中、高校生が安全に走ることができる自転車道の整備をお願いします。菊川市街の歩道はガタ
ガタ、市・南部(旧・小笠町)はせまく途中で無くなっている所が有ります。御前崎市の道路の様に学生やお年寄りの為にお金を使ってください。今クルマに乗っ
ている人でもやがて高齢者になれば免許証を返納して歩行者や自転車に乗る様になります。それから年中行事のように交通安全運動の時の旗を並べたり
大して役に立たない白バイの取り締まり等のパフォーマンス的な事はやめてしまって中身の有る交通安全運動に変えていくべきだと思います。そうすれば菊
川市は他の市町に先駆けて本気で交通安全に取り組んでいると有名？になりますよ。

(再掲)

独り暮らしの高齢者でも安心して住める町であってほしい。
転入前居住地の愛知県名古屋市と比較して高齢者が目立つ街なのですが、その高齢者方々の市民力=文化的な生活が活き活きとしていない感じを受けて
います。もっと外へ出て活き活きとした生活が出来る街が理想ですが・・・

住宅地には大きな公園、公共のバスが通っている。子供達は大きくなったが河城地区は子供達だけで遊べる公園がない。和田公園は物騒なので子供達だ
けは遊べる公園ではない。今は50代、車で買い物や色んな所に行けるが、高齢になり車の運転ができなくなった時コミニティーバスはあるが本数は少ない。
高齢者が歩いて行ける店も無くとても不安を感じる。

車の運転が出来ないと買い物など移動手段大変です。バス路線地域ならまだいいがバス停まで遠いと大変です。だから運転に不安があっても免許返納が
出来ないと思う。
介護も昼間はヘルパーさんが入ってくれて助かるが夜間サービスがあるともっと助かる。静岡市などはあるようです。
周りにお年寄りが多く、これから私達も老人になった時もっと生活しやすい菊川市になってほしいです。

●外国人だけでなく、他県からの移住者にわかりにくい[菊川的専門用語]が多く、子供が小学生になり困惑している
ex.あなたのお住まいの地区はどこですか？→加茂地区と言うべき時と西袋地区と答えるシーンの差すらわからない
※ずっと暮らしてる人にしかわからない表現を多発するなら移住者を受け入れないで
●仕事で高齢者と接する機会が多々あるが、実際にここで暮らす方々をみて、自分たち夫婦が高齢となった時にこの町では暮らせないと感じるようになった
市バスがほぼなく、基本車移動で、休日はコミニュティバスすら運行せず。これでは、都会から新幹線で観光に来てくれたとしても何で移動するのか
マイカーあること前提すぎて、そこは市民に便りすぎではないか(病院などでもコロナ以前から車待機の指示が多く、徒歩で来たことを伝えると大変迷惑がら
れる)杖や補助がないと歩けない人が自分で運転する車とそうせざるを得ないんだろうなと感じると、未来が真っ暗に感じる
●住宅ラッシュで所狭しと並ぶ各々の好みの主張が強いその景色を見ていると、菊川市の綺麗に並ぶ茶畑の美しさだけが移住理由だった私は、今や不便だ
け残したこの田舎に魅力を感じないし、長居する気もない

高齢化が進む中、安価で安心して入所できる施設の増設を希望します。
又、大型施設内に医療が入ったショッピングモール建設予定を組み込んでいただけると大変嬉しいです。
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住んでいる地域に公共交通機関が通っていないことに少し不満を感じています。祖母は今年86歳になるのですが腰を悪くして運転免許証を返納予定です。
しかし、バスもないためにひとりででかけることがほぼ不可能になりました。病院があるときは母や叔母が仕事を休んで付き添っています。
高齢者が気軽にひとりで出かけたり、友だち同士で出かけたりできるような公共交通機関の整備が進むことを願っています。バス運営の予算もあるかと思う
のでそんな簡単なことではないかもしれませんが…。
あと、市民が芸術に触れられる場を作って欲しいです。文学館とか博物館、市立美術館など…。生涯学習の範囲が広がるといいな～、と思います。
高年齢(65歳以上)で元気ですが、何もしていないで家にいる方が、沢山います。
(仕事を退職、地区自治会の役なども終わった方)
そのような方が、参加活躍出来る場所が有れば、いいかなと思います。
高齢者が増えつつある現状で、ねたきりにならないようにする為、気軽に参加できる室内運動・ウオーキングなどができる企画を多く取り入れて欲しいです。 (再掲)
絵画の鑑賞が趣味ですが近くに美術館がなく残念。
コロナで旅行も行けず旅先の美術館にも行けない状態。
今年７０歳になりますが高齢者でも出来る運動があるとうれしいです。
自然に恵まれ、静かで住みやすい町だと思います。高齢になり車の運転が出来ないと、住みにくくなります。
自分も高齢者になっていくので、安心して暮らせる菊川市になるにはどうしたら良いのか？を皆さんと考えたいです。
年齢関係なく集まれる交流の場が増えたら良いなと、まず思います。
子どもにとっても、高齢者にとっても住みやすい環境を望みます (再掲)

３　地域のなかで、互いに支え合うまちづくり
人と人のつながりと表向きでは言っても、コロナで感じたことはやはり人は人、自分は自分、昨日の友は何んとやら悲しい時代になったと日々感じています。
ウクライナの現実をテレビ等で見ると恐ろしい!！
負担の大きい地域活動は、かえってマイナスにしかならない。一部の声の大きい人に振りまわされているのを見るとどうかと思う。
浜岡原発は廃炉までは、新設なし。停止だけなら危険性かわらないから。
他の市に比べて圧倒的に人が良すぎます。困っていたら助けてくださる人が多く、迷惑もお互い様、と、とにかく住みやすい。ただコロナで人との関わりが全く
といっていい程なくなり、幼稚園保育園もすぐ休園になってしまうなど、ここ２年で子育てのしにくさがすごく感じられます。又、お祭りについても早めに市の方
で禁止にしてくれれば、あんなに密になって話し合いをする事もないのかな…と思います。もうすこしコロナと上手に付き合えると嬉しいです。

(再掲)

子供から高齢者まで住みやすいまちづくりをお願いします。核家族が増え、高齢者のみの世帯も増えてきているので、もっと子供と高齢者とがかかわれる機
会があるといいと思います。
道路の整備(穴があいている、でこぼこしている)所を早めに直してほしい。

住民の声が繁栄される菊川市行政であってほしい。市内での予算が片寄っているように思われる。
外国人の教育(中国、ブラジル等)を充実し、他住民に迷惑を掛けない社会生活になじめるように子供～老人までして頂きたい。常識のない人が多く大変困っ
ています。(上下水道、自治会活動への不参加、ペット飼育等に多数)
民生委員は活動しているのがわかりません。
今年、菊川祭典について。まだまだ、コロナが出ている今、祭典について話し合いをしている、最中です。地区に祭典をやる、やらないをまかせるのではなく、
菊川市全体で中止にしていただきたく思います。市民を守っていただきたいです。中止にしてほしいと思っている人が多いのに、一部のやりたい‼の人の声で
祭典をやるのは、まだまだ、コロナまん延につながると思い書かせていただきました。
地域と子供との接点が少ないように思う。時代の流れかなと思うが、子供と交流したいと思っても、子供を危険から守るという点からもあまり親しみを持って
話しかけられないのが残念です。

(再掲)

西方川の近くに住んでいます。河川敷の草や道は、川に面している土地の者が年数回草刈りをしています。年を重ねる事に大変になっています。今後どのよ
うにしていったら良いのかと思います。

高齢化が進み自治会として行き詰まりが感じられる。次の世代も少なく今後が心配。又、車がないか、高齢でも運転しなければならない人が多いので、その
辺を改善して頂きたい。

(再掲)

高齢者にとって土手の草刈りや水路のどぶさらいが年をとるたびに大変になります。市の方もお金のことだけじゃなく、うちの地区も高齢の人の１人で住んで
いる家もあります。私もその１人です。うんざりです。市の方でももう少し考えてほしいです。

(再掲)

これまで、自治会長や連合役員等を務めさせていただきました。連合におきまして、市の市民に対する姿勢を見て連合又、自治会におきまして、市の姿勢・
考え方等を話し協力をしまた皆様にも協力していただきました。防災会におきましてもまだわからない事が多く残っています。学校問題については、菊川市、
牧之原市の両教育委員会におじゃまして色々おしえていただきました。人口減少問題が大きな事だと感じました。今後も未来に明るい夢を持ち、住みやすい
町、住みたい町を創る事、そんな町造りに協力していきたいと思っています。

これから定年が70才になる高齢化社会の中、自治会長の年令も上がってきました。しかし、これからは自治会によっては60才前後でやるようになります。国
は70才迄働くように言いますが、自治会長をやると、年間で2/3以上の業務があり会社を退転しなくてはいけないと正反対になってきています。これからは、
会社をやめなくても出来るようにしなくては、どんどん悪くなっていきます。よろしくお願いします。
全国的に高齢者単独世帯及び高齢者夫婦のみの世帯が増えている現況で、防災・防犯の視点から、地域のつながりが増々だいじになっており、地域の役
員さん防災担当者さん等による地域の情報管理もとても重要と感じます。
各地区の「まちづくり」でそんなことを行っているか一覧表にして住民にわかるようにしないとわからない。項目ごとに役員を除いてどんだけ一般の人が参加し
ているか結果を示してほしい。事務的なアンケートでなく、一般住民が知りたいことを具体例でもっとほり下げて聞くべきである。

近所づきあいは良い方でひとり暮らしのお年寄りが困っていればなんでも相談に来てくれるしできる事はやってあげているし、助けていただく事もたくさんあっ
て感謝しています。

(再掲)

・ホームページがわかりにくい。
・昔ながらの近所つきあいがしにくい。(あいさつするだけで不審者扱いされがち)
・移住者は住みにくい。
・コロナ、コロナと言いすぎる。感染者０名と言いすぎる。
・窓口の対応が事務的すぎる。
・掛川市の職員の方がていねいな対応をしてくれた。

菊川の駅の周辺が新しいマンションができたりと活性化されたり、デジタルに力を入れていて便利な世の中になっていますが、私は以前のように人と人とが
交流が深くマンションがたくさんできるより自然が増えることや昔のような商店街が増えて活気あふれる町並みになったり、空き家や古民家を活用して共有ス
ペースを作り色んな世代の方が交流できる場が増えてほしいです。戦争を経験した高齢の方々の話や今後のことを考えると畑を自分で行うことができる事も
大切だと思うので農業のことを、若い方や経験していない方へ教えて伝えていってほしいです。新しいことへの発展も大切ですが、昔からあるものを大切に、
自然や建築物をもっと若い人にもありがたさを知ってもらい菊川市を好きになってもらいたいです。菊川はみどりいっぱいのお茶畑や自然、田んぼ、農作物、
あたたかい人柄、歴史ある建築物があるからこそ素敵な町だと思います。コロナのワクチン接種の接種率をLINEで送られてくるのは苦痛でした。事情があっ
て打たない人、打てない人がいる中で、数字として出されると困る方もいます。打つことが全てではないし、食事、運動、お茶などで予防できる事もたくさんあ
るので、そのようなことをもっとLINEなので広めてワクチンに頼るのではなくて普段から行っている生活習慣の中で改善できることを言ってほしいです。菊川
市の広報の影響力はとても大きいです。市の職員がコロナになったとしても謝罪の言葉は必要ないですし、誰がなったという報告も必要ないです。誰もなりた
くてなっているわけではないので。それよりもこのコロナ化で外出しなくなってしまい体力低下して足腰が弱くなったり、人との交流がうすれてしまった高齢者
もいます。常にマスクをして授業を受けたり運動をして体調をくずす子供もいます。このままでいいんでしょうか？コロナよりもこういう方々に目を向けてほしい
です。これから暑くなるなかわからなくてマスクをし続けるお年寄り、子供が心配です。大人は自分で行動をし、外食したり遊んだりできているけど、子供は学
校では黙食、行事もほとんどなく卒業アルバムを見ればマスク姿ばかりで切ないです。一生に一度しかない学生生活。マスクのあり方、行事や部活動のあり
方考えてほしいです。よろしくお願いします。

(再掲)

まだ仕事をしているため、まちづくりの活動にも参加する事が出来ていない。仕事をやめた時は、少しはボランティア等に参加したいと思っている。

・今後の菊川市の祭りも３年に１度の祭りにした方が良いと思います。
・防災では消防団員の入員が、年々減少していると聞いておりますが、地域ごと、50才までで、OBの方々が、多く居ると思いますので、経験者協力隊を作り、
ちょっとしたユニホームを確認の元渡し災害時には、協力隊として活動してもらう。地域に防災会もおりますが、やはり災害時には、消防団の指示が、有効に
なると思っています。
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・自分勝手な思いですが合併後の菊川市ですがいろいろな取組み、イベント等旧菊川町、小笠町で温度差が有る様に思える。
・アンケート報告も少々判らない事も有りすいません。
・コロナの関係で地域(自治会、地区)のコミュニティ活動もかなり少なくなりいろいろな面で衰退している。今年は少しずつ動く気もしているが２～３年のギャッ
プ穴埋めは大変、行政の方もがんばって下さい。
まちづくりに参加する市民の負担を減らすため、活動内容を市民に丸投げするのではなく、事務的なことは、担当職員が行う方が良いと思います。

今は仕事をしている為にまちづくり活動になかなか参加する事がむつかしいです。仕事退職すれば、活動に協力出来るようになると思いますが

①両親の介護を15年間しました。心のあるケアマネージャーのおかげで悩みながらも反省する所も多々ありますが両親を見送ることが出いました。両親が菊
川病院へ入院をした時思ったことがあります。不愉快な事が２つ３つ…ありました。病院のスタッフの教育はできているのか？と私は菊川病院への入院は避
けたいと思い続けています。
②菊川市の地区の増減(人口)が変わっています。市から多くなった所は２つに分かれるなど、またアパートが新設された時は市から管理人にその地区の事
を説明し、地区(自治会長)の負担を軽くしてはどうでしょう。市の担当の方の各地区の状態の把握・改善を願っています。

毎日、子どもたちの登下校時、ボランティアの方が見守っていてくださっていて安心して登下校できることを感じます。ありがとうございます。

①コロナ禍になりやらなくてよかった活動を今後もなくしてほしい。
活動がなくて大変助かった事。
それに慣れてしまった事。
仕事をするママが増えたこと。
老人層が増えている事。
若年層の人数が減っているのにやりたくない、擦り合いの役員会の数が減らないため掛け持ちでやっている方が大変多く、気苦労が多い。子供たちの送り
迎え、親の介護、病院などの送り迎えなどで時間がないのに働いている世代の方々がとても時間の工面に苦労している。会社もそんなに休ませてはくれな
い。
活動を増やすことではなく、ゆったりとした心をもてる暮らしを目指して欲しい。
過疎化を見込んでちゃんと活動の再度分別してほしい。
近隣の市に比べて一歩遅れている気がする。
その中でやらなければいけない事はこちらもしっかり参加していきたい。
②子供達がのびのび暮らせるのは嬉しい。
③中学校に通う菊川などの土手にフェンスがないことが少し不安。

(再掲)

祭りがやりたいです

地域清掃や防災活動は必要な活動であるが、祭典を地域交流として参加させようとしている。誰もが好んで参加するイベントではない。私は騒いだり酒飲ん
だりすることが好みではない。よって祭典には参加していない。しかし自治会からは祭典費を徴収される。今後、年金生活になったとき、そのお金すら生活を
圧迫することもあり得る。コミュニケーションは大事なのは理解できるが生活を圧迫するようなものは不要です。個人からの出費が必要なイベントは本人の希
望を確認し、選択肢を設けるべき。極少数派かもしれないが、こういった意見があることを理解してもらいたい。道路環境について、歩行者や自転車がもっと
安全に歩いたり走ったりできるようにしてほしい。下水道整備を早く進めてきれいな川の流れる街にしてほしい。駅南と駅北の往来が不便なので駅北出口の
設置は必ず実現してほしい。

○未婚の方が多いように感じます。結婚は強制できませんが、「温かい家庭」があってこその「まちづくり」だと思います。
○自治会内で自治会長などの役員に、面倒なことのすべてを押し付ける風潮があると感じます。
○市委嘱の委員は、輪番などで選出された方がほとんどです。「委員委嘱方式」がベストなのか常に検討をお願いします。

自治会の防災備蓄が少ない気がする。
子供会が無くなってしまい、同じ地区でも知らない子がいるのが、非常に残念。
GO toのような事業で観光客を増やし、街を活性化することも大事だと思うが、大人が旅行に出掛ける反面、それによりコロナ感染者が増え、子供達が職業
体験や修学旅行の延期や短縮日程等シワ寄せのような状態になっている。その事に今現在、孫や子供が学校に通っていない人たちは気付いていないと思
う。
以前、公共施設の爆破予告があったようで、体育館の鍵が借りれなかった。しかし、市役所のホームページを見てもそのような事は載っていなかった。体育
館だけが使えないようし、周辺地区への注意喚起はいらないのか？変に不安を仰がないように…なのか。
持ち家もあるので、今後も菊川市に住みたいと今のところ思ってはいる。

(再掲)

中途で正社員を探そうに、近隣の街を含めても募集が少ない。40才になっても派遣社員。
結婚しようにも金もないから相手もいない。
40代の未婚率が高くて、子供が少ないのは自己責任だと誰も助けなかったから。
母校は、菊川市・牧之原市の学校組合です。最近、牧之原市は児童・生徒が減少により学校組合から撤退すると聞きました。それも当然の成り行きですよ
ね。
年金もまともに払っているのは、かなり少ないと思うので高齢になったら生活保護がたくさんでると思うのですが、それを支えようにも若い世代が少ないので
どうなるでしょうか。
高齢者ばかり気にしていないで、もっと40代含めて非正規から正社員の転換を促す取り組みとかをして安定した職につけるように配慮してくれませんか？

自治会制度をやめてほしい。区域、場所で区切られおらず、おかしな飛び地があったり、あそこは実家が◯◯だから、ここではない、など後から来た新参者に
はなぜそうなっているのか、聞かないとわからない。ほとんどが根っからの地元の方で、小中学をここで過ごしていない者、祭りに参加しない者にとっては、
何年住んでも入っててゆけない異空間。70代、80代になっても◯◯ちゃんなどとあだ名で呼びあっている濃いコミュニティへ割って入ってゆけない。にも関わ
らず一定年齢が来ると会長をやれと言われる。たとえ単身赴任で地元にいなくてもだ。そんなところで、自治会活動など出来ない。自治会がなくても市政に影
響はないはず。海外からの人にも冷たく、彼らを門前払いして仲間外れにし、すなわちゴミ捨てさえもさせないような古い者が地域、自治会を実質牛耳ってい
るのはおかしい。どうしても自治会制度がを続けたいなら、三代に渡り住んでいるようなコアな世帯や、農家、商工業者だけでやってほしい。広報はホーム
ページやポータルサイトで行えばよいのでは。このコロナ禍を契機に古い因習にとらわれない新しい市政に取り組んでいただきたい。自治会制度をなくせば
予算も浮くでしょう。お祭りに参加できる人たちだけが市の主役ではないはず。洗練された町造りをお願いいたします。

一軒家の借家の自治会参加拒否の自由

祭りは中止してほしい

収入の少ない人も住み良い街にしてください。

総合的にみて住みやすい町だと思います。
一点だけ不満があります。
私が住んでいる地区の自治会は世帯数が少なく自治会内の色々な役を兼ねることも多々あります。また、自治会長も一回だけでなく二回もしくは三回やらな
ければいけない状態です。大きい自治会と比べて世帯ごと負担が大きいかと思います。そういった自治会へ市の方から役の免除等を打診して頂けると非常
に助かります。ひとつの自治会として協力しなければいけないのは重々承知していますが、自治会内の高齢化に伴い若い世代に負担が益々増えていく状況
にあります。子育て等ある若い世代の負担を少しでも軽くするため検討して下さい。

自治会の活動や子供会の活動は、共働き世帯にはかなり負担に感じる。
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数年前に菊川市に転入してきました。ご近所さんとはあいさつするだけの関係です。アパートに住むとゴミ捨て場を利用するお金は取られますが、防災訓練
や清掃などの自治会活動の案内も無く、回覧板も回ってきません。外から来た人に対しては仲間に入れない慣習があるように感じます。転入者も温かく迎え
入れてくれる市になると良いと思います。また先日、小学校近くでひき逃げ事故が起こりましたが、他にも通学路であるにも関わらず抜け道として利用され、
スピードを出し過ぎている車がたくさん走行している細い道路があります。交通安全運動にも力を入れる市であるといいなと思います。

自分も高齢者になっていくので、安心して暮らせる菊川市になるにはどうしたら良いのか？を皆さんと考えたいです。年齢関係なく集まれる交流の場が増え
たら良いなと、まず思います。

(再掲)

設問３の理由　コロナ禍でコミュニティ活動が縮小、今までできていたこともできなくなった、今後が心配です。
自治会経由の回覧文書について　回覧文書が多く、見る気持ちがなくなってしまい、重要なお知らせも見ないで回すこともあると思われる。市民に重要な情
報は、もっと広報誌の中で整理できないか。広報誌の構成を揃えることで、どこに何が載っているかいつも決まっていれば、必要な人は確認するようになる。
情報を整理して伝達するという必要もあると思います。行政としては広報誌の必要性を高めないといけないので、市民が広報誌を見て、「参考になった、面白
かった」と思えるのが理想的です。例えば、市民参加型として中学生から広報モニターなどを募集して、「この町のいいところや感じていることなど」のリポート
を記事にしてはどうか、本人も行政に関心を持つし、モニターの周辺の人は必ず見ます。単に行政情報だけの広報では面白くありません。
衣食住の確保、安全で安心出来れば、無理に開発・発展させたりしなくてもいい。
衰退さえしなければ、成長速度はゆっくりでいい。
イベント等の自由参加という名の強制参加が、とてもつらいです。
自治会等、新しい人を受け入れる体制がなく、保守的でよく『前例がない』という人が多い。
学校教育でも人と違う事を受け入れず、発達障害を持っている子には学校環境の中で潰されてしまう。うちの子は先生からも生徒からも理解がなく、自己肯
定感がなくなった。教育者も生徒も色々な個性があり、理解し合う事を学ぶ必要があると思う。都会とは違い、菊川市では小中学校は選べない。子供達が幼
稚園や低学年時に発達障害の事を学び、理解し、人と違っても良いと個性を認めあえ、いじめをなくしてほしいです。

(再掲)

これからも、安心安全の菊川市で、あるよう、地域で助け合い、協力して行けたらと思います。

４　障がいのある人が地域のなかで、安心して暮らすことができるまちづくり
休みの日もコミュニティバスなどあるといい。
障害年金だけで暮らすのは不安。もっとすみやすくなるといい。
作業所の職員が増えるようにしてほしい。
自治会等、新しい人を受け入れる体制がなく、保守的でよく『前例がない』という人が多い。
学校教育でも人と違う事を受け入れず、発達障害を持っている子には学校環境の中で潰されてしまう。うちの子は先生からも生徒からも理解がなく、自己肯
定感がなくなった。教育者も生徒も色々な個性があり、理解し合う事を学ぶ必要があると思う。都会とは違い、菊川市では小中学校は選べない。子供達が幼
稚園や低学年時に発達障害の事を学び、理解し、人と違っても良いと個性を認めあえ、いじめをなくしてほしいです。

(再掲)

５　入院から在宅まで安心して医療を受けることができるまちづくり

①市長の市内放送ですが、午後１時に行われていますが１時は仕事をはじめる時間で放送を流しても全くのムダとしか言いようがありません。たった５分昼
ランチの時間を使うことはムリなのでしょうか。本当に伝えたいと思う気持ちがあったなら皆さんに聞いてもらいたいと願う気持ちがあったならば12時15分頃
からの放送でどうでしょうか。
②けやきで毎日ラジオ体操をながして皆が自由に参加できる空間を作って欲しい。子どもから大人、老人にもできること毎日流して市内が健康づくりにはげ
んでいる。→テレビでも取り上げてくれますよ。検討して下さい。
市内を巡回しているバスを掛川や他市町村のようなバス型の車両にして欲しい。コロナが流行して密をさけるべきなのに大型タクシー型だと人ととなり合わせ
になるので国が率先して提言している感染予防対策とは真逆に感じます。菊川市は小さな町なのにコロナ感染者が多いのは市の取り組み姿勢にも問題が
あるように思います。市内のタクシー会社さんに車両の変更を依頼実行をお願いして欲しい。皆が使えるようにして欲しい。

他の市に比べて圧倒的に人が良すぎます。困っていたら助けてくださる人が多く、迷惑もお互い様、と、とにかく住みやすい。ただコロナで人との関わりが全く
といっていい程なくなり、幼稚園保育園もすぐ休園になってしまうなど、ここ２年で子育てのしにくさがすごく感じられます。又、お祭りについても早めに市の方
で禁止にしてくれれば、あんなに密になって話し合いをする事もないのかな…と思います。もうすこしコロナと上手に付き合えると嬉しいです。

(再掲)

歳をとって来たので防災に関する事が心配、自助・共助が出来にくい。近所も年齢が高い。有事の時、避難場所等規模が小さく入りきらない？トイレ・休む場
所等、むかしから何も変わらないが…これで良いのか？
半面山あり川あり静かでおだやかな所はとても良くて好きだ。歳寄りも歩いて買物に行ける範囲にライフラインがととのっているので助かっているが、若い人
や子供達にとっては、どうかと思う。病院についても個人病院はたくさんあるが、総合病院の中でもなくなってしまった科もあり、またかかりにくくなった。

(再掲)

今年、菊川祭典について。まだまだ、コロナが出ている今、祭典について話し合いをしている、最中です。地区に祭典をやる、やらないをまかせるのではなく、
菊川市全体で中止にしていただきたく思います。市民を守っていただきたいです。中止にしてほしいと思っている人が多いのに、一部のやりたい‼の人の声で
祭典をやるのは、まだまだ、コロナまん延につながると思い書かせていただきました。

(再掲)

小児科もう少し増えてほしいと感じました。買い物などがしやすい複合施設もあると生活しやすいです。

皮膚科がないため不便を感じている。
・病院が少なく、菊川病院もかなり縮小されてしまい残念。
・地区センターに、本を置いたり、いこいの場(子供などが遊べる児童館のような)があったらいいと思います。

(再掲)

・コロナに対する危機的意識が不足している様に思う。
・菊川駅北口の整備、期待しています。
医療施設や道路、交通をもっと充実させてほしい。大型商業施設がほしい(土地はあるのに…)
・ホームページがわかりにくい。
・昔ながらの近所つきあいがしにくい。(あいさつするだけで不審者扱いされがち)
・移住者は住みにくい。
・コロナ、コロナと言いすぎる。感染者０名と言いすぎる。
・窓口の対応が事務的すぎる。
・掛川市の職員の方がていねいな対応をしてくれた。

(再掲)

小さい子供(０才児)がいるので、コロナが、不安で菊川市内も怖くて一緒に出歩けない…。どこで感染したかわかれば気をつけれるけど、菊川はそのような情
報もわからないので毎日不安

菊川病院の診療科目の減で無い科目がある。せっかく近くに病院があるのに他町へ受診に行きます。もう少し病院を充実してほしいです。年令的に切実な
望みです。
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菊川の駅の周辺が新しいマンションができたりと活性化されたり、デジタルに力を入れていて便利な世の中になっていますが、私は以前のように人と人とが
交流が深くマンションがたくさんできるより自然が増えることや昔のような商店街が増えて活気あふれる町並みになったり、空き家や古民家を活用して共有ス
ペースを作り色んな世代の方が交流できる場が増えてほしいです。戦争を経験した高齢の方々の話や今後のことを考えると畑を自分で行うことができる事も
大切だと思うので農業のことを、若い方や経験していない方へ教えて伝えていってほしいです。新しいことへの発展も大切ですが、昔からあるものを大切に、
自然や建築物をもっと若い人にもありがたさを知ってもらい菊川市を好きになってもらいたいです。菊川はみどりいっぱいのお茶畑や自然、田んぼ、農作物、
あたたかい人柄、歴史ある建築物があるからこそ素敵な町だと思います。コロナのワクチン接種の接種率をLINEで送られてくるのは苦痛でした。事情があっ
て打たない人、打てない人がいる中で、数字として出されると困る方もいます。打つことが全てではないし、食事、運動、お茶などで予防できる事もたくさんあ
るので、そのようなことをもっとLINEなので広めてワクチンに頼るのではなくて普段から行っている生活習慣の中で改善できることを言ってほしいです。菊川
市の広報の影響力はとても大きいです。市の職員がコロナになったとしても謝罪の言葉は必要ないですし、誰がなったという報告も必要ないです。誰もなりた
くてなっているわけではないので。それよりもこのコロナ化で外出しなくなってしまい体力低下して足腰が弱くなったり、人との交流がうすれてしまった高齢者
もいます。常にマスクをして授業を受けたり運動をして体調をくずす子供もいます。このままでいいんでしょうか？コロナよりもこういう方々に目を向けてほしい
です。これから暑くなるなかわからなくてマスクをし続けるお年寄り、子供が心配です。大人は自分で行動をし、外食したり遊んだりできているけど、子供は学
校では黙食、行事もほとんどなく卒業アルバムを見ればマスク姿ばかりで切ないです。一生に一度しかない学生生活。マスクのあり方、行事や部活動のあり
方考えてほしいです。よろしくお願いします。

(再掲)

小学校への通学路にガードレール等がない道路が多く、交通量も多く不安。菊川、掛川の調査池は県外から釣りに来る人が多いと最近知った。釣り自体が
禁止になった池が増えているとの事。むしろ開放して人をあつめる事に利用する方が経済的にメリットが生まれそう。ワクチン接種が土日のみは不便。外国
人が増えているので多言語化はもっとすすめた方が良い。(役所HP等)

(再掲)

もう少し街灯や道路の整備と道幅を広くしたほうが良いと思います。病院も少ないし美容院も少ないと思います。ゴミの分別方法が細かすぎると思います。
・夜間に救急対応の病院がないので困る。特に小児科‼
・公園に遊具が少ない。掛川のたまり～なみたいな公園が欲しい。
・お茶をもっと宣伝してほしい。掛川に負けない位。「深蒸し発祥の地」をもっと広めてほしい。掛川に乗っ取られてる気がする。

(再掲)

市民病院を充実させてほしい。

①両親の介護を15年間しました。心のあるケアマネージャーのおかげで悩みながらも反省する所も多々ありますが両親を見送ることが出いました。両親が菊
川病院へ入院をした時思ったことがあります。不愉快な事が２つ３つ…ありました。病院のスタッフの教育はできているのか？と私は菊川病院への入院は避
けたいと思い続けています。
②菊川市の地区の増減(人口)が変わっています。市から多くなった所は２つに分かれるなど、またアパートが新設された時は市から管理人にその地区の事
を説明し、地区(自治会長)の負担を軽くしてはどうでしょう。市の担当の方の各地区の状態の把握・改善を願っています。

(再掲)

1,コロナ対策がやり過ぎ。他の地域と合わせてほしい。
2,小学生のタブレットは有効に活用できなければ必要ない。今のところ有効とは思えない。重くて保護フィルムも貼れないので負担ばかりです。個人のタブ
レットを利用したい。必要な人は借りればいい。
3,公園の草が伸びる時期はもう少し早いサイクルでカットしてほしい。夏は伸びすぎて公園を利用できない事が多い。

(再掲)

市内に皮膚科があれば良い

いざ受診したいと思ったときに、行ける病院が少ないので医療を充実させてほしい。
他の市から、引っ越してきて水道代が高くて驚いた。この金額支払うならば上下水道の設備をもっと改善してほしい。(下水?の臭いが臭いところが何ヵ所かあ
る)
大きい通りは割りと街灯があるが、一本入ると街灯が少ないところがある。もう少し増やしてもいいのでは?

車の運転が出来ないと買い物など移動手段大変です。バス路線地域ならまだいいがバス停まで遠いと大変です。だから運転に不安があっても免許返納が
出来ないと思う。
介護も昼間はヘルパーさんが入ってくれて助かるが夜間サービスがあるともっと助かる。静岡市などはあるようです。
周りにお年寄りが多く、これから私達も老人になった時もっと生活しやすい菊川市になってほしいです。

(再掲)

安心して子供を連れていける病院を作って欲しい。
小さい街のせいなのか、病院の先生の横暴な対応、態度が悪い噂をよく聞く。他に行くところがないから行くしかないが、もっと選択肢を増やしたい。
新しく北口ができるのであれば駅付近の賑わいがもう少し出てくればいいなと思います。ワクチンの案内が他の市町村に比べて遅い気がします。もう少し早く
対応して欲しいです。
医療機関と公共交通機関を充実して欲しいです。

・交通ルール無視(車間距離不保持、速度超過、一時不停止等)が挙げればきりがないほど多い。地元民は何も感じないだろうが、他県出身からすると9割方
まともな運転をしておらず、よくこれで事故が起こらないなというレベル。
・周りの目を気にするわりに、コロナ等の有事の際は我が強く、自分さえ良ければという行動が目立つ。これは菊川市民に限らず、静岡県全体として。人が良
い、穏やかというが表面上だけ取り繕っている根が腐った人が多い。
・新しいことにチャレンジしようする動きが市全体として見られない。すべて後追い。こんなに何も変わっていないのに高い税金はどこに使われているのか不
思議。
・医者の数が少ない。その数少ない医者が触診もせず自分の保身ばかり気にしている。増やして競争させるべき。
以上のような状況の地域で一生住みたい、子供を育てたいとは到底思えない。

高齢者の為に医療機関が近くに必要。また、食料品の購入の為の交通手段を充実させる必要がある。
新型コロナのワクチン接種の方法を、これからも続くとしたらもう少し改善して欲しいと思います。
高齢者が遠くの会場に行かなくても済むなどです。
高齢者の生活に必要な買い物、医療等に公共交通機関を増やし確保していくのが必要。事故の心配も減るし生きていく為に必要。費用はかかると思うが高
齢者が免許返納もできずに人はしながらの生活はまずいと思う。田舎でも出来ると思う。
皮膚科など専門科の医療機関がない。
スポーツ施設が中途半端。陸上トラック、スタンドなし。サッカー場、野球場照明設備なし。もったいない。
コミュニティバスが掛川の循環バスのような乗りやすい感じではない。
福祉施設はあるが人材不足です。就職者にお祝い金など市からあったり増やす方法を考えてもらいたい。給料補助、市税減免など考えてほしい。
もっと市民からの声を聞いて実践してほしい。
さらに言うなら、市長までしっかり耳に入れてほしい。
職業的にコロナワクチンを早く打たないといけなかったのですが、住まいは菊川、職場は掛川という関係で、菊川にも掛川にも問い合わせたところ、両市の押
し付けあいとなりました。早く打った職員と2ヶ月もズレているという現状です。もう少し柔軟な対応をしてほしかったです。
そういうところが、市民からの信頼性や期待性という部分で、欠けていく事だとおもいます。
是非とも、この内容も市長からその下の管理職の人達に、共有されることを願っています。
もし共有されることがなければ、税金を使って書類を送ってくる、こんなアンケートやる必要はないと思います。
それだけ大事なことだと思います。
更なる菊川の発展を願っています。
他の市は子供の病院代が無料な所が多くて驚きました。
市民病院で子供が新生児の時に入院の必要があった時も、玄関で中東遠に行くように言われて引き返しました。
市民なのにわざわざ遠い市外の病院を受診しなければいけないのは、どうなのでしょうか。

(再掲)
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自由に使用出来る公園があったり、複数の会社のスーパーがいくつもあり日常生活を送るには住みやすい町だと思われる。
その一方で娯楽施設となると高校生以上の大人が楽しめる場所が無いに等しい。
最近では掛川市や袋井市にいくらか知名度のあるお店が出店して来ている。
そんな中で近隣の市と差別化かつ魅力あるお店があれば良いと思う。例えばLoft等。
映画館等も魅力的である。
それから楽器を気兼ねなく練習出来るような1時間使用で何円というタイプの防音室がカラオケ店のようにあれば良いなと思う。
菊川市を遊びに行く町ではなくあくまで自宅を置く町としてアピールしていくなら、やはり教育が出来ることと医療機関にかかりやすいようにしていくべきであ
る。
大人でも子供でも英語が学び易い環境にしたり、スポーツ等も習い易い、気軽に出来るようであると良いのではないでしょうか。

(再掲)

医療（特に精神疾患）や交通（バス）に力を入れて欲しい。
・医療は専門的なものはもちろんだが自助グループのような当事者の社会復帰や家族の精神的な支えになるような機関が少なすぎ、情報もなさすぎる。
・車が無いと何もできない市というのは問題があると思う。お金の問題はあるかもしれないがバスの本数、路線はもっと充実させるべき

６　生涯にわたり学べるまちづくり

生涯学習のステップアップ講座が少なくなってしまいとても残念です。楽しみにしていた為また増やしてほしいです。

生涯学習的な文化教室、スポーツなど講座を栄んに開いてほしい。

自由に使用出来る公園があったり、複数の会社のスーパーがいくつもあり日常生活を送るには住みやすい町だと思われる。
その一方で娯楽施設となると高校生以上の大人が楽しめる場所が無いに等しい。
最近では掛川市や袋井市にいくらか知名度のあるお店が出店して来ている。
そんな中で近隣の市と差別化かつ魅力あるお店があれば良いと思う。例えばLoft等。
映画館等も魅力的である。
それから楽器を気兼ねなく練習出来るような1時間使用で何円というタイプの防音室がカラオケ店のようにあれば良いなと思う。
菊川市を遊びに行く町ではなくあくまで自宅を置く町としてアピールしていくなら、やはり教育が出来ることと医療機関にかかりやすいようにしていくべきであ
る。
大人でも子供でも英語が学び易い環境にしたり、スポーツ等も習い易い、気軽に出来るようであると良いのではないでしょうか。

(再掲)

７　芸術や文化に親しみ歴史・文化遺産が継承され活かされているまちづくり

年始末も施設の開放
・菊川のまち中は色々行き届いているが旧小笠町などのまちの外側は行き届いていないかんじがする。
・１－15ですが、上平川の古墳を埋めたのはないと思った。
・きがるにスポーツが出来る場所がない。
・いいかげん道路標識を全て新標識に変えてほしい。

菊川市のインスタをフォローしています。イベント情報などが知れるので助かっています。芸術は好きですが、小さい子供がいるので美術館などにも行けなく
なってしまいました。菊川市で芸術イベントをやっていただけたら盛り上がりそうです。10年ほど前、愛知県常滑市で、「常滑フィールドトリップ」という、芸術が
街と一体となっているイベントに、手伝いで参加した事があります。街の空地や商店、古い建物と、美大生が作った作品が融合されて、子どもからお年寄りま
で楽しめるイベントで、今でも良い思い出です。菊川市にももっと芸術が増えてほしいなと思います。

菊川駅南北道路、北口広場に期待しています。静岡市にも浜松市にも中間点ですので両方への通勤が可能です。あと、菊川アエルには時々コンサート等利
用していますが、もっと人気のあるビックな公演を多く望みます。そうすれば遠方から菊川市に来ていただける機会が増えます。大型の体育館(アリーナ)や、
子供が遊べる公園整備なども課題と思います。私も少なからず「菊川市を良くするまちづくり」に参画していきたいと思いますので、市長さん他皆さんには頑
張っていただきたいと思います。

歴史的文化財の保護(必須)
道路の白線(停止線の位置変更)大型車が右左折できるように
ゼブラ帯の変更(道路を有効に)
街路樹の伐採(大きな街路樹は、小路から出る場合右側からの車両が確認出来ない)

住んでいる地域に公共交通機関が通っていないことに少し不満を感じています。祖母は今年86歳になるのですが腰を悪くして運転免許証を返納予定です。
しかし、バスもないためにひとりででかけることがほぼ不可能になりました。病院があるときは母や叔母が仕事を休んで付き添っています。
高齢者が気軽にひとりで出かけたり、友だち同士で出かけたりできるような公共交通機関の整備が進むことを願っています。バス運営の予算もあるかと思う
のでそんな簡単なことではないかもしれませんが…。
あと、市民が芸術に触れられる場を作って欲しいです。文学館とか博物館、市立美術館など…。生涯学習の範囲が広がるといいな～、と思います。

(再掲)

アエルで文化的事業が増えると良い。
朝七時にスピーカーから音楽が流れるが、チャイムで良いのではないか。季節の楽曲が時々流れる程度にしてほしい。元々グリーンスリーブス原曲は爽や
かな曲ではありません。

超少子高齢化の波の影響により限界集落化を危惧します。移住、定住対策の推進による活性化策を希望します。また、横地城址の国指定からの規制緩和
も希望します。お役所感覚だけの、当時のままの保存なんてナンセンスです。散策道の整備すら、昔は舗装は無かった等の言い草は愚の骨頂と思います。
アンケートはスマホから実施しましたが、質問で満足度と重要度の回答が重複していて、理解し難いと感じます。満足度には満足のみ、重要度には重要のみ
の回答欄にする方が、混乱しないと思います。所内で事前にダブルチェックしたら判ると思いますので、次回から反映をご検討願います。
交通の便が悪く車が無いと生活できない為、非常に不便な街。
新しい病院やお店がたまにできるがほとんど旧菊川町地区でまちづくりをもっと真剣に考えた方が良い。
農業やスポーツばかり目を向けがちで文化面が劣っている。
アエルのような大きなホールも良いが、掛川の美感ホールのような小規模なホールもあると良い。
絵画の鑑賞が趣味ですが近くに美術館がなく残念。
コロナで旅行も行けず旅先の美術館にも行けない状態。
今年７０歳になりますが高齢者でも出来る運動があるとうれしいです。

(再掲)

８　スポーツが盛んなまちづくり

年始末も施設の開放 (再掲)
・菊川のまち中は色々行き届いているが旧小笠町などのまちの外側は行き届いていないかんじがする。
・１－15ですが、上平川の古墳を埋めたのはないと思った。
・きがるにスポーツが出来る場所がない。
・いいかげん道路標識を全て新標識に変えてほしい。

(再掲)
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提示されていた項目は全て重要に決まっていますよね。年齢的にスポーツは参加できませんが、ウォーキングは休日には雨天でも続けています。体脂肪は
確実に落ちます。
車の運転しなくなったら不便になるのは仕方ありませんが、コミュニティバスなどの充実を期待しています。
スマホ・パソコンをすすめるのなら、紙使用したい私はこれからは辞退させて下さい。
原発に関しては、エネルギー不足になったら稼働せざるを得ない時が来るかもしれないけれど、経年劣化を心配しています。停止していても危険な物質は発
電所に有り続けているのが現実ですよね。

(再掲)

スポーツの盛んな町作り。
一昨年菊川市に引越してまいりました。柳町は子どもも多い地域かと思います。しかしながら、街灯が少なかったり、公園もとても寂しくかんじます。交通や買
いものの便も良く、北口の完成を心待ちにしておりますが、駅北の公園もどうか整備していただけないでしょうか。また、市内にウオーキングやランニングが
安全にできる施設などがあると、子どもからお年寄りまで運動を日常に取り入れやすいのかなあと思います。いろいろと個人的な希望を書いてしまいました
が、いつも菊川市のために一生懸命働いてくださってありがとうございます。住んでよかったと心から思える街になっていくことを期待しています。

(再掲)

市内のあちこちにグランドゴルフ場があり、近所の人との親睦や健康づくりに役立っているのは、市民の１人としてとてもありがたいと思っている。菊川音頭
(きくちゃん体操)などもすばらしいと思うが、知らない人が多いのでは？…せっかくのよさをもうちょっと上手にPRしてもいいのでは…

(再掲)

スポーツによる健康まちづくりを進めてください。 (再掲)
菊川市にプールを作って欲しいと思います。スポーツジム(市営)などあるとうれしいです。
菊川球場は照明がありません。照明を付ければもっと活用できると思います。
菊川運動公園の辺りをもっと開拓して宿泊施設を作ったり、運動できる施設を集約し、県外からの利用者を有料で誘致すれば、少しは財政の足しになるので
は？グランド、宿泊施設、体育館が点在しているよりは同じ位置にあれば、利用しやすいと思います。例えば、岡崎市のように…。掛川市もプール、ジム、体
育館とさんりーなに集約されていて便利だと思います。参考にして下さい。
・子供の医療費をタダにしてほしい
・駅周辺ばかりにムダな税金を使いすぎ
・小学校通学のスクールバスを出してほしい(小笠南地区)
・小笠南地区に子供が遊べる公園が少ない
・小笠南地区に街灯が少ない
・小笠地区の活性化が必要
・サッカーが出来る環境をもっと作ってほしい

(再掲)

・協働センターの管理者も同じ人が長く続けない方が良いと思います。
・西方の菊川運動公園のトイレの件です。外から菊川に来た人がトイレがきれいだと印象が良いですが反対だとイメージが悪いです。現状は悪いです。
・竹も切ってほしいです。

菊川駅南北道路、北口広場に期待しています。静岡市にも浜松市にも中間点ですので両方への通勤が可能です。あと、菊川アエルには時々コンサート等利
用していますが、もっと人気のあるビックな公演を多く望みます。そうすれば遠方から菊川市に来ていただける機会が増えます。大型の体育館(アリーナ)や、
子供が遊べる公園整備なども課題と思います。私も少なからず「菊川市を良くするまちづくり」に参画していきたいと思いますので、市長さん他皆さんには頑
張っていただきたいと思います。

(再掲)

スポーツ施設が無い。オリンピック種目やプロスポーツが開催できる施設を作る事により子供世代が興味を持つ事が出来るが菊川市は何も行動しない。

生涯学習的な文化教室、スポーツなど講座を栄んに開いてほしい。 (再掲)

スポーツ活動とか気軽に参加出来る活動を増やしてほしい。

気軽に参加できるスポーツ講座をもっと増やして欲しい。 (再掲)

常時利用できる市民スポーツジムがほしい

菊川市民総合体育館、菊川市小笠体育館、堀之内体育館の建て替えを希望します。
防災の拠点になるような大きな体育館が雨漏りなどで老朽化が進んでいるため。
菊川市役所の駐車場整備、狭くて停めにくい。すれ違う道幅が狭く危険を感じる。
皮膚科など専門科の医療機関がない。
スポーツ施設が中途半端。陸上トラック、スタンドなし。サッカー場、野球場照明設備なし。もったいない。
コミュニティバスが掛川の循環バスのような乗りやすい感じではない。
福祉施設はあるが人材不足です。就職者にお祝い金など市からあったり増やす方法を考えてもらいたい。給料補助、市税減免など考えてほしい。

(再掲)

スポーツ、レジャー等みんなで協力する活動があると良い。
茶生産の衰退   深蒸し茶の更なるPR
市民総合体育館の建て替え?菊川病院の隣に。災害時の避難先、入院患者の移送、ドクター他市民の健康作り
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＜基本目標３＞活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち【産業】

１　農業振興と次世代農業モデルを推進するまちづくり

地域の特産品の保護と支援に力を入れてほしい。

この先必ず向かえる高齢化社会により市民の平均年齢は上がる一方ですが、菊川市の明るい未来の為、小さな子供に力を注ぎ、将来菊川市に誇りを持っ
てもらい、高校・大学と一時的に市外を出てもまた地元に戻って、菊川での生活を送りたいと思える町づくりをしてもらいたいです。偏見であると思いますが、
高齢者(その内、私も)はある程度国により安定的な生活は送れていると感じます。なので、小・中学校及びその他の学生に力を注いでほしいです。また、主
な農業として茶業がありますが、時より荒廃、または手入れのされていない茶畑を見ます。後継者不足や採算がとれない等、問題点はありますが、お茶づく
りに興味があり、熱意のある市民の人に、農地の貸し出しや他の団体(農協さん）と連携して、少しでも菊川に興味を持ち、できれば移住出来たらと思います。
自然豊かな町の中でも若者の多く住む町になってもらいたいです。

(再掲)

重要なことは、空き家対策と放棄されている土地(農地、山林等)私の家のまわりには空き家、茶畑等、電線にかかっている所もあり、火災が心配ですし、空き
家は家のまわりは雑草におおわれ、木は伸び放題で家の雨樋に枯れ葉が入ったり、木が家の屋敷まで入ってきたり、本当に困っています。もう何年も何回も
市役所には言っていますが、全く対応してくれません。どうなているのでしょうか？市民の為の市役所ではないですか？切に願います。お願いします。

・大雨に対する対策がされていない。大雨が降るたびに小学校の運動場の雨水が道路と民家付近に流れ出ている。お金がないと言いつづけているなまぬる
い役所ですね。
・農地が荒れてている。農家が米・茶・野菜を作っていなくなり、農地は草だらけ、農家の責任はあると思います。年を取ったとの理由は、認められない、対策
は早めに草だらけの町になる。

若い人達が仕事も子育ても地元で安心して出来る環境が安定して継続できることを願います。
畑や田んぼが残っていてほしいので、安定した農業経営のできる方策ができて、残っていってほしいです。
気候にも交通便にも恵まれているこの町が、静かで緑の残る貴重な町として生きつづけてほしいです。

(再掲)

・妻と二人なのでいずれは空家になってしまうので土地等の処分に頭を悩ませています。(特に農地の処分が)
・コミュ協などの活動がムリやりやらされるのでとても不安である。(司会やPCが出来ないのに)
私達の地区は道路は広い道路が出来車の往来が増えましたが、車が走るばかりで宅地がないのでにぎやかさが増しません。農地が宅地に転換はなかなか
出来ないのでしょうか。まちづくりと言っても私たちの地区は町が消えて行くように思われます。
先月近所の細いU字溝に土・砂・ゴミ・草等が埋まっていて排水が非常に悪くなってました。自治会長さんを通して市の環境推進課に伝えてもらいました。何
人かの職員と(休日なのにわざわざ手伝いに来てくれました)消防署の若い方(ボランティアや署員かも？)達が側溝の掃除をしてくれました。有難かったです。
予算もないし、大きな事柄出なかったのかこちらの要望とは少々異なりましたが誠意を尽くして対処してくれたことに感謝してます。
農業にも今後更に力を入れていただき食料自給率を日本全体で増やしていって欲しいです。
（原発再稼働について）再生エネルギーのみでまかなえればそれにこしたことはないが、現状は無理なのでつなぎとして２を選びます。が、各個人が節電でき
るように努力して安全な生活を送れるようにしたいものです。
スポーツジム、温泉、ショッピングセンターができたらうれしいです！

菊川の駅の周辺が新しいマンションができたりと活性化されたり、デジタルに力を入れていて便利な世の中になっていますが、私は以前のように人と人とが
交流が深くマンションがたくさんできるより自然が増えることや昔のような商店街が増えて活気あふれる町並みになったり、空き家や古民家を活用して共有ス
ペースを作り色んな世代の方が交流できる場が増えてほしいです。戦争を経験した高齢の方々の話や今後のことを考えると畑を自分で行うことができる事も
大切だと思うので農業のことを、若い方や経験していない方へ教えて伝えていってほしいです。新しいことへの発展も大切ですが、昔からあるものを大切に、
自然や建築物をもっと若い人にもありがたさを知ってもらい菊川市を好きになってもらいたいです。菊川はみどりいっぱいのお茶畑や自然、田んぼ、農作物、
あたたかい人柄、歴史ある建築物があるからこそ素敵な町だと思います。コロナのワクチン接種の接種率をLINEで送られてくるのは苦痛でした。事情があっ
て打たない人、打てない人がいる中で、数字として出されると困る方もいます。打つことが全てではないし、食事、運動、お茶などで予防できる事もたくさんあ
るので、そのようなことをもっとLINEなので広めてワクチンに頼るのではなくて普段から行っている生活習慣の中で改善できることを言ってほしいです。菊川
市の広報の影響力はとても大きいです。市の職員がコロナになったとしても謝罪の言葉は必要ないですし、誰がなったという報告も必要ないです。誰もなりた
くてなっているわけではないので。それよりもこのコロナ化で外出しなくなってしまい体力低下して足腰が弱くなったり、人との交流がうすれてしまった高齢者
もいます。常にマスクをして授業を受けたり運動をして体調をくずす子供もいます。このままでいいんでしょうか？コロナよりもこういう方々に目を向けてほしい
です。これから暑くなるなかわからなくてマスクをし続けるお年寄り、子供が心配です。大人は自分で行動をし、外食したり遊んだりできているけど、子供は学
校では黙食、行事もほとんどなく卒業アルバムを見ればマスク姿ばかりで切ないです。一生に一度しかない学生生活。マスクのあり方、行事や部活動のあり
方考えてほしいです。よろしくお願いします。

(再掲)

・農地転換費用の補助制度がありますが、作付する作物が決められている事に疑問を感じます。わが家は、レモンやブルーベリーを植え、６次産業に向けて
努力をしていますが、補助の申請はできません。荒れてしまった茶畑が多くなっていくのは、見るにたえません。JAなどと協力して、改善される方法を見つけ
て下さい。
・私共は、市境に住んでいるため新聞も島田市からです。中部版の情報は得られますが、西部の菊川市の情報は広報のみです。島田市や牧之原市の市長
さんの活動の方が、よく眼に付き、比べてしまう事が多いです。

・丹野池の整備・丹野トンネルの拡張、整備・道路未着工区間の早期着工(BP南進高橋地区)

・菊川駅の南北自由走路橋上駅の着工は駅周辺の活性化につながり、駅周辺の未利用地の解消等も見込まれ良いことだと思いますが、今使われていない
農地も増え、雑草でおおわれています。農業をしている人達(大きな農機具や機械を持っている人達中心に農業がまわっていて、持っていない人は、置き去
りにされています。)の収入減が年々増えていて、生活困窮者が増加しています。農業従事者のことも考えて頂ければと思います。・大きな活動は、目につき
やすく、”私達の為に、市が動いていてくれる”と姿勢が目立ちますが、私達にとっては、日々生活していく中では”利便性や安全性、生活しやすさ”等、日々
直接関係すること、身に触れて感じることが重要だと思います。１つには、私達が日々利用している通勤、通学路、また、運搬車やウィング車、、大型ダンプや
大型トラックetcの通る道路は日々使われていて、”危険のないこと””高齢者も安心して自家用車が運転できる道路であること”が”とっても大切”であり”重要
なこと”だと思います。市では、いつも何か事故や事が起きてから慌てて対処しようとします。それでは遅すぎるのです。まず、事故が起きる前に対処して頂い
てこそ、”市政のありがたさ””市政のあるべき姿”だと考えます。以前からお願いしていました。”丹野遂道のトンネル内”ですが、通勤の車や運搬用の大型ト
ラック、ダンプ、ウィング車が往来し、通学する為に自転車を使用して通っている学生も大勢います。トンネル内で体が触れるか触れないかすれすれで、すれ
違っています。また大型トラックが白線からとび出してくる場面もたびたび見受けられます。市の予算もあると思いますが、事故が起きてからでは後のまつり
です。そのようなことにならない為にも是非共ご配慮をお願い致します。ささやかな一市民の希望であり、切実な願いであります。どうぞ私達のお願いを叶え
て下さい。よろしくお願い致します。いつもいろいろとありがとうございます。これからも市民、一人一人の為に市民のことを第一に考えて行政を進めて行って
下さい。期待しております。

(再掲)

・税収が上がる策を取って市民に質的に返してもらいたい。ただ現状維持のままでは市民としては残念です。交通面でもあまり貧弱すぎると思う。朝夕のラッ
シュ時等、たとえば日の出町？マンダー道路交差点の通行の悪さはひどいもんです。信号機等の調整をしっかりと行えばもっと良い結果が出ると思います。
いろいろな交差点で有ると思う。計画的でない道路の為に。また税収が上がるにしては、人工増にする事も一つだと思う。もっと積極的に農地(青地)等を開放
して住宅等がふえさせていただきたい。それに伴い山地等を工場誘致、宅地等への造成を行い、人口が増えて行くのではないかと思います。もっと積極的な
計画を立てて取り組んで頂きたいと思います。長い間あまりにも残念でありました。

仕事と生活の双方が市内で完結できないので住宅衛星都市のイメージです。観光は皆無に近いので観光都市でもありません。DXに対応した働き方やハイ
ブリットな働き方ができるようになれば多様な価値観を持った人々が流入してくるのではないでしょうか。菊川市には、市内にある中堅企業と連携したまちづく
りが皆無に近いです。企業利益に連動したまちづくりを考えてみてはいかがでしょうか？トヨタのウーブン・シティとは言いませんが、農業も含めて市内に素材
はありますよね。頑張って知恵を出してください。

自然や農業を大事にしながら、犯罪や事故の少なく安心な町。
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【若い人も高齢者も住みやすい街づくり】大学進学後にUターン就職しやすい、戻りやすい環境が有れば若い人も戻りやすくなる。また、市全体に活気があま
りなくUターン就職する魅力が弱い。お茶等も後継者不足で荒れた茶畑が多く目立つ。新規就農や個人で事業が行いやすい街づくりも検討してほしい。菊川
市の魅力は自然が多く、住民も優しく穏やかな人が多い。またお茶の産地でもあり、農産物も豊富にある。ただその魅力が市外の人、県外の人には伝わりに
くい、伝わってないので菊川市の魅力を伝えることをより考えてほしい。

地域の農産物直売所があると嬉しいです！
近所で牛を飼っている家があって非常に臭いです。
なんとかならないでしょうか。

２　活力と魅力のある茶のまちづくり

地域の特産品の保護と支援に力を入れてほしい。 (再掲)

この先必ず向かえる高齢化社会により市民の平均年齢は上がる一方ですが、菊川市の明るい未来の為、小さな子供に力を注ぎ、将来菊川市に誇りを持っ
てもらい、高校・大学と一時的に市外を出てもまた地元に戻って、菊川での生活を送りたいと思える町づくりをしてもらいたいです。偏見であると思いますが、
高齢者(その内、私も)はある程度国により安定的な生活は送れていると感じます。なので、小・中学校及びその他の学生に力を注いでほしいです。また、主
な農業として茶業がありますが、時より荒廃、または手入れのされていない茶畑を見ます。後継者不足や採算がとれない等、問題点はありますが、お茶づく
りに興味があり、熱意のある市民の人に、農地の貸し出しや他の団体(農協さん）と連携して、少しでも菊川に興味を持ち、できれば移住出来たらと思います。
自然豊かな町の中でも若者の多く住む町になってもらいたいです。

(再掲)

・周辺都市いくつか公式LINE友だち登録していますが、菊川市のホームページ使いにくく魅力的でない。ちなみに焼津市、吉田町等の方が楽しい、使いやす
い(見やすい)
・埋立ゴミ(ガラスや陶器の割れた物)を出すのに難儀、リサイクルステーションに出せると助かる。ビニール袋が破れてしまう。
・無記名でゴミを出す人(特に外国人？？)に限って時間外に出している。
・娘が世田谷に住んでいて公園の在り方がすごく良い。花や緑をゆっくり楽しめこどもが遊べ体力作りができる。藤枝の蓮華池公園も。あらさわ公園も。コロ
ナ下で遠くに出れないけれど近場で大人も子供も過ごせる場が有ると良いと思う。(例えば、図書館が公園の中にあり、手頃な食事ができる施設が併設して
いるとか卓球場等、イベントができる施設、体験教室)

(再掲)

私は菊川生まれ菊川育ちです。町部でしたがお茶は好んで飲んでます。菊川茶処といっても、宣伝や各店等のサービスが近隣(例に掛川、森他)に比べて
劣っている。接客もあまりよくないという感想です。深むし茶発祥の地‼←出遅れてます。
今、新興住宅地に住んで約37年になります。防災も形式的なものになっている気がします。本来の防災は近所付き合いにより培われるものだと住めば住む
ほど実感します。…今ここは隣近所の様子が分からないといった実情。
市政も、住民も形式にとらわれたものではなく、住んで良かったと思える実感出来るものであってほしいですね‼お付き合いの発声でなく、自身の実感を声に‼
市に何かインパクトがない

住みやすい町だと思う。環境は変わっても人と人のつき合いは古から変わらなくやさしい町だと思う。もう少し商工業の発展があれば市内で働く人も多くなれ
ば良いと思う。農業おもに茶業に町全体で力を入れて前の様なみどり豊かな茶園をみたいですネ！
空家の樹木管理に対し空家対策法の見直しをして下さい。地域支援課の未来塾の参加で若い人の中にボランティア精神を持ってる若者が多くいることを
知った。人材の活用対策をもっと活発にすべき。老人の活用事例が少ない、老人をもっと活用する対策が不足している。お茶産業から何の産業に変換する
のか対策が見えてこない。菊川は里山ありが良い所里山をイジするには何をどうするのか。市民全体の活用を考える人をさがす時が来たと思います。

(再掲)

・農地転換費用の補助制度がありますが、作付する作物が決められている事に疑問を感じます。わが家は、レモンやブルーベリーを植え、６次産業に向けて
努力をしていますが、補助の申請はできません。荒れてしまった茶畑が多くなっていくのは、見るにたえません。JAなどと協力して、改善される方法を見つけ
て下さい。
・私共は、市境に住んでいるため新聞も島田市からです。中部版の情報は得られますが、西部の菊川市の情報は広報のみです。島田市や牧之原市の市長
さんの活動の方が、よく眼に付き、比べてしまう事が多いです。

(再掲)

菊川市はお茶の町です。もっと、アピールがほしいです。とにかく発信が少ないです。お茶と言ったら菊川茶をめざして下さい！
・夜間に救急対応の病院がないので困る。特に小児科‼
・公園に遊具が少ない。掛川のたまり～なみたいな公園が欲しい。
・お茶をもっと宣伝してほしい。掛川に負けない位。「深蒸し発祥の地」をもっと広めてほしい。掛川に乗っ取られてる気がする。

(再掲)

菊川市に住んでいて本当に良かった。これからも明るい人間関係を持ちつづけていってほしいです。これからも子供たちを大事に思う心で住ごしていきたい。
お茶の町を大事にしてほしいです。

(再掲)

菊川市内のスーパーなどにもっと菊川茶を置いて欲しい。更に言えば、菊川市内のスーパーに菊川茶は置いていないのに掛川茶が置いて有ったりします。
もっと県内外に菊川茶を宣伝する努力を！個人的に菊川茶を友人知人に紹介して飲んでもらっていますけど、美味しいと言ってくれています。高速のパーキ
ングでも掛川茶が有っても菊川茶が置いてなく明らかに宣伝努力が感じられません。
「深蒸し茶発祥の地」を大々的に宣伝してお茶＝菊川みたいなアピールが必要だと思う。
・周辺の市にくらべて税金、水道代など暮らしていくのに掛かる物が高い。
・深蒸し茶の発祥の地といいながらアピールが少ない下手だと思う。
・地方の友人が「ちゃこちゃんいいね。」と言っていたが、最近は「きくのん」ばかり。双方つかって菊川をアピールするべき。
・大雨・台風が来ると自宅近くの川が増水してあふれて島の様になる。ずっと言っているが、整備が進んでいない。
・以前は夏になるとホタルが自宅前の小川にいたが、人が増えていなくなってしまった。冬は星もきれいに見えていたが、人が増えてあまりみえなくなってし
まった。人が増えてもこのあたりのバランスを考えてもらえば住みやすくなるのではと思う。
・高齢者が安心して免許が返納できるまちづくりをしてほしい。現状では無理。巡回車はあるのを知っているがそこまでが遠い。アクセスが悪いので使用しず
らい、できない。勧められない。

(再掲)

私の家は山奥です。最近お茶をやめる人が増えて茶園があれています。こまります。
菊川市の基幹産業である茶業が近年の茶価の低迷で茶農家の離農が年々多くなっている。
私も茶業に携わっている身として菊川のお茶のPRを発信してもらいたい｡

お茶の町菊川は、もう無理があるかもしれませんね。というのも大規模に生産している所以外は補助や助成が皆無（あるかもしれないが知らない）なので、荒
らして固定資産税だけ払い、扱いに困ってる人のほうが多いと思います。
太陽光パネルも一時期は進みましたが、景観や費用、悪徳業者等の問題でピタっと止まってしまってるように見えます。菊川市主導でのメーカー、地元企業
との開発施工で景観の損ないにくい太陽光パネルでの電源確保とかで荒地の解消と
災害に強い、とかお茶はお茶でのこしつつも依存せず転換していかないと、町の特色はでてこないかもですね。新潟県の地元企業連合の風力発電とかいい
ですね。先日の掛川市の災害協定は他県の企業とで、関東全体で災害が起こったときとか意味ないですよね。地元企業を育て成長させてかないと本当の意
味での防災ではないと思います（やらないよりはいいけど）。
菊川市長が変わり元天浜線の社長だと聞きました。たしかアニメコラボとかやった人だと記憶にあります。前市長のいい政策をのこしつつ、特色のあるかじ取
りを期待しています。

お茶の菊川と言える魅力が、全く無い。
掛川市を見習って欲しい。
深蒸し茶発祥の地を最大限アピールが必要このままでは、生産者がいなくなり圃場が荒廃する。
茶生産の衰退   深蒸し茶の更なるPR
市民総合体育館の建て替え?菊川病院の隣に。災害時の避難先、入院患者の移送、ドクター他市民の健康作り

(再掲)

49



・菊川市は人口はもちろん企業数が圧倒的に少ないので、今後駅北開発を皮切りにして市の風向きが一定程度変わっていくことに期待しています。
・深蒸し茶の歴史を用いた市のPR活動は確かにオリジナリティのあるPRとして有効的ですが、島田市や掛川市などと比較した場合に、菊川茶の「ブランド化」
が成功しているとは思えません。（茶の観光施設や茶の購入需要は、他市が圧倒的に優れています。）
茶業の衰退を阻止することも確かに大切なことですが、時代の流れをきちんと掴み、茶業振興ばかりに固執しないことも大切です。
・また、「子育てしやすい街」をPRしたいのであれば、その子供たちが成人になる10年後、20年後をきちんと見据えて、
早い段階から、時代やニーズに合わせた新たなPR要素を複数開拓していくことも重要です。
現状の子育て施策だけに着目しているのでは、その場しのぎの借り入れをしているのと同じです。
きちんと、「子育てしやすい街」としての責任を持たなければなりません。
・比較的外国人の割合の多い菊川市であるからこそ、多様性の容認に関する施策を先進的に打ち出すべきです。
代表的なものとして、近年、都市部を中心に広がりを見せている LGBTに関する施策が挙げられます。
市民の中にも、市役所で働かれている方の中にも、菊川市に住まう子供の中にも、当該問題で悩みを抱えている人は沢山います。
数年後になって、周囲の市町村に追従するような保守的な姿勢で施策を取り入れるようであれば、私はこの街に住みたくありません。
保守的な街に、新しいものはつくれません。今後の菊川市の発展に期待しています。

(再掲)

３　商工業が活気あるまちづくり

リサイクルショップ(古着・小物)のお店がほしいです。
・衣料品を買う店が少ない。市外へ行くことが多い。
・子供の自転車通学、安全な道路確保がほしい。
・静かで緑豊かな環境で子育て、そして最後まで安全な暮らしが出来たら良いと思う。

(再掲)

近所には後継者のいない商店が多いと思います。商店が少ない。大型店が多い。
①奈良野のトンネルは、東に切り通しの道路に望む(大型、自転車は無理がある)
②信号に付いて主用道路は通常、青にして対向は、止まらず青になる用(無用な停止なくす)本来なら主用道路は４車線が望ましい
③少子化に対する対策、若者の出会いと職業(生活)
④静岡県は、家康も住んでいましたが、国の主が日本の中心であり、交通、気候が良く全てにおいて、重要であり理想と思います。

(再掲)

道の駅をつっくてほしいです。市長さんの持っているアイデアを今年は見せてほしいです。

駅周辺に大型ショッピングセンター(ららぽーとやアウトレット)を作って欲しい。成城石井やスタバやユニクロ、GUのようなトレンディなお店を誘致して欲しい。
若い人達が仕事も子育ても地元で安心して出来る環境が安定して継続できることを願います。
畑や田んぼが残っていてほしいので、安定した農業経営のできる方策ができて、残っていってほしいです。
気候にも交通便にも恵まれているこの町が、静かで緑の残る貴重な町として生きつづけてほしいです。

(再掲)

買い物したい店が全くない！ショッピングモールができればいい

駅北口を早く作った方が良い。駅南からの商店街は開発失敗だと思う。行きにくい、駐車しにくいお店をやっている人はかわいそう。
住みやすい町だと思う。環境は変わっても人と人のつき合いは古から変わらなくやさしい町だと思う。もう少し商工業の発展があれば市内で働く人も多くなれ
ば良いと思う。農業おもに茶業に町全体で力を入れて前の様なみどり豊かな茶園をみたいですネ！

(再掲)

小児科もう少し増えてほしいと感じました。買い物などがしやすい複合施設もあると生活しやすいです。 (再掲)

公園をもっといっぱい増やしてほしいです。アスレチック、遊具がいっぱいの子供がいっぱい遊べるような広い公園をつくってください。商業施設の誘致もお願
いします。イオン系列店、外食できるお店、掛川に比べると菊川は少ないように思います。近くにいっぱいお店ができてくれればもっと人がいっぱいくると思う
ので検討して下さい。

大型スーパー、デパートがあれば良い(雨の日などぬれずに買物できる)
アンケートの質問が難しすぎてわからないと答えるしかなかった。菊川市に大型商業施設(例　島田のアピタ、磐田のららぽーと)ができれば、まちに活気がで
ると思うのでそういう施設が欲しい。お金が市外に出てしまい、市内に入らないのも欲しい理由です。
ショッピングモールのようなお店がほしい。飲食店も少なく、レジャーはどうしても市外にでないとつまらない。
・子育てしやすいまちとよく耳にするがイマイチわからない。菊川だけ医療費が(子供)500円かかるとか…市外から引っこしてきた人達にむけているようで菊川
市で子育てしていてよかったと思うことが少ししかない。
・商業施設がない。もう少し旧小笠町の方の施設(道路など)に目をむけてほしい。
・小笠にも子供が安心して遊べる公園がほしい。

(再掲)

工業団地が出来た為に県道を大型トラックが多通過するが、道路設備が不充分な為に通学児童の安全が確保されておらず、トラックの重量が重いために道
路がガタガタになっている。それを放置している為、安全が確保されず悪循環となっている。菊川市は県道だからと問題としないが工業団地を誘致した以上、
責任は免れない。市の対応も悪い。

(再掲)

企業誘致をもっと積極的に行い若い人たちが地元で活動できるように努力していただきたいと思います。

医療施設や道路、交通をもっと充実させてほしい。大型商業施設がほしい(土地はあるのに…) (再掲)

交通の便も良く住みやすいと思います。ただ、島田市の様に、市外の人が遊びや買い物に来たくなる施設(大型遊具、道の駅)が無いのが残念です。せっかく
のどかで広い土地もあるので、ファミリー層をねらった公園等もあると良いなあと思います。イオンの様な建物が景観を損ねるので反対ですが、雨の日でも子
供を安心して遊べせられる大きい施設がほしいです。

スポーツジム、温泉、ショッピングセンターができたらうれしいです！ (再掲)

・税収が上がる策を取って市民に質的に返してもらいたい。ただ現状維持のままでは市民としては残念です。交通面でもあまり貧弱すぎると思う。朝夕のラッ
シュ時等、たとえば日の出町？マンダー道路交差点の通行の悪さはひどいもんです。信号機等の調整をしっかりと行えばもっと良い結果が出ると思います。
いろいろな交差点で有ると思う。計画的でない道路の為に。また税収が上がるにしては、人工増にする事も一つだと思う。もっと積極的に農地(青地)等を開放
して住宅等がふえさせていただきたい。それに伴い山地等を工場誘致、宅地等への造成を行い、人口が増えて行くのではないかと思います。もっと積極的な
計画を立てて取り組んで頂きたいと思います。長い間あまりにも残念でありました。

(再掲)

就職で地元に帰ってくるかは決めていません。親が年をとりいずれ家族が一人暮らしになってしまう時がくると思います。詐欺の心配や新しい情報について
いけない等不安はあります。安心して生活できるまちにみんながあたたかく思いやりを持ったまちになっていけたらと願っています。

(再掲)

もう少し街灯や道路の整備と道幅を広くしたほうが良いと思います。病院も少ないし美容院も少ないと思います。ゴミの分別方法が細かすぎると思います。 (再掲)

私は、菊川市が好きです。ですが、若者が遊べる場所がないです…大型施設や、スターバックスの様な場所があるといいなあと思います。

温泉や 道の駅的な､もっと市内外から 人が訪れたくなる施設等があったら 良いなと思う。
○高校生まで、児童手当がほしい。
○住んでいるところが、田舎すぎて、子供が学校へ行くまで、遠いし、街灯が少なくて帰りが心配。
○買い物へ行くに不便。お店が近くにまったくない。
○高齢者ドライバーが多く、事故が多いが、免許返納したら生活が不便。免許がなくても住みやすい街がいい。

(再掲)

比較的住みやすい町だとは思うが、娯楽の面等で他の市よりも劣ってると思う

菊川市と言ったらこれっ??ていう手土産があれば嬉しい?

一人暮らしの私としては、もう少し大きめのショッピングモールなどがあると過ごしやすいかと思います。
買い物ができる所が少ない
交通機関が充実していない為移動が不便
ひとり暮らしの方やひとり親の方への支援がもう少しあっても良い
上記内容を考慮していただけるとありがたいです

(再掲)
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中途で正社員を探そうに、近隣の街を含めても募集が少ない。40才になっても派遣社員。
結婚しようにも金もないから相手もいない。
40代の未婚率が高くて、子供が少ないのは自己責任だと誰も助けなかったから。
母校は、菊川市・牧之原市の学校組合です。最近、牧之原市は児童・生徒が減少により学校組合から撤退すると聞きました。それも当然の成り行きですよ
ね。
年金もまともに払っているのは、かなり少ないと思うので高齢になったら生活保護がたくさんでると思うのですが、それを支えようにも若い世代が少ないので
どうなるでしょうか。
高齢者ばかり気にしていないで、もっと40代含めて非正規から正社員の転換を促す取り組みとかをして安定した職につけるように配慮してくれませんか？

(再掲)

菊川駅北開発をこのまま進めて頂き、早く菊川駅北入口が出来ると嬉しいです。
もう少し飲食店やコンビニなどが駅周辺に集まっていたらいいなと思います。
小笠地区にも本屋をつくって欲しいです。

オーガニック食品のお店や子育てしやすい公園遊具を充実させてほしいなと思います。

高齢化が進む中、安価で安心して入所できる施設の増設を希望します。
又、大型施設内に医療が入ったショッピングモール建設予定を組み込んでいただけると大変嬉しいです。

(再掲)

道路整備に関して…
①菊川運動公園西側道路の拡張
②国道（南北）に繋がる道路整備
をお願いします。
商業に関して…
スーパーは沢山ありますが、大型商業施設がない為、どうしても市外に出向かないといけないこと多々あります。
近い将来、菊川駅が整備されるとのことなので、大型商業施設が誘致され町が活性化されることを期待しています。

10月の屋台引廻しのお祭りについて。準備含めた参加不参加、法被の有無、全て実質強制になっている現状を何とかしてほしい。屋台引廻しや踊りの練習
や準備など、仕事をしているので時間も取れないし、全くやりたくない。法被も高く、なぜ買うのか、買わないで参加すると後ろ指を差されるのか理解ができな
い。そういうものに祭費として安くないお金を出すのにも納得ができない。周りにもそういう人が多い。年上の方々がお酒が飲めると酔っ払って参加したがっ
たり、声が大きいようだが、今の若い人(特に市外県外からの転入者)はやりたくない人が多い現状を理解してほしい。毎回各家庭にアンケートを取り、やるか
やらないか決めるように自治会に働きかける等、自治会単位でなく、市全体のお祭りなのだから市で議題に上げてもらいたい。
大きな商業施設を誘致して町を活性化してほしい。使われてない土地がたくさんあるのだから、有効活用してほしい。
ガードレールを主要などの道にも両側に設置し、子供やお年寄りなど危険なく通行しやすくしてほしい。
側溝に全て蓋をし、人が歩道を歩いていて滑り落ちるようなことがないようにしてほしい。子供が歩いていて落ちそうになっていたことが多々見られた。
自治会での草刈りや溝さらいなど、市の管理のものは市で管理して欲しい。個人所有の土地でないのに、なぜ行わないといけないのか。不参加の場合の罰
金もなぜあるのか。

菊川市になってから旧菊川町が優先で旧小笠町はあとまわし。
工業団地があって財産があるのは旧小笠町なのに。損ばかり。
何事もバランスよくやってほしい。
合併していいことはなにもない。
①景観と観光資源の観点から少しづつでもよいので電線の地中化に土木関連予算を充ててほしい。折角の風光明媚な環境が台無しになっている。
②ビジネス物件の整備とベンチャー企業等の誘致により農業、自動車関連以外の雇用育成をしないと今後の社会情勢変化に適応が難しくなると思う
③熱海市の災害を教訓に無秩序な太陽光パネル設置は厳しく規制すべきである。観光資源を破壊している。
・JR駅北改札整備、急がれたし。
・全国チェーンの飲食店やファースト店が増えると、若い人の満足度がもっと上がると思われる。
・旭テック南工場跡地はどう活用されるのでしょうか？
・最終的には企業誘致が市の将来を握るカギとなると思われる。
駅南の開発によって商店街が無くなりガランとして駐車場しかないサミシイ駅前になってしまい残念です。もっと活気ある元気な駅前を復活して頂きたいです!

新たな企業誘致等を行い雇用の場を拡大して、更なるまちづくりを進めていただきたいと思います。

仕事と生活の双方が市内で完結できないので住宅衛星都市のイメージです。観光は皆無に近いので観光都市でもありません。DXに対応した働き方やハイ
ブリットな働き方ができるようになれば多様な価値観を持った人々が流入してくるのではないでしょうか。菊川市には、市内にある中堅企業と連携したまちづく
りが皆無に近いです。企業利益に連動したまちづくりを考えてみてはいかがでしょうか？トヨタのウーブン・シティとは言いませんが、農業も含めて市内に素材
はありますよね。頑張って知恵を出してください。

(再掲)

企業誘致、若年層の増加、魅力的な都市計画、災害対策などサイクルがつながるようなまちづくりをお願いいたします。

【若い人も高齢者も住みやすい街づくり】大学進学後にUターン就職しやすい、戻りやすい環境が有れば若い人も戻りやすくなる。また、市全体に活気があま
りなくUターン就職する魅力が弱い。お茶等も後継者不足で荒れた茶畑が多く目立つ。新規就農や個人で事業が行いやすい街づくりも検討してほしい。菊川
市の魅力は自然が多く、住民も優しく穏やかな人が多い。またお茶の産地でもあり、農産物も豊富にある。ただその魅力が市外の人、県外の人には伝わりに
くい、伝わってないので菊川市の魅力を伝えることをより考えてほしい。

(再掲)

もっと、企業、人口、お店、それぞれが徐々にでも増加していくような街になることを期待します。
休みの日もコミュニティバスなどあるといい。
障害年金だけで暮らすのは不安。もっとすみやすくなるといい。
作業所の職員が増えるようにしてほしい。

(再掲)

お店も増えて来て便利に
でも、田舎感もあってとってもステキな市だと思います！
コロナ禍で大変なことが多いとは思いますが、コロナ禍前の用な行事が早くたくさん出来ることを願います。
いつも、菊川市の為にお仕事して下さりありがとうございます。

大きな商業施設を誘致してほしい。
正直若い世代からの率直な意見だと、遊ぶ街じゃなくて住む街って感覚なので、ららぽーととかイオンとか作ってくれみたいな期待は無いです
ただバスとかの通り付近にアパート一杯作れば、いっぱい人が来るんじゃないかなって思ってます
中心部には自転車で行ける範囲で、銀行や飲食店、スーパー、雑貨店など色々とあるので住むにはいい場所だな～って感じです
菊川駅周辺の飲食店の誘致をもっと積極的に行ったほうがよいと思う。もっと人が集まる賑やかな駅になってほしい。
小、中学校の学区編成を早急に行ったほうがいいと思う。１学年30人にもならない小学校がある一方隣の学校は４クラスあったり、菊川東中の生徒が減って
る一方で、菊川西中の生徒は増え続けているので、菊川東中では選べる部活動の種類など限られてきているから、不平等だと思う。

(再掲)

皮膚科など専門科の医療機関がない。
スポーツ施設が中途半端。陸上トラック、スタンドなし。サッカー場、野球場照明設備なし。もったいない。
コミュニティバスが掛川の循環バスのような乗りやすい感じではない。
福祉施設はあるが人材不足です。就職者にお祝い金など市からあったり増やす方法を考えてもらいたい。給料補助、市税減免など考えてほしい。

(再掲)

ネットやケーブルテレビなどを市で運営して、菊川を外の世界にアピールしてみては？雇用を確保するための施策をもっと積極的に行動してほしい、たとえば
大型の商業施設誘致や、ホテル経営、温泉、など企業頼みではなく、菊川市民で挑戦してほしいです。
住みやすい町ではありますが、飲食店があるにもかかわらず、出前をしてくれるところがないのですごく不便！
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自由に使用出来る公園があったり、複数の会社のスーパーがいくつもあり日常生活を送るには住みやすい町だと思われる。
その一方で娯楽施設となると高校生以上の大人が楽しめる場所が無いに等しい。
最近では掛川市や袋井市にいくらか知名度のあるお店が出店して来ている。
そんな中で近隣の市と差別化かつ魅力あるお店があれば良いと思う。例えばLoft等。
映画館等も魅力的である。
それから楽器を気兼ねなく練習出来るような1時間使用で何円というタイプの防音室がカラオケ店のようにあれば良いなと思う。
菊川市を遊びに行く町ではなくあくまで自宅を置く町としてアピールしていくなら、やはり教育が出来ることと医療機関にかかりやすいようにしていくべきであ
る。
大人でも子供でも英語が学び易い環境にしたり、スポーツ等も習い易い、気軽に出来るようであると良いのではないでしょうか。

(再掲)

ららぽーと作ってください。
駅の出口を増やしてください
大型ショッピングモールがあると便利
映画館も欲しい
徐々に道路が整備されてきて ありがたいです。
服が欲しかったりスポーツ衣類買いたい時菊川市から出ないと行けないから大きなショッピングモールがほしい。市外に住む友達に行くところがないなど魅
力の無さを毎回感じる。駅にあるオブジェ、あっても見てる人がいない、なんで作られたのか菊川に住んでても分からない、魅力を感じない。オブジェに大金
を使うなら他の事にお金を使って欲しい正直無駄遣いだと思う！

とても住みやすくていい街だと思います。買い物もしやすく交通の便も良くてうれしいです。
６月に第一子が産まれますが、1人目から出産祝い金が貰えるとありがたいと思いました。また、子どもの医療費も無料の所もあるので安くなると嬉しいで
す。

(再掲)

子供の医療費を無料にしてほしい。
食料品などを買うスーパーはたくさんあるが、安さなどを求めると、近隣の市にある大型店に行ってしまうので、菊川市にも業務スーパーやドンキホーテなど
があると市内で消費する市民が増えると思う。

(再掲)

４　人が訪れるまちづくり
・菊川市(街)をもっとアピールしてほしい。
・菊川市のブランド作り、人々が集まる街作りしてほしい。
菊川市にプールを作って欲しいと思います。スポーツジム(市営)などあるとうれしいです。
菊川球場は照明がありません。照明を付ければもっと活用できると思います。
菊川運動公園の辺りをもっと開拓して宿泊施設を作ったり、運動できる施設を集約し、県外からの利用者を有料で誘致すれば、少しは財政の足しになるので
は？グランド、宿泊施設、体育館が点在しているよりは同じ位置にあれば、利用しやすいと思います。例えば、岡崎市のように…。掛川市もプール、ジム、体
育館とさんりーなに集約されていて便利だと思います。参考にして下さい。

(再掲)

ふとテレビで菊川市の地域おこし協力隊と言う女性の方を拝見しました。頑張って下さっているのが有り難いです。観光面で県内ワーストワン？らしいです
よ。何もない菊川とも…。一度も菊川に来た事がない人が多いようです。今後、もう少し魅力的な町となる様県内アピール等必要かなと思います。きくのんの
活動もあってもよいかと。まずは県内の人達が気軽に菊川に足を運んでくれる様になると良いと思います。
現在の菊川市には”人流”をあまり感じません。一例として観光地(菊川市外の人が認めるもの)を整備し市外の人々に多く来て頂いたら、その経済効果と合
わせて既住の菊川市民にとってみても良い刺激になることでしょう。
小学校への通学路にガードレール等がない道路が多く、交通量も多く不安。菊川、掛川の調査池は県外から釣りに来る人が多いと最近知った。釣り自体が
禁止になった池が増えているとの事。むしろ開放して人をあつめる事に利用する方が経済的にメリットが生まれそう。ワクチン接種が土日のみは不便。外国
人が増えているので多言語化はもっとすすめた方が良い。(役所HP等)

(再掲)

レジャーしせつが少ない気がする。
・けやき通りが薄暗い(夜間)
・県外に知れた観光スッポトが無い
・西方のコメリから北に向かう東海道線下を通り県道37号と交差する道路不便です。
・丹野池の整備・丹野トンネルの拡張、整備・道路未着工区間の早期着工(BP南進高橋地区) (再掲)

菊川駅南北道路、北口広場に期待しています。静岡市にも浜松市にも中間点ですので両方への通勤が可能です。あと、菊川アエルには時々コンサート等利
用していますが、もっと人気のあるビックな公演を多く望みます。そうすれば遠方から菊川市に来ていただける機会が増えます。大型の体育館(アリーナ)や、
子供が遊べる公園整備なども課題と思います。私も少なからず「菊川市を良くするまちづくり」に参画していきたいと思いますので、市長さん他皆さんには頑
張っていただきたいと思います。

(再掲)

・周辺の市にくらべて税金、水道代など暮らしていくのに掛かる物が高い。
・深蒸し茶の発祥の地といいながらアピールが少ない下手だと思う。
・地方の友人が「ちゃこちゃんいいね。」と言っていたが、最近は「きくのん」ばかり。双方つかって菊川をアピールするべき。
・大雨・台風が来ると自宅近くの川が増水してあふれて島の様になる。ずっと言っているが、整備が進んでいない。
・以前は夏になるとホタルが自宅前の小川にいたが、人が増えていなくなってしまった。冬は星もきれいに見えていたが、人が増えてあまりみえなくなってし
まった。人が増えてもこのあたりのバランスを考えてもらえば住みやすくなるのではと思う。
・高齢者が安心して免許が返納できるまちづくりをしてほしい。現状では無理。巡回車はあるのを知っているがそこまでが遠い。アクセスが悪いので使用しず
らい、できない。勧められない。

(再掲)

温泉や 道の駅的な､もっと市内外から 人が訪れたくなる施設等があったら 良いなと思う。 (再掲)
①景観と観光資源の観点から少しづつでもよいので電線の地中化に土木関連予算を充ててほしい。折角の風光明媚な環境が台無しになっている。
②ビジネス物件の整備とベンチャー企業等の誘致により農業、自動車関連以外の雇用育成をしないと今後の社会情勢変化に適応が難しくなると思う
③熱海市の災害を教訓に無秩序な太陽光パネル設置は厳しく規制すべきである。観光資源を破壊している。

(再掲)

駅南の開発によって商店街が無くなりガランとして駐車場しかないサミシイ駅前になってしまい残念です。もっと活気ある元気な駅前を復活して頂きたいです! (再掲)

仕事と生活の双方が市内で完結できないので住宅衛星都市のイメージです。観光は皆無に近いので観光都市でもありません。DXに対応した働き方やハイ
ブリットな働き方ができるようになれば多様な価値観を持った人々が流入してくるのではないでしょうか。菊川市には、市内にある中堅企業と連携したまちづく
りが皆無に近いです。企業利益に連動したまちづくりを考えてみてはいかがでしょうか？トヨタのウーブン・シティとは言いませんが、農業も含めて市内に素材
はありますよね。頑張って知恵を出してください。

(再掲)

祝日は小学校保育園が休みになります。子供は留守番ができず、親戚も県内にいないので会社を休まないといけません。児童館も図書館も休みで困ってい
ます。子供連れでも過ごせるイベントや施設が祝日にないのであるといいなと思います。

(再掲)

大型ショッピングモールなどあったら便利だと思います。

良くも悪くもない菊川市です。
観光名所が乏しく街にお金を落としてくれる方々が少ないです。静岡県西部はそれぞれの町がありそれぞれの有名な建物や観光名所があり日々人が足を
運んでいます。
例えば掛川駅は掛川城　愛の駅はエコパ　袋井駅は法多山　磐田ららぽーと　天竜駅天竜川　と何かしらありますが菊川駅は？わざわざ遠方より菊川市に
来てく楽しんでくれる魅力があるのでしょうか？疑問です。とにかく掛川バイパスにつながる大きな道を作れば菊川市の道の駅を作れますよ。頑張れ菊川
市。
服が欲しかったりスポーツ衣類買いたい時菊川市から出ないと行けないから大きなショッピングモールがほしい。市外に住む友達に行くところがないなど魅
力の無さを毎回感じる。駅にあるオブジェ、あっても見てる人がいない、なんで作られたのか菊川に住んでても分からない、魅力を感じない。オブジェに大金
を使うなら他の事にお金を使って欲しい正直無駄遣いだと思う！

(再掲)
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５　消費者が安心して暮らせるまちづくり
就職で地元に帰ってくるかは決めていません。親が年をとりいずれ家族が一人暮らしになってしまう時がくると思います。詐欺の心配や新しい情報について
いけない等不安はあります。安心して生活できるまちにみんながあたたかく思いやりを持ったまちになっていけたらと願っています。

(再掲)
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＜基本目標４＞快適な環境で安心して暮らせるまち【防災・環境・社会資本整備】

１　防災力を高めるまちづくり

20年以上前から比べるとすごく良くなっていると思います。道路が新しくなったり、店が増えたり病院が増えたりと。
福島の現状を知っていれば、原発は絶対に停止するべきだと思います。政府は何十年で後処理といっていますが、専門家は安全に処理するのは何百年か
かるといっています。自分達の代で後処理出来ない物を使用すべきではないと思います。将来は良い方法が見つかるというのは無責任だと思うし、どうして
も使うならちゃんと処理できる方法を作ってから。
少子高齢化がものすごく進んでいると感じます。自分の親も70代後半。それでも世代なのかマイカー生活が中心で少し心配でもあります。仕事が不定期な事
もあり（自分）日中町へ出掛けると本当に高齢の方が多く、シルバーマークの車もよく走っておりヒヤッとする事も多いです。車がなくても住みやすい町（今以
上にコミュニティバスの拡大etc）車以外の交通手段を本人が苦にならない雰囲気づくり、健康作りをして歩いたり、自転車・バス・電車を使用することが車より
めんどくさい、大変ではなく、自分の力で移動できるよろこび、公共機関を使用することで、新しい発見や刺激、購入が出来る場と思えるような！そんな支援
が充実していける町作りを望みます。

(再掲)

いつきてもおかしくないといわれる南海トラフ地震や台風・豪雨など災害の発生に対する不安が非常に大きい。自分の命は自分で守るしかないが各家庭で
の備えや発災後の初動対応等など周知出来ていない。防災意識を常に頭に入れておく為にどんな手段・情報を提供していくか。市の作成した防災ブックの
活用(無線での周知)１回/月

負担の大きい地域活動は、かえってマイナスにしかならない。一部の声の大きい人に振りまわされているのを見るとどうかと思う。
浜岡原発は廃炉までは、新設なし。停止だけなら危険性かわらないから。

(再掲)

提示されていた項目は全て重要に決まっていますよね。年齢的にスポーツは参加できませんが、ウォーキングは休日には雨天でも続けています。体脂肪は
確実に落ちます。
車の運転しなくなったら不便になるのは仕方ありませんが、コミュニティバスなどの充実を期待しています。
スマホ・パソコンをすすめるのなら、紙使用したい私はこれからは辞退させて下さい。
原発に関しては、エネルギー不足になったら稼働せざるを得ない時が来るかもしれないけれど、経年劣化を心配しています。停止していても危険な物質は発
電所に有り続けているのが現実ですよね。

(再掲)

・大雨に対する対策がされていない。大雨が降るたびに小学校の運動場の雨水が道路と民家付近に流れ出ている。お金がないと言いつづけているなまぬる
い役所ですね。
・農地が荒れてている。農家が米・茶・野菜を作っていなくなり、農地は草だらけ、農家の責任はあると思います。年を取ったとの理由は、認められない、対策
は早めに草だらけの町になる。

(再掲)

防災について　駅周辺等に防災関係の掲示物を作っていただければと思います。菊川市の市の活動等を紙で知らせるよりユーチューブ等で発信していただ
きたい。もっともっと多角的な発信をお願いできるとありがたいです。
１、浜岡原発早期稼働を願い、菊川市として表明願う。
１、リニア鉄道の件、水源問題について　下流の水が確保できなければ即中止、市民の声を国会などで反映して下さい。

私は菊川生まれ菊川育ちです。町部でしたがお茶は好んで飲んでます。菊川茶処といっても、宣伝や各店等のサービスが近隣(例に掛川、森他)に比べて
劣っている。接客もあまりよくないという感想です。深むし茶発祥の地‼←出遅れてます。
今、新興住宅地に住んで約37年になります。防災も形式的なものになっている気がします。本来の防災は近所付き合いにより培われるものだと住めば住む
ほど実感します。…今ここは隣近所の様子が分からないといった実情。
市政も、住民も形式にとらわれたものではなく、住んで良かったと思える実感出来るものであってほしいですね‼お付き合いの発声でなく、自身の実感を声に‼
市に何かインパクトがない

(再掲)

歳をとって来たので防災に関する事が心配、自助・共助が出来にくい。近所も年齢が高い。有事の時、避難場所等規模が小さく入りきらない？トイレ・休む場
所等、むかしから何も変わらないが…これで良いのか？
半面山あり川あり静かでおだやかな所はとても良くて好きだ。歳寄りも歩いて買物に行ける範囲にライフラインがととのっているので助かっているが、若い人
や子供達にとっては、どうかと思う。病院についても個人病院はたくさんあるが、総合病院の中でもなくなってしまった科もあり、またかかりにくくなった。

(再掲)

防災ハザードマップに表示されている居宅の裏山が危険な箇所は平地化して行く事を進めて頂きたい。周辺地主に対して説明し、災害を事前に防止して安
心安全な生活が送れる様に。掘削した土は、低地浸水想定地域に埋め立て後の世代にハザードマップに載せない地域を広めて行く(SDGs)。
雨水の利用促進　大井川からの水を買っている。雨樋の水をタンクに溜め庭木の水やり、防災用に天の恵みを大切に！各家庭に200ℓ１本雨樋から入る様に
すれば木路、河川の増水も変わってくると考えます。我田引水(自分の田んぼに優先して水を引く)4/5今から田植えに向かって田に水を入れる時期、水は稲
作にとって必要。もめ事も発生します。雨水を貯水する方法を考えて頂きたい。遠くから水を引かなくてもよい様。

これまで、自治会長や連合役員等を務めさせていただきました。連合におきまして、市の市民に対する姿勢を見て連合又、自治会におきまして、市の姿勢・
考え方等を話し協力をしまた皆様にも協力していただきました。防災会におきましてもまだわからない事が多く残っています。学校問題については、菊川市、
牧之原市の両教育委員会におじゃまして色々おしえていただきました。人口減少問題が大きな事だと感じました。今後も未来に明るい夢を持ち、住みやすい
町、住みたい町を創る事、そんな町造りに協力していきたいと思っています。

(再掲)

全国的に高齢者単独世帯及び高齢者夫婦のみの世帯が増えている現況で、防災・防犯の視点から、地域のつながりが増々だいじになっており、地域の役
員さん防災担当者さん等による地域の情報管理もとても重要と感じます。

(再掲)

３年前の台風の時も菊川市は大変な被害を受けました。それなのに、その後何も対策されていないことにとても不安を感じています。一昨年、昨年は運良く
台風の直撃を免れましたが年々猛暑になるとまた大きな被害が出てしまうのではないか？ととても心配です。

浜岡原発を再稼働させてはならない！理由：高い確率で起こると予想される南海トラフ巨大地震により想定外の被害が出た場合、地震と原発の複合災害が
発生し、菊川市民は福島と同様、放射能汚染により住む所を失い、菊川市はゴーストタウンとなる。

先月近所の細いU字溝に土・砂・ゴミ・草等が埋まっていて排水が非常に悪くなってました。自治会長さんを通して市の環境推進課に伝えてもらいました。何
人かの職員と(休日なのにわざわざ手伝いに来てくれました)消防署の若い方(ボランティアや署員かも？)達が側溝の掃除をしてくれました。有難かったです。
予算もないし、大きな事柄出なかったのかこちらの要望とは少々異なりましたが誠意を尽くして対処してくれたことに感謝してます。
農業にも今後更に力を入れていただき食料自給率を日本全体で増やしていって欲しいです。
（原発再稼働について）再生エネルギーのみでまかなえればそれにこしたことはないが、現状は無理なのでつなぎとして２を選びます。が、各個人が節電でき
るように努力して安全な生活を送れるようにしたいものです。

(再掲)

①『暮らしやすさ』についてのコーナーにも書きましたが、小松洗橋、なんとかしてほしい。駅に40数億かけるより、市民(子ども)が毎日使う道路・橋を安全なも
のにするのが先にやるべき事だと思います。
②これは市の責任だけではないとは思いますが、役所の職員をパートを減らして正職員をふやしてほしい。課によっては少ない正職員の負担がかなり大き
く、業務にさしさわりが出ているように思います。(連日残業で帰宅が21時等)疲れ切った身体ではいい仕事ができないのでは。
③私の家は原発から10㎞の所です。菊川市全体も原発から30㎞県内にスッポリ入ります。地震または原発そのものの不具合で事故が起きたらとんでもない
事になります。福島をみる通りです。市は(議会も)市民の命や暮らしを絶対に守るという強い気持ちでやっていってほしい。前市長のようにのらりくらりと対応
していたのではダメです。新市長には期待しています。『私が市長をやります』ということで市長になられたのですから、一番かんじんな所で頑張りを見せて下
さい。

(再掲)
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菊川市内全般について・近年台風で無くても集中豪雨(ゲリラ的)による出水により河川の水位が急激に上昇し排水出来ず逆に河川から逆流により家屋への
流入、床下、床上の浸水がみられます。排水ポンプの強化、河川の拡張など家屋、道路等の浸水対策をお願いします。
・太陽光発電で里山の自然が失われている。池の中まで利用している、規制を是非やって欲しい
・空き家が目立つ、なんとか利用策を考えて欲しい。
・災害は復興できるが放射能汚染はなかなか元にもどらない。原発はなくして欲しい。(菊川市ではないですが)

田んぼや畑だった所に家が建っていますが、せまい道路のままぎりぎりの所に塀ができている所もあり、通学路なのに大丈夫かなと思うことがあります。最
近の水害も心配です。

(再掲)

・他の市と比較した事が有りませんので、良さ悪さがはっきりしませんが、現在の生活はほぼ満足、住み易いまちだと思う。
・浜岡原発においては想定外という事が有る以上停止しておいた方が良いと思う。安全の基準がわからない。どうなれば安全なのか。
・アンケート調査をする必要が有るのか少し疑問に思います。答えが満足・重要になるべき質問になっていると思います。
最近地震が多発しています。浜岡の原発稼働は絶対反対です。大好きな菊川に住めなくなってしまう可能性がある様な危険な事は絶対反対です！

・周辺の市にくらべて税金、水道代など暮らしていくのに掛かる物が高い。
・深蒸し茶の発祥の地といいながらアピールが少ない下手だと思う。
・地方の友人が「ちゃこちゃんいいね。」と言っていたが、最近は「きくのん」ばかり。双方つかって菊川をアピールするべき。
・大雨・台風が来ると自宅近くの川が増水してあふれて島の様になる。ずっと言っているが、整備が進んでいない。
・以前は夏になるとホタルが自宅前の小川にいたが、人が増えていなくなってしまった。冬は星もきれいに見えていたが、人が増えてあまりみえなくなってし
まった。人が増えてもこのあたりのバランスを考えてもらえば住みやすくなるのではと思う。
・高齢者が安心して免許が返納できるまちづくりをしてほしい。現状では無理。巡回車はあるのを知っているがそこまでが遠い。アクセスが悪いので使用しず
らい、できない。勧められない。

(再掲)

・周辺都市いくつか公式LINE友だち登録していますが、菊川市のホームページ使いにくく魅力的でない。ちなみに焼津市、吉田町等の方が楽しい、使いやす
い(見やすい)
・埋立ゴミ(ガラスや陶器の割れた物)を出すのに難儀、リサイクルステーションに出せると助かる。ビニール袋が破れてしまう。
・無記名でゴミを出す人(特に外国人？？)に限って時間外に出している。
・娘が世田谷に住んでいて公園の在り方がすごく良い。花や緑をゆっくり楽しめこどもが遊べ体力作りができる。藤枝の蓮華池公園も。あらさわ公園も。コロ
ナ下で遠くに出れないけれど近場で大人も子供も過ごせる場が有ると良いと思う。(例えば、図書館が公園の中にあり、手頃な食事ができる施設が併設して
いるとか卓球場等、イベントができる施設、体験教室)

遊具が沢山ある大きな公園があるといいなと思う。
大雨が起こると道路に水が貯まることが去年あり被害があったので何とかしてほしい。大雨の時心配になるので。
上本所の川ですが、大雨の度に氾濫しています。川沿いの住民が堤防を嵩上げして氾濫を防ごうとしていますが防ぎきれていません。市で対応をお願いし
ます。

自治会の防災備蓄が少ない気がする。
子供会が無くなってしまい、同じ地区でも知らない子がいるのが、非常に残念。
GO toのような事業で観光客を増やし、街を活性化することも大事だと思うが、大人が旅行に出掛ける反面、それによりコロナ感染者が増え、子供達が職業
体験や修学旅行の延期や短縮日程等シワ寄せのような状態になっている。その事に今現在、孫や子供が学校に通っていない人たちは気付いていないと思
う。
以前、公共施設の爆破予告があったようで、体育館の鍵が借りれなかった。しかし、市役所のホームページを見てもそのような事は載っていなかった。体育
館だけが使えないようし、周辺地区への注意喚起はいらないのか？変に不安を仰がないように…なのか。
持ち家もあるので、今後も菊川市に住みたいと今のところ思ってはいる。

(再掲)

去年の台風で浸水しました。アパートですが、殆どの車が故障し、半分以上が引越していきました。加茂地区は浸水被害があるので、その点だけが住んでい
て心配な点です。

JR菊川駅周辺の開発がメインになっていると感じている。旧小笠町の開発は後回しされていると家族含め近隣の人たちも思っている。
原発は稼働させ、昨今の電気代値上げや環境負荷軽減を推進するべき。
菊川市の財政も健全になるよう行政がしっかりと進めて欲しい。
菊川市加茂地区の人口が増えており、災害時の対応に不安があります。
災害時、地域活動の拠点として、加茂地区センターの改築・避難場としても活用できるような体育館のような施設などを作っていただけたら、嬉しいです。
企業誘致、若年層の増加、魅力的な都市計画、災害対策などサイクルがつながるようなまちづくりをお願いいたします。 (再掲)

お茶の町菊川は、もう無理があるかもしれませんね。というのも大規模に生産している所以外は補助や助成が皆無（あるかもしれないが知らない）なので、荒
らして固定資産税だけ払い、扱いに困ってる人のほうが多いと思います。
太陽光パネルも一時期は進みましたが、景観や費用、悪徳業者等の問題でピタっと止まってしまってるように見えます。菊川市主導でのメーカー、地元企業
との開発施工で景観の損ないにくい太陽光パネルでの電源確保とかで荒地の解消と災害に強い、とかお茶はお茶でのこしつつも依存せず転換していかない
と、町の特色はでてこないかもですね。新潟県の地元企業連合の風力発電とかいいですね。先日の掛川市の災害協定は他県の企業とで、関東全体で災害
が起こったときとか意味ないですよね。地元企業を育て成長させてかないと本当の意味での防災ではないと思います（やらないよりはいいけど）。
菊川市長が変わり元天浜線の社長だと聞きました。たしかアニメコラボとかやった人だと記憶にあります。前市長のいい政策をのこしつつ、特色のあるかじ取
りを期待しています。

(再掲)

菊川市民総合体育館、菊川市小笠体育館、堀之内体育館の建て替えを希望します。
防災の拠点になるような大きな体育館が雨漏りなどで老朽化が進んでいるため。
菊川市役所の駐車場整備、狭くて停めにくい。すれ違う道幅が狭く危険を感じる。

(再掲)

川の近くに住んでいるので水害が気になっていますが、いくつかの箇所で何かしらの対策をしている様子が伺うことができるのでありがたいです。対策に100
点がないことから雨が降ったとき安心して暮らせるようになると幸せです。

２　交通事故・犯罪のないまちづくり

下平川に住んでいますが、新しく出来た地区、住宅街で標識、街灯がなく非常に危険です。この間も交差点で事故がありました。子供が近所にも多いのでそ
れらを設置して欲しいです。実際にまちをパトロールして危険な場所は標識などを付けるなどしてほしい。街灯もないと防犯面が心配なので設置してほしい。
事故、犯罪のない町につながると思います。

・西方地区に住んでいるが、南北をわけるようにJR線があり、ガード下を通る為非常に不便である。また、車がないと生活がとても不便で老後この地区には
住みたくないと思う(買い物に行く、市役所へ行くのも大変だ)
・堀之内小から下校する小学生の通学路に歩道がなく、非常に危険である。通学路を見直すか？歩道を作ってほしい。
・市役所の駐車場を整備してほしい。台数ではなくちゃんとした1台当たりのスペースを確保する。ドアの開閉時にあてられそうでとめれない。駐車の白線が
見えにくい、駐車台数も大事かもしれないが、安全な駐車場にしてほしいし、必要なら有料でもかまわないのでしっかり整備してほしい。

(再掲)

一昨年菊川市に引越してまいりました。柳町は子どもも多い地域かと思います。しかしながら、街灯が少なかったり、公園もとても寂しくかんじます。交通や買
いものの便も良く、北口の完成を心待ちにしておりますが、駅北の公園もどうか整備していただけないでしょうか。また、市内にウオーキングやランニングが
安全にできる施設などがあると、子どもからお年寄りまで運動を日常に取り入れやすいのかなあと思います。いろいろと個人的な希望を書いてしまいました
が、いつも菊川市のために一生懸命働いてくださってありがとうございます。住んでよかったと心から思える街になっていくことを期待しています。

(再掲)

・県道が学校まで長いため子供たちの交通事故が心配されます。安全運転の徹底とドライバーのマナーを守ってほしい。
・市外からの通勤者ゴミを捨てるけどマナーが悪い。

(再掲)
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・あまり大がかりな発展により人の移動が多くなる様な事は望まない。
・通勤等で危ない所を、気軽に意見集約できる様な仕組みが有った方が良い。(地元以外の箇所)
・遅い時間でも学生が徒歩や自転車で安心して帰れる、まちづくりを目指して欲しい。

(再掲)

住宅地が異常に増えているのにとにかく道が狭く、危ない。子供達が公園で遊べるとよいが家がぎっしり建ち歩いて安全に行ける範囲に公園がない。造成す
るスピードが早すぎると思う。もう少し時間をかけて住宅地を造っていく事は出来ないのでしょうか？
住宅地になる前に道路の整備をしてほしい。小中学生の通学路も大変危険な所も多く、歩道の整備も付けくわえてほしい。 (再掲)
※市役所にTELした時、対応がとっても悪く、とても気分が悪くなった。
※学校の通学路、欲しい場所にカーブミラーがなく危険な場所があります。大きな事故が起きる前に、点検して欲しいと思います。
※菊川は夜になると街灯も無く、とても暗い危ない、まちの安全のためにも太陽光の街灯を設置を希望。
※菊川市民だけど、市長さんにお会いしたことがない。無投票だから、しかたがないですね‼

(再掲)

・子供の医療費をタダにしてほしい
・駅周辺ばかりにムダな税金を使いすぎ
・小学校通学のスクールバスを出してほしい(小笠南地区)
・小笠南地区に子供が遊べる公園が少ない
・小笠南地区に街灯が少ない
・小笠地区の活性化が必要
・サッカーが出来る環境をもっと作ってほしい

(再掲)

小学校への通学路にガードレール等がない道路が多く、交通量も多く不安。菊川、掛川の調査池は県外から釣りに来る人が多いと最近知った。釣り自体が
禁止になった池が増えているとの事。むしろ開放して人をあつめる事に利用する方が経済的にメリットが生まれそう。ワクチン接種が土日のみは不便。外国
人が増えているので多言語化はもっとすすめた方が良い。(役所HP等)

(再掲)

・けやき通りが薄暗い(夜間)
・県外に知れた観光スッポトが無い
・西方のコメリから北に向かう東海道線下を通り県道37号と交差する道路不便です。

(再掲)

・菊川駅の南北自由走路橋上駅の着工は駅周辺の活性化につながり、駅周辺の未利用地の解消等も見込まれ良いことだと思いますが、今使われていない
農地も増え、雑草でおおわれています。農業をしている人達(大きな農機具や機械を持っている人達中心に農業がまわっていて、持っていない人は、置き去
りにされています。)の収入減が年々増えていて、生活困窮者が増加しています。農業従事者のことも考えて頂ければと思います。・大きな活動は、目につき
やすく、”私達の為に、市が動いていてくれる”と姿勢が目立ちますが、私達にとっては、日々生活していく中では”利便性や安全性、生活しやすさ”等、日々
直接関係すること、身に触れて感じることが重要だと思います。１つには、私達が日々利用している通勤、通学路、また、運搬車やウィング車、、大型ダンプや
大型トラックetcの通る道路は日々使われていて、”危険のないこと””高齢者も安心して自家用車が運転できる道路であること”が”とっても大切”であり”重要
なこと”だと思います。市では、いつも何か事故や事が起きてから慌てて対処しようとします。それでは遅すぎるのです。まず、事故が起きる前に対処して頂い
てこそ、”市政のありがたさ””市政のあるべき姿”だと考えます。以前からお願いしていました。”丹野遂道のトンネル内”ですが、通勤の車や運搬用の大型ト
ラック、ダンプ、ウィング車が往来し、通学する為に自転車を使用して通っている学生も大勢います。トンネル内で体が触れるか触れないかすれすれで、すれ
違っています。また大型トラックが白線からとび出してくる場面もたびたび見受けられます。市の予算もあると思いますが、事故が起きてからでは後のまつり
です。そのようなことにならない為にも是非共ご配慮をお願い致します。ささやかな一市民の希望であり、切実な願いであります。どうぞ私達のお願いを叶え
て下さい。よろしくお願い致します。いつもいろいろとありがとうございます。これからも市民、一人一人の為に市民のことを第一に考えて行政を進めて行って
下さい。期待しております。

(再掲)

堀田地区の県道が歩道が狭く、小学生の通学時に心配です。 (再掲)

菊川駅周辺に多額のお金をつぎ込むより歩道、通勤、通学の中、高校生が安全に走ることができる自転車道の整備をお願いします。菊川市街の歩道はガタ
ガタ、市・南部(旧・小笠町)はせまく途中で無くなっている所が有ります。御前崎市の道路の様に学生やお年寄りの為にお金を使ってください。今クルマに乗っ
ている人でもやがて高齢者になれば免許証を返納して歩行者や自転車に乗る様になります。それから年中行事のように交通安全運動の時の旗を並べたり
大して役に立たない白バイの取り締まり等のパフォーマンス的な事はやめてしまって中身の有る交通安全運動に変えていくべきだと思います。そうすれば菊
川市は他の市町に先駆けて本気で交通安全に取り組んでいると有名？になりますよ。

(再掲)

牧之原にも交番と消防(救急支所をほしい。)

歩道が無く頻繁に車が通行している危険な通学路（小学校、中学校、高等学校）について、早急に点検・整備を希望します。菊川駅北口設置よりも、子供の
通学路整備を優先してほしい。
大人（市長・議員・市民）は、子供の安全確保を先ず優先するべきと考えます。更には、災害の時の備え等、駅北口設置よりも優先すべき課題は無いので
しょうか？

(再掲)

○高校生まで、児童手当がほしい。
○住んでいるところが、田舎すぎて、子供が学校へ行くまで、遠いし、街灯が少なくて帰りが心配。
○買い物へ行くに不便。お店が近くにまったくない。
○高齢者ドライバーが多く、事故が多いが、免許返納したら生活が不便。免許がなくても住みやすい街がいい。

(再掲)

健康のために歩きたいと思うが、暗くて怖いのでなかなか歩けないです。街灯があって、もっと安心して歩ける場所があると嬉しいです。整備された歩道も増
えるといいと思います。
まちづくりとは少し違いますが、可燃ゴミの袋は１０枚で束になっていますが、掛川市は１枚ずつになっていて使う時に取り出しやすいそうです。どうして菊川
市民はこれを改善しようとしないのか、と知人に何度も言われます。不満に思っている人がいるのかはわかりませんが。

(再掲)

・交通ルール無視(車間距離不保持、速度超過、一時不停止等)が挙げればきりがないほど多い。地元民は何も感じないだろうが、他県出身からすると9割方
まともな運転をしておらず、よくこれで事故が起こらないなというレベル。
・周りの目を気にするわりに、コロナ等の有事の際は我が強く、自分さえ良ければという行動が目立つ。これは菊川市民に限らず、静岡県全体として。人が良
い、穏やかというが表面上だけ取り繕っている根が腐った人が多い。
・新しいことにチャレンジしようする動きが市全体として見られない。すべて後追い。こんなに何も変わっていないのに高い税金はどこに使われているのか不
思議。
・医者の数が少ない。その数少ない医者が触診もせず自分の保身ばかり気にしている。増やして競争させるべき。
以上のような状況の地域で一生住みたい、子供を育てたいとは到底思えない。

(再掲)

自然や農業を大事にしながら、犯罪や事故の少なく安心な町。 (再掲)

浜松の知り合いが菊川は治安の悪い町だと言っていたので防犯に力を入れてイメージをよくした方がよいかも。
・菊川運動公園からつま恋へ向かう道が狭くS字で自転車、歩いてる子供とか危ない！あそこに歩道を至急設置を要望！事故が起きてからでは遅い！
・各歩道に草が生えていて景観悪い！公園周りのは歩けないくらい！
・菊川??掛川間のバスがないから不便

内田小学校前の道路を拡張していただいたように、子供の通学路や災害時の避難ルートの道幅の確保、曲がり角の見通し対策などは引き続き各所で行っ
ていただけたらと思います。
コロナ禍で利用を控えることが増えてしまいましたが、菊川市は児童館や図書館も綺麗で駐車場も広く、利用しやすいです。次世代を育てる環境を整えること
を今後も続けていただきたいです。

(再掲)

通学路の整備、安全対策が不十分
道幅の拡張や歩道の完備、横断歩道や信号設置を進めるべき
街灯や防犯カメラの設置も不十分
出来ないのであれば通学バスなどを運行すべき

(再掲)
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駅前に比べ、嶺田地区は街灯が少ないように思います。夜でも安心して出掛けられるように街灯を増やしてほしいと思います。また、外国人が増えてきてい
るので日本の文化や菊川市での生活に必要な常識を身につけてもらうよう市の方でも啓蒙活動を進めてほしいと考えます。母国への愛着は分からない訳で
はありませんが、一部の外国人の頑なとも見える態度は時として地域の中での問題となっているように見受けられます。日本に、菊川市に永住するつもりな
ら地域の慣習に従う覚悟が外国人にも必要なのではないかと感じます。もっとも日本人の中にも常識がない人がいるのも事実ですが。個人主義と言って周り
に迷惑をかけている人をそのままにしておくのは良くないと思います。

上平川に住んでいるのですが家の前の市道を抜け道として使う人が多く30キロ制限の道なのですがスピードを出して走って行く車が非常に多く子供の通学
路にもなっているのでいつか事故にならないか不安で仕方ないので早急に対策をお願いしたい

(再掲)

３　消防力を高めるまちづくり

・今後の菊川市の祭りも３年に１度の祭りにした方が良いと思います。
・防災では消防団員の入員が、年々減少していると聞いておりますが、地域ごと、50才までで、OBの方々が、多く居ると思いますので、経験者協力隊を作り、
ちょっとしたユニホームを確認の元渡し災害時には、協力隊として活動してもらう。地域に防災会もおりますが、やはり災害時には、消防団の指示が、有効に
なると思っています。

(再掲)

牧之原にも交番と消防(救急支所をほしい。) (再掲)

町づくりと言うより、菊川市としての消防署の数が少ない。支所を置くべきだ。緊急の場合の命が助からない可能性があると思います。

自然や農業を大事にしながら、犯罪や事故の少なく安心な町。 (再掲)

４　豊かな自然や住みよい環境を未来へつなぐまちづくり

菊川、牛淵川をもっときれいにする活動(例　ほたるのいる川と言われる川)
・道、水路のゴミ・カン、ペットボトル、コンビニ弁当のゴミその他
・水路ごみづまり
・下水道本管がすぐそばに通っているのに枠外だから使用できない。→長池の施設のキャパシティーオーバーとなるから→納得できない。
・年寄り世帯が増えていく中、買い物弱者が増えるから心配、又病院、医者通いも困難となり心配。
・自分も年寄り、とにかく老人が住みやすい、生活しやすい元気が出るまちになって欲しい。

(再掲)

若い人達が仕事も子育ても地元で安心して出来る環境が安定して継続できることを願います。
畑や田んぼが残っていてほしいので、安定した農業経営のできる方策ができて、残っていってほしいです。
気候にも交通便にも恵まれているこの町が、静かで緑の残る貴重な町として生きつづけてほしいです。

(再掲)

・県道が学校まで長いため子供たちの交通事故が心配されます。安全運転の徹底とドライバーのマナーを守ってほしい。
・市外からの通勤者ゴミを捨てるけどマナーが悪い。

(再掲)

燃やせないゴミ(プラスチック)の回収が２週間に１度は少なすぎる。せめて週１にしてほしい。ゴミ袋が取り出しにくくて困る。袋に入ったまま、１枚ずつ取り出
せるように改良してほしい。

桜の花を町にたくさん植えてほしい。

のら猫、外猫を減らす活動に力を入れていただきたい。猫を飼う無責任な人が多く、のら猫が多い。人間の責任なので、これ以上かわいそうな猫を増やしたく
ない。避妊や去勢の補助金を増やしてほしい。御前崎は１年に１匹全額補助が出ると聞いた事がある。犬と同じように猫を飼う際には届け出を出す制度を導
入してほしい。
都市計画税を取る地域と取らない地域があるのはおかしい。昔から続けているムダな税金の取り立てはやめてもらいたい。何も変わらないのに税金が有効
活用されているとは思えない。

緑、花等の多い町づくり。各家庭での推進。

配布物を減らしてもらいたい。作る人は大変だと思うが、ほとんどの人が目を通さないと思う。取らない人もいる。
先月近所の細いU字溝に土・砂・ゴミ・草等が埋まっていて排水が非常に悪くなってました。自治会長さんを通して市の環境推進課に伝えてもらいました。何
人かの職員と(休日なのにわざわざ手伝いに来てくれました)消防署の若い方(ボランティアや署員かも？)達が側溝の掃除をしてくれました。有難かったです。
予算もないし、大きな事柄出なかったのかこちらの要望とは少々異なりましたが誠意を尽くして対処してくれたことに感謝してます。
農業にも今後更に力を入れていただき食料自給率を日本全体で増やしていって欲しいです。
（原発再稼働について）再生エネルギーのみでまかなえればそれにこしたことはないが、現状は無理なのでつなぎとして２を選びます。が、各個人が節電でき
るように努力して安全な生活を送れるようにしたいものです。

(再掲)

私は団地に住んでいるのですが、以前よりも日本の方が減って、外国の方が増えて今まで守られてきたルールが守られなくなり、団地は汚くなってしまいまし
た。例えば、ゴミの出し方、夜まで子どもたちがさわぎながらあそんでいること、日本人が減って団地のそうじ当番などがなくなり、もうゴミやしきのようです。21
年間住んでてこんなの初めてです。外国の方に対してルールを外国語で作成するものをセットにして、住んでる人皆が快てきな生活を送れるようにしてほし
いです。

下水道の整備を早く整えてほしい
・協働センターの管理者も同じ人が長く続けない方が良いと思います。
・西方の菊川運動公園のトイレの件です。外から菊川に来た人がトイレがきれいだと印象が良いですが反対だとイメージが悪いです。現状は悪いです。
・竹も切ってほしいです。

(再掲)

道の花壇に草が生えているのが気になります。ボランティアで時々やってみたいと思います。定期的に行う。日曜日の午前など又は平日でもよい
・太陽光発電で里山の自然が失われている。池の中まで利用している、規制を是非やって欲しい
・空き家が目立つ、なんとか利用策を考えて欲しい。
・災害は復興できるが放射能汚染はなかなか元にもどらない。原発はなくして欲しい。(菊川市ではないですが)

(再掲)

もう少し街灯や道路の整備と道幅を広くしたほうが良いと思います。病院も少ないし美容院も少ないと思います。ゴミの分別方法が細かすぎると思います。 (再掲)

堤防にお花があれば楽しめると思いますが、

・周辺都市いくつか公式LINE友だち登録していますが、菊川市のホームページ使いにくく魅力的でない。ちなみに焼津市、吉田町等の方が楽しい、使いやす
い(見やすい)
・埋立ゴミ(ガラスや陶器の割れた物)を出すのに難儀、リサイクルステーションに出せると助かる。ビニール袋が破れてしまう。
・無記名でゴミを出す人(特に外国人？？)に限って時間外に出している。
・娘が世田谷に住んでいて公園の在り方がすごく良い。花や緑をゆっくり楽しめこどもが遊べ体力作りができる。藤枝の蓮華池公園も。あらさわ公園も。コロ
ナ下で遠くに出れないけれど近場で大人も子供も過ごせる場が有ると良いと思う。(例えば、図書館が公園の中にあり、手頃な食事ができる施設が併設して
いるとか卓球場等、イベントができる施設…、体験教室)

・周辺の市にくらべて税金、水道代など暮らしていくのに掛かる物が高い。
・深蒸し茶の発祥の地といいながらアピールが少ない下手だと思う。
・地方の友人が「ちゃこちゃんいいね。」と言っていたが、最近は「きくのん」ばかり。双方つかって菊川をアピールするべき。
・大雨・台風が来ると自宅近くの川が増水してあふれて島の様になる。ずっと言っているが、整備が進んでいない。
・以前は夏になるとホタルが自宅前の小川にいたが、人が増えていなくなってしまった。冬は星もきれいに見えていたが、人が増えてあまりみえなくなってし
まった。人が増えてもこのあたりのバランスを考えてもらえば住みやすくなるのではと思う。
・高齢者が安心して免許が返納できるまちづくりをしてほしい。現状では無理。巡回車はあるのを知っているがそこまでが遠い。アクセスが悪いので使用しず
らい、できない。勧められない。

(再掲)
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地域清掃や防災活動は必要な活動であるが、祭典を地域交流として参加させようとしている。誰もが好んで参加するイベントではない。私は騒いだり酒飲ん
だりすることが好みではない。よって祭典には参加していない。しかし自治会からは祭典費を徴収される。今後、年金生活になったとき、そのお金すら生活を
圧迫することもあり得る。コミュニケーションは大事なのは理解できるが生活を圧迫するようなものは不要です。個人からの出費が必要なイベントは本人の希
望を確認し、選択肢を設けるべき。極少数派かもしれないが、こういった意見があることを理解してもらいたい。道路環境について、歩行者や自転車がもっと
安全に歩いたり走ったりできるようにしてほしい。下水道整備を早く進めてきれいな川の流れる街にしてほしい。駅南と駅北の往来が不便なので駅北出口の
設置は必ず実現してほしい。

(再掲)

河川の環境改善を進める
コロナ禍の為と思うが汚れが目立つ
アンケートの特に生活の実感についての回答の選択が分かりにくい

健康のために歩きたいと思うが、暗くて怖いのでなかなか歩けないです。街灯があって、もっと安心して歩ける場所があると嬉しいです。整備された歩道も増
えるといいと思います。
まちづくりとは少し違いますが、可燃ゴミの袋は１０枚で束になっていますが、掛川市は１枚ずつになっていて使う時に取り出しやすいそうです。どうして菊川
市民はこれを改善しようとしないのか、と知人に何度も言われます。不満に思っている人がいるのかはわかりませんが。

(再掲)

地区によって住みやすさに差があると思います。
駅周辺の地区は比較的栄えていて買い物などに困りませんが、それ以外の地区は買い物は車での移動が必須になるという点がかなり不便かと思います。
あと、プラスチックゴミの分別方法がとても面倒です。

いざ受診したいと思ったときに、行ける病院が少ないので医療を充実させてほしい。
他の市から、引っ越してきて水道代が高くて驚いた。この金額支払うならば上下水道の設備をもっと改善してほしい。(下水?の臭いが臭いところが何ヵ所かあ
る)
大きい通りは割りと街灯があるが、一本入ると街灯が少ないところがある。もう少し増やしてもいいのでは?

(再掲)

このアンケートに、35分くらいかかりそうです。
自分がよくわからない(あまり関わっていない)分野の質問ですと、イメージで答えざるを得ません。
そのように答えられたアンケートの集計結果に、意味があるのかどうか、心配になります。
忙しい人には、このアンケートは負担でしょうし、問題意識の高い人でも、その人が有能なら、このアンケートに答えている時間はないのでは、と思います。
まちづくりについて、意見を聞くのであれば、個別・具体的な質問でないと、あまり意味がないのでは、という印象を受けました。
大変、失礼しました。
設問３（以前より住みにくくなった理由）ですが、河川改修（曳家）後、７年前から常時自宅の敷地で振動を感じるからです。振動を感じるのは家族の中で私だ
けですが。

10月の屋台引廻しのお祭りについて。準備含めた参加不参加、法被の有無、全て実質強制になっている現状を何とかしてほしい。屋台引廻しや踊りの練習
や準備など、仕事をしているので時間も取れないし、全くやりたくない。法被も高く、なぜ買うのか、買わないで参加すると後ろ指を差されるのか理解ができな
い。そういうものに祭費として安くないお金を出すのにも納得ができない。周りにもそういう人が多い。年上の方々がお酒が飲めると酔っ払って参加したがっ
たり、声が大きいようだが、今の若い人(特に市外県外からの転入者)はやりたくない人が多い現状を理解してほしい。毎回各家庭にアンケートを取り、やるか
やらないか決めるように自治会に働きかける等、自治会単位でなく、市全体のお祭りなのだから市で議題に上げてもらいたい。
大きな商業施設を誘致して町を活性化してほしい。使われてない土地がたくさんあるのだから、有効活用してほしい。
ガードレールを主要などの道にも両側に設置し、子供やお年寄りなど危険なく通行しやすくしてほしい。
側溝に全て蓋をし、人が歩道を歩いていて滑り落ちるようなことがないようにしてほしい。子供が歩いていて落ちそうになっていたことが多々見られた。
自治会での草刈りや溝さらいなど、市の管理のものは市で管理して欲しい。個人所有の土地でないのに、なぜ行わないといけないのか。不参加の場合の罰
金もなぜあるのか。

(再掲)

①景観と観光資源の観点から少しづつでもよいので電線の地中化に土木関連予算を充ててほしい。折角の風光明媚な環境が台無しになっている。
②ビジネス物件の整備とベンチャー企業等の誘致により農業、自動車関連以外の雇用育成をしないと今後の社会情勢変化に適応が難しくなると思う
③熱海市の災害を教訓に無秩序な太陽光パネル設置は厳しく規制すべきである。観光資源を破壊している。

(再掲)

可もなく不可もなくな印象です。最近山肌が多くソーラーパネルばかり見られるようになりました。人間のためにお金になることや暮らしやすさ優先なのかもし
れませんが、動物たちの住処である場所がなくなっていくことはとても寂しく心配です。きっとそこまでのケアや保証など何もしていないと思います。外観もそう
ですがいずれ鳥の声や葉の掠れる音もなくなり砂が舞うのかと思うと悲しくなります。
私はこの自然溢れる空気と時折り強く吹く風が好きです。どうかコンクリートや鉄で埋め尽くさないで頂けると嬉しいです。
どんな街づくりを目指しているのかあまり知らないのですが、たくさんの生きているものたちがどこにいても幸せである場所であってほしいです。
自然や農業を大事にしながら、犯罪や事故の少なく安心な町。 (再掲)

早期に下水道整備願います。

お茶の町菊川は、もう無理があるかもしれませんね。というのも大規模に生産している所以外は補助や助成が皆無（あるかもしれないが知らない）なので、荒
らして固定資産税だけ払い、扱いに困ってる人のほうが多いと思います。
太陽光パネルも一時期は進みましたが、景観や費用、悪徳業者等の問題でピタっと止まってしまってるように見えます。菊川市主導でのメーカー、地元企業
との開発施工で景観の損ないにくい太陽光パネルでの電源確保とかで荒地の解消と
災害に強い、とかお茶はお茶でのこしつつも依存せず転換していかないと、町の特色はでてこないかもですね。新潟県の地元企業連合の風力発電とかいい
ですね。先日の掛川市の災害協定は他県の企業とで、関東全体で災害が起こったときとか意味ないですよね。地元企業を育て成長させてかないと本当の意
味での防災ではないと思います（やらないよりはいいけど）。
菊川市長が変わり元天浜線の社長だと聞きました。たしかアニメコラボとかやった人だと記憶にあります。前市長のいい政策をのこしつつ、特色のあるかじ取
りを期待しています。

(再掲)

・菊川運動公園からつま恋へ向かう道が狭くS字で自転車、歩いてる子供とか危ない！あそこに歩道を至急設置を要望！事故が起きてからでは遅い！
・各歩道に草が生えていて景観悪い！公園周りのは歩けないくらい！
・菊川??掛川間のバスがないから不便

(再掲)

野焼きを条例で禁止もしくは曜日を決めて規制すべき。洗濯物ににおいがつくし、それにより精神的にイライラする。
燃えるゴミの日以外のゴミの日がいつなのか分からないのでお知らせしてほしいのと、ゴミ集積所に自治会の名前を書いてほしいです。ゴミ袋に自治会名を
書かないといけないですが自治会名が分からず困っています。

土手を散歩することもありますが、ゴミが落ちている事があり、モラルの低い市民もいることに悲しく感じることもありますが、基本的には住みやすくて好きで
す！これからもお願いします

住みやすく素敵な町だと思います。自然を残し安心出きるのんびりとした、街であり続けてほしい。
自然を壊す開発や人があふれる商業施設は、余り求めていません。使用していない土地を上手に利用して欲しい。住みやすい宅地も増えれば嬉しく思いま
す。
地域住民の声をしっかり聞いて、より素敵な菊川市になりますように、ご尽力お願いいたします。

自然の緑や河川など田舎の良さを出来る限り維持して頂きたいと思います。
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住みやすい町作りは賛成だが、人口が増えると治安が悪くなったり昔ながらの自然がなくなる傾向がある。
現に私が住む地区では20年前と比べて人口の増加の為、田園風景から住宅地に変わってしまった。昔は近くの川や田んぼにいた蛍が今はほとんど見ること
が無いし、田んぼがあればいるオタマジャクシやメダカの姿を見ることがない。
人が住みやすい町作りも大切だけど元々住んでいた動物や生物が住みやすい町作りも大切だと思いました。
道は良くなったけれど、大きな樹がどんどん無くなって寂しい。

５　良好な住環境や道路・公園を次世代に引き継ぐまちづくり

①市長の市内放送ですが、午後１時に行われていますが１時は仕事をはじめる時間で放送を流しても全くのムダとしか言いようがありません。たった５分昼
ランチの時間を使うことはムリなのでしょうか。本当に伝えたいと思う気持ちがあったなら皆さんに聞いてもらいたいと願う気持ちがあったならば12時15分頃
からの放送でどうでしょうか。
②けやきで毎日ラジオ体操をながして皆が自由に参加できる空間を作って欲しい。子どもから大人、老人にもできること毎日流して市内が健康づくりにはげ
んでいる。→テレビでも取り上げてくれますよ。検討して下さい。
市内を巡回しているバスを掛川や他市町村のようなバス型の車両にして欲しい。コロナが流行して密をさけるべきなのに大型タクシー型だと人ととなり合わせ
になるので国が率先して提言している感染予防対策とは真逆に感じます。菊川市は小さな町なのにコロナ感染者が多いのは市の取り組み姿勢にも問題が
あるように思います。市内のタクシー会社さんに車両の変更を依頼実行をお願いして欲しい。皆が使えるようにして欲しい。

(再掲)

静かで緑も多いし住みやすいとは思いますが、少しこう外に行くと山の木々の枝が道路にまででていて、車をきずつけている。枝を切り取ってほしいです。
近りんの人達と朝06:30からのNHKのラジオ体操などできる所があればいいなと思います。以前の町でやっていましたから、となり近所の人達と交流があまり
ないので少しさみしいかな。

(再掲)

高年齢者、運連免許証返納の推進に伴う交通手段の確保、特に市外でバスの利用が困難な所への手当てとコミュニティバスのバス亭まで行けない高齢者
に対する対応策を考えられたい。

(再掲)

・衣料品を買う店が少ない。市外へ行くことが多い。
・子供の自転車通学、安全な道路確保がほしい。
・静かで緑豊かな環境で子育て、そして最後まで安全な暮らしが出来たら良いと思う。

(再掲)

20年以上前から比べるとすごく良くなっていると思います。道路が新しくなったり、店が増えたり病院が増えたりと。
福島の現状を知っていれば、原発は絶対に停止するべきだと思います。政府は何十年で後処理といっていますが、専門家は安全に処理するのは何百年か
かるといっています。自分達の代で後処理出来ない物を使用すべきではないと思います。将来は良い方法が見つかるというのは無責任だと思うし、どうして
も使うならちゃんと処理できる方法を作ってから。
少子高齢化がものすごく進んでいると感じます。自分の親も70代後半。それでも世代なのかマイカー生活が中心で少し心配でもあります。仕事が不定期な事
もあり（自分）日中町へ出掛けると本当に高齢の方が多く、シルバーマークの車もよく走っておりヒヤッとする事も多いです。車がなくても住みやすい町（今以
上にコミュニティバスの拡大etc）車以外の交通手段を本人が苦にならない雰囲気づくり、健康作りをして歩いたり、自転車・バス・電車を使用することが車より
めんどくさい、大変ではなく、自分の力で移動できるよろこび、公共機関を使用することで、新しい発見や刺激、購入が出来る場と思えるような！そんな支援
が充実していける町作りを望みます。

(再掲)

駅を中心とした地域開発は活性化されていきますが、小笠地区の特に南地区はおきざりにされているように思います。特に高齢者や少ない国民年金だけで
の生活している人の実態をつかんでどんな支援を必要としているのかを考えて欲しいと思います。住みやすい町づくり、安心して暮らせるまちづくり、幸せを
感じる町づくりを!！
住みにくくなったわけではないけれど、自然環境がソーラーパネルに変わってきて、心に空しさを感じる。

(再掲)

小・中学校・子供園周辺の道(通学路)がせまい。 (再掲)
①奈良野のトンネルは、東に切り通しの道路に望む(大型、自転車は無理がある)
②信号に付いて主用道路は通常、青にして対向は、止まらず青になる用(無用な停止なくす)本来なら主用道路は４車線が望ましい
③少子化に対する対策、若者の出会いと職業(生活)
④静岡県は、家康も住んでいましたが、国の主が日本の中心であり、交通、気候が良く全てにおいて、重要であり理想と思います。

(再掲)

川上郵便局の歩行者信号の向きがおかしい(まがっている)です。

新菊川駅については反対です。市内の整備に税金をつかうように！
重要なことは、空き家対策と放棄されている土地(農地、山林等)私の家のまわりには空き家、茶畑等、電線にかかっている所もあり、火災が心配ですし、空き
家は家のまわりは雑草におおわれ、木は伸び放題で家の雨樋に枯れ葉が入ったり、木が家の屋敷まで入ってきたり、本当に困っています。もう何年も何回も
市役所には言っていますが、全く対応してくれません。どうなているのでしょうか？市民の為の市役所ではないですか？切に願います。お願いします。

(再掲)

子供たちが自由に遊べる公園がもう少しあった方が良いと思います。 (再掲)

提示されていた項目は全て重要に決まっていますよね。年齢的にスポーツは参加できませんが、ウォーキングは休日には雨天でも続けています。体脂肪は
確実に落ちます。
車の運転しなくなったら不便になるのは仕方ありませんが、コミュニティバスなどの充実を期待しています。
スマホ・パソコンをすすめるのなら、紙使用したい私はこれからは辞退させて下さい。
原発に関しては、エネルギー不足になったら稼働せざるを得ない時が来るかもしれないけれど、経年劣化を心配しています。停止していても危険な物質は発
電所に有り続けているのが現実ですよね。

(再掲)

コミュニティバスはやめてほしい。雨が降っても停留所まで行く、タクシーならば家まで来る。
朝、役所に行っても挨拶が出来ない人がある。
早く駅北を作ってください。

駅北の発展とは対比で、駅周辺がさびれているのが残念です。
※アンケートの対象者として、かなりの確率で回答していると感じます。無作為にしては同居家族の中でも私だけ回答している気がします。片寄りが生じなけ
れば良いのですが…。

市内の公園が整備されていてとても良いが、よく行く公園に(宮の西公園、船岡山公園、菊川運動公園)にブランコがあればいいなあと思います。カゴタイプも
あるといいですね。宮の西公園に東屋がもう少し欲しいです。

(再掲)

・妻と二人なのでいずれは空家になってしまうので土地等の処分に頭を悩ませています。(特に農地の処分が)
・コミュ協などの活動がムリやりやらされるのでとても不安である。(司会やPCが出来ないのに)

(再掲)

子供から高齢者まで住みやすいまちづくりをお願いします。核家族が増え、高齢者のみの世帯も増えてきているので、もっと子供と高齢者とがかかわれる機
会があるといいと思います。
道路の整備(穴があいている、でこぼこしている)所を早めに直してほしい。

(再掲)

小笠地区に公園が少ないので充実させてほしい
・西方地区に住んでいるが、南北をわけるようにJR線があり、ガード下を通る為非常に不便である。また、車がないと生活がとても不便で老後この地区には
住みたくないと思う(買い物に行く、市役所へ行くのも大変だ)
・堀之内小から下校する小学生の通学路に歩道がなく、非常に危険である。通学路を見直すか？歩道を作ってほしい。
・市役所の駐車場を整備してほしい。台数ではなくちゃんとした1台当たりのスペースを確保する。ドアの開閉時にあてられそうでとめれない。駐車の白線が
見えにくい、駐車台数も大事かもしれないが、安全な駐車場にしてほしいし、必要なら有料でもかまわないのでしっかり整備してほしい。

(再掲)
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駅北部の都市計画の件ですが、駅南北道路等の計画は実施が決定していますが、以前、駅北に最販店等が出店し、その後１店が撤退した事実がありまし
た。今回の駅南北道路等の工事が完成する前に今後都市計画にある駅北部の土地開発(道路、住宅地、商業地域等)を平行して進めていくことが大切と感じ
ます。

一昨年菊川市に引越してまいりました。柳町は子どもも多い地域かと思います。しかしながら、街灯が少なかったり、公園もとても寂しくかんじます。交通や買
いものの便も良く、北口の完成を心待ちにしておりますが、駅北の公園もどうか整備していただけないでしょうか。また、市内にウオーキングやランニングが
安全にできる施設などがあると、子どもからお年寄りまで運動を日常に取り入れやすいのかなあと思います。いろいろと個人的な希望を書いてしまいました
が、いつも菊川市のために一生懸命働いてくださってありがとうございます。住んでよかったと心から思える街になっていくことを期待しています。

(再掲)

駅北口を早く作った方が良い。駅南からの商店街は開発失敗だと思う。行きにくい、駐車しにくいお店をやっている人はかわいそう。 (再掲)

子供が通学したり、年寄りが買物をしたり、歩いて移動するのに道路に歩道が整備されている所が少なく感じます。 (再掲)
菊川市と云っても、菊川地区、小笠地区に判別される。
小笠地区はとても不便である。高齢化が進む中、車の免許返納後の生活環境がまったく整っていないため、いつまでも車を手放せない現状があり恐ろしい。
車を運転しなくてもかしこい消費・移動手段を早急に整えて欲しい。→(タクシーの割引き等)
小笠地区での農業推進ではなく、税収のある誘致をして欲しい。
余談ですが…・市役所の各担当者の知識が乏しく聞いた事に対して適格な回答がいただけない事が多く困ります。市民の税金給与だと思います。確実な対
応をして頂けたらと思う次第です。特に小笠支所ですが…
小菊荘公園の整備をしてください。遊具等かなり悪くなっていませんか？

(再掲)

菊川の堤防道路は安全上車両は通行禁止にしてほしい。

公園をもっといっぱい増やしてほしいです。アスレチック、遊具がいっぱいの子供がいっぱい遊べるような広い公園をつくってください。商業施設の誘致もお願
いします。イオン系列店、外食できるお店、掛川に比べると菊川は少ないように思います。近くにいっぱいお店ができてくれればもっと人がいっぱいくると思う
ので検討して下さい。

(再掲)

私達の地区は道路は広い道路が出来車の往来が増えましたが、車が走るばかりで宅地がないのでにぎやかさが増しません。農地が宅地に転換はなかなか
出来ないのでしょうか。まちづくりと言っても私たちの地区は町が消えて行くように思われます。

(再掲)

・コロナに対する危機的意識が不足している様に思う。
・菊川駅北口の整備、期待しています。

(再掲)

・子供が安心して暮らせる(放課後児童クラブの拡大、地域の見守り、公園の整備等)
・高齢者が活躍できる場(ボランティア、資格を活かせる制度ーシルバーに登録する人は少ないのでは？もっとできることはたくさんあるはずですex)放課後児
童クラブ、一人暮らしの家の手伝い等、ポイント制にしたりするのも良い、まだまだ働けるシニアがいるのにもったいないです。
・免許を返納した人への通院等、もっと柔軟な政策が、田舎には必要です。(インターネット配信、配物だけでは伝わらない人もいます。)様々な手続きが小笠
支所でもできるようにしてくれたら嬉しいです。(働く人、高齢者、乳幼児をもつ人は、小笠から菊川にいくのは半日がかりです。
・豊かな自然を、利便性のためにこわさないようにしてほしいです。菊川駅周辺のみの開発は意味はある？誰の何の目的？使われた税金は？等々、小笠地
区の住民は不満のある人もいると思います。

(再掲)

住宅地が異常に増えているのにとにかく道が狭く、危ない。子供達が公園で遊べるとよいが家がぎっしり建ち歩いて安全に行ける範囲に公園がない。造成す
るスピードが早すぎると思う。もう少し時間をかけて住宅地を造っていく事は出来ないのでしょうか？

(再掲)

住宅地になる前に道路の整備をしてほしい。小中学生の通学路も大変危険な所も多く、歩道の整備も付けくわえてほしい。 (再掲)
・子育てしやすいまちとよく耳にするがイマイチわからない。菊川だけ医療費が(子供)500円かかるとか…市外から引っこしてきた人達にむけているようで菊川
市で子育てしていてよかったと思うことが少ししかない。
・商業施設がない。もう少し旧小笠町の方の施設(道路など)に目をむけてほしい。
・小笠にも子供が安心して遊べる公園がほしい。

(再掲)

工業団地が出来た為に県道を大型トラックが多通過するが、道路設備が不充分な為に通学児童の安全が確保されておらず、トラックの重量が重いために道
路がガタガタになっている。それを放置している為、安全が確保されず悪循環となっている。菊川市は県道だからと問題としないが工業団地を誘致した以上、
責任は免れない。市の対応も悪い。

(再掲)

菊川駅の橋上駅舎化がほんとうに必要ですか？菊川市民にはもっと必要がある物があると思います。

医療施設や道路、交通をもっと充実させてほしい。大型商業施設がほしい(土地はあるのに…) (再掲)

小笠南地区のバイパスの開通を早く望みます。
空家の樹木管理に対し空家対策法の見直しをして下さい。地域支援課の未来塾の参加で若い人の中にボランティア精神を持ってる若者が多くいることを
知った。人材の活用対策をもっと活発にすべき。老人の活用事例が少ない、老人をもっと活用する対策が不足している。お茶産業から何の産業に変換する
のか対策が見えてこない。菊川は里山ありが良い所里山をイジするには何をどうするのか。市民全体の活用を考える人をさがす時が来たと思います。

(再掲)

上倉沢の歩道を拡張してほしいです。

交通の便も良く住みやすいと思います。ただ、島田市の様に、市外の人が遊びや買い物に来たくなる施設(大型遊具、道の駅)が無いのが残念です。せっかく
のどかで広い土地もあるので、ファミリー層をねらった公園等もあると良いなあと思います。イオンの様な建物が景観を損ねるので反対ですが、雨の日でも子
供を安心して遊べせられる大きい施設がほしいです。

(再掲)

菊川の駅の周辺が新しいマンションができたりと活性化されたり、デジタルに力を入れていて便利な世の中になっていますが、私は以前のように人と人とが
交流が深くマンションがたくさんできるより自然が増えることや昔のような商店街が増えて活気あふれる町並みになったり、空き家や古民家を活用して共有ス
ペースを作り色んな世代の方が交流できる場が増えてほしいです。戦争を経験した高齢の方々の話や今後のことを考えると畑を自分で行うことができる事も
大切だと思うので農業のことを、若い方や経験していない方へ教えて伝えていってほしいです。新しいことへの発展も大切ですが、昔からあるものを大切に、
自然や建築物をもっと若い人にもありがたさを知ってもらい菊川市を好きになってもらいたいです。菊川はみどりいっぱいのお茶畑や自然、田んぼ、農作物、
あたたかい人柄、歴史ある建築物があるからこそ素敵な町だと思います。コロナのワクチン接種の接種率をLINEで送られてくるのは苦痛でした。事情があっ
て打たない人、打てない人がいる中で、数字として出されると困る方もいます。打つことが全てではないし、食事、運動、お茶などで予防できる事もたくさんあ
るので、そのようなことをもっとLINEなので広めてワクチンに頼るのではなくて普段から行っている生活習慣の中で改善できることを言ってほしいです。菊川
市の広報の影響力はとても大きいです。市の職員がコロナになったとしても謝罪の言葉は必要ないですし、誰がなったという報告も必要ないです。誰もなりた
くてなっているわけではないので。それよりもこのコロナ化で外出しなくなってしまい体力低下して足腰が弱くなったり、人との交流がうすれてしまった高齢者
もいます。常にマスクをして授業を受けたり運動をして体調をくずす子供もいます。このままでいいんでしょうか？コロナよりもこういう方々に目を向けてほしい
です。これから暑くなるなかわからなくてマスクをし続けるお年寄り、子供が心配です。大人は自分で行動をし、外食したり遊んだりできているけど、子供は学
校では黙食、行事もほとんどなく卒業アルバムを見ればマスク姿ばかりで切ないです。一生に一度しかない学生生活。マスクのあり方、行事や部活動のあり
方考えてほしいです。よろしくお願いします。

(再掲)

・子供の医療費をタダにしてほしい
・駅周辺ばかりにムダな税金を使いすぎ
・小学校通学のスクールバスを出してほしい(小笠南地区)
・小笠南地区に子供が遊べる公園が少ない
・小笠南地区に街灯が少ない
・小笠地区の活性化が必要
・サッカーが出来る環境をもっと作ってほしい

(再掲)

生活に車が必要なまちなのに、道路の整備が進まない。幹線道路をどの様にしたいのかわからない、知らない。市内からどの方向に行くのにも、必ず何回か
曲がらないと行けない。また現状車が必要なまちだけに、将来免許証を返上した時の生活がどの様になるのか非常に不安である。

(再掲)

・けやき通りが薄暗い(夜間)
・県外に知れた観光スッポトが無い
・西方のコメリから北に向かう東海道線下を通り県道37号と交差する道路不便です。

(再掲)

・車の運転が出来ないと不便な事がある

駅周辺の活性化が望ましい。

60



駅周辺の整備、特に北側。駅の利便性がない、活かされてない

・丹野池の整備・丹野トンネルの拡張、整備・道路未着工区間の早期着工(BP南進高橋地区) (再掲)

菊川駅南北道路、北口広場に期待しています。静岡市にも浜松市にも中間点ですので両方への通勤が可能です。あと、菊川アエルには時々コンサート等利
用していますが、もっと人気のあるビックな公演を多く望みます。そうすれば遠方から菊川市に来ていただける機会が増えます。大型の体育館(アリーナ)や、
子供が遊べる公園整備なども課題と思います。私も少なからず「菊川市を良くするまちづくり」に参画していきたいと思いますので、市長さん他皆さんには頑
張っていただきたいと思います。

(再掲)

・菊川駅の南北自由走路橋上駅の着工は駅周辺の活性化につながり、駅周辺の未利用地の解消等も見込まれ良いことだと思いますが、今使われていない
農地も増え、雑草でおおわれています。農業をしている人達(大きな農機具や機械を持っている人達中心に農業がまわっていて、持っていない人は、置き去
りにされています。)の収入減が年々増えていて、生活困窮者が増加しています。農業従事者のことも考えて頂ければと思います。・大きな活動は、目につき
やすく、”私達の為に、市が動いていてくれる”と姿勢が目立ちますが、私達にとっては、日々生活していく中では”利便性や安全性、生活しやすさ”等、日々
直接関係すること、身に触れて感じることが重要だと思います。１つには、私達が日々利用している通勤、通学路、また、運搬車やウィング車、、大型ダンプや
大型トラックetcの通る道路は日々使われていて、”危険のないこと””高齢者も安心して自家用車が運転できる道路であること”が”とっても大切”であり”重要
なこと”だと思います。市では、いつも何か事故や事が起きてから慌てて対処しようとします。それでは遅すぎるのです。まず、事故が起きる前に対処して頂い
てこそ、”市政のありがたさ””市政のあるべき姿”だと考えます。以前からお願いしていました。”丹野遂道のトンネル内”ですが、通勤の車や運搬用の大型ト
ラック、ダンプ、ウィング車が往来し、通学する為に自転車を使用して通っている学生も大勢います。トンネル内で体が触れるか触れないかすれすれで、すれ
違っています。また大型トラックが白線からとび出してくる場面もたびたび見受けられます。市の予算もあると思いますが、事故が起きてからでは後のまつり
です。そのようなことにならない為にも是非共ご配慮をお願い致します。ささやかな一市民の希望であり、切実な願いであります。どうぞ私達のお願いを叶え
て下さい。よろしくお願い致します。いつもいろいろとありがとうございます。これからも市民、一人一人の為に市民のことを第一に考えて行政を進めて行って
下さい。期待しております。

(再掲)

菊川駅北口の整備をなるべく早い時期にお願い致します。

JR北口は本当に必要であったのか？無駄な費用に当たるのではないか。市民税が高いと思う。ブランコ、すべり台のある公園をつくってほしい。 (再掲)

駅に北口が早くできてほしい。また、駐車場が駅の近くにもっとほしい。掛川道の駅へ通じる道を整備してほしい。

①『暮らしやすさ』についてのコーナーにも書きましたが、小松洗橋、なんとかしてほしい。駅に40数億かけるより、市民(子ども)が毎日使う道路・橋を安全なも
のにするのが先にやるべき事だと思います。
②これは市の責任だけではないとは思いますが、役所の職員をパートを減らして正職員をふやしてほしい。課によっては少ない正職員の負担がかなり大き
く、業務にさしさわりが出ているように思います。(連日残業で帰宅が21時等)疲れ切った身体ではいい仕事ができないのでは。
③私の家は原発から10㎞の所です。菊川市全体も原発から30㎞県内にスッポリ入ります。地震または原発そのものの不具合で事故が起きたらとんでもない
事になります。福島をみる通りです。市は(議会も)市民の命や暮らしを絶対に守るという強い気持ちでやっていってほしい。前市長のようにのらりくらりと対応
していたのではダメです。新市長には期待しています。『私が市長をやります』ということで市長になられたのですから、一番かんじんな所で頑張りを見せて下
さい。

(再掲)

・税収が上がる策を取って市民に質的に返してもらいたい。ただ現状維持のままでは市民としては残念です。交通面でもあまり貧弱すぎると思う。朝夕のラッ
シュ時等、たとえば日の出町？マンダー道路交差点の通行の悪さはひどいもんです。信号機等の調整をしっかりと行えばもっと良い結果が出ると思います。
いろいろな交差点で有ると思う。計画的でない道路の為に。また税収が上がるにしては、人工増にする事も一つだと思う。もっと積極的に農地(青地)等を開放
して住宅等がふえさせていただきたい。それに伴い山地等を工場誘致、宅地等への造成を行い、人口が増えて行くのではないかと思います。もっと積極的な
計画を立てて取り組んで頂きたいと思います。長い間あまりにも残念でありました。

(再掲)

・太陽光発電で里山の自然が失われている。池の中まで利用している、規制を是非やって欲しい
・空き家が目立つ、なんとか利用策を考えて欲しい。
・災害は復興できるが放射能汚染はなかなか元にもどらない。原発はなくして欲しい。(菊川市ではないですが)

(再掲)

菊川駅北口が完成するのが楽しみです。

もう少し街灯や道路の整備と道幅を広くしたほうが良いと思います。病院も少ないし美容院も少ないと思います。ゴミの分別方法が細かすぎると思います。 (再掲)

菊川駅周辺に多額のお金をつぎ込むより歩道、通勤、通学の中、高校生が安全に走ることができる自転車道の整備をお願いします。菊川市街の歩道はガタ
ガタ、市・南部(旧・小笠町)はせまく途中で無くなっている所が有ります。御前崎市の道路の様に学生やお年寄りの為にお金を使ってください。今クルマに乗っ
ている人でもやがて高齢者になれば免許証を返納して歩行者や自転車に乗る様になります。それから年中行事のように交通安全運動の時の旗を並べたり
大して役に立たない白バイの取り締まり等のパフォーマンス的な事はやめてしまって中身の有る交通安全運動に変えていくべきだと思います。そうすれば菊
川市は他の市町に先駆けて本気で交通安全に取り組んでいると有名？になりますよ。

(再掲)

田んぼや畑だった所に家が建っていますが、せまい道路のままぎりぎりの所に塀ができている所もあり、通学路なのに大丈夫かなと思うことがあります。最
近の水害も心配です。

(再掲)

佐鳴予備校の前の道、信号機前にもかかわらず、停車の列になっているので本当に危険。毎日危険。
・夜間に救急対応の病院がないので困る。特に小児科‼
・公園に遊具が少ない。掛川のたまり～なみたいな公園が欲しい。
・お茶をもっと宣伝してほしい。掛川に負けない位。「深蒸し発祥の地」をもっと広めてほしい。掛川に乗っ取られてる気がする。

(再掲)

・周辺都市いくつか公式LINE友だち登録していますが、菊川市のホームページ使いにくく魅力的でない。ちなみに焼津市、吉田町等の方が楽しい、使いやす
い(見やすい)
・埋立ゴミ(ガラスや陶器の割れた物)を出すのに難儀、リサイクルステーションに出せると助かる。ビニール袋が破れてしまう。
・無記名でゴミを出す人(特に外国人？？)に限って時間外に出している。
・娘が世田谷に住んでいて公園の在り方がすごく良い。花や緑をゆっくり楽しめこどもが遊べ体力作りができる。藤枝の蓮華池公園も。あらさわ公園も。コロ
ナ下で遠くに出れないけれど近場で大人も子供も過ごせる場が有ると良いと思う。(例えば、図書館が公園の中にあり、手頃な食事ができる施設が併設して
いるとか卓球場等、イベントができる施設…○○、体験教室)

(再掲)

歩道が無く頻繁に車が通行している危険な通学路（小学校、中学校、高等学校）について、早急に点検・整備を希望します。菊川駅北口設置よりも、子供の
通学路整備を優先してほしい。
大人（市長・議員・市民）は、子供の安全確保を先ず優先するべきと考えます。更には、災害の時の備え等、駅北口設置よりも優先すべき課題は無いので
しょうか？

(再掲)

遊具が沢山ある大きな公園があるといいなと思う。
大雨が起こると道路に水が貯まることが去年あり被害があったので何とかしてほしい。大雨の時心配になるので。

(再掲)

61



①コロナ禍になりやらなくてよかった活動を今後もなくしてほしい。
活動がなくて大変助かった事。
それに慣れてしまった事。
仕事をするママが増えたこと。
老人層が増えている事。
若年層の人数が減っているのにやりたくない、擦り合いの役員会の数が減らないため掛け持ちでやっている方が大変多く、気苦労が多い。子供たちの送り
迎え、親の介護、病院などの送り迎えなどで時間がないのに働いている世代の方々がとても時間の工面に苦労している。会社もそんなに休ませてはくれな
い。
活動を増やすことではなく、ゆったりとした心をもてる暮らしを目指して欲しい。
過疎化を見込んでちゃんと活動の再度分別してほしい。
近隣の市に比べて一歩遅れている気がする。
その中でやらなければいけない事はこちらもしっかり参加していきたい。
②子供達がのびのび暮らせるのは嬉しい。
③中学校に通う菊川などの土手にフェンスがないことが少し不安。

(再掲)

地域清掃や防災活動は必要な活動であるが、祭典を地域交流として参加させようとしている。誰もが好んで参加するイベントではない。私は騒いだり酒飲ん
だりすることが好みではない。よって祭典には参加していない。しかし自治会からは祭典費を徴収される。今後、年金生活になったとき、そのお金すら生活を
圧迫することもあり得る。コミュニケーションは大事なのは理解できるが生活を圧迫するようなものは不要です。個人からの出費が必要なイベントは本人の希
望を確認し、選択肢を設けるべき。極少数派かもしれないが、こういった意見があることを理解してもらいたい。道路環境について、歩行者や自転車がもっと
安全に歩いたり走ったりできるようにしてほしい。下水道整備を早く進めてきれいな川の流れる街にしてほしい。駅南と駅北の往来が不便なので駅北出口の
設置は必ず実現してほしい。

(再掲)

駅前の再開発は残念でなりません。何十年と時間がかかりすぎです。その間に高齢化とニーズの変化で今は見る影なし…
駅の高架事業、お金かけ過ぎです。橋かけるだけで良くないですか？しかも時間かかりすぎ。3億でしたか？なぜそんなにかかるのかわかりません。駅北の
皆さんはすぐにも欲しいのです。回り道しない駅への道が。
駅北開発も残念です。なんのしがらみか、活気のない店舗…いまに撤退されるのでは？葬儀屋や宗教が居座ってなにか発展するのか疑問です。他の市町
村から人を呼べる魅力が欲しいと思います。
下水道、赤字になる前に区画の区切りを。なぜ密集地をあとまわしにするのかわかりません。やりやすいところから手をつけてもゆくゆくは管理費で赤字で
は？
菊川市に限らずですが、予算会計見直してください。各戸にゴミ収集ネット袋配るくらいならコロナで浮いた予算まとめて実のあることに使って欲しいです。配
る方の手間、考えて下さい。自治会への助成金も私はですが、多過ぎな気がします。ほんとうにそういう予算必要なんですか？
狭い市道を修繕して頂くとか、真っ直ぐな道を作るとか、学校の設備や先生の支援をするとか、外国人支援とか、ゴミネットや自治会助成より優先度高い事業
があると思います。
いろいろ連ねましたが、市役所のみなさんや、保健師さんとか、人材は素晴らしいみなさんがいらっしゃると思います。これからの皆様のご活躍を祈念してお
ります。

○高校生まで、児童手当がほしい。
○住んでいるところが、田舎すぎて、子供が学校へ行くまで、遠いし、街灯が少なくて帰りが心配。
○買い物へ行くに不便。お店が近くにまったくない。
○高齢者ドライバーが多く、事故が多いが、免許返納したら生活が不便。免許がなくても住みやすい街がいい。

(再掲)

近くに子供達の遊ぶ場が少ないので、公園が出来てくれるとうれしい。
和田公園の遊具の老朽更新をしてほしい。

(再掲)

健康のために歩きたいと思うが、暗くて怖いのでなかなか歩けないです。街灯があって、もっと安心して歩ける場所があると嬉しいです。整備された歩道も増
えるといいと思います。
まちづくりとは少し違いますが、可燃ゴミの袋は１０枚で束になっていますが、掛川市は１枚ずつになっていて使う時に取り出しやすいそうです。どうして菊川
市民はこれを改善しようとしないのか、と知人に何度も言われます。不満に思っている人がいるのかはわかりませんが。

(再掲)

地区によって住みやすさに差があると思います。
駅周辺の地区は比較的栄えていて買い物などに困りませんが、それ以外の地区は買い物は車での移動が必須になるという点がかなり不便かと思います。
あと、プラスチックゴミの分別方法がとても面倒です。

(再掲)

中心部だけでなく、郊外のいわゆる田舎にも公園やコミニュケーションが出来る場所を造って欲しい。
子供が安心して遊べる場所が欲しい。
朝の小笠高校の交通渋滞を何とかしてほしい。送迎の車が多くバス街道が何時も渋滞している。 (再掲)
1,コロナ対策がやり過ぎ。他の地域と合わせてほしい。
2,小学生のタブレットは有効に活用できなければ必要ない。今のところ有効とは思えない。重くて保護フィルムも貼れないので負担ばかりです。個人のタブ
レットを利用したい。必要な人は借りればいい。
3,公園の草が伸びる時期はもう少し早いサイクルでカットしてほしい。夏は伸びすぎて公園を利用できない事が多い。

(再掲)

買い物ができる所が少ない
交通機関が充実していない為移動が不便
ひとり暮らしの方やひとり親の方への支援がもう少しあっても良い
上記内容を考慮していただけるとありがたいです

(再掲)

住み良いまちだと思っています。このままずっと菊川市に住み続けるつもりです。
現在は自分自身で何でもやれるしどこへでも出かけられるのであまり実感はないのですが、自分が年老いた時や、身体的に不自由が出てきた際にも便利に
生きていけるようなまちであって欲しいです。
ちょっとした疑問なのですが、もともと広い歩道だったのをわざわざ壊して街路樹を植樹している工事をよく見かけました。歩道が狭くなって危険になるので
は？と感じましたが、それ以上のメリットがあるのでしょうか？
朝夕の菊川IC周りの渋滞がもう少し緩和されるとありがたい。
企業の始業時間をずらす等して交通量を調整できないものか、ご検討願いたい。

住宅地には大きな公園、公共のバスが通っている。子供達は大きくなったが河城地区は子供達だけで遊べる公園がない。和田公園は物騒なので子供達だ
けは遊べる公園ではない。今は50代、車で買い物や色んな所に行けるが、高齢になり車の運転ができなくなった時コミニティーバスはあるが本数は少ない。
高齢者が歩いて行ける店も無くとても不安を感じる。

(再掲)

駅への送迎がしやすくなると嬉しいです。送迎レーンがかなり混むので。自転車専用通行帯がもっと普及すれば、自転車での移動もしやすいと思います。
歴史的文化財の保護(必須)
道路の白線(停止線の位置変更)大型車が右左折できるように
ゼブラ帯の変更(道路を有効に)
街路樹の伐採(大きな街路樹は、小路から出る場合右側からの車両が確認出来ない)

(再掲)

菊川駅北開発をこのまま進めて頂き、早く菊川駅北入口が出来ると嬉しいです。
もう少し飲食店やコンビニなどが駅周辺に集まっていたらいいなと思います。

(再掲)

公園が少ないと思います。
水道料金が高すぎるのは仕方のないことですか？
堀田から西方へJRをこえる道路はいつできるんですか？
クルマの通行量が多い割に、道幅が狭く用水路を暗渠化するとかしたらどうかな？と思う。
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道路の舗装、歩道の整備(横地のエンチョー、静鉄ストアの道路)高齢者が安全に歩くことができるように、安心できる街にしてほしいです。

車の運転が出来ないと買い物など移動手段大変です。バス路線地域ならまだいいがバス停まで遠いと大変です。だから運転に不安があっても免許返納が
出来ないと思う。
介護も昼間はヘルパーさんが入ってくれて助かるが夜間サービスがあるともっと助かる。静岡市などはあるようです。
周りにお年寄りが多く、これから私達も老人になった時もっと生活しやすい菊川市になってほしいです。

(再掲)

始発の電車に乗る為の公共交通の手段が無いのが辛い。タクシーを予約しようとしても、距離が近いからか相手にされないような印象を受ける。

ここ数年で田んぼだった所に住宅が建ち並び交通量がとても増えてきています。安心して子供たちが通学できるように整備していただきたいです。例えば時
間帯で制限するとか…

(再掲)

JR菊川駅周辺の開発がメインになっていると感じている。旧小笠町の開発は後回しされていると家族含め近隣の人たちも思っている。
原発は稼働させ、昨今の電気代値上げや環境負荷軽減を推進するべき。
菊川市の財政も健全になるよう行政がしっかりと進めて欲しい。

(再掲)

駅周辺の活性化、子育て支援などもっとアピールすべき、それにしても子供たちの元気のなさと会っても”挨拶”もできない子供たち学校教育ではなくなさけ
ない家庭教育！！！！。まあ、頑張ってください（何に？？？？）

(再掲)

オーガニック食品のお店や
子育てしやすい公園遊具を充実させてほしいなと思います。

(再掲)

●外国人だけでなく、他県からの移住者にわかりにくい[菊川的専門用語]が多く、子供が小学生になり困惑している
ex.あなたのお住まいの地区はどこですか？→加茂地区と言うべき時と西袋地区と答えるシーンの差すらわからない
※ずっと暮らしてる人にしかわからない表現を多発するなら移住者を受け入れないで
●仕事で高齢者と接する機会が多々あるが、実際にここで暮らす方々をみて、自分たち夫婦が高齢となった時にこの町では暮らせないと感じるようになった
市バスがほぼなく、基本車移動で、休日はコミニュティバスすら運行せず。これでは、都会から新幹線で観光に来てくれたとしても何で移動するのか
マイカーあること前提すぎて、そこは市民に便りすぎではないか(病院などでもコロナ以前から車待機の指示が多く、徒歩で来たことを伝えると大変迷惑がら
れる)杖や補助がないと歩けない人が自分で運転する車とそうせざるを得ないんだろうなと感じると、未来が真っ暗に感じる
●住宅ラッシュで所狭しと並ぶ各々の好みの主張が強いその景色を見ていると、菊川市の綺麗に並ぶ茶畑の美しさだけが移住理由だった私は、今や不便だ
け残したこの田舎に魅力を感じないし、長居する気もない

(再掲)

住んでいる地域に公共交通機関が通っていないことに少し不満を感じています。祖母は今年86歳になるのですが腰を悪くして運転免許証を返納予定です。
しかし、バスもないためにひとりででかけることがほぼ不可能になりました。病院があるときは母や叔母が仕事を休んで付き添っています。
高齢者が気軽にひとりで出かけたり、友だち同士で出かけたりできるような公共交通機関の整備が進むことを願っています。バス運営の予算もあるかと思う
のでそんな簡単なことではないかもしれませんが…。
あと、市民が芸術に触れられる場を作って欲しいです。文学館とか博物館、市立美術館など…。生涯学習の範囲が広がるといいな～、と思います。

(再掲)

菊川駅北口の早期開設をお願いします

道路整備に関して…
①菊川運動公園西側道路の拡張
②国道（南北）に繋がる道路整備
をお願いします。
商業に関して…
スーパーは沢山ありますが、大型商業施設がない為、どうしても市外に出向かないといけないこと多々あります。
近い将来、菊川駅が整備されるとのことなので、大型商業施設が誘致され町が活性化されることを期待しています。

(再掲)

新しく北口ができるのであれば駅付近の賑わいがもう少し出てくればいいなと思います。ワクチンの案内が他の市町村に比べて遅い気がします。もう少し早く
対応して欲しいです。

(再掲)

道路整備を進めてほしいです。側溝に蓋、ガードレールなど
他の市からも人が集まるような何か特産品とかアピール出来るものを欲しいです、菊川市はいい所と言えるように
広々とした公園やジョギングが出来る場所が欲しい

10月の屋台引廻しのお祭りについて。準備含めた参加不参加、法被の有無、全て実質強制になっている現状を何とかしてほしい。屋台引廻しや踊りの練習
や準備など、仕事をしているので時間も取れないし、全くやりたくない。法被も高く、なぜ買うのか、買わないで参加すると後ろ指を差されるのか理解ができな
い。そういうものに祭費として安くないお金を出すのにも納得ができない。周りにもそういう人が多い。年上の方々がお酒が飲めると酔っ払って参加したがっ
たり、声が大きいようだが、今の若い人(特に市外県外からの転入者)はやりたくない人が多い現状を理解してほしい。毎回各家庭にアンケートを取り、やるか
やらないか決めるように自治会に働きかける等、自治会単位でなく、市全体のお祭りなのだから市で議題に上げてもらいたい。
大きな商業施設を誘致して町を活性化してほしい。使われてない土地がたくさんあるのだから、有効活用してほしい。
ガードレールを主要などの道にも両側に設置し、子供やお年寄りなど危険なく通行しやすくしてほしい。
側溝に全て蓋をし、人が歩道を歩いていて滑り落ちるようなことがないようにしてほしい。子供が歩いていて落ちそうになっていたことが多々見られた。
自治会での草刈りや溝さらいなど、市の管理のものは市で管理して欲しい。個人所有の土地でないのに、なぜ行わないといけないのか。不参加の場合の罰
金もなぜあるのか。

(再掲)

住み良い街です
・JR駅北改札整備、急がれたし。
・全国チェーンの飲食店やファースト店が増えると、若い人の満足度がもっと上がると思われる。
・旭テック南工場跡地はどう活用されるのでしょうか？
・最終的には企業誘致が市の将来を握るカギとなると思われる。

(再掲)

今後も街の発展に努力して欲しい。

企業誘致、若年層の増加、魅力的な都市計画、災害対策などサイクルがつながるようなまちづくりをお願いいたします。 (再掲)

高齢者の為に医療機関が近くに必要。また、食料品の購入の為の交通手段を充実させる必要がある。 (再掲)
新型コロナのワクチン接種の方法を、これからも続くとしたらもう少し改善して欲しいと思います。
高齢者が遠くの会場に行かなくても済むなどです。

(再掲)

休みの日もコミュニティバスなどあるといい。
障害年金だけで暮らすのは不安。もっとすみやすくなるといい。
作業所の職員が増えるようにしてほしい。

(再掲)

旧小笠地区にもインフラ整備を!

駅北開発早急に進めてほしい。駅南開発の失敗を繰り返さないで頂きたい。
交通の便が悪く車が無いと生活できない為、非常に不便な街。
新しい病院やお店がたまにできるがほとんど旧菊川町地区でまちづくりをもっと真剣に考えた方が良い。
農業やスポーツばかり目を向けがちで文化面が劣っている。
アエルのような大きなホールも良いが、掛川の美感ホールのような小規模なホールもあると良い。

(再掲)

住みたいが土地がないから諦めている人がたくさんいるなかで、使っていない畑などを整備したりして、住める環境を整えてほしい。このままでは、子供が少
ないだけでなく、人口も減り過疎化が進行してしまう。小学校も今、１学年１クラスと明らかに子供が少ないのがよくわかる。そのぐらい深刻な問題として取り
上げてほしい。菊川の駅周辺は発展していくが、旧小笠地区は発展していない印象。菊川市全体をより良い市になるよう努めてもらいたい。
早く菊川駅北口を作って欲しい。そして駅前を整備して、公園など憩いの場を作って欲しい。
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・菊川運動公園からつま恋へ向かう道が狭くS字で自転車、歩いてる子供とか危ない！あそこに歩道を至急設置を要望！事故が起きてからでは遅い！
・各歩道に草が生えていて景観悪い！公園周りのは歩けないくらい！
・菊川??掛川間のバスがないから不便

(再掲)

早く駅の南北通路を作って欲しい
とても良い街だと思う??
ただ子育て中として思うのは、自分の住んでいる地区付近に公園がないのが辛いです。
ただの広場でもあったらありがたいです。
小笠地区方面だけでなく、河城地区方面へのバス運行を増やしてほしい。(しずてつバスが走っていない、コミュニティバスの本数が少ない)

通る道が限られているせいか、通勤時の渋滞がひどい。信号が変わっても、突っ込んでくる車が多い。
公園のトイレが汚いところがある、きれいにしてほしい。公園もトイレがきれいかで選びます。
小学校のトイレも洋式に変えてほしい。
そういう所に税金を使ってもらいたい。
土地がたくさんあるのだから、コストコやイオンなど大型スーパーができたら嬉しいです。
共働きで同じ時間働いていても家事や育児はどうしても母親の負担が大きくなり睡眠時間が少なく疲労しています。父親の意識改革（父親も親なのだから当
たり前に育児をするということ）、社会の意識改革（育児休暇をとりやすくすること）進むと良いなと思います。

(再掲)

子どもたちが大人になっても菊川市に住みたいと思えるまちがいいですね。高速道路インターやJRの駅がありますが、バスが少ないです。どうしても車が必
要なまちになりますのて、道路の混雑緩和に取り組んで欲しいです。
昨今のコロナでは、子どもたちの活動が大きく制限されています。経済をどのようにまわすかも重要だとは思いますが、子どもたちの過ぎてしまった時間は取
り戻せません。子どもたちに我慢をさせなくてもよくなるようにということも考えて欲しいです。
学校ではiPadを1人１台貸与していますが、もっと有効活用して下さい。たとえば、課題を手書きにて提出することはよいと思います。しかし、それに添付する
写真までプリントして提出は負担が大きいです。せっかくiPadがあるのだから、iPadで撮影してオンラインでの提出にしてほしいです。学校でも家庭でも有効
活用するように考えて下さい。

(再掲)

駅周辺がもう少し賑わうといいなと思います。駅から最寄りのコンビニを聞かれたときも、少し離れているので初めてきた方には説明しづらいですし、不便か
なと思います。
普段の生活では、スーパーもドラッグストアもいくつもあるので特に困ることはありません。

空いている施設、建物の再利用がもっとあると良いと思います。
皮膚科など専門科の医療機関がない。
スポーツ施設が中途半端。陸上トラック、スタンドなし。サッカー場、野球場照明設備なし。もったいない。
コミュニティバスが掛川の循環バスのような乗りやすい感じではない。
福祉施設はあるが人材不足です。就職者にお祝い金など市からあったり増やす方法を考えてもらいたい。給料補助、市税減免など考えてほしい。

(再掲)

特定道路の交通渋滞緩和措置を希望
交通の便が悪い。
車がないと生活できない。
バスはあるが本数は少ないし、家の近所には停留所すらない。
無理な話かも知れないですが、何故昔は菊川から浜岡まで電車があったのに撤廃したのか理解できない。再建を希望します。
菊川駅の周りの利便性が上がるとよい。

住みやすく素敵な町だと思います。自然を残し安心出きるのんびりとした、街であり続けてほしい。
自然を壊す開発や人があふれる商業施設は、余り求めていません。使用していない土地を上手に利用して欲しい。住みやすい宅地も増えれば嬉しく思いま
す。
地域住民の声をしっかり聞いて、より素敵な菊川市になりますように、ご尽力お願いいたします。

(再掲)

公園が多いのは良い事ですが、古い公園にも遊具をもっと増やして欲しいです。

駅北開発、駅の北口開発をお願い致します。
通学路の整備、安全対策が不十分
道幅の拡張や歩道の完備、横断歩道や信号設置を進めるべき
街灯や防犯カメラの設置も不十分
出来ないのであれば通学バスなどを運行すべき

(再掲)

ららぽーと作ってください。
駅の出口を増やしてください

(再掲)

大型ショッピングモールがあると便利
映画館も欲しい
徐々に道路が整備されてきて ありがたいです。

(再掲)

医療（特に精神疾患）や交通（バス）に力を入れて欲しい。
・医療は専門的なものはもちろんだが自助グループのような当事者の社会復帰や家族の精神的な支えになるような機関が少なすぎ、情報もなさすぎる。
・車が無いと何もできない市というのは問題があると思う。お金の問題はあるかもしれないがバスの本数、路線はもっと充実させるべき

(再掲)

とても住みやすくていい街だと思います。買い物もしやすく交通の便も良くてうれしいです。
６月に第一子が産まれますが、1人目から出産祝い金が貰えるとありがたいと思いました。また、子どもの医療費も無料の所もあるので安くなると嬉しいで
す。

(再掲)

駅周辺の活性化。
子供が自転車で走りやすいように
道路を整備してほしい

(再掲)

・菊川市は人口はもちろん企業数が圧倒的に少ないので、今後駅北開発を皮切りにして市の風向きが一定程度変わっていくことに期待しています。
・深蒸し茶の歴史を用いた市のPR活動は確かにオリジナリティのあるPRとして有効的ですが、島田市や掛川市などと比較した場合に、菊川茶の「ブランド化」
が成功しているとは思えません。（茶の観光施設や茶の購入需要は、他市が圧倒的に優れています。）
茶業の衰退を阻止することも確かに大切なことですが、時代の流れをきちんと掴み、茶業振興ばかりに固執しないことも大切です。
・また、「子育てしやすい街」をPRしたいのであれば、その子供たちが成人になる10年後、20年後をきちんと見据えて、
早い段階から、時代やニーズに合わせた新たなPR要素を複数開拓していくことも重要です。
現状の子育て施策だけに着目しているのでは、その場しのぎの借り入れをしているのと同じです。
きちんと、「子育てしやすい街」としての責任を持たなければなりません。
・比較的外国人の割合の多い菊川市であるからこそ、多様性の容認に関する施策を先進的に打ち出すべきです。
代表的なものとして、近年、都市部を中心に広がりを見せている LGBTに関する施策が挙げられます。
市民の中にも、市役所で働かれている方の中にも、菊川市に住まう子供の中にも、当該問題で悩みを抱えている人は沢山います。
数年後になって、周囲の市町村に追従するような保守的な姿勢で施策を取り入れるようであれば、私はこの街に住みたくありません。
保守的な街に、新しいものはつくれません。今後の菊川市の発展に期待しています。

(再掲)

菊川市の魅力を伝えるSNSを普及させてほしい。バスの運行頻度を増やしてほしい。

道は良くなったけれど、大きな樹がどんどん無くなって寂しい。 (再掲)
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６　上水道が安全に安定して供給されるまちづくり

防災ハザードマップに表示されている居宅の裏山が危険な箇所は平地化して行く事を進めて頂きたい。周辺地主に対して説明し、災害を事前に防止して安
心安全な生活が送れる様に。掘削した土は、低地浸水想定地域に埋め立て後の世代にハザードマップに載せない地域を広めて行く(SDGs)。
雨水の利用促進　大井川からの水を買っている。雨樋の水をタンクに溜め庭木の水やり、防災用に天の恵みを大切に！各家庭に200ℓ１本雨樋から入る様に
すれば木路、河川の増水も変わってくると考えます。我田引水(自分の田んぼに優先して水を引く)4/5今から田植えに向かって田に水を入れる時期、水は稲
作にとって必要。もめ事も発生します。雨水を貯水する方法を考えて頂きたい。遠くから水を引かなくてもよい様。

(再掲)

空家の樹木管理に対し空家対策法の見直しをして下さい。地域支援課の未来塾の参加で若い人の中にボランティア精神を持ってる若者が多くいることを
知った。人材の活用対策をもっと活発にすべき。老人の活用事例が少ない、老人をもっと活用する対策が不足している。お茶産業から何の産業に変換する
のか対策が見えてこない。菊川は里山ありが良い所里山をイジするには何をどうするのか。市民全体の活用を考える人をさがす時が来たと思います。

(再掲)

水道料金が他の地区に比べて高いと思います。
・１人暮らしで生活(働いている)の人の税を下げて欲しい(免除)
・水道光熱費の助成
・周辺の市にくらべて税金、水道代など暮らしていくのに掛かる物が高い。
・深蒸し茶の発祥の地といいながらアピールが少ない下手だと思う。
・地方の友人が「ちゃこちゃんいいね。」と言っていたが、最近は「きくのん」ばかり。双方つかって菊川をアピールするべき。
・大雨・台風が来ると自宅近くの川が増水してあふれて島の様になる。ずっと言っているが、整備が進んでいない。
・以前は夏になるとホタルが自宅前の小川にいたが、人が増えていなくなってしまった。冬は星もきれいに見えていたが、人が増えてあまりみえなくなってし
まった。人が増えてもこのあたりのバランスを考えてもらえば住みやすくなるのではと思う。
・高齢者が安心して免許が返納できるまちづくりをしてほしい。現状では無理。巡回車はあるのを知っているがそこまでが遠い。アクセスが悪いので使用しず
らい、できない。勧められない。

(再掲)

公園が少ないと思います。
水道料金が高すぎるのは仕方のないことですか？
堀田から西方へJRをこえる道路はいつできるんですか？

(再掲)

いざ受診したいと思ったときに、行ける病院が少ないので医療を充実させてほしい。
他の市から、引っ越してきて水道代が高くて驚いた。この金額支払うならば上下水道の設備をもっと改善してほしい。(下水?の臭いが臭いところが何ヵ所かあ
る)
大きい通りは割りと街灯があるが、一本入ると街灯が少ないところがある。もう少し増やしてもいいのでは?

(再掲)

医療機関と公共交通機関を充実して欲しいです。 (再掲)
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＜基本目標５＞まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち【コミュニティ・自助・共助・公助】

１　市民と行政との協働によるまちづくり

①市長の市内放送ですが、午後１時に行われていますが１時は仕事をはじめる時間で放送を流しても全くのムダとしか言いようがありません。たった５分昼
ランチの時間を使うことはムリなのでしょうか。本当に伝えたいと思う気持ちがあったなら皆さんに聞いてもらいたいと願う気持ちがあったならば12時15分頃
からの放送でどうでしょうか。
②けやきで毎日ラジオ体操をながして皆が自由に参加できる空間を作って欲しい。子どもから大人、老人にもできること毎日流して市内が健康づくりにはげ
んでいる。→テレビでも取り上げてくれますよ。検討して下さい。
市内を巡回しているバスを掛川や他市町村のようなバス型の車両にして欲しい。コロナが流行して密をさけるべきなのに大型タクシー型だと人ととなり合わせ
になるので国が率先して提言している感染予防対策とは真逆に感じます。菊川市は小さな町なのにコロナ感染者が多いのは市の取り組み姿勢にも問題が
あるように思います。市内のタクシー会社さんに車両の変更を依頼実行をお願いして欲しい。皆が使えるようにして欲しい。

(再掲)

協力しやすくなればいいと思います。できる事なら、皆様と協力したいです。菊川とよりそいたいです。
防災について　駅周辺等に防災関係の掲示物を作っていただければと思います。菊川市の市の活動等を紙で知らせるよりユーチューブ等で発信していただ
きたい。もっともっと多角的な発信をお願いできるとありがたいです。

(再掲)

私はあまり、動けませんが、少しはまちづくりにかかわりたいと思います。 (再掲)
他の市に比べて圧倒的に人が良すぎます。困っていたら助けてくださる人が多く、迷惑もお互い様、と、とにかく住みやすい。ただコロナで人との関わりが全く
といっていい程なくなり、幼稚園保育園もすぐ休園になってしまうなど、ここ２年で子育てのしにくさがすごく感じられます。又、お祭りについても早めに市の方
で禁止にしてくれれば、あんなに密になって話し合いをする事もないのかな…と思います。もうすこしコロナと上手に付き合えると嬉しいです。

(再掲)

・妻と二人なのでいずれは空家になってしまうので土地等の処分に頭を悩ませています。(特に農地の処分が)
・コミュ協などの活動がムリやりやらされるのでとても不安である。(司会やPCが出来ないのに)

(再掲)

・病院が少なく、菊川病院もかなり縮小されてしまい残念。
・地区センターに、本を置いたり、いこいの場(子供などが遊べる児童館のような)があったらいいと思います。

(再掲)

配布物を減らしてもらいたい。作る人は大変だと思うが、ほとんどの人が目を通さないと思う。取らない人もいる。 (再掲)
各地区の「まちづくり」でそんなことを行っているか一覧表にして住民にわかるようにしないとわからない。項目ごとに役員を除いてどんだけ一般の人が参加し
ているか結果を示してほしい。事務的なアンケートでなく、一般住民が知りたいことを具体例でもっとほり下げて聞くべきである。

(再掲)

価値の低い回覧物が多すぎる。IT化して省資源、予算削減を検討して頂きたい。
・ホームページがわかりにくい。
・昔ながらの近所つきあいがしにくい。(あいさつするだけで不審者扱いされがち)
・移住者は住みにくい。
・コロナ、コロナと言いすぎる。感染者０名と言いすぎる。
・窓口の対応が事務的すぎる。
・掛川市の職員の方がていねいな対応をしてくれた。

(再掲)

空家の樹木管理に対し空家対策法の見直しをして下さい。地域支援課の未来塾の参加で若い人の中にボランティア精神を持ってる若者が多くいることを
知った。人材の活用対策をもっと活発にすべき。老人の活用事例が少ない、老人をもっと活用する対策が不足している。お茶産業から何の産業に変換する
のか対策が見えてこない。菊川は里山ありが良い所里山をイジするには何をどうするのか。市民全体の活用を考える人をさがす時が来たと思います。

(再掲)

広報が楽しみ。ひまをみて、じっくり読んでいきたい。

菊川の駅の周辺が新しいマンションができたりと活性化されたり、デジタルに力を入れていて便利な世の中になっていますが、私は以前のように人と人とが
交流が深くマンションがたくさんできるより自然が増えることや昔のような商店街が増えて活気あふれる町並みになったり、空き家や古民家を活用して共有ス
ペースを作り色んな世代の方が交流できる場が増えてほしいです。戦争を経験した高齢の方々の話や今後のことを考えると畑を自分で行うことができる事も
大切だと思うので農業のことを、若い方や経験していない方へ教えて伝えていってほしいです。新しいことへの発展も大切ですが、昔からあるものを大切に、
自然や建築物をもっと若い人にもありがたさを知ってもらい菊川市を好きになってもらいたいです。菊川はみどりいっぱいのお茶畑や自然、田んぼ、農作物、
あたたかい人柄、歴史ある建築物があるからこそ素敵な町だと思います。コロナのワクチン接種の接種率をLINEで送られてくるのは苦痛でした。事情があっ
て打たない人、打てない人がいる中で、数字として出されると困る方もいます。打つことが全てではないし、食事、運動、お茶などで予防できる事もたくさんあ
るので、そのようなことをもっとLINEなので広めてワクチンに頼るのではなくて普段から行っている生活習慣の中で改善できることを言ってほしいです。菊川
市の広報の影響力はとても大きいです。市の職員がコロナになったとしても謝罪の言葉は必要ないですし、誰がなったという報告も必要ないです。誰もなりた
くてなっているわけではないので。それよりもこのコロナ化で外出しなくなってしまい体力低下して足腰が弱くなったり、人との交流がうすれてしまった高齢者
もいます。常にマスクをして授業を受けたり運動をして体調をくずす子供もいます。このままでいいんでしょうか？コロナよりもこういう方々に目を向けてほしい
です。これから暑くなるなかわからなくてマスクをし続けるお年寄り、子供が心配です。大人は自分で行動をし、外食したり遊んだりできているけど、子供は学
校では黙食、行事もほとんどなく卒業アルバムを見ればマスク姿ばかりで切ないです。一生に一度しかない学生生活。マスクのあり方、行事や部活動のあり
方考えてほしいです。よろしくお願いします。

(再掲)

配布物のむだをなくしてほしい。

ひとり暮らしになった今、年金生活での医療、福祉などの情報が少ないと感じています。パソコン、スマホナシ。タブレットの貸出しなどお願いします。 (再掲)
・協働センターの管理者も同じ人が長く続けない方が良いと思います。
・西方の菊川運動公園のトイレの件です。外から菊川に来た人がトイレがきれいだと印象が良いですが反対だとイメージが悪いです。現状は悪いです。
・竹も切ってほしいです。

(再掲)

市の取り組みがあまり伝わってこない。もっと発信してほしい。

・農地転換費用の補助制度がありますが、作付する作物が決められている事に疑問を感じます。わが家は、レモンやブルーベリーを植え、６次産業に向けて
努力をしていますが、補助の申請はできません。荒れてしまった茶畑が多くなっていくのは、見るにたえません。JAなどと協力して、改善される方法を見つけ
て下さい。
・私共は、市境に住んでいるため新聞も島田市からです。中部版の情報は得られますが、西部の菊川市の情報は広報のみです。島田市や牧之原市の市長
さんの活動の方が、よく眼に付き、比べてしまう事が多いです。

(再掲)

FacebookやInstagramで菊川市役所(菊川市公式)フォロー中、いいね！済み…茶こちゃんメールどこにいても(菊川市だけど)気になって見ています。この町
(嫁に来たときは菊川町でした。)で、ずーと住み続けるしかないと思っています。Facebook、Instagram、茶こちゃんメール…これからも楽しみに活用していきま
す。楽しんで、楽しんでください。ぼちぼちネ…。

まちづくりに参加する市民の負担を減らすため、活動内容を市民に丸投げするのではなく、事務的なことは、担当職員が行う方が良いと思います。 (再掲)
就職で地元に帰ってくるかは決めていません。親が年をとりいずれ家族が一人暮らしになってしまう時がくると思います。詐欺の心配や新しい情報について
いけない等不安はあります。安心して生活できるまちにみんながあたたかく思いやりを持ったまちになっていけたらと願っています。

(再掲)

・周辺都市いくつか公式LINE友だち登録していますが、菊川市のホームページ使いにくく魅力的でない。ちなみに焼津市、吉田町等の方が楽しい、使いやす
い(見やすい)
・埋立ゴミ(ガラスや陶器の割れた物)を出すのに難儀、リサイクルステーションに出せると助かる。ビニール袋が破れてしまう。
・無記名でゴミを出す人(特に外国人？？)に限って時間外に出している。
・娘が世田谷に住んでいて公園の在り方がすごく良い。花や緑をゆっくり楽しめこどもが遊べ体力作りができる。藤枝の蓮華池公園も。あらさわ公園も。コロ
ナ下で遠くに出れないけれど近場で大人も子供も過ごせる場が有ると良いと思う。(例えば、図書館が公園の中にあり、手頃な食事ができる施設が併設して
いるとか卓球場等、イベントができる施設、体験教室)

(再掲)

主要３種類のSNS（Twitter/LINE/Facebook）をつかって双方向、ホームページ/テレビのデータ放送でのお知らせは続けてほしい。また、可能ならメーリング
リストによる情報発信もしてほしい。
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市からの広報以外さまざまな活動から情報を発信していますので、回覧物が多過ぎると思います。何か良い情報伝達方法が出来れば嬉しいです。

・菊川市ホームページをさらに活用し、一人一人の意見を市民誰もが閲覧できるようにしていただければと思います。
高年齢(65歳以上)で元気ですが、何もしていないで家にいる方が、沢山います。(仕事を退職、地区自治会の役なども終わった方)そのような方が、参加活躍
出来る場所が有れば、いいかなと思います。

(再掲)

10月の屋台引廻しのお祭りについて。準備含めた参加不参加、法被の有無、全て実質強制になっている現状を何とかしてほしい。屋台引廻しや踊りの練習
や準備など、仕事をしているので時間も取れないし、全くやりたくない。法被も高く、なぜ買うのか、買わないで参加すると後ろ指を差されるのか理解ができな
い。そういうものに祭費として安くないお金を出すのにも納得ができない。周りにもそういう人が多い。年上の方々がお酒が飲めると酔っ払って参加したがっ
たり、声が大きいようだが、今の若い人(特に市外県外からの転入者)はやりたくない人が多い現状を理解してほしい。毎回各家庭にアンケートを取り、やるか
やらないか決めるように自治会に働きかける等、自治会単位でなく、市全体のお祭りなのだから市で議題に上げてもらいたい。
大きな商業施設を誘致して町を活性化してほしい。使われてない土地がたくさんあるのだから、有効活用してほしい。
ガードレールを主要などの道にも両側に設置し、子供やお年寄りなど危険なく通行しやすくしてほしい。
側溝に全て蓋をし、人が歩道を歩いていて滑り落ちるようなことがないようにしてほしい。子供が歩いていて落ちそうになっていたことが多々見られた。
自治会での草刈りや溝さらいなど、市の管理のものは市で管理して欲しい。個人所有の土地でないのに、なぜ行わないといけないのか。不参加の場合の罰
金もなぜあるのか。

(再掲)

飛び抜けて、大きな商業施設やイベントホールなどは無いが、静かで住みやすい町だと思います。この住みやすい環境を維持するためにも地域のコミュニ
ティを生かせるような、取り組みを継続していけば、住民の人間関係も深まり安心して暮らせる町が構成されると考えます。
どのようなことを行なっているのか、普段あまり気にできていないので、情報誌等で、発信を増やして頂けると、わかりやすいかもしれないと思いました。市役
所での対応はいつも丁寧にして頂き感謝しています。いつもありがとうございます。
設問３の理由　コロナ禍でコミュニティ活動が縮小、今までできていたこともできなくなった、今後が心配です。
自治会経由の回覧文書について　回覧文書が多く、見る気持ちがなくなってしまい、重要なお知らせも見ないで回すこともあると思われる。市民に重要な情
報は、もっと広報誌の中で整理できないか。広報誌の構成を揃えることで、どこに何が載っているかいつも決まっていれば、必要な人は確認するようになる。
情報を整理して伝達するという必要もあると思います。行政としては広報誌の必要性を高めないといけないので、市民が広報誌を見て、「参考になった、面白
かった」と思えるのが理想的です。例えば、市民参加型として中学生から広報モニターなどを募集して、「この町のいいところや感じていることなど」のリポート
を記事にしてはどうか、本人も行政に関心を持つし、モニターの周辺の人は必ず見ます。単に行政情報だけの広報では面白くありません。

(再掲)

広報誌（物）を紙ではなく①新規の掲載メールを発信、②その後、掲載されたサイトに見にいく　ことで、広報物の配布労力削減、ごみの減量、広報物の作成
手間削減、保管記録の手間削減などにつながるので検討してみてはどうでしょうか。老人世帯については、広報誌（物）検索の方法を記した手順書を配布す
ることで対応。

もっと市民からの声を聞いて実践してほしい。
さらに言うなら、市長までしっかり耳に入れてほしい。
職業的にコロナワクチンを早く打たないといけなかったのですが、住まいは菊川、職場は掛川という関係で、菊川にも掛川にも問い合わせたところ、両市の押
し付けあいとなりました。早く打った職員と2ヶ月もズレているという現状です。もう少し柔軟な対応をしてほしかったです。
そういうところが、市民からの信頼性や期待性という部分で、欠けていく事だとおもいます。
是非とも、この内容も市長からその下の管理職の人達に、共有されることを願っています。
もし共有されることがなければ、税金を使って書類を送ってくる、こんなアンケートやる必要はないと思います。
それだけ大事なことだと思います。更なる菊川の発展を願っています。

(再掲)

スポーツ、レジャー等みんなで協力する活動があると良い。 (再掲)

住民の声をもっと聞く場を持って欲しい
少なすぎる。

2　まちの元気・魅力が発信される

①奈良野のトンネルは、東に切り通しの道路に望む(大型、自転車は無理がある)
②信号に付いて主用道路は通常、青にして対向は、止まらず青になる用(無用な停止なくす)本来なら主用道路は４車線が望ましい
③少子化に対する対策、若者の出会いと職業(生活)
④静岡県は、家康も住んでいましたが、国の主が日本の中心であり、交通、気候が良く全てにおいて、重要であり理想と思います。

(再掲)

この先必ず向かえる高齢化社会により市民の平均年齢は上がる一方ですが、菊川市の明るい未来の為、小さな子供に力を注ぎ、将来菊川市に誇りを持っ
てもらい、高校・大学と一時的に市外を出てもまた地元に戻って、菊川での生活を送りたいと思える町づくりをしてもらいたいです。偏見であると思いますが、
高齢者(その内、私も)はある程度国により安定的な生活は送れていると感じます。なので、小・中学校及びその他の学生に力を注いでほしいです。また、主
な農業として茶業がありますが、時より荒廃、または手入れのされていない茶畑を見ます。後継者不足や採算がとれない等、問題点はありますが、お茶づく
りに興味があり、熱意のある市民の人に、農地の貸し出しや他の団体(農協さん）と連携して、少しでも菊川に興味を持ち、できれば移住出来たらと思います。
自然豊かな町の中でも若者の多く住む町になってもらいたいです。

(再掲)

道の駅をつっくてほしいです。市長さんの持っているアイデアを今年は見せてほしいです。 (再掲)
私は菊川生まれ菊川育ちです。町部でしたがお茶は好んで飲んでます。菊川茶処といっても、宣伝や各店等のサービスが近隣(例に掛川、森他)に比べて
劣っている。接客もあまりよくないという感想です。深むし茶発祥の地‼←出遅れてます。
今、新興住宅地に住んで約37年になります。防災も形式的なものになっている気がします。本来の防災は近所付き合いにより培われるものだと住めば住む
ほど実感します。…今ここは隣近所の様子が分からないといった実情。
市政も、住民も形式にとらわれたものではなく、住んで良かったと思える実感出来るものであってほしいですね‼お付き合いの発声でなく、自身の実感を声に‼
市に何かインパクトがない

(再掲)

菊川市のインスタをフォローしています。イベント情報などが知れるので助かっています。芸術は好きですが、小さい子供がいるので美術館などにも行けなく
なってしまいました。菊川市で芸術イベントをやっていただけたら盛り上がりそうです。10年ほど前、愛知県常滑市で、「常滑フィールドトリップ」という、芸術が
街と一体となっているイベントに、手伝いで参加した事があります。街の空地や商店、古い建物と、美大生が作った作品が融合されて、子どもからお年寄りま
で楽しめるイベントで、今でも良い思い出です。菊川市にももっと芸術が増えてほしいなと思います。

(再掲)

・菊川市(街)をもっとアピールしてほしい。
・菊川市のブランド作り、人々が集まる街作りしてほしい。

(再掲)

市内のあちこちにグランドゴルフ場があり、近所の人との親睦や健康づくりに役立っているのは、市民の１人としてとてもありがたいと思っている。菊川音頭
(きくちゃん体操)などもすばらしいと思うが、知らない人が多いのでは？…せっかくのよさをもうちょっと上手にPRしてもいいのでは…

(再掲)

ふとテレビで菊川市の地域おこし協力隊と言う女性の方を拝見しました。頑張って下さっているのが有り難いです。観光面で県内ワーストワン？らしいです
よ。何もない菊川とも…。一度も菊川に来た事がない人が多いようです。今後、もう少し魅力的な町となる様県内アピール等必要かなと思います。きくのんの
活動もあってもよいかと。まずは県内の人達が気軽に菊川に足を運んでくれる様になると良いと思います。

(再掲)

現在の菊川市には”人流”をあまり感じません。一例として観光地(菊川市外の人が認めるもの)を整備し市外の人々に多く来て頂いたら、その経済効果と合
わせて既住の菊川市民にとってみても良い刺激になることでしょう。

(再掲)
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・ホームページがわかりにくい。
・昔ながらの近所つきあいがしにくい。(あいさつするだけで不審者扱いされがち)
・移住者は住みにくい。
・コロナ、コロナと言いすぎる。感染者０名と言いすぎる。
・窓口の対応が事務的すぎる。
・掛川市の職員の方がていねいな対応をしてくれた。

(再掲)

市の取り組みがあまり伝わってこない。もっと発信してほしい。 (再掲)

・農地転換費用の補助制度がありますが、作付する作物が決められている事に疑問を感じます。わが家は、レモンやブルーベリーを植え、６次産業に向けて
努力をしていますが、補助の申請はできません。荒れてしまった茶畑が多くなっていくのは、見るにたえません。JAなどと協力して、改善される方法を見つけ
て下さい。
・私共は、市境に住んでいるため新聞も島田市からです。中部版の情報は得られますが、西部の菊川市の情報は広報のみです。島田市や牧之原市の市長
さんの活動の方が、よく眼に付き、比べてしまう事が多いです。

(再掲)

FacebookやInstagramで菊川市役所(菊川市公式)フォロー中、いいね！済み…茶こちゃんメールどこにいても(菊川市だけど)気になって見ています。この町
(嫁に来たときは菊川町でした。)で、ずーと住み続けるしかないと思っています。Facebook、Instagram、茶こちゃんメール…これからも楽しみに活用していきま
す。楽しんで、楽しんでください。ぼちぼちネ…。

(再掲)

菊川市はお茶の町です。もっと、アピールがほしいです。とにかく発信が少ないです。お茶と言ったら菊川茶をめざして下さい！ (再掲)

菊川市と言ったらこれっ??ていう手土産があれば嬉しい? (再掲)
菊川は宣伝されたりしたりする事が少ない気がする　その反面あまり他からの影響がなく　昔の菊川らしいところがあるような感じがする
そんな菊川を転入転出された方若い世代は他の市町村と比べてどう思うのか
菊川いろんな面で住みやすい町だと思う

●外国人だけでなく、他県からの移住者にわかりにくい[菊川的専門用語]が多く、子供が小学生になり困惑している
ex.あなたのお住まいの地区はどこですか？→加茂地区と言うべき時と西袋地区と答えるシーンの差すらわからない
※ずっと暮らしてる人にしかわからない表現を多発するなら移住者を受け入れないで
●仕事で高齢者と接する機会が多々あるが、実際にここで暮らす方々をみて、自分たち夫婦が高齢となった時にこの町では暮らせないと感じるようになった
市バスがほぼなく、基本車移動で、休日はコミニュティバスすら運行せず。これでは、都会から新幹線で観光に来てくれたとしても何で移動するのか
マイカーあること前提すぎて、そこは市民に便りすぎではないか(病院などでもコロナ以前から車待機の指示が多く、徒歩で来たことを伝えると大変迷惑がら
れる)杖や補助がないと歩けない人が自分で運転する車とそうせざるを得ないんだろうなと感じると、未来が真っ暗に感じる
●住宅ラッシュで所狭しと並ぶ各々の好みの主張が強いその景色を見ていると、菊川市の綺麗に並ぶ茶畑の美しさだけが移住理由だった私は、今や不便だ
け残したこの田舎に魅力を感じないし、長居する気もない

(再掲)

道路整備を進めてほしいです
側溝に蓋、ガードレールなど
他の市からも人が集まるような何か特産品とかアピール出来るものを欲しいです、菊川市はいい所と言えるように

(再掲)

菊川に引越してもうすぐ1年になります。この1年InstagramやFacebookで菊川の観光地や美味しいお店を紹介してきましたが、先日、静岡のテレビ放送で「菊
川は何もないから通り過ぎるだけ」とやっているのを観て何かしなければと思っています。
何が出来るかはわかりませんが、お力になれればと思います。
畑や田んぼが多いので仕方ないのかもしれませんが、側溝に蓋が無いところが多く子供達の登校時危険を感じます。早急に対応していただきたいと思いま
す。
敷地の広いお宅が多いせいかと思いますが、自宅の敷地内でゴミを燃やしているお宅が多い事にびっくりしました。浜松に住んでいた頃は自宅でゴミを燃や
す事は禁止になっていましたが、菊川は良いのでしょうか？
菊川に引越してとても素晴らしいと思った事は子供達がすれ違う人に必ず挨拶をしてくれたり横断歩道を渡り終えたあとにお辞儀をしてくれることは感心しま
した。
でも、大人に挨拶しても挨拶を返さない方が多いのには残念に思います。なぜ子供には教えて教えた大人が出来ないのは不思議に思いますが…
人口に対してのコロナ感染率が高いのが非常に気になります。他の市の方から「菊川市民は全員感染してるんじゃない？」って言われた時は本当にショック
でした。予防策がしっかり出来ていないお宅が多いのでしょうか？原因究明してほしいと思います。

お茶をメインとして売りにだすには弱い。
自分はお茶農家に生まれお茶の学校をでてお茶に携わっているが市をあげてお茶に取り組んで貰いたい。
お茶だけだと難しいかもしれないがお茶以外ではあまり魅力を全面にだせるものがわからない。

(再掲)

自治会制度をやめてほしい。区域、場所で区切られおらず、おかしな飛び地があったり、あそこは実家が◯◯だから、ここではない、など後から来た新参者に
はなぜそうなっているのか、聞かないとわからない。ほとんどが根っからの地元の方で、小中学をここで過ごしていない者、祭りに参加しない者にとっては、
何年住んでも入っててゆけない異空間。70代、80代になっても◯◯ちゃんなどとあだ名で呼びあっている濃いコミュニティへ割って入ってゆけない。にも関わ
らず一定年齢が来ると会長をやれと言われる。たとえ単身赴任で地元にいなくてもだ。そんなところで、自治会活動など出来ない。自治会がなくても市政に影
響はないはず。海外からの人にも冷たく、彼らを門前払いして仲間外れにし、すなわちゴミ捨てさえもさせないような古い者が地域、自治会を実質牛耳ってい
るのはおかしい。どうしても自治会制度がを続けたいなら、三代に渡り住んでいるようなコアな世帯や、農家、商工業者だけでやってほしい。広報はホーム
ページやポータルサイトで行えばよいのでは。このコロナ禍を契機に古い因習にとらわれない新しい市政に取り組んでいただきたい。自治会制度をなくせば
予算も浮くでしょう。お祭りに参加できる人たちだけが市の主役ではないはず。洗練された町造りをお願いいたします。

(再掲)

インターネット・SNSの活用は若い世代としては簡単に情報が手に入るので良いと思う。
子供のいる世代への支援、特に共働きの場合に預け先が学童で負担になったり、
実際細かい所で困っている場面を多くみます。
また未婚者は経済面で結婚や出産を躊躇してる意見を耳にします。
まちづくりの枠を越えてしまうかもしれませんが、やはり次の世代が増えれば町も活気が出てくると思います。
各世代課題はあるかと思いますが、地域発展には子供のいる世帯、菊川市で結婚、出産を増やす為に若い世代に支援が必要だと思います。

(再掲)

【若い人も高齢者も住みやすい街づくり】大学進学後にUターン就職しやすい、戻りやすい環境が有れば若い人も戻りやすくなる。また、市全体に活気があま
りなくUターン就職する魅力が弱い。お茶等も後継者不足で荒れた茶畑が多く目立つ。新規就農や個人で事業が行いやすい街づくりも検討してほしい。菊川
市の魅力は自然が多く、住民も優しく穏やかな人が多い。またお茶の産地でもあり、農産物も豊富にある。ただその魅力が市外の人、県外の人には伝わりに
くい、伝わってないので菊川市の魅力を伝えることをより考えてほしい。

(再掲)

超少子高齢化の波の影響により限界集落化を危惧します。移住、定住対策の推進による活性化策を希望します。また、横地城址の国指定からの規制緩和
も希望します。お役所感覚だけの、当時のままの保存なんてナンセンスです。散策道の整備すら、昔は舗装は無かった等の言い草は愚の骨頂と思います。
アンケートはスマホから実施しましたが、質問で満足度と重要度の回答が重複していて、理解し難いと感じます。満足度には満足のみ、重要度には重要のみ
の回答欄にする方が、混乱しないと思います。所内で事前にダブルチェックしたら判ると思いますので、次回から反映をご検討願います。

(再掲)

菊川の名前を全国に広めて欲しい
どのようなことを行なっているのか、普段あまり気にできていないので、情報誌等で、発信を増やして頂けると、わかりやすいかもしれないと思いました。市役
所での対応はいつも丁寧にして頂き感謝しています。いつもありがとうございます。

(再掲)

発信が届かないので、なにやってるか、どうしたいのかわからん。
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お茶の町菊川は、もう無理があるかもしれませんね。というのも大規模に生産している所以外は補助や助成が皆無（あるかもしれないが知らない）なので、荒
らして固定資産税だけ払い、扱いに困ってる人のほうが多いと思います。
太陽光パネルも一時期は進みましたが、景観や費用、悪徳業者等の問題でピタっと止まってしまってるように見えます。菊川市主導でのメーカー、地元企業
との開発施工で景観の損ないにくい太陽光パネルでの電源確保とかで荒地の解消と
災害に強い、とかお茶はお茶でのこしつつも依存せず転換していかないと、町の特色はでてこないかもですね。新潟県の地元企業連合の風力発電とかいい
ですね。先日の掛川市の災害協定は他県の企業とで、関東全体で災害が起こったときとか意味ないですよね。地元企業を育て成長させてかないと本当の意
味での防災ではないと思います（やらないよりはいいけど）。
菊川市長が変わり元天浜線の社長だと聞きました。たしかアニメコラボとかやった人だと記憶にあります。前市長のいい政策をのこしつつ、特色のあるかじ取
りを期待しています。

(再掲)

実家があるからしか菊川市に住む理由がない。
他県、他市に住んでいる菊川市に縁のない若い世代にも住んでもらえるような市にしなくては、菊川市の存続は難しいのではないか。
ネットやケーブルテレビなどを市で運営して、菊川を外の世界にアピールしてみては？雇用を確保するための施策をもっと積極的に行動してほしい、たとえば
大型の商業施設誘致や、ホテル経営、温泉、など企業頼みではなく、菊川市民で挑戦してほしいです。

(再掲)

住みやすい町ではありますが、県内外への発信(菊川市の魅力)が掛川市などに比べたら後手であるように思います｡

菊川市の魅力を伝えるSNSを普及させてほしい。バスの運行頻度を増やしてほしい。 (再掲)

３　性別、国籍を超えた共生社会を推進するまちづくり

住民の声が繁栄される菊川市行政であってほしい。市内での予算が片寄っているように思われる。
外国人の教育(中国、ブラジル等)を充実し、他住民に迷惑を掛けない社会生活になじめるように子供～老人までして頂きたい。常識のない人が多く大変困っ
ています。(上下水道、自治会活動への不参加、ペット飼育等に多数)
民生委員は活動しているのがわかりません。

(再掲)

今菊川市で外人が多いですがことばがつうじていないので不まんです。

外国人が多すぎで対応しにくいと思います。

私は団地に住んでいるのですが、以前よりも日本の方が減って、外国の方が増えて今まで守られてきたルールが守られなくなり、団地は汚くなってしまいまし
た。例えば、ゴミの出し方、夜まで子どもたちがさわぎながらあそんでいること、日本人が減って団地のそうじ当番などがなくなり、もうゴミやしきのようです。21
年間住んでてこんなの初めてです。外国の方に対してルールを外国語で作成するものをセットにして、住んでる人皆が快てきな生活を送れるようにしてほし
いです。

(再掲)

小学校への通学路にガードレール等がない道路が多く、交通量も多く不安。菊川、掛川の調査池は県外から釣りに来る人が多いと最近知った。釣り自体が
禁止になった池が増えているとの事。むしろ開放して人をあつめる事に利用する方が経済的にメリットが生まれそう。ワクチン接種が土日のみは不便。外国
人が増えているので多言語化はもっとすすめた方が良い。(役所HP等)

(再掲)

このままだと遅かれ早かれ菊川市は衰退し、高齢者だらけの街となるのは確実なので、外国人などどんどん受け入れて活気のある街にしてほしいと願って
います。

駅前に比べ、嶺田地区は街灯が少ないように思います。夜でも安心して出掛けられるように街灯を増やしてほしいと思います。また、外国人が増えてきてい
るので日本の文化や菊川市での生活に必要な常識を身につけてもらうよう市の方でも啓蒙活動を進めてほしいと考えます。母国への愛着は分からない訳で
はありませんが、一部の外国人の頑なとも見える態度は時として地域の中での問題となっているように見受けられます。日本に、菊川市に永住するつもりな
ら地域の慣習に従う覚悟が外国人にも必要なのではないかと感じます。もっとも日本人の中にも常識がない人がいるのも事実ですが。個人主義と言って周り
に迷惑をかけている人をそのままにしておくのは良くないと思います。

(再掲)

・菊川市は人口はもちろん企業数が圧倒的に少ないので、今後駅北開発を皮切りにして市の風向きが一定程度変わっていくことに期待しています。
・深蒸し茶の歴史を用いた市のPR活動は確かにオリジナリティのあるPRとして有効的ですが、島田市や掛川市などと比較した場合に、菊川茶の「ブランド化」
が成功しているとは思えません。（茶の観光施設や茶の購入需要は、他市が圧倒的に優れています。）
茶業の衰退を阻止することも確かに大切なことですが、時代の流れをきちんと掴み、茶業振興ばかりに固執しないことも大切です。
・また、「子育てしやすい街」をPRしたいのであれば、その子供たちが成人になる10年後、20年後をきちんと見据えて、
早い段階から、時代やニーズに合わせた新たなPR要素を複数開拓していくことも重要です。
現状の子育て施策だけに着目しているのでは、その場しのぎの借り入れをしているのと同じです。
きちんと、「子育てしやすい街」としての責任を持たなければなりません。
・比較的外国人の割合の多い菊川市であるからこそ、多様性の容認に関する施策を先進的に打ち出すべきです。
代表的なものとして、近年、都市部を中心に広がりを見せている LGBTに関する施策が挙げられます。
市民の中にも、市役所で働かれている方の中にも、菊川市に住まう子供の中にも、当該問題で悩みを抱えている人は沢山います。
数年後になって、周囲の市町村に追従するような保守的な姿勢で施策を取り入れるようであれば、私はこの街に住みたくありません。
保守的な街に、新しいものはつくれません。今後の菊川市の発展に期待しています。

(再掲)

４　未来に向かって行財政機能を高めるまちづくり

提示されていた項目は全て重要に決まっていますよね。年齢的にスポーツは参加できませんが、ウォーキングは休日には雨天でも続けています。体脂肪は
確実に落ちます。
車の運転しなくなったら不便になるのは仕方ありませんが、コミュニティバスなどの充実を期待しています。
スマホ・パソコンをすすめるのなら、紙使用したい私はこれからは辞退させて下さい。
原発に関しては、エネルギー不足になったら稼働せざるを得ない時が来るかもしれないけれど、経年劣化を心配しています。停止していても危険な物質は発
電所に有り続けているのが現実ですよね。

(再掲)

・西方地区に住んでいるが、南北をわけるようにJR線があり、ガード下を通る為非常に不便である。また、車がないと生活がとても不便で老後この地区には
住みたくないと思う(買い物に行く、市役所へ行くのも大変だ)
・堀之内小から下校する小学生の通学路に歩道がなく、非常に危険である。通学路を見直すか？歩道を作ってほしい。
・市役所の駐車場を整備してほしい。台数ではなくちゃんとした1台当たりのスペースを確保する。ドアの開閉時にあてられそうでとめれない。駐車の白線が
見えにくい、駐車台数も大事かもしれないが、安全な駐車場にしてほしいし、必要なら有料でもかまわないのでしっかり整備してほしい。

(再掲)

住民の声が繁栄される菊川市行政であってほしい。市内での予算が片寄っているように思われる。
外国人の教育(中国、ブラジル等)を充実し、他住民に迷惑を掛けない社会生活になじめるように子供～老人までして頂きたい。常識のない人が多く大変困っ
ています。(上下水道、自治会活動への不参加、ペット飼育等に多数)
民生委員は活動しているのがわかりません。

(再掲)
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菊川市と云っても、菊川地区、小笠地区に判別される。
小笠地区はとても不便である。高齢化が進む中、車の免許返納後の生活環境がまったく整っていないため、いつまでも車を手放せない現状があり恐ろしい。
車を運転しなくてもかしこい消費・移動手段を早急に整えて欲しい。→(タクシーの割引き等)
小笠地区での農業推進ではなく、税収のある誘致をして欲しい。
余談ですが…・市役所の各担当者の知識が乏しく聞いた事に対して適格な回答がいただけない事が多く困ります。市民の税金給与だと思います。確実な対
応をして頂けたらと思う次第です。特に小笠支所ですが…
小菊荘公園の整備をしてください。遊具等かなり悪くなっていませんか？

(再掲)

旧小笠地区　菊川地区のまちづくりに片寄りがあると思う。税金の名目で何？何故というものがある。
・子供が安心して暮らせる(放課後児童クラブの拡大、地域の見守り、公園の整備等)
・高齢者が活躍できる場(ボランティア、資格を活かせる制度ーシルバーに登録する人は少ないのでは？もっとできることはたくさんあるはずですex)放課後児
童クラブ、一人暮らしの家の手伝い等、ポイント制にしたりするのも良い、まだまだ働けるシニアがいるのにもったいないです。
・免許を返納した人への通院等、もっと柔軟な政策が、田舎には必要です。(インターネット配信、配物だけでは伝わらない人もいます。)様々な手続きが小笠
支所でもできるようにしてくれたら嬉しいです。(働く人、高齢者、乳幼児をもつ人は、小笠から菊川にいくのは半日がかりです。
・豊かな自然を、利便性のためにこわさないようにしてほしいです。菊川駅周辺のみの開発は意味はある？誰の何の目的？使われた税金は？等々、小笠地
区の住民は不満のある人もいると思います。

(再掲)

のら猫、外猫を減らす活動に力を入れていただきたい。猫を飼う無責任な人が多く、のら猫が多い。人間の責任なので、これ以上かわいそうな猫を増やしたく
ない。避妊や去勢の補助金を増やしてほしい。御前崎は１年に１匹全額補助が出ると聞いた事がある。犬と同じように猫を飼う際には届け出を出す制度を導
入してほしい。
都市計画税を取る地域と取らない地域があるのはおかしい。昔から続けているムダな税金の取り立てはやめてもらいたい。何も変わらないのに税金が有効
活用されているとは思えない。

(再掲)

だれもが明るく楽しい生活が送れる様に、行政サービスの充実を願います。次世代を担う子供達の為に教育に重点を置いた予算編成をお願いします。
※市役所にTELした時、対応がとっても悪く、とても気分が悪くなった。
※学校の通学路、欲しい場所にカーブミラーがなく危険な場所があります。大きな事故が起きる前に、点検して欲しいと思います。
※菊川は夜になると街灯も無く、とても暗い危ない、まちの安全のためにも太陽光の街灯を設置を希望。
※菊川市民だけど、市長さんにお会いしたことがない。無投票だから、しかたがないですね‼

(再掲)

価値の低い回覧物が多すぎる。IT化して省資源、予算削減を検討して頂きたい。 (再掲)

・ホームページがわかりにくい。
・昔ながらの近所つきあいがしにくい。(あいさつするだけで不審者扱いされがち)
・移住者は住みにくい。
・コロナ、コロナと言いすぎる。感染者０名と言いすぎる。
・窓口の対応が事務的すぎる。
・掛川市の職員の方がていねいな対応をしてくれた。

(再掲)

税金を安く、無駄な公費をなくし、市民の事を考えた市にしてもらいたい。

市役所に用事があって行っても、課に寄ってすぐに対応してくれる課もあれば、近くに職員が居ても対応してくれない課もあります。今一度職員の対応を見直
す必要が有ると思います。

・１人暮らしで生活(働いている)の人の税を下げて欲しい(免除)
・水道光熱費の助成

(再掲)

・子供の医療費をタダにしてほしい
・駅周辺ばかりにムダな税金を使いすぎ
・小学校通学のスクールバスを出してほしい(小笠南地区)
・小笠南地区に子供が遊べる公園が少ない
・小笠南地区に街灯が少ない
・小笠地区の活性化が必要
・サッカーが出来る環境をもっと作ってほしい

(再掲)

①『暮らしやすさ』についてのコーナーにも書きましたが、小松洗橋、なんとかしてほしい。駅に40数億かけるより、市民(子ども)が毎日使う道路・橋を安全なも
のにするのが先にやるべき事だと思います。
②これは市の責任だけではないとは思いますが、役所の職員をパートを減らして正職員をふやしてほしい。課によっては少ない正職員の負担がかなり大き
く、業務にさしさわりが出ているように思います。(連日残業で帰宅が21時等)疲れ切った身体ではいい仕事ができないのでは。
③私の家は原発から10㎞の所です。菊川市全体も原発から30㎞県内にスッポリ入ります。地震または原発そのものの不具合で事故が起きたらとんでもない
事になります。福島をみる通りです。市は(議会も)市民の命や暮らしを絶対に守るという強い気持ちでやっていってほしい。前市長のようにのらりくらりと対応
していたのではダメです。新市長には期待しています。『私が市長をやります』ということで市長になられたのですから、一番かんじんな所で頑張りを見せて下
さい。

(再掲)

役所仕事ではなく現場に合った仕事行政を
1.第１次、第２次の菊川市総合計画を要約しアンケートに同封してもらいたい。今年もいろんなアンケートありますか。
2.文化や国籍が異なる人(一般的に言うと外国人)それぞれ住んでいる自治会とのかかわり合いの実態(私ども自治会で見ると可もなし不可もなしのつき合い)
3.特に最近住居を購入し生活している外国人が増加中
4.問題点①誰が住んでいるのか②自治会費③自治会の行事参加④大きな声や音を出してバーベキュー等をやり騒音迷惑。等々
5.外国人との共生については以前、自治会会長に意見を申し上げましたが全く動きなし。継続して菊川市自治会長会議でまず現況把握していく(ホンネで)好
ましいケースを発表・参考にしたい。以上

・周辺の市にくらべて税金、水道代など暮らしていくのに掛かる物が高い。
・深蒸し茶の発祥の地といいながらアピールが少ない下手だと思う。
・地方の友人が「ちゃこちゃんいいね。」と言っていたが、最近は「きくのん」ばかり。双方つかって菊川をアピールするべき。
・大雨・台風が来ると自宅近くの川が増水してあふれて島の様になる。ずっと言っているが、整備が進んでいない。
・以前は夏になるとホタルが自宅前の小川にいたが、人が増えていなくなってしまった。冬は星もきれいに見えていたが、人が増えてあまりみえなくなってし
まった。人が増えてもこのあたりのバランスを考えてもらえば住みやすくなるのではと思う。
・高齢者が安心して免許が返納できるまちづくりをしてほしい。現状では無理。巡回車はあるのを知っているがそこまでが遠い。アクセスが悪いので使用しず
らい、できない。勧められない。

(再掲)

市民と対応する窓口の係員(正規・非常勤)どちらも市民に対するわかりやすい説明や態度が良いとは言えない。たぶん、いろいろな面での(専門的教育)の
研修がされていないことから生じていると思われる。その場しのぎの対応ではなく、働くことに意欲がもてる職員の皆様であってほしい。財源がなくいつもいつ
も苦しい顔ばかりいしていては良い市政にはならない。よろしくお願いします。

70



①コロナ禍になりやらなくてよかった活動を今後もなくしてほしい。
活動がなくて大変助かった事。
それに慣れてしまった事。
仕事をするママが増えたこと。
老人層が増えている事。
若年層の人数が減っているのにやりたくない、擦り合いの役員会の数が減らないため掛け持ちでやっている方が大変多く、気苦労が多い。子供たちの送り
迎え、親の介護、病院などの送り迎えなどで時間がないのに働いている世代の方々がとても時間の工面に苦労している。会社もそんなに休ませてはくれな
い。
活動を増やすことではなく、ゆったりとした心をもてる暮らしを目指して欲しい。
過疎化を見込んでちゃんと活動の再度分別してほしい。
近隣の市に比べて一歩遅れている気がする。
その中でやらなければいけない事はこちらもしっかり参加していきたい。
②子供達がのびのび暮らせるのは嬉しい。
③中学校に通う菊川などの土手にフェンスがないことが少し不安。

(再掲)

JR菊川駅周辺の開発がメインになっていると感じている。旧小笠町の開発は後回しされていると家族含め近隣の人たちも思っている。
原発は稼働させ、昨今の電気代値上げや環境負荷軽減を推進するべき。
菊川市の財政も健全になるよう行政がしっかりと進めて欲しい。

(再掲)

菊川市になってから旧菊川町が優先で旧小笠町はあとまわし。
工業団地があって財産があるのは旧小笠町なのに。損ばかり。
何事もバランスよくやってほしい。
合併していいことはなにもない。

(再掲)

・交通ルール無視(車間距離不保持、速度超過、一時不停止等)が挙げればきりがないほど多い。地元民は何も感じないだろうが、他県出身からすると9割方
まともな運転をしておらず、よくこれで事故が起こらないなというレベル。
・周りの目を気にするわりに、コロナ等の有事の際は我が強く、自分さえ良ければという行動が目立つ。これは菊川市民に限らず、静岡県全体として。人が良
い、穏やかというが表面上だけ取り繕っている根が腐った人が多い。
・新しいことにチャレンジしようする動きが市全体として見られない。すべて後追い。こんなに何も変わっていないのに高い税金はどこに使われているのか不
思議。
・医者の数が少ない。その数少ない医者が触診もせず自分の保身ばかり気にしている。増やして競争させるべき。
以上のような状況の地域で一生住みたい、子供を育てたいとは到底思えない。

(再掲)

子供が大学進学の時期を迎えていますが、県内大学の魅力などの発信や地域との関わり方が知りたい。

転入時や、改姓時の、手続きがあちこちたらい回され非常に不便に感じた。子供の手続きについても、市役所でやれること、けやきにいってやること、教育委
員会へは自分で連絡してくれと、なんのための行政なのかわからなかった。マイナンバーカードも作成してあるにも関わらず、いちいち書類がほしいとか、心
の病を患っていることを伝えても、たらい回しと原本を返してほしいと書類をわたすも、ここではコピーをとれないのでとってきてくれと融通がきかないのが残
念でした

菊川市民総合体育館、菊川市小笠体育館、堀之内体育館の建て替えを希望します。
防災の拠点になるような大きな体育館が雨漏りなどで老朽化が進んでいるため。
菊川市役所の駐車場整備、狭くて停めにくい。すれ違う道幅が狭く危険を感じる。

(再掲)

特色がない。周辺市町村ともっと連携が必要。

その他

特に不満はありませんが、菊川市にはこれがあるとの印象がありません。

皆様には感謝しています。

提示されていた項目は全て重要に決まっていますよね。年齢的にスポーツは参加できませんが、ウォーキングは休日には雨天でも続けています。体脂肪は
確実に落ちます。
車の運転しなくなったら不便になるのは仕方ありませんが、コミュニティバスなどの充実を期待しています。
スマホ・パソコンをすすめるのなら、紙使用したい私はこれからは辞退させて下さい。
原発に関しては、エネルギー不足になったら稼働せざるを得ない時が来るかもしれないけれど、経年劣化を心配しています。停止していても危険な物質は発
電所に有り続けているのが現実ですよね。

(再掲)

今のままでいいと思う。
コミュニティバスはやめてほしい。雨が降っても停留所まで行く、タクシーならば家まで来る。
朝、役所に行っても挨拶が出来ない人がある。

(再掲)

駅北の発展とは対比で、駅周辺がさびれているのが残念です。
※アンケートの対象者として、かなりの確率で回答していると感じます。無作為にしては同居家族の中でも私だけ回答している気がします。片寄りが生じなけ
れば良いのですが…。

(再掲)

１、浜岡原発早期稼働を願い、菊川市として表明願う。
１、リニア鉄道の件、水源問題について　下流の水が確保できなければ即中止、市民の声を国会などで反映して下さい。

(再掲)

古い考えが多すぎる

若い人達に頑張って頂きたいです。
・税金の無駄をなくしてほしい。又市民税等少なくして、生活しやすい町にしてほしい。
・議員や公務員が多すぎる。
住民の声が繁栄される菊川市行政であってほしい。市内での予算が片寄っているように思われる。
外国人の教育(中国、ブラジル等)を充実し、他住民に迷惑を掛けない社会生活になじめるように子供～老人までして頂きたい。常識のない人が多く大変困っ
ています。(上下水道、自治会活動への不参加、ペット飼育等に多数)
民生委員は活動しているのがわかりません。

(再掲)

国民健康保険のカードをプラスチックにしてほしい。紙ではなくなりそう。

旧小笠地区の発展を期待しています。
・このアンケートの回答が基準が判らず出しにくい。
・「こうしたら、こうなったらもっと良くなる」意見を求めるべき。
・市の(市長)計画方向性が明確でない。住民との意識の共有ができていない。
・まわりの市町と比較し可能性を感じない。(駅整備など無駄な計画より弱者支援を…)
帯を巻いた様の状態で歩く事、体を曲げる事ができず、主婦の仕事も助けてもらってます。外孫の守りで、けやき、図書館、幼稚園、小学校、地域の皆様の
あたたかい支援を頂き、元気をいっぱい私の方がんばとうと思っています。もう少し、休みます、申し訳ありません。
より住みよい町として菊川がすすんでいけたらいいと思います。

答えにくい質問が多かった。

菊川駅のロータリー部分が草におおわれていて気になりました。駅は町の顔だと思うので、常にきれいにしておいた方がいいと思いました。
私の今の生活の状況から関係のない(わからない)アンケート項目が多く８年間で３回もこのアンケートに答えています。無作為抽出されたとありますが、もっ
と他の方の意見を聞くべきではないでしょうか？良いまちづくり活動には大いに感謝しています。スマホで何度かアンケートを回答しようとしましたが、最後の
ページでいつも不具合が生じ、ログイン入力ホームに戻ってしまい用紙での回答となりました。
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アンケートの質問が難しすぎてわからないと答えるしかなかった。菊川市に大型商業施設(例　島田のアピタ、磐田のららぽーと)ができれば、まちに活気がで
ると思うのでそういう施設が欲しい。お金が市外に出てしまい、市内に入らないのも欲しい理由です。

(再掲)

よくも悪くも田舎

近所の人がうるさい

現状で答えがむずかしいものがありすみません。よい町になるよう願うのみです。

設問１は市外とくらべた事がないのでわからない。
※市役所にTELした時、対応がとっても悪く、とても気分が悪くなった。
※学校の通学路、欲しい場所にカーブミラーがなく危険な場所があります。大きな事故が起きる前に、点検して欲しいと思います。
※菊川は夜になると街灯も無く、とても暗い危ない、まちの安全のためにも太陽光の街灯を設置を希望。
※菊川市民だけど、市長さんにお会いしたことがない。無投票だから、しかたがないですね‼

(再掲)

小笠地区の活性化　菊川地区に比べ、あまりかわらないように感じられるので
・ホームページがわかりにくい。
・昔ながらの近所つきあいがしにくい。(あいさつするだけで不審者扱いされがち)
・移住者は住みにくい。
・コロナ、コロナと言いすぎる。感染者０名と言いすぎる。
・窓口の対応が事務的すぎる。
・掛川市の職員の方がていねいな対応をしてくれた。

(再掲)

まちづくりのコンセプトがわかりにくく統一していない。

とっても住みやすいと思っています。

コロナ禍の中で各種の事業が中止となり残念です。市職員の努力に感謝しています。

市長が変わりましたがまちは何も変化しません　そんなまちです！
・自分勝手な思いですが合併後の菊川市ですがいろいろな取組み、イベント等旧菊川町、小笠町で温度差が有る様に思える。
・アンケート報告も少々判らない事も有りすいません。
・コロナの関係で地域(自治会、地区)のコミュニティ活動もかなり少なくなりいろいろな面で衰退している。今年は少しずつ動く気もしているが２~３年のギャップ
穴埋めは大変、行政の方もがんばって下さい。

(再掲)

今後も安全な生活ができるまちになっていってほしいです。

JR北口は本当に必要であったのか？無駄な費用に当たるのではないか。市民税が高いと思う。ブランコ、すべり台のある公園をつくってほしい。 (再掲)
今回の市民アンケートをインターネットで回答したかったのですが、問１から選択したい項目がなく、結局できませんでした。間違いがあるのではないでしょう
か。しっかり確認してから出してほしいです。
旧小笠町にもっと目を向けて下さい。長谷川市長に期待しています。
お世話になります。インターネットで回答したのですが、☆のとこだけ逆につけてしまいました。他はそのままです。訂正の仕方がわからなかったのでその分
で記入をしておくります。誰もが平等に安心してくらせる町づくりをおねがいします。
・他の市と比較した事が有りませんので、良さ悪さがはっきりしませんが、現在の生活はほぼ満足、住み易いまちだと思う。
・浜岡原発においては想定外という事が有る以上停止しておいた方が良いと思う。安全の基準がわからない。どうなれば安全なのか。
・アンケート調査をする必要が有るのか少し疑問に思います。答えが満足・重要になるべき質問になっていると思います。

(再掲)

1.第１次、第２次の菊川市総合計画を要約しアンケートに同封してもらいたい。今年もいろんなアンケートありますか。
2.文化や国籍が異なる人(一般的に言うと外国人)それぞれ住んでいる自治会とのかかわり合いの実態(私ども自治会で見ると可もなし不可もなしのつき合い)
3.特に最近住居を購入し生活している外国人が増加中
4.問題点①誰が住んでいるのか②自治会費③自治会の行事参加④大きな声や音を出してバーベキュー等をやり騒音迷惑。等々
5.外国人との共生については以前、自治会会長に意見を申し上げましたが全く動きなし。継続して菊川市自治会長会議でまず現況把握していく(ホンネで)好
ましいケースを発表・参考にしたい。以上

(再掲)

行政はいろいろと活性化のために頑張ってくれていると思う。コロナ禍で様々なイベントが制限されているが、引き続きご尽力をお願いします。

コロナ禍で、多くの制約があると思いますが、これからも活気ある町づくりをしてほしいと思いました。菊川市は、楽しいイベントがたくさんあるので、はやく例
年どおりに参加したいです。

長谷川市長さん、期待しています。

安心し住むことのできる町だと思います。遅くなりまして申し訳ありません。

もうすこしかっきがほしい。市長のかおをみたときがない。なにをやっているのかわからない。

郊外の活性化をよろしくお願い致します。

アンケートに自分には分からない問いが有るのに、解を選ばなくてはならないのは意味がわからない。

これからも安心して住めるまちであってほしいです。

アンケートが遅れてすみませんでした。

私は今下半身が不自由なので母に迷惑をかけるので３年前より施設に入っているのでしっかり説明出来ませんのでよろしくお願い致します。

市役所から、健康・健全になってください
○未婚の方が多いように感じます。結婚は強制できませんが、「温かい家庭」があってこその「まちづくり」だと思います。
○自治会内で自治会長などの役員に、面倒なことのすべてを押し付ける風潮があると感じます。
○市委嘱の委員は、輪番などで選出された方がほとんどです。「委員委嘱方式」がベストなのか常に検討をお願いします。

(再掲)

安心安全なまちづくりをお願いします

母が代理入力しました

自治会の防災備蓄が少ない気がする。
子供会が無くなってしまい、同じ地区でも知らない子がいるのが、非常に残念。
GO toのような事業で観光客を増やし、街を活性化することも大事だと思うが、大人が旅行に出掛ける反面、それによりコロナ感染者が増え、子供達が職業
体験や修学旅行の延期や短縮日程等シワ寄せのような状態になっている。その事に今現在、孫や子供が学校に通っていない人たちは気付いていないと思
う。
以前、公共施設の爆破予告があったようで、体育館の鍵が借りれなかった。しかし、市役所のホームページを見てもそのような事は載っていなかった。体育
館だけが使えないようし、周辺地区への注意喚起はいらないのか？変に不安を仰がないように…なのか。
持ち家もあるので、今後も菊川市に住みたいと今のところ思ってはいる。

(再掲)

若者達がチャレンジできる町にして欲しい

今後も様々な取り組みに期待します。

このようなアンケートを行っても菊川市が変わるかどうなのか、疑問に思います。本当に必要なのかどうか、精査していただきたいです。
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まずこのアンケートで個人情報を要求しすぎ。容易に特定されそうで本音が書きづらい。しかも、このアンケートそのものが政治行政にどう役立つのか全く見
えない。街をどうとらえているか、という市民の意見だけを集めることに何の意味があるのか。もっと具体的な質問にしてはどうか。
例えば、
・駅南北にどのような施設があるとよいと思うか　→　大きな駐車場、マンション（１階は店舗にして昼間の人口も担保する）、スーパー、飲食店
・菊川市に何が不足していると思うか　→　人口を維持、増加させるための具体的な政策、ビジョン、まともな脳を持った議員
・交通安全のために必要なことは何か　→　通学路の安全確保、高齢者の免許返納促進政策と公共交通サービスや宅配/送迎サービスの充実
・生活上最も不便なことや困っていることは何か　→　街灯も少なく、犯罪が心配　犬の散歩パトロール隊などを組織して欲しい
・他国籍の人と暮らす上で必要な政策が何か　→　まずこのアンケートを多言語で作成してはどうか
・災害対策として気になる点は何か　→　避難所にいざ避難した時に男女混合でプライバシー皆無の雑魚寝状態になるのが心配（避難所の性犯罪対策を考
えておくことが必要）、ガラス張りのきくるが避難所として機能するとは思えない（どう考えても割れるだろう）、真夏に停電/断水した時に最も多くの死者が出る
だろうが、それに対する対策は考えてあるのか、浜岡原発で有事になった際に、避難経路や避難手段（大型バスなど）、避難先は想定してあるのか、
ペット同伴での避難も今後は増えるだろうからその対策
・若年人口を増やす政策　→　産前産後/就学前の育児支援の充実、小学校教員の質の向上、スウェーデンなど優れた教育を行っている国を手本としたユ
ニークな教育の導入、長時間労働の撲滅（これがないとジェンダー問題、少子化は永遠に解決しない）、非正規雇用者の社会保障の整備（貧困の予防は治
安の安定につながる）、「食」を重視する街（添加物、農薬など環境問題とからめて、特に子供の食事は乱れ切っており、発達障害との関連も指摘されてい
る。市全体として、まともな食物について啓発し、まともな食品、食材をバックアップ、宣伝していくことは長期的に有形無形の財産となる）、初夏冬休みの児
童の預け先が絶望的に貧弱。狭い室内で成長期の子供を過ごさせるとは無能の極み。先進国では自然の中でのびのびと過ごさせるサマーキャンプやサ
マースクールなどが充実している。とにかく、菊川市の中で考えていても良い知恵など出るわけがない。世界や、成功している他の地域を参考に、失敗を恐
れずどんどんチャレンジしていくべき。
・菊川市の環境について　→　最悪。街路樹からして貧弱過ぎ、貧相な街並みに拍車をかけている。夏は日傘なくして歩けず、また歩いているだけで楽しい景
色も、散策したくなるような街並みもない。がけ崩れしそうな道路、倒壊しそうな家も珍しくなく、今後空き家も増え続けるだろう。川の岸辺はコンクリートで固め
られ水は濁っていて川遊びもできず、釣りを楽しめる池もない。ピクニックに行きたいような山もない。海に行けば浜辺はゴミだらけ。
街を縮小してく発想が必要。貧弱な植木と、砂利やコンクリートの公園で何を楽しめと言うのだろう。人を楽しく生活させる、という発想が全くない。
・自分はどういう形で市に貢献できると思うか　→　上記のようなビジョン、提案、資料集め、講演、社会奉仕など
こうした質問をダイレクトに聞いてはどうか。「やりました感」だけのための自己満足的なアンケートに税金を使うのはやめてもらいたい。

中途で正社員を探そうに、近隣の街を含めても募集が少ない。40才になっても派遣社員。
結婚しようにも金もないから相手もいない。
40代の未婚率が高くて、子供が少ないのは自己責任だと誰も助けなかったから。
母校は、菊川市・牧之原市の学校組合です。最近、牧之原市は児童・生徒が減少により学校組合から撤退すると聞きました。それも当然の成り行きですよ
ね。
年金もまともに払っているのは、かなり少ないと思うので高齢になったら生活保護がたくさんでると思うのですが、それを支えようにも若い世代が少ないので
どうなるでしょうか。
高齢者ばかり気にしていないで、もっと40代含めて非正規から正社員の転換を促す取り組みとかをして安定した職につけるように配慮してくれませんか？

(再掲)

項目多すぎ。
ここまでやるのなら、集計結果と改善結果出してくださいね。PDCA,

誰もが安心して暮らせる。自慢できる街を作ってほしいです

皆が平和に楽しく暮らして行けたらそれで良いです。

このアンケートに、35分くらいかかりそうです。
自分がよくわからない(あまり関わっていない)分野の質問ですと、イメージで答えざるを得ません。
そのように答えられたアンケートの集計結果に、意味があるのかどうか、心配になります。
忙しい人には、このアンケートは負担でしょうし、問題意識の高い人でも、その人が有能なら、このアンケートに答えている時間はないのでは、と思います。
まちづくりについて、意見を聞くのであれば、個別・具体的な質問でないと、あまり意味がないのでは、という印象を受けました。
大変、失礼しました。
設問３（以前より住みにくくなった理由）ですが、河川改修（曳家）後、７年前から常時自宅の敷地で振動を感じるからです。振動を感じるのは家族の中で私だ
けですが。

(再掲)

いつもありがとうございます。何もなく過ごせているのは色々な方が見えない所で努力して下さっているかげです。感謝しています。
このアンケートを集計するのも大変だと思いますが、これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。
超少子高齢化の波の影響により限界集落化を危惧します。移住、定住対策の推進による活性化策を希望します。また、横地城址の国指定からの規制緩和
も希望します。お役所感覚だけの、当時のままの保存なんてナンセンスです。散策道の整備すら、昔は舗装は無かった等の言い草は愚の骨頂と思います。
アンケートはスマホから実施しましたが、質問で満足度と重要度の回答が重複していて、理解し難いと感じます。満足度には満足のみ、重要度には重要のみ
の回答欄にする方が、混乱しないと思います。所内で事前にダブルチェックしたら判ると思いますので、次回から反映をご検討願います。

(再掲)

　私は地元を離れて菊川市の良さを再確認し、将来ここに住み続けたいと思います。そのような当たり前の幸せを届けてくれる菊川市で働く人に敬意をもって
います。
　今よりももっと菊川市を暮らしやすい町をする為には、働く方達の環境改善をしていく必要があると感じます。金銭的な部分での改善は早急にできなくとも、
働く人同士のコミュニケーションの取り方を変えたり、気軽に悩みを打ち明ける場を増やしたりするなどをして、この町を素敵な町にしたいと思う人たちのこと
を大事にするべきだと感じました。
　市からサービスを提供される側には、どのような過程を経て消費者に届くのか、又は当たり前のことすぎて裏で頑張る人たちの苦労をわからずにいる人が
ほとんどです。働く人からすれば、市民から目には見えない部分を蔑ろにしてしまうこともあるとは思いますが、市のために働くということはとても立派なことで
す。もし働く人の中で必要以上に圧力を加えたり、それに苦しんでいる人がいたら、その人たちの心のケアを1番にしてください。それがよい町づくりに繋がる
と思います。

穏やかでよい街だと感謝してます

全世代の人達が安心して生活できる街に

穏やかであってほしい
選挙時での立会人の選出方法が、依然不透明であり、改善についての移行が見えてこないです。
民主主義の大前提であるべき選挙が、どのような体制で行われているのか公表出来ずまま、公正であるのか非常に疑問視される状態で行われていれの
は、極めて許しがたきことと思いますが、市議会でもスルーしてしまっているようです。
このような状況で、まちつくりについての意見を求めるとは、如何なるものかと思います。
住みやすいまちづくりへの取り組みありがとうございます。
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もっと市民からの声を聞いて実践してほしい。
さらに言うなら、市長までしっかり耳に入れてほしい。
職業的にコロナワクチンを早く打たないといけなかったのですが、住まいは菊川、職場は掛川という関係で、菊川にも掛川にも問い合わせたところ、両市の押
し付けあいとなりました。早く打った職員と2ヶ月もズレているという現状です。もう少し柔軟な対応をしてほしかったです。
そういうところが、市民からの信頼性や期待性という部分で、欠けていく事だとおもいます。
是非とも、この内容も市長からその下の管理職の人達に、共有されることを願っています。
もし共有されることがなければ、税金を使って書類を送ってくる、こんなアンケートやる必要はないと思います。
それだけ大事なことだと思います。
更なる菊川の発展を願っています。

(再掲)

全方位型の市活性化は難しいと思うので、地理的、産業構造など特徴を生かして、今より一歩進んだ街づくりを期待します。それを継続的に何十年もやり続
けることが大切だと思います。この活動が長続きする事を期待します。
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令和４年度 菊川市民アンケート 
 

日頃から、市政に関しまして格別のご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

菊川市では、平成 29年度から第２次菊川市総合計画に基づき、『みどり ときめきたしかな未来 菊川

市』を将来像とした取り組みを進めているところです。 

この調査の目的は、「第２次菊川市総合計画」の取り組みが、暮らしの中でどのように実感され、どのよ

うな成果が挙がっているのかについて、広く市民の皆様のご意見、ご意向をお伺いし、これからの行政運営

に反映させるために実施するものです。 

つきましては、大変お忙しいところ誠に恐縮ですが、調査の趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますよ

う、お願い申し上げます。 

  令和４年４月  菊川市長 長谷川 寬彦 

ご記入にあたって 

対象者 市内在住の 18歳以上の方から無作為抽出した 2,000人の皆様が対象です。 

回答者 
宛名のご本人様にお願いします。ご本人による回答が難しい場合は、お手伝いいただける方
がご本人から聞き取り、回答してください。 

回答方法 

                                   

 

◆インターネットでの回答がとても便利です                                             

スマートフォン、タブレット、パソコンからいつでも回答できます。 

                                          

 

 

URL  https://logoform.jp/form/RW66/61267                           

◆この調査票による回答                                           
インターネットでの回答が難しい方は、本調査票に直接記入し、同封の返信用封筒（切手不
要）に入れて、ご投函ください。 

集計・公表 
回答内容はすべて統計的に処理し、個人に関わる情報が公表されることはありません。   
調査結果は、市ホームページ及び広報菊川において公表いたします。 

 

 

 

令和４年４月 20日（水）までにご回答ください。 

※回答に要する時間は５～１０分です。 

①アクセスする

 

②ログインする ③回答する 

―あなたはどのように感じていますか？ 声をお聴かせください― 

 

ログインID 

※ログインＩＤは重複回答を避けるために付与するものであり、個人を特定するものではありません。 

※ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。 

菊川市役所 企画財政部 企画政策課 企画係 
電話：０５３７-３５-０９００ FAX：０５３７-３５－２１１７ 
E-mail:kikaku@city.kikugawa.shizuoka.jp 75



 

１ 暮らしの実感などについて                                

菊川市にお住まいのみなさんの日常的な暮らしの実感などについてお伺いします。 

※重要度については、各設問項目の「～だと思いますか」を「～であることが重要だと思いますか」と読み替えてお答えください。 

 

 （設問１の続き） 
満
足 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

満
足 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

不
満 

不
満 

重
要 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

重
要 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

重
要
で
は
な
い 

重
要
で
は
な
い 

分
野 

No. 項 目 
満足度 重要度 

 

例 菊川市は○○○なまちだと思いますか ○4  ３ ２ １ ４ ○3  ２ １ 

子
育
て
・
教
育 

１ 子育てしやすいまちだと思いますか ４ ３ ２ １ ４ ３ ２ １ 

２ 
安心して子どもを育てられるまちだと

思いますか 
４ ３ ２ １ ４ ３ ２ １ 

３ 
子どもが安全・安心に通うことのできる

教育環境が整うまちだと思いますか 
４ ３ ２ １ ４ ３ ２ １ 

４ 

学校・家庭・地域が一緒になって子ども

を育むまちづくりが進められているま

ちだと思いますか 

４ ３ ２ １ ４ ３ ２ １ 

保
健
・
福
祉
・
医
療
・
社
会
教
育 

５ 
心身ともに健やかに生活できるまちだ

と思いますか 
４ ３ ２ １ ４ ３ ２ １ 

６ 
健康づくりに取り組む人が増えている

まちだと思いますか 
４ ３ ２ １ ４ ３ ２ １ 

７ 
健診や健康相談など病気の予防対策が

充実しているまちだと思いますか 
４ ３ ２ １ ４ ３ ２ １ 

８ 
高齢者が生きがいを持ち、健やかに暮ら

せるまちだと思いますか 
４ ３ ２ １ ４ ３ ２ １ 

９ 
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いますか 
４ ３ ２ １ ４ ３ ２ １ 

10 
市民同士が地域で互いに支え合うこと

ができているまちだと思いますか 
４ ３ ２ １ ４ ３ ２ １ 

11 
障がいのある人が安心して暮らしてい

けるまちだと思いますか 

４ 

 

 

 

３ ２ １ ４ ３ ２ １ 

次の各項目の「満足度」、「重要度」に

ついて、あなたの生活の状況や実感に

最も近い番号をそれぞれ１つ選んで○

印をつけてください。 

設問１ 

いずれかに○印 いずれかに○印 
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 （設問１の続き） 
満
足 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

満
足 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

不
満 

不
満 

重
要 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

重
要 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

重
要
で
は
な
い 

重
要
で
は
な
い 

分
野 

No. 項 目 満足度 重要度 

保
健
・
福
祉
・
医
療
・
社
会
教
育 

12 
入院から在宅まで安心して医療を受け

ることができるまちだと思いますか 
４ ３ ２ １ ４ ３ ２ １ 

13 
生涯にわたり学習活動ができるまちだ

と思いますか 
４ ３ ２ １ ４ ３ ２ １ 

14 
気軽に芸術文化にふれられるまちだと

思いますか 
４ ３ ２ １ ４ ３ ２ １ 

15 
歴史・文化遺産が継承され活かされてい

るまちだと思いますか 
４ ３ ２ １ ４ ３ ２ １ 

16 
誰もが気軽にスポーツに取り組めるま

ちだと思いますか 
４ ３ ２ １ ４ ３ ２ １ 

産
業 

17 
安全・安心で魅力ある農産物が生産され

ているまちだと思いますか 
４ ３ ２ １ ４ ３ ２ １ 

18 茶の生産が盛んなまちだと思いますか ４ ３ ２ １ ４ ３ ２ １ 

19 買物がしやすいまちだと思いますか ４ ３ ２ １ ４ ３ ２ １ 

20 
企業（工業関係）に活力があるまちだと

思いますか 
４ ３ ２ １ ４ ３ ２ １ 

21 
観光や地域間交流など人の交流が盛ん

なまちだと思いますか 
４ ３ ２ １ ４ ３ ２ １ 

22 

消費者が悪質商法の被害に遭わない消

費者保護の取り組みがされているまち

だと思いますか 

４ ３ ２ １ ４ ３ ２ １ 

防
災
・
環
境
・
社
会
資
本
整
備 

23 
災害に備え防災対策が整っているまち

だと思いますか 
４ ３ ２ １ ４ ３ ２ １ 

24 
地域が防災・防火活動に取り組んでいる

まちだと思いますか 
４ ３ ２ １ ４ ３ ２ １ 

25 
交通事故の危険が少ないまちだと思い

ますか 
４ ３ ２ １ ４ ３ ２ １ 
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 （設問１の続き） 
満
足 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

満
足 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

不
満 

不
満 

重
要 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

重
要 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

重
要
で
は
な
い 

重
要
で
は
な
い 

分
野 

No. 項 目 満足度 重要度 

防
災
・
環
境
・
社
会
資
本
整
備 

26 
身近に犯罪がなく安心して暮らせるま

ちだと思いますか 
４ ３ ２ １ ４ ３ ２ １ 

27 
防災・救急体制が整備されたまちだと思

いますか 
４ ３ ２ １ ４ ３ ２ １ 

28 
市民や企業が環境保全に取り組むまち

だと思いますか 
４ ３ ２ １ ４ ３ ２ １ 

29 
水質が保全され川がきれいなまちだと

思いますか 
４ ３ ２ １ ４ ３ ２ １ 

30 
市内外にスムーズに移動できる道路が

整備されたまちだと思いますか 
４ ３ ２ １ ４ ３ ２ １ 

31 
利用しやすい交通手段が確保されたま

ちだと思いますか 
４ ３ ２ １ ４ ３ ２ １ 

32 
市民の憩いの場として整備された公園

があるまちだと思いますか 
４ ３ ２ １ ４ ３ ２ １ 

33 
上水道が安定して供給されているまち

だと思いますか 
４ ３ ２ １ ４ ３ ２ １ 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
自
助
・
共
助
・
公
助 

34 

地域のコミュニティ活動などが市のま

ちづくりに活かされているまちだと思

いますか 

４ ３ ２ １ ４ ３ ２ １ 

35 

広報誌・市ホームページ・出前講座など

を通して市の情報が発信されているま

ちだと思いますか 

４ ３ ２ １ ４ ３ ２ １ 

36 
市内外に市の魅力が発信されているま

ちだと思いますか 
４ ３ ２ １ ４ ３ ２ １ 

37 

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います

か 

４ ３ ２ １ ４ ３ ２ １ 

38 
文化や国籍が異なる人々が共に暮らし

やすいまちだと思いますか 
４ ３ ２ １ ４ ３ ２ １ 

39 
効率的・効果的な行財政運営が行われて

いるまちだと思いますか 
４ ３ ２ １ ４ ３ ２ １ 
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２ 暮らしやすさについて                          

菊川市の全般的な住みやすさなどについてお伺いします。 

 
設問２ 総合的にみて、菊川市は住みよいところだと感じますか？該当する項目を次の中から１つ選び番

号に○印をつけてください。 

１  住みやすい          ２ どちらかといえば住みやすい 

３  どちらかといえば住みにくい  ４ 住みにくい 

 

 

設問３ ここ数年の間に、お住まいの周辺の生活環境は、全般的にどのようになったと感じますか？

該当する項目を次の中から１つ選び番号に○印をつけてください。 

 

１ 以前より住みやすくなった ２ 良くも悪くもなっていない 

３ 以前より住みにくくなった ４ わからない 

 
具体的に 

 
 

 

設問４  今後も菊川市に住み続けたいと思いますか？該当する項目を次の中から１つ選び番号に

○印をつけてください。 

 

１ 住み続けたい ２  市外に移りたい ３  わからない 
 
 
 
 

市外に移りたい理由は何ですか？該当する項目を次の中から３つまで選び番号に○印をつけてく

ださい。 

 

１ 医療・福祉施設が不足している ２ 教育や子育ての環境が良くない 

３ 買物や外食が不便 ４ 道路・下水道など都市基盤整備が遅れている 

５ 交通の便が良くない ６ 災害や犯罪など安全面で不安が大きい 

７ まちに魅力や活気がない ８ 文化やスポーツにふれる機会が少ない 

９ 地域での人間関係が良くない 10 学校や仕事、家族の都合 

11 その他（                            ） 

「１」または「３」と答えた

方は、その理由は何ですか？ 
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３ 日常生活・まちづくり活動について                          

 

設問５ 日常生活に関する次の各項目について、「はい」または「いいえ」から、該当する項目を次の中か

らそれぞれ１つ選び○印をつけてください。 

  はい いいえ 

１ あなたは、年に１回以上芸術や文化の活動を行いましたか １ ２ 

２ あなたは、年に１回以上芸術や文化を鑑賞しましたか １ ２ 

３ あなたは、週１回以上スポーツに取り組んでいますか １ ２ 

 
設問６  あなたは、「協働」という言葉やその内容を知っていましたか。該当する項目を次の中から１

つ選び番号に○印をつけてください。 

 

１  内容まで知っていた       ２ 言葉は知っていたが、内容まで知らなかった 

３  知らなかった 
 
 
設問７  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。該当する項目を次の中から１つ

選び番号に○印をつけてください。 
 
 

１  大いに関心がある       ２ やや関心がある 

３  あまり関心がない       ４ まったく関心がない 

 
 
 
設問８   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。該当する項目を次の中

から１つ選び番号に○印をつけてください。 

 
 

１  参加した           ２ 参加していない 

 

 
あなたは、今どのようなまちづくり活動に参加していますか。該当する項目の全ての番号に○印をつけ

てください。 

 

１  スポーツ・レクリエーション活動  ２  社会奉仕活動 

３  環境美化活動           ４  青少年健全育成活動 

５  教育文化活動           ６  消費者活動 

７  自主防災活動           ８  交通安全活動 

９  子供会活動            10  その他（           ） 
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設問９ あなたは、今後まちづくり活動に参加したいと思いますか。 

「大いに参加したい」気持ちを「10」、「まったく参加したくない」気持ちを「０（ゼロ）」として、

あなたの気持ちにいちばん近い数字を次の中から１つ選び番号に○印をつけてください。 

 

大いに参加したい                    まったく参加したくない 

10 ９ ８ ７ ６ ５ ４ ３ ２ １ ０ 

 

 
設問10 あなたは、まちづくり活動に取り組む人たちに感謝していますか。 

「大いに感謝している」気持ちを「10」、「まったく感謝していない」気持ちを「０（ゼロ）」として、

あなたの気持ちにいちばん近い数字を次の中から１つ選び番号に○印をつけてください。 

 

大いに感謝している                   まったく感謝していない 

10 ９ ８ ７ ６ ５ ４ ３ ２ １ ０ 

 

 
設問11 あなたは、菊川市の魅力を友人などにどの程度の気持ちでお勧めしたいと思いますか。 

「大いに勧めたい」気持ちを「10」、「まったく勧めたくない」気持ちを「０（ゼロ）」として、あな

たの気持ちにいちばん近い数字を次の中から１つ選び番号に○印をつけてください。 

 

大いに勧めたい                      まったく勧めたくない 

10 ９ ８ ７ ６ ５ ４ ３ ２ １ ０ 

 

４ 浜岡原発市民意識調査                          

 
設問 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。該当する項目を次の中から１つ

選び番号に○印をつけてください。 

 

１  停止しておいた方がよい   ２ 安全が確認できれば稼働した方がよい 

３  どちらともいえない     ４ わからない 
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５ あなたご自身について                                

 

設問 13 あなたご自身のことについて、それぞれの項目ごとにあてはまる番号をそれぞれ１つ選ん

で○印をつけてください（アンケートご記入時点の状況でご回答ください。）。 

 

(１)あなたの性別は 
１ 男性 ２ 女性 

(２)あなたの年齢は 
１ 18歳～19歳 ２ 20歳～29歳 ３ 30歳～39歳 

４ 40歳～49歳 ５ 50歳～59歳 ６ 60歳～64歳 

７ 65歳以上 

(３)あなたのお住まいの

地区はどこですか  
１ 西方地区 ２ 町部地区 ３ 加茂地区 

４ 内田地区 ５ 横地地区 ６ 六郷地区 

７ 河城地区 ８ 平川地区 ９ 嶺田地区 

10 小笠南地区 11 小笠東地区 

(４)あなたの職業は １ 農林水産業 

３ 公務員・団体職員 

５ 専門職(医師・弁護士・税理士等) 

７ パート・アルバイト 

９ 学生 

11 その他（        ） 

２ 会社員・会社役員 

４ 自営業(商店・工場・家族従業者含む) 

６ 自由業(作家・芸術家等) 

８ 家事（主婦・主夫） 

10 無職 

 

(５)通勤・通学先は 
１ 市内 

 

３ 県外（        ） 

２ 市外の県内市町村 

（          ） 

４ 自宅（自営業所） 

(６)ご家族の構成は  １ ひとり暮らし世帯 

３ 親･子の世帯 

５ 親･子･孫･ひ孫の世帯 

２ 夫婦のみの世帯 

４ 親･子･孫の世帯 

６ その他(         ） 

(７)菊川市に住まわれて通

算何年になりますか 

１ １年未満 

３ 11年～20年 

５ 31年以上 

２ １年～10年 

４ 21年～30年 
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最後に菊川市のまちづくりについて自由な意見をお聞かせください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問は以上です。ご協力ありがとうございました。 

記入し終わった調査票を同封の返信用封筒に入れ、４月 20 日（水）までに、ご投

函ください。 
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