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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29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29年4月3日～平成29年4月24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 962通

　　③　回収率　 48.1%



【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 421 43.8%
女 529 55.0%
無回答 12 1.2%
合計 962 100.0%

問１－②　あなたの年齢は

回答数 構成比
20代 84 8.7%
30代 133 13.8%
40代 181 18.8%
50代 182 18.9%
60代以上 375 39.0%
無回答 7 0.7%
合計 962 100.0%

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 75 7.8%
町部 67 7.0%
加茂 138 14.3%
内田 63 6.5%
横地 42 4.4%
六郷 186 19.3%
河城 89 9.3%
平川 94 9.8%
嶺田 45 4.7%
小笠南 72 7.5%
小笠東 80 8.3%
無回答 11 1.1%
合計 962 100.0%

問１－④　あなたの職業は

回答数 構成比
農業 65 6.8%
自営業 57 5.9%
自由業 8 0.8%
会社員等 366 38.0%
パート等 185 19.2%
家事専業 123 12.8%
学生 17 1.8%
無職 118 12.3%
その他 17 1.8%
無回答 6 0.6%
合計 962 100.0%
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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 H29

1.住みやすい
2.どちらかといえば住みやすい

56.3% 60.4% 4.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

3.どちらともいえない 20.6% 22.1% 1.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

4.住みにくい
5.どちらかといえば住みにくい

16.5% 12.8% △ 3.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

6.わからない 2.2% 2.0% △ 0.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 4.4% 2.7% △ 1.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

H19 H29

人間関係・近隣関係がよいから 24.2% 21.9% △ 2.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

まちに活気があるから 0.5% 0.7% 0.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

交通・買物が便利だから 19.8% 23.4% 3.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

物価が安いから 2.9% 2.2% △ 0.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

教育関係がよいから 1.6% 2.0% 0.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

保健・医療が充実しているから 2.4% 3.1% 0.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

子育て支援が充実しているから 0.8% 3.3% 2.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)
高齢者・障がい者・子どもへの配慮があるから 1.5% 1.8% 0.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

文化・教養施設が充実しているから 0.3% 0.9% 0.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

働く場所に恵まれているから 3.9% 2.8% △ 1.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

自然環境がよいから 31.7% 26.8% △ 4.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

居住環境が整備されているから 2.9% 4.2% 1.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

治安・防災面で安心だから 4.3% 5.4% 1.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

その他 1.3% 1.2% △ 0.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 2.1% 0.2% △ 1.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

H19→H29

H19→H29

問２－２　問２－１で１または２と答えた方　それはどのような理由からですか（２つまで）
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H19 H29

人間関係・近隣関係がよくないから 4.9% 5.8% 0.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

まちに活気がないから 18.4% 17.4% △ 1.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

交通・買物が不便だから 24.6% 33.9% 9.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

物価が高いから 1.2% 4.5% 3.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

教育関係がよくないから 2.9% 2.7% △ 0.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

保健・医療が充実していないから 7.4% 5.8% △ 1.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

子育て支援が充実していないから 3.7% 2.7% △ 1.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)
高齢者・障がい者・子どもへの配慮が足りないから 6.6% 5.8% △ 0.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

文化・教養施設が充実していないから 5.7% 2.2% △ 3.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

働く場所に恵まれていないから 4.9% 6.3% 1.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

自然環境がよくないから 0.8% 1.3% 0.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

居住環境が整備されていないから 6.6% 4.0% △ 2.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

治安・防災面で不安だから 4.5% 2.7% △ 1.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

その他 2.0% 4.9% 2.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 5.7% 0.0% △ 5.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

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

Ｈ23 H29

満足・やや満足 8.8% 15.5% 6.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 52.5% 55.2% 2.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 21.5% 13.0% △ 8.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 14.7% 13.5% △ 1.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 2.4% 2.8% 0.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

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

Ｈ23 H29

とても重要・やや重要 54.8% 47.7% △ 7.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 27.3% 34.8% 7.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 3.9% 3.3% △ 0.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 6.4% 6.5% 0.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 7.6% 7.6% 0.0 ﾎﾟｲﾝﾄ （－）

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

H19→H29

Ｈ23→H29

Ｈ23→H29

問２－３　問２－１で４または５と答えた方　それはどのような理由からですか（２つまで）
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H18 H29

満足・やや満足 4.9% 12.5% 7.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 39.8% 42.6% 2.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 17.8% 12.4% △ 5.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 34.5% 29.5% △ 5.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 3.0% 3.0% 0.0 ﾎﾟｲﾝﾄ （－）

合計 100.0% 100.0%

H18 H29

とても重要・やや重要 52.4% 37.6% △ 14.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 25.8% 38.0% 12.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 2.9% 4.7% 1.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 11.3% 12.1% 0.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 7.5% 7.6% 0.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

合計 100.0% 100.0%

H19 H29

満足・やや満足 16.8% 23.8% 7.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 45.3% 46.3% 0.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 17.2% 14.4% △ 2.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 15.6% 12.8% △ 2.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 5.1% 2.7% △ 2.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

H19 H29

とても重要・やや重要 44.6% 45.9% 1.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 35.4% 36.2% 0.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 2.2% 4.0% 1.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 6.9% 6.1% △ 0.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 10.9% 7.8% △ 3.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

H18→H29

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→H29

H19→H29

H19→H29

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

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

問３－市③重  市政懇談会や出前講座、広報紙・ホームページなどで市のやっていることがよくわかる。
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H18 H29

満足・やや満足 5.4% 8.5% 3.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 43.8% 53.6% 9.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 26.3% 17.2% △ 9.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 21.1% 17.9% △ 3.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 3.4% 2.8% △ 0.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

H18 H29

とても重要・やや重要 43.8% 36.8% △ 7.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 36.1% 43.5% 7.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 3.6% 4.0% 0.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 8.5% 7.8% △ 0.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 8.0% 8.0% 0.0 ﾎﾟｲﾝﾄ （－）

合計 100.0% 100.0%

H18 H29

満足・やや満足 5.3% 5.2% △ 0.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 29.0% 45.7% 16.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 38.5% 26.7% △ 11.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 23.3% 19.2% △ 4.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 3.9% 3.1% △ 0.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

H18 H29

とても重要・やや重要 64.3% 46.5% △ 17.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 19.1% 33.4% 14.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 1.2% 2.0% 0.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 7.0% 9.4% 2.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 8.4% 8.8% 0.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

合計 100.0% 100.0%

H18→H29

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

H18→H29

H18→H29

H18→H29

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

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

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

H18 H29

満足・やや満足 8.5% 16.4% 7.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 40.2% 43.1% 2.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 33.6% 26.9% △ 6.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 14.2% 10.5% △ 3.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 3.5% 3.0% △ 0.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－市⑥重  市の公共サービスが利用しやすい。

H18 H29

とても重要・やや重要 56.3% 61.7% 5.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 28.4% 24.0% △ 4.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

重要でない・あまり重要でない 1.8% 1.4% △ 0.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 5.5% 5.7% 0.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 8.0% 7.2% △ 0.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－福①満  「心身ともにすこやかに生活できるまち」だと思う

Ｈ23 H29

満足・やや満足 24.3% 27.2% 2.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 55.2% 55.1% △ 0.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

不満・やや不満 13.9% 10.2% △ 3.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 5.9% 5.3% △ 0.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 0.7% 2.2% 1.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

問３－福①重  「心身ともにすこやかに生活できるまち」だと思う

Ｈ23 H29

とても重要・やや重要 64.3% 61.0% △ 3.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 26.7% 29.3% 2.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

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

わからない 2.8% 2.3% △ 0.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 5.1% 7.0% 1.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

H18→H29

H18→H29

Ｈ23→H29

Ｈ23→H29
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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 H29

満足・やや満足 22.9% 27.4% 4.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 51.2% 50.3% △ 0.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

不満・やや不満 6.9% 4.1% △ 2.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 14.6% 15.7% 1.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 4.4% 2.5% △ 1.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－福②重  健康づくりに取り組む人が増えている。

H18 H29

とても重要・やや重要 57.3% 56.2% △ 1.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 30.1% 31.4% 1.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 1.5% 1.2% △ 0.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 3.3% 4.5% 1.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 7.9% 6.7% △ 1.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－福③満  健診や健康相談など病気の予防対策が充実している。

H18 H29

満足・やや満足 19.1% 26.0% 6.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 48.1% 51.1% 3.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 19.3% 10.9% △ 8.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 9.3% 9.3% △ 0.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 4.2% 2.7% △ 1.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－福③重  健診や健康相談など病気の予防対策が充実している。

H18 H29

とても重要・やや重要 66.4% 64.9% △ 1.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 22.4% 24.4% 2.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.6% 0.5% △ 0.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 2.5% 3.3% 0.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 8.2% 6.9% △ 1.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

H18→H29

H18→H29

H18→H29

H18→H29
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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 H29

満足・やや満足 26.6% 30.9% 4.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 48.9% 44.9% △ 4.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

不満・やや不満 15.8% 15.0% △ 0.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 6.9% 6.3% △ 0.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 1.8% 2.9% 1.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

問３－福④重  「地域において住民同士が支えあうまち」だと思う。

Ｈ23 H29

とても重要・やや重要 64.9% 59.8% △ 5.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 25.0% 28.2% 3.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 1.4% 2.3% 0.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 3.0% 2.8% △ 0.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 5.7% 7.0% 1.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

合計 100.0% 100.0%

※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 H29

満足・やや満足 3.6% 6.9% 3.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 34.4% 47.6% 13.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 32.7% 23.8% △ 8.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 25.6% 19.1% △ 6.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 3.7% 2.6% △ 1.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

問３－福⑤重  だれもが地域で自立した生活のできる支援体制が充実している。

H19 H29

とても重要・やや重要 56.9% 52.9% △ 4.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 27.1% 33.0% 5.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.5% 1.0% 0.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 6.9% 6.1% △ 0.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 8.7% 7.0% △ 1.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

Ｈ23→H29

Ｈ23→H29

H19→H29

H19→H29
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H19 H29

満足・やや満足 9.7% 11.1% 1.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 38.5% 46.2% 7.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 26.7% 22.7% △ 4.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 21.3% 17.8% △ 3.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 3.8% 2.3% △ 1.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

H19 H29

とても重要・やや重要 65.4% 60.2% △ 5.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 19.1% 26.0% 6.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.9% 1.1% 0.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 5.4% 5.6% 0.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 9.2% 7.1% △ 2.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

問３－福⑦満  「安心して子どもを育てられるまち」だと思う

Ｈ23 H29

満足・やや満足 24.0% 31.7% 7.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 46.9% 41.0% △ 5.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

不満・やや不満 16.5% 12.9% △ 3.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 11.2% 11.7% 0.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 1.3% 2.7% 1.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

問３－福⑦重  「安心して子どもを育てられるまち」だと思う

Ｈ23 H29

とても重要・やや重要 70.9% 69.2% △ 1.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 19.6% 18.8% △ 0.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

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

わからない 3.9% 4.2% 0.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 5.2% 7.4% 2.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

H19→H29

H19→H29

Ｈ23→H29

Ｈ23→H29

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

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

9



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 H29

満足・やや満足 11.0% 15.6% 4.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 50.7% 48.9% △ 1.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

不満・やや不満 19.0% 17.4% △ 1.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 18.1% 16.0% △ 2.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 1.2% 2.2% 1.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

問３－福⑧重  「高齢者が生きがいを持ち、すこやかに暮らせるまち」だと思う

Ｈ23 H29

とても重要・やや重要 62.6% 62.1% △ 0.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 26.1% 24.7% △ 1.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

重要でない・あまり重要でない 1.8% 1.9% 0.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 4.2% 4.4% 0.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 5.3% 7.0% 1.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

H18 H29

満足・やや満足 8.0% 16.5% 8.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 29.6% 43.8% 14.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 29.8% 17.0% △ 12.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 28.3% 20.2% △ 8.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 4.4% 2.5% △ 1.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

H18 H29

とても重要・やや重要 66.3% 67.9% 1.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 17.5% 18.9% 1.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

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

わからない 7.0% 5.7% △ 1.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 8.1% 6.9% △ 1.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

Ｈ23→H29

Ｈ23→H29

H18→H29

H18→H29

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

問３－福⑨重  「高齢者とその家族を支える介護サービスが充実しているまち」だと思う
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問３－福⑩満  「障がいのある人が安心して暮らすことができるまち」だと思う。

H18 H29

満足・やや満足 5.3% 8.9% 3.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 30.3% 44.4% 14.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 28.7% 19.3% △ 9.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 30.6% 24.9% △ 5.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 5.2% 2.4% △ 2.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

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

H18 H29

とても重要・やや重要 64.2% 63.0% △ 1.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 20.1% 22.1% 2.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.9% 1.1% 0.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 6.3% 6.8% 0.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 8.5% 7.0% △ 1.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－福⑪満  「市民に質の高い医療サービスが提供できるまち」だと思う

Ｈ23 H29

満足・やや満足 10.0% 13.3% 3.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 35.5% 43.9% 8.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 40.2% 28.8% △ 11.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 12.9% 11.9% △ 1.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 1.3% 2.2% 0.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

問３－福⑪重  「市民に質の高い医療サービスが提供できるまち」だと思う

Ｈ23 H29

とても重要・やや重要 73.9% 71.4% △ 2.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 15.3% 17.4% 2.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

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

わからない 4.2% 4.0% △ 0.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 5.1% 6.7% 1.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

H18→H29

H18→H29

Ｈ23→H29

Ｈ23→H29
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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 H29

満足・やや満足 12.4% 13.5% 1.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 47.0% 47.3% 0.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 15.1% 12.3% △ 2.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 24.0% 24.3% 0.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 1.4% 2.6% 1.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

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

Ｈ23 H29

とても重要・やや重要 65.7% 63.8% △ 1.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 21.6% 21.9% 0.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

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

わからない 6.0% 5.8% △ 0.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 6.2% 7.6% 1.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

H18 H29

満足・やや満足 10.6% 11.6% 1.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 36.5% 47.0% 10.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 19.1% 11.3% △ 7.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 30.1% 26.9% △ 3.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 3.7% 3.1% △ 0.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

H18 H29

とても重要・やや重要 71.3% 65.2% △ 6.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 13.4% 20.2% 6.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.3% 0.9% 0.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 7.9% 6.5% △ 1.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 7.1% 7.2% 0.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

合計 100.0% 100.0%

H18→H29

H18→H29

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

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

Ｈ23→H29

Ｈ23→H29
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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 H29

満足・やや満足 20.4% 21.6% 1.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 41.0% 47.8% 6.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 16.3% 12.4% △ 3.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 18.2% 15.2% △ 3.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 4.0% 3.0% △ 1.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－学③重  「地域全体で子どもや青少年を守り育てるまち」だと思う

H18 H29

とても重要・やや重要 73.8% 64.2% △ 9.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 13.4% 22.8% 9.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.2% 0.8% 0.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 5.5% 4.9% △ 0.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 7.1% 7.3% 0.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

合計 100.0% 100.0%

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

H19 H29

満足・やや満足 16.7% 19.3% 2.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 42.3% 47.5% 5.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 14.8% 12.6% △ 2.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 21.0% 18.2% △ 2.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 5.3% 2.4% △ 2.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

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

H19 H29

とても重要・やや重要 68.8% 64.1% △ 4.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 16.1% 22.5% 6.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

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

わからない 5.1% 5.5% 0.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 9.7% 7.2% △ 2.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

H18→H29

H18→H29

H19→H29

H19→H29
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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 H29

満足・やや満足 14.9% 12.7% △ 2.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 44.6% 48.6% 4.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 20.3% 16.8% △ 3.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 19.1% 19.0% △ 0.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 1.2% 2.8% 1.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

問３－学⑤重  「生涯にわたり様々な学習機会に参加できるまち」だと思う

Ｈ23 H29

とても重要・やや重要 41.8% 43.1% 1.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 42.8% 40.3% △ 2.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

重要でない・あまり重要でない 3.1% 2.6% △ 0.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 6.5% 7.1% 0.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 5.8% 6.9% 1.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

問３－学⑥満  「歴史・文化遺産が尊重され生かされているまち」だと思う

H18 H29

満足・やや満足 8.3% 10.6% 2.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 45.8% 51.6% 5.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 14.5% 17.3% 2.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 27.5% 17.6% △ 10.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 3.8% 3.0% △ 0.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－学⑥重  「歴史・文化遺産が尊重され生かされているまち」だと思う

H18 H29

とても重要・やや重要 37.8% 32.2% △ 5.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 42.4% 47.5% 5.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 3.6% 5.5% 1.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 8.9% 7.2% △ 1.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 7.4% 7.6% 0.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

合計 100.0% 100.0%

Ｈ23→H29

Ｈ23→H29

H18→H29

H18→H29
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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 H29

満足・やや満足 7.2% 9.1% 2.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 38.8% 50.0% 11.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 25.2% 20.3% △ 4.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 24.4% 18.1% △ 6.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 4.5% 2.5% △ 2.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－学⑦重  「市民が気軽に芸術文化にふれられるまち」だと思う

H18 H29

とても重要・やや重要 31.3% 26.1% △ 5.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 45.2% 51.7% 6.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 6.1% 6.5% 0.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 10.0% 8.4% △ 1.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 7.4% 7.3% △ 0.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

Ｈ23 H29

満足・やや満足 15.6% 14.7% △ 0.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 52.2% 54.8% 2.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 16.9% 14.1% △ 2.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 14.0% 14.0% 0.0 ﾎﾟｲﾝﾄ （－）

無回答 1.3% 2.4% 1.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

Ｈ23 H29

とても重要・やや重要 36.7% 37.1% 0.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 48.1% 45.9% △ 2.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

重要でない・あまり重要でない 6.0% 5.1% △ 0.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 3.7% 4.7% 1.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 5.4% 7.2% 1.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

H18→H29

H18→H29

Ｈ23→H29

Ｈ23→H29

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 H29

満足・やや満足 11.8% 13.4% 1.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 40.9% 46.6% 5.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 28.5% 23.1% △ 5.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 14.8% 14.4% △ 0.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 3.9% 2.5% △ 1.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

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

H18 H29

とても重要・やや重要 39.3% 37.0% △ 2.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 44.7% 45.2% 0.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 3.4% 5.3% 1.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 5.3% 5.3% 0.0 ﾎﾟｲﾝﾄ （－）

無回答 7.3% 7.2% △ 0.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－コ①満  「住んでいる地区のコミュニティ活動が活発なまち」だと思う。

H18 H29

満足・やや満足 12.7% 16.4% 3.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 54.2% 54.5% 0.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 19.6% 15.0% △ 4.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 9.6% 12.3% 2.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 4.0% 1.9% △ 2.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－コ①重  「住んでいる地区のコミュニティ活動が活発なまち」だと思う。

H18 H29

とても重要・やや重要 56.1% 36.8% △ 19.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 30.3% 46.5% 16.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 2.1% 4.7% 2.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 3.3% 4.9% 1.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 8.2% 7.2% △ 1.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

H18→H29

H18→H29

H18→H29

H18→H29
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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 H29

満足・やや満足 3.5% 13.0% 9.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 31.9% 47.3% 15.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 17.6% 15.3% △ 2.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 42.5% 22.3% △ 20.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 4.5% 2.1% △ 2.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

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

H18 H29

とても重要・やや重要 27.1% 31.5% 4.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 36.9% 48.9% 12.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 9.9% 4.7% △ 5.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 18.2% 7.9% △ 10.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 8.0% 7.1% △ 0.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－コ③満  「交流を通して地域に賑わいがあるまち」だと思う

Ｈ23 H29

満足・やや満足 5.4% 6.9% 1.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 44.6% 47.3% 2.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 26.4% 22.9% △ 3.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 22.1% 20.4% △ 1.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 1.4% 2.6% 1.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

問３－コ③重  「交流を通して地域に賑わいがあるまち」だと思う

Ｈ23 H29

とても重要・やや重要 30.8% 30.4% △ 0.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 49.3% 49.7% 0.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

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

わからない 9.1% 7.8% △ 1.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 5.8% 7.2% 1.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

H18→H29

H18→H29

Ｈ23→H29

Ｈ23→H29
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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 H29

満足・やや満足 4.2% 8.5% 4.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 31.5% 40.0% 8.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 32.6% 32.2% △ 0.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 27.8% 16.8% △ 10.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 4.0% 2.4% △ 1.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－コ④重  「若者が地域づくりに参加しているまち」だと思う

H18 H29

とても重要・やや重要 53.6% 50.4% △ 3.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 26.6% 32.5% 5.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 2.5% 3.1% 0.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 9.6% 7.0% △ 2.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 7.8% 7.0% △ 0.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－環①満  「水質が保全され川がきれいなまち」だと思う

Ｈ23 H29

満足・やや満足 10.1% 15.7% 5.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 33.3% 44.3% 11.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 48.6% 31.6% △ 17.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 6.9% 6.3% △ 0.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 1.1% 2.1% 1.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

問３－環①重  「水質が保全され川がきれいなまち」だと思う

Ｈ23 H29

とても重要・やや重要 72.9% 68.1% △ 4.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 19.0% 22.2% 3.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 1.0% 0.7% △ 0.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 1.3% 2.1% 0.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 5.8% 6.9% 1.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

H18→H29

H18→H29

Ｈ23→H29

Ｈ23→H29
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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 H29

満足・やや満足 17.5% 22.5% 4.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 36.9% 52.4% 15.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 39.2% 15.6% △ 23.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 2.9% 7.1% 4.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 3.5% 2.5% △ 1.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－環②重  「自然環境と共生するまち」だと思う

H18 H29

とても重要・やや重要 75.7% 56.5% △ 19.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 14.7% 32.1% 17.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

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

わからない 1.6% 3.4% 1.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 7.4% 7.3% △ 0.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－環③満  「環境保全活動が活発に行われているまち」だと思う

H19 H29

満足・やや満足 16.1% 14.7% △ 1.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 45.7% 52.4% 6.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 10.9% 15.9% 5.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 21.2% 13.5% △ 7.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 6.1% 3.5% △ 2.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

問３－環③重  「環境保全活動が活発に行われているまち」だと思う

H19 H29

とても重要・やや重要 55.8% 52.6% △ 3.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 27.7% 33.6% 5.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

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

わからない 5.0% 4.6% △ 0.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 11.0% 8.4% △ 2.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

H18→H29

H18→H29

H18→H29

H18→H29
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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 H29

満足・やや満足 50.2% 49.0% △ 1.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 35.1% 38.8% 3.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 8.3% 6.7% △ 1.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 3.0% 2.7% △ 0.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 3.4% 2.9% △ 0.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

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

H18 H29

とても重要・やや重要 74.0% 64.7% △ 9.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 16.0% 24.9% 9.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

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

わからない 1.3% 1.2% △ 0.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 7.6% 7.9% 0.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

合計 100.0% 100.0%

問３－環⑤満  環境に対するモラル（道徳）の高い人が増えている。

H18 H29

満足・やや満足 12.9% 16.4% 3.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 37.0% 45.1% 8.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 33.5% 22.9% △ 10.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 13.0% 12.8% △ 0.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 3.6% 2.8% △ 0.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－環⑤重  環境に対するモラル（道徳）の高い人が増えている。

H18 H29

とても重要・やや重要 68.3% 59.3% △ 9.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 19.3% 28.4% 9.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

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

わからない 3.8% 4.1% 0.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 7.5% 7.5% △ 0.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

H18→H29

H18→H29

H18→H29

H18→H29
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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 H29

満足・やや満足 28.4% 33.9% 5.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 42.8% 43.9% 1.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 9.3% 9.8% 0.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 13.8% 9.7% △ 4.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 5.6% 2.8% △ 2.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

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

H18 H29

とても重要・やや重要 68.5% 61.0% △ 7.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 18.2% 26.8% 8.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.6% 0.9% 0.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 2.8% 3.2% 0.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 9.9% 8.0% △ 1.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－産②満  「商店街が賑わい、市全体に活気があるまち」だと思う

H18 H29

満足・やや満足 3.6% 3.5% △ 0.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 26.1% 20.0% △ 6.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

不満・やや不満 50.9% 68.4% 17.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 13.0% 5.8% △ 7.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 6.4% 2.3% △ 4.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－産②重  「商店街が賑わい、市全体に活気があるまち」だと思う

H18 H29

とても重要・やや重要 53.0% 60.1% 7.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 28.8% 25.6% △ 3.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

重要でない・あまり重要でない 2.4% 3.4% 1.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 5.4% 3.6% △ 1.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 10.4% 7.3% △ 3.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

H18→H29

H18→H29

H18→H29

H18→H29
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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 H29

満足・やや満足 4.9% 7.0% 2.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 26.5% 39.4% 12.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 39.6% 36.1% △ 3.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 22.4% 15.2% △ 7.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 6.6% 2.4% △ 4.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－産③重  「工業発展により市内経済が活性化されたまち」だと思う

H18 H29

とても重要・やや重要 53.8% 50.2% △ 3.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 26.4% 34.1% 7.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.8% 2.9% 2.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 8.8% 5.2% △ 3.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 10.2% 7.6% △ 2.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－産④満  「観光交流が盛んなまち」だと思う

H18 H29

満足・やや満足 0.4% 2.0% 1.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 13.4% 27.7% 14.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 42.2% 51.2% 9.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 37.8% 16.6% △ 21.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 6.2% 2.5% △ 3.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－産④重  「観光交流が盛んなまち」だと思う

H18 H29

とても重要・やや重要 30.6% 39.7% 9.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 32.1% 40.6% 8.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 13.4% 5.4% △ 8.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 13.1% 6.8% △ 6.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 10.8% 7.5% △ 3.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

H18→H29

H18→H29

H18→H29

H18→H29
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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 H29

満足・やや満足 37.9% 33.3% △ 4.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 35.1% 36.3% 1.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 19.0% 21.8% 2.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 6.3% 5.8% △ 0.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 1.7% 2.8% 1.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

問３－産⑤重  「魅力ある菊川茶が生産されているまち」だと思う

Ｈ23 H29

とても重要・やや重要 64.9% 61.3% △ 3.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 24.8% 27.0% 2.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 2.5% 2.0% △ 0.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 2.3% 2.7% 0.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 5.6% 7.0% 1.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

問３－都①満  「市街地と自然環境の調和のとれたまち」だと思う

Ｈ23 H29

満足・やや満足 16.2% 16.8% 0.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 52.2% 51.0% △ 1.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

不満・やや不満 23.4% 20.6% △ 2.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 7.0% 9.4% 2.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 1.2% 2.2% 1.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

問３－都①重  「市街地と自然環境の調和のとれたまち」だと思う

Ｈ23 H29

とても重要・やや重要 48.7% 44.3% △ 4.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 40.6% 42.1% 1.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 2.2% 1.7% △ 0.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 3.1% 4.9% 1.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 5.4% 7.1% 1.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

Ｈ23→H29

Ｈ23→H29

Ｈ23→H29

Ｈ23→H29
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H18 H29

満足・やや満足 3.0% 6.9% 3.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 24.6% 27.3% 2.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 56.5% 57.2% 0.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 10.1% 5.7% △ 4.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 5.7% 2.9% △ 2.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

H18 H29

とても重要・やや重要 48.8% 49.9% 1.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 31.3% 34.9% 3.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 5.4% 4.0% △ 1.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 4.9% 4.0% △ 1.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 9.6% 7.3% △ 2.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

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

H18 H29

満足・やや満足 17.0% 23.5% 6.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 41.7% 39.7% △ 2.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

不満・やや不満 31.9% 32.0% 0.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 4.0% 2.3% △ 1.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 5.4% 2.5% △ 2.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

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

H18 H29

とても重要・やや重要 58.7% 58.2% △ 0.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 28.4% 31.3% 2.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

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

わからない 2.5% 1.9% △ 0.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 9.0% 7.3% △ 1.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

H18→H29

H18→H29

H18→H29

H18→H29

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

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

Ｈ23 H29

満足・やや満足 42.3% 43.2% 0.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 43.4% 42.3% △ 1.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

不満・やや不満 10.6% 8.9% △ 1.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 2.9% 3.4% 0.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 0.8% 2.1% 1.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

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

Ｈ23 H29

とても重要・やや重要 71.4% 67.2% △ 4.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 21.9% 24.1% 2.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

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

わからない 1.0% 1.7% 0.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 5.1% 6.7% 1.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

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

H19 H29

満足・やや満足 16.2% 29.4% 13.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 42.3% 42.7% 0.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 29.4% 21.3% △ 8.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 7.2% 4.8% △ 2.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 4.9% 1.8% △ 3.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

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

H19 H29

とても重要・やや重要 51.3% 52.1% 0.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 34.7% 37.0% 2.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 1.2% 1.6% 0.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 2.9% 2.6% △ 0.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 9.8% 6.8% △ 3.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

Ｈ23→H29

Ｈ23→H29

H19→H29

H19→H29
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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 H29

満足・やや満足 10.8% 15.7% 4.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 41.6% 51.0% 9.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 40.4% 28.5% △ 12.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 2.5% 2.8% 0.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 4.7% 2.0% △ 2.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

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

H18 H29

とても重要・やや重要 73.6% 64.9% △ 8.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 15.5% 26.1% 10.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.7% 0.5% △ 0.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 1.7% 1.8% 0.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 8.5% 6.8% △ 1.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－都⑦満  「利用しやすい交通手段が確保されたまち」だと思う

H19 H29

満足・やや満足 13.8% 15.2% 1.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 33.3% 34.7% 1.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 37.7% 44.8% 7.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 11.3% 3.3% △ 7.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 3.8% 2.0% △ 1.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

問３－都⑦重  「利用しやすい交通手段が確保されたまち」だと思う

H19 H29

とても重要・やや重要 70.0% 66.3% △ 3.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 17.6% 24.6% 7.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.4% 0.5% 0.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 3.4% 1.7% △ 1.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 8.6% 6.9% △ 1.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

H18→H29

H18→H29

H19→H29

H19→H29
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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 H29

満足・やや満足 8.1% 11.9% 3.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 41.9% 46.5% 4.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 26.9% 26.9% 0.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 17.5% 12.7% △ 4.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 5.6% 2.1% △ 3.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－都⑧重  「災害に備え防災対策が整っているまち」だと思う

H18 H29

とても重要・やや重要 69.9% 69.9% 0.0 ﾎﾟｲﾝﾄ （－）

普通 16.5% 19.5% 3.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.4% 0.6% 0.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

わからない 3.5% 3.2% △ 0.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 9.7% 6.8% △ 2.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

Ｈ23 H29

満足・やや満足 13.0% 15.7% 2.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 45.8% 52.3% 6.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 26.9% 17.2% △ 9.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 13.5% 12.9% △ 0.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 0.7% 2.0% 1.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

Ｈ23 H29

とても重要・やや重要 73.2% 68.1% △ 5.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 18.7% 21.8% 3.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.5% 0.3% △ 0.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 2.7% 2.8% 0.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 5.0% 7.0% 2.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

H18→H29

H18→H29

Ｈ23→H29

Ｈ23→H29

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

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

H18 H29

満足・やや満足 7.2% 10.4% 3.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 45.7% 54.6% 8.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 34.5% 19.5% △ 15.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 7.5% 13.4% 5.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 5.1% 2.1% △ 3.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

問３－都⑩重  「防犯対策が充実し安心であるまち」だと思う

H18 H29

とても重要・やや重要 74.3% 64.9% △ 9.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 13.8% 24.6% 10.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 0.8% 0.2% △ 0.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 2.0% 3.3% 1.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 9.1% 7.0% △ 2.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

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

Ｈ23 H29

満足・やや満足 6.8% 16.2% 9.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

普通 41.2% 44.5% 3.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

不満・やや不満 37.2% 25.8% △ 11.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 14.0% 11.7% △ 2.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 0.8% 1.8% 1.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

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

Ｈ23 H29

とても重要・やや重要 67.3% 65.8% △ 1.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

普通 22.2% 22.9% 0.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

重要でない・あまり重要でない 1.2% 1.1% △ 0.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 4.5% 3.4% △ 1.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 4.8% 6.8% 2.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

H18→H29

H18→H29

Ｈ23→H29

Ｈ23→H29
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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 H29

大いに関心・やや関心がある 68.8% 57.5% △ 11.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

あまり関心がない・まったく関心がない 27.3% 40.7% 13.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 3.9% 1.8% △ 2.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

問５  あなたは、昨年４月から本年３月の間に地域活動に参加しましたか

Ｈ23 H29

ある 60.3% 60.5% 0.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

ない 38.5% 37.9% △ 0.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 1.2% 1.6% 0.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

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

H19 H29

スポーツ・レクリエーション活動 15.7% 12.2% △ 3.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

社会奉仕活動 8.2% 8.8% 0.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

環境美化活動 12.0% 14.9% 2.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

青少年健全育成活動 3.8% 2.0% △ 1.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

教育文化活動 5.5% 3.9% △ 1.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

消費者活動 3.4% 2.9% △ 0.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

自主防災活動 17.3% 24.1% 6.8 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

交通安全活動 4.4% 3.9% △ 0.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

子供会活動 7.3% 6.5% △ 0.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

その他 3.7% 2.7% △ 1.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 18.6% 18.0% △ 0.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

H18→H29

Ｈ23→H29

H19→H29
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H29

0 - 5.2% -

1 - 3.6% -

2 - 4.6% -

3 - 11.9% -

4 - 6.4% -

5 - 25.6% -

6 - 11.5% -

7 - 12.2% -

8 - 11.2% -

9 - 1.5% -

10 - 5.2% -

無回答 - 2.5% -

合計 - 100% -

※H29新規質問項目

H29

0 - 0.8% -

1 - 0.7% -

2 - 0.6% -

3 - 1.1% -

4 - 1.2% -

5 - 10.4% -

6 - 7.1% -

7 - 10.9% -

8 - 17.9% -

9 - 9.4% -

10 - 38.5% -

無回答 - 1.4% -

合計 - 100% -

※H29新規質問項目

問７  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。（最も強い気持ちを「１０」、まったくない場合を「０（ゼロ）」として、該当するもの１つ）

問８  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。（最も強い気持ちを「１０」、まったくない場合を「０（ゼロ）」として、該当するもの１つ）
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H29

0 - 2.9% -

1 - 2.3% -

2 - 3.5% -

3 - 5.7% -

4 - 4.9% -

5 - 24.0% -

6 - 14.4% -

7 - 17.7% -

8 - 14.0% -

9 - 3.5% -

10 - 5.1% -

無回答 - 1.9% -

合計 - 100% -

問９  あなたは、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。（最も強い気持ちを「１０」、まったくない場合を「０(ゼロ）」として、該当するもの１つ
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Ｈ23 H29

ある 18.1% 23.5% 5.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

ない 80.2% 74.5% △ 5.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 1.7% 2.0% 0.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

Ｈ23 H29

ある 46.9% 43.7% △ 3.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

ない 51.3% 54.6% 3.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 1.8% 1.8% 0.0 ﾎﾟｲﾝﾄ （－）

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

問11  あなたは、週に1回以上スポーツに取り組んでいますか。　(該当するもの１つ）

Ｈ23 H29

はい 33.3% 29.3% △ 4.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

いいえ 65.9% 69.1% 3.2 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 0.7% 1.6% 0.9 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

合計 100.0% 100.0%

※Ｈ23新規質問項目

問12  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。（該当するもの１つ）

H19 H29

ある 76.8% 69.3% △ 7.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

ない 19.7% 28.7% 9.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 3.4% 2.0% △ 1.5 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

H19 H29

ある 46.2% 41.2% △ 5.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

ない 46.8% 55.4% 8.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

無回答 7.0% 3.4% △ 3.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

Ｈ23→H29

Ｈ23→H29

Ｈ23→H29

H19→H29

H19→H29

問10<鑑賞>  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。また、芸術や文化を鑑賞しましたか。（該当するもの１つ）

問13  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。（該当するもの１つ）

問10<活動>  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。また、芸術や文化を鑑賞しましたか。（該当するもの１つ）

32



H19 H29

援護する精神が社会に育っていない 26.8% 11.5% △ 15.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

特別視する風潮がある 29.7% 14.4% △ 15.3 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

幼い頃からふれあう場がない 20.7% 9.7% △ 11.0 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

配慮した施設がない 10.1% 2.4% △ 7.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

その他 1.6% 1.1% △ 0.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 4.0% 2.3% △ 1.7 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 7.2% 58.5% 51.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

合計 100.0% 100.0%

※H19新規質問項目

H20 H29

援護する精神が社会に育っている 14.1% 8.6% △ 5.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

特別視する風潮がない 39.8% 17.7% △ 22.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

幼い頃からふれあう場がある 11.4% 7.8% △ 3.6 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

配慮した施設がある 15.8% 10.4% △ 5.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

その他 3.7% 1.6% △ 2.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

わからない 11.9% 8.4% △ 3.4 ﾎﾟｲﾝﾄ (↓)

無回答 3.5% 45.5% 42.1 ﾎﾟｲﾝﾄ (↑)

合計 100.0% 100.0%

※H20新規質問項目

【浜岡原発市民意識調査】

問15  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）

H26 H29

停止しておいた方がよい 56.1% 55.1% △ 1.0 ﾎﾟｲﾝﾄ

安全が確認できれば稼働した方がよい 22.6% 22.8% 0.2 ﾎﾟｲﾝﾄ

どちらともいえない 15.5% 16.4% 0.9 ﾎﾟｲﾝﾄ

わからない 3.8% 3.5% △ 0.3 ﾎﾟｲﾝﾄ

無回答 2.0% 2.2% 0.2 ﾎﾟｲﾝﾄ

合計 100.0% 100.0%

※H26新規質問項目

Ｈ20→H29

Ｈ26→H29

H19→H29

問14-1  （問13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。（該当するもの１つ）

問14-2  （問13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。（該当するもの１つ）
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アンケート自由意見 



【　項　目　】

1 ●市政全般に関すること（　意見- 1～7　）

2 ●市職員に関すること（　意見- 7～8　）

3 ●福祉施策に関すること（　意見- 8～12　）

4 ●菊川病院に関すること（　意見- 12～13　）

5 ●環境施策に関すること（　意見- 13～16　）

6 ●教育に関すること（　意見- 16～18　）

7 ●公共交通に関すること（　意見- 18～21　）

8 ●菊川駅周辺に関すること（　意見- 21～25　）

9 ●商業振興に関すること（　意見- 25～28　）

10 ●自治会、地域コミュ二ティ等に関すること（　意見- 28～30　）

11 ●道路整備に関すること（　意見- 30～35　）

12 ●農業施策に関すること（　意見- 35～37　）

13 ●防災に関すること（　意見- 37～38　）

15 ●浜岡原子力発電所の今後に関すること（　意見- 38～41　）

16 ●防犯に関すること（　意見- 41　）

17 ●各種施設に関すること（　意見- 41～45　）

18 ●税、料金等に関すること（　意見- 45～46　）

19 ●アンケートに関すること（　意見- 46～48　）

20 ●その他意見等（　意見- 48～56　）



●市政全般に関すること（６２件）

○ 市の予算は３年～５年繰り越せる予算制度にしてほしい。（単年度の使
い切り予算は無駄が多い）

○ 菊川駅北側に重点的に予算配分する政策を実行してほしい。

○ ①行財政改革が全くなされていない。（太田市長は６期も市長を務めて
いるが、公債比率を県下最良にもっていくことができていない）
②企業誘致が進んでいない。（市民は企業誘致が盛んな掛川市に移り住
んでしまう。

○ 若年者比率の問題について、地域別にどのようにしていくか方針を考え
てもらいたい。

○ 人口減少に対する展望を明確にしてほしい。

○ 「共に汗をかくまち（市民・行政）」、これを見て驚きました。本当に
取り組まれているか、考えてみて下さい。

○ もう少し旧小笠町の整備をしてもらいたい。

○ 最近はいきがいが多様であり、趣味活動も個々によって違っており、個
人的に活動したり楽しむ傾向が強くなっているように思う。行政が手を
差し伸べるにしても難しさが増している。税金は要点を絞って集中的に
投入した方が効果があるし、菊川市の個性・魅力も増すのではないかと
思う。

○ 加茂地区など南の方は発展整備されているのに、河城地区の方面は昔か
ら後回しされている！（地区内でも本当に手つかずの場所があることを
知ってもらいたい）

○ 引っ越してきたばかりで、菊川市の活動や取り組んでいることがわかり
にくいです。だれにでも、わかるようなアピールをした方がよいと思い
ます。
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○ とても穏やかな土地柄で、生活環境も良い街です。メディアなどでの露
出（魅力のＰＲ）が近隣市町に比べ弱いのではないのでしょうか。何
か、押していくものを決めて、もっとどんどんいってもいいのでは。
（農作物では夢咲牛や芽キャベツなどをＴＶでみました。生産者さんを
消費で応援したいと思っています）※私の職場では茶ラリーマン静かな
人気です。

○ いろいろな法規制があると思うが、地域開発については、地元民の意見
を第１の方針に規制のクリアや改定を行い、実施していただきたい。

○ 旧小笠地区の事ももっと力を入れてやってほしい。

○ 現状の施策を継続、発展させて行く方向に人・物・金・情報を活用して
下さい。市が中心となり市民を取り入れ推進（各市ごとに（家庭毎に）
参加する“取り組施策”を決めてもらい活躍してもらう）他地域（市・
町）のベットタウン的な菊川市にするとよいと思います。

○ 菊川市をもっと市外の方にアピールした方がよい。きくのんなどよいと
思います。

○ 菊川市が魅力ある街に進めば外部から人が集まり観光や歴史文化などを
広めれば地元の農業もより活発になるかと思います。菊川市には道の駅
も無く、市の文化協会も合併後に１０年で半分以下の会員となってしま
いました。活気ある菊川市を期待致します。市民に楽しむ希望を育てら
れると高齢化も助けられます。

○ 子供達が安心して遊べる場所が欲しい。街に出なければ遊び場がなく子
供達とおじいちゃんおばあちゃんとふれあう機会もなくなってきてい
る。

○ ①菊川地区に比べ、小笠地区の発展が遅れているように感じます。②菊
川駅前に駐車場が少なく、ＪＲが使いにくいです。
③ＮＰＯ団体が増えていて、自分たちで積極的に活動しようという市民
有志の皆さんの熱意が感じられます。

○ 市全体が沈んでいると思う。もっと元気に明るく活性化しよう。

○ 市民の事を考慮して下さっている事はとてもありがたいと思っていま
す。今後も安定した仕事、生活ができるまち作りを希望します。介護施
設やコミニティーバスも自分の老後を考えた時心強く思います。

○ 活気のある街作りをお願いしたいです。

意見－2



○ 元菊川町の方には、公園・運動設備等が多数あるのに小笠南地区にはほ
とんど無い。地域により施設等の格差がひどい。

○ 菊川市としてこれはという何か誇れるものがほしい。菊川にしかないも
の。

○ 菊川・浜岡線の新道路が一部開通されたことで、平川地区はシャッター
通りになっています。この地域の皆様は都市計画税を納めています。
尚、納めていない地域もあり、不公平差を感じます。少ない年金生活の
中から貴重な税金を納めています。今後のビジョンがあれば提示してい
ただきたいと思います。

○ 公園や池、歴史のある建物や場所、深蒸茶を積極的に市外・全国へＰＲ
した方がよいと思います。特に深蒸茶は発祥の地ですから。

○ ①菊川市のアピールが少ないと思う。もっと積極的に市・県外にアピー
ルした方が良い！（せっかく住みやすいまちに選ばれているのだから
もったいない。）
②駅周辺の駐車場を増やしてほしい。
③婚活パーティーは土日にもやってほしい！
④若者消防団だけでなくシニア消防団も作ったらどうですか？
⑤きくのん可愛いです。（しかし、ぬいぐるみのきくのんはかわいくな
いのですが…可愛くしてください！）グッズはどこで買えますか？

○ 合併後の市として、平等な「市」づくりをして頂きたい。旧小笠の良い
ところを菊川へ移動。小笠町時代にあったもの、以前の縮小した建造物
がぜひほしい。先人から提供された物品が分散されているが、現在意味
なし。それらの為の建造物・町おこしの一つにも結び付くと考えていま
す。その関連性を考慮し、最後の置き土産として「市長」さん頑張って
下さい。途切れ途切れの観光スポットでは困ります。問９の魅力を友人
に勧める為に是非実行してください。

○ 若い世代が住み良い町づくりをしてほしい、菊川市内に大きな企業を誘
致して老人だけでないどの世代も生活しやすい町にして、外人などもい
ろいろなイベントに参加できる町づくりをしてほしい。

○ 駅があるにもかかわらず、掛川のように駅周辺が賑わっていない。工業
団地が多数あるが活気を求めるなら工場などよりもショッピングモール
などを作って欲しい。小笠は田んぼや畑しかない。スーパー、コンビニ
すら遠い。不便極まりない。

○ 子供達の安心・安全を最優先で確保する政策を推進して下さい。
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○ 小笠地区の開発がとても遅れていると思います。

○ 子供が安心して暮らせる市にしてほしいです。

○ 菊川市は人口が増えていると思うが、旧小笠町は絶対に減っていると思
う。旧の菊川町を良くするだけでなく、小笠の方も人口を増やしたり、
お金をかけて欲しい。

○ しっかりとしたビジョンを持って、将来の方向性を見据えた投資を計画
的に実施すべき。場当たり的な投資が目立つ。

○ ①明確な将来へのビジョンがはっきり見えない。
②老朽化した施設の補修・修繕がされていない。

○ ①市民の立場に立った政策運営を願う。
②働けば若者でも結婚して子供を作って生活できる経済環境を作る事を
願う。

○ 菊川市の良さを大切にしてほしいです。かえる部分とかわらない部分に
菊川市のオリジナリティが活きるといいなと思います。

○ ある雑誌で「住みやすい街」に選ばれた菊川市ですが、子育て、教育面
は現場の努力に頼っていると思います。市・行政でも専門職やシステム
等の整備が必要だと思います。また小児医療や療育が乏しいと感じま
す。どの子も安心して学べる、成長できる町、そして大人になって帰っ
てきたいと思う町になってほしいです。

○ 菊川市の良さを、まず市民に感じてもらえたら、もっと協力や色んな意
識を高めていけそうな気がします。菊川市民で良かったと思えること期
待します。よろしくお願いします。

○ 活気のあるまち作りを望みます。市民参加のあるまち作り※特に若人の
参加を交流が盛んな目指して

○ 活気のある町にしてほしい。若者がつどえる場所を多くしてほしい。
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○ ①村部への定住人口の増加の政策（町部のアパートに住んでいる人を村
部に住むように）
②原発事故の際の屋内退避の住民の意識付け（自分の家の密閉度の向
上）

○ 道路ばかり作っている。市が常に何の改革に取り組んでいるのかわから
ない。

○ 旧小笠町の活性化をお願いします。

○ 菊川市に観光スポットなどを作り観光客が来るような施設をどんどん増
やして頂きたい。

○ 菊川市は、他の市や県にも誇れる産物がいくつもあり、緑豊かな町で
す。それだけでなく、子育て支援やNPO法人などによる活動も活発
で、とても住みやすい町だと感じている人が多くいます。そんな菊川市
が大好きで、なにかお手伝いできることがあればしたいです。これから
も応援しています！

○ 太田順一市長がんばって下さい！

○ これからの時代をになう若者の育成に期待します。

○ せっかく住みやすい町なのに、子育て支援の取り組み方と、お茶に対し
ての取り組みに熱意が感じられません。このままでは近い将来少子化に
なって行きいずれはお茶農家の後継者もいなくなってしまう時代が来る
と思います。早めの対応を切に願っています。

○ ①若者に人気のある商業施設をつくってほしい。（人が集まる商業施設
が少ない）
②土日に印鑑証明等を出せる設備がない時点で住みにくいと感じた。
③駅の駐車場が少ないため、菊川駅を軸にしにくい。

○ 仕事も買い物も飲食も全て市外に行かなければ満足できない。それなの
に、車がないとどこにも行けない。自然だらけで住み良いが家の中で
腐っていく。もっと活動できる市にしてほしい。

○ 高齢者や子供が安心して生活できる街作りに励んで下さい。
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○ 公共施設、各自治会公民館含めWi-Fiの利用出来る環境を作って欲し
い。

○ 市職員のレベルアップと住民の意見を反映されるようにしてください。

○ 隣町の山の上から菊川に来て（嫁に）、すごい都会に来たと感じたほど
便がよかったし、菊川市大好きです。福祉に関しては、草笛が今主と
なっています。小１～高３のデイ放課後も事業となり、１９～６５才の
利用者の居場所（働く）があり安心しています。青年部から６５才まで
以降の不安はあります。草笛さんで老後ホームが出来れば何より安心と
なります。どうかお考えください。北陸の方では、同じ地区に一貫性の
ある場所があり「いいな～」と心から感じました。実現願います。何で
も自分から参加する事の大切は障害ある理解をふやせるとおもいます。
それを受け入れてくれる市で今後もあってほしいです。又、昨年ステー
ジ４の在宅介護で看取りました。近くの病院、近くのクリニックと訪問
介護と出来て大変助かりました。１年でしたが、今こし・ひざ痛と身体
の異変が出ています。これも今後は共生と考えてすごしています。看護
する方がより利用しやすいように家庭医療の充実願います。長期のわた
る看護の方々のおもいをおもうと、わたしはわがままかもしれないです
が、お願いします。（友人は長い看護の末、自分の病気に気付かず他界
しました）今は、本当に全てが他人事でなく我が身に起こる事です。障
がいも看護も事故も…。このアンケートも全てがとても重要と感じま
す。災害においても、菊川は道がありすぎると聞いたことがあります。
他にお金をかけてほしいとも…。しかし、災害において何が必要かと問
われると早く逃げれる多くの道がある事が大切ということも対策として
体験者からききました（TVで）どれも一長一短あることも考えられま
す。じっくりゆっくり対策が必要と。全ての対策に対してもと感じまし
た。わたしも自分なりに菊川市の一市民として地道にゆっくりじっくり
小さな力を注いで行きたいです。みなさんもお身体ご自愛し頑張って下
さい。

○ ①歩行者、自転車の道を改善して下さい。車優先の場所が多すぎる、バ
スの運行時間が少ない。バス代も高すぎる。
②旧小笠町に対して不親切。なぜですか？

○ ①福島の五年を見れば原発は正論はノーである。国や電力会社に対する
金欲ではもう運命の問題である。それもよかろう。
②働いて食べれて菊川市の発展がある。インフラ整備で可能なかぎり企
業誘致のお願い。
③時代の変化で残念ではあるが茶業には夢は来ない。やる気のある茶農
家を残し市税は投入しない。

○ ①一人世帯も増えているので、ゴミ回収の時間などを工夫したらどうか
（夜勤などで、出せないときがある）
②アエルへのアクセス（イベント時にバスが無いなど）
③菊川に来て20年。だんだん好きになりました。観光などでPRも大切
ですが、安心して住み続けられるような政策を望みます。
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○ ①コミュニティバスを学生（菊川市住民）に使用させてほしい。静鉄で
は行けない所が多い。②子育てママの美容院・買い物時に１～２時間預
かる所を作った方がよい。（一回500円位で利用できるとよい。）

○ ①駅前商店街の活気がまったくない。車も通れない為、どんな店がある
のかも知らない。駅をきれいにしたのにもったいない。
②菊川市内で買い物した事がない。→不便だから。
③小笠と合併しても生活は何も変わらない。
④人口を増やせば店もたくさん出来て潤うと思うが・・・。→その為に
どうしたら良いか考えて下さい。魅力的な町になるにはどうしたら良い
か考えて下さい。

●市職員に関すること（１５件）

○ 税務課へ確定申告に行った際、対応がものすごく悪かったです。わから
ないこと人に親切に対応してほしい。これからの指導をお願いします。

○ 多くの職員の方々が勤務時間を超過してまで、市の為に働いてくださっ
ていることに感謝しています。勤務時間外でも市に貢献されている姿を
よく目にします。ありがとうございます。

○ 市役所職員の対応が良くない。情報が共有されていない。

○ 市職員のレベルアップと住民の意見を反映されるようにしてください。

（再掲）

○ 市職員の教育に力を入れて下さい。市の顔です、市をアピールする時自
慢できる職員になって。

○ 各課に専門知識・経験豊富な人が必ずいるようにしてほしい。マニュア
ルだけでは応用がきかない面がある。

○ 市内に住む若い人達をどんどん公務員にしていくべき！大卒が仕事が出
来るとはかぎらない！市役所へ出向くと大卒者の型にはまった無愛想が
目立ちます。

○ 市役所の職員の育成と教育。(職員のミスで何度も行かなくてはならな
い時があった為。会社では許されない事です)

○ 市役所の方達が親切で助かります。自然が豊かな土地(地域）だと思い
ます。環境の保護を継続して行って下さい。
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○ 自分達のミスはしっかり認めて下さい。（国etc公人達はまずそう言う
事は無いですね）

○ 市役所職員が仕事をしない　まじめにやれ！てきとうに対応するな。う
そをつくな。

○ 役場の市民課の対応どうにかなりませんかねぇ皆さんではないのですが
…（もちろんいい方もいます）とても嫌な気分にさせられます。ごめん
なさい正直に書いてしまいました。

○ 今、認知症の父をよりそっています。介護の更新の時、面接にこられる
人の考え、態度に差があります。今年は大変不愉快な思いをしました。
市としての仕事かどうかはわかりませんが、認知の父に対し（家族に対
し）上目線の言葉ではなく、適切な言葉、応対が出来る様、教育をお願
い致します。アンケートの返信が遅れ申し訳ありません。

○ 堀之内体育館や町民センターの設備を整える。もしくは、新しいものに
して防災・福祉にもっと役立てる様にした方がよい。市役所内の雰囲気
が悪い。もっと思いやりをもって人と接してほしい。市役所が菊川の顔
であることをもっと意識してほしい…市役所に行く用事があると気がめ
いる。笑顔の対応をお願いします。

○ アンケートが何回も来ますがどういう選び方をしているのでしょうか？
旧小笠町のころよりも市職員とのつながりがうすいように思われます。
なんだかすごく遠い人のように思うのは私だけでしょうか？

●福祉施策に関すること（３５件）

○ 子育てしやすい街として紹介されたり評価されているようですが、何が
そんなに評価されているのでしょうか。他の街から秀でているように感
じないのは私だけでしょうか。保育料、２人目半額・３人目無料という
のもなぜ１人目が９才までとなっているのでしょうか？９才くらいにな
ればパートやら何かしら働きにでられるでしょ！というニュアンスなの
でしょうか。疑問ばかりで申し訳ございません。公園の遊具ももう少し
整備をまめにしていただけたらありがたいです。菊川で生まれ育ち、結
婚後も住み続けている街ですので、少しでも住みよい街となる事を祈っ
ております。

○ 認知症や運動機能の低下にならないための取組み場が必要だと思う。
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○ 他市にある高齢者福祉サービスに比べ、平等性の欠如、収入のある人も
ない人（非課税世帯）に限定される支援。考えてもらいたい。課税世帯
にも幅があるし、少なからずの支援が有り難かったりする。日々の業務
大変だと思いますが、人に対する接遇は人により差がありすぎる。

○ 高齢者社会をむかえ、安心して生活をおくることができるまちづくりを
もっともっと考えていく必要があると思います。

○ こども医療費を１８歳までのばしてほしい。

○ 少子高齢社会を迎え、安心して、自立した生活の出来る町づくりの実現
を願います。菊川市は、公営墓地が少なく、他市より遅れているので大
きな魅力ある墓地があると高齢者が安心して終活に夢をもてると思う。
社会福祉の充実と介護制度の進歩、地域医療の体制を整えてください。

○ 子供が子育て支援センターによく通っていてお世話になっています。先
生たちがとてもよく声をかけてくれたり顔も覚えてくれて、とても嬉し
く、子育てしやすい町だと感じます。公園も遊具がたくさん新設させて
環境もいいです。出産できる場所が少なく、菊川市で出産できなかった
のが残念でした。

○ 高齢者や子供が安心して生活できる街作りに励んで下さい。
（再掲）

○ 子供医療費を掛川等と同等にしないのがおかしいのでは？

○ ①１８才以下の子供医療の無料化。
②浜岡原子力発電所の再稼働絶対反対。再稼働した時は、住民は流出し
菊川市の人口減になる。

○ ①子育て支援センターが利用しにくい。
②掛川市の方が充実していてそちらをよく利用している(妻の意見)。
③市役所の駐車場がせますぎます。

○ 子供の医療費を高校卒業するまでみて欲しい。

○ 婦人科検診を年に一度行うようにしてもらいたい。
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○ 隣町の山の上から菊川に来て（嫁に）、すごい都会に来たと感じたほど
便がよかったし、菊川市大好きです。福祉に関しては、草笛が今主と
なっています。小１～高３のデイ放課後も事業となり、１９～６５才の
利用者の居場所（働く）があり安心しています。青年部から６５才まで
以降の不安はあります。草笛さんで老後ホームが出来れば何より安心と
なります。どうかお考えください。北陸の方では、同じ地区に一貫性の
ある場所があり「いいな～」と心から感じました。実現願います。何で
も自分から参加する事の大切は障害ある理解をふやせるとおもいます。
それを受け入れてくれる市で今後もあってほしいです。又、昨年ステー
ジ４の在宅介護で看取りました。近くの病院、近くのクリニックと訪問
介護と出来て大変助かりました。１年でしたが、今こし・ひざ痛と身体
の異変が出ています。これも今後は共生と考えてすごしています。看護
する方がより利用しやすいように家庭医療の充実願います。長期のわた
る看護の方々のおもいをおもうと、わたしはわがままかもしれないです
が、お願いします。（友人は長い看護の末、自分の病気に気付かず他界
しました）今は、本当に全てが他人事でなく我が身に起こる事です。障
がいも看護も事故も…。このアンケートも全てがとても重要と感じま
す。災害においても、菊川は道がありすぎると聞いたことがあります。
他にお金をかけてほしいとも…。しかし、災害において何が必要かと問
われると早く逃げれる多くの道がある事が大切ということも対策として
体験者からききました（TVで）どれも一長一短あることも考えられま
す。じっくりゆっくり対策が必要と。全ての対策に対してもと感じまし
た。わたしも自分なりに菊川市の一市民として地道にゆっくりじっくり
小さな力を注いで行きたいです。みなさんもお身体ご自愛し頑張って下
さい。

（再掲）

○ ①老人に健康体操を指導してほしい。
②大型車が通るたび大きな音がする(びっくりする)。

○ 老人ホーム等の充実。

○ ①ＡＤＨＤ、ＬＤなど発達障害に対する講演などやってほしい又、学校
の先生などにも広く勉強してほしい。
②子供が気軽にボール遊びができるような所がほしい。

○ 高齢者夫婦の生活になり、今後社会支援がどのように受けられるか教え
て下されば有難いです。

○ 福祉が充実するようにしていただきたい(私の子供は障害があるので)。
例えば障害者の働ける施設や(今もあるけど定員がいっぱいで足りない)
や障害を持つ親に対しての公演など行ってほしい。
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○ 同居していて近くで家を建てる予定でいます。若者世帯定住促進補助金
を受けることが出来ませんでした。1年以上菊川市に住んでいるのに(生
きてきてずっと)同居しているだけで受けられないのはとっても辛かっ
たです。私達だけでなくきっと他にいると思います。予算がなくなり次
第終了と書いてありますが、あまっているのかも終了したのかも分から
ないのはどうなのでしょうか？子育てもこれから待っているのに住みや
すい市だと言えるのでしょうか？ずっとモヤモヤしていたので書かせて
もらいました。よろしくお願いします。

○ ①子育て支援センターへの行きやすさ(遊びやすさ)を少し見直してもら
えたら嬉しい。隣の掛川市の支援センターに時々遊びに行きますが、内
容が色々あってとても楽しめる。行きやすい。(けやきはほとんど予約
制になって行きにくい。)
②掛川市にはわかりやすいサイトもあって良いなと思います。

○ 医療を充実してほしい。開業医の皮膚科がない。

○ 娘が菊川に帰省した時、子供を連れて支援センターに行きます。気持ち
よく受け入れてくれてうれしいです。

○ ①出来る限り在宅でとか高齢者の免許返納等、最近はますます見聞きす
る機会が高まりました。身近な細かい問題ですが、近い将来の自分の問
題です。
②ゴミ出しについてとても気になっています。今の年齢でさえ回収場所
まで歩いて出しに行くには遠すぎる距離に感じます。静岡市や浜松市を
見てみると家の近く各所に出すことがOKでゴミの上にネットが張られ
ていて回収車がホント短距離を走っては停まり集めてくれます。菊川市
でそういうやり方は不可能でしょうか？現実毎回のゴミ出しを諦めるこ
とも有りません。たとえ有料であっても何らかの方法を生み出して欲し
いです。
③又このアンケートで書く問題ではないかと思いますが図書館の所に駐
車するのに白線が消えかかっていて非常に停めにくいので白線を引きな
おして下さるとありがたいです。

○ 子育て支援体制を充実させてほしいです。

○ ①子供の医療費を高校卒業まで支援する自治体が多い中、中学生までで
終わり。更に、無料ではなく、4回まで？500円。子供が3人で数回づ
つかかれば負担になります。見直して欲しいです。
②駅の無料駐輪場を利用しますが、場所が悪く放置自転車も多い様子。
治安も悪いと聞きます。屋根もない！！駅前開発に力を入れるなら、そ
ういったところを整備して欲しい。駅前商店街にばかり目を向けてない
で一般利用者の利便性を第一に考えるべきだと思う。
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○ ①公共交通機関が不便。（週末バスや利用者がないのが困る）
②休日に家族で行ける児童館を増やしてほしい。
③スーパーが少なく空き家が多いため、若者が住みにくい。

○ ①市立病院小児科に常勤医師を。医療体制を整えてほしい。
②子育ての相談しづらい。（支援センターでなく電話などでできるとこ
ろ）
③国際交流の機会を増やしてほしい。大人も子供も楽しめるようなイベ
ントがあったらいい。
④駅前商店街が寂しい。
⑤上本所に公園を作ってほしい！（子供数は多いが遊ぶところがな
い。）

○ 市民の事を考慮して下さっている事はとてもありがたいと思っていま
す。今後も安定した仕事、生活ができるまち作りを希望します。介護施
設やコミニティーバスも自分の老後を考えた時心強く思います。 （再掲）

○ 私達が若い時のことを考えると駅前が随分整備されマンション・スー
パー等大型店も出来、随分と住みやすい菊川市になってきたと思いま
す。若い人達や子育て世代の人達がずっと住みたいと思うような菊川市
になっていってもらいたいと思います。今日、高齢者の施設等だいぶ
整ってきているように感じますが発達障害児などの放課後デイなどまだ
まだ整っていないように思いますので市でも考えていただきたいと思い
ます。

○ 小笠東もコミ協が立ち上がり８年を経過しました。自治会との連携もで
きており活動も多様化し拡がりを見せています。これからも市職員の方
にアドバイス・協力をお願いします。この年になると老後の支援体制に
は不安を感じます。その面での対応をお願いします。

○ せっかくマイナンバーカードがあるので、住民票などコンビニ等の取得
に役立てて欲しい。子育てや就職などの支援はきっちりして欲しい。不
妊治療などにも手厚い支援を。検診補助費や健康に関する補助を広げて
欲しい。

○ 産婦人科が少なすぎる。

○ インフルエンザ等の注射が他市よりも高いのはおかしいと思います。

○ 医療費控除の年齢ＵＰを検討していただきたい。

●菊川病院に関すること（７件）
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○ 菊川総合病院へ初診でかかった時に、乳幼児受給者証があっても診察料
に加え特定初診料（1,050円）がかかるのはなぜか。他病院（医大・
中遠州）ではかからないようなので納得いかない。

○ ①市立病院小児科に常勤医師を。医療体制を整えてほしい。
②子育ての相談しづらい。（支援センターでなく電話などでできるとこ
ろ）
③国際交流の機会を増やしてほしい。大人も子供も楽しめるようなイベ
ントがあったらいい。
④駅前商店街が寂しい。
⑤上本所に公園を作ってほしい！（子供数は多いが遊ぶところがな
い。）

（再掲）

○ 医療機関を充実させてほしい。皮膚科がない。

○ 菊川市立病院の看護婦さん医師たちの「上から目線」な対応をやめてほ
しい。診察する気が全く感じられない。そんな病院だから行きたくない
し、行こうとも思わない。意識改善を強く求める。

○ ①菊川病院の床下の汚れが目立ちます。
②外来の人達のために床屋さんを作ったらどうでしょうか？

○ 小児科を復活して欲しい。

○ 市民の命をあずける菊川病院を良くしてほしいと思います。

●環境施策に関すること（３１件）

○ 下水道をすべての住民に徹底し、衛生面でも環境に良い菊川市を早く実
現してほしい。

○ 西方川に野菜やごみが沢山投げ捨てられ、いつも我が家のところで止
まってしまって大変困る。（消防第一分団二部の西の川付近）

○ ①再生エネルギーを使って、公共交通機関を充実してほしい。（e-
power又はHV等の自動車をバスや電車に応用し、e-power stationと
駅とショッピングモール等が一体化した施設をつくってほしい）
②つま恋や吉沢辺りに駅をつくってほしい。
③東名の側道から「たまりーな」の辺りへ抜ける広い道をつくってほし
い。

○ ごみの分別をやめてほしい。

○ ①永久供養できる市営の共同墓地が必要。
②子育て中なので３人目園代無料になってほしい。
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○ 市営の墓地が欲しい。

○ プラごみの収集を２週間に１回から１週間に１回に増やしてほしい。

○ 川をきれいにするには…？

○ 公共霊園の設置

○ 菊川と名がある以上、菊川の河を美れいしてほしい。桜を植えるとか、
水が汚い！！

○ 浄化槽の会社をどこで頼んでやってもらってもいいようにしてほしい。

○ 道路脇にゴミの投げ捨てが目立ちます。監視カメラを増やす等対策をお
願いします。

○ 特に秋・冬の草や枯れ葉を洗濯物をほしてある時間帯にもすので困って
います。何度注意しても他の人がやっている強みか、かわりません。

○ 美化活動　大切な事ですが市街地の草刈りが負担が大きすぎる近隣との
つきあいもありやらざるをえない。夏場は月に何回も草刈り機を使用。
年齢が上がっていくので心配。

○ ゴミステーションに夜中に来て粗大ごみをどっさり置いて行った「ワ
ル」がいた。そのゴミを分別して処分した。大変だった。市外の「ワ
ル」だったかな？

○ 市に対する物ではないと思いますが、この頃道路沿いにゴミを捨ててあ
る場面によくあいます。このごろ特に思います。いろんな人が住むよう
になったからでしょうか？

○ 竹を切っていただくようにしてあります。竹は上、上に行きたまりま
す。イノシシも夕方出るのでお願いします。

○ 専用ゴミ袋を廃止するか、値段を下げてほしい。
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○ 循環型の社会の推進はすばらしいことかもしれないが、資源ごみ分別の
際に、一家庭の中でも些細な個人の認識のずれが生じるため、あまりい
い気はしない。また、他市から転居してきた人、してくる人、特に若者
にとっては網から網への移動というのも億劫だと感じる人もいるだろう
と思う。

○ ①一人世帯も増えているので、ゴミ回収の時間などを工夫したらどうか
（夜勤などで、出せないときがある）
②アエルへのアクセス（イベント時にバスが無いなど）
③菊川に来て20年。だんだん好きになりました。観光などでPRも大切
ですが、安心して住み続けられるような政策を望みます。

（再掲）

○ ①養鶏施設の悪臭について
②減農薬について

○ ①ゴミの分別がめんどくさい
②菊川駅北口を作って下さい。とても不便しています。
③駅北にも病院などの施設を作って下さい！！

○ 下水道の整備を進めてほしい。

○ 生まれ育った地区の保育園に子供を入れたいが、加茂の人口が増えて定
員が埋まるため困る。地元優先とはいわないが頭をかかえる問題です。
七曲池下流の護岸工事をするからホタルがいなくなってしまう。子供が
大人になるころには見られないだろう。

○ 少子高齢社会を迎え、安心して、自立した生活の出来る町づくりの実現
を願います。菊川市は、公営墓地が少なく、他市より遅れているので大
きな魅力ある墓地があると高齢者が安心して終活に夢をもてると思う。
社会福祉の充実と介護制度の進歩、地域医療の体制を整えてください。 （再掲）

○ ①公園の整備が不十分で子どもにとって危ない場所があるのです
②家のすぐそばで、ごみを燃やす家庭があり昔からの習慣なのだろう
が、安心して洗濯物を外に出したり窓をあけたりできないです。
③道路がガタガタでつっかかってころびそうな場所が何カ所かありま
す。

○ メイン通りに横断歩道がなさ過ぎて渡る時は命がけになる！！もっと渡
りやすくなるようにしてほしい。ゴミ捨ての度に怖すぎる。月１０回ゴ
ミ捨て場が夜７時以降に開くのでなおさら怖いんです。
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○ ①出来る限り在宅でとか高齢者の免許返納等、最近はますます見聞きす
る機会が高まりました。身近な細かい問題ですが、近い将来の自分の問
題です。
②ゴミ出しについてとても気になっています。今の年齢でさえ回収場所
まで歩いて出しに行くには遠すぎる距離に感じます。静岡市や浜松市を
見てみると家の近く各所に出すことがOKでゴミの上にネットが張られ
ていて回収車がホント短距離を走っては停まり集めてくれます。菊川市
でそういうやり方は不可能でしょうか？現実毎回のゴミ出しを諦めるこ
とも有りません。たとえ有料であっても何らかの方法を生み出して欲し
いです。
③又このアンケートで書く問題ではないかと思いますが図書館の所に駐
車するのに白線が消えかかっていて非常に停めにくいので白線を引きな
おして下さるとありがたいです。

（再掲）

○ 市役所の方達が親切で助かります。自然が豊かな土地(地域）だと思い
ます。環境の保護を継続して行って下さい。

（再掲）

○ ①菊川駅に北口を作って駅北をにぎやかになるようになればよいと思
う。
②若者の働く場所が増えるとよい。（優良企業を誘致する）
③荒れた野山を整備し、里山をよみがえらせたい。
④静岡空港を利用する人が増えるような取り組みがほしい。
⑤耕作放棄地（茶畑）の有効活用を考えていきたい。

○ ①駅ロータリーが使用しにくい（長時間駐車している車がいる、タク
シー側が広すぎるのでは…。）
②駅前交番の場所を移動した方が良い。以前の様に駅前になれないた
め、長時間駐車する車がいるのでは？
③地域イベントがあまり盛り上がっていない。（他市の様にもっと宣伝
してもよいと思う）
④加茂地区のゴミステーションを新しくほしい
⑤駅南、加茂、下平川地区のみ改善されており場所によっては街灯がな
い等、差がはげしすぎる。もっと全体的に少しづつ改善してほしい。

●教育に関すること（１９件）

○ 子供を４人以上出産したにも関わらず、保育料がかかっている。中高生
を育てるのに経済的に大変なのに市税で判断がおかしい。子供のために
働き、なぜ無料にならないのか。楽している両親の方が待遇がよく見え
る。納税額が違う時点で平等なのに、なぜ保育料が３人以上の家庭が無
料とそうでない家庭があるのか。納得がいかない。

○ 先生の情熱が感じられなくなった。学校に対して不信感が強い。

○ 生まれ育った地区の保育園に子供を入れたいが、加茂の人口が増えて定
員が埋まるため困る。地元優先とはいわないが頭をかかえる問題です。
七曲池下流の護岸工事をするからホタルがいなくなってしまう。子供が
大人になるころには見られないだろう。

（再掲）
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○ 子供たちが、健康で、すくすく育つ活動に取り組んでいってもらいた
い。

○ 保育園の入園状況に不公平感を持っています。どんな子も出来るだけ地
元の保育園に入園できるよう、強く希望します。待機児童０人を御願い
します。

○ 私は小・中学生の子供(孫)がいないので解りませんが、浜松に外孫がい
ます(中学)、クラブ活動に対し大変な疑問を感じます、というのは朝活
はあるし、放課後は遅くまであるし、土・日も１日め一杯あるという、
試合ではメンバーを固定し、補欠はゲームに出してもらえず、差がある
わけではないし、プロじゃあるまいし公平に万遍なく試合に出してやる
という気持ちに欠けていると思う。部活はもっと短く遊ぶこととか、勉
強やるとか、その方が大事と思う。菊川もそうなら教育委員会は何を考
えているのかと問いたい！

○ 学校や市管理のグランド等、使用する団体の皆様が整備や草取り等実施
しております。もし利用者がいなければ、ということも考え、ネットの
補修や安全面、グランドの土(整備)等、予算どりして頂き(ボランティア
を頼りがちでなく)スポーツ支援の為にも配慮頂けたらと思います。

○ ①スポーツ活動をより活発にし元気で楽しい町にしてほしい。
②スポーツ施設の拡充(体育館はいつも予約でいっぱい)
③大きな大会を誘致したり実施できるようにしてほしい。周辺の市はあ
る。
④安心してずっと住めるようにするため原発リスクを０にして下さい。
→何のメリットもない、リスクだけなぜ？
意見する強い市長になって下さい。

○ うわさで菊川西中学区が変更になるという話をよく聞きますが、私は学
区変更案について反対です。

○ ①保育園に子供を預けているが、学区が違う保育園で、小学校でお友達
が新しくできるか、なじめるか心配。
②通学路が危険な所がある。
③近くに公園がない。

○ 小学生の子供がいますが英語教育を充実させてほしいです。小学校にも
ALTの先生（英語をネイティブとする方）が来てくれたら嬉しいで
す。また夏休みにイングリッシュサマーキャンプ（宿泊はなくて良い）
を企画して頂きたいです。牧之原市では過去に行っているようです。ご
検討の程よろしくお願いします。

○ 小学校での英語教育が拡大する機会を活用して、英語専科教員を導入し
てほしい。現場はとても助かる。ICTもいいが、英語に限らず専科教員
を導入する試みを行い、県内のさきがけとなってほしい。
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○ 小笠北幼稚園を建てなおして欲しい。

○ 育休退園する子供が出てこないような市に欲しいです。入園希望者がス
ムーズに入園できる、「16時」ではなくて「18時～19時」ぐらいま
で安心して預けられる環境を整えて欲しいです。

○ ①問１５の浜岡原発の停止が一番大切。
②子育てしやすいまちづくり（特に教育）
③農家が夢を持って次の世代にバトンタッチできるように農業を大切に
してほしい。（深蒸し茶の復活を望む）
④工場を誘致して若い人が働く場所を確保してほしい。

○ ①永久供養できる市営の共同墓地が必要。
②子育て中なので３人目園代無料になってほしい。 （再掲）

○ 子供が子育て支援センターによく通っていてお世話になっています。先
生たちがとてもよく声をかけてくれたり顔も覚えてくれて、とても嬉し
く、子育てしやすい町だと感じます。公園も遊具がたくさん新設させて
環境もいいです。出産できる場所が少なく、菊川市で出産できなかった
のが残念でした。

（再掲）

○ 子育て支援体制を充実させてほしいです。
（再掲）

○ ①浜岡原発は先々脱原発する方向であれば今は稼働してよいと思う。
②子供の教育で格差に関係なく平等に教育を受けれる環境がよい

●公共交通に関すること（２２件）

○ ①コミュニティバスを学生（菊川市住民）に使用させてほしい。静鉄で
は行けない所が多い。
②子育てママの美容院・買い物時に１～２時間預かる所を作った方がよ
い。（一回500円位で利用できるとよい。）

（再掲）

○ ①公共交通機関が不便。（週末バスや利用者がないのが困る）
②休日に家族で行ける児童館を増やしてほしい。
③スーパーが少なく空き家が多いため、若者が住みにくい。 （再掲）

○ 公共交通機関を充実させてほしい。（バスの通っていない地域が多かっ
たり、本数が少ない）

○ 駅や病院、バス停が遠い！病院へのバスの本数が少ない。車がないと生
活できない街では不満です。高齢者が免許を返してくれない。
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○ 市の小さい絵のバスの時刻表とコースがわかりづらくて乗れていませ
ん。通学時間に駅と住宅地を通っているといいな。遠くから引っ越して
きたので、まだ菊川に馴染めませんが、好きになりたいです。幸い、ご
近所に恵まれ、助けられながら子育てできています。PTAや子供会を
通して、これから貢献していきたいです。

○ コミュニティバスの有り方　利用する方を対称した方法を考えてくだ
さっておりますか？もう少ししぼり込み、迎え行きたい場所へ直接出向
くという案もあるかと思います。

○ 公共のバスだけでなく、路線（電車）を走らせてほしい。通学バスが普
及すればいいと思う。

○ ①バス等交通の便が整備されているとは言えない。
②車の移動が多くなり、健康的な生活がしづらい。
③横断歩道が欲しいところにない。
④住宅地が増えているが、緑は残してほしい。

○ コミュニティーバスをもっと増やすとか。利用する人を特定し、予約制
にしたり、もっと早く目的地に行けるようにしてほしい。PCを利用し
て予約するとか。病院の帰りはグルグル廻ってもいいかな？スーパーと
かにも寄れるとか…。

○ 私達が若い時のことを考えると駅前が随分整備されマンション・スー
パー等大型店も出来、随分と住みやすい菊川市になってきたと思いま
す。若い人達や子育て世代の人達がずっと住みたいと思うような菊川市
になっていってもらいたいと思います。今日、高齢者の施設等だいぶ
整ってきているように感じますが発達障害児などの放課後デイなどまだ
まだ整っていないように思いますので市でも考えていただきたいと思い
ます。

（再掲）

○ ①市内の交通網の整備について不安。今は困らないが高齢になって車の
運転が出来なくなった時に移動が不安。巡回バスがあるが時間がかかる
し本数もさほど多くない。
②市内に商業施設が少ない。

○ ①市街地はかなり整備されたが村部は救急車も入れない家もある。福祉
バスも地区の3分の１が利用するのにかなり歩く。バスの見直しが必
要。
②同報無線も聞こえにくいし、家の中の無線機は全く聞こえない。受信
アンテナをもっと設置してほしい。(各家庭を調査し大至急やるべき。
これからは村部を重視してほしい。今まで我慢してきた)

○ ①駅前商店街の活気がまったくない。車も通れない為、どんな店がある
のかも知らない。駅をきれいにしたのにもったいない。
②菊川市内で買い物した事がない。→不便だから。
③小笠と合併しても生活は何も変わらない。
④人口を増やせば店もたくさん出来て潤うと思うが・・・。→その為に
どうしたら良いか考えて下さい。魅力的な町になるにはどうしたら良い
か考えて下さい。

（再掲）
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○ ＪＲを利用する為には、コミュニティバスが駅への本数がもっとあると
いい(遠回りせず)

○ ①再生エネルギーを使って、公共交通機関を充実してほしい。（e-
power又はHV等の自動車をバスや電車に応用し、e-power stationと
駅とショッピングモール等が一体化した施設をつくってほしい）②つま
恋や吉沢辺りに駅をつくってほしい。③東名の側道から「たまりーな」
の辺りへ抜ける広い道をつくってほしい。

（再掲）

○ 駅周辺の自転車置き場の整備と交通手段の整備をお願いします。

○ ①街中の道路整備がされていないため、狭くて車も多く、自転車は路肩
を走らされているようで危ないです。
②コミュニティーバスに主に雨の日に利用していますが、本数も少なく
土日もなく帰りはタクシーだったり無理して歩く。無いよりは良いので
すがこれから家族も車に乗れなくなるような年ですもう少し便利になっ
たら良いのですが。
③行政や市民参画のことは何も分かりません。
④アンケートが３回目です。どうして何度も来るのですか？

（再掲）

○ ①自治会に道路の補修を依頼して対応してもらいましたが、2年経過し
てからだった。
②コミュニティバスは利用されているのか。目的地まで時間がかかる。
タクシー会社を安く利用する制度は出来ないか。高齢者の車の免許を返
納した人は困っているのではないか。
③お茶の生産者が減り続けている。お茶の販路の開拓を進めて欲しい。

○ ①HPにアクセスして担当部署に問い合わせしたいと思ってもどこか不
明、分かりにくい。
②コミュニティーバスが利用しづらい。又、一部のドライバーが安全運
転していない。もう少しルートを工夫して欲しい。
③同報無線が聞き取りづらい。ラジオの様な物を貸していただいている
が、感度が悪いので聞こえない。
④大雨が降ると川が氾濫してから避難指示がくるので遅い。高齢者が移
動できない状態では困る。
⑤きくのんもいいがきくちゃんももっと出してほしい。きくのんが出て
きてからきくちゃんが出なくなっている感じがする。
⑥市役所の駐車場がせますぎ、両サイドがせまい。
⑦もっと高齢者が住みやすい環境にしてほしい。自分で車を運転しない
と移動できない。
⑧物価が高い感じがする。又周辺の市より税金が高い感じがするが、そ
れが活かされていない感じがする。

○ 市民の事を考慮して下さっている事はとてもありがたいと思っていま
す。今後も安定した仕事、生活ができるまち作りを希望します。介護施
設やコミニティーバスも自分の老後を考えた時心強く思います。 （再掲）
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○ 私は、菊川－浜岡線のバイパスの整備により、加茂地区の商業活動が活
性化している事実により、市政が行うことは住民の目先の欲望を満たす
こと以上に先見の明の必要性を感じます。その視点から以下のことを考
えます。(便利になれば利用者は増加するという考え)
①菊川駅の南北通り抜け及び無料駐車場の設置。
地方と都会とでは、鉄道の駅の役割は違っていいと思う。富士山静岡空
港は地方の空港である。無料の駐車場がある。地方の鉄道駅である菊川
駅にも無料の駐車場がよいのではないか。
②ＪＲ東海に進言していただきたいこと
豊橋以西と同等のサービス(快速の運行)をしてほしい。
③静鉄バス、市バスの運行について
バスの運行路線を見直してもよいのではないかと思う。静鉄バスは、菊
川－浜岡間は、バイパスに約2km毎にバス停を作る。バス停は、道路
ではなく、駐車場を備えたもので入り込めるものにする。そうすれば、
高齢者や学生は自動車や自転車で利用できる。また、後続の自動車にも
迷惑を掛けないですむ。自家用車は近距離の運転ですむ。
以上の3点について、公共交通機関についてであるが、高齢者社会や外
国人にとって、より便利な移動手段は公共交通機関であることを肝に銘
じて考えたい。

○ ①菊川駅に北口を作って駅北をにぎやかになるようになればよいと思
う。
②若者の働く場所が増えるとよい。（優良企業を誘致する）
③荒れた野山を整備し、里山をよみがえらせたい。
④静岡空港を利用する人が増えるような取り組みがほしい。
⑤耕作放棄地（茶畑）の有効活用を考えていきたい。

（再掲）

●菊川駅周辺に関すること（３９件）

○ 駅の北側に連絡通路と改札口がほしい。

○ 駅北に力を入れてほしい。（北口を作る。駅北の空き地に商店を作る
等）

○ 菊川市は、掛川などに比べて、駅前に遊べるところがないので少し不便
かな、と思います。私みたいな２０代～３０代くらいの若い世代だと
ちょっと不便な所があるかと思います。

○ 駅周辺の自転車置き場の整備と交通手段の整備をお願いします。

（再掲）

○ 菊川駅北の開発を進めてほしい。加茂地区に飲食店が集中するのは良い
が、駅周辺に飲食店が少ないため掛川・袋井へ出掛ける事が多い。

○ 菊川駅の北口の実現をお願いしたいことと、北口から続く国道掛川バイ
パス道路に続く広い道路が出来れば、他の市から菊川に来てくれる人
が、増えると思います。
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○ 駅の北口をできる限り早く作ってほしい。えんてつ通りに葬祭場ができ
るのはいかがなものか。

○ 駅のロータリーの車を停める台数を増やして欲しい。

○ 菊川駅を利用するにあたって、もっと駐停車するスペースがあると便利
でよいと思います。

○ 菊川駅北口事業を早く進めてほしい。

○ ①菊川駅北側地区の開発(橋上駅も含めて)。
②せめてけやき通りだけでも電線・電柱の地中化の促進。

○ 駅北より電車の乗降りが出来るようにしてほしい。

○ ①駅周辺の商業施設の充実又菊川駅に北口があるともう少し市として人
を呼び込めると思う。あと街灯が少なく感じる。夜間歩いていると暗く
て怖い。
②車の運転が荒い(狭い路地でもスピードを出して突っ込んでくる)

○ 重要な市北部地域の開発・活性化の道として駅北口広場の開設につい
て、JR東海、他関係機関と連携して頂き市主導でよろしいので早期に
対応願いたい。以上

○ 駅前地区の開発は失敗だと思う。商店街が活性化するかもと思っていた
が、店じまいをした普通の民家が豪華な家になっているのは何故だろう
と思う。市外の知人からも指摘が多いです。

○ 駅前・駅周辺に活気が欲しいです。

○ 駅北口があると便利。アピタ、イオン、ららぽーとの様な大型店があれ
ば市外への買い物、外出しないですむ。

○ ①駅前に活気がない。暗い
②お茶の産地なのにピーアールが足りない。
③閉鎖的。目玉になる物がない。

○ 菊川駅周辺に活性化なし。菊川－金谷間に新駅を作り富士山静岡空港も
よりの駅にしたら良い。学校（大学）や企業誘致することが良い。

○ ①菊川駅に北口を作って駅北をにぎやかになるようになればよいと思
う。
②若者の働く場所が増えるとよい。（優良企業を誘致する）
③荒れた野山を整備し、里山をよみがえらせたい。
④静岡空港を利用する人が増えるような取り組みがほしい。
⑤耕作放棄地（茶畑）の有効活用を考えていきたい。

（再掲）
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○ ①菊川駅北口と駐車場（24時間）と駐車場（屋根付電灯付）を作って
ほしいです。
②若い世代（20代～40代）が寄りそうなカフェや食事するお店が出来
たらいいです。

○ ①駅ロータリーが使用しにくい（長時間駐車している車がいる、タク
シー側が広すぎるのでは…。）
②駅前交番の場所を移動した方が良い。以前の様に駅前になれないた
め、長時間駐車する車がいるのでは？
③地域イベントがあまり盛り上がっていない。（他市の様にもっと宣伝
してもよいと思う）
④加茂地区のゴミステーションを新しくほしい
⑤駅南、加茂、下平川地区のみ改善されており場所によっては街灯がな
い等、差がはげしすぎる。もっと全体的に少しづつ改善してほしい。

（再掲）

○ 駅北　改札口　商業エリアの推進　大切だと思う

○ 市南部の意見に惑わされず、菊川駅北側に重点的に予算配分する政策を
実行してほしい。

（再掲）

○ 駅前をもう少し活気ある様に商店主と考えてほしいです。駅前のロータ
リー使いにくいです。

○ ①浜岡原発の事故を想定して避難地域が決定しましたが、そのような可
能性があるのなら稼働しない方がいいと思います。
②駅北への改札を簡易化にしても早期に作ってほしい。

○ ①菊川地区に比べ、小笠地区の発展が遅れているように感じます。
②菊川駅前に駐車場が少なく、ＪＲが使いにくいです。
③ＮＰＯ団体が増えていて、自分たちで積極的に活動しようという市民
有志の皆さんの熱意が感じられます。

（再掲）

○ ①居酒屋増やしてほしい。（駅周辺）
②ガソリン安くしてほしい！
③駅北口の発展

○ ①菊川市のアピールが少ないと思う。もっと積極的に市・県外にアピー
ルした方が良い！（せっかく住みやすいまちに選ばれているのだから
もったいない。）
②駅周辺の駐車場を増やしてほしい。
③婚活パーティーは土日にもやってほしい！
④若者消防団だけでなくシニア消防団も作ったらどうですか？
⑤きくのん可愛いです。（しかし、ぬいぐるみのきくのんはかわいくな
いのですが…可愛くしてください！）グッズはどこで買えますか？

（再掲）
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○ ①同報無線による時報の音量が大きく又長すぎます。今は特に１７時の
時もう少し音量を下げたり、曲を短くしたりして頂けたらと思います。
②菊川駅の北口を開設して頂きたい。送迎時の混雑緩和の為にもよろし
くお願いします。

○ 最初のアンケートは１０段階で答えるのが難しいです。あと、重要度と
いうのも？？で、どれも大切であると思えたり、反対に重要かと問われ
ると？？です。申し訳ありませんが、時間もなく、最初の方は答えられ
ませんでした。集計するなら「わからない」ですべてお願いします。個
人としては、自然もあり、お店も色々できてきて、住みやすいです。強
いて言えば小笠地区の旧商店街がシャッターになっているのが残念で
す。菊川駅のえんてつストア側改札口お願いしたいです。

○ ①横断歩道を渡らない人（老人）が多い。
②年を取ってからの交通手段（特に買い物。病院）がない。
③夜間特に黒い服装でウォーキングする人が多いので反射材の着用をし
てほしいです。
④駅前ロータリーを検討して下さい。

○ ①駅前通りは市民共有のいこいの場や商店通りになっていない。
②一時保育先もいっぱいで利用できない困っている。
③動物（ペット）と楽しめる場所が欲しい（有料でもいい）
④班の負担（当番制など）を軽くして欲しい。
⑤駅ステーションの駐車場が狭くて不便・送迎時に苦労している。
⑥買い物やスポーツなど休日に楽しみたいことは市街にないため車や電
車で出かけないといけない。
⑦公共町づくり緑化木はゆったりと統一されセンスある近代化されたお
しゃれな町がいい。その町を見ただけでいやされる。投資はかかるが少
しづつでもやってほしい。
⑧西方河川を遊歩道にしてほしい。
⑨電柱をなくしアピールする。
⑩東名・東名バス停・バイパス・駅・空港と便が良いがあまり知られて
いない。
⑪掛川市もしくは広域道州制になって行政のむだをはぶく。
⑫宇東誇（線）？の西側の急斜面が心配地震の時くずれれば大きな被害
がでる。あの壁は弱そうで耐えられないのでないか。

○ ①子供の医療費を高校卒業まで支援する自治体が多い中、中学生までで
終わり。更に、無料ではなく、4回まで？500円。子供が3人で数回づ
つかかれば負担になります。見直して欲しいです。
②駅の無料駐輪場を利用しますが、場所が悪く放置自転車も多い様子。
治安も悪いと聞きます。屋根もない！！駅前開発に力を入れるなら、そ
ういったところを整備して欲しい。駅前商店街にばかり目を向けてない
で一般利用者の利便性を第一に考えるべきだと思う。

○ ①ゴミの分別がめんどくさい
②菊川駅北口を作って下さい。とても不便しています。
③駅北にも病院などの施設を作って下さい！！ （再掲）
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○ 原発は停止ではなく廃炉に。駅南を駐車場と道路整備するだけなら駅北
口改札を早急に設置し開発を進めて下さい。また散歩やランニング等四
季を通してしやすい様街路樹を歩道の整備もお願いします。

○ ①若者に人気のある商業施設をつくってほしい。（人が集まる商業施設
が少ない）
②土日に印鑑証明等を出せる設備がない時点で住みにくいと感じた。
③駅の駐車場が少ないため、菊川駅を軸にしにくい。

（再掲）

○ ①地域の人間関係(地区)の付き合いが、時代背景に合っていなく、世代
間のギャップがあり若者が帰ってこない。高齢化が今いる中間層の年齢
の方に負担が回ることが多い。
②スポーツを楽しみたいたいが施設が少なく予約が取れない、また予約
の仕方がわからない。総合的なスポーツ施設を作ってほしい。
③駅の利便性の向上(北口を作る)。駅前はきれいになったが魅力が全く
なく活気がない。

○ 私は、菊川－浜岡線のバイパスの整備により、加茂地区の商業活動が活
性化している事実により、市政が行うことは住民の目先の欲望を満たす
こと以上に先見の明の必要性を感じます。その視点から以下のことを考
えます。(便利になれば利用者は増加するという考え)
①菊川駅の南北通り抜け及び無料駐車場の設置。
地方と都会とでは、鉄道の駅の役割は違っていいと思う。富士山静岡空
港は地方の空港である。無料の駐車場がある。地方の鉄道駅である菊川
駅にも無料の駐車場がよいのではないか。
②ＪＲ東海に進言していただきたいこと
豊橋以西と同等のサービス(快速の運行)をしてほしい。
③静鉄バス、市バスの運行について
バスの運行路線を見直してもよいのではないかと思う。静鉄バスは、菊
川－浜岡間は、バイパスに約2km毎にバス停を作る。バス停は、道路
ではなく、駐車場を備えたもので入り込めるものにする。そうすれば、
高齢者や学生は自動車や自転車で利用できる。また、後続の自動車にも
迷惑を掛けないですむ。自家用車は近距離の運転ですむ。
以上の3点について、公共交通機関についてであるが、高齢者社会や外
国人にとって、より便利な移動手段は公共交通機関であることを肝に銘
じて考えたい。

（再掲）

●商業振興に関すること（３０件）

○ ①若者に人気のある商業施設をつくってほしい。（人が集まる商業施設
が少ない）
②土日に印鑑証明等を出せる設備がない時点で住みにくいと感じた。
③駅の駐車場が少ないため、菊川駅を軸にしにくい。

（再掲）

○ 小笠東地区にも、せめてコンビニがあることを期待します。なぜ、コン
ビニできないの？

○ 駅前をもう少し活気ある様に商店主と考えてほしいです。駅前のロータ
リー使いにくいです。 （再掲）
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○ 大人が買い物でき、子供たちが遊べる広いショッピングセンターが近く
にできたら嬉しいです。

○ 仕事も買い物も飲食も全て市外に行かなければ満足できない。それなの
に、車がないとどこにも行けない。自然だらけで住み良いが家の中で
腐っていく。もっと活動できる市にしてほしい。 （再掲）

○ 買い物・映画・食事はほとんど他市に行きます。菊川にもあってほしい
と思います。

○ 小笠町に本屋を開いてほしい。

○ 近所の歩いて行ける距離に、パン屋と肉屋が欲しい。

○ ①大型商業施設をつくってほしいです。
②イオンできてほしいです。
③駅北の電気屋・スーパーはベイシアやドンキにしてほしいです(ビッ
グデーかザ・ビッグ)。
④和食屋も欲しいです。

○ 原の方は全く店がなく不便だと思う。何をするにも山を降りないといけ
ない。

○ 税金を大切に使って下さい。血税なのですから。あと商店街がシャッ
ター音が悲しい。掛川市のようなお茶のアピールができないと菊川茶も
売れないのでは？

○ ①居酒屋増やしてほしい。（駅周辺）
②ガソリン安くしてほしい！
③駅北口の発展

（再掲）

○ コンビニを増やしてほしい。

○ 駅前商店の件ですがもう少し広告を出したりして人寄せに力を入れたら
よいのではないでしょうか？折角きれいな町並みになっているのにもっ
たいないと思います。

○ ①菊川市に大きなショッピングセンターがあるといいと思います（服、
食など）
②内田地区にもお店があるとうれしいです。
③子供にとって外灯が少ないので、もう少し増やしてほしいです。とて
も暗い。キケン。

○ ①行財政改革が全くなされていない。（太田市長は６期も市長を務めて
いるが、公債比率を県下最良にもっていくことができていない）
②企業誘致が進んでいない。（市民は企業誘致が盛んな掛川市に移り住
んでしまう。

（再掲）

○ 駅北に力を入れてほしい。（北口を作る。駅北の空き地に商店を作る
等） （再掲）
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○ 菊川市は、掛川などに比べて、駅前に遊べるところがないので少し不便
かな、と思います。私みたいな２０代～３０代くらいの若い世代だと
ちょっと不便な所があるかと思います。 （再掲）

○ ①高速以外のアクセスがないため、島田へ行く時の道が悪いので道路整
備に力を入れてほしい。
②遊べる施設・デパートを作ってほしい。

○ ①市内の交通網の整備について不安。今は困らないが高齢になって車の
運転が出来なくなった時に移動が不安。巡回バスがあるが時間がかかる
し本数もさほど多くない。
②市内に商業施設が少ない。

（再掲）

○ 駅があるにもかかわらず、掛川のように駅周辺が賑わっていない。工業
団地が多数あるが活気を求めるなら工場などよりもショッピングモール
などを作って欲しい。小笠は田んぼや畑しかない。スーパー、コンビニ
すら遠い。不便極まりない。

（再掲）

○ ①公園に体力作りが出来る器具を設置してほしい。
②服を買えるところが少ない。
③赤土リサイクルステーションは晴れでも雨でも靴が汚れるのでコンク
ルートをひいてほしいです。

○ ①駅前商店街の活気がまったくない。車も通れない為、どんな店がある
のかも知らない。駅をきれいにしたのにもったいない。
②菊川市内で買い物した事がない。→不便だから。
③小笠と合併しても生活は何も変わらない。
④人口を増やせば店もたくさん出来て潤うと思うが・・・。→その為に
どうしたら良いか考えて下さい。魅力的な町になるにはどうしたら良い
か考えて下さい。

（再掲）

○ 駅北口があると便利。アピタ、イオン、ららぽーとの様な大型店があれ
ば市外への買い物、外出しないですむ。 （再掲）

○ ①菊川駅北口と駐車場（24時間）と駐車場（屋根付電灯付）を作って
ほしいです。
②若い世代（20代～40代）が寄りそうなカフェや食事するお店が出来
たらいいです。

（再掲）

○ ①公共交通機関が不便。（週末バスや利用者がないのが困る）
②休日に家族で行ける児童館を増やしてほしい。
③スーパーが少なく空き家が多いため、若者が住みにくい。 （再掲）

○ ①道路が少ない！もし地震が起きたら逃げ場がない。
②訓練放送が聞きづらい。
③町おこし（若者参加型）を実施する回数を増やしてほしい。
④本屋さんが少ない。
⑤強制参加の祭りがイヤ。

意見－27



○ 最初のアンケートは１０段階で答えるのが難しいです。あと、重要度と
いうのも？？で、どれも大切であると思えたり、反対に重要かと問われ
ると？？です。申し訳ありませんが、時間もなく、最初の方は答えられ
ませんでした。集計するなら「わからない」ですべてお願いします。個
人としては、自然もあり、お店も色々できてきて、住みやすいです。強
いて言えば小笠地区の旧商店街がシャッターになっているのが残念で
す。菊川駅のえんてつストア側改札口お願いしたいです。

（再掲）

○ ①問１５の浜岡原発の停止が一番大切。
②子育てしやすいまちづくり（特に教育）
③農家が夢を持って次の世代にバトンタッチできるように農業を大切に
してほしい。（深蒸し茶の復活を望む）
④工場を誘致して若い人が働く場所を確保してほしい。

（再掲）

○ ①市立病院小児科に常勤医師を。医療体制を整えてほしい。
②子育ての相談しづらい。（支援センターでなく電話などでできるとこ
ろ）
③国際交流の機会を増やしてほしい。大人も子供も楽しめるようなイベ
ントがあったらいい。
④駅前商店街が寂しい。
⑤上本所に公園を作ってほしい！（子供数は多いが遊ぶところがな
い。）

（再掲）

●自治会、地域コミュ二ティ等に関すること（１８件）

○ 地区毎によるイベント等、自治会役員さんの活動で熱心に開催されてい
るが、菊川市としての活発な行事が少ない。全国にアピールできる催し
があると良い！菊川市の活性化になる。

○ 戸数が少ない地区は自治体の負担が大きい。（役員等）市民がなるべく
平等に負担できるといいと思う。

○ 町内会費が高すぎる。

○ １人の方が役職をいくつも兼務したり任期関係なく長くやりすぎてい
る。

○ ①自治会やコミュ二ティなどに交付された交付金が会計報告の数字と
合っていればＯＫでなく役員だけしか出席しない事業など中身をっ
チェックしてほしい。どこでもほとんどが反省会と言って飲み会に使っ
ていることが多い。
②ムダな事業はやめるようにしてほしい。特に景気のいい時の事業をそ
のまま現在に引き継ぐでなく少子高齢化に対応したものにしてほしい。

○ 外国人の地域居住は町内でのルールが守れず困っています。市として、
受け入れ時に何らかの対応を検討してほしい。

○ 伝統を尊び、コミュニティーを大事にしたい。
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○ ①地域の人間関係(地区)の付き合いが、時代背景に合っていなく、世代
間のギャップがあり若者が帰ってこない。高齢化が今いる中間層の年齢
の方に負担が回ることが多い。
②スポーツを楽しみたいたいが施設が少なく予約が取れない、また予約
の仕方がわからない。総合的なスポーツ施設を作ってほしい。
③駅の利便性の向上(北口を作る)。駅前はきれいになったが魅力が全く
なく活気がない。

（再掲）

○ いろんな活動や役目がありますが、地域によっては住人も少なく、地域
の役割が大変な地区もあります。負担になっている所もあると思いま
す。

○ 市民活動は大いにすれば良いというものでもない。負担と効果を十分に
吟味すべきである。地域活動に参加してみて、高齢者のために子育て中
の現役世代に必要以上の負担をかけていると感じられた。

○ 小笠東もコミ協が立ち上がり８年を経過しました。自治会との連携もで
きており活動も多様化し拡がりを見せています。これからも市職員の方
にアドバイス・協力をお願いします。この年になると老後の支援体制に
は不安を感じます。その面での対応をお願いします。

（再掲）

○ 区や地域によって、住民とのしきたりが非常に面倒である。年配が多い
区だと古いしきたりが残っていて大変である。何でもかんでも区の班員
が出るというのはいかがなものか？

○ ①コミュニティバスを学生（菊川市住民）に使用させてほしい。静鉄で
は行けない所が多い。
②子育てママの美容院・買い物時に１～２時間預かる所を作った方がよ
い。（一回500円位で利用できるとよい。）

（再掲）

○ 市の小さい絵のバスの時刻表とコースがわかりづらくて乗れていませ
ん。通学時間に駅と住宅地を通っているといいな。遠くから引っ越して
きたので、まだ菊川に馴染めませんが、好きになりたいです。幸、ご近
所に恵まれ、助けられながら子育てできています。PTAや子供会を通
して、これから貢献していきたいです。

（再掲）

○ ①菊川河川敷の有効活用（公園化）
②地域活動の中で高齢者への配慮（参加企画の充実）

○ ①菊川地区に比べ、小笠地区の発展が遅れているように感じます。
②菊川駅前に駐車場が少なく、ＪＲが使いにくいです。
③ＮＰＯ団体が増えていて、自分たちで積極的に活動しようという市民
有志の皆さんの熱意が感じられます。

（再掲）
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○ ①駅前通りは市民共有のいこいの場や商店通りになっていない。
②一時保育先もいっぱいで利用できない困っている。
③動物（ペット）と楽しめる場所が欲しい（有料でもいい）
④班の負担（当番制など）を軽くして欲しい。
⑤駅ステーションの駐車場が狭くて不便・送迎時に苦労している。
⑥買い物やスポーツなど休日に楽しみたいことは市街にないため車や電
車で出かけないといけない。
⑦公共町づくり緑化木はゆったりと統一されセンスある近代化されたお
しゃれな町がいい。その町を見ただけでいやされる。投資はかかるが少
しづつでもやってほしい。
⑧西方河川を遊歩道にしてほしい。
⑨電柱をなくしアピールする。
⑩東名・東名バス停・バイパス・駅・空港と便が良いがあまり知られて
いない。
⑪掛川市もしくは広域道州制になって行政のむだをはぶく。
⑫宇東誇（線）？の西側の急斜面が心配地震の時くずれれば大きな被害
がでる。あの壁は弱そうで耐えられないのでないか。

（再掲）

○ ①道路が少ない！もし地震が起きたら逃げ場がない。
②訓練放送が聞きづらい。
③町おこし（若者参加型）を実施する回数を増やしてほしい。
④本屋さんが少ない。
⑤強制参加の祭りがイヤ。

（再掲）

●道路整備に関すること（４９件）

○ 静岡銀行小笠店の西側にある橋がとても狭く通学の子供が危ないので、
橋を広くするか、歩道橋をつくった方が良いと思います。（交通量も多
いため、すれ違いもできません）

○ 菊川駅南北の道路にサクラの木を植えて下さい。

○ ①岳洋中学校区のバス通りの歩道を広くしてほしい。（中学生の自転車
が危険）
②小笠南地区に公園がほしい。

○ 市街地郊外の道路の補修が遅いときがある。

○ ①道路が少ない！もし地震が起きたら逃げ場がない。
②訓練放送が聞きづらい。
③町おこし（若者参加型）を実施する回数を増やしてほしい。
④本屋さんが少ない。
⑤強制参加の祭りがイヤ。

（再掲）

○ ①道路の整備が不十分。
②茶業の発展
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○ ①高速以外のアクセスがないため、島田へ行く時の道が悪いので道路整
備に力を入れてほしい。
②遊べる施設・デパートを作ってほしい。 （再掲）

○ 舗装道路にデコボコが多い。雨水がたまる。

○ 県道２４７の、センターラインが、ほぼ消えている。危険なので、なん
とかして欲しい。

○ インターとバイパスをつなぐ道路を整備してほしい。他の市長村と比べ
水道料金が高いとおもいます。

○ 主用道路の信号は常に青にしておき、対し可道路は３秒ほどで青になる
くらいの早さで変わればと思います。

○ 嶺田地区は街灯が少なく夜出かけるときは大変なので、街灯を増やして
ほしい。

○ 駅前の通りから２丁目、３丁目にかけて通行できない(車)ことになって
いますが通れるようにして頂きたい。イベントが時々あるだけで通れな
いのは無意味だと思います。よろしくお願い致します。

○ 浜岡へのバイパスを早く進めてほしい。

○ 中央図書館とシズテツストアの間にある区画整理地区の街灯を設置して
ほしい。祭典の際、２１時以降は静かにしてほしい。

○ ①街中の道路整備がされていないため、狭くて車も多く、自転車は路肩
を走らされているようで危ないです。
②コミュニティーバスに主に雨の日に利用していますが、本数も少なく
土日もなく帰りはタクシーだったり無理して歩く。無いよりは良いので
すがこれから家族も車に乗れなくなるような年ですもう少し便利になっ
たら良いのですが。
③行政や市民参画のことは何も分かりません。
④アンケートが３回目です。どうして何度も来るのですか？

（再掲）

○ 道路横に草が生えている(催し物がある時だけ花を置いたりするのに)。
道路横、竹の枝、草等がきて見通しが悪い所があり危険防止のため早急
に見回りをして改善してほしい。

○ メイン通りに横断歩道がなさ過ぎて渡る時は命がけになる！！もっと渡
りやすくなるようにしてほしい。ゴミ捨ての度に怖すぎる。月１０回ゴ
ミ捨て場が夜７時以降に開くのでなおさら怖いんです。 （再掲）

○ ①バイパスを早く完成させてほしい。
②倉沢ＩＣを通行できる様にしてほしい。
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○ 菊川橋の架け替え等交通インフラの整備を望みます。通学路の安全対
策、耕作放棄と対策の充実もお願いします。

○ ①道の整備をお願いします。
②子供の遊び場(小さな公園)には、ほとんど駐車場が無い！(近所の人だ
けが使うとはかぎらない)

○ 外灯をもっと付けて下さい。(９時くらいまではもうすこし明るい方が
安全だと思います。)

○ ①歩行者、自転車の道を改善して下さい。車優先の場所が多すぎる、バ
スの運行時間が少ない。バス代も高すぎる。
②旧小笠町に対して不親切。なぜですか？ （再掲）

○ 私は、菊川－浜岡線のバイパスの整備により、加茂地区の商業活動が活
性化している事実により、市政が行うことは住民の目先の欲望を満たす
こと以上に先見の明の必要性を感じます。その視点から以下のことを考
えます。(便利になれば利用者は増加するという考え)
①菊川駅の南北通り抜け及び無料駐車場の設置。
地方と都会とでは、鉄道の駅の役割は違っていいと思う。富士山静岡空
港は地方の空港である。無料の駐車場がある。地方の鉄道駅である菊川
駅にも無料の駐車場がよいのではないか。
②ＪＲ東海に進言していただきたいこと
豊橋以西と同等のサービス(快速の運行)をしてほしい。
③静鉄バス、市バスの運行について
バスの運行路線を見直してもよいのではないかと思う。静鉄バスは、菊
川－浜岡間は、バイパスに約2km毎にバス停を作る。バス停は、道路
ではなく、駐車場を備えたもので入り込めるものにする。そうすれば、
高齢者や学生は自動車や自転車で利用できる。また、後続の自動車にも
迷惑を掛けないですむ。自家用車は近距離の運転ですむ。
以上の3点について、公共交通機関についてであるが、高齢者社会や外
国人にとって、より便利な移動手段は公共交通機関であることを肝に銘
じて考えたい。

（再掲）

○ 市道の全てに歩道を設置してほしい。ウォーキング等が安全にできるよ
うに。

○ 道路整備が進んでいると思いますが、東名インターチェンジ付近の混雑
が気になります。

○ 新しい道路や橋を建設に予算をつけるのではなく古くなったものの補修
に予算を付けていくべきではないか？

○ 子供達が通学している堀田から堀小に行く道路、大変あぶないです。堀
小の近くもガードレールが有りません。

○ 通学路について、県道２４４髙橋中山平西～山平中約５０ｍ位道路の白
線が消え子供たちが毎日通る時間にちょうど大きなトラックが通り、又
一歩間違えばふたがない深い水路があり危険。いつも思っていましたが
誰に言っていいかわからず書かせて頂きました。
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○ 道路が割れていたり、山がくずれても長い事放置されている。

○ 信号が多いので減らせるような道路整備を考えてもらえると嬉しい。

○ ①自治会に道路の補修を依頼して対応してもらいましたが、2年経過し
てからだった。
②コミュニティバスは利用されているのか。目的地まで時間がかかる。
タクシー会社を安く利用する制度は出来ないか。高齢者の車の免許を返
納した人は困っているのではないか。
③お茶の生産者が減り続けている。お茶の販路の開拓を進めて欲しい。

（再掲）

○ 子供がまだ幼いので不審者が出ない様な安全な町にしてほしいです。道
路のへこみや割れている箇所は早急に直して頂きたいです。

○ 駅の北側に連絡通路と改札口がほしい。
（再掲）

○ ①浜岡原子稼働？に対して菊川市としての意見は明確ですか。（原発の
反対！）
②平川地区のバイパス道路の周辺の開発をどのように考えていますか！
（町の活性化）

○ 公園が近くにない。子育てには向いていない。けやきは室内、外で遊べ
る所が、小さくても良いのであると良い。遊べる所がない。大きくなく
ていい。ただ、掛川のようにいたる所にあるのが良い。ブランコなど簡
単な遊具ですら何もないし本当に公園がない。市内に大型車が通ってい
て危ないが道路はせまい。

○ 菊川駅の北口の実現をお願いしたいことと、北口から続く国道掛川バイ
パス道路に続く広い道路が出来れば、他の市から菊川に来てくれる人
が、増えると思います。 （再掲）

○ 小笠地区に公園が少なくて、子供を遊ばせる場所が遠いです。小笠しず
ぎんを西に上がる橋はせまくて事故になりそうですが、ゆずりあいの気
持ちで運転しています。良い面もありますが、やはり歩行者には危ない
です。

○ ①老人に健康体操を指導してほしい。
②大型車が通るたび大きな音がする(びっくりする)。

（再掲）

○ ①菊川駅北側地区の開発(橋上駅も含めて)。
②せめてけやき通りだけでも電線・電柱の地中化の促進。

（再掲）
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○ ①駅周辺の商業施設の充実又菊川駅に北口があるともう少し市として人
を呼び込めると思う。あと街灯が少なく感じる。夜間歩いていると暗く
て怖い。
②車の運転が荒い(狭い路地でもスピードを出して突っ込んでくる)

（再掲）

○ ①保育園に子供を預けているが、学区が違う保育園で、小学校でお友達
が新しくできるか、なじめるか心配。
②通学路が危険な所がある。
③近くに公園がない。

（再掲）

○ ①菊川市に大きなショッピングセンターがあるといいと思います（服、
食など）
②内田地区にもお店があるとうれしいです。
③子供にとって外灯が少ないので、もう少し増やしてほしいです。とて
も暗い。キケン。

（再掲）

○ ①再生エネルギーを使って、公共交通機関を充実してほしい。（e-
power又はHV等の自動車をバスや電車に応用し、e-power stationと
駅とショッピングモール等が一体化した施設をつくってほしい）
②つま恋や吉沢辺りに駅をつくってほしい。
③東名の側道から「たまりーな」の辺りへ抜ける広い道をつくってほし
い。

（再掲）

○ ①公園の整備が不十分で子どもにとって危ない場所があるのです
②家のすぐそばで、ごみを燃やす家庭があり昔からの習慣なのだろう
が、安心して洗濯物を外に出したり窓をあけたりできないです。
③道路がガタガタでつっかかってころびそうな場所が何カ所かありま
す。

（再掲）

○ ①バス等交通の便が整備されているとは言えない。
②車の移動が多くなり、健康的な生活がしづらい。
③横断歩道が欲しいところにない。
④住宅地が増えているが、緑は残してほしい。

（再掲）

○ 原発は停止ではなく廃炉に。駅南を駐車場と道路整備するだけなら駅北
口改札を早急に設置し開発を進めて下さい。また散歩やランニング等四
季を通してしやすい様街路樹を歩道の整備もお願いします。 （再掲）

○ ①町コン開催希望。
②１０段階評価は数が多い。５段階で良いのでは？
③マツキヨ前の信号機に右折指示機をつけるべき。（朝渋滞している
為）
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○ ①駅前通りは市民共有のいこいの場や商店通りになっていない。
②一時保育先もいっぱいで利用できない困っている。
③動物（ペット）と楽しめる場所が欲しい（有料でもいい）
④班の負担（当番制など）を軽くして欲しい。
⑤駅ステーションの駐車場が狭くて不便・送迎時に苦労している。
⑥買い物やスポーツなど休日に楽しみたいことは市街にないため車や電
車で出かけないといけない。
⑦公共町づくり緑化木はゆったりと統一されセンスある近代化されたお
しゃれな町がいい。その町を見ただけでいやされる。投資はかかるが少
しづつでもやってほしい。
⑧西方河川を遊歩道にしてほしい。
⑨電柱をなくしアピールする。
⑩東名・東名バス停・バイパス・駅・空港と便が良いがあまり知られて
いない。
⑪掛川市もしくは広域道州制になって行政のむだをはぶく。
⑫宇東誇（線）？の西側の急斜面が心配地震の時くずれれば大きな被害
がでる。あの壁は弱そうで耐えられないのでないか。

（再掲）

●農業施策に関すること（２４件）

○ 経済活動と自然環境のバランスを考える時、住民としては農業が生き残
れる街であってほしいと考えます。お茶だけに頼らず、菊川産ブランド
の農産物の開発や販売ルート開拓等、市の支援が必要かと思います。補
助金とかではなく具体的な指導や行動を起こすリーダーを市が進めるこ
とはできないのでしょうか？

○ もう少し菊川茶をアピールしてほしい。原発再稼働は絶対に反対。安心
して住めない。

○ 県や市では、お茶の菊川として宣伝しているが、小規模の農家では「仕
方なく農地を作っている」状況です。後継者（働き盛りの子供）に迷惑
かけないように、年をとっていても無理に働いています。市やNPOで
借りてくれて作物を作り続けるような計画ももっと広げて力を入れてほ
しいです。

○ ずっと活動してくださる方、農業従事者が高齢となり、若い世代へ引き
継いでいくのは難しいと感じています。新しく地域住民になられても、
古くからの菊川の歴史に触れる事は少ない。たとえば、(河城百選）の
改訂をして広めて頂きたいです。

○ 地域産業のお茶が、ここ数年おちこんでいます。なんとか、農家・農
協、市役所の力をひとつにして、もりあげてほしいと重います。県外の
人が来たくなる街作りと観光作りを通してお茶をはじめとする農産物を
活気づけていきたいですね。子供達にも農産物と食を通して菊川市の良
い所をおしえつづけたいですね。

○ お茶などの特産物の宣伝に力を入れてほしい。(例えば掛川茶も菊川茶
も味や品質は同じなのに掛川茶のほうが知れ渡っていてブランド品だと
思われている)
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○ 農薬散布の規制をしてほしい。

○ お茶復興にたいする市の取り組みが見えない。掛川市・牧之原市とくら
べるともっとがんばってほしいと思う。

○ 農業復興にビジョンを示せない事が問題です。農家の教育をしなおさな
ければ経営者になれないと思います。菊川の農業は下請けで終わってし
まいます。

○ 森林・茶畑・畑・山が少なくなっていくのがとても切なく感じます。跡
継ぎの方が居なく畑・茶畑等を無くしていくのもわかるのですが…。哀
しくなるのです…。

○ 土地があっても農家を継ぐ人がいない為その土地の利用が固定資産税だ
け払っていく事しかないのでこの先不安だらけです。

○ 菊川茶をもっともっとアピールして下さい。

○ ①道路の整備が不十分。
②茶業の発展 （再掲）

○ 何故このアンケートが届いているのか説明がほしい。そして、番号アン
ケート長すぎる。年寄りはこんなに見れない。私は仕事の都合でここに
住んでいるので、菊川市についてはあまりわからないが、とりあえずサ
ビれすぎ。お茶が名産ならもっと農協がどうにかしないと農家さん潰れ
ちゃいます。牧之原、掛川、川根とも協力してお茶産業としての地位を
上げた方が良い。

○ とても穏やかな土地柄で、生活環境も良い街です。メディアなどでの露
出（魅力のＰＲ）が近隣市町に比べ弱いのではないのでしょうか。何
か、押していくものを決めて、もっとどんどんいってもいいのでは。
（農作物では夢咲牛や芽キャベツなどをＴＶでみました。生産者さんを
消費で応援したいと思っています）※私の職場では茶ラリーマン静かな
人気です。

（再掲）

○ 菊川市が魅力ある街に進めば外部から人が集まり観光や歴史文化などを
広めれば地元の農業もより活発になるかと思います。菊川市には道の駅
も無く、市の文化協会も合併後に１０年で半分以下の会員となってしま
いました。活気ある菊川市を期待致します。市民に楽しむ希望を育てら
れると高齢化も助けられます。

（再掲）

○ 税金を大切に使って下さい。血税なのですから。あと商店街がシャッ
ター音が悲しい。掛川市のようなお茶のアピールができないと菊川茶も
売れないのでは？ （再掲）
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○ 市街地の発展も重要であるように農村部の過疎化を止める事が急務かと
思います。農地の荒廃が進む中、後継者の育成をするには時間がかかり
すぎる。切り捨て感を覚える。紙面上の行政ばかりでは、生活している
者にとってはムダに時間を費やしていると思わざるを得ない。

○ 公園や池、歴史のある建物や場所、深蒸茶を積極的に市外・全国へＰＲ
した方がよいと思います。特に深蒸茶は発祥の地ですから。 （再掲）

○ 菊川橋の架け替え等交通インフラの整備を望みます。通学路の安全対
策、耕作放棄と対策の充実もお願いします。 （再掲）

○ ①駅前に活気がない。暗い
②お茶の産地なのにピーアールが足りない。
③閉鎖的。目玉になる物がない。 （再掲）

○ ①問１５の浜岡原発の停止が一番大切。
②子育てしやすいまちづくり（特に教育）
③農家が夢を持って次の世代にバトンタッチできるように農業を大切に
してほしい。（深蒸し茶の復活を望む）
④工場を誘致して若い人が働く場所を確保してほしい。

○ ①福島の五年を見れば原発は正論はノーである。国や電力会社に対する
金欲ではもう運命の問題である。それもよかろう。
②働いて食べれて菊川市の発展がある。インフラ整備で可能なかぎり企
業誘致のお願い。
③時代の変化で残念ではあるが茶業には夢は来ない。やる気のある茶農
家を残し市税は投入しない。

○ ①自治会に道路の補修を依頼して対応してもらいましたが、2年経過し
てからだった。
②コミュニティバスは利用されているのか。目的地まで時間がかかる。
タクシー会社を安く利用する制度は出来ないか。高齢者の車の免許を返
納した人は困っているのではないか。
③お茶の生産者が減り続けている。お茶の販路の開拓を進めて欲しい。

●防災に関すること（１１件）

○ 地震が来る危機感をもった方が良いと思う。

○ 防災に対する意識が市全体に無いと感ずる。

○ 嶺田地区、高台が少ない為、水害、地震等の災害の時は、いつでも他小
学校を活用できるように整備してもらいたいです。（施錠されていて
は、すぐに使えない）

○ 断層の再調査必要！
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○ 台風や集中豪雨時の洪水対策をしっかりやってほしい。

○ 消防署をもう一か所建てても良いと思う。

○ 東海、南海地震の大津波が予想されているが菊川市は大丈夫なのか（小
笠）堂山、下平川？赤土は…。掛川市は井崎の所でも高台に避難とか
…。菊川市町部は大丈夫かもしれないが…もしもの時は高台には行くべ
きなのではと思います。

○ 利用させていただくサービスによっては、菊川市に住みたいと感じるこ
とも多々ありますが、昨年ゲリラ豪雨？のように一時的に雨が降ったと
き、道が滝のようになり、不安を感じました。（川があふれそうになっ
たりもしました）（菊川市の一部のことだと思いますが、災害対策を重
要と考えるようになりました）

○ ①道路が少ない！もし地震が起きたら逃げ場がない。
②訓練放送が聞きづらい。
③町おこし（若者参加型）を実施する回数を増やしてほしい。
④本屋さんが少ない。
⑤強制参加の祭りがイヤ。

（再掲）

○ ①村部への定住人口の増加の政策（町部のアパートに住んでいる人を村
部に住むように）
②原発事故の際の屋内退避の住民の意識付け（自分の家の密閉度の向
上）

（再掲）

○ ①HPにアクセスして担当部署に問い合わせしたいと思ってもどこか不
明、分かりにくい。
②コミュニティーバスが利用しづらい。又、一部のドライバーが安全運
転していない。もう少しルートを工夫して欲しい。
③同報無線が聞き取りづらい。ラジオの様な物を貸していただいている
が、感度が悪いので聞こえない。
④大雨が降ると川が氾濫してから避難指示がくるので遅い。高齢者が移
動できない状態では困る。
⑤きくのんもいいがきくちゃんももっと出してほしい。きくのんが出て
きてからきくちゃんが出なくなっている感じがする。
⑥市役所の駐車場がせますぎ、両サイドがせまい。
⑦もっと高齢者が住みやすい環境にしてほしい。自分で車を運転しない
と移動できない。
⑧物価が高い感じがする。又周辺の市より税金が高い感じがするが、そ
れが活かされていない感じがする。

（再掲）

●浜岡原子力発電所の今後に関すること（２５件）

○ 問１５について、「安全が確認できる」とはどのような状態をいうのか
があいまい。回答の中に「（既に安全が確認出来ていることを前提に）
ただちに稼働すべき」という意見もあるのでは？「停止」に向けての誘
導でない事を祈る。
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○ ①問１５の浜岡原発の停止が一番大切。
②子育てしやすいまちづくり（特に教育）
③農家が夢を持って次の世代にバトンタッチできるように農業を大切に
してほしい。（深蒸し茶の復活を望む）
④工場を誘致して若い人が働く場所を確保してほしい。

（再掲）

○ ①浜岡原子力発電所稼働させずに風力発電等の施設を積極的に増やして
いくことを望みます。
②菊川市役所に行く度に思いますが、駐車場が狭いし、駐車台数が少な
すぎるのでもっと広くしてほしい。

○ 原発はやめて、他の発電施設に変えてほしい。

○ ①浜岡原子稼働？に対して菊川市としての意見は明確ですか。（原発の
反対！）
②平川地区のバイパス道路の周辺の開発をどのように考えていますか！
（町の活性化）

（再掲）

○ ①浜岡原発の事故を想定して避難地域が決定しましたが、そのような可
能性があるのなら稼働しない方がいいと思います。
②駅北への改札を簡易化にしても早期に作ってほしい。 （再掲）

○ 原発の件は市としてもっと強く反対してほしいと思います。

○ とても住みやすい町だと思うが、浜岡原発が20Ｋ圏内にありとても心
配です。原発は事故があれば人が住めなくなり命まで奪う事故になりか
ねない。安全だと確認できるなんて保障できるものではない。絶対に人
の命にかかわるものなのであってはならないものだと思う。

○ 浜岡原発は絶対に稼働反対です。

○ 原発を動かすことは反対！！今あるウランもどこかへ棄ててほしい。

○ 原発だけは絶対反対！廃止！！

○ 原発は停止しておいてほしいです。稼働し大地震が来た場合お茶産業、
家、健康など生活環境を失う事になるから。

○ 原発再稼働は絶対にしないで下さい。原発の稼働は菊川市の魅力を「０
ゼロ」にしてしまう。私も他に移りたいと思う。

○ このアンケートは安全・安心が土台となっています。そのためにも福島
の二の舞にならぬよう、原発反対の姿勢を強く願います。
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○ 浜岡原発の再稼働は反対です。

○ ①原発が停止していれば安全なのでしょうか。カクと言う物の存在が？
です。
②何歳になろうと活発に元気に生きている方々を尊敬しています。アト
数年で私も会社勤めが終るかもしれません。広報などをなるべく読むよ
うにしていますが、今の私は疲れのカタマリです。市に対する意見要望
がいえるような人でありたいとは思います。うまく答えられなくて申し
訳ないです。

○ ①福島の五年を見れば原発は正論はノーである。国や電力会社に対する
金欲ではもう運命の問題である。それもよかろう。
②働いて食べれて菊川市の発展がある。インフラ整備で可能なかぎり企
業誘致のお願い。
③時代の変化で残念ではあるが茶業には夢は来ない。やる気のある茶農
家を残し市税は投入しない。

（再掲）

○ ①浜岡原発は先々脱原発する方向であれば今は稼働してよいと思う。
②子供の教育で格差に関係なく平等に教育を受けれる環境がよい

（再掲）

○ 原子炉から10kmは人の住む所ではない。

○ 原発は停止ではなく廃炉に。駅南を駐車場と道路整備するだけなら駅北
口改札を早急に設置し開発を進めて下さい。また散歩やランニング等四
季を通してしやすい様街路樹を歩道の整備もお願いします。 （再掲）

○ 原発の事が心配です。廃止に向かわないなら、結婚したら出ていきたい
と思ってますので。もし出産しても、不安をもったまま子育てをしてい
けない。地震もいつ起こるかわからないので、想定外という言葉で片付
けられるのなら廃止してしまえばいい。

○ もう少し菊川茶をアピールしてほしい。原発再稼働は絶対に反対。安心
して住めない。 （再掲）

○ ①１８才以下の子供医療の無料化。
②浜岡原子力発電所の再稼働絶対反対。再稼働した時は、住民は流出し
菊川市の人口減になる。 （再掲）

○ ①スポーツ活動をより活発にし元気で楽しい町にしてほしい。
②スポーツ施設の拡充(体育館はいつも予約でいっぱい)
③大きな大会を誘致したり実施できるようにしてほしい。周辺の市はあ
る。
④安心してずっと住めるようにするため原発リスクを０にして下さい。
何のメリットもない、リスクだけなぜ？意見する強い市長になって下さ
い。

（再掲）
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○ アンケートは行政の妥当性を確保するエビデンスではないと考えます。
問１５の選択項目として　・廃炉にすべきであるという項目がないのは
納得いかない。なぜないのか？公示として回答を求めたい。 （再掲）

●防犯に関すること（３件）

○ 子供がまだ幼いので不審者が出ない様な安全な町にしてほしいです。道
路のへこみや割れている箇所は早急に直して頂きたいです。 （再掲）

○ 消防署が遠くなり不安です。近所に泥棒が入り目撃した旨を被害家庭を
経由して警察に届けられたはずだが一向に捜査している様子が見られな
い。不安である。

○ 今住んでいる所も高齢者が増え、子供も独立し老夫婦、１人暮らしの家
が増えてきました。安心して住める見守りを願います。

●各種施設に関すること（４１件）

○ 堀之内体育館や町民センターの設備を整える。もしくは、新しいものに
して防災・福祉にもっと役立てる様にした方がよい。市役所内の雰囲気
が悪い。もっと思いやりをもって人と接してほしい。市役所が菊川の顔
であることをもっと意識してほしい…市役所に行く用事があると気がめ
いる。笑顔の対応をお願いします。

（再掲）

○ 子供たちが安心して遊べる公園等がほしいと思います。

○ 子育て世代として、公園の整備がされているのはうれしい。欲を言え
ば、修理の時はもう少し早くやってほしい。

○ 公園が近くにない。子育てには向いていない。けやきは室内、外で遊べ
る所が、小さくても良いのであると良い。遊べる所がない。大きくなく
ていい。ただ、掛川のようにいたる所にあるのが良い。ブランコなど簡
単な遊具ですら何もないし本当に公園がない。市内に大型車が通ってい
て危ないが道路はせまい。

（再掲）

○ 公共施設、各自治会公民館含めWi-Fiの利用出来る環境を作って欲し
い。 （再掲）

○ 市の体育館のたて直しをしてほしい。いろんな人とつきあっていける物
を増やしてほしい。

○ 休日の開庁を増やしてもらいたい。
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○ 市内の体育館、老朽化しているため災害時にも対応できるような安全な
体育館を建設していただきたい。子供から高齢者まで活用できる施設が
ほしい。

○ ①公園の整備が不十分で子どもにとって危ない場所があるのです
②家のすぐそばで、ごみを燃やす家庭があり昔からの習慣なのだろう
が、安心して洗濯物を外に出したり窓をあけたりできないです。
③道路がガタガタでつっかかってころびそうな場所が何カ所かありま
す。

（再掲）

○ 近い所に安心して遊べる公園がほしいです。掛川市のような(サンリー
ナ)プールがほしいです。

○ 公園等の充実をおねがいします。子供の遊び場が無い！

○ 小笠地区に公園が少なくて、子供を遊ばせる場所が遠いです。小笠しず
ぎんを西に上がる橋はせまくて事故になりそうですが、ゆずりあいの気
持ちで運転しています。良い面もありますが、やはり歩行者には危ない
です。

（再掲）

○ ①菊川河川敷の有効活用（公園化）
②地域活動の中で高齢者への配慮（参加企画の充実） （再掲）

○ 和田公園がもっと使いやすく、子供の遊び場になればと思う。体育館や
地区センターなど気軽に利用できる方法にして欲しい。

○ ①けやき他市役所等の駐車場のスペースをもう少し広くしてほしい。
②小笠地区でも各種の講演会等も行ってほしいです。
③毎月役場からの広報、及び回覧物の実施日があるがなくしてほしいで
す。

○ 公園などでサッカーをしていて、グランドゴルフの人達に「ここでは
サッカー禁止」と言われたことがあります。注意看板等はなかったので
すが公園は「公共の物」という考えがあったので驚きました。共存でき
るように市からの協力御願いします。

○ 色々言いたいけれど書ききれない為一言だけ書かせていただく。耐久性
のみで無くしてしまった町史街道館であるが、長い目で見て町史博物館
として菊川を見ていただき他市からも人を呼び寄せ町の良い所(たとえ
ばお茶)を見ていただき売る事により潤うと思う。
※東海道線で観光ボランティアのないのは菊川市だけである。金谷町で
も島田でもそれぞれにある様である。

○ ①公園に体力作りが出来る器具を設置してほしい。
②服を買えるところが少ない。
③赤土リサイクルステーションは晴れでも雨でも靴が汚れるのでコンク
ルートをひいてほしいです。

（再掲）

○ 様々なスポーツ(サッカー・野球以外)が出来るように公園などにバス
ケットゴールの設置を希望。
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○ 長寿社会→結構準寿命を保つための施策として、身近な公共施設にト
レーニング室を設置してほしい。高齢者だけでなく若者も利用すること
により早めの生活習慣病対策も合わせ行えば医療費の抑制にも効果があ
ると思う。

○ 50、60代の運動の場がほしい。

○ スポーツ総合施設がほしいと思う。

○ 内田地区に大きな公園があったらうれしいです。

○ もっと小笠地区にもきれいで整備された、小さな子供も安心して遊べる
公園を作ってほしい！

○ スポーツ総合施設が欲しい。

○ 私達はフーバをやっているため体育館があまりあいていないので体育館
を希望します。

○ ①公園は数あるけど整備、保全、活用がなされていないと感じます。
②居住している年数、家族によって関心の持ち方が違う事と思いますの
で、年代によって質問の内容が違った方が良いのではと思いました。

○ 公園で立ち入り禁止になっているところをなるべく早く直してほしいで
す。

○ ①浜岡原子力発電所稼働させずに風力発電等の施設を積極的に増やして
いくことを望みます。
②菊川市役所に行く度に思いますが、駐車場が狭いし、駐車台数が少な
すぎるのでもっと広くしてほしい。

（再掲）

○ ①岳洋中学校区のバス通りの歩道を広くしてほしい。（中学生の自転車
が危険）
②小笠南地区に公園がほしい。 （再掲）

○ 子育てしやすい街として紹介されたり評価されているようですが、何が
そんなに評価されているのでしょうか。他の街から秀でているように感
じないのは私だけでしょうか。保育料、２人目半額・３人目無料という
のもなぜ１人目が９才までとなっているのでしょうか？９才くらいにな
ればパートやら何かしら働きにでられるでしょ！というニュアンスなの
でしょうか。疑問ばかりで申し訳ございません。公園の遊具ももう少し
整備をまめにしていただけたらありがたいです。菊川で生まれ育ち、結
婚後も住み続けている街ですので、少しでも住みよい街となる事を祈っ
ております。

（再掲）
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○ ①ＡＤＨＤ、ＬＤなど発達障害に対する講演などやってほしい又、学校
の先生などにも広く勉強してほしい。
②子供が気軽にボール遊びができるような所がほしい。 （再掲）

○ ①地域の人間関係(地区)の付き合いが、時代背景に合っていなく、世代
間のギャップがあり若者が帰ってこない。高齢化が今いる中間層の年齢
の方に負担が回ることが多い。
②スポーツを楽しみたいたいが施設が少なく予約が取れない、また予約
の仕方がわからない。総合的なスポーツ施設を作ってほしい。
③駅の利便性の向上(北口を作る)。駅前はきれいになったが魅力が全く
なく活気がない。

（再掲）

○ 税金を少し安くしてほしい。子供達が遊べる公園を増やしてほしい。
（再掲）

○ ①道の整備をお願いします。
②子供の遊び場(小さな公園)には、ほとんど駐車場が無い！(近所の人だ
けが使うとはかぎらない) （再掲）

○ ①明確な将来へのビジョンがはっきり見えない。
②老朽化した施設の補修・修繕がされていない。

（再掲）

○ 私は、菊川－浜岡線のバイパスの整備により、加茂地区の商業活動が活
性化している事実により、市政が行うことは住民の目先の欲望を満たす
こと以上に先見の明の必要性を感じます。その視点から以下のことを考
えます。(便利になれば利用者は増加するという考え)
①菊川駅の南北通り抜け及び無料駐車場の設置。
地方と都会とでは、鉄道の駅の役割は違っていいと思う。富士山静岡空
港は地方の空港である。無料の駐車場がある。地方の鉄道駅である菊川
駅にも無料の駐車場がよいのではないか。
②ＪＲ東海に進言していただきたいこと
豊橋以西と同等のサービス(快速の運行)をしてほしい。
③静鉄バス、市バスの運行について
バスの運行路線を見直してもよいのではないかと思う。静鉄バスは、菊
川－浜岡間は、バイパスに約2km毎にバス停を作る。バス停は、道路
ではなく、駐車場を備えたもので入り込めるものにする。そうすれば、
高齢者や学生は自動車や自転車で利用できる。また、後続の自動車にも
迷惑を掛けないですむ。自家用車は近距離の運転ですむ。
以上の3点について、公共交通機関についてであるが、高齢者社会や外
国人にとって、より便利な移動手段は公共交通機関であることを肝に銘
じて考えたい。

（再掲）

○ 子供が子育て支援センターによく通っていてお世話になっています。先
生たちがとてもよく声をかけてくれたり顔も覚えてくれて、とても嬉し
く、子育てしやすい町だと感じます。公園も遊具がたくさん新設させて
環境もいいです。出産できる場所が少なく、菊川市で出産できなかった
のが残念でした。

（再掲）
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○ ①保育園に子供を預けているが、学区が違う保育園で、小学校でお友達
が新しくできるか、なじめるか心配。
②通学路が危険な所がある。
③近くに公園がない。

（再掲）

○ ①出来る限り在宅でとか高齢者の免許返納等、最近はますます見聞きす
る機会が高まりました。身近な細かい問題ですが、近い将来の自分の問
題です。
②ゴミ出しについてとても気になっています。今の年齢でさえ回収場所
まで歩いて出しに行くには遠すぎる距離に感じます。静岡市や浜松市を
見てみると家の近く各所に出すことがOKでゴミの上にネットが張られ
ていて回収車がホント短距離を走っては停まり集めてくれます。菊川市
でそういうやり方は不可能でしょうか？現実毎回のゴミ出しを諦めるこ
とも有りません。たとえ有料であっても何らかの方法を生み出して欲し
いです。
③又このアンケートで書く問題ではないかと思いますが図書館の所に駐
車するのに白線が消えかかっていて非常に停めにくいので白線を引きな
おして下さるとありがたいです。

（再掲）

○ ①HPにアクセスして担当部署に問い合わせしたいと思ってもどこか不
明、分かりにくい。
②コミュニティーバスが利用しづらい。又、一部のドライバーが安全運
転していない。もう少しルートを工夫して欲しい。
③同報無線が聞き取りづらい。ラジオの様な物を貸していただいている
が、感度が悪いので聞こえない。
④大雨が降ると川が氾濫してから避難指示がくるので遅い。高齢者が移
動できない状態では困る。
⑤きくのんもいいがきくちゃんももっと出してほしい。きくのんが出て
きてからきくちゃんが出なくなっている感じがする。
⑥市役所の駐車場がせますぎ、両サイドがせまい。
⑦もっと高齢者が住みやすい環境にしてほしい。自分で車を運転しない
と移動できない。
⑧物価が高い感じがする。又周辺の市より税金が高い感じがするが、そ
れが活かされていない感じがする。

●税、料金等に関すること（１１件）

○ 水道料金が高すぎると思います。県下で上位の方とか？

○ 税金高すぎ！

○ 都市計画税は実に不公平な税です。たまたまその土地に住んでいる人達
のみからとる税はよくありません。収入を増やす為にも市民全員からと
るのが筋です。土地を利用しているのは、その土地の人達だけではあり
ません。市全体から負担させるべきです。
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○ 都市計画税は何割の人が払っているのですか？何も発展していないのに
なぜ？商店は衰退しているのに税金だけとるのですか？払う意味がわか
りません。駅周辺とインター周辺のまちづくりが整備され、元小笠町の
東地区・南地区は病院、スーパーも何もなく生活しにくいです（特にお
年寄り）。この地域は、２０年前とほとんど町が変わっていないのはな
ぜですか？ほったらかし？

○ 税金が高いです。

○ 税金を少し安くしてほしい。子供達が遊べる公園を増やしてほしい。

○ 菊川市全体整備環境等都市計画税は全地域で集め納めてもらい住みよい
安心できる街作りが必要ではないでしょうか。見直して下さい。

○ 子供を４人以上出産したにも関わらず、保育料がかかっている。中高生
を育てるのに経済的に大変なのに市税で判断がおかしい。子供のために
働き、なぜ無料にならないのか。楽している両親の方が待遇がよく見え
る。納税額が違う時点で平等なのに、なぜ保育料が３人以上の家庭が無
料とそうでない家庭があるのか。納得がいかない。

（再掲）

○ インターとバイパスをつなぐ道路を整備してほしい。他の市長村と比べ
水道料金が高いとおもいます。

（再掲）

○ ①市役所に行って気づいた事ですが、受付とかの看板を外国の方が解る
様にとローマ字で書いてありますが…ローマ字では意味が通じません。
英語表記にする方が良いと思います。
②45年前位に建てた家でその間一部建直しもあり、市役所の方が2度
も検査に来ているのに車庫の税金を取り忘れたと今頃言って来ましたが
建物でないし、今頃？と納得いきません。近所でも3～４件の方が同じ
事を言ってます。又、それを住民が文句言いにくい様女性２人で来させ
るのも如何でしょうか？

○ 菊川・浜岡線の新道路が一部開通されたことで、平川地区はシャッター
通りになっています。この地域の皆様は都市計画税を納めています。
尚、納めていない地域もあり、不公平差を感じます。少ない年金生活の
中から貴重な税金を納めています。今後のビジョンがあれば提示してい
ただきたいと思います。

（再掲）

●アンケートに関すること（２２件）

○ このアンケートを送りつける暇があるなら社会奉仕したらよいのではな
いか。資源の無駄。

○ アンケートの範囲が市全体としてのものが多く、イメージがわきません
でした。地区毎でアンケートをとり、地区が活性化すれば、市全体の活
性になると思います。また、市の取り組みを知らず伝わってないため、
アンケートに答えづらかったです。
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○ 何故このアンケートが届いているのか説明がほしい。そして、番号アン
ケート長すぎる。年寄りはこんなに見れない。私は仕事の都合でここに
住んでいるので、菊川市についてはあまりわからないが、とりあえずサ
ビれすぎ。お茶が名産ならもっと農協がどうにかしないと農家さん潰れ
ちゃいます。牧之原、掛川、川根とも協力してお茶産業としての地位を
上げた方が良い。

（再掲）

○ ２回連続でアンケートを答えたが本当に他の人にしたほうがよいか
と・・・

○ このアンケートは一方的なもので、回答者からの答を思うように出せな
い。

○ 市の施策に重要でないものはないはずである。ただ優先度の違いはある
と思われる。重要度のアンケートでなく、具体的政策の優先順位のアン
ケートなら回答しやすかった。

○ なぜ、私が市民アンケートに選ばれたのか？地区・人数・年代別・理
由・方法等を知らせるべきではないか。

○ アンケートは行政の妥当性を確保するエビデンスではないと考えます。
問１５の選択項目として　・廃炉にすべきであるという項目がないのは
納得いかない。なぜないのか？公示として回答を求めたい。 （再掲）

○ アンケートで「満足」「不満」という尺度はおかしい。「そう思う」
「そう思わない」にすべき。実感することと感情は別である。

○ 毎年、設問が多すぎて苦慮する。紙も無駄に多い。
→内容の精査を望む！！

○ 返信率の少なそうなこのアンケートではなく、地域活動の最初にちょっ
とやるとか、市役所の待ち時間に書いてもらうとか、コストを削減する
努力がいると思う。

○ 私にはアンケートの内容が理解できない質問が多かったです。不備の回
答でしたら「没」として下さい。

○ 最初のアンケートは１０段階で答えるのが難しいです。あと、重要度と
いうのも？？で、どれも大切であると思えたり、反対に重要かと問われ
ると？？です。申し訳ありませんが、時間もなく、最初の方は答えられ
ませんでした。集計するなら「わからない」ですべてお願いします。個
人としては、自然もあり、お店も色々できてきて、住みやすいです。強
いて言えば小笠地区の旧商店街がシャッターになっているのが残念で
す。菊川駅のえんてつストア側改札口お願いしたいです。

（再掲）
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○ 質問内容をもう少し分かりやすくしてほしい。

○ アンケートが何回も来ますがどういう選び方をしているのでしょうか？
旧小笠町のころよりも市職員とのつながりがうすいように思われます。
なんだかすごく遠い人のように思うのは私だけでしょうか？ （再掲）

○ このアンケートの目的、よくわかりませんが…それはともかく…この用
紙の表紙に市長さんの写真のせるのやめて欲しいな…

○ この時期は、商売の繁忙期に当たります。今後も、アンケートを続ける
なら、もう少し早く送付するか、回答期限を長くするか…　もう少し期
限に余裕を下さい。 （再掲）

○ 問１５について、「安全が確認できる」とはどのような状態をいうのか
があいまい。回答の中に「（既に安全が確認出来ていることを前提に）
ただちに稼働すべき」という意見もあるのでは？「停止」に向けての誘
導でない事を祈る。

（再掲）

○ 市内で携帯電話のテレビが映らない場所が多い！浜松市や静岡市ならど
こでも映るからなんとかしてほしい！！太田市長期待してます！！市民
アンケートは毎年やって下さい。 （再掲）

○ ①公園は数あるけど整備、保全、活用がなされていないと感じます。
②居住している年数、家族によって関心の持ち方が違う事と思いますの
で、年代によって質問の内容が違った方が良いのではと思いました。 （再掲）

○ ①町コン開催希望。
②１０段階評価は数が多い。５段階で良いのでは？
③マツキヨ前の信号機に右折指示機をつけるべき。（朝渋滞している
為）

（再掲）

○ ①街中の道路整備がされていないため、狭くて車も多く、自転車は路肩
を走らされているようで危ないです。
②コミュニティーバスに主に雨の日に利用していますが、本数も少なく
土日もなく帰りはタクシーだったり無理して歩く。無いよりは良いので
すがこれから家族も車に乗れなくなるような年ですもう少し便利になっ
たら良いのですが。
③行政や市民参画のことは何も分かりません。
④アンケートが３回目です。どうして何度も来るのですか？

（再掲）

●その他意見等（７２件）
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○ 市から何かしらの説明会などが地区で開かれる事があります。私も含め
てですが、参加して、「この説明は聞こう」という関心が出ませんが何
故なのでしょうか？

○ 緑豊かで、人も温かい良い町だと思います。しかし、御前崎と掛川の通
過点となっているので、もう少し栄えると良いなと思います。

○ このアンケートを見ると色々な活動や取り組みを市でやっているようだ
が、どういう事に取り組んだのか。自分が参加できることがあるのか？
いつ何をやっているのか、広報を見ないとわからないようになってい
る。ちなみに私は二世帯なので、広報は親の方にあって私まで回ってき
ません。二世帯用に希望者には２部渡すとか、もっと身近に情報がわか
るようになるとよい。そうすれば、市民の人はもっと興味をもってくれ
たり、参加してくれたりすると思う。

○ 成人講座や女性学級に高齢者（８０歳以上）が何年もずっと参加してい
るが、新しい世代の人が参加できるように年齢制限を設けるか、新規参
加の人を優先するようにした方が良いと思う。

○ 広報等、必要以上のものとなっているような気がします。各部署や団体
がそれぞれプリント物を回覧するのではなく、広報にまとめ、なるべく
配布物を少なくしてほしいと思います。経費や人件費等も節約してほし
い。（配布物はほとんど読むことなく廃棄されているようです。）

○ 各証明書の発行について：身内に体の弱い者がいます。この者の証明書
を発行してもらおうとすると本人と同居でない場合、委任状の提出を言
われます。各種手続きに必要な証明書です。まずもらわないと前に進め
ません、大変困っています。とりに行った者の（免許証など）証明書で
出して欲しいです。

○ 安全が確認＝テロ対策、北ミサイル対策がなされている？

○ いろいろ細かな所までありがとうございます。暮らしやすい菊川市の
為、これからも宜しくお願いいたします。

○ これまで整備してきた事以外の意見にも耳をかたむけて考えてみて、そ
の結果を市民にわかるようにして欲しい。

○ アパートなので地域との交流がないので、わからないことが多い。

○ 上下水道の転用の遅れ、最初に行った地域では水道代の負担が大。最初
説明とは大きな隔たりがある。ヨウ素剤の配布は不可なのか？

○ 市民の意見を取り込んでいただきありがとうございます。住みやすい菊
川市を造る為頑張りましょう。
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○ ①市役所に行って気づいた事ですが、受付とかの看板を外国の方が解る
様にとローマ字で書いてありますが…ローマ字では意味が通じません。
英語表記にする方が良いと思います。
②45年前位に建てた家でその間一部建直しもあり、市役所の方が2度
も検査に来ているのに車庫の税金を取り忘れたと今頃言って来ましたが
建物でないし、今頃？と納得いきません。近所でも3～４件の方が同じ
事を言ってます。又、それを住民が文句言いにくい様女性２人で来させ
るのも如何でしょうか？

（再掲）

○ 日曜開庁や水曜日業務延長を窓口サービスの充実に努めています。と書
いて有るが土・日休む必要があるのか？利用者は土・日に利用したい。
平日休みでいいのでは？

○ 多くの工場を誘致して、多くの働く場を作ってほしい。

○ 市街地の発展も重要であるように農村部の過疎化を止める事が急務かと
思います。農地の荒廃が進む中、後継者の育成をするには時間がかかり
すぎる。切り捨て感を覚える。紙面上の行政ばかりでは、生活している
者にとってはムダに時間を費やしていると思わざるを得ない。 （再掲）

○ 市内で携帯電話のテレビが映らない場所が多い！浜松市や静岡市ならど
こでも映るからなんとかしてほしい！！太田市長期待してます！！市民
アンケートは毎年やって下さい。 （再掲）

○ 菊川市に転入して１年経ちますが、集合住宅に居住しているためか、旧
来の住人との交流がほとんどなく、いつ何をしているのか、どんな活動
があるのか具体的に知らされないまま、清掃とごみ回収の義務だけは妙
に具体的に指示される。市の活動についても同様で、インターネットが
使えないと、紙の広報誌では充分な情報が得られない。アンケートの設
問を見ても、そんな活動どこでやっているの？ということばかりで、ど
うすれば各種活動の情報が得られるのか不満に思う。

○ 季節ごとに市民が盛り上がる賑やかな催しがあれば、菊川市に対する愛
着も深まり、人口減少の抑制や人口増にも繋がると思います。（例：桜
まつり、お茶まつり、夏祭り、花火大会、スポーツ大会（市長杯）、体
育大会、野外コンサート、マラソン大会等、既に開催しているものもあ
るかもしれませんが、広く周知されていないようなので、インパクトの
ある広報も必要だと思われます、

○ 引っ越してきて１年になります。そろそろ市民活動や菊川のことをもっ
と知れるようにいろんなところへ足を運べたらと思っています。子供を
育てやすい街と聞いているのでとても楽しみです。とても自然が素敵で
す。

○ 段差が多いため少なくなると行動がしやすくなると思います。
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○ 菊川市のセールスポイントを市民にもっとアピールした方がいいと思い
ます。

○ 高齢の方がイベントに参加したいが、どんなものか友人に聞いた時の事
です。その友人がたまたま市会議員さんに聞く機会があり、たずねまし
たら「あれは年寄り向けで企画したものじゃないのよね」と言われたそ
うです。友人もその後、その件を前出の方に伝えることはできなかった
そうです。年齢制限等、イベントに明記してもらえればよかったのかも
しれません。

○ 市街地にもう少し目を向けて！！

○ ふるさと納税をがんばって、もっと税収を増やして下さい。

○ 他県から来た方に緑の素晴らしい町とよく言われます。住民のため(子
供たち)のため花のあるやさしい町でありますようにお願いします。

○ 育児、学区教育など全てを終えた私には全部をまともに回答することが
出来ずわからないが多くなってしまいました。関心ではなく重要性は理
解できますが体験のない事は回答することができませんでした。これか
らもきめ細かいサービスを期待します。

○ 働くところを確保してほしい。障害を持った人にもっとやさしくしてほ
しい。

○ 家族５人で街中の住んでいるのですが、市内での転居を考えたときにな
かなかいい住居にめぐりあえません。空き家とのマッチングというか不
動産のＨＰにのらないような情報があったらうれしく思います。職員の
皆様、いつもお疲れ様です。ありがとうございます。

○ ①同報無線による時報の音量が大きく又長すぎます。今は特に１７時の
時もう少し音量を下げたり、曲を短くしたりして頂けたらと思います。
②菊川駅の北口を開設して頂きたい。送迎時の混雑緩和の為にもよろし
くお願いします。

（再掲）

○ 富士山のキレイな写真が撮れるような場所を市民から募集し、世界の人
に向けて発信してはどうでしょうか？(またはトリック写真が撮れると
か)

○ 市の放送の声が聞き取れない事が多いです。今、交通安全でやさしい言
葉で放送しています。いつもこのような流れでやっていただきたいで
す。よくわかります。お願いします。
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○ グリーン運動？(ボランティア名がわからないですが)
花を植えるボランティアがあると思うんですが誰も通らない農道になぜ
何年も前から植えているのか意味が分からない！！お金のムダなのでや
めてほしいｏｒもっと他の場所に植えてほしい！あまりにセンスがな
い！

○ 住み良い菊川市にして下さい。

○ ①ＪＲ、高速道路通っており、交通手段はとても便利に感じています。
また、スーパーなどの商業施設も多数あるため、生活に便利で住み良い
街だと思います。
②アパート暮らしのため、市がどのような活動をしているのか見えにく
い所があります。

○ ①のんびり呑気にあまり多くを求めず生活していくには手頃な町だと思
います。
②若者が学べる高いレベルの大学が近隣に少なく、若者が戻ってくるこ
とも少ない。
③地域密着の人は多くても優秀な人材が戻れる基盤も必要。

○ 配布物の余分な物や一軒ずついらないものが多い。回覧に変えた方が良
いと思う。

○ 今の若い人に結婚願望を持たせる何かが必要と思われます。若い女性に
は子育てが一番大事である事をうえつけさせる？

○ 市役所のＨＰの内容がうすくて、知りたい情報がわからないことが多
い。

○ 元気な市だとは思わない。上から目線で見て満足な所がある。

○ きくのんの布を作ってほしいです。かわいい布でバック等を作りたいの
で。

○ 菊川市は現在「きくのん」をマスコットキャラクターとして菊川内外に
菊川市のことをアピールしていますが、更に九州の自治体が行っている
ようにピン芸人や噺家などもっと感性や視点の違う人を契約職員として
採用しより一層菊川市のことをアピールしてはどうでしょう。

○ ①横断歩道を渡らない人（老人）が多い。
②年を取ってからの交通手段（特に買い物。病院）がない。
③夜間特に黒い服装でウォーキングする人が多いので反射材の着用をし
てほしいです。
④駅前ロータリーを検討して下さい。

（再掲）
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○ ここ１０年でとても住みやすい街になったと思います。生活面だけでな
く、文化歴史面でも充実できればより一層魅力的な菊川市になると思わ
れます。期待しています。

○ ①駅前通りは市民共有のいこいの場や商店通りになっていない。
②一時保育先もいっぱいで利用できない困っている。
③動物（ペット）と楽しめる場所が欲しい（有料でもいい）
④班の負担（当番制など）を軽くして欲しい。
⑤駅ステーションの駐車場が狭くて不便・送迎時に苦労している。
⑥買い物やスポーツなど休日に楽しみたいことは市街にないため車や電
車で出かけないといけない。
⑦公共町づくり緑化木はゆったりと統一されセンスある近代化されたお
しゃれな町がいい。その町を見ただけでいやされる。投資はかかるが少
しづつでもやってほしい。
⑧西方河川を遊歩道にしてほしい。
⑨電柱をなくしアピールする。
⑩東名・東名バス停・バイパス・駅・空港と便が良いがあまり知られて
いない。
⑪掛川市もしくは広域道州制になって行政のむだをはぶく。
⑫宇東誇（線）？の西側の急斜面が心配地震の時くずれれば大きな被害
がでる。あの壁は弱そうで耐えられないのでないか。

（再掲）

○ 幼稚園児でも参加できるスポーツ活動があれば広報などで教えて頂きた
い。

○ P1,P2の参考資料の内容で「努めています」『進めています」「行って
います」は、実質的に結果が出ているわけではない（結果との結びつき
が見えない）わけであり、実績を示して頂く方がより取り組みがわか
る。

○ 何もない＝期待していない。

○ 普通に生活するには困らないけれど、他の人に自慢できるものが欲し
い。１つでいいから。どれをとってもフツー。

○ 仕事を持っている為、今まで自分か無意識のままだったのか、きづかさ
れました。出来るところから参加しようと思いました。

○ 住む人各々のやさしさが大切だと思います。否定するだけでなく、まず
聞いて理解する気持ちがなければ住みよい町はできないと思う。外人と
かもそうだし、老人問題とかもそうです。お年寄りと子供達との交流の
場を設けてはどーですか。大変だと思うけどまずはじめの一歩でどーで
すか、お年寄りが充実になり長生きするし、子供達もやさしくなります
よ！

○ せっかくマイナンバーカードがあるので、住民票などコンビニ等の取得
に役立てて欲しい。子育てや就職などの支援はきっちりして欲しい。不
妊治療などにも手厚い支援を。検診補助費や健康に関する補助を広げて
欲しい。

（再掲）
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○ どの年代の方も、住みやすい菊川市でいて欲しいなと思います。お茶
や、緑、自然が沢山あって良い町だと思います。

○ 高齢者の働く場所が少ない。

○ 市の活動には興味があるが、仕事や家事で余裕がない。60代から参加
協力して行きたいという理想はある。

○ このアンケートは答えにピンとこない質問が多く自分が菊川市に住んで
いても行政のことにほとんど興味を持っていないことに気づく。直感で
答えてみたものの…。だから、この答えが役に立つかどうか私自身疑問
のまま返信する事をお許し下さい。

○ ①HPにアクセスして担当部署に問い合わせしたいと思ってもどこか不
明、分かりにくい。
②コミュニティーバスが利用しづらい。又、一部のドライバーが安全運
転していない。もう少しルートを工夫して欲しい。
③同報無線が聞き取りづらい。ラジオの様な物を貸していただいている
が、感度が悪いので聞こえない。
④大雨が降ると川が氾濫してから避難指示がくるので遅い。高齢者が移
動できない状態では困る。
⑤きくのんもいいがきくちゃんももっと出してほしい。きくのんが出て
きてからきくちゃんが出なくなっている感じがする。
⑥市役所の駐車場がせますぎ、両サイドがせまい。
⑦もっと高齢者が住みやすい環境にしてほしい。自分で車を運転しない
と移動できない。
⑧物価が高い感じがする。又周辺の市より税金が高い感じがするが、そ
れが活かされていない感じがする。

（再掲）

○ 広報菊川は月１でも良いのではないか、なぜ２回発行とするのか。

○ いつもありがとうございます。

○ 写真家が来る様なスポットやコンテストを増やしてみたらどうでしょう
か？

○ ①町コン開催希望。
②１０段階評価は数が多い。５段階で良いのでは？
③マツキヨ前の信号機に右折指示機をつけるべき。（朝渋滞している
為）

（再掲）

○ ずっと活動してくださる方、農業従事者が高齢となり、若い世代へ引き
継いでいくのは難しいと感じています。新しく地域住民になられても、
古くからの菊川の歴史に触れる事は少ない。たとえば、(河城百選）の
改訂をして広めて頂きたいです。

（再掲）
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○ 子供達が安心して遊べる場所が欲しい。街に出なければ遊び場がなく子
供達とおじいちゃんおばあちゃんとふれあう機会もなくなってきてい
る。

（再掲）

○ 中央図書館とシズテツストアの間にある区画整理地区の街灯を設置して
ほしい。祭典の際、２１時以降は静かにしてほしい。

（再掲）

○ ①バス等交通の便が整備されているとは言えない。
②車の移動が多くなり、健康的な生活がしづらい。
③横断歩道が欲しいところにない。
④住宅地が増えているが、緑は残してほしい。 （再掲）

○ ①けやき他市役所等の駐車場のスペースをもう少し広くしてほしい。
②小笠地区でも各種の講演会等も行ってほしいです。
③毎月役場からの広報、及び回覧物の実施日があるがなくしてほしいで
す。

（再掲）

○ ①市街地はかなり整備されたが村部は救急車も入れない家もある。福祉
バスも地区の3分の１が利用するのにかなり歩く。バスの見直しが必
要。
②同報無線も聞こえにくいし、家の中の無線機は全く聞こえない。受信
アンテナをもっと設置してほしい。(各家庭を調査し大至急やるべき。
これからは村部を重視してほしい。今まで我慢してきた)

（再掲）

○ ①原発が停止していれば安全なのでしょうか。カクと言う物の存在が？
です。
②何歳になろうと活発に元気に生きている方々を尊敬しています。アト
数年で私も会社勤めが終るかもしれません。広報などをなるべく読むよ
うにしていますが、今の私は疲れのカタマリです。市に対する意見要望
がいえるような人でありたいとは思います。うまく答えられなくて申し
訳ないです。

（再掲）

○ ①菊川駅に北口を作って駅北をにぎやかになるようになればよいと思
う。
②若者の働く場所が増えるとよい。（優良企業を誘致する）
③荒れた野山を整備し、里山をよみがえらせたい。
④静岡空港を利用する人が増えるような取り組みがほしい。
⑤耕作放棄地（茶畑）の有効活用を考えていきたい。

（再掲）

○ ①駅ロータリーが使用しにくい（長時間駐車している車がいる、タク
シー側が広すぎるのでは…。）
②駅前交番の場所を移動した方が良い。以前の様に駅前になれないた
め、長時間駐車する車がいるのでは？
③地域イベントがあまり盛り上がっていない。（他市の様にもっと宣伝
してもよいと思う）
④加茂地区のゴミステーションを新しくほしい
⑤駅南、加茂、下平川地区のみ改善されており場所によっては街灯がな
い等、差がはげしすぎる。もっと全体的に少しづつ改善してほしい。

（再掲）
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○ ①市立病院小児科に常勤医師を。医療体制を整えてほしい。
②子育ての相談しづらい。（支援センターでなく電話などでできるとこ
ろ）
③国際交流の機会を増やしてほしい。大人も子供も楽しめるようなイベ
ントがあったらいい。
④駅前商店街が寂しい。
⑤上本所に公園を作ってほしい！（子供数は多いが遊ぶところがな
い。）

（再掲）

○ ①駅前に活気がない。暗い
②お茶の産地なのにピーアールが足りない。
③閉鎖的。目玉になる物がない。 （再掲）
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