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菊川市 企画財政部 企画政策課

菊川市総合計画・行政評価 
 

平成27年度 
市民アンケート調査結果 



アンケート調査の概要

１　アンケート調査の方法

　　①　アンケート実施期間 平成27年4月2日～平成27年5月1日

　　②　対象区域 菊川市全域

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

　　④　配布方法 郵送による配布

　　⑤　回収方法 郵送による回収

２　配布・回収

　　①　配布数 2,000通

　　②　回収数 949通

　　③　回収率　 47.5%



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

問１－①　あなたの性別は

回答数 構成比
男 435 45.8%
女 502 52.9%
無回答 12 1.3%
合計 949 100.0%

問１－②　あなたの年齢は

回答数 構成比
20代 99 10.4%
30代 162 17.1%
40代 154 16.2%
50代 210 22.1%
60代 306 32.2%
70代以上 7 0.7%
無回答 11 1.2%
合計 949 100.0%

問１－③　あなたのお住まいの地区（行政区）は

回答数 構成比
西方 53 5.6%
町部 55 5.8%
加茂 122 12.9%
内田 64 6.7%
横地 48 5.1%
六郷 196 20.7%
河城 102 10.7%
平川 89 9.4%
嶺田 54 5.7%
小笠南 64 6.7%
小笠東 83 8.7%
無回答 19 2.0%
合計 949 100.0%

問１－④　あなたの職業は

回答数 構成比
農業 71 7.5%
自営業 60 6.3%
自由業 5 0.5%
会社員等 401 42.3%
パート等 181 19.1%
家事専業 100 10.5%
学生 16 1.7%
無職 85 9.0%
その他 13 1.4%
無回答 17 1.8%
合計 949 100.0%
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【各設問における単純集計表（H18年度調査との比較）】

問２－１　菊川市は住みやすいまちだと感じていますか

H19 Ｈ27

1.住みやすい
2.どちらかといえば住みやすい

56.3% 57.2% 1.0% (↑)

3.どちらともいえない 20.6% 20.3% -0.3% (↓)

4.住みにくい
5.どちらかといえば住みにくい

16.5% 12.0% -4.5% (↓)

6.わからない 2.2% 2.3% 0.1% (↑)

無回答 4.4% 8.1% 3.7% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

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

H19 Ｈ27

人間関係・近隣関係がよいから 24.2% 19.8% -4.4% (↓)

まちに活気があるから 0.5% 0.8% 0.3% (↑)

交通・買物が便利だから 19.8% 22.4% 2.6% (↑)

物価が安いから 2.9% 1.3% -1.6% (↓)

教育関係がよいから 1.6% 1.6% 0.0% -

保健・医療が充実しているから 2.4% 2.9% 0.5% (↑)

子育て支援が充実しているから 0.8% 3.6% 2.8% (↑)
高齢者・障がい者・子どもへの配慮があるから 1.5% 1.5% 0.0% (↑)

文化・教養施設が充実しているから 0.3% 0.7% 0.5% (↑)

働く場所に恵まれているから 3.9% 1.5% -2.4% (↓)

自然環境がよいから 31.7% 29.4% -2.3% (↓)

居住環境が整備されているから 2.9% 3.8% 0.9% (↑)

治安・防災面で安心だから 4.3% 5.6% 1.3% (↑)

その他 1.3% 1.6% 0.4% (↑)

無回答 2.1% 3.5% 1.3% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

H19→Ｈ27

H19→Ｈ27
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問２－３　問２－１で４または５と答えた方　それはどのような理由からですか（２つまで）

H19 Ｈ27

人間関係・近隣関係がよくないから 4.9% 7.0% 2.0% (↑)

まちに活気がないから 18.4% 15.9% -2.5% (↓)

交通・買物が不便だから 24.6% 27.4% 2.8% (↑)

物価が高いから 1.2% 3.5% 2.3% (↑)

教育関係がよくないから 2.9% 0.5% -2.4% (↓)

保健・医療が充実していないから 7.4% 5.5% -1.9% (↓)

子育て支援が充実していないから 3.7% 2.0% -1.7% (↓)
高齢者・障がい者・子どもへの配慮が足りないから 6.6% 2.5% -4.1% (↓)

文化・教養施設が充実していないから 5.7% 4.0% -1.8% (↓)

働く場所に恵まれていないから 4.9% 10.4% 5.5% (↑)

自然環境がよくないから 0.8% 0.0% -0.8% (↓)

居住環境が整備されていないから 6.6% 4.0% -2.6% (↓)

治安・防災面で不安だから 4.5% 3.5% -1.0% (↓)

その他 2.0% 5.5% 3.4% (↑)

無回答 5.7% 8.5% 2.7% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

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

Ｈ23 Ｈ27

満足・やや満足 8.8% 11.3% 2.5% (↑)

普通 52.5% 54.5% 2.0% (↑)

不満・やや不満 21.5% 15.0% -6.5% (↓)

わからない 14.7% 14.3% -0.4% (↓)

無回答 2.4% 5.0% 2.6% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

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

Ｈ23 Ｈ27

とても重要・やや重要 54.8% 48.7% -6.1% (↓)

普通 27.3% 31.4% 4.1% (↑)

重要でない・あまり重要でない 3.9% 3.4% -0.5% (↓)

わからない 6.4% 6.6% 0.2% (↑)

無回答 7.6% 9.9% 2.3% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

H19→Ｈ27

Ｈ23→Ｈ27

Ｈ23→Ｈ27
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問３－市②満  ＮＰＯなどの団体によるボランティア等の市民活動が活発に行なわれている。

H18 Ｈ27

満足・やや満足 4.9% 11.9% 7.0% (↑)

普通 39.8% 38.7% -1.1% (↓)

不満・やや不満 17.8% 13.0% -4.8% (↓)

わからない 34.5% 31.8% -2.7% (↓)

無回答 3.0% 4.6% 1.6% (↑)

合計 100.0% 100.0%

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

H18 Ｈ27

とても重要・やや重要 52.4% 33.9% -18.4% (↓)

普通 25.8% 38.0% 12.2% (↑)

重要でない・あまり重要でない 2.9% 6.4% 3.5% (↑)

わからない 11.3% 12.4% 1.1% (↑)

無回答 7.5% 9.2% 1.6% (↑)

合計 100.0% 100.0%

H19 Ｈ27

満足・やや満足 16.8% 23.2% 6.4% (↑)

普通 45.3% 43.9% -1.4% (↓)

不満・やや不満 17.2% 13.3% -3.9% (↓)

わからない 15.6% 15.3% -0.3% (↓)

無回答 5.1% 4.3% -0.8% (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

H19 Ｈ27

とても重要・やや重要 44.6% 44.0% -0.6% (↓)

普通 35.4% 36.8% 1.4% (↑)

重要でない・あまり重要でない 2.2% 3.6% 1.4% (↑)

わからない 6.9% 6.6% -0.2% (↓)

無回答 10.9% 9.0% -2.0% (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

H18→Ｈ27

H18→Ｈ27

H19→Ｈ27

H19→Ｈ27

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

問３－市③重  市政懇談会や出前講座、広報紙・ホームページなどで市のやっていることがよくわかる。
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H18 Ｈ27

満足・やや満足 5.4% 5.2% -0.2% (↓)

普通 43.8% 51.1% 7.3% (↑)

不満・やや不満 26.3% 16.9% -9.4% (↓)

わからない 21.1% 22.6% 1.4% (↑)

無回答 3.4% 4.3% 0.9% (↑)

合計 100.0% 100.0%

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

H18 Ｈ27

とても重要・やや重要 43.8% 37.5% -6.3% (↓)

普通 36.1% 40.3% 4.2% (↑)

重要でない・あまり重要でない 3.6% 4.2% 0.6% (↑)

わからない 8.5% 8.7% 0.2% (↑)

無回答 8.0% 9.3% 1.3% (↑)

合計 100.0% 100.0%

H18 Ｈ27

満足・やや満足 5.3% 5.5% 0.2% (↑)

普通 29.0% 41.8% 12.8% (↑)

不満・やや不満 38.5% 28.2% -10.3% (↓)

わからない 23.3% 19.7% -3.6% (↓)

無回答 3.9% 4.7% 0.8% (↑)

合計 100.0% 100.0%

H18 Ｈ27

とても重要・やや重要 64.3% 48.9% -15.4% (↓)

普通 19.1% 30.0% 10.9% (↑)

重要でない・あまり重要でない 1.2% 3.0% 1.7% (↑)

わからない 7.0% 8.5% 1.6% (↑)

無回答 8.4% 9.6% 1.2% (↑)

合計 100.0% 100.0%

H18→Ｈ27

H18→Ｈ27

H18→Ｈ27

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

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

H18→Ｈ27

問３－市⑤重  「多様なニーズに対応できる効率的・効果的な行政運営が行われているまち」だと思う。
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問３－市⑥満  市の公共サービスが利用しやすい。

H18 Ｈ27

満足・やや満足 8.5% 13.9% 5.4% (↑)

普通 40.2% 43.8% 3.6% (↑)

不満・やや不満 33.6% 26.9% -6.7% (↓)

わからない 14.2% 11.0% -3.2% (↓)

無回答 3.5% 4.4% 0.9% (↑)

合計 100.0% 100.0%

問３－市⑥重  市の公共サービスが利用しやすい。

H18 Ｈ27

とても重要・やや重要 56.3% 57.5% 1.2% (↑)

普通 28.4% 26.3% -2.1% (↓)

重要でない・あまり重要でない 1.8% 1.5% -0.3% (↓)

わからない 5.5% 5.5% 0.0% ―

無回答 8.0% 9.2% 1.2% (↑)

合計 100.0% 100.0%

問３－福①満  「心身ともにすこやかに生活できるまち」だと思う

Ｈ23 Ｈ27

満足・やや満足 24.3% 28.1% 3.8% (↑)

普通 55.2% 51.4% -3.8% (↓)

不満・やや不満 13.9% 11.2% -2.7% (↓)

わからない 5.9% 7.0% 1.1% (↑)

無回答 0.7% 2.3% 1.6% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

問３－福①重  「心身ともにすこやかに生活できるまち」だと思う

Ｈ23 Ｈ27

とても重要・やや重要 64.3% 60.5% -3.8% (↓)

普通 26.7% 28.0% 1.3% (↑)

重要でない・あまり重要でない 1.2% 1.1% -0.1% (↓)

わからない 2.8% 3.2% 0.4% (↑)

無回答 5.1% 7.3% 2.2% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

H18→Ｈ27

H18→Ｈ27

Ｈ23→Ｈ27

Ｈ23→Ｈ27
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問３－福②満  健康づくりに取り組む人が増えている。

H18 Ｈ27

満足・やや満足 22.9% 23.7% 0.8% (↑)

普通 51.2% 52.7% 1.5% (↑)

不満・やや不満 6.9% 4.7% -2.1% (↓)

わからない 14.6% 16.9% 2.3% (↑)

無回答 4.4% 2.0% -2.4% (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－福②重  健康づくりに取り組む人が増えている。

H18 Ｈ27

とても重要・やや重要 57.3% 51.4% -5.9% (↓)

普通 30.1% 35.4% 5.3% (↑)

重要でない・あまり重要でない 1.5% 1.5% 0.0% -

わからない 3.3% 5.1% 1.8% (↑)

無回答 7.9% 6.6% -1.2% (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－福③満  健診や健康相談など病気の予防対策が充実している。

H18 Ｈ27

満足・やや満足 19.1% 25.9% 6.8% (↑)

普通 48.1% 48.4% 0.3% (↑)

不満・やや不満 19.3% 15.8% -3.5% (↓)

わからない 9.3% 7.6% -1.7% (↓)

無回答 4.2% 2.3% -1.8% (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－福③重  健診や健康相談など病気の予防対策が充実している。

H18 Ｈ27

とても重要・やや重要 66.4% 63.6% -2.8% (↓)

普通 22.4% 26.2% 3.9% (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.6% 1.1% 0.5% (↑)

わからない 2.5% 2.2% -0.3% (↓)

無回答 8.2% 6.8% -1.4% (↓)

合計 100.0% 100.0%

H18→Ｈ27

H18→Ｈ27

H18→Ｈ27

H18→Ｈ27
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問３－福④満  「地域において住民同士が支えあうまち」だと思う。

Ｈ23 Ｈ27

満足・やや満足 26.6% 29.0% 2.4% (↑)

普通 48.9% 47.1% -1.8% (↓)

不満・やや不満 15.8% 14.2% -1.6% (↓)

わからない 6.9% 7.5% 0.6% (↑)

無回答 1.8% 2.2% 0.4% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

問３－福④重  「地域において住民同士が支えあうまち」だと思う。

Ｈ23 Ｈ27

とても重要・やや重要 64.9% 58.6% -6.3% (↓)

普通 25.0% 29.9% 4.9% (↑)

重要でない・あまり重要でない 1.4% 2.1% 0.7% (↑)

わからない 3.0% 2.4% -0.6% (↓)

無回答 5.7% 7.0% 1.3% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

問３－福⑤満  だれもが地域で自立した生活のできる支援体制が充実している。

H19 Ｈ27

満足・やや満足 3.6% 5.5% 1.9% (↑)

普通 34.4% 46.7% 12.2% (↑)

不満・やや不満 32.7% 25.2% -7.5% (↓)

わからない 25.6% 20.5% -5.1% (↓)

無回答 3.7% 2.1% -1.6% (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

問３－福⑤重  だれもが地域で自立した生活のできる支援体制が充実している。

H19 Ｈ27

とても重要・やや重要 56.9% 54.6% -2.3% (↓)

普通 27.1% 31.4% 4.3% (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.5% 1.8% 1.3% (↑)

わからない 6.9% 5.7% -1.2% (↓)

無回答 8.7% 6.5% -2.2% (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

Ｈ23→Ｈ27

Ｈ23→Ｈ27

H19→Ｈ27

H19→Ｈ27
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問３－福⑥満  高齢者、障がい者への支援などの福祉活動に地域ぐるみで取り組んでいる。

H19 Ｈ27

満足・やや満足 9.7% 11.4% 1.7% (↑)

普通 38.5% 44.8% 6.3% (↑)

不満・やや不満 26.7% 20.3% -6.4% (↓)

わからない 21.3% 21.5% 0.2% (↑)

無回答 3.8% 2.0% -1.8% (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

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

H19 Ｈ27

とても重要・やや重要 65.4% 60.1% -5.4% (↓)

普通 19.1% 25.7% 6.6% (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.9% 1.1% 0.2% (↑)

わからない 5.4% 6.4% 1.0% (↑)

無回答 9.2% 6.7% -2.4% (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

問３－福⑦満  「安心して子どもを育てられるまち」だと思う

Ｈ23 Ｈ27

満足・やや満足 24.0% 29.4% 5.4% (↑)

普通 46.9% 41.2% -5.7% (↓)

不満・やや不満 16.5% 14.4% -2.1% (↓)

わからない 11.2% 13.1% 1.9% (↑)

無回答 1.3% 1.9% 0.6% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

問３－福⑦重  「安心して子どもを育てられるまち」だと思う

Ｈ23 Ｈ27

とても重要・やや重要 70.9% 70.8% -0.1% (↓)

普通 19.6% 18.1% -1.5% (↓)

重要でない・あまり重要でない 0.5% 0.6% 0.1% (↑)

わからない 3.9% 3.9% 0.0% -

無回答 5.2% 6.5% 1.3% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

H19→Ｈ27

H19→Ｈ27

Ｈ23→Ｈ27

Ｈ23→Ｈ27
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問３－福⑧満  「高齢者が生きがいを持ち、すこやかに暮らせるまち」だと思う

Ｈ23 Ｈ27

満足・やや満足 11.0% 14.5% 3.5% (↑)

普通 50.7% 48.4% -2.3% (↓)

不満・やや不満 19.0% 15.7% -3.3% (↓)

わからない 18.1% 19.0% 0.9% (↑)

無回答 1.2% 2.4% 1.2% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

問３－福⑧重  「高齢者が生きがいを持ち、すこやかに暮らせるまち」だと思う

Ｈ23 Ｈ27

とても重要・やや重要 62.6% 61.2% -1.4% (↓)

普通 26.1% 25.3% -0.8% (↓)

重要でない・あまり重要でない 1.8% 1.3% -0.5% (↓)

わからない 4.2% 5.1% 0.9% (↑)

無回答 5.3% 7.2% 1.9% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

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

H18 Ｈ27

満足・やや満足 8.0% 14.1% 6.1% (↑)

普通 29.6% 45.4% 15.9% (↑)

不満・やや不満 29.8% 17.4% -12.4% (↓)

わからない 28.3% 21.1% -7.2% (↓)

無回答 4.4% 2.0% -2.4% (↓)

合計 100.0% 100.0%

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

H18 Ｈ27

とても重要・やや重要 66.3% 66.0% -0.3% (↓)

普通 17.5% 21.3% 3.8% (↑)

重要でない・あまり重要でない 1.1% 0.7% -0.4% (↓)

わからない 7.0% 5.3% -1.7% (↓)

無回答 8.1% 6.7% -1.3% (↓)

合計 100.0% 100.0%

Ｈ23→Ｈ27

Ｈ23→Ｈ27

H18→Ｈ27

H18→Ｈ27
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問３－福⑩満  「障がいのある人が安心して暮らすことができるまち」だと思う。

H18 Ｈ27

満足・やや満足 5.3% 8.2% 2.9% (↑)

普通 30.3% 43.5% 13.2% (↑)

不満・やや不満 28.7% 18.2% -10.4% (↓)

わからない 30.6% 27.9% -2.6% (↓)

無回答 5.2% 2.1% -3.1% (↓)

合計 100.0% 100.0%

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

H18 Ｈ27

とても重要・やや重要 64.2% 59.2% -4.9% (↓)

普通 20.1% 25.8% 5.7% (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.9% 1.3% 0.4% (↑)

わからない 6.3% 6.5% 0.2% (↑)

無回答 8.5% 7.2% -1.4% (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－福⑪満  「市民に質の高い医療サービスが提供できるまち」だと思う

Ｈ23 Ｈ27

満足・やや満足 10.0% 11.0% 1.0% (↑)

普通 35.5% 38.6% 3.1% (↑)

不満・やや不満 40.2% 35.9% -4.3% (↓)

わからない 12.9% 12.4% -0.5% (↓)

無回答 1.3% 2.1% 0.8% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

問３－福⑪重  「市民に質の高い医療サービスが提供できるまち」だと思う

Ｈ23 Ｈ27

とても重要・やや重要 73.9% 71.2% -2.7% (↓)

普通 15.3% 17.5% 2.2% (↑)

重要でない・あまり重要でない 1.4% 0.6% -0.8% (↓)

わからない 4.2% 4.1% -0.1% (↓)

無回答 5.1% 6.5% 1.4% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

H18→Ｈ27

H18→Ｈ27

Ｈ23→Ｈ27

Ｈ23→Ｈ27
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問３－学①満  「確かな学力と思いやりに満ちた学校づくりがされたまち」だと思う

Ｈ23 Ｈ27

満足・やや満足 12.4% 12.3% -0.1% (↓)

普通 47.0% 48.2% 1.2% (↑)

不満・やや不満 15.1% 12.4% -2.7% (↓)

わからない 24.0% 24.7% 0.7% (↑)

無回答 1.4% 2.4% 1.0% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

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

Ｈ23 Ｈ27

とても重要・やや重要 65.7% 62.5% -3.2% (↓)

普通 21.6% 23.6% 2.0% (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.5% 0.6% 0.1% (↑)

わからない 6.0% 6.4% 0.4% (↑)

無回答 6.2% 6.8% 0.6% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

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

H18 Ｈ27

満足・やや満足 10.6% 10.5% 0.0% -

普通 36.5% 47.8% 11.3% (↑)

不満・やや不満 19.1% 12.1% -7.0% (↓)

わからない 30.1% 27.0% -3.1% (↓)

無回答 3.7% 2.5% -1.2% (↓)

合計 100.0% 100.0%

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

H18 Ｈ27

とても重要・やや重要 71.3% 62.8% -8.5% (↓)

普通 13.4% 23.3% 9.9% (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.3% 0.2% -0.1% (↓)

わからない 7.9% 6.5% -1.3% (↓)

無回答 7.1% 7.2% 0.1% (↑)

合計 100.0% 100.0%

Ｈ23→Ｈ27

Ｈ23→Ｈ27

H18→Ｈ27

H18→Ｈ27
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問３－学③満  「地域全体で子どもや青少年を守り育てるまち」だと思う

H18 Ｈ27

満足・やや満足 20.4% 18.7% -1.8% (↓)

普通 41.0% 50.5% 9.5% (↑)

不満・やや不満 16.3% 10.3% -6.0% (↓)

わからない 18.2% 18.0% -0.2% (↓)

無回答 4.0% 2.5% -1.5% (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－学③重  「地域全体で子どもや青少年を守り育てるまち」だと思う

H18 Ｈ27

とても重要・やや重要 73.8% 60.9% -12.9% (↓)

普通 13.4% 25.9% 12.6% (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.2% 0.9% 0.7% (↑)

わからない 5.5% 5.1% -0.4% (↓)

無回答 7.1% 7.2% 0.1% (↑)

合計 100.0% 100.0%

H19 Ｈ27

満足・やや満足 16.7% 16.5% -0.1% (↓)

普通 42.3% 50.1% 7.8% (↑)

不満・やや不満 14.8% 11.3% -3.6% (↓)

わからない 21.0% 19.7% -1.3% (↓)

無回答 5.3% 2.4% -2.8% (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

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

H19 Ｈ27

とても重要・やや重要 68.8% 61.6% -7.1% (↓)

普通 16.1% 25.0% 8.9% (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.4% 1.2% 0.8% (↑)

わからない 5.1% 5.5% 0.3% (↑)

無回答 9.7% 6.7% -2.9% (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

H18→Ｈ27

H18→Ｈ27

H19→Ｈ27

H19→Ｈ27

問３－学④満  子どもたちの健全な育成や安全・安心な居場所づくりのための活動に家庭・学校・地域が一体となって取り組んでいる。
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問３－学⑤満  「生涯にわたり様々な学習機会に参加できるまち」だと思う

Ｈ23 Ｈ27

満足・やや満足 14.9% 11.2% -3.7% (↓)

普通 44.6% 48.7% 4.1% (↑)

不満・やや不満 20.3% 16.0% -4.3% (↓)

わからない 19.1% 21.2% 2.1% (↑)

無回答 1.2% 3.0% 1.8% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

問３－学⑤重  「生涯にわたり様々な学習機会に参加できるまち」だと思う

Ｈ23 Ｈ27

とても重要・やや重要 41.8% 41.1% -0.7% (↓)

普通 42.8% 41.2% -1.6% (↓)

重要でない・あまり重要でない 3.1% 3.7% 0.6% (↑)

わからない 6.5% 7.1% 0.6% (↑)

無回答 5.8% 7.0% 1.2% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

問３－学⑥満  「歴史・文化遺産が尊重され生かされているまち」だと思う

H18 Ｈ27

満足・やや満足 8.3% 9.8% 1.5% (↑)

普通 45.8% 51.0% 5.2% (↑)

不満・やや不満 14.5% 16.4% 1.9% (↑)

わからない 27.5% 20.7% -6.9% (↓)

無回答 3.8% 2.1% -1.7% (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－学⑥重  「歴史・文化遺産が尊重され生かされているまち」だと思う

H18 Ｈ27

とても重要・やや重要 37.8% 31.2% -6.6% (↓)

普通 42.4% 47.3% 5.0% (↑)

重要でない・あまり重要でない 3.6% 6.5% 2.9% (↑)

わからない 8.9% 8.3% -0.6% (↓)

無回答 7.4% 6.6% -0.8% (↓)

合計 100.0% 100.0%

Ｈ23→Ｈ27

Ｈ23→Ｈ27

H18→Ｈ27

H18→Ｈ27
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問３－学⑦満  「市民が気軽に芸術文化にふれられるまち」だと思う

H18 Ｈ27

満足・やや満足 7.2% 8.3% 1.1% (↑)

普通 38.8% 49.2% 10.4% (↑)

不満・やや不満 25.2% 19.8% -5.4% (↓)

わからない 24.4% 20.0% -4.4% (↓)

無回答 4.5% 2.6% -1.9% (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－学⑦重  「市民が気軽に芸術文化にふれられるまち」だと思う

H18 Ｈ27

とても重要・やや重要 31.3% 26.0% -5.3% (↓)

普通 45.2% 50.2% 5.0% (↑)

重要でない・あまり重要でない 6.1% 8.0% 1.9% (↑)

わからない 10.0% 8.7% -1.3% (↓)

無回答 7.4% 7.1% -0.4% (↓)

合計 100.0% 100.0%

Ｈ23 Ｈ27

満足・やや満足 15.6% 14.4% -1.2% (↓)

普通 52.2% 53.5% 1.3% (↑)

不満・やや不満 16.9% 14.3% -2.6% (↓)

わからない 14.0% 15.3% 1.3% (↑)

無回答 1.3% 2.4% 1.1% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

Ｈ23 Ｈ27

とても重要・やや重要 36.7% 35.9% -0.8% (↓)

普通 48.1% 47.4% -0.7% (↓)

重要でない・あまり重要でない 6.0% 5.0% -1.0% (↓)

わからない 3.7% 4.8% 1.1% (↑)

無回答 5.4% 6.8% 1.4% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

H18→Ｈ27

H18→Ｈ27

Ｈ23→Ｈ27

Ｈ23→Ｈ27

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

問３－学⑧重  「スポーツをとおして市民が健康で、生きがいをもって生活できるまち」だと思う
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問３－学⑨満  気軽にスポーツやレクリエーション活動ができる環境が整っている

H18 Ｈ27

満足・やや満足 11.8% 13.6% 1.8% (↑)

普通 40.9% 46.7% 5.8% (↑)

不満・やや不満 28.5% 24.1% -4.4% (↓)

わからない 14.8% 13.0% -1.9% (↓)

無回答 3.9% 2.6% -1.3% (↓)

合計 100.0% 100.0%

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

H18 Ｈ27

とても重要・やや重要 39.3% 35.1% -4.2% (↓)

普通 44.7% 48.5% 3.8% (↑)

重要でない・あまり重要でない 3.4% 4.5% 1.2% (↑)

わからない 5.3% 4.8% -0.4% (↓)

無回答 7.3% 7.1% -0.2% (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－コ①満  「住んでいる地区のコミュニティ活動が活発なまち」だと思う。

H18 Ｈ27

満足・やや満足 12.7% 16.3% 3.6% (↑)

普通 54.2% 53.4% -0.7% (↓)

不満・やや不満 19.6% 13.7% -5.9% (↓)

わからない 9.6% 14.4% 4.9% (↑)

無回答 4.0% 2.1% -1.9% (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－コ①重  「住んでいる地区のコミュニティ活動が活発なまち」だと思う。

H18 Ｈ27

とても重要・やや重要 56.1% 35.5% -20.6% (↓)

普通 30.3% 46.7% 16.3% (↑)

重要でない・あまり重要でない 2.1% 5.9% 3.8% (↑)

わからない 3.3% 4.5% 1.3% (↑)

無回答 8.2% 7.4% -0.8% (↓)

合計 100.0% 100.0%

H18→Ｈ27

H18→Ｈ27

H18→Ｈ27

H18→Ｈ27
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問３－コ②満  「市内に住む外国人が地域社会に受け入れられているまち」だと思う

H18 Ｈ27

満足・やや満足 3.5% 11.3% 7.8% (↑)

普通 31.9% 49.6% 17.7% (↑)

不満・やや不満 17.6% 11.9% -5.7% (↓)

わからない 42.5% 25.2% -17.3% (↓)

無回答 4.5% 2.0% -2.5% (↓)

合計 100.0% 100.0%

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

H18 Ｈ27

とても重要・やや重要 27.1% 31.4% 4.3% (↑)

普通 36.9% 46.7% 9.8% (↑)

重要でない・あまり重要でない 9.9% 5.3% -4.6% (↓)

わからない 18.2% 9.9% -8.3% (↓)

無回答 8.0% 6.7% -1.2% (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－コ③満  「交流を通して地域に賑わいがあるまち」だと思う

Ｈ23 Ｈ27

満足・やや満足 5.4% 5.5% 0.1% (↑)

普通 44.6% 47.2% 2.6% (↑)

不満・やや不満 26.4% 20.7% -5.7% (↓)

わからない 22.1% 24.6% 2.5% (↑)

無回答 1.4% 2.1% 0.7% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

問３－コ③重  「交流を通して地域に賑わいがあるまち」だと思う

Ｈ23 Ｈ27

とても重要・やや重要 30.8% 27.5% -3.3% (↓)

普通 49.3% 50.9% 1.6% (↑)

重要でない・あまり重要でない 5.1% 4.3% -0.8% (↓)

わからない 9.1% 10.5% 1.4% (↑)

無回答 5.8% 6.7% 0.9% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

H18→Ｈ27

H18→Ｈ27

Ｈ23→Ｈ27

Ｈ23→Ｈ27
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問３－コ④満  「若者が地域づくりに参加しているまち」だと思う

H18 Ｈ27

満足・やや満足 4.2% 5.5% 1.3% (↑)

普通 31.5% 36.4% 4.9% (↑)

不満・やや不満 32.6% 33.1% 0.5% (↑)

わからない 27.8% 23.0% -4.8% (↓)

無回答 4.0% 2.1% -1.9% (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－コ④重  「若者が地域づくりに参加しているまち」だと思う

H18 Ｈ27

とても重要・やや重要 53.6% 46.8% -6.8% (↓)

普通 26.6% 36.0% 9.4% (↑)

重要でない・あまり重要でない 2.5% 3.5% 1.0% (↑)

わからない 9.6% 7.1% -2.5% (↓)

無回答 7.8% 6.6% -1.1% (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－環①満  「水質が保全され川がきれいなまち」だと思う

Ｈ23 Ｈ27

満足・やや満足 10.1% 14.4% 4.3% (↑)

普通 33.3% 39.8% 6.5% (↑)

不満・やや不満 48.6% 35.6% -13.0% (↓)

わからない 6.9% 7.6% 0.7% (↑)

無回答 1.1% 2.5% 1.4% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

問３－環①重  「水質が保全され川がきれいなまち」だと思う

Ｈ23 Ｈ27

とても重要・やや重要 72.9% 64.9% -8.0% (↓)

普通 19.0% 24.8% 5.8% (↑)

重要でない・あまり重要でない 1.0% 0.9% -0.1% (↓)

わからない 1.3% 2.4% 1.1% (↑)

無回答 5.8% 7.0% 1.2% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

H18→Ｈ27

H18→Ｈ27

Ｈ23→Ｈ27

Ｈ23→Ｈ27
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問３－環②満  「自然環境と共生するまち」だと思う

H18 Ｈ27

満足・やや満足 17.5% 21.0% 3.4% (↑)

普通 36.9% 50.9% 14.0% (↑)

不満・やや不満 39.2% 17.2% -22.0% (↓)

わからない 2.9% 8.2% 5.3% (↑)

無回答 3.5% 2.7% -0.7% (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－環②重  「自然環境と共生するまち」だと思う

H18 Ｈ27

とても重要・やや重要 75.7% 54.4% -21.4% (↓)

普通 14.7% 33.9% 19.2% (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.6% 1.4% 0.8% (↑)

わからない 1.6% 2.7% 1.2% (↑)

無回答 7.4% 7.6% 0.2% (↑)

合計 100.0% 100.0%

問３－環③満  「環境保全活動が活発に行われているまち」だと思う

H19 Ｈ27

満足・やや満足 16.1% 13.5% -2.6% (↓)

普通 45.7% 52.4% 6.7% (↑)

不満・やや不満 10.9% 17.3% 6.4% (↑)

わからない 21.2% 13.1% -8.1% (↓)

無回答 6.1% 3.8% -2.3% (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

問３－環③重  「環境保全活動が活発に行われているまち」だと思う

H19 Ｈ27

とても重要・やや重要 55.8% 51.8% -3.9% (↓)

普通 27.7% 34.5% 6.8% (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.5% 0.8% 0.4% (↑)

わからない 5.0% 3.9% -1.1% (↓)

無回答 11.0% 9.0% -2.1% (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

H18→Ｈ27

H18→Ｈ27

H18→Ｈ27

H18→Ｈ27
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問３－環④満  ごみの分別収集や集団回収など資源を大切にする活動が活発である。

H18 Ｈ27

満足・やや満足 50.2% 51.4% 1.2% (↑)

普通 35.1% 35.3% 0.2% (↑)

不満・やや不満 8.3% 7.5% -0.8% (↓)

わからない 3.0% 3.3% 0.2% (↑)

無回答 3.4% 2.5% -0.8% (↓)

合計 100.0% 100.0%

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

H18 Ｈ27

とても重要・やや重要 74.0% 66.7% -7.3% (↓)

普通 16.0% 24.3% 8.4% (↑)

重要でない・あまり重要でない 1.0% 0.8% -0.2% (↓)

わからない 1.3% 1.3% -0.1% (↓)

無回答 7.6% 6.8% -0.8% (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－環⑤満  環境に対するモラル（道徳）の高い人が増えている。

H18 Ｈ27

満足・やや満足 12.9% 17.3% 4.4% (↑)

普通 37.0% 45.7% 8.8% (↑)

不満・やや不満 33.5% 20.3% -13.1% (↓)

わからない 13.0% 13.5% 0.5% (↑)

無回答 3.6% 3.2% -0.4% (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－環⑤重  環境に対するモラル（道徳）の高い人が増えている。

H18 Ｈ27

とても重要・やや重要 68.3% 59.1% -9.2% (↓)

普通 19.3% 27.3% 8.0% (↑)

重要でない・あまり重要でない 1.0% 1.4% 0.4% (↑)

わからない 3.8% 4.4% 0.6% (↑)

無回答 7.5% 7.8% 0.3% (↑)

合計 100.0% 100.0%

H18→Ｈ27

H18→Ｈ27

H18→Ｈ27

H18→Ｈ27
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問３－産①満  「安全・安心で魅力のある農産物が生産されているまち」だと思う

H18 Ｈ27

満足・やや満足 28.4% 32.7% 4.2% (↑)

普通 42.8% 43.9% 1.1% (↑)

不満・やや不満 9.3% 9.2% -0.2% (↓)

わからない 13.8% 11.6% -2.2% (↓)

無回答 5.6% 2.6% -3.0% (↓)

合計 100.0% 100.0%

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

H18 Ｈ27

とても重要・やや重要 68.5% 60.2% -8.4% (↓)

普通 18.2% 27.3% 9.1% (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.6% 1.5% 0.9% (↑)

わからない 2.8% 3.6% 0.8% (↑)

無回答 9.9% 7.5% -2.4% (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－産②満  「商店街が賑わい、市全体に活気があるまち」だと思う

H18 Ｈ27

満足・やや満足 3.6% 3.1% -0.5% (↓)

普通 26.1% 20.7% -5.4% (↓)

不満・やや不満 50.9% 66.8% 15.9% (↑)

わからない 13.0% 7.1% -6.0% (↓)

無回答 6.4% 2.4% -4.0% (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－産②重  「商店街が賑わい、市全体に活気があるまち」だと思う

H18 Ｈ27

とても重要・やや重要 53.0% 57.3% 4.3% (↑)

普通 28.8% 27.6% -1.2% (↓)

重要でない・あまり重要でない 2.4% 3.7% 1.3% (↑)

わからない 5.4% 4.0% -1.4% (↓)

無回答 10.4% 7.4% -3.1% (↓)

合計 100.0% 100.0%

H18→Ｈ27

H18→Ｈ27

H18→Ｈ27

H18→Ｈ27
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問３－産③満  「工業発展により市内経済が活性化されたまち」だと思う

H18 Ｈ27

満足・やや満足 4.9% 5.2% 0.2% (↑)

普通 26.5% 37.0% 10.5% (↑)

不満・やや不満 39.6% 39.2% -0.4% (↓)

わからない 22.4% 15.9% -6.4% (↓)

無回答 6.6% 2.7% -3.9% (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－産③重  「工業発展により市内経済が活性化されたまち」だと思う

H18 Ｈ27

とても重要・やや重要 53.8% 50.3% -3.6% (↓)

普通 26.4% 34.5% 8.1% (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.8% 2.8% 2.1% (↑)

わからない 8.8% 5.4% -3.4% (↓)

無回答 10.2% 7.1% -3.2% (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－産④満  「観光交流が盛んなまち」だと思う

H18 Ｈ27

満足・やや満足 0.4% 2.4% 2.0% (↑)

普通 13.4% 27.5% 14.1% (↑)

不満・やや不満 42.2% 46.8% 4.5% (↑)

わからない 37.8% 20.5% -17.2% (↓)

無回答 6.2% 2.7% -3.4% (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－産④重  「観光交流が盛んなまち」だと思う

H18 Ｈ27

とても重要・やや重要 30.6% 39.0% 8.4% (↑)

普通 32.1% 39.7% 7.6% (↑)

重要でない・あまり重要でない 13.4% 7.2% -6.2% (↓)

わからない 13.1% 7.1% -6.1% (↓)

無回答 10.8% 7.1% -3.7% (↓)

合計 100.0% 100.0%

H18→Ｈ27

H18→Ｈ27

H18→Ｈ27

H18→Ｈ27
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問３－産⑤満  「魅力ある菊川茶が生産されているまち」だと思う

Ｈ23 Ｈ27

満足・やや満足 37.9% 32.0% -5.9% (↓)

普通 35.1% 38.5% 3.4% (↑)

不満・やや不満 19.0% 18.3% -0.7% (↓)

わからない 6.3% 8.3% 2.0% (↑)

無回答 1.7% 2.8% 1.1% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

問３－産⑤重  「魅力ある菊川茶が生産されているまち」だと思う

Ｈ23 Ｈ27

とても重要・やや重要 64.9% 57.7% -7.2% (↓)

普通 24.8% 29.1% 4.3% (↑)

重要でない・あまり重要でない 2.5% 2.7% 0.2% (↑)

わからない 2.3% 3.4% 1.1% (↑)

無回答 5.6% 7.1% 1.5% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

問３－都①満  「市街地と自然環境の調和のとれたまち」だと思う

Ｈ23 Ｈ27

満足・やや満足 16.2% 20.0% 3.8% (↑)

普通 52.2% 52.6% 0.4% (↑)

不満・やや不満 23.4% 15.9% -7.5% (↓)

わからない 7.0% 9.1% 2.1% (↑)

無回答 1.2% 2.4% 1.2% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

問３－都①重  「市街地と自然環境の調和のとれたまち」だと思う

Ｈ23 Ｈ27

とても重要・やや重要 48.7% 41.6% -7.1% (↓)

普通 40.6% 45.7% 5.1% (↑)

重要でない・あまり重要でない 2.2% 2.1% -0.1% (↓)

わからない 3.1% 3.8% 0.7% (↑)

無回答 5.4% 6.7% 1.3% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

Ｈ23→Ｈ27

Ｈ23→Ｈ27

Ｈ23→Ｈ27

Ｈ23→Ｈ27
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H18 Ｈ27

満足・やや満足 3.0% 7.8% 4.8% (↑)

普通 24.6% 29.9% 5.3% (↑)

不満・やや不満 56.5% 54.5% -2.0% (↓)

わからない 10.1% 5.4% -4.7% (↓)

無回答 5.7% 2.4% -3.3% (↓)

合計 100.0% 100.0%

H18 Ｈ27

とても重要・やや重要 48.8% 50.6% 1.8% (↑)

普通 31.3% 33.7% 2.4% (↑)

重要でない・あまり重要でない 5.4% 5.8% 0.4% (↑)

わからない 4.9% 2.8% -2.1% (↓)

無回答 9.6% 7.1% -2.5% (↓)

合計 100.0% 100.0%

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

H18 Ｈ27

満足・やや満足 17.0% 24.3% 7.4% (↑)

普通 41.7% 40.5% -1.2% (↓)

不満・やや不満 31.9% 29.3% -2.6% (↓)

わからない 4.0% 3.5% -0.6% (↓)

無回答 5.4% 2.4% -3.0% (↓)

合計 100.0% 100.0%

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

H18 Ｈ27

とても重要・やや重要 58.7% 58.8% 0.1% (↑)

普通 28.4% 30.9% 2.4% (↑)

重要でない・あまり重要でない 1.5% 1.6% 0.1% (↑)

わからない 2.5% 1.8% -0.7% (↓)

無回答 9.0% 7.0% -2.0% (↓)

合計 100.0% 100.0%

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

H18→Ｈ27

H18→Ｈ27

H18→Ｈ27

H18→Ｈ27

問３－都②重  「駅やインター周辺、下平川周辺地区などの市街地がにぎわっているまち」だと思う
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問３－都④満  「上水道が安心して飲め、安定して供給されているまち」だと思う

Ｈ23 Ｈ27

満足・やや満足 42.3% 42.5% 0.2% (↑)

普通 43.4% 42.8% -0.6% (↓)

不満・やや不満 10.6% 9.6% -1.0% (↓)

わからない 2.9% 3.0% 0.1% (↑)

無回答 0.8% 2.2% 1.4% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

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

Ｈ23 Ｈ27

とても重要・やや重要 71.4% 67.2% -4.2% (↓)

普通 21.9% 25.0% 3.1% (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.7% 0.2% -0.5% (↓)

わからない 1.0% 1.1% 0.1% (↑)

無回答 5.1% 6.5% 1.4% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

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

H19 Ｈ27

満足・やや満足 16.2% 27.1% 10.9% (↑)

普通 42.3% 46.2% 3.9% (↑)

不満・やや不満 29.4% 20.4% -9.0% (↓)

わからない 7.2% 4.2% -3.0% (↓)

無回答 4.9% 2.1% -2.8% (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

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

H19 Ｈ27

とても重要・やや重要 51.3% 51.2% -0.1% (↓)

普通 34.7% 37.8% 3.1% (↑)

重要でない・あまり重要でない 1.2% 2.5% 1.3% (↑)

わからない 2.9% 2.0% -0.9% (↓)

無回答 9.8% 6.4% -3.4% (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

Ｈ23→Ｈ27

Ｈ23→Ｈ27

H19→Ｈ27

H19→Ｈ27
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問３－都⑥満  「交通安全対策が充実し、安全に道路を通行できるまち」だと思う

H18 Ｈ27

満足・やや満足 10.8% 15.1% 4.3% (↑)

普通 41.6% 51.6% 10.1% (↑)

不満・やや不満 40.4% 28.0% -12.4% (↓)

わからない 2.5% 3.0% 0.5% (↑)

無回答 4.7% 2.3% -2.4% (↓)

合計 100.0% 100.0%

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

H18 Ｈ27

とても重要・やや重要 73.6% 60.2% -13.4% (↓)

普通 15.5% 30.5% 14.9% (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.7% 0.8% 0.2% (↑)

わからない 1.7% 1.5% -0.2% (↓)

無回答 8.5% 7.1% -1.5% (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－都⑦満  「利用しやすい交通手段が確保されたまち」だと思う

H19 Ｈ27

満足・やや満足 13.8% 15.3% 1.4% (↑)

普通 33.3% 38.5% 5.1% (↑)

不満・やや不満 37.7% 40.5% 2.7% (↑)

わからない 11.3% 3.6% -7.7% (↓)

無回答 3.8% 2.2% -1.6% (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

問３－都⑦重  「利用しやすい交通手段が確保されたまち」だと思う

H19 Ｈ27

とても重要・やや重要 70.0% 60.7% -9.3% (↓)

普通 17.6% 28.9% 11.2% (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.4% 1.4% 1.0% (↑)

わからない 3.4% 2.1% -1.3% (↓)

無回答 8.6% 7.0% -1.6% (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

H18→Ｈ27

H18→Ｈ27

H19→Ｈ27

H19→Ｈ27
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問３－都⑧満  「災害に備え防災対策が整っているまち」だと思う

H18 Ｈ27

満足・やや満足 8.1% 11.3% 3.2% (↑)

普通 41.9% 49.5% 7.6% (↑)

不満・やや不満 26.9% 23.7% -3.1% (↓)

わからない 17.5% 13.5% -4.0% (↓)

無回答 5.6% 2.0% -3.6% (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－都⑧重  「災害に備え防災対策が整っているまち」だと思う

H18 Ｈ27

とても重要・やや重要 69.9% 65.9% -4.0% (↓)

普通 16.5% 24.0% 7.5% (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.4% 0.7% 0.3% (↑)

わからない 3.5% 3.0% -0.5% (↓)

無回答 9.7% 6.4% -3.2% (↓)

合計 100.0% 100.0%

Ｈ23 Ｈ27

満足・やや満足 13.0% 13.6% 0.6% (↑)

普通 45.8% 55.4% 9.6% (↑)

不満・やや不満 26.9% 16.9% -10.0% (↓)

わからない 13.5% 11.9% -1.6% (↓)

無回答 0.7% 2.2% 1.5% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

Ｈ23 Ｈ27

とても重要・やや重要 73.2% 65.1% -8.1% (↓)

普通 18.7% 25.1% 6.4% (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.5% 0.6% 0.1% (↑)

わからない 2.7% 2.7% 0.0% -

無回答 5.0% 6.4% 1.4% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

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

H18→Ｈ27

H18→Ｈ27

Ｈ23→Ｈ27

Ｈ23→Ｈ27

問３－都⑨満  「安心・安全なまちづくりのための火災・救急体制の整備されたまち」だと思う
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問３－都⑩満  「防犯対策が充実し安心であるまち」だと思う

H18 Ｈ27

満足・やや満足 7.2% 9.0% 1.8% (↑)

普通 45.7% 54.4% 8.6% (↑)

不満・やや不満 34.5% 19.3% -15.2% (↓)

わからない 7.5% 14.9% 7.3% (↑)

無回答 5.1% 2.5% -2.5% (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－都⑩重  「防犯対策が充実し安心であるまち」だと思う

H18 Ｈ27

とても重要・やや重要 74.3% 64.3% -10.0% (↓)

普通 13.8% 25.1% 11.3% (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.8% 0.4% -0.4% (↓)

わからない 2.0% 3.6% 1.6% (↑)

無回答 9.1% 6.6% -2.5% (↓)

合計 100.0% 100.0%

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

Ｈ23 Ｈ27

満足・やや満足 6.8% 13.2% 6.4% (↑)

普通 41.2% 42.4% 1.2% (↑)

不満・やや不満 37.2% 28.3% -8.9% (↓)

わからない 14.0% 14.0% 0.0% -

無回答 0.8% 2.1% 1.3% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

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

Ｈ23 Ｈ27

とても重要・やや重要 67.3% 65.3% -2.0% (↓)

普通 22.2% 22.7% 0.5% (↑)

重要でない・あまり重要でない 1.2% 0.7% -0.5% (↓)

わからない 4.5% 4.4% -0.1% (↓)

無回答 4.8% 6.8% 2.0% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

H18→Ｈ27

Ｈ23→Ｈ27

Ｈ23→Ｈ27

H18→Ｈ27
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問４  あなたは、市民参加のまちづくり活動に関心がありますか（１つだけ）

H18 Ｈ27

大いに関心・やや関心がある 68.8% 56.4% -12.4% (↓)

あまり関心がない・まったく関心がない 27.3% 42.1% 14.8% (↑)

無回答 3.9% 1.5% -2.5% (↓)

合計 100.0% 100.0%

問５  あなたは、昨年４月から本年３月の間に地域活動に参加しましたか

Ｈ23 Ｈ27

ある 60.3% 59.5% -0.8% (↓)

ない 38.5% 39.1% 0.6% (↑)

無回答 1.2% 1.4% 0.2% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

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

H19 Ｈ27

スポーツ・レクリエーション活動 15.7% 13.2% -2.5% (↓)

社会奉仕活動 8.2% 10.5% 2.2% (↑)

環境美化活動 12.0% 14.3% 2.3% (↑)

青少年健全育成活動 3.8% 2.7% -1.1% (↓)

教育文化活動 5.5% 4.8% -0.6% (↓)

消費者活動 3.4% 2.5% -0.9% (↓)

自主防災活動 17.3% 21.9% 4.5% (↑)

交通安全活動 4.4% 4.1% -0.3% (↓)

子供会活動 7.3% 6.5% -0.8% (↓)

その他 3.7% 1.5% -2.2% (↓)

無回答 18.6% 18.0% -0.6% (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

H18→Ｈ27

Ｈ23→Ｈ27

H19→Ｈ27
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Ｈ23 Ｈ27

ある 18.1% 18.7% 0.6% (↑)

ない 80.2% 78.7% -1.5% (↓)

無回答 1.7% 2.6% 0.9% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

Ｈ23 Ｈ27

ある 46.9% 40.6% -6.3% (↓)

ない 51.3% 56.9% 5.6% (↑)

無回答 1.8% 2.5% 0.7% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

問８  あなたは、週に１回以上スポーツに取り組んでいますか

Ｈ23 Ｈ27

はい 33.3% 26.8% -6.5% (↓)

いいえ 65.9% 72.3% 6.4% (↑)

無回答 0.7% 0.9% 0.2% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

問９  あなたは、近隣に親しい、親しくつきあっている人がいますか。

H19 Ｈ27

ある 76.8% 71.2% -5.6% (↓)

ない 19.7% 27.7% 8.0% (↑)

無回答 3.4% 1.1% -2.4% (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

H19 Ｈ27

ある 46.2% 38.3% -8.0% (↓)

ない 46.8% 58.8% 12.0% (↑)

無回答 7.0% 3.0% -4.0% (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

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

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

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

Ｈ23→Ｈ27

Ｈ23→Ｈ27

Ｈ23→Ｈ27

H19→Ｈ27

H19→Ｈ27
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H19 Ｈ27

援護する精神が社会に育っていない 26.8% 23.3% -3.5% (↓)

特別視する風潮がある 29.7% 36.2% 6.5% (↑)

幼い頃からふれあう場がない 20.7% 22.5% 1.8% (↑)

配慮した施設がない 10.1% 6.3% -3.8% (↓)

その他 1.6% 3.8% 2.2% (↑)

わからない 4.0% 4.9% 1.0% (↑)

無回答 7.2% 3.0% -4.1% (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

H20 Ｈ27

援護する精神が社会に育っている 14.1% 15.7% 1.6% (↑)

特別視する風潮がない 39.8% 35.2% -4.6% (↓)

幼い頃からふれあう場がある 11.4% 12.3% 1.0% (↑)

配慮した施設がある 15.8% 13.0% -2.8% (↓)

その他 3.7% 4.3% 0.6% (↑)

わからない 11.9% 14.5% 2.6% (↑)

無回答 3.5% 5.0% 1.5% (↑)

合計 100.0% 100.0%

※H20新規質問項目

【浜岡原発市民意識調査】

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

Ｈ２６ Ｈ27

停止しておいた方がよい 56.1% 54.9% -1.2% (↓)

安全が確認できれば稼働した方がよい 22.6% 21.3% -1.3% (↓)

どちらともいえない 15.5% 17.8% 2.3% (↑)

わからない 3.8% 4.2% 0.4% (↑)

無回答 2.0% 1.8% -0.2% (↓)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ26新規質問項目

Ｈ20→Ｈ27

H26→Ｈ27

H19→Ｈ27

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

問11-1  （問10であると答えた方）特別なへだたりが生まれる主な理由は何だと思いますか。(主な理由に○を一つ）
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アンケート自由意見 



【　項　目　】

●市政全般に関すること（　意見- 1～7　）

●市職員に関すること（　意見- 7～9　）

●福祉施策に関すること（　意見- 9～12　）

●菊川病院に関すること（　意見- 12～13　）

●環境施策に関すること（　意見- 13～15　）

●教育に関すること（　意見- 15～17　）

●公共交通に関すること（　意見- 17～19　）

●菊川駅周辺に関すること（　意見- 19～21　）

●商業振興に関すること（　意見- 21～23　）

●自治会、地域コミュ二ティ等に関すること（　意見- 23～25　）

●道路整備に関すること（　意見- 25～28　）

●農業施策に関すること（　意見- 28～29　）

●防災に関すること（　意見- 29～30　）

●エネルギー施策に関すること（　意見- 30　）

●浜岡原子力発電所の今後に関すること（　意見- 31～33　）

●防犯に関すること（　意見- 33　）

●各種施設に関すること（　意見- 34～38　）

●税、料金等に関すること（　意見- 38～40　）

●アンケートに関すること（　意見- 40～42　）

●その他意見等（　意見- 42～44　）



●市政全般に関すること（６９件）

○ 市長は有名人たとえばタレントで菊川市を日本中に売り込める人になっても
らって、副市長が市政を補助すればいい。

○ この市は昔から住んでいる人が、今もって市外から移り住んできた人に対し、
「よそ者」扱いする事が多い。特に祭典等の参加強要がある。神社の祭典は宗
教に関する事なので考えていかないといけないと思う。参加を望まないという
事も個人の権利であり、上記地区から保護する必要があると思う。それは市か
らしか指導できないのが今の環境だと思う。しっかりした市会議員が必要。議
員年金を欲しがる議員がこの財政の市の役に立てるとは思えない。

○ 今後も安心安全住み易いまちづくりお願い致します。

○ 子供達が住みやすいまちづくりを望む。子供達が菊川に定住するまちづくりを
望む。

○ 経済的格差が広がっている。自助努力をしないものは除き、社会構造的要因に
基づく、低所得者にも公共の利益の再配分を検討されたい。

○ 応援しています。次世代が住みやすい街になることを願っています。

○ 大胆な行政改革が必要（大胆なリーダシップ）。
机上の理論ではなく、現場に合った行政をしてもらいたい。

○ 若い人達が働く場所が少ないように思います。仕事があれば、もっと若い人達
が地域に残り活気のある市になるのではないかと思います。
市役所上の菊川公園の遊具がだいぶ古く、子供が遊ぶのに不安を感じます。公
園のトイレが新しくなったことは嬉しかったです。

○ 現市長に早く退いて欲しい。何も市民の役に立っていない人物である。

○ 昨年に菊川市マスコットキャラクター「きくのん」が誕生しましたので、磐田
市の「しっぺい」や浜松市の「出世大名家康くん」のように有名になって、菊
川市のことを他県や県内の人に知ってもらいたいです。

○ これから2040年までには人口減少など、色々な問題がありますが、何か対策
など考えていますか?

○ 働ける場所（職種）が限られている。少ない。
高齢者向けのような教養（習い事）の施設とか、仕事場とか、福祉支援は割と
あると思うけど、若者の独特の問題（就労支援とか自立支援とか相談窓口）が
できる窓口が少ない。
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○ 住みよいまちにするには不安になる事をなくし、皆が協力、情報を共有できる
市の制度を公平に知り、知らせ、まちぐるみで、良くしてもらった、してあげ
たを進めてほしい。

○ スポーツ・文化活動などを、「スタイルアップ講座」?のような、割安で気軽
に参加できるものを増やしてほしい。
市の計画やどんなことを行っているのか、もう少し、身近で気軽に見聞きでき
たらいい。

○ お金をかけない政策をするよりも、お金（税金）を増やす政策に力を注ぐべ
き、若者が住みたくなる町、企業が誘致したくなる町、農工商のバランスのと
れた町にしていってください。

○ いざという時に、対応できる市であってほしい！

○ 参考資料、はじめて目にしました。このような、取り組みがあることも、で
す。
前にも書かせていただきましたが、全て一部の人、一部のところで回っている
ように思われてなりません。
市の活動等に参加しようとは思いますが、日々の生活に追われ余裕が今ありま
せん。この現状にある人もいるということを知っていてほしいと願います。市
政が上の方で回っていて下の下の人には届いていない気がしてなりません。

○ 市民の声を聞き、みんな住みたい、住みやすいと思うまちづくりをしてくださ
い。

○ 私自身が何もしていないのに意見をして申し訳ないのですが、掛川市を新聞、
テレビ等で見ると、とても活発化しているように思います。菊川市はパッとし
ないように思います。菊川市を何かの形で全国化してほしいです。

○ 掛川市のように公共事業に力を入れて欲しい。

○ 街づくり。人が集まる事を目的として、活気あるものにしてほしい。
ＪＲとバス、街中のバスが無さすぎ。交通機関の整備が必要。（掛川又浜松、
静岡へ行く人が増える。）

○ 菊川市には活気があるとはいえず、不便だなと思います。最近まで掛川市に住
んでいたこともあり、なおさら思いました。

○ 市政に対する報告説明の場を増やして理解できる様な場作りを作ってほしい。

○ ２０代３０代の若い人たちに働く場がもっと増えてほしい。
いま、経験、資格のある人が多く求められていますが、その他の人も正社員と
して働く所があればいいと思う。

○ 一般市民に市の考えが伝わっていない。
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○ 工業発展にもっと力を入れてもらいたいです。

○ ６年ほど前に静岡市清水区の方から越してきました。そのせいか、菊川は活気
がないなと感じました。
どうしても以前、生活していた清水と比べてしまいます。
働くところも少ないと感じました。
※自然がいっぱいあるのでそれはとてもいいと思いました。

○ 雇用創出

○ 行政の目的はすべてが効率優先ではないが、目的達成の為の手段を考えてやる
必要がある。
目的に対する結果の評価が甘いと感じる。目的に対し手段を講じると達成とす
る判定が多い。手段を講じた時に目標に対しどのようになったのかが重要。目
的が達成しない時は手段か運用に問題がある。民間の手法を取り込み、内側か
らの活性化を大いに期待する。

○ 昔から住んでいる人は居心地がいい環境だと思うが、他の土地から移住した人
達は住みやすさ、地域との関わりがしずらい街という印象があります。そうい
う部分のバックアップ等、これから充実していってほしいです。

○ 安心安全の確保がなされた市民生活など、住民が住みやすく心配事を持たせな
い街づくりに注力して欲しい。
特に若者たちが、自分の生まれた市に誇りを持っていただける市であり、他の
市からも多くの若者たちが結婚生活や実質的に子育てがしやすい市として、移
住転入して来られるような環境づくり等に尽力すべきと勘考致します。
市営住宅の確保、水道料金の軽減、幼保育園等の問題、近場の親子触合い遊戯
施設等の他、静岡市や浜松市への通勤が簡便化される国道１号へ接続するアク
セス道路の整備促進など急務と思料します。

○ もっともっと菊川市についてピーアールして下さい。

○ 多様な意見がある中、頑張っていらっしゃると思います。
予算も人材も限りある中、住みたい町とは、というテーマを掘り下げて経済振
興だけでなく、子育てしやすいという観点も重要ではと思います。

○ 都市部に比べて税金が高いわりに公共サービスが充実していない。
→古紙・ダンボールの回収がないなんてあり得ない！年二回の子供らの廃品回
収がどれだけ大変なことか把握していますか？粗大ゴミもトラックを借りて捨
てに行くしかないのもいかがなものか。
駅前の活気がどんどんなくなっている。二十年前までは活気があった。会社帰
りのサラリーマンが２０時以降でも食事ができる店を誘致して欲しい。駅前に
何も店がないため、２０～３０代の独身者はこのまちに住めない！
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○ 政策が全く中途半端である。いい所どりの政策は無意味。何をやっていて、何
をしようとしているのか伝わってこない！！

○ 旧市街の復興策はないか! 対策が見えない。

○ 今後も市民が暮らしやすい街づくりをめざして取り組んで下さい。

○ 行政で取り組まれている地域防災関係、町づくり発展などの取り組みがあまり
目に見えてこないので、もっと市民に分かるような取り組みを実施してほし
い。
最近は夜になると暴走族な感じの音がするので、取り締りの強化を菊川署と連
携してやってほしい。
菊川市は旧小笠町までなので、小笠町の方も活気が出るように取り組んでほし
い。

○ 旧菊川町、旧小笠町のいろいろな差が大きい、こんな状態では市政がしっかり
行われているとはいえない

○ 配布物が多すぎる気がします。広報は、回覧でいいと思います。
何かをやってます感の税金の使い方は、必要ないので市民のために生きた使い
方を望みます。

○ 駅前本通り含め商店街の整備や企業誘致を積極的に行って欲しい。
若い人達の働く場を与えないと県外へ人口が増々流出してしまうと思います。

○ 市議会議員の中で、能力不足、意識の自覚のない議員、行動力の不足が目立
つ。１０人もいれば充分である。税金の無駄使いの解消になるから。
女性の役職者の増加、その為の人材育成、幹部候補職員の採用をすること。

○ P6の躍進する産業のまちの②は、菊川市全体では考えにくい。旧菊川町に行
くにしたが商店が増え駅周辺はとてもきれいに整備され、活気があるような感
じかもしれませんが、旧小笠町はどうなんでしょう?
あと、旧菊川町は一歩奥に入れば、きれいに整備された公園が多すぎだと思い
ます。こんな所に公園?と思う所があります。実際どの位、子供達が遊んでい
るのでしょうか?公園を作る前に旧小笠町の整備に力を入れてほしい。
あと、交通の便が悪い。

○ 菊川市の（税収）を市全体を広く見て、旧菊川町だけ良くなり（小笠町）過疎
地になって行くのでは、駅周辺だけよくなり、計画はあくまで計画であって、
実行は市民の声を。

意見－4



○ 菊川市（旧小笠町）は八つ墓村的な所で非常に住み辛いです。外から来た人に
物凄く差別的で高圧的でとても閉鎖的。
サラリーマンが普通勤務している平日やら昼間やらに百姓ルールを押し付けて
くるのをやめて欲しい。
やたら田んぼや畑で火を焚いてゴミ（家庭の生ゴミ）とか燃やすのもやめて欲
しい。

○ 菊川駅、市内は道路など整備されきれいになりましたが小笠（旧）町内の発展
がないので合併しても開けていない気がします。残念に思います。

○ 旧菊川町の整備や発展のみを考えて事業をしているとしか思えない。
旧小笠町は道路整備（大昔からある計画道路）くらいしかしていないと思われ
る。
リサイクルの収集が、各地区で行われているが、ごみ収集と同じ収集にしてほ
しい。

○ 土地柄しかたない事かも知れませんが、旧の菊川町の方が何事も進んでおり
（駅前、駅北、インター付近等）旧の小笠町は目玉商品と言うか目に付く物が
ない為か、発展がないように思われますので、同じ税金を納めているんでした
ら平等に平行になれるように工夫してもりあげて行ってほしいものだと思いま
す。

○ 合併後、旧小笠町の発展が感じられない。
外国の方の移住が増えていますが、地域・家庭・学校がうまくまわっていない
と感じます。

○ 職員の人数が多く、税金の無駄遣いである。
駅周辺、市街地に活気がない。
公園の遊具の管理がしっかりされていない為、使えないようにしてある遊具が
多すぎる。
市外の人が菊川市にお金を落とす様な他の市との差別化が全くない。

○ 住民税が他市町村比高い感じがする。
会社員として市外勤務であり、住民税が有効活用されているかが不明。
企業誘致推進、駅の改修、駅北大規模開発、駅前商店街の活性化、県道・市道
の拡幅。
小・中学校の教育高度化、等々、やるべき事は多いと思われる。

○ 税金が高い（市税）住むにはお金がかかる、上下水道も高め。
土地代は他の市に比べ安価だが、生活費はかかってしまう。
保育園・幼稚園など充実していない。（なかなか入れないし、仕事をしてない
のに入っている人もいる）
助成金等も他の市に比べあまり充実していない。

○ 体協のNPO法人・・・市民の為にあるものではないのですか？
偉そうにしている、上から目線、やってやってる、やらしてやってる、そんな
人が上に立っていてはそちらに税金が使われているのが、すごくムカつく！！

○ スポーツ・文化活動などを、「スタイルアップ講座」?のような、割安で気軽
に参加できるものを増やしてほしい。
市の計画やどんなことを行っているのか、もう少し、身近で気軽に見聞きでき
たらいい。
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○ 「子育て世代に住みやすい街」を目指しておられるのであれば、菊川病院の小
児科を非勤の医師にし、入院できるように市が取り組むべきだろう。
「きくのん」のような中途半端なキャラクターに使う予算があるのでしたら、
小笠地区にタクシー券を交付して下さい。
このアンケートを集計して、結果を報告して下さい。（HPや菊川だよりなど
で）

○ 市内の農村地域と住宅地域との交流を進めたまちづくりを推進したい。

○ 常葉美術館？へのアクセス、企画展など、どんな美術館か分からない。ポス
ターなど見かけない。知りたいがＨＰをわざわざ見るアクセスするほどでもな
い。
ＪＲ菊川駅北口ができるのか知りたい。駅に未来図を描いた看板や、投函箱が
あってほしい。市民や勤務する人の声をまちの未来へ反映してほしい。
えんてつ通り、夜暗い。特に今、宅地分譲マンション建設にあたり。歩道工事
しているのに照明なくて大変歩きづらい。
旧菊川町市役所前の道路、水たまりの水が歩道まで飛びます。２回もズボンが
濡れました。水はけ、舗装工事を求めます。

○ 安心安全の確保がなされた市民生活など、住民が住みやすく心配事を持たせな
い街づくりに注力して欲しい。
特に若者たちが、自分の生まれた市に誇りを持っていただける市であり、他の
市からも多くの若者たちが結婚生活や実質的に子育てがしやすい市として、移
住転入して来られるような環境づくり等に尽力すべきと勘考致します。
市営住宅の確保、水道料金の軽減、幼保育園等の問題、近場の親子触合い遊戯
施設等の他、静岡市や浜松市への通勤が簡便化される国道１号へ接続するアク
セス道路の整備促進など急務と思料します。

○ 若い人達が働く場所が少ないように思います。仕事があれば、もっと若い人達
が地域に残り活気のある市になるのではないかと思います。
市役所上の菊川公園の遊具がだいぶ古く、子供が遊ぶのに不安を感じます。公
園のトイレが新しくなったことは嬉しかったです。

○ 学区単位で消防団の再編成との事ですが・・・（一部）職員が担当するとか夜
間は無しとか、周りの団に負担が掛かるのでは・・・。不安がつのります。
和田・中央・高田ヶ原、運動公園、その他公園を、桜・梅・紫陽花・紅葉・芝
桜等を植樹し、菊川の名を高め、季節毎に、地域農産物を販売イベントを行
う。
菊川から見る富士山１０景、私の選ぶ菊川の景色１０の写真展開催（点在する
駐車場を駅より上と下の二ヶ所位にまとめ（高層式）残りの敷地に貸し店舗で
街の活性化を図る）

○ 皮膚科、産婦人科を中心とした医療施設を増やしてほしい。（少ない為）
働く場所を増やしてほしい。（求人が少ない）

○ 子供と一緒に楽しめる施設が少ない。
街に活気がない。
仕事を探しているが、小さい子がいる為、就職先がない。
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○ 「３０分かかる」と書いてあるアンケートに回答するのは面倒と思う人も多そ
うだと思いました。
重要度の意味がよくわからなかったです。
計画と実生活を擦りあわせられない様な計画になっているのではないかと考え
てしまいました。今、自分の生活にこの市の計画がどのように関わっているの
かあまり見えませんでした。
今後はもっと広報などこまめに読みたいと思います。

○ 住みやすい所ではあるが、市街地（どこが市街地かわからない）の賑わいはい
まひとつであり、今、住んでいる人はいいかもしれないが、外から見て住みた
い町に写るかどうか？となりの掛川あたりへ住んでしまうような気がします。
原発はわざわざ地震のありそうな所へ建てており、問題あり。すぐに廃炉にす
べきである。（信用できない）

○ 人間、満腹になれるとさらに太る。余分なものにお金を掛けない。我慢を学
び、自分を律し人間社会に出ていくのが必要。自らの義務と責任を身につけさ
せる。

○ 私は今子育て世代ですが、正直、高齢の方と同居していないため、高齢の方々
の事は分かりません。ただ、病院等、外でいつも優しく声をかけて下さり、見
守って頂ける気持ちは感じれています。少子化といわれ様々な対策がなされ、
いつか花開き、実を結びますように、私達の子達もここで生きていけるよう
に、生きていきたい、と思えるようにして下さい。

○ 現原発は技術的に特に持たない。→最大の想定リスクを無視しているから（津
波のパワー、直下型M9.3、火山活動等）。
今後発生する高レベル放射性物質のコストが拡大。→１０万年間だれが負担す
るのか。
情報を正確に市民に伝えて判断させるべき、都合の悪いことは公表していな
い。

○ 楽しいことが、もっと増えてほしい。
小さな問題から少しずつ解決してほしいです。

○ 自然に恵まれ食べ物もおいしく住みやすいと思っていますが人との付き合い方
はとても隔たりを感じます。
人の事は知りたいけど自分の事は出さない、表と裏があり怖いです。行政も役
員さん達と知り合いの方は良い思いをして、そうでない人は損ばかり、何年
経ってもこれは変わらないのはとても残念です。
子供達を見れば親がわかるというけれど行政は学ぶ事をどう思ってらっしゃい
ますか。しかし良い人も沢山いるのに、そちらの方が活かされてほしいと、本
当に願います。

●市職員に関すること（１７件）

○ 職員の人数が多く、税金の無駄遣いである。
駅周辺、市街地に活気がない。
公園の遊具の管理がしっかりされていない為、使えないようにしてある遊具が
多すぎる。
市外の人が菊川市にお金を落とす様な他の市との差別化が全くない。
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○ ある事について市にお願いしてあるが（2014.9月頃　環境・災害の事だが１
度起きている）１度電話を頂いただけで、その後連絡すらない。（半年以上放
置）
一体どうなっているのか。やる気があるのか。税金を払いたくなくなる。この
ようなアンケートをとるくらいなら、ちゃんと仕事をしてほしい。

○ 菊川市になってから、本庁の人達がとても気持ち良い対応をしてくれるように
なったと感じています。これからも、市民の行きやすい市役所であってほしい
と思っています。

○ 市職員の態度が悪い。特に女性職員の対応が全く不親切で冷たい。

○ 依頼（市の職員に）した事を忘れるのか、再度、依頼すると「今やろうと思っ
ていた」と言い訳をする人が多い。「すみません」と一言謝ったらどうかと思
う。
職員への教育を強化し、市民のお金で給料をもらっていることを意識し仕事を
してほしい。人として人間性がよろしくないのではないか?と思える職員が多
いです。
民生委員は活動しているのでしょうか?民生委員に保育園等の印をもらう必要
性が分かりません。民生委員を通さず、手続したい。民生委員が信頼できませ
ん。個人情報が漏れることが苦痛です。
市のホームページがわかりにくい。情報量が少ない。

○ 市の庁舎の窓口の人たちの態度とか、全員ではありませんが、気分を害するよ
うな人がいた事！

○ パートやアルバイトに細かい仕事を依頼するのではなく、もっと職員が直接仕
事をしないと、内容が把握できていなく、不信感を抱く場合が多々ある。

○ 役所の所員の対応が悪すぎる。
上から目線や、説明が雑すぎる。
しっかりした対応を！

○ 市民の目が厳しく、大変な時代になっていると思います。
しかし、公僕という気持ちは絶対に忘れず見られているという緊張感を持っ
て、がんばって欲しいと思います。

○ 市の職員はおごりを捨て真摯に職務に取り組んでもらいたい。
先日とても不快な思いをした！不信感が拭えない。

○ 各課の担当者が変わるたびに、不具合が生じることがあります。その課や仕事
においてのスペシャリストを育て、専門職員を配置することも合理的ではない
かと思います。
ご検討いただけると嬉しいです。

○ 臨時職員・嘱託職員が何年も働いているのがおかしい。県・国の関係の職場は
期間が決められて退職しなくてはいけないのに、菊川市の職員は、かなり長く
続けて働いている人が多く見られます。働きたい人はたくさんいると思いま
す。
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○ 小笠支所の業務が本庁のように、もう少し手際よくしていただけるとありがた
い。
子育支援に係る担当の方は、ころころと変えないでいただきたい。

○ アパートでは、地区の参加がしたくてもできない。ただ、自治会費を支払うだ
けになる。
窓口の対応が優しい方がいて、印象がとてもよかった。（平成27年度）女性
職員（20代か30代）

○ 市役所の前、夜暗い。市役所、明かりを点灯しておくべきでは。（ソーラーで
もいいのでは？）
菊川駅～遠鉄へ高架で通行できるように。
菊川駅（JR）駐車場が少ない。スクールガードが強制のような感じ。
市役所職員の対応が良かった。市役所の駐車入口カーブの所狭い。駐車場も狭
い。

○ 財政が厳しいので、市民参加は必要ですが、汗のかき方は職員＞市民であって
ほしい。
問3の回答は難しいです。すべての内容（現状）を把握しているわけではない
ので、適切に答えられているか不安です。特に満足度は。

○ 市議会議員の中で、能力不足、意識の自覚のない議員、行動力の不足が目立
つ。１０人もいれば充分である。税金の無駄使いの解消になるから。
女性の役職者の増加、その為の人材育成、幹部候補職員の採用をすること。

●福祉施策に関すること（３１件）

○ 浜岡原子力発電所は絶対停止してもらいたい。
障がい者に支給する補助金を増やしてほしい。
非正規社員を正社員にするように会社に要望してほしい。

○ 子育てしながらフルタイムで働く女性に対するサポートを増やして欲しいで
す。地元野菜の支給やクーポンの配布をしてもらいたいです。
子供の教育やスポーツに対して支援をして欲しいです。民間の所は月謝も高い
し、時間帯も限られているので、なかなか参加させられない。
週末に参加するイベントや子供学習体験のものを行ってほしい。

○ お茶は掛川茶があるので菊川は別のものでがんばった方が良い。農業体験・ハ
イキング等で観光客を呼ぶとか市内の歴史をめぐるスタンプラリーなど。
訪問介護や看取りの病院の増設。老人の独居は促進住宅などへ入居する。一人
暮らしをさせない。

○ きくのんの顔出しを駅に置き、深蒸し茶発祥の地のアピールをして欲しい。
地区センターに運動器具、足裏マッサージの石状のものなどを設置して、60
代から通い健康寿命を伸ばす、医療費を減らす工夫をしてもらいたい。

○ 高齢者に優しい街であって欲しいです。

意見－9



○ 障がい者に対する思い、環境はあるが、がん患者やがん家族に対するものが何
もない。

○ 障がい者に親切な住みよい生活が出来る様な政策をしてほしいです。

○ 税金が高い（市税）住むにはお金がかかる、上下水道も高め。
土地代は他の市に比べ安価だが、生活費はかかってしまう。
保育園・幼稚園など充実していない。（なかなか入れないし、仕事をしてない
のに入っている人もいる）
助成金等も他の市に比べあまり充実していない。

○ こどもみらい課が無くなってしまい、手続きが煩雑になりました。子どもに関
することは１つの課でできるようにならないのでしょうか？
今までの方が、地域行政として先進的だったと思うのですが、、、そうなった
経過もよくわからず、ただ市民が大変なだけです。
（児童館は大変助かっています。保育園も）
浜松市のように第二子の育休に入っても、保育園に第一子をいれたままにでき
ないのでしょうか？年少さんの年齢なら幼稚部に動けますが、２才児だと、今
まで築いた保育園の慣習がくずれてしまし、もったいないです。

○ 毎年任意で接種しているインフルエンザワクチンを希望者・有料で構わないの
で、医師に出張していただいて学校内で行えると大変ありがたいです。

○ 不妊治療の助成金を見直してほしい。

○ 障がい者の家族がいますが、今後、高齢になってきたときに家族の負担が大き
くなりそうで、不安です。サポート体制がわかりにくい。

○ 常勤で勤めている母子家庭にも、もっとより良い対応をしてほしい。気持ちよ
く子育て出来る環境にはほど遠い！！

○ 6月くらいに募集がある「ステップ講座」を楽しみにしております。多くの講
座を開いてください。他にも福祉に関する講演会、見学にも興味があります。
残り少ない「人生」生きがいを見つけ、多くの方と接している場所が欲しいで
す。
広報のクイズに応募しているんですが、当った事がありません。（さみしいで
す）

○ 保育園と学校入学までの数ヶ月子供を保育園並みの待遇で預かってくれるれる
所、年寄と幼児の間で両方を世話する大変な嫁がいる。（保育園では家に人が
いる事で預かってくれず年寄は介護は必要ないと判断されて）現実が分かって
ないとつくづく思う。

○ 県東部の市で子育てし、現在菊川市でまた一から子育てしております。産婦人
科の少なさ、子育て支援の不充分さにびっくりしました。自然環境はそれなり
に良いのに、もったいないです。もっと楽しく安全に子育てできるようにして
いただきたいです。
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○ 高校生までこども医療費を拡充する予定はありませんか。

○ 介護、認知症はどの程度で相談できるのでしょうか？
（特別健診はしない、歩くのはよぼよぼ、自動車ではどんどん出掛ける男７４
才、人の言うことをきかない）

○ 障がい者支援が足りていない。特に医療費控除。

○ 子供医療支援の年齢制限の拡充。

○ 高額医療費控除を減らす為か、条件を付けて該当しないようにしているように
見られる。救助しようという姿勢が見られない。

○ 不妊治療の助成金をもっと増やして欲しい。
子供がいる人のための支援は充実していると感じるが、いない人・できない
人・できにくい人のための支援が少ないと感じます。
子供ができないと充実した支援は受けられないと感じる。

○ 「子育てしやすい町」となっているが、実感できない。菊川病院の小児科も常
勤の医師はいないし、市内の小児科はどこも評判がよくない。
近くに公立の幼稚園もないので、私立に入れるしかない。
名古屋や袋井に子育てしている友人がいるが、話をきくと、そっちの方がはる
かに子育てしやすい町だと思う。

○ 総合病院において脳外科の医師確保。
健康的に活き活きと暮らすことは誰もが望んでいることだと思います。健康を
維持していく為に自らの心掛けは、重要ですが万一病気になった時でも安心で
きる医療の充実は最も大切な事だと思います。地域医療において休日の診療体
制、何でも相談できる総合医、そして介護の状態になった時にも困らない体制
の充実を希望します。救急医療対応、慢性・急性期の医療、福祉の連携が図ら
れ安心が高められたらと思います。

○ きくのんの顔出しを駅に置き、深蒸し茶発祥の地のアピールをして欲しい。
地区センターに運動器具、足裏マッサージの石状のものなどを設置して、60
代から通い健康寿命を伸ばす。医療費を減らす工夫。

○ 小さい子供を連れても行きやすい飲食店をもっと増やして頂きたい。
子供のいる家庭への援助。

○ 歯医者などはたくさんあるが、皮膚科などがない。片寄っている。
近くに遊べる公園がない。
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○ 日頃、働いていないため、市の施策を充分把握していないままの回答となって
しまいました。すみません。
子育て中ですが、公園や児童館、ファミサポさんをよく利用させてもらってい
ます。ありがとうございます。

○ 長男が重度の知的障がい、自閉症です。福祉課やこどもみらい課には、度々お
世話になります。みんなの大切な、税金で学童ディなど利用させていただき、
ありがたく思います。欲を言って申し訳ないですが、地震などの災害の時、障
がい児、者とその家族が避難できる場所を作って欲しいです。健常者の方には
理解できない奇声やパニック、行動で、一緒にいるのは、お互いに無理かなと
思っています。お年寄りには、特にこういう子たちを理解すのが、難しいよう
で、防災訓練へ参加しても、本当にツライ気持ちで帰ってきます。障がい児本
人のせいでもなく、親のせいでもないという事を、もう少し、わかってほしい
です。

○ 小児科が少ない。皮膚科が少ない。
０才児から５００円の医療費がかかって、おどろいた。
静岡市は０才児は０円だった。

○ 皮膚科、産婦人科を中心とした医療施設を増やしてほしい。（少ない為）
働く場所を増やしてほしい。（求人が少ない）

●菊川病院に関すること（１０件）

○ 「子育てしやすい町」となっているが、実感できない。菊川病院の小児科も常
勤の医師はいないし、市内の小児科はどこも評判がよくない。
近くに公立の幼稚園もないので、私立に入れるしかない。
名古屋や袋井に子育てしている友人がいるが、話をきくと、そっちの方がはる
かに子育てしやすい町だと思う。

○ 家庭医療センター（赤土）が休日でも土曜日、時間外でも対応してほしい。
水道料が他より高いので、安くしてほしいです。

○ 国道1号線へすぐ行ける道が欲しい。
総合病院の医師の確保。

○ 「子育て世代に住みやすい街」を目指しておられるのであれば、菊川病院の小
児科を常勤の医師にし、入院できるように市が取り組むべきだろう。
「きくのん」のような中途半端なキャラクターに使う予算があるのでしたら、
小笠地区にタクシー券を交付して下さい。
このアンケートを集計して、結果を報告して下さい。（HPや菊川だよりなど
で）
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○ 市だけでは対応できることは無いとわかっているし、いろいろと働き掛けてく
れているのだと思いますが、菊川病院の小児科の常勤医が不在になっている状
況はとても厳しいと思います。
菊川市に住んでいる親や子供たち、学校なども不安になっているし、中東遠は
遠いという印象が強いです。せっかく、住みやすい（子育てしやすい）市に選
ばれたのに、1番頼れる病院がこの状態だと心苦しいです。早く安心して過ご
せる市に戻れるといいですね。

○ 菊川市立病院の中に、無い科があるので、（脳神経外科、泌尿器科など）前の
ように、常時、先生が、いて下さるように、していただきたい。
産婦人科も、現在は、助産師さん出産のようですが、産婦人科の先生も常時い
ていただきたい。整形外科は、受診者が多く、午後受診も、あるのですが、大
変混みます。
病状が落ちつくと、個人病院に行って下さいと、言われますが、整形外科から
内科でも薬を出して下さるとの事でしたが、不安です。菊川病院は市立の総合
病院なので、市民が安心して、自分の体におかしいな？と思った時、受診出来
るように、体制の充実を計っていただきたいと思います。

○ 菊川市立総合病院の小児科の常勤医が不在となっていますが、入院や救急にも
対応してくださる常勤医が早く着任されることを希望します。

○ 菊川病院の診療科が以前に比べると減少していると思います。住民のために、
医師の確保をお願いしたいと考えます。

○ 子育て世代で、我が家にも小さい子供が３人います。菊川総合病院の小児科の
先生を常備いて、すぐに対応してもらえるようにしてほしいと思います。救急
で他の遠い病院へ行かされ、とても困りました。早急に改善して頂けるよう要
望します。

○ 総合病院において脳外科の医師確保。
健康的に活き活きと暮らすことは誰もが望んでいることだと思います。健康を
維持していく為に自らの心掛けは、重要ですが万一病気になった時でも安心で
きる医療の充実は最も大切な事だと思います。地域医療において休日の診療体
制、何でも相談できる総合医、そして介護の状態になった時にも困らない体制
の充実を希望します。救急医療対応、慢性・急性期の医療、福祉の連携が図ら
れ安心が高められたらと思います。

●環境施策に関すること（１８件）

○ 野焼きについて、せっかくの洗濯物がくさくなる。
申請を出している・いないの明確な対応・判断ができるようにしてもらいた
い。

○ 可燃ごみ袋を丈夫に大きくしてほしい。

○ ゴミ袋のサイズの多種化。価格が高い。

○ プラ、缶、ビンなど回収する時に新聞、段ボール、古紙なども回収してくれ
て、その売ったお金で、町が地区が学校が、潤っていけたら、もっといいかと
思います。できませんか？
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○ 菊川市可燃ゴミ袋が破れ易いので、もっと丈夫で使用しやすいタイプでお願い
します。
犬の散歩でフンの処理が全くだめなので、注意喚起の看板設置増設をお願いし
ます。

○ 茶業低迷、高齢化による耕作放棄地が多くなり、対策が必要。
又、鳥獣被害も多くなってきた。

○ 吉沢・富田地区の犬の糞に困っています。
何度か市役所に相談しましたが、綺麗な街とは思えない。

○ 素敵な場所なのに川が汚くて残念です。いつかキレイな菊川が見たいです。

○ 私の家の近くで田畑の荒れた土地が目立つ様ななり、イノシシ、カモシカ等が
すぐ近くまで来る様になりました。また、山林も手を入れることも無く竹やぶ
になってしまい、この先どうなってしまうか心配です。昔の様に農業をやる人
がなくなってしまったせいでしょうか、困ってしまいますね。荒れた土地を何
とか利用する事を考えてほしいです。

○ 自然とふれあう場所がない。（少ない）

○ 時々、大木を無造作に切り倒されている山を見かけます。戦後植えた杉なども
大きくなっています。ところが、運び出したり、切る人もいないため、宝が
（森林資源が）埋もれてしまっている気がします。営林課とか森林活用アドバ
イザーにより、森林資源の有効活用や里山づくりが行われ、「緑、次世代」に
ふさわしい菊川市となるといいと思います。

○ 道路から捨てられるゴミを回収してほしい！（毎日のように捨てるバカ者がい
る）

○ 菊川に来て８年目になります。どこの町でもそうかもしれませんが、道路脇の
ゴミがいつも落ちていて、残念に思います。
自然も多くいい所だとは思いますが、自慢できる所がたくさんあればいいなと
思いました。

○ 飼い犬の散歩時の糞の始末を徹底してほしいです。（川の土手、公園、道路で
良く目にします）
イノシシの出没が怖いです。（子供が通学路から山を見上げたらいたそうで
す）

○ 猫の餌を外に用意してある家（数軒有る）、犬のことは何だかんだ言う人がい
るが、猫に関してマナーができてない。

○ 子供を育てる親への支援に前向きな市だと思う。又、子供を大切にする市だと
思う。
水質の保全を要望します。
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○ 都市部に比べて税金が高いわりに公共サービスが充実していない。
→古紙・ダンボールの回収がないなんてあり得ない！年二回の子供らの廃品回
収がどれだけ大変なことか把握していますか？粗大ゴミもトラックを借りて捨
てに行くしかないのもいかがなものか。
駅前の活気がどんどんなくなっている。二十年前までは活気があった。会社帰
りのサラリーマンが２０時以降でも食事ができる店を誘致して欲しい。駅前に
何も店がないため、２０～３０代の独身者はこのまちに住めない！

○ 旧菊川町の整備や発展のみを考えて事業をしているとしか思えない。
旧小笠町は道路整備（大昔からある計画道路）くらいしかしていないと思われ
る。
リサイクルの収集が、各地区で行われているが、ごみ収集と同じ収集にしてほ
しい。

●教育に関すること（１４件）

○ 放課後児童クラブについてですが、河域小は2年生でも入れない人がいます。
その年によって利用する人数も違うかもしれませんが、入れませんと言われる
だけで、その後の支援も全くなく困っている人がいます。早急に支援していた
だきたいと思います。

○ 市民がどの人も平等に地元の保育園に入れるようにお願いしたい。（遠くの人
より地元に住んでいる人優先に）

○ 学童の枠を増やして欲しい。共働きが増えているのが現状。事件が増えている
のが現状。おじいちゃん、おばあちゃんに頼りきれないのが現状。

○ 学童保育は、宿題もみてくれて親にとってとても助かるシステムです。しか
し、先日も翌日も学童保育でテレビを見せていました。

○ スポーツ少年団活動への補助金が少なすぎる。スポーツを小学校の頃からやら
せる、外で何かをさせる為には、もうちょっとでも金額を出してもよいのでは
ないかと思う。

○ 隣の市には、さんりーな・たまりーな・ぷるると室内プールがあるが菊川市に
は、なぜないのか？
体力向上の為に子供から年寄りまで、年令関係なく使用できるのではないか？
陸だけのスポーツだけではなく、水の中のスポーツも取り入れる必要があるの
ではないか？
今どきの子供は、泳げない子が多く、高校に行って困る子が多すぎると思いま
す。
家庭教育学級の件で、幼・保、小１と２年連続で行う理由がわかりません。働
かなければ生活が苦しかったりで、仕事が休めないなど、今の時代は、色々な
理由があります。こんなやり方では少子化対策されてないのでは？子供と一緒
にやる事に意味がある家教。小学校は一緒ではない為、参観日と違う日に行わ
なければならず、出席率も下がる。やる意味をしっかり考えるべき。
スポ少も、ただやってるだけという感覚。アスリートを育てるのであればコー
チ、保護者、子供で大事なことは何か考えることが大切。
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○ 各地区に空いた土地や使用しない田畑を利用して、公園（小さくてもOK、砂
場、ブランコ、すべり台）等、がほしい。そうすれば新しく来た母子など地域
になじむことが出来、他の母子との交流ができる。
西方地区は運動公園があっても気軽にいける公園がない。各地区にそんなとこ
ろがあればお年より、子供、親との地域交流が出来ると思います。神奈川に住
んでいたこともあり、公園の多さ、どこにいっても子供があそべるスペースが
あり、とてもよいと思いました。
小学校・中学校（？）のお茶給水機が学校に一つということもあり、子供にき
くと飲んだことがない、のみたいけど使えないなど、お茶産地なら、もう少
し、給水機の設置おねがいします。いつでものめるお茶給水機を・・・。

○ 市に対する意見ではないですが、、、、、
小学校のせめて低学年の間だけでも、ヘルメットを頂いているので、通学時着
用の義務などあった方が安心できる。夏場は暑いと思うが、事故などあった時
に違うのではないかと思います。

○ おおぞら幼稚園入園の際、多くの父兄が抽選という突然の知らせにおどろき、
つらい思いをしました。抽選になるのであれば、落選者は何名なのか、どうい
うことで、抽選になったのかの詳しい説明が全くなかったからです。初めての
ことでわからないことばかりなのは、父兄です。もし、来年度も抽選になるの
であればちゃんとした説明をよろしくお願いします。

○ こどもみらい課が無くなってしまい、手続きが煩雑になりました。子どもに関
することは１つの課でできるようにならないのでしょうか？
今までの方が、地域行政として先進的だったと思うのですが、、、そうなった
経過もよくわからず、ただ市民が大変なだけです。
（児童館は大変助かっています。保育園も）
浜松市のように第二子の育休に入っても、保育園に第一子をいれたままにでき
ないのでしょうか？年少さんの年齢なら幼稚部に動けますが、２才児だと、今
まで築いた保育園の慣習がくずれてしまし、もったいないです。

○ 「子育てしやすい町」となっているが、実感できない。菊川病院の小児科も常
勤の医師はいないし、市内の小児科はどこも評判がよくない。
近くに公立の幼稚園もないので、私立に入れるしかない。
名古屋や袋井に子育てしている友人がいるが、話をきくと、そっちの方がはる
かに子育てしやすい町だと思う。

○ 住民税が他市町村比高い感じがする。
会社員として市外勤務であり、住民税が有効活用されているかが不明。
企業誘致推進、駅の改修、駅北大規模開発、駅前商店街の活性化、県道・市道
の拡幅。
小・中学校の教育高度化、等々、やるべき事は多いと思われる。

○ 子育てしながらフルタイムで働く女性に対するサポートを増やして欲しいで
す。地元野菜の支給やクーポンの配布をしてもらいたいです。
子供の教育やスポーツに対して支援をして欲しいです。民間の所は月謝も高い
し、時間帯も限られているので、なかなか参加させられない。
週末に参加するイベントや子供学習体験のものを行ってほしい。
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○ 駅前でタバコを吸う人が多い。
酔っぱらいに殴られた。
横断歩道で歩行者が渡れない。
ホームレスが小学校の敷地内に侵入していた。
自動車の一時停止無視が多い。

●公共交通に関すること（２０件）

○ たとえば道路。先のことを考えずに作っているため、信号機が（間隔）ありす
ぎて田舎の割に不便です。
スポーツする施設が少ないプールなど。
車がないと困る菊川の田舎のため、高齢の人(90才の人も)あぶなげながら運
転している！

○ 朝の通勤時間帯、掛川へ抜ける道がない為、混んで、なかなか進まない道があ
るので、どうにかならないでしょうか？

○ 小笠町の方に公園の充実と小学生や中学生が長期休暇の時に友達と遊べる施設
や公園の充実。
コミュニティバスの休日の運行。

○ 自転車のルールとかがわかるお便りを各家庭に配布してほしい。

○ ＪＲ菊川駅を利用しますが、駐車車両、歩行者の道路横断等ルールが守られて
いません。事故になってトクをする人はいないので、流れを良くするようにし
たらいいと思います。
西方？（ＪＲ横）で道路工事をしていますが、工事の目的と期間をＰＲしてほ
しいです。大型トラック等とすれ違う時に危険な時もあります。

○ 私は交通指導員を長くやらせていただいております。事故ゼロを目指して指導
員全員で一生懸命ガンバッテいます。市でももっと広報などでPRをおねがい
します。

○ 気軽に安価に利用出来るスポーツ施設があったら嬉しいです。
市民バスがもっと利用しやすくなる様に、一方向ばかりでなく反対回りのコー
スがあったら良いと思います。

○ P6の躍進する産業のまちの②は、菊川市全体では考えにくい。旧菊川町に行
くにしたが商店が増え駅周辺はとてもきれいに整備され、活気があるような感
じかもしれませんが、旧小笠町はどうなんでしょう?
あと、旧菊川町はいっぽ奥に入れば、きれいに整備された公園が多すぎだと思
います。こんな所に公園?と思う所があります。実際どの位、子供達が遊んで
いるのでしょうか?公園を作る前に旧小笠町の整備に力を入れてほしい。
あと、交通の便が悪い。

○ コミュニティバスが病院に乗りつかないと行けない地区がある。年寄は乗り継
ぐのは大変だと思う。
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○ 福祉バスの件についてですが、もう少し細部にまで回ってくれたら利用しやす
いかと思います。
原子力発電所の再稼働は反対です。福島でも死の町となった場所があり、現在
でも帰れないし、いろいろな問題があるのに、それがクリアできないで、安全
の確認はできないと思います。見切り発車はやめてほしいと思います。

○ コミュニティーバスの行動範囲を広げた方がいいと思う。

○ 駅やインター周辺、下平川地区と比べて、交通機関の有無など優劣が激しいと
思う。

○ コミュニティバスの運行を見直して下さい。

○ 私が住んでいる所はバスもあまり通ってません。コミニュティーバスが有りま
すが、高校生や小学生、中学生がケガをした時など通学が出来ません。その
為、母子家庭にも関わらず、仕事を休んでの送り迎え、ちょっとした事が住み
にくいです。
中学校ではスポーツ部に所属していても、休部日ばかり規制ばかりで、とても
上位進出など望めないと思います。もっと、きめ細やかな交通手段の確立をお
願いしたいです。子供も老人も自分で動けるようになれば、もっと活発になる
と思います。

○ 私の住む地域は20年位の間に一気に住民が増えた場所ですが、自動車がない
と駅や買い物のアクセスがとても悪く、この先年齢が上がって、とても不便に
感じる人が多くなると思われます。
せめて、直通で駅まで行ける（あまり遠回りせず）市営バスなどがあったらと
思います。

○ 市のコミュニティバスをよく利用させていただいております。ドライバーの
方々はどなたも親切で、時間も正確で、しかも１００円と大変安く、なんて良
いサービスなんだろうといつも思っておりました。これからもぜひ利用してい
きたいので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました！

○ 街づくり。人が集まる事を目的として、活気あるものにしてほしい。
ＪＲとバス、街中のバスが無さすぎ。交通機関の整備が必要。（掛川又浜松、
静岡へ行く人が増える。）

○ 安心安全の確保がなされた市民生活など、住民が住みやすく心配事を持たせな
い街づくりに注力して欲しい。
特に若者たちが、自分の生まれた市に誇りを持っていただける市であり、他の
市からも多くの若者たちが結婚生活や実質的に子育てがしやすい市として、移
住転入して来られるような環境づくり等に尽力すべきと勘考致します。
市営住宅の確保、水道料金の軽減、幼保育園等の問題、近場の親子触合い遊戯
施設等の他、静岡市や浜松市への通勤が簡便化される国道１号へ接続するアク
セス道路の整備促進など急務と思料します。
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○ 市に対する意見ではないですが、、、、、
小学校のせめて低学年の間だけでも、ヘルメットを頂いているので、通学時着
用の義務などあった方が安心できる。夏場は暑いと思うが、事故などあった時
に違うのではないかと思います。

○ 駅前でタバコを吸う人が多い。
酔っぱらいに殴られた。
横断歩道で歩行者が渡れない。
ホームレスが小学校の敷地内に侵入していた。
自動車の一時停止無視が多い。

●菊川駅周辺に関すること（２０件）

○ 駅前の都市計画が失敗したのは、一体誰が責任を取るのでしょうか?早く貴重
な税金を返金して下さい。

○ 菊川市の（税収）を市全体を広く見て、旧菊川町だけ良くなり（小笠町）過疎
地になって行くのでは、駅周辺だけよくなり、計画はあくまで計画であって、
実行は市民の声を聞いてほしい。

○ 消防団の解体、必要な場合は、一から、現在にみあった形での再構築。
本通り商店街の商店街と言えない状況、無意味な、一方通行と、幅の狭さ。
無駄遣いとしか言えない駅前開発はやめてほしい。

○ JR菊川駅北口出口は必要。駅周辺の衰退がひどい。早急な改善が必要。
アパートばかりで定住者をふやす努力が必要。袋井市を参考にするとよいので
は？
JR南口も出来たし、人口増加、住宅地の整備、道路の充実化等々、見習う事
が多々ある様に思える。

○ 北口南口の一対化。
小笠南地区への大型店店舗等、人が呼べる施設。
小笠地区なら浜岡の人たちも呼び込むことができる魅力ある施設。

○ ＪＲ菊川駅を利用しますが、駐車車両、歩行者の道路横断等ルールが守られて
いません。事故になってトクをする人はいないので、流れを良くするようにし
たらいいと思います。
西方？（ＪＲ横）で道路工事をしていますが、工事の目的と期間をＰＲしてほ
しいです。大型トラック等とすれ違う時に危険な時もあります。

○ 市の財政などを確保するため、企業や店舗等を誘致するのが良いと思う。
駅北の誘致等は、中途半端（規模が小さすぎ、掛川などに行ってしまう。品数
が少なく、ほしい物がそろわない）に感じます。駅南の商店街もさびれてしま
い活気がなくなってしまったと感じます。
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○ 菊川駅北口を、是非作ってもらいたい。

○ 菊川駅北の発展に伴い、菊川駅の北口を是非、開設していただきたい。

○ 菊川駅の北口を作ってほしいです。
菊川駅の送迎の駐車場に勝手に長時間駐車している人達がいるので、駅に子供
の迎えに行っても駐車するスペースがありませんので、困ります。
何とかして下さい。駅周辺ばかりよくなって、村部は、ほったらかしですね。

○ 駅周辺が活気がな全然ない!　夜、駅に下車する時に暗い感じがする。

○ 駅前を活性化してほしい。

○ 菊川駅前のロータリー、もう少し整備して下さい。とっても使いにくく、とっ
ても困っています。

○ JRを利用する場合、菊川駅周辺の駐車場が少なく不便です。
月極の駐車場は多いようにみえるのですが・・・。
ぜひ、駐車場の整備をお願いしたいです。

○ スーパーバロー東側の橋を早急に架け替えるべきです。
駅北口改札の設置を望みます。
街灯の整備促進と電気代の市税負担をして下さい。

○ 菊川駅の北口を早く作ってほしい。
静鉄のバスをやめて、遠鉄のバスにしてほしい。
菊川駅の送迎レーンが混んでいる。駅以外の利用はやめてほしい。

○ 現在は県外（東京）で大学生活を送っていますが、祭り等で帰省して自治会等
の方々と交流しています。
中高生が健全に遊べる所が全くない。せっかくの駅北を開発しているので地域
の目が行き届いて遊べる場を作ってほしい。

○ 市役所の前、夜暗い。市役所、明かりを点灯しておくべきでは。（ソーラーで
もいいのでは？）
菊川駅～遠鉄へ高架で通行できるように。
菊川駅（JR）駐車場が少ない。スクールガードが強制のような感じ。
市役所職員の対応が良かった。市役所の駐車入口カーブの所狭い。駐車場も狭
い。
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○ 常葉美術館？へのアクセス、企画展など、どんな美術館か分からない。ポス
ターなど見かけない。知りたいがＨＰをわざわざ見るアクセスするほどでもな
い。
ＪＲ菊川駅北口ができるのか知りたい。駅に未来図を描いた看板や、投函箱が
あってほしい。市民や勤務する人の声をまちの未来へ反映してほしい。
えんてつ通り、夜暗い。特に今、宅地分譲マンション建設にあたり。歩道工事
しているのに照明なくて大変歩きづらい。
旧菊川町市役所前の道路、水たまりの水が歩道まで飛びます。２回もズボンが
濡れました。水はけ、舗装工事を求めます。

○ 住民税が他市町村比高い感じがする。
会社員として市外勤務であり、住民税が有効活用されているかが不明。
企業誘致推進、駅の改修、駅北大規模開発、駅前商店街の活性化、県道・市道
の拡幅。
小・中学校の教育高度化、等々、やるべき事は多いと思われる。

●商業振興に関すること（３３件）

○ 嶺田地区にコンビニ等がなく、交通の便も不便の為、市街区だけでなく、嶺田
地区をもっと発展させてもらいたいです。子供がお菓子を買う場所さえありま
せん。ご検討宜しくお願いします。

○ 発展し駅前から菊川の商店街通りは発展しつつあると思うが発展していない所
はいつまでも、不便なままのため、もっとどこからも同じ思いが出るようにし
た方がいいと思います。
介護職していて、車イスで外出すると、押しにくい段差が気になる。入居者様
も安心して生活できる菊川市であってほしいと思います。

○ 割と駅前でのイベントが多く活気はあると思う（その時は）。
駅前や街中を歩く人も少なく、普段は活気が無いのがとても気になります。
イベントで集客するだけでなく、普段から活気を出せる施策があると良いと思
いました。

○ P6の躍進する産業のまちの②は、菊川市全体では考えにくい。旧菊川町に行
くにしたが商店が増え駅周辺はとてもきれいに整備され、活気があるような感
じかもしれませんが、旧小笠町はどうなんでしょう?
あと、旧菊川町はいっぽ奥に入れば、きれいに整備された公園が多すぎだと思
います。こんな所に公園?と思う所があります。実際どの位、子供達が遊んで
いるのでしょうか?公園を作る前に旧小笠町の整備に力を入れてほしい。
あと、交通の便が悪い。

○ このアンケート（市民アンケート）３回目です。確率高すぎです。もっと他の
方にもお願いします。
菊川市はもっと大型のショッピングセンターを作って浜松、静岡へ行かなくて
もいいようにしてほしい。高齢になると遠くに行けなくなるからです。

○ きくのんグッズをどこかで販売しているのですか？
もっと、きくのんをイベントに参加させたら良いと思います。

○ 南地区シャッター通りが多く少しさみしいです。
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○ 経済への取組み強化を望みます。大規模な企業誘致。

○ 菊川茶の振興を!!。掛川市の「道の駅」のような店作り。市内での特産を売っ
たり、農家レストラン、カフェを是非作って下さい。

○ 菊川インター前がどこのインターを見ても活性化してないと思います。
菊川を象徴するものがなにもないから寂しいと思います。インター前の空き地
をもっと利用すべきではないか？商工会が大きすぎ！

○ 菊川市に引っ越してきたばかりですが、のどかで良い所だと思います。
しかし、ショッピングモールがないため、不便に感じることが多々あります。
ショッピングモールの設置のご検討のほどおねがいしたいです。

○ 加茂周辺にスーパーがなく不便。

○ コンビニがあり過ぎると思う。他の店を営業したらいい。

○ 市の財政などを確保するため、企業や店舗等を誘致するのが良いと思う。
駅北の誘致等は、中途半端（規模が小さすぎ、掛川などに行ってしまう。品数
が少なく、ほしい物がそろわない）に感じます。駅南の商店街もさびれてしま
い活気がなくなってしまったと感じます。

○ 市内に重複した業種の店がいくつかある。（ドラッグストアなど）
市で魅力ある街をプランニングし、魅力的な店を誘致して欲しい。
（例　スーパー銭湯、ミスド、有名ラーメン店街、飲み屋街、ニトリ、宅配ピ
ザ、ゴルフパートナーなど）
小児科が少ないので増やして欲しい。個人的な希望ですが、無料の屋外バス
ケットコートがほしい。

○ 小笠東地区にコンビニがない為、作っていただきたく存じます。

○ ショッピングセンターの誘致。
アウトレットの誘致。

○ 駅前本通り含め商店街の整備や企業誘致を積極的に行って欲しい。
若い人達の働く場を与えないと県外へ人口が増々流出してしまうと思います。

○ 小さい子供が遊べる公園や施設がもっとあったらと思う。
商店街等、もっと賑わうといいと思う。

○ きくのんの顔出しを駅に置き、深蒸し茶発祥の地のアピールをして欲しい。
地区センターに運動器具、足裏マッサージの石状のものなどを設置して、60
代から通い健康寿命を伸ばす、医療費を減らす工夫をしてもらいたい。

○ 昨年に菊川市マスコットキャラクター「きくのん」が誕生しましたので、磐田
市の「しっぺい」や浜松市の「出世大名家康くん」のように有名になって、菊
川市のことを他県や県内の人に知ってもらいたいです。
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○ 都市部に比べて税金が高いわりに公共サービスが充実していない。
→古紙・ダンボールの回収がないなんてあり得ない！年二回の子供らの廃品回
収がどれだけ大変なことか把握していますか？粗大ゴミもトラックを借りて捨
てに行くしかないのもいかがなものか。
駅前の活気がどんどんなくなっている。二十年前までは活気があった。会社帰
りのサラリーマンが２０時以降でも食事ができる店を誘致して欲しい。駅前に
何も店がないため、２０～３０代の独身者はこのまちに住めない！

○ 小さい子供を連れても行きやすい飲食店をもっと増やして頂きたい。
子供のいる家庭への援助。

○ 北口南口の一対化。
小笠南地区への大型店店舗等、人が呼べる施設。
小笠地区なら浜岡の人たちも呼び込むことができる魅力ある施設。

○ 住民税が他市町村比高い感じがする。
会社員とし市街勤務であり、住民税が有効活用されているかが不明。
企業誘致推進、駅の改修、駅北大規模開発、駅前商店街の活性化、県道・市道
の拡幅。
小・中学校の教育高度化、等々、やるべき事は多いと思われる。

●自治会、地域コミュ二ティ等に関すること（１４件）

○ 祭りなんとかしてくれ近所迷惑！！

○ 地区大会は小学校の運動会といっしょに参加型にしたらどうですか。
昔のように人が集まらないし高齢者が増えて（健康面もあり）参加しない方が
多い。

○ 市のスポーツ施設を利用している団体、サークル等がわかりやすいとよい。
新しくスポーツを始める時に参加できる、したいと思ってもどんな活動がある
のかよくわからなかった。その他は平和で住みやすい良い街だと思います。

○ 菊川市に住むようになってから1年ほどが経ちましたが、アパートに住んでい
ることもあり、地域との交流はほとんどありません。現在、妊娠中で家にいる
ことも多く、地域の活動に参加する機会はありませんが、今後、子育てをして
いく中で、より住みやすく支援の充実した町であってほしいと思います。
正直、今は菊川市のことは分からないことも多いですが、これから少しずつ地
域の活動等に関心を持って協力できることはしていきたいと思っています。

○ 私達の住んでいる地域は世帯数が少なく高齢者が多いので、市の依頼する役員
も現役の世代の人間に負担がかかるので、役員及び行事等は削除してほしい。
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○ 上小笠川の堤防の草刈りが地域の高齢化や人口の減少等により、非常につらい
ものになっています。刈る面積がボランティアの域をはるかに越えています。
半強制的一面もあり、地区のもめ事の元になっています。全て市の管理にして
ほしいです！

○ 各問について、色々な活動する組織があり活動しているが、ずべてについて中
途半端な活動で終わっている。
実際にスポーツ委員・健全育成等の活動を行ったが、市・地域の助成金が少な
い為、ほとんど活動ができていない。
イベント３～５万/1回、年に２・３回イベントで活動費なし。内訳 お茶・参
加賞等、このような活動では地域の活性化はできないと思う。

○ 自治会活動や地域コミュニティ活動は、市民が最も直接、参加するもので、地
域活動を活発にする事が重要。

○ ボランティアでやっていただいていたスクールガードが、やる方が年々無くな
り班で強制で当番で行うようになっている自治体が出ています。近所の付き合
いもあり会社を休んでまでは・・・と伝えてもみんなで協力し合って、と言わ
れてしまい、協力できる事はやるべきですが、強制で行うのは問題だと感じて
います。シルバーさんやボランティアの方々の協力をお願いしたいのですが、
本当に困っています。

○ 地域の子供が多くスポーツ等コミュニティに参加出来る様にして、子供と親・
地域が結束して、安心できるまちづくりをしてほしい。

○ アパートでは、地区の参加がしたくてもできない。ただ、自治会費を支払うだ
けになる。
窓口の対応が優しい方がいて、印象がとてもよかった。（平成27年度）女性
職員（20代か30代）

○ この市は昔から住んでいる人が、今もって市外から移り住んできた人に対し、
「よそ者」扱いする事が多い。特に祭典等の参加強要がある。神社の祭典は宗
教に関する事なので考えていかないといけないと思う。参加を望まないという
事も個人の権利であり、上記地区から保護する必要があると思う。それは市か
らしか指導できないのが今の環境だと思う。しっかりした市会議員が必要。議
員年金を欲しがる議員がこの財政の市の役に立てるとは思えない。

○ 現在は県外（東京）で大学生活を送っていますが、祭り等で帰省して自治会等
の方々と交流しています。
中高生が健全に遊べる所が全くない。せっかくの駅北を開発しているので地域
の目が行き届いて遊べる場を作ってほしい。
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○ 自然に恵まれ食べ物もおいしく住みやすいと思っていますが人との付き合い方
はとても隔たりを感じます。
人の事は知りたいけど自分の事は出さない、表と裏があり怖いです。行政も役
員さん達と知り合いの方は良い思いをして、そうでない人は損ばかり、何年
経ってもこれは変わらないのはとても残念です。
子供達を見れば親がわかるというけれど行政は学ぶ事をどう思ってらっしゃい
ますか。しかし良い人も沢山いるのに、そちらの方が活かされてほしいと、本
当に願います。

●道路整備に関すること（３３件）

○ 駅前や、警察署がある道ばかりがきれいになっている。
子供の通学路の除草もされていなく、道をきれいにしたらそれでおしまい。
除草作業も定期的にするべき！！市民税を払っているのは駅前をきれいにする
為に払っているわけではない。

○ たとえば道路。先のことを考えずに作っているため、信号機が（間隔）ありす
ぎて田舎の割に不便です。
スポーツする施設が少ないプールなど。
車がないと困る菊川の田舎のため、高齢の人(90才の人も)あぶなげながら運
転している！

○ 菊川駅、市内は道路など整備されきれいになりましたが小笠（旧）町内の発展
がないので合併しても開けていない気がします。残念に思います。

○ 命の安全、安心の為、すべての住んでる家まで４ｍ道路を作る事がすべてに優
先する事。→緊急車が入れるように。※道を作れば明るい未来が広がる。（菊
川市２～３ｍ）

○ 家の周りの道は舗装もされていない道路ばかり。
場所によって格差が大い。あるのは鉄塔ばかり。

○ 3/23しずてつストア小笠店の北にバイパスが出来、今まで多くの方が利用し
ていた旧37号線がスムーズになると思いましたが、新しく出来たバイパスへ
向かむまでに通る方が多く、中学生、高齢者、子どもがとても危険な状態へと
なってしまっています。旧37号線を広くした上で歩道等をつけ、市民の命を
守る事が何よりの幸せではないかと思います。また救急車もスムーズに通れ
て、患者の命を助ける事が市民の義務でもあると思います。

○ デコボコの道路が多いので直してほしいです。

○ 道路の道が悪いところがあるので、メインロードでない所も整備してほしいで
す。
余分な信号は増やさないで他の資金に使ってほしいです。
消防の団員達（男性）にも手当や福利厚生のようなサービスがあると、もっと
増えると思います。
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○ 浜岡-菊川間の主要道路の歩道のない部分（又は狭い歩道に）子供も大人・老
人も安心して歩ける歩道を整備して欲しい。
各小学校単位で、子供や大人もくつろげる公園が欲しい。

○ 今まで車を利用していたので気付かなかったのですが、自転車で歩道を走ると
凹凸がすごいと思いました。
もう少しなんとかなりませんか？

○ 山間部の道路（通学路）の整備が必要。
白線なし。かなり危険です。

○ 街灯を増やして欲しい。車道の脇に自転車道が欲しい。

○ 運動公園行く途中の道路で見通しが悪く、こまっています。又、せまく西から
東へぬける道です。検討して下さい。お願いします。

○ 丹野トンネルの整備。（切り通し等）

○ 道路が整備されていない! また、夜間に大型トラックが通る際にその影響で振
動で起きてしまう。
本当に暮らしやすい市にしてほしい！！

○ 丹野トンネル付近が薄暗いので、トンネルをなくして広い道にしてほしい。

○ 西方地区を通る県道の交通量が多く危ないからなんとかしてほしい。

○ 子育て環境を整えてほしい。（各自治体に必ず安全な公園（子どもが飛びださ
ない柵など）を作ってほしい。）
子どもの登下校の際、安全な道を作ってほしい。

○ 旧小笠町の地区に街灯を設置してほしいと思います。

○ 市内に街灯が少ない場所が多い。
夜間に安心して過ごせるよう、もっと増やした方がよいと思う。

○ まだまだ市内の道路が薄暗い所が多い気がします。街灯、ＬＥＤを増やしてほ
しいです。

○ 川の整備、土手を散歩できるようベンチがあると良い。
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○ 静銀小笠支店のところの河川の橋ですが、狭すぎ、自転車が通っていれば、車
の対向は無理です。広くしてほしいと思います。危険でもあります。
アンケートですが、項目が多く、年寄りにはなかなか大変です。もう少し簡単
に！

○ 西ヶ崎に歩道がほしいです（子供が増えたため）。ポストがあれば、うれしい
です。

○ 発展し駅前から菊川の商店街通りは発展しつつあると思うが発展していない所
はいつまでも、不便なままのため、もっとどこからも同じ思いが出るようにし
た方がいいと思います。
介護職していて、車イスで外出すると、押しにくい段差が気になる。入居者様
も安心して生活できる菊川市であってほしいと思います。

○ ＪＲ菊川駅を利用しますが、駐車車両、歩行者の道路横断等ルールが守られて
いません。事故になってトクをする人はいないので、流れを良くするようにし
たらいいと思います。
西方？（ＪＲ横）で道路工事をしていますが、工事の目的と期間をＰＲしてほ
しいです。大型トラック等とすれ違う時に危険な時もあります。

○ 菊川駅前のロータリー、もう少し整備して下さい。とっても使いにくく、とっ
ても困っています。

○ 安心安全の確保がなされた市民生活など、住民が住みやすく心配事を持たせな
い街づくりに注力して欲しい。
特に若者たちが、自分の生まれた市に誇りを持っていただける市であり、他の
市からも多くの若者たちが結婚生活や実質的に子育てがしやすい市として、移
住転入して来られるような環境づくり等に尽力すべきと勘考致します。
市営住宅の確保、水道料金の軽減、幼保育園等の問題、近場の親子触合い遊戯
施設等の他、静岡市や浜松市への通勤が簡便化される国道１号へ接続するアク
セス道路の整備促進など急務と思料します。

○ 駅前から菊川の商店街通りは発展しつつあると思うが発展していない所はいつ
までも、不便なままのため、もっとどこからも同じ思いが出るようにした方が
いいと思います。
介護職していて、車イスで外出すると、押しにくい段差が気になる。入居者様
も安心して生活できる菊川市であってほしいと思います。

○ 消防団の解体、必要な場合は、一から、現在にみあった形での再構築。
本通り商店街の商店街と言えない状況、無意味な、一方通行と、幅のせまさ。
無駄遣いとしか言えない駅前開発はやめてほしい。

○ 国道1号線へすぐ行ける道が欲しい。
総合病院の医師の確保。

○ スーパーバロー東側の橋を早急に架け替えるべきです。
駅北口改札の設置を望みます。
街灯の整備促進と電気代の市税負担をして下さい。
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○ 常葉美術館？へのアクセス、企画展など、どんな美術館か分からない。ポス
ターなど見かけない。知りたいがＨＰをわざわざ見るアクセスするほどでもな
い。
ＪＲ菊川駅北口ができるのか知りたい。駅に未来図を描いた看板や、投函箱が
あってほしい。市民や勤務する人の声をまちの未来へ反映してほしい。
えんてつ通り、夜暗い。特に今、宅地分譲マンション建設にあたり。歩道工事
しているのに照明なくて大変歩きづらい。
旧菊川町市役所前の道路、水たまりの水が歩道まで飛びます。２回もズボンが
濡れました。水はけ、舗装工事を求めます。

●農業施策に関すること（１７件）

○ 農地が宅地にならないので、子供が増えない。牧之原市は子供が増えるのに、
菊川市は宅地にならないので、増えてこない。

○ 菊川茶に対して、もっと市の方でアピール活動をしてほしいと思います。

○ 土地の見直しをしてほしい（青地→白地）

○ 森の力再生事業をこれからも続けて頂きたいと思います。竹を切った後の山の
姿を見た時、本来の山が帰ってきた様です。まだまだ竹が多い山がありますの
で、よろしくお願いします。

○ たまに休日、図書館を利用するが読みたいと思う本があまりない。こういう所
にお金を使ってほしい。イス等も古々しく、これでは充実しているとは言えな
い。
今は仕事中心なので、あまり余裕がないが時間ができたら、色々講座を受けて
みたいと思う。私のような思いを持っている人は他にもいると思うので、是
非、親しみやすい、とっつきやすいお手軽な口座をご用意下さい。
菊川茶の認知度は掛川茶に比べ、やはり低いので、茶娘さんにもっと活躍して
頂き、おいしくお茶を淹れて差し上げる場をもうけたり（若手茶業者とかでも
良い）、小さいころからお茶の本物の味を知ってもらわないと、その世代かつ
大人になって急須でお茶を淹れるなどしないと思う。

○ お茶どころ菊川とは名ばかりの様な気がします。特産品も数ある中、お茶が重
要案物のような気がしますので、もっと、PR等、市・茶商・JA等一致団結し
て、もっと前面に出して頂きたいです。

○ 「お茶の街 菊川」と言われていますが、他地区（例えば掛川茶）の活動
（PR)が菊川市よりも上手に活用され宣伝されている感じがします。
今後の菊川茶への宣伝に力をもっと入れていただくことを希望します。

○ お茶は掛川茶があるので菊川は別のものでがんばった方が良い。農業体験・ハ
イキング等で観光客を呼ぶとか市内の歴史をめぐるスタンプラリーなど。
訪問介護や看取りの病院の増設。老人の独居は促進住宅などへ入居する。１人
ぐらしをさせない。

○ 菊川はお茶作りが主な産業なので、どうしたら以前のように美味しいお茶（消
費が伸びるお茶）が作れるのか検討してほしい。
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○ 農業の将来のことをもう少し考えてほしい。今のままでは後継者が育たない。

○ “お茶の菊川”をアピールするのであれば、茶農家（特に専業で農業をしたい
とする後継者）がはりあいのある施策をもっと充実してほしい。
現在のままでは“お茶の菊川”は無くなる！（後継者を入れさせようとしなく
なっている）

○ 高齢者による農業後継者が不足しています。休耕田が各地で多大し、荒れた土
地が増えています。

○ 農業が盛んな菊川でも耕作放棄地が目につきます。放棄地を貸与等し、耕作地
を拡大したい農家もあると思います。それを上手に生かしていければ、よいと
思います。法令等によりむずかしい面があるとは思いますが関係者と調整を行
えないでしょうか。春の日に菜の花やれんげがさく田はとても魅力があり、茶
畑が放棄されているのを見るとお茶所なのにと思います。なお、問３≪福祉・
健康≫⑨⑩は対象者がいませんからわからない。問３≪学校教育・社会教育≫
①～⑤≪コミュニティ≫④≪都市基盤≫⑪は児童等がいない為返答できませ
ん。

○ 農業（米・茶）が元気になってほしいです。

○ 茶業低迷、高齢化による耕作放棄地が多くなり、対策が必要。
又、鳥獣被害も多くなってきた。

○ 私の家の近くで田畑の荒れた土地が目立つ様ななり、イノシシ、カモシカ等が
すぐ近くまで来る様になりました。また、山林も手を入れることも無く竹やぶ
になってしまい、この先どうなってしまうか心配です。昔の様に農業をやる人
がなくなってしまったせいでしょうか、困ってしまいますね。荒れた土地を何
とか利用する事を考えてほしいです。

○ 時々、大木を無造作に切り倒されている山を見かけます。戦後植えた杉なども
大きくなっています。ところが、運び出したり、切る人もいないため、宝が
（森林資源が）埋もれてしまっている気がします。営林課とか森林活用アドバ
イザーにより、森林資源の有効活用や里山づくりが行われ、「緑、次世代」に
ふさわしい菊川市となるといいと思います。

●防災に関すること（１０件）

○ 消防署が遠くなった。スピーディな救急車の要請に応えられるよう、配備場所
の分散化を希望する。

○ 一世紀かかっても水害に強い街作りを。
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○ 消防団の方針をしっかりして欲しい。今の消防団の状況や活動を市民全体に明
らかにして欲しい。次の人が入団しないと退団できない風潮があるのはおかし
い。２年でも３年でも順番に行うべきだと思う。順番が来て、その人ができな
いのであれば、その人が次の人にお願いすればいいと思う。皆、仕事を持って
いるのだから、大会のための練習はとても大変だと思う。大会のための消防団
ではなく災害時に備えての団にしていって欲しい。

○ 地震に対する対応が悪い。
下水は全く耐震設計していないとのことだが、どのように考えているのか？
市の組織を毎年変えているが、税金のムダ使いだと思う。
長期展望に立った方策が必要。

○ 子供が通っている保育園校舎の真横にあるガケがキケン箇所になっているの
で、署名活動なども、行っていますが対応して頂きたいです。

○ 大雨の度に河川の氾らんを気にしながら生活しております。
安心、安全に暮らすことが出来るよう対策をお願いします。
水害が無ければとても暮らしやすい菊川、大好きです。

○ 道路の道が悪いところがあるので、メインロードでない所も整備してほしいで
す。
余分な信号は増やさないで他の資金に使ってほしいです。
消防の団員達（男性）にも手当や福利厚生のようなサービスがあると、もっと
増えると思います。

○ 学区単位で消防団の再編成との事ですが・・・（一部）職員が担当するとか夜
間は無しとか、周りの団に負担が掛かるのでは・・・。不安がつのります。
和田・中央・高田ヶ原、運動公園、その他公園を、桜・梅・紫陽花・紅葉・芝
桜等を植樹し、菊川の名を高め、季節毎に、地域農産物を販売イベントを行
う。
菊川から見る富士山１０景、私の選ぶ菊川の景色１０の写真展開催（点在する
駐車場を駅より上と下の二ヶ所位にまとめ（高層式）残りの敷地に貸し店舗で
街の活性化を図る）

○ 消防団の解体、必要な場合は、一から、現在にみあった形での再構築。
本通り商店街の商店街と言えない状況、無意味な、一方通行と、幅のせまさ。
無駄遣いとしか言えない駅前開発はやめてほしい。

○ 旧小笠地区の防災はどうなってるか？

●エネルギー施策に関すること（１件）

○ 原発反対（原子力自体の制御ができていない）
電力が足りなければ温泉大国なのだから地熱発電に切り替えた方がよい。
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●浜岡原子力発電所の今後に関すること（２５件）

○ 若い人が安心して子育てできるよう、市として原発には反対する姿勢を示して
ほしい。このままでは住み続ける気持ちが薄らいでいく。

○ 浜岡原発停止は市としても考えてほしい。一番大きな問題だと思います。

○ この様な市民アンケートも良い事で必要と思いますが、その前に原発に反対し
ている町菊川を一層に市民に解る様な形を取ってほしい。次の代に良い事を残
して行かなければならないのに根本がダメで人類、町民市民が危機に合う事を
除いて取り組むべき。どんな安全対策をしても自然の恐ろしさに勝てる訳ない
のが“あってからでは遅い”原発以外の電力を進めて行くべき。アンケート以
前の事をしっかりやって下さい。

○ 市民の命を国は守ってくれません！
市民の生命や財産を守る義務は市長さんにあります。浜岡原発の再稼働に関し
て、はっきりと反対の意向を示すのは当たり前の事だと思います。
原発に安心安全は絶対にあり得ない！！

○ 浜岡原発の立地場所は東海地震の震源域にあり、危険と考える要因が多々あ
る。今後、国による安全審査はあるものの、市としては、市民全体の意志を尊
重して、再稼働可否の判断をすべきと考える。議会の議決は市民全体の意志と
は一致しない。東電福島第１原発の事故は教訓として戴きたい。

○ ５年前に７０才をすぎて東京より転居して参りましたので、アンケートに充分
回答出来ず申し分けありません。
浜岡原子力発電所は絶対に停止して頂きたいです。

○ 原発は動かす限り、長い年月にわたり、核の廃棄物が出つづけ、それを保管し
つづけなければいけない。絶対に停止してほしい。市として反対する（稼働
に）ことを明らかにしてほしい。
昨年も同じアンケートが私に届きました。多くの考えを知るなら、いろんな人
にやってもらう方が良いのではないでしょうか。

○ 原発については、もし事故があった時に今の家にも住めなくなってしまう、仕
事もできないなど、家の生活ができなくなってしまう。
稼働をしたい市や県はどう思って稼働をしたいというのはわからないが、東北
の原発の問題も今も解決できていない中、地域や人の事を一番に考えてほし
い。市のためという考えでいるなら稼働はせず、他の方法を考えていたほう
が、今後の未来や将来の子供たちのためだと思います。

意見－31



○ 上記問12に関してですが、
「安全が確認できれば」とは、どうやったら出来るのか。
一たび事故が起きた時の市民生活に与える測り知れない影響の甚大さを現実と
して、私たちは見ているわけですから。
安全かもしれないし安全でないかもしれない。「GO」より「STOP」を菊川
市としては、強力に押し通してもらいたい。

○ 福島の現状を考えると浜岡の再稼働は絶対反対です。この豊かな菊川市を絶対
壊してほしくないです。

○ 浜岡原子力発電所は絶対停止してもらいたい。
障がい者に支給する補助金を増やしてほしい。
非正規社員を正社員にするように会社に要望してほしい。

○ 原発は動かす限り、長い年月にわたり、核の廃棄物が出つづけ、それを保管し
つづけなければいけない。絶対に停止してほしい。市として反対する（稼働
に）ことを明らかにしてほしい。
昨年も同じアンケートが私に届きました。多くの考えを知るなら、いろんな人
にやってもらう方が良いのでは。

○ 原発はやめてほしい。

○ 浜岡原子力発電所の停止をお願いします。

○ 浜岡原発は絶対停止して欲しいです。
※自然災害は地域や個人が気をつければなんとかなりますが、原発は目に見え
ない放射能が子供の身体を侵すので、とても恐怖だと思います。そして、環境
が変わってしまう事も恐ろしいことです。
※原発を容認して、安心、安全、住みやすい地域作りを訴えるのは、明らかに
不合理です。

○ 原発の再稼働は絶対にしないでほしい。この先を生きる子どもたちのために
も。

○ 浜岡原発の今後については、全市民の意見を聞いてほしい。
（事故が発生すると、菊川市には住めなくなるので、重要な事だと思う。）

○ 原発は核廃棄物が完全に処理できる見通しが立つまでは稼働してはいけない。

○ もし浜岡原発にトラブルがあった場合、１０ｋm以内に住んでいる私達はどこ
へ避難するのか決まっているのでしょうか。
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○ 原子力発電所が万が一に備え、建物がヨウ素を配備する予算を取るぐらいな
ら、万が一を想定する前に原発を止めるべきです。今の福島のように、事故が
あってからでは菊川市自体が住めない所になるし、誰が菊川市民の生活、人生
を保証してくれるのですか。市長ですか？

○ 原発に対して、稼働させないでほしい。

○ 原発反対（原子力自体の制御ができていない）
電力が足りなければ温泉大国なのだから地熱発電に切り替えた方がよい。

○ 福祉バスの件についてですが、もう少し細部にまで回ってくれたら利用しやす
いかと思います。
原子力発電所の再稼働は反対です。福島でも死の町となった場所があり、現在
でも帰れないし、いろいろな問題があるのに、それがクリアできないで、安全
の確認はできないと思います。見切り発車はやめてほしいと思います。

○ 住みやすい所ではあるが、市街地（どこが市街地かわからない）の賑わいはい
まひとつであり、今、住んでいる人はいいかもしれないが、外から見て住みた
い町に写るかどうか？となりの掛川あたりへ住んでしまうような気がします。
原発はわざわざ地震のありそうな所へ建てており、問題あり。すぐに廃炉にす
べきである。（信用できない）

○ 現原発は技術的に特に持たない。→最大の想定リスクを無視しているから（津
波のパワー、直下型M9.3、火山活動等）。
今後発生する高レベル放射性物質のコストが拡大。→１０万年間だれが負担す
るのか。
情報を正確に市民に伝えて判断させるべき、都合の悪いことは公表していな
い。

●防犯に関すること（３件）

○ 行政で取り組まれている地域防災関係、町づくり発展などの取り組みがあまり
目に見えてこないので、もっと市民に分かるような取り組みを実施してほし
い。
最近は夜になると暴走族な感じの音がするので、取り締りの強化を菊川署と連
携してやってほしい。
菊川市は旧小笠町までなので、小笠町の方も活気が出るように取り組んでほし
い。

○ 旧小笠町の地区に街灯を設置してほしいと思います。

○ 行政で取り組まれている地域防災関係、町づくり発展などの取り組みがあまり
目に見えてこないので、もっと市民に分かるような取り組みを実施してほし
い。
最近は夜になると暴走族な感じの音がするので、取り締りの強化を菊川署と連
携してやってほしい。
菊川市は旧小笠町までなので、小笠町の方も活気が出るように取り組んでほし
い。
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●各種施設に関すること（５１件）

○ 市内、特に住宅団地は空室が多くなっていると感じる。便利な地域なのです
が、家賃が高いと言われている。若い世代に安価に提供できないか?と考えて
います。

○ 市役所の運営時間を夜９:００頃までやってほしい。会社が終わってからで
は、閉まっているため、用事がある時、困る。

○ 体協のNPO法人・・・市民の為にあるものではないのですか？
偉そうにしている、上から目線、やってやってる、やらしてやってる、そんな
人が上に立っていてはそちらに税金がつかわれているのが、すごくムカつ
く！！

○ 市営のスポーツジムのような施設が欲しいです。

○ 下水、排水路の整備。

○ 平川地区に下水施設が有りませんが何故ですか？

○ 市役所に入るまでの（駐車場）道がせまく曲がり角が危険な気がしました。

○ 旧小笠地区に公園や、ボール遊びができる広場が少ないのが大変不満です。

○ 舟岡山公園の遊具を早く直してほしいです。
子育て支援センター（けやき）の駐車場が狭くてとても不便。
菊川公園の砂場をもう少し衛生的にしてほしい。（猫のフンが気になる）
小さな子どもが遊べる駐車場とトイレ付きの公園を増やしてほしい。
菊川公園は保育園・幼稚園の子たちが帰ってしまうと淋しくひっそりとしてい
るので、11:00以降、運動公園のようにたまにパトロールに来てほしい。
月曜日雨の日でも遊べるスポットがほしい。（たくさんのママたちが月曜の雨
の日の過ごし方に困ってます。）

○ 小笠地区、（赤土辺り）に公園を造ってほしい。
子供たち（幼～小学生）が路地で遊んでいる事が多く、危険です。

○ 公園が少ない、また菊川の方にあっても緑が少なく夏、孫等を連れていけな
い。遊具が少ない。

○ 公園緑地を更に増す事。
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○ 小笠体育館内の倉庫のゴミの片付け。（トイレ）掃除。（前は管理人さんが
やって下さっていた。）毎日、生徒がしようしているのだから生徒がやっても
らいたい。掃除機、ホウキ、つぶれたものがいっぱいあり、まともな物はな
い！蛍光灯もきれていて真っ暗です。

○ スポーツ関連の施設など市外から沢山来て頂けるような設備にしてほしい。中
途半端すぎるような気がする。
菊川球場、サッカー場（照明なし・観覧席不足）、総合体育館（駐車場不
足）、公園不足。

○ 図書館をもう少し良くしてほしい。狭くて暗い。

○ 小菊荘を整備し、子供たちが遊べるようにしてほしい。

○ 表向きと、中身がつり合っているか。
市の体育館を使用するが、耐震、雨漏り、とても不安。
市役所の横の体育館なのですが、避難場所がこれでは、どうしても掛川と比べ
られる。頑張って盛り上げてください。

○ 学校周辺等整備の点検をお願い出来たらと思います。
又、整備が再度行われる事を願っています。（建物が出来ても周りがと言うの
があるからです。）

○ 市民プールを建てて欲しい。

○ 気軽に立ち寄って休める所があるとありがたいです。
待合わせなど私は静銀を利用しています。

○ アエルの利用活性化。
体育館建設。

○ いつも市役所の駐車場がいっぱいですよね。木曜日にお稽古に二時間位車で行
くのですがとても不便です。いっそ有料にすればいいと思う。車を置いて他市
へ行ってるんじゃないですか？

○ きれいな街づくりをしていきたい。
保育園入所のスムーズ化、老人施設の入居のスムーズ化を頑張ってほしい。
・菊川広報誌ではいろいろな情報が読めて分かりやすい。
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○ 若い人達が働く場所が少ないように思います。仕事があれば、もっと若い人達
が地域に残り活気のある市になるのではないかと思います。
市役所上の菊川公園の遊具がだいぶ古く、子供が遊ぶのに不安を感じます。公
園のトイレが新しくなったことは嬉しかったです。

○ P6の躍進する産業のまちの②は、菊川市全体では考えにくい。旧菊川町に行
くにしたが商店が増え駅周辺はとてもきれいに整備され、活気があるような感
じかもしれませんが、旧小笠町はどうなんでしょう?
あと、旧菊川町は一歩奥に入れば、きれいに整備された公園が多すぎだと思い
ます。こんな所に公園?と思う所があります。実際どの位、子供達が遊んでい
るのでしょうか?公園を作る前に旧小笠町の整備に力を入れてほしい。
あと、交通の便が悪い。

○ 各地区に空いた土地や使用しない田畑を利用して、公園（小さくてもOK、砂
場、ブランコ、すべり台）等、がほしい。そうすれば新しく来た母子など地域
になじむことが出来、他の母子との交流ができる。
西方地区は運動公園があっても気軽にいける公園がない。各地区にそんなとこ
ろがあればお年より、子供、親との地域交流が出来ると思います。神奈川に住
んでいたこともあり、公園の多さ、どこにいっても子供があそべるスペースが
あり、とてもよいと思いました。
小学校・中学校（？）のお茶給水機が学校に一つということもあり、子供にき
くと飲んだことがない、のみたいけど使えないなど、お茶産地なら、もう少
し、給水機の設置おねがいします。いつでものめるお茶給水機を・・・。

○ たとえば道路。先のことを考えずに作っているため、信号機が（間隔）ありす
ぎて田舎の割に不便です。
スポーツする施設が少ないプールなど。
車がないと困る菊川の田舎のため、高齢の人(90才の人も)あぶなげながら運
転している！

○ 隣の市には、さんりーな・たまりーな・ぷるると室内プールがあるが菊川市に
は、なぜないのか？
体力向上の為に子供から年寄りまで、年令関係なく使用できるのではないか？
陸だけのスポーツだけではなく、水の中のスポーツも取り入れる必要があるの
ではないか？
今どきの子供は、泳げない子が多く、高校に行って困る子が多すぎると思いま
す。
家庭教育学級の件で、幼・保、小１と２年連続で行う理由がわかりません。働
かなければ生活が苦しかったりで、仕事が休めないなど、今の時代は、色々な
理由があります。こんなやり方では少子化対策されてないのでは？子供と一緒
にやる事に意味がある家教。小学校は一緒ではない為、参観日と違う日に行わ
なければならず、出席率も下がる。やる意味をしっかり考えるべき。
スポ少も、ただやってるだけという感覚。アスリートを育てるのであればコー
チ、保護者、子供で大事なことは何か考えることが大切。

○ 学区単位で消防団の再編成との事ですが・・・（一部）職員が担当するとか夜
間は無しとか、周りの団に負担が掛かるのでは・・・。不安がつのります。
和田・中央・高田ヶ原、運動公園、その他公園を、桜・梅・紫陽花・紅葉・芝
桜等を植樹し、菊川の名を高め、季節毎に、地域農産物を販売イベントを行
う。
菊川から見る富士山１０景、私の選ぶ菊川の景色１０の写真展開催（点在する
駐車場を駅より上と下の二ヶ所位にまとめ（高層式）残りの敷地に貸し店舗で
街の活性化を図る）
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○ 市内に重複した業種の店がいくつかある。（ドラッグストアなど）
市で魅力ある街をプランニングし、魅力的な店を誘致して欲しい。
（例　スーパー銭湯、ミスド、有名ラーメン店街、飲み屋街、ニトリ、宅配ピ
ザ、ゴルフパートナーなど）
小児科が少ないので増やして欲しい。個人的な希望ですが、無料の屋外バス
ケットコートがほしい。

○ たまに休日、図書館を利用するが読みたいと思う本があまりない。こういう所
にお金を使ってほしい。イス等も古々しく、これでは充実しているとは言えな
い。
今は仕事中心なので、あまり余裕がないが時間ができたら、色々講座を受けて
みたいと思う。私のような思いを持っている人は他にもいると思うので、是
非、親しみやすい、とっつきやすいお手軽な口座をご用意下さい。
菊川茶の認知度は掛川茶に比べ、やはり低いので、茶娘さんにもっと活躍して
頂き、おいしくお茶を淹れて差し上げる場をもうけたり（若手茶業者とかでも
良い）、小さいころからお茶の本物の味を知ってもらわないと、その世代かつ
大人になって急須でお茶を淹れるなどしないと思う。

○ JRを利用する場合、菊川駅周辺の駐車場が少なく不便です。
月極の駐車場は多いようにみえるのですが・・・。
ぜひ、駐車場の整備をお願いしたいです。

○ 浜岡-菊川間の主要道路の歩道のない部分（又は狭い歩道に）子供も大人・老
人も安心して歩ける歩道を整備して欲しい。
各小学校単位で、子供や大人もくつろげる公園が欲しい。

○ 子育て環境を整えてほしい。（各自治体に必ず安全な公園（子どもが飛び出さ
ない柵など）を作ってほしい。）
子どもの登下校の際、安全な道を作ってほしい。

○ 歯医者などはたくさんあるが、皮膚科などがない。片寄っている。
近くに遊べる公園がない。

○ 小さい子供が遊べる公園や施設がもっとあったらと思う。
商店街等、もっと賑わうといいと思う。

○ 子育て環境を整えてほしい。（各自治体に必ず安全な公園（子どもが飛びださ
ない柵など）を作ってほしい。）
子どもの登下校の際、安全な道を作ってほしい。

○ 小笠町の方に公園の充実と小学生や中学生が長期休暇の時に友達と遊べる施設
や公園の充実。
コミュニティバスの休日の運行。

○ 川の整備、土手を散歩できるようベンチがあると良い。
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○ 気軽に安価に利用出来るスポーツ施設があったら嬉しいです。
市民バスがもっと利用しやすくなる様に、一方向ばかりでなく反対回りのコー
スがあったら良いと思います。

○ 歯医者などはたくさんあるが、皮膚科などがない。片寄っている。
近くに遊べる公園がない。

○ 子供と一緒に楽しめる施設が少ない。
街に活気がない。
仕事を探しているが、小さい子がいる為、就職先がない。

○ 市役所の前、夜暗い。市役所、明かりを点灯しておくべきでは。（ソーラーで
もいいのでは？）
菊川駅～遠鉄へ高架で通行できるように。
菊川駅（JR）駐車場が少ない。スクールガードが強制のような感じ。
市役所職員の対応が良かった。市役所の駐車入口カーブの所狭い。駐車場も狭
い。

○ 職員の人数が多く、税金の無駄遣いである。
駅周辺、市街地に活気がない。
公園の遊具の管理がしっかりされていない為、使えないようにしてある遊具が
多すぎる。
市外の人が菊川市にお金を落とす様な他の市との差別化が全くない。

○ 現在は県外（東京）で大学生活を送っていますが、祭り等で帰省して自治会等
の方々と交流しています。
中高生が健全に遊べる所が全くない。せっかくの駅北を開発しているので地域
の目が行き届いて遊べる場を作ってほしい。

●税、料金等に関すること（１４件）

○ ふるさと納税などの特産品の活用（例ブルーベリーの使った商品など）を考え
て納税者を増やしたらどうでしょうか。
自宅でゴミや草を燃やす人が多く、洗濯物へのにおいに困っています。（近所
なので言えない）

○ 都市計画税いまだに納得いきません。市民に平均に掛るものは仕方ないにして
も、地域的に差の出るものに対しては最初に対象者に説明の義務が有ると思
う。一方的に合併時の取り決めだと言っても合併時に対象者にこういう話しが
出て居ます、みなさんどうでしょうか、くらい話があって当然だと思う。あの
時議員に何人の対象者がいたか、ほとんど自分には関係ないと言う人の方が多
い、こんな人達がなぜ他人の財産に関する事を決める事が出来るのか。あれか
ら私は市政を信じる事が出来ません。これからもずっと！

○ 市民税が高い。
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○ 上水道料金が高い

○ 下水道利用が限られた場所になってるため、下水道利用している人たちはどう
しても高いお金を支払う事になるので、早く、市全体に下水道を通し平等にな
るようにしてほしい。

○ 私事ですが家族が多いため上下水道が毎回おどろくほどの金額になっていま
す。物価が上昇しているこの頃、大変生活にのしかかって来ます。ガス・水
道・電気・固定資産税が１度になると１０万円ではとてもたりません。せめて
上下水道料金を見なおしてほしいものです。小家族の方にはわからないと思い
ますが？

○ 菊川市の（税収）を市全体を広く見て、旧菊川町だけ良くなり（小笠町）過疎
地になって行くのでは、駅周辺だけよくなり、計画はあくまで計画であって、
実行は市民の声を聞いてほしい。

○ 駅前や、警察署がある道ばかりがきれいになっている。
子供の通学路の除草もされていなく、道をきれいにしたらそれでおしまい。
除草作業も定期的にするべき！！市民税を払っているのは駅前をきれいにする
為に払っているわけではない。

○ 土地柄しかたない事かも知れませんが、旧の菊川町の方が何事も進んでおり
（駅前、駅北、インター付近等）旧の小笠町は目玉商品と言うか目に付く物が
ない為か、発展がないように思われますので、同じ税金を納めているんでした
ら平等に平行になれるように工夫してもりあげて行ってほしいものだと思いま
す。

○ 配布物が多すぎる気がします。広報は、回覧でいいと思います。
何かをやってます感の税金の使い方は、必要ないので市民のために生きた使い
方を望みます。

○ 体協のNPO法人・・・市民の為にあるものではないのですか？
偉そうにしている、上から目線、やってやってる、やらしてやってる、そんな
人が上に立っていてはそちらに税金が使われているのが、すごくムカつく！！

○ 家庭医療センター（赤土）が休日でも土曜日、時間外でも対応してほしい。
水道料が他より高いので、安くしてほしいです。

○ 税金が高い（市税）住むにはお金がかかる、上下水道も高め。
土地代は他の市に比べ安価だが、生活費はかかってしまう。
保育園・幼稚園など充実していない。（なかなか入れないし、仕事をしてない
のに入っている人もいる）
助成金等も他の市に比べあまり充実していない。
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○ 住民税が他市町村比高い感じがする。
会社員として市外勤務であり、住民税が有効活用されているかが不明。
企業誘致推進、駅の改修、駅北大規模開発、駅前商店街の活性化、県道・市道
の拡幅。
小・中学校の教育高度化、等々、やるべき事は多いと思われる。

●アンケートに関すること（２３件）

○ このアンケートはむずかしい。

○ 前回も市民アンケートが締切り前日に届き、あわてて記入し投函したら、翌日
に催促のハガキが届き、とても不愉快な思いをしました。

○ 満足度、重要度の判断が難しかった。

○ 回答に非常に時間がかかりました。

○ アンケートの出し方が悪い。もっとわかりやすく（質問、満足度、重要度）

○ アンケートには協力しましたが、正直よくわからないので普通にしてしまいま
した。
もう少し内容を考えた方が、答えが返送されるのでは？と思いました。

○ 初めてアンケートに参加しましたが無記名なら意見が言いやすいと思いますの
で度々実施して下さい。

○ 回答はマークシートで行った方が、集計しやすいのでは？！？

○ 遅くなり申し訳ありません。

○ アンケートの量、期限があり大変です。
毎年ではなく、何年かに１度にしてほしい。

○ 「わからない」が多くて、自分でも驚いています。大量の配布物への拒否反応
のようなものが、情報を受け入れにくくしているのだと思います。もう少し、
絞って下さい。頭の中へ、入りやすくなります。
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○ 私は他市に勤務しています。今回のアンケートを記入させていただき、いかに
自分が市政に対して関心がなかったかを改めて感じ反省するきっかけとなりま
した。今は仕事中心ですが、４，５年後には退職し、地域とのかかわりが増え
てくると思います。今からより関心を深めていきたいです。

○ この様な市民アンケートも良い事で必要と思いますが、その前に原発に反対し
ている町菊川を一層に市民に解る様な形を取ってほしい。次の代に良い事を残
して行かなければならないのに根本がダメで人類、町民市民が危機に合う事を
除いて取り組むべき。どんな安全対策をしても自然の恐ろしさに勝てる訳ない
のが“あってからでは遅い”原発以外の電力を進めて行くべき。アンケート以
前の事をしっかりやって下さい。

○ このアンケート（市民アンケート）３回目です。確率高すぎです。もっと他の
方にもお願いします。
菊川市はもっと大型のショッピングセンターを作って浜松、静岡へ行かなくて
もいいようにしてほしい。高齢になると遠くに行けなくなるからです。

○ 静銀小笠支店のところの河川の橋ですが、狭すぎ、自転車が通っていれば、車
の対向は無理です。広くしてほしいと思います。危険でもあります。
アンケートですが、項目が多く、年寄りにはなかなか大変です。もう少し簡単
に！

○ ５年前に７０才をすぎて東京より転居して参りましたので、アンケートに充分
回答出来ず申し分けありません。
浜岡原子力発電所は絶対に停止して頂きたいです。

○ 原発は動かす限り、長い年月にわたり、核の廃棄物が出つづけ、それを保管し
つづけなければいけない。絶対に停止してほしい。市として反対する（稼働
に）ことを明らかにしてほしい。
昨年も同じアンケートが私に届きました。多くの考えを知るなら、いろんな人
にやってもらう方が良いのではないでしょうか。

○ 農業が盛んな菊川でも耕作放棄地が目につきます。放棄地を貸与等し、耕作地
を拡大したい農家もあると思います。それを上手にいかしていければ、よいと
思います。法令等によりむずかしい面があるとは思いますが関係者と調整を行
えないでしょうか。春の日に菜の花やれんげがさく田はとても魅力があり、茶
畑が放棄されているのを見るとお茶どころなのにと思います。なお、問３≪福
祉・健康≫⑨⑩は対象者がいませんからわからない。問３≪学校教育・社会教
育≫①～⑤≪コミュニティ≫④≪都市基盤≫⑪は児童等がいない為返答できま
せん。

○ ある事について市にお願いしてあるが（2014.9月頃　環境・災害の事だが１
度起きている）１度電話を頂いただけで、その後連絡すらない。（半年以上放
置）
一体どうなっているのか。やる気があるのか。税金を払いたくなくなる。この
ようなアンケートをとるくらいなら、ちゃんと仕事をしてほしい。

○ ・財政が厳しいので、市民参加は必要ですが、汗のかき方は職員＞市民であっ
てほしい。
・問3の回答は難しいです。すべての内容（現状）を把握しているわけではな
いので、適切に答えられているか不安です。特に満足度は。
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○ 「３０分かかる」と書いてあるアンケートに回答するのは面倒と思う人も多そ
うだと思いました。
重要度の意味がよくわからなかったです。
計画と実生活を擦りあわせられない様な計画になっているのではないかと考え
てしまいました。今、自分の生活にこの市の計画がどのように関わっているの
かあまり見えませんでした。
今後はもっと広報などこまめに読みたいと思います。

○ 原発は動かす限り、長い年月にわたり、核の廃棄物が出つづけ、それを保管し
つづけなければいけない。絶対に停止してほしい。市として反対する（稼働
に）ことを明らかにしてほしい。
昨年も同じアンケートが私に届きました。多くの考えを知るなら、いろんな人
にやってもらう方が良いのでは。

○ 「子育て世代に住みやすい街」を目指しておられるのであれば、菊川病院の小
児科を非勤の医師にし、入院できるように市が取り組むべきだろう。
「きくのん」のような中途半端なキャラクターに使う予算があるのでしたら、
小笠地区にタクシー券を交付して下さい。
このアンケートを集計して、結果を報告して下さい。（HPや菊川だよりなど
で）

●その他意見等（２２件）

○ 20年スパンで見て、菊川市への移住が増えている場合には、市営墓地の増設
は必須と思います。

○ 朝７時に流れる音楽が単調で暗いので、もう少し明るい音を流してほしい。

○ ある事について市にお願いしてあるが（2014.9月頃　環境・災害の事だが１
度起きている）１度電話を頂いただけで、その後連絡すらない。（半年以上放
置）
一体どうなっているのか。やる気があるのか。税金を払いたくなくなる。この
ようなアンケートをとるくらいなら、ちゃんと仕事をしてほしい。

○ 子供から大人まで安心して住める場所でありたい

○ 市と市民のため日々考えていただき、感謝いたします。

○ ホームページが見にくい。もう少し分かりやすくしてほしい。

○ 小学生のスキーツアーはあるが、大人のスキーツアーも企画してほしい。（是
非、参加したい）

○ いざという時に、対応できる市であってほしい！

意見－42



○ 菊川地区は隣接地区とくらべてガソリンが高すぎる。

○ 俺が市長になりたい。

○ 一般市民に市の考えが伝わっていない。

○ ６年ほど前に静岡市清水区の方から越してきました。そのせいか、菊川は活気
がないなと感じました。
どうしても以前、生活していた清水と比べてしまいます。
働くところも少ないと感じました。
※自然がいっぱいあるのでそれはとてもいいと思いました。

○ 市役所の運営時間を夜９:００頃までやってほしい。会社が終わってからで
は、閉まっているため、用事がある時、困る。

○ 依頼（市の職員に）した事を忘れるのか、再度、依頼すると「今やろうと思っ
ていた」と言い訳をする人が多い。「すみません」と一言謝ったらどうかと思
う。
職員への教育を強化し、市民のお金で給料をもらっていることを意識し仕事を
してほしい。人として人間性がよろしくないのではないか?と思える職員が多
いです。
民生委員は活動しているのでしょうか?民生委員に保育園等の印をもらう必要
性が分かりません。民生委員を通さず、手続したい。民生委員が信頼できませ
ん。個人情報が漏れることが苦痛です。
市のホームページがわかりにくい。情報量が少ない。

○ 日頃、働いていないため、市の施策を充分把握していないままの回答となって
しまいました。すみません。
子育て中ですが、公園や児童館、ファミサポさんをよく利用させてもらってい
ます。ありがとうございます。

○ きれいな街づくりをしていきたい。
保育園入所のスムーズ化、老人施設の入居のスムーズ化を頑張ってほしい。
・菊川広報誌ではいろいろな情報が読めて分かりやすい。

○ 私は今子育て世代ですが、正直、高齢の方と同居していないため、高齢の方々
の事は分かりません。ただ、病院等、外でいつも優しく声をかけて下さり、見
守って頂ける気持ちは感じれています。少子化といわれ様々な対策がなされ、
いつか花開き、実を結びますように、私達の子達もここで生きていけるよう
に、生きていきたい、と思えるようにして下さい。
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○ 私は他市に勤務しています。今回のアンケートを記入させていただき、いかに
自分が市政に対して関心がなかったかを改めて感じ反省するきっかけとなりま
した。今は仕事中心ですが、４，５年後には退職し、地域とのかかわりが増え
てくると思います。今からより関心を深めていきたいです。

○ 楽しいことが、もっと増えてほしい。
小さな問題から少しずつ解決してほしいです。

○ 学区単位で消防団の再編成との事ですが・・・（一部）職員が担当するとか夜
間は無しとか、周りの団に負担が掛かるのでは・・・。不安がつのります。
和田・中央・高田ヶ原、運動公園、その他公園を、桜・梅・紫陽花・紅葉・芝
桜等を植樹し、菊川の名を高め、季節毎に、地域農産物を販売イベントを行
う。
菊川から見る富士山１０景、私の選ぶ菊川の景色１０の写真展開催（点在する
駐車場を駅より上と下の二ヶ所位にまとめ（高層式）残りの敷地に貸し店舗で
街の活性化を図る）

○ 子育てしながらフルタイムで働く女性に対するサポートを増やして欲しいで
す。地元野菜の支給やクーポンの配布をしてもらいたいです。
子供の教育やスポーツに対して支援をして欲しいです。民間の所は月謝も高い
し、時間帯も限られているので、なかなか参加させられない。
週末に参加するイベントや子供学習体験のものを行ってほしい。

○ たまに休日、図書館を利用するが読みたいと思う本があまりない。こういう所
にお金を使ってほしい。イス等も古々しく、これでは充実しているとは言えな
い。
今は仕事中心なので、あまり余裕がないが時間ができたら、色々講座を受けて
みたいと思う。私のような思いを持っている人は他にもいると思うので、是
非、親しみやすい、とっつきやすいお手軽な口座をご用意下さい。
菊川茶の認知度は掛川茶に比べ、やはり低いので、茶娘さんにもっと活躍して
頂き、おいしくお茶を淹れて差し上げる場をもうけたり（若手茶業者とかでも
良い）、小さいころからお茶の本物の味を知ってもらわないと、その世代かつ
大人になって急須でお茶を淹れるなどしないと思う。

※記述の文言については、極力ご意見のとおりとしています。　
※記述の内容が複数の項目にまたがる場合は、重複して掲載しています。　
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