
市民意識調査(平成３１年４月実施)における自由意見の結果について 

１．自由意見欄に記載のあった人数 335 人（回収数 941 人） 

２．自由意見欄への記載率       35.6%

（参考）H29 年 4 月 39.2%（367 人/  936 人） 

H30 年 4 月 40.4%（408 人/  1,011 人） 

３．自由意見の件数 延べ 550 件（非公表意見を含む）

４．自由意見施策別件数 ランキング ( 上位 10 )（その他を除く）（非公表意見を含む） 

順位 施  策 件数（件） 割合（%） 

① 243 交通計画 66 12.0%

② 123 地域医療 56 10.2% 

③ 521 「新・理想郷プラン」の推進 47 8.5% 

④ 312 商工経済 32 5.8% 

⑤ 252 道路整備 29 5.3% 

⑥ 131 高齢者福祉 26 4.7%

⑦ 411 学校教育 25 4.5% 

⑧ 523 持続可能な財政運営 25 4.5% 

⑨ 522 成熟社会に対応する行政運営 23 4.2% 

⑩ 313 観光交流 22 4.0% 

上位  合計 351 63.7% 

５．自由意見の公表にあたって 

市民の皆様から頂戴した自由意見については、なるべく頂戴した意見をそのまま 

掲載しておりますが、個人情報保護の観点などの点から、一部修正、または、公表 

を控えさせていただいた意見もありますことをご了承ください。 



施策別自由意見（問13）

番号 施策コード 施策 部局名 問13　具体的な内容

1 111 人権尊重 地域環境部
家庭内でハラスメントや我を押し付けられる。価値観を押し付けられる等。そういう悩みや解決法をアドバイスし
てもらいたい。

2 111 人権尊重 地域環境部

毎年戦没者追悼式が開催されますが、その時の通知は各戸にとどきますが、御供物に付いては何の確認もあ
りません。戦没者の家族におきましてはまことに残念に思えてなりません。形式的な行事としてなされている様
に思われてなりません。真の心があって行われるのであれば違う形で行事として行われてしかるべきではない
でしょうか？時間が流れていくにつけ、何かにつけても忘れ去られていく様に思います。今一度この様な形で
の追悼式のあり方を考えて見るのもいかがかと思っています。

3 112 男女共同参画社会 地域環境部

子育てについて。子育ては夫婦２人が協力し合わないとできないことが多いが、現実、妻への負担が大きい。
女性も社会に出て働く世の中。家事・育児・仕事の3つを背負っている。なぜそうなるのか。夫の仕事からの帰
宅が遅いのが原因。少子化も防がなければならない。子供を産めば産むほど経済的な負担が大きくなるので
夫婦共働きになる。でも夫は残業で家のことを手伝ってもらえないとなると子供を産みたくても産めないという
悪循環が生まれる。行政はもっと会社に対して夫婦が二人そろって子育てできる環境を作るよう働きかけてほ
しい。

4 112 男女共同参画社会 地域環境部

結婚し、これからこどもがほしいとおもっているが、共働きのため少しためらってる部分がある。私もしくは妻の
勤務先で子育てに対しての理解があるかどうかわからないので不安はある。

5 121 保健・医療・福祉ネットワーク 福祉子ども部 介護等市任せでなく皆で取り組む方法を考えるべきかなと思います。

6 121 保健・医療・福祉ネットワーク 福祉子ども部

老後のために病院が不安です。今、足が人工骨のため、不自由なので不安です。バスに乗るのに大変不便で
困っています。年金も少ないので働いております。障がい者にも優しい町にしてほしいです。

7 121 保健・医療・福祉ネットワーク 福祉子ども部
病院や保健の充実

8 121 保健・医療・福祉ネットワーク 福祉子ども部

介護サービスの充実や医療の充実など今は元気で家族が一緒にいてもいつか一人暮らしをすることになった
時に、健康で生活できればよいのですが、そうでない場合に介護や医療また生活していく面での経済的なこと
に不安を感じます。

9 121 保健・医療・福祉ネットワーク 福祉子ども部

高齢者・障がい者の後見のための、法人後見を立ち上げてもらいたいです。手続きを簡単にできて、料金も安
くなると利用できます。日常生活の援助も後見の内容に入ると安心です。これから生活がどうにもならない高齢
者・障がい者が増えて、市の地域包括センター（？）も仕事が増大すると思います。

10 121 保健・医療・福祉ネットワーク 福祉子ども部 子育てがやりやすく、老人にやさしい地域にもっとしていってほしいです。

11 121 保健・医療・福祉ネットワーク 福祉子ども部 私は線維筋痛症という病気です。寝たきりなので仕事もできず将来とても不安です。

12 121 保健・医療・福祉ネットワーク 福祉子ども部

生涯現役については、生活習慣病予防、自己責任で各自気をつける。地区民全体が仲良く助け合って生活
する事。我が地区に置いて少し閉鎖的な感じがします。身近に空き家が多いので、それを利用して、サロン、
しゃべり場的な、人が気軽に集まれる場所をつくってみては。

13 121 保健・医療・福祉ネットワーク 福祉子ども部

子供が他所で生活している故自分一人で生活できなくなった時、受け入れてくれる施設が少ないから不安に
感じる、（子供はその土地に引っ越してくるように言うだろうけど他所に行きたくないと思うから）
老人が増すばかり若者は都会に出ていき（これは企業が少なく、その土地で働くところが少ないから）同年配の
人との交流があるので今のところはいいがこれから高齢者ばかり特に男の方が少ないので何をするにも女性ば
かり。これで良いのかとも思う。男性の方は楽しみがなく(企業戦士だったから）又、楽しむところがないので
は・・・？と気の毒に感じます。女性のようにおしゃべりの場所、楽しむところがあれば良いのだけど。

14 122 健康づくり 福祉子ども部
名張市のまちづくりに要望したい事。地域高齢化に向けての健康づくりの一環として名張市が運営する「健
康、身体づくり」の施設を設けて、日常の健康推進補助に支援して欲しい。

15 123 地域医療 福祉子ども部

高齢になり健康のことが一番気になるようになってきましたが、かかりつけの医院はあるが、人が多く、待ち時間
が長く本当に苦しい時は耐えられないので、病気になれば早く診てもられように市内の病院の均等にしてほし
い。

16 123 地域医療 福祉子ども部
市立病院の今後あり方、医院の紹介無しでの診察。

17 123 地域医療 福祉子ども部

私は７年前病気になって現在リハビリに行っています。７年前の救急時の処理もなかった翌日かかりつけの病
院から救急車をまた呼んだのです。

18 123 地域医療 福祉子ども部

名張市立病院の充実を促進してほしい、当番医の表示で名張以外の病院で手当てを受けることがあるが、伊
賀市の病院（上野市民病院岡波総合病院）で対応することのないようにしてほしい。
名張市民はいつでも名張市立病院で受診することが望ましい。また、産婦人科の設置が一日でも早くしてほし
い。若い人が名張への呼び込みで産科不在が足を引っ張っているのではないでしょうか。

19 123 地域医療 福祉子ども部
医療機関の受け入れが悪く不安を感じる。（名張市立病院）若い医者が多いイメージがある。医師がよく変わ
る。

20 123 地域医療 福祉子ども部 時間外で病気になった時救急車を呼んでもタライ回しになったことがあり不安。

21 123 地域医療 福祉子ども部

名張市と伊賀市の病院の当番制が不安です。実父が倒れたときに目の前の市立病院を過ぎ上野総合市民病
院に搬送され亡くなりました。もし名張市立病院に搬送されていたら助かっていたかもと考えると不安に思いま
す。

22 123 地域医療 福祉子ども部
医療の充実。三重大に行かずとも名張で治せるよう（入院できるよう）して欲しい。看病する側の交通費も大変。
（時間・体力・お金）

23 123 地域医療 福祉子ども部

市立病院の対患者関係においてもう少し心遣いが必要だと思う。
　（１）点滴の正確性
　（2）その他言葉使いの優しさなどが欠けているように思う。

24 123 地域医療 福祉子ども部

地域医療の充実を特に望みます。かかりつけ医院に紹介状を依頼すると、市立病院ではなく、大阪、奈良、三
重の紹介状です。交通時間、費用もかかり大変です。市立病院の充実を望みます。

25 123 地域医療 福祉子ども部

障害児、障害者を受け入れてくれる病院が少なく困っています。特に病気などの時市の応急診療では診察し
てもらいにくいので、名張市立病院を障害者が行きやすい医療体制にしてほしいです。

26 123 地域医療 福祉子ども部 名張市内に出産のできる産婦人科が少ないため、将来娘が出産する場合に不安があります。

27 123 地域医療 福祉子ども部 地域医療の充実、特に小児の救急の充実に期待します。

28 123 地域医療 福祉子ども部 市立病院の医師の異動を少なくしてほしい。

29 123 地域医療 福祉子ども部 二次救急病院当番制への不安。産科不足への不安。
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施策別自由意見（問13）

番号 施策コード 施策 部局名 問13　具体的な内容

30 123 地域医療 福祉子ども部

救急当番制があることに理解はしていますが、上野、岡波と名張との交替の時間帯に救急搬送が必要となっ
た時受け入れ先がないということがあり、少し待って名張へ搬送するか、津方面へ走るかという選択をしなけれ
ばならなかった。あと３０分で名張の救急受け入れは可能だが上野は交替するので受け入れ不可。名張市民
でありながら受け入れてもらうことができずに待つというその時間が苦痛でならなかった。せっかく受け入れ病
院が近くにあるのに助かる命も助からなくなってしまう。あの魔の時間帯をなくし、救える命、助けられる人を増
やせるよう交替の時間を考えてほしいです。

31 123 地域医療 福祉子ども部 医療現場が少々不安です。市民病院の医師確保もお願い致します。

32 123 地域医療 福祉子ども部 名張市立病院は、施設、設備が古すぎる。医師だけ新しい、新米さんが多い。

33 123 地域医療 福祉子ども部

最近体調を崩すことが多く、いつもかかりつけの医師にみてもらっている方から、上野市立病院、名張市立病
院共に紹介状を書いていただき、行かせてもらいました。しかし、看護師の方は、窓口でまっていてもずっと話
を看護師同士でしていて気づいてもらえなかったり、お医者さんの対応も少し不快な思いもしました。納得のい
く説明もなく「気持ちの問題やろ」で終了でした。５時間くらい待ち２、３分の診察ですごくむなしい気分でいっ
ぱいでした。体調が悪いときに、安心させてくれる病院が近くにないことにとても残念な気持ちでいっぱいでし
た。もう少し、改善していくところ力を入れるところではないかと思いました。

34 123 地域医療 福祉子ども部

名張市に限らず、高令人口の増加に伴い医療の充実が課題であるが、現状では県境を越えて奈良県や伊勢
（津方面）に医療を求めている気持ちがあり、実際に通院もしている。地元の医療機関で完結できれば良い
が、少し不安な面もある。市民病院は以前に比べ、良くなった様だが多くの不安がある。地域に産科がないの
も若い市民にとっては大きな不安要素ではないかと思う。実際に娘には実家（名張）ではお産をさせなかった。
市民病院の今後は、民営化して生産性を上げるべきで、公務員体質では限界がある。第２の上野市民病院に
してはならない！

35 123 地域医療 福祉子ども部

市立病院の対応について
※妻が体調不良となり、救急車はタクシーがわりでないので自家用車で夜８時頃往診に行ったら問診もせず
応急診療所に行けと言われ、行ったら検査出来ないので明朝迄様子を見ろと言われ帰され、明朝かかりつけ
医の紹介状を持参し市立病院の内科を受診、簡単な検査で異常ナシと言われ非常な不良を伝えたところ血
液検査をしたところ、結果即入院となる。
※私自身も腰痛で整形外科を受診、レントゲンの結果椎間板変性と言われ痛み止めを処方されただけで町の
整骨院を受診したら治った。
患者の話、要望に耳をかたむける姿勢不足、対応の悪さをどう思われますか。

36 123 地域医療 福祉子ども部 名張市立病院をもっと活性化してほしい。今のままでは精密検査するだけの病院みたいです。

37 123 地域医療 福祉子ども部
名張市応急診療所にいった折りに足が不自由のためトイレが大変でした。手すりをつける等してほしく思いまし
た。

38 123 地域医療 福祉子ども部
市民の市立病院であるべきが、市内の病院の保護政策で紹介が必要で納得がいきません。

39 123 地域医療 福祉子ども部 市立病院の利用がしにくい。（紹介状が必要だから）

40 123 地域医療 福祉子ども部 救急車の体制が伊賀市との交代制になっているが、やはり、遠くに運ばれると不便である。

41 123 地域医療 福祉子ども部 病院の紹介状制度に不満。（町のお医者さんを守りすぎ）

42 123 地域医療 福祉子ども部 救急時に名張市の病院にすぐに運んでもらえるようにしてほしい。（上野は遠い）

43 123 地域医療 福祉子ども部

市立病院内の機能充実、医師の数が多いのに、ほとんどが総合診療科医師だと思いますが、専門診療に携
わる医者が少ないと思います。脳卒中、脳梗塞、心筋梗塞の患者をいつでも、すぐに手術対応出来るよう、考
えて頂ければ安心です。

44 123 地域医療 福祉子ども部

入院患者について、市立病院は、早期退院をすすめるとの声をよく聞きますが、重病患者であればあるほど、
自宅療養は大変です。病院従業員は楽かも知れませんが、介護する家族は大変です。余命短い患者程、最
後まで大事にして頂ければ有難いです。名張市の財政は決して低くないと思います。使い方を考えて下さい。
市民の為に弱者の為に使って下さい。

45 123 地域医療 福祉子ども部 病院が休みの時、当番制で住んでいる近くの病院でみてもらえないこと。

46 123 地域医療 福祉子ども部 産婦人科が少なく、選択肢がない。

47 123 地域医療 福祉子ども部

・医療体制
　現在臨番制となっているが不安なので常時、名張市立病院が救急指定となることを切に望みます。

48 123 地域医療 福祉子ども部

＜過去の経験から＞名張市立病院が二次救急担当のとき家内が胸が痛いというので電話をしたのですが受
付の女性の方は担当医がいませんで済ませました。その日は我慢して翌日診療時間に合わせて岡波病院に
行って診察がはじまると心不全により即入院となり入院手続きの最中に更に脳梗塞を併発しました。一命は取
り留めたものの７か月後に障害を抱え退院となり今日に至っています。現在の名張市立病院の受付対応はどう
か知りませんが、診療は電話をした時から始まると思います。医療知識がなくても事の重大性を意識できる力を
養うことも大切だと感じました。
＜医療体制の充実＞どこが悪いのかどの専門医を受診すればいいのかわからない患者さんには専門医の選
定を行う「総合診療」を膠原病やリウマチ等の診療をする「総合内科」の設置を願います。また現在は情報化社
会でありネットワークの活用化により医療技術の意見交換がスムーズに行えるような体制を構築して少しでも安
心できるような医療環境づくりを目指していただきたいと思います。

49 123 地域医療 福祉子ども部

かかりつけのお医者さんはいますが、大病をした時、名張市内には総合大病院がありません。紹介をしても
らって行く病院は、どこも車、電車など１時間はかかります。歳を取って、主人も運転が出来なくなったときの事
を考えると大変だなあ～と心配です。名張市は赤字で大変ですが、名張市立病院の医療体制の更なる充実を
お願いします。

50 123 地域医療 福祉子ども部
市民病院は紹介型であり、まるで名賀医師会の金もうけのお手伝いしているようである。その為市立病院が赤
字になっているのではないか。上野市民病院のように、改善すべきではないか。

51 123 地域医療 福祉子ども部
楽しい集いの時、体調を崩し救急車のお世話になりました。暖かい介護のため大感謝しています。年と共に皆
さんの思いやりのため感謝しています。

52 123 地域医療 福祉子ども部

医療機関、医療体制の充実を望む。病気になった時、安心して任せられる医療機関がない（他府県の病院へ
行ってしまう）救急体制の充実・・・最も近くの医療機関へ搬送されるようにすべきだ。

53 123 地域医療 福祉子ども部

救急の場合の連絡について
市民病院の近くの人であってもその日が伊賀の当番であればそちらというのも不審に思う。まずは近くの市民
病院で診察を受けるべきではないのか。特に生命に関する場合は。
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施策別自由意見（問13）

番号 施策コード 施策 部局名 問13　具体的な内容

54 123 地域医療 福祉子ども部

静岡がんセンターから近くの市立ＨＰに転院をしたが、マンモをうつす機械が壊れているとのことで結局検査が
できず、静岡がんセンターにまた転院する形になった。ドクター曰く、壊れたら１年は買ってもらえないとのこと
で市は、住民のがん検診を勧めておきながら何とも反した内情に驚きを隠せなかった。
また親が脳出血で一大事の時にかかりつけ医がいる市のＨＰに連れて行ってほしいといったが当番が決めら
れ専門のドクターが上野にいるからと有無を言わず救急隊員に連れていかれたがふたを開けてみたら夜間に
脳外科専門医がいないことが判明し、そのあと、又転院となった。うそをついて、救急搬送するなんて考えられ
ない。正しい情報を伝えてほしい。医療体制に不満、不安が募りました。

55 123 地域医療 福祉子ども部
名張市立病院・・・先生がよく替る。安心できない。三重大の医局に頼らない。医者の確保。長期的な計画に
取り組み高額な機器の導入、他県に頼らない。

56 123 地域医療 福祉子ども部

名張市に居を構え半世紀余り・・・自然豊かな町で子供たちもカブトムシ、ザリガニ、わらび、ぜんまいとりと今ま
では考えられないようなことが身近にできて幸せな子育てができたと感謝しています。現在は子供も独立し、１
人は名張在住、子育て中です。今は１人暮らしです。不安は医療体制です。この町もどんどん老人が増加する
のに、救急医療が一定の場所でないのが不安です。又、車に乗れないと量販店へ行くのも一苦労です。だん
だん老人の住みにくい町になりました。一生懸命真面目に生きてきて最後に名張市民でよかったと思う市に
なってくれることが理想です。

57 123 地域医療 福祉子ども部

医療にもここなら治るというような病院がない。安心感がない。名張市のいいところはないとしか思えない。２０
年住んでいるがとても残念な場所だと思う。老いてからはもっと大変だと思う。医療へ行くのもバス。時間が非
常にかかるため１つの病院へ徒歩も含め、往復のバスの時間待ち、治療の時間で３時間はかかる。整形外科
へ週２回で通院なら体の負担も大きい。老人のタクシー代を半額にするなど考えてほしいです。

58 123 地域医療 福祉子ども部

今一番気になること
高齢になって来ると救急搬送のチャンス（？）が増えてくることと思いますが、搬送先が名張市以外になると家
族が病院へ通うことも大変になってくると思います。運転免許証を返還すると特にです。そういう場合は優先的
に名張市立病院へ搬送するようにしてほしいです。

59 123 地域医療 福祉子ども部

名張、上野で脳もしくは心臓関連の疾患にかかると救急でも助かるものも助からないイメージがある。だから定
年後は医療のしっかりしている大阪や津の方へ移動したいと考えている。何のために市民病院があるのかわか
らない。

60 123 地域医療 福祉子ども部 救急の体制をしっかりと整えてほしい。（輪番制やめてほしい。）

61 123 地域医療 福祉子ども部 名張市民病院は誰のためにあるのか？

62 123 地域医療 福祉子ども部

３０代後半にこの地に住み４０年近く。子育ても終わり二人の生活を楽しみながら地域でボランティア活動に参
加させていただいています。高齢化に突入し身近に同じ世代の方々の不幸に接すたび、医療機関の充実を
考えさせられます。

63 123 地域医療 福祉子ども部
医療に関して、本当に安心して暮らせる仕組みにしていただきたいです。子供がお産で帰ってきてももし通常
の出産ができなっ方場合受け入れてくれる近くの病院があればと思います。

64 123 地域医療 福祉子ども部

名張市応急診療所をもっとどうにかしてほしい。専門外の医師が多く、休日に急病になって行っても意味がな
い。整形外科等の内科がわからない医師ではなく、もう少しまともな医師を置いてほしい。

65 123 地域医療 福祉子ども部 市立病院の充実をお願いしたいです。

66 123 地域医療 福祉子ども部 医療の受け入れ体制

67 123 地域医療 福祉子ども部
救急が全然ダメ。市内に住んでいるにも関わらず奈良医大しか受け入れてもらえなかった。緊急時に安心でき
る場所ではない。

68 123 地域医療 福祉子ども部 もっと市立病院を使用したい

69 123 地域医療 福祉子ども部

・医療の充実
・救急搬送を名張市内だけでできるようにしてほしい。

70 123 地域医療 福祉子ども部
母や私が体が弱くて名張市立病院でお世話になっています。１日も早く名張市立病院でも二次救急を毎日見
てほしい。上野までは不便で困ります。車にも乗れないので不便です。

71 131 高齢者福祉 福祉子ども部

高齢化社会が進んでいる現実に比べて医療体制及び老人の介護受け入れ体制などこれら市、環境全体でみ
るとかなりの立ち遅れが感じられる。この問題点が進んでいけば市として他の問題点も自然と解決。幸福感が
ある魅力ある名張市として変貌すると思います。

72 131 高齢者福祉 福祉子ども部
在宅介護できる環境に訪問して頂ける医者の確保が望ましく、無駄な余命なく自分らしく、生きる環境が確保
できる、地域であることを希望します。

73 131 高齢者福祉 福祉子ども部

・年金生活ができなくなったらどうやって生活していくのか
年収で色んなことが決まってくるのは理解していますが、人それぞれ生活ができなくなる者もあると思います。
そんな時に何かしらの扶養がだれにでも受けられるのであるか。

74 131 高齢者福祉 福祉子ども部 介護施設は働く人の奪い合いで施設を増やさないで今の施設の見直しが必要。

75 131 高齢者福祉 福祉子ども部 在宅医療の充実、在宅介護の充実（新しい取り組みを導入していかないと人口減少する）

76 131 高齢者福祉 福祉子ども部

今は夫婦ともに健康で自分のことは自分でできますが高齢になり、援助を受けないと生活できなくなった時、高
齢老施設へ入所することになると思います。現在の施設の介護状況を考えると、大変不安になります。モラル
のなさや知識・技術の不足から高齢者に対する扱いが雑で虐待に近いようなことがなされていたりすると耳にし
ます。特に介護士は免許がなくてもだれでもなれることから教育が十分でないものと考えられます。このような
方たちの教育を徹底していただくことが必要であると思います。介護に携わる人は誰でもいいのではないと思
います。知識、技術、人間性の教育を受け現場に出るシステム作りが必要なのではないでしょうか。各施設で
の教育にはレベル差があると考えます。各施設でのＯＪＴでの教育も大切です。方法や手順を教えるのが教育
でもＯＪＴでもないと考えます。入所されている方がその方がその方らしく生活できるように支えていただける教
育を希望します。

77 131 高齢者福祉 福祉子ども部
老人ホーム等を充実してほしい。

78 131 高齢者福祉 福祉子ども部

東京、大阪の人より収入が少なくても、生活できるのは、住居費が安いか親と同居している方、または親の残し
た住居に住んでいるからと思う。→同居の推進、改築助成（介護が必要になってからでは遅い）

79 131 高齢者福祉 福祉子ども部 高齢になっても不自由なく暮せる町であってほしいです。

80 131 高齢者福祉 福祉子ども部
介護サービスの充実と費用の軽減を望んでいます。

81 131 高齢者福祉 福祉子ども部

団塊の世代である私達が、もう少し年が進んだ時に、今の高齢者のような介護が受けられるかな？若い時から
真面目に働いてきた人と、ダラダラとしていた人（病気等の事情がある人は別）も、福祉の制度（生活保護に
よって支えられる部分を合わすと）生活環境が変わらないのは変だと思う。
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82 131 高齢者福祉 福祉子ども部

名張市の将来に向けてこれからますます高齢者の人数が増えてまいります。不安に感じることは、福祉介護の
充実を望みます。現在の状況では、年金生活では希望の地域の介護施設に入居する事ができません。その
為には地域医療に力を注いで頂きたい。

83 131 高齢者福祉 福祉子ども部 年金生活者ですが…将来、受け入れてもらえる老人ホームはあるでしょうか？

84 131 高齢者福祉 福祉子ども部 介護を受ける事になった時心配です。介護の仕事をしていて介護士の数がとても少ない事です。

85 131 高齢者福祉 福祉子ども部
福祉・介護の充実。高齢者であるがため、今後の福祉に対する事。

86 131 高齢者福祉 福祉子ども部
老後施設についてお願いします。有料老人ホーム多過ぎます。市営の低所得者に優しい、特養、老人ホーム
が必要だと思います。以上よろしくお願いします。

87 131 高齢者福祉 福祉子ども部 日本の社会福祉の分野で高齢者福祉は、他県に比べてかなり遅れているように思います。

88 131 高齢者福祉 福祉子ども部 福祉、介護の充実。車社会なので日常生活に不便（運転できないので）

89 131 高齢者福祉 福祉子ども部

特に福祉、介護の充実化
介護施設をたくさん。入居資金が高すぎるのではないのか。年金の範囲で入居できるようにしてほしい。

90 131 高齢者福祉 福祉子ども部
介護施設を利用しやすくしてほしい。（費用含め）

91 131 高齢者福祉 福祉子ども部

高齢化社会の現実を考えた場合今後身体等が不自由になり普通の生活ができなくなった時福祉施設等に入
所希望しても施設が少なく特に特老や介護施設の空がなくまた資金の問題など不安である。福祉施設の充実
を重点的に取り組んでほしい。

92 131 高齢者福祉 福祉子ども部

私は現在のところに約２０年住人でいますが私たち夫婦が桔梗が丘西地区を選んだ理由は要介護の両親を自
宅で世話し、生活するうえでの通勤等の電車の駅に近いこと、駅近くに買い物施設があることが大きな理由で
した。丁度介護保険制度が始まった時期であり２人とも介護認定を受け最後まで世話ができました。現在は私
たち夫婦が高齢化し近い将来に介護のお世話になるような年代になっております。最近名張市内にも要介護
施設、高齢者住宅施設も多くできつつありますが実際としてはやはり住みされた自宅でながく生活したく思いま
す。全く動けなくなれば別ですがやはり少々体の働きが弱っても自宅で生活できるように更に在宅介護支援の
充実を図るような施策をお願いしたく思います。

93 131 高齢者福祉 福祉子ども部

名張に移住して、もう３９年になりました。昨年暮れに子供に相談しましたが、長いこと都会に住んでいて年を
取ってから知り合いもいない舎家に住みたくないと家もいらないと言い遠方にくれています。私も９０歳になり、
今後のことを考えるととても不安です。

94 131 高齢者福祉 福祉子ども部 介護施設の充実

95 131 高齢者福祉 福祉子ども部 老人に対して割安で楽しむ場所がほしいと思っています。

96 131 高齢者福祉 福祉子ども部 老後を楽しめそうな事がない。

97 132 障害者福祉 福祉子ども部
公的な施設にはすでに車イスが置いてありますが、飲食店等にスロープがあっても車イスがないため利用する
事がありません。行政の方で指導する事が出来ないでしょうか。

98 132 障害者福祉 福祉子ども部
耳が不自由なので補聴器を付けている。夜は、外しているので、家の外から呼ばれても解らない。一人でいる
ので不安が有る。

99 132 障害者福祉 福祉子ども部

３２才になる統合失調症の息子がいます。息子の将来に不安があります。上野病院通院と精神薬も続けないと
いけません。車の運転は、危ないのでさせていません。その他、市役所での手続きなども、将来ひとりでできる
のかどうか…。障害者が不安なく暮せる町にしてほしいです。

100 132 障害者福祉 福祉子ども部
私は障害を持っているのですが、将来一人で生活するにあたり、市役所や会社の他に横のつながりが薄いよう
に感じています。

101 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部

希望する保育所に子どもを預けることができるのかどうか。不安です。勤務地が遠方の為、保育時間を最大限
利用させてもらったとしても充分ではないので、かがやきさんのサポートシステムも利用させていただきたいと
思っています。このようなサポートのシステムがあるのは、とても有難いと思っています。待機児童の問題解決
など、働く者にとって安心して子育てできる名張市であってほしいと思います。

102 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部 子育て支援の充実を望みます。早期からの保育を伊賀市のようにしてほしい。

103 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部

子育てしていく不安
・子どもがいる中働く環境のきびしさと難しさへの不安。
・経済的余裕がみえず子どもを多くもてない。子育てに対して協力をえられにくい状況

104 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部

現在、子どもが保育園待機中です。働きたいのに働けない状況をどうにかしてほしいです。５月は自動車税も
あるし固定資産税も払えてない状況。そもそも、名張市内の保育園は２ヶ月から預かってもらえないのが困りま
す。ふつうは２ヶ月から預かってくれます。生活が本当に困るのでどうにかして下さい。

105 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部 インフルエンザの注射などは、学校等で集団接種にしていただきたい。

106 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部 人口減少化、子供が生まれたら祝い金を出したらいかがか。

107 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部

少子高齢化の歯止めのために子供の育てやすい環境。成長しても働き口（企業）、安心して将来を託せる企
業の支援、地元に大学がないので他府県の大学を入学して卒業すれば地元の企業に就職する町であってほ
しい。

108 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部

保育園の頃は待機児童ゼロで入園しやすく、働きやすかったが、小学校に上がってからは学童が充実してお
らず、とても働きにくくなった。つつじが丘小学校の学童は終わる時間が早く、フルタイムで働いているとむかえ
に間に合わせるのがむずかしいため、利用しにくい。また夏休み中の学童では昼食後に部屋を暗くして映画
を流して昼寝の時間をとるなど、小学生の健康的な生活だとは感じられない過ごし方のスケジュールなど内容
も満足できるものではなかった。

109 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部 児童館の場所が利用しにくい。

110 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部 病後時保育の充実

111 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部 若い人たちが安心して子育てできるような環境づくり等、保育所、幼稚園等の充実

112 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部

市内にはつばさ学園がありますが、今学校の高等部はいっぱいいっぱいです。支援学校としても１つしかない
のですべての障がいの子どもたちが集まってきます。障がいによって学校をわけるとか地域によってわけるとか
何とかして下さい。発達障害の子どもたちの行ける学校もなかなかありません。遠い学校に電車で行かないと
いけません。ただでさえ体力がない、１人で電車に乗せるのが不安などいろいろ不安なのにいける学校がな
い。そういう点ではすごく住みにくいです。

113 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部

中学校等への給食の手配も熱望します。小さな子どもが２人いますが、支援センター等利用して、とても快適
に楽しく子育てしています。本当に素晴らしいことだと思います。マイ保育ステーション、まちの保健室もとても
ありがたいです。いつもありがとうございます。名張で子育てできてとても幸せです！

114 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部
待機児童問題を解決して下さい。引っ越してくる時、市のＨＰを見ましたが、待機児童がいる事は何も書かれて
いなかったと思います。
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115 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部

ひとり親に対する児童扶養手当について、すごく不平等だとずっと思っています。ひとりで子どもを育てていく
のは同じなのに所得をみて計算され手当てを受けられないのはおかしいのではないでしょうか？仕事を頑張っ
てお金をためて子ども達のために子ども達との時間をけずってまで働いても、それをわかって欲しいと思いま
す。子ども達のために働いているのに所得が多いからと少ししか働いていない人だけが手当を受けられるのは
おかしい。将来のために働いても、所得をみられ保育料も多く請求され、手当てはなし。意味不明です。ひとり
親ならどんな人でも同じようにしてほしいです。また児童手当も、４月生まれと３月生まれでは１年も手当を受け
られる事が違ってくるのがおかしい。みんな同じように満１８歳までと手当を受けられるようにしてほしい。アン
ケートも何度も書かされるだけでひとつも改善されないのに、書くだけ書かされるのもかなしいです。改善よろし
くお願いします。

116 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部

大阪市より名張市に転居した当時（1990年）は人口9万人弱で近い将来は10万人の市になるのではと思ってい
ましたが、その後人口流出で少し淋しく思っている現在です。少子化対策として子育て応援プランを充実して
再びベビーブームが来れば、明るい期待出来る名張市になると思っています。

117 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部

お年寄りへの福祉の充実は大事なことだと思いますが、その福祉の資金を今後支える子供たちにも分け与え
てほしいと思います。子供たちが大声をあげて遊べる公園や親の意識を変えるような施設がほしいです。

118 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部

子育て世代としては、子連れで行ける大きな公園や室内で遊べるスペース、授乳室やおむつ交換台の設置が
多くあればよいなと思います。新しい施設や改装された場所は利用しやすいのですが、お年寄り向けにバリア
フリーが進むのであれば、子育て世代や子供にとっても利用したり過ごすことが楽しい場所も増やしてほしいと
思います。

119 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部 医療機関の窓口での支払いを母子家庭も無料にしていただけると嬉しいです。

120 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部

不妊治療の医療費の保険適用化。年上の方にお話を聞くと今よりもっと負担額は多かったそうです。それで
も、通院、検査、注射、薬の処方など負担額は多いと思います。高額医療費（不妊治療）の助成金もあります
が、個人の負担が大きいです。子供を授かりたいけど、お金と仕事と治療との両立がとても難しいです。周りの
人や職場の治療への理解がまだまだ少ないです。子育て支援も大事ですがそれ以前の望んでいても授から
ない人へも援助を希望します。保育料の無償化など子育てに対する補助は素晴らしいと思います。ただ独身
の方、子供がいない世帯からすると支えてばかりのように思います。社会全体で子育て、福祉を支えていくの
はわかっていますが、今まで地域振興券などの対象になったこともありません。

121 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部
子どもへの支援を増やすべきで、老人には少々がまんしてもらうべきだと思う。高齢者が働ける環境の整備を
し、体が動かなくなるまで働ける場を作るべき。

122 134 社会保障 福祉子ども部
医療は薬を出すだけでなおしていない。命にかかわらない。診察は自己負担を増やすなどの改革をしていか
なければ健康保険は破綻します。何か手を打ちましょう。

123 134 社会保障 福祉子ども部 年金が無いので老後に不安があります。

124 134 社会保障 福祉子ども部
老後の生活が心配です。生活していく収入を確保できるのか、今後どのくらいの貯金が必要になるのか貯めら
れるのか心配です。

125 134 社会保障 福祉子ども部

何んと言っても、人生の終末を迎えるまでの、これから老病死に至るこの過程を過ごしていく上に先ず、年金生
活のみの収入の中で、２人で過ごせる時は、最小限度の生活であっても、何とか乗り越えていけると思うのです
が、どちらかが入院、入所となれば予想外の支払が生じて来ます。そうなると、家庭で生活するにつけても一人
で生活費、各種、口座の引き落し、税金、介護保険、固定資産、多種、多様の必要金が生じて来ますが、必ず
どこかで大きな不足金が生じてきます。長い間年金生活を続けていると備蓄も底をついていざと言う時には、ど
うなることだろうと、いつも不安に思うことしきりです。そんな時の介護保険についても言われるがままに介護保
険を支払っているものの、いざとなればランク付けされ、望む介護を受けられないと、言うこともその立場に直面
すれば余計にみじめな生活及び人生の終焉となることでしょう。このような時、行政の方から、どのようなアドバ
イスをいただけるのでしょうか。老いの坂を超えていくこの今からが大きな問題です。

126 134 社会保障 福祉子ども部
お陰様で年金生活をさして頂いております。これからの将来に向けて大幅に支給額が減額されませんように願
うところです。医療の負担額も一割ですませてもらうこともありがたいです。

127 134 社会保障 福祉子ども部

これから先将来が心配です。低所得者年金で暮しています。介護保険を納めているのに、後期高齢者の保険
毎年数万円引かれています。１０月から消費税10％になり、もう少し後期高齢者の保険を減額してほしい。

128 134 社会保障 福祉子ども部

市民税金が高すぎるのではないのか。
生活保護を受けている方でも本当に必要な人もいれば働ける人も働かずに書類だけで家でもらってる人もい
るとよく聞くことがある。

129 211 環境保全 地域環境部 住環境（大気、水質、地質）の維持向上。エネルギーコスト改善の継続的な施策。

130 211 環境保全 地域環境部

年々花粉症の患者が増え続け、特に名張はひどいように思う。古いヒノキや杉の伐採をし、花粉を減らすよう、
手入れをするべきだ、笑いごとではない。花粉症、アレルギー対策は色々な病気の要因にもなっている。医療
費の大きな対策にもつながると思う。

131 211 環境保全 地域環境部

不自然なものがあふれる現在の社会で、香害や化学物質をさけて通れない状況であります。社会的弱者のた
めに市政も、不自然なものを排除してほしい。例えば、スーパーの食料品売り場と洗剤や芳香剤売り場を離す
よう小売り業者に指導するなど。そもそも洗剤類ににおいをつけすぎ（必要ない）化学物質の害は、子供たちを
少しずつむしばみ、気が付いた時には大変な状況になっているものです。過去の公害病の訓練が生きていな
いのでは？

132 211 環境保全 地域環境部

近くに空き家のビルがありますが、その敷地内にある大量の放置されたゴミがすごく気になります。子どもが通う
通学路でもありますので、衛生面には気をつけたいと思っておりますので、何とかなりませんか？（同じ放置ゴ
ミが目の前の駐車場にもあります。）

133 211 環境保全 地域環境部 空地とか道端などに雑草が多くて、きれいにして花等植えたらいいだろうなあと思います。

134 211 環境保全 地域環境部 名張の自然を守ってほしい。余計な道路、商業施設はいらないと思います。

135 211 環境保全 地域環境部 名張川の透明度が悪くなっている様に思えるが、水質の向上対策をお願いしたい。
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136 211 環境保全 地域環境部

一度、投書したいとずっと思っていた事ですが、空気汚染に対する対策を強化してほしい。
1．受動喫煙
駅をよく利用しますが、東口改札横コンビニ前に喫煙場があり、改札の方へ毒煙が流れ駅を利用する時、周辺
で待ったり通る時いやおうなく被害にあいます。子供の通学、私も妊婦ですが大変困ります。又、駅構内も、風
向きがあるので違うホームにいても、煙が流れてきます。市内各所コンビニ前、歩きたばこなど、受動喫煙の被
害に対する対策を早急に行ってほしい。防毒マスクが欲しいくらいです。
2．野焼きなど空気汚染
実家がある地域では、ひんぱんに晴れた日や夕方頃、野焼きのにおいに悩まされている。ガードレール添い
から下をみれば、前にある集落から煙が昇っていることもよくみつけた。子供達も多く住む中、ダイオキシンを
吸わされている。洗たくものに付着しているのがおそろしい。なぜもっと改善されないのか疑問だ。今住んでい
る地域でも、たまに野焼きのような臭いがしてくる。
健康被害や危険が指摘されている現在、未来の名張市の繁栄の為に、子供、孫、子孫の為に健全で住み良
い名張市をつくってほしいと思う。

137 211 環境保全 地域環境部
・山を切り崩して太陽光発電みたいなバカなことをやめさせてください。
・住宅地に太陽光発電を止めることはできないか？

138 211 環境保全 地域環境部

今年４月初めに百合が丘東５番町の住宅地に住宅も建てず敷地に直接太陽光発電設備を近隣住民の意見・
要望も聞き入れずに設置されました。設置者は名張市在住ではなく、故障や自然災害により設備損壊等が発
生した場合は、早急な対応が困難に思われ地域住民の安全・安心の生活が脅かされると判断される。この状
況では、地域住民が求める住みやすい住環境からかけ離れることになる。名張市役所として太陽光発電設備
の設置に関する条件等がなく、強力な指導も行うことができなく、このように住民の意見・要望も無視、設置され
ることにより住みやすい町づくり等できないと思う。今後、住みやすい町づくりを行うためには、住民の合意がな
く設置された設備をどのように取り扱うのかまた、住宅団地内の住宅用地を事業用地として行う場合の制限等
を正確にしてほしい。

139 211 環境保全 地域環境部 河川をコンクリートで覆うことを止める。

140 211 環境保全 地域環境部

・動物殺処分について
　ドイツを見習いたい。せめて名張・伊賀だけでもドイツと同じようなことにしていただきたい。市長はじめ皆様
して頂きたい！！

141 211 環境保全 地域環境部 名張市に保健所がなく犬、猫の対処がむずかしい。

142 222 循環型社会 地域環境部
ゴミ袋が無料になる人気市町村化への取り組み（市債パフォーマンスの向上）労働と職業口の向上。

143 222 循環型社会 地域環境部 ゴミ袋代が高い（伊賀市と比べて）

144 222 循環型社会 地域環境部 ごみの収集はうまくやってくれています。

145 222 循環型社会 地域環境部

ゴミ処理施設もプラスチックを燃やしてもダイオキシンが出ない高温高熱の炉を採用するべきであったと考え
る。分別の労力はいらないし、プラスチックの再利用も効率がわるい。中国にプラスチックを輸出し、中国で低
温で燃やされそこで出たダイオキシンが偏西風にのり日本に振りかかるのは残念。我々日本人の健康を害して
いる。それより炉に石油を利用するならゴミであるプラスチックを燃やし、石油等の使用量も減らすべきである。
またごみ施設で市民がごみを個別に処理してもらうようにいくと、相当高圧的な態度に出る。市もごみ処理施設
は市直属の施設にし、採用も公務員試験をパスした人を採用するべきである。

146 222 循環型社会 地域環境部 ゴミ袋代が高すぎる。年寄りでなくてもこまる。ゴミを出すなという事か。

147 222 循環型社会 地域環境部

地域住民の高齢化が進み、老人の世帯ではゴミ出し等の作業に不都合が生じており、指定の収集場所に
ルールを守らずに出されているためカラスによってゴミが散乱して異臭を放っている現状がある。自治会として
は、環境委員を置くなど、色々取り組んでいるがそれ以外の人ははなはだ関心が薄く、誰かがやるだろうと考
えている。将来的にも何か手を打っておかないと、色々な問題が生じると思われる。
老人世帯に対するケアマネージャーの充実を図る。ゴミ箱を市の予算で設置する。黄色のアミは不具合有。

148 231 防災・減災 危機管理室 いいところは安心、安全（災害に強そう？）なところ、空気がうまい。

149 231 防災・減災 危機管理室
集合住宅の住居者と交流全く無い。単身者及高齢者（７０才以上）の災害時の支援活動はどのように行われま
すか。民生委員活動（担当区域の人数増加、不安）どのように行われますか。

150 232 防犯・交通安全 危機管理室

・交通マナーについて
　公共の運転手をはじめ名張市の交通マナーの悪さにびっくりしました。改造車騒音が当たり前のように時間
関係なく走っていますが警察だけでなく市も何らかの行動をしていただきたい。
名張市に住んでみて感じた件。思いやりのある人間が少ない。私がそんな者に合う回数が多いのだろうか？！
他県（市）ではこんなことは感じたことがない。

151 232 防犯・交通安全 危機管理室

・夜間の路上駐車の常連化、特に軽自動車。
・自転車他ルール無視。信号無視多々あり。
・歩道で人がいても止まらない。

152 232 防犯・交通安全 危機管理室

防犯カメラについて。このような調査などで、いつも託しているのが、どのくらい増やしてくれているのか。現状
を一度公表してほしい。主要道路、建物は勿論、脇道にも防犯カメラを増やして欲しいです。

153 232 防犯・交通安全 危機管理室
高齢者の運転マナーの規制も検討して下さい。名張も高齢者が増え、交通事故も多発しています。

154 232 防犯・交通安全 危機管理室

市民ほぼみんな運転免許の時代。高齢化社会にあって女性ドライバーの特に一時停止違反、あるいはマナー
の欠如があまりに多く最近、事故になりかけたことが多数ありました。思うに警察の取り締まりの強化、あるいは
その姿を街頭に表わすことによってある程度、事故防止につながるのではないかと考えております。どうか市の
行政にあっても警察行政と連携をされて交通事故、特に死亡事故を少なくされることを強く要望します。

155 232 防犯・交通安全 危機管理室 防犯関係についての相談をしやすく出来る窓口がほしい。

156 232 防犯・交通安全 危機管理室

車が生活の必需品な名張で、各家庭に必要な駐車場が確保されていないので、路上駐車が多く、急病や事
故の際の救急対応の遅れが心配です。まちづくりの一環として名張市で対策を練っていただきたい。

157 232 防犯・交通安全 危機管理室

高齢者の運転ミスによる交通事故が相次ぐなかで、車を手放せない地域であることが気がかりです。実際運転
をしていても、高齢者マークを付けた方の運転に違和感を覚えたことが何度もありますが、名張市に住んでい
て夫婦ともに運転できない生活に想像が至りません。

158 232 防犯・交通安全 危機管理室 街灯がなく暗い。怖い。

159 232 防犯・交通安全 危機管理室 街灯が暗かったり少なかったりで、うす暗く治安が悪い所があります。改善して欲しいです。
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160 232 防犯・交通安全 危機管理室

蔵持地区に住んでいます。子どもが通学する8：00前後交通量が激増します。改善の為、学校、地区に掛け
合ってもまったく動いてくれず、危険な状態での登校が続いているので早急に対応してほしいです。危険な場
所は、春日神社の交差点です。子ども達が安全に学校に通えるまちづくりにしてほしいです。

161 232 防犯・交通安全 危機管理室

広報なばり4-2号に交通事故0（ゼロ）を目指してが記載されていました。5月11日から20日は春の全国交通安
全運動が始まります。残念なことに名張市は交通マナーが悪く市より名張警察署に対して要望していただき、
取り締まりを含めた安全策を講じていただくようご配慮をお願いしたい。

162 232 防犯・交通安全 危機管理室
つつじが丘のヤオヒコの通りの長い坂道に街灯をもっとつけると歩行者も運転者も安心できると思う。

163 232 防犯・交通安全 危機管理室
団地に住んでいるので街灯だけで夕方の帰宅が心配なことがある。（娘の通学）

164 232 防犯・交通安全 危機管理室

要望
・桔梗が丘駅前から西原バス停までの道路に歩道を作ってほしい。照明灯を設置してほしい。
・車道も狭く側溝にはまった車をよく見る
・バスと大型車の交差が困難
・雪の日歩いて帰った時ワンボックスの車のミラーが強く肩に当たり溝にはまった
・運転しているとき人が歩いていると当たりそうに感じるときが多い

165 232 防犯・交通安全 危機管理室 高齢ドライバーの増加による交通事故の増加

166 242 都市計画 都市整備部

名張に住んで３０年が過ぎ、親戚、友人が良く名張に来てくれてますが、その度に不便に思います事は名張
駅、桔梗駅周辺に列車の時間待ち等で一休みする喫茶店やお土産屋さんが無くて、知人も困っています。何
故駅周辺にお店が出来ないのでしょうか…。銀行、証券会社等は多々有りますのに、観光で名張に来てくれ
た方々は口々に私達に疑問をなげかけます。ちょっとコーヒー、お茶する一時の場を求めます。

167 242 都市計画 都市整備部
遊技場（パチンコ、ボート、ゲームセンター）がやたら多いです。もう少し有効な土地利用を考えていただけたら
と思います。

168 242 都市計画 都市整備部
・名張駅の開発。魅力的な町づくり。
・スケートリンク、スポーツ施設、文化会館作ってほしい。（スポンサー集う）

169 242 都市計画 都市整備部

名張に住んでまず感じたことは 中途半端"ということです。若者と高齢者どちらに重きを置いた発展を目指し
ておられるのでしょう。折角学校の誘致をされながら、駅前に飲み屋があったり、キャバクラがあったりと、ちょっ
とどうかなと感じました。ただ若者達が乗り降りして通過するだけの駅前になっていませんか。観光化をアピー
ルすることもしかり、もっと人の集える駅前の開発をお願いします。人が集まるところは自ずと活気が出ます。気
の流れるところには人が集まります。さびしい駅前にしないでください。名張駅前キラキラ光っていますか？！

170 242 都市計画 都市整備部

＜都市づくりの感想＞市政の規制範囲内で民間企業の独自性で土地や市街地開発がされているように思え
ます。市政・民間企業・学識者が一体となって総合ビジョンを構築し、ロードマップ（長期・中期計画）の進行状
況をメンテナンスしながら体形だって取り組むようにしてはと思います。

171 242 都市計画 都市整備部
駅前の整備をしてほしい。名張、桔梗が丘共に特急停車駅として他の駅と比較して変化に乏しく活性化が出
来ていない。「名張駅」に、「桔梗が丘駅」に電車に乗る以外行こうと思わない。

172 242 都市計画 都市整備部

交通のアクセスとして、大阪、奈良、津、名古屋に行くのは便利ですが、わざわざ交通費を沢山かけて、ちょっ
とした買い物を市外、県外まで行くのも多くの方が不便と思っています。パチンコ店や飲食店を増やすのもい
いと思いますが、もう少し若い者向けの施設（イオンタウン、スポーツ施設）をつくってもらいたい。

173 242 都市計画 都市整備部

名張の玄関口、名張駅周辺の件です。たくさんの居酒屋があります。これはこれで夜は賑やかで活気づくとい
うことでは悪いとは決して思っていません。先日駅近くでカフェや食事処など他県から来られたらしき人たちが
探しており、私を見つけ昼食時前後だったと思いますが、聞かれました。本当に私自身日常で思ってたこと
だったので、返事に困りました。そのひとたちは「なにもないところやなあ・・・」と。とても悲しく、寂しくなり、名張
駅に降りられる人たちがゆっくりくつろげる・・・又名張へ来ようとそんな印象をもってかえってほしかったです。
そんな名張駅周辺に少しでも力を入れてほしいと望んでいます。

174 242 都市計画 都市整備部 スーパーなどの近さ

175 243 交通計画 都市整備部

今後老年を迎え、過ごしてゆくにあたり、自身の体の健康維持に努めなければならないことは考えてはおりま
すが、交通手段等（車の運転ができなくなった時期等）のことを考えると、とても不安に思います。例えば、居住
近くの美旗駅利用時の改札までの階段は、足腰が動く現在でも、かなり辛く感じます。ＩＣ切符等では中2番側
のスロープは通れません。諸々の問題があり、二つの改札設置は不可能なのかもしれませんが、居住し、電車
を頻繁に利用する者にとったら大きな問題です。

176 243 交通計画 都市整備部

・車の運転ができなくなった時の交通手段について。
　タクシーなど利用できるような高給取でもありませんし、そんな者はどうすればよいのでしょうか。駅が近いわ
けでもありません。近くにスーパーも何もありません。どうやって生活していくのか。

177 243 交通計画 都市整備部 コンパクトにまとまった町であるが（使いやすい）車が乗れなくなる年齢になると不安。

178 243 交通計画 都市整備部 バスの遅延が多すぎる。

179 243 交通計画 都市整備部

地域バス運用で従来安いバス料金、地域で１００円バスが走り、片道３６０円もするつつじが丘では運用してい
ない。どう考えてもおかしい。つつじが丘で運用しないのであれば中止するべきだ。もしくは、つつじが丘に１０
０円バスを走らせ、安価な料金の地域は通常料金で走らせるのが道理だ。

180 243 交通計画 都市整備部 将来車の運転ができなくなっても困らないようにコミバスの運行を充実させてほしい。

181 243 交通計画 都市整備部

交通の便から年を取ってからの生活が非常に不安。車がないと生活に困るし高齢者の事故も増えている中、
自分もいずれはその立場になった時どうすればいいのかなあと考えてしまう。もう少しバスの料金を安くするな
ど利用しやすくしてほしい。

182 243 交通計画 都市整備部
現在は車での生活ができているので良いのですが、免許がなくなると日常の生活に支障が出ると思うので・・・
不安を持っています。歩いて買い物ができる地区にと思っている。

183 243 交通計画 都市整備部

梅が丘に住んでいるが車なしでは買い物他、何もできない。将来体力の衰えに伴い、運動能力の低下が予測
される中、日常生活に支障のないような交通網の充実が必要。又、配食（昼、夜）サービス業者が少なく、味も
悪い。老人が増える中特に男性１人暮らしの方たちには充実した配食サービスが望まれる。

184 243 交通計画 都市整備部
車がないと生活に不便がある日常なので車がなくても快適に生活できるように行政で改善してほしいです。
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施策別自由意見（問13）

番号 施策コード 施策 部局名 問13　具体的な内容

185 243 交通計画 都市整備部

現在は一人暮らしで自由気ままで、バス旅行やウォーキング仲間とあちこち他府県等歩いて楽しい日々を過ご
しています。シルバー人材センターに登録して１日２時間の仕事を月に２０日働いてわずかな収入も楽しみの
一つです…が今は良いけど病気になったら子供達に迷惑になったらどうしよう…と一抹の不安は心の片隅に
あります。それ以外に買物が出来なくなった場合の不安もあります。今は車があるので自由に買物に行って、
仕事にも行っているのですが…。そういった不安２つを感じています。行政が行う事は買物難民に少し目を向
けて行く事が必要だと感じてます。以上。

186 243 交通計画 都市整備部

桔梗が丘東地区はぎゅうとら、ｱﾋﾟﾀ等の閉店が噂されており、実現すれば買物難民になるおそれが大である。
特に車のない者は切実である。この問題を解決するには行政の力が必要であるのではないか。

187 243 交通計画 都市整備部
朝の早い時間だけでも特急を運行することで（６時台）名古屋方面への通勤も可能と思います。できるだけ単
身赴任を避けたい人に対して行政の助けがあるとありがたいです。

188 243 交通計画 都市整備部

年を取った時に、スーパー、病院へ行くのに車で行かなければならない時のためにバスなどの停留所やバス
の運行回数が少ないのが不安です。

189 243 交通計画 都市整備部

名張に住んで４５年余り、最初は不便が少しましになったが、交通の便（近鉄・三重交通）がこれから必要とする
が不便になる。名張市役所は色々発信してくれるけど、年を行くとどうでもいいかと思うようになる。

190 243 交通計画 都市整備部 将来、車の運転が無理になると移動をどうすればいいのか、今から不安です。

191 243 交通計画 都市整備部

私はつつじの住民です。７４歳。何が不便って言ったら交通費の高い事です。市内迄、病院、用事でバスに乗
ろうとすると７００円もの交通費。市内ではバスが迂回して１００円で乗れています。今どこの都市でも７０歳以上
は交通費の割引などあります。これから益々高齢化の時代です。もっと心配なく病院にも行けるようによろしく
お願いします。

192 243 交通計画 都市整備部

これからますます高齢化が進み、住宅団地に住む私たちは移動手段に困るようになるのではと心配です。大
阪から名張に家を建て３５年以上になり、ここを終の棲家と暮らしております。みんなが住み良い町でありますよ
う（なりますよう）日々努力の程よろしくお願いいたします。

193 243 交通計画 都市整備部
坂が多くマイカーなしでは住みにくい。将来宅配、コミュニティーバス、買い物支援、通院支援が必要となる。

194 243 交通計画 都市整備部

赤目地区に在住です。確かに利用率は低いかも知れませんがコミュニティバスがこちらの地区に全く通ってい
ないというのはいかがなものかと思います。昨今、高齢者による痛ましい事故が後を絶ちません。今は現役世
代の両親もいずれは免許返納する時が来ます。その時現在のままでは「その時」が来た時に両親の生活を考
えるととても返納すべきと言える気がしません。定められた税金を納めているのですから分け隔てなくどの地区
に住もうが住み良い街にして頂きたいです。

195 243 交通計画 都市整備部
名張・伊賀間の通勤と帰宅ラッシュ時の渋滞

196 243 交通計画 都市整備部 地域の交通手段（買物や医療）の充実を願っています。

197 243 交通計画 都市整備部
歩いて行ける範囲に商店がないので、車の運転ができなくなったら、買い物ができなくなるのが不安。（足腰が
弱ったら、歩いて買い物も荷物を運ぶのも大変だと思う。）

198 243 交通計画 都市整備部
高齢ドライバーが免許証の返納しても、病院や役所、買物などに不便を感じないよう足の便を考えてほしい。
（コミュニティのバスを利用するにしても直通で行けると良いかな？）

199 243 交通計画 都市整備部

これからの老齢社会に向けて、生活環境の整備等を充実させていただきたく思います。車社会で車でなけれ
ば買い物もできない状態は目に見えてきています。病院に行くにしても車がないとタクシー（？）すぐ行けない
し、タクシーもすぐには無理な状態です。

200 243 交通計画 都市整備部
今の所、病院、買物、車で行けるが、乗らなくなった時、心配だ。前、美旗までｱﾋﾟﾀのバスが来ていたが再ス
タートしてほしい。

201 243 交通計画 都市整備部 運転免許を返納したら買い物、病院など不便になる。

202 243 交通計画 都市整備部

現在５０才代ですが、高齢になり車の運転をやめた時名張市のような住環境で満足して暮らしていけるのか。
日々の買い物、病院への通院などコミュニティバスなるものも走っていますが、大きな不安を感じています。周
囲の何組かの家族ももう少し都心の便利な所に引越して行きました。あと数年は名張で暮らそうと思いますが、
駅も遠く家の周りに生活してゆくための店などもない状況のため、老後は便利な所に引越す方が良いのではと
悩んでいます。せめて1つの団地内に小さくても良いのでスーパー、医院、郵便局などがあれば老後も安心し
て暮らせるように思うのですが、反対に団地内の店は続かず店をしめていく傾向にあるのが残念です。何とか
ならないのでしょうか？暮らすのに不便なら人口が名張から流出するのも仕方ないと思うのです。名張市を活
性化させたいのなら、高齢化も進む訳ですから車が無くても暮らせるような街作りに力を入れていただきたいと
思います。

203 243 交通計画 都市整備部 車がないとどこもいけない。なにもない。イオンモール作ってほしい。公園もすくない

204 243 交通計画 都市整備部
ベビーブーム世代の私たちは、年金がガタッと減ることが予想されます。コミバスなどのサービスを増やしたり、
少しでも生活が楽になるような制度を整えて欲しい。

205 243 交通計画 都市整備部 公共交通機関の充実

206 243 交通計画 都市整備部
税金が高すぎて老後の生活が心配だ。老いて車を手離さなくなったら、病院とか、買物とか不便になってくる。
コミュニティバスの運行も限られているし、これからどうなっていくか、わからない。

207 243 交通計画 都市整備部 近鉄の電車料金が高すぎる。

208 243 交通計画 都市整備部 バスの本数が少ない。

209 243 交通計画 都市整備部

将来に向けての生活
・私の年齢を考えると「足の確保」の為、コミュニティバスの必要を考えます。

210 243 交通計画 都市整備部
赤目町すみれが丘に在住していますが、バス（コミュニティ）が、１日１本（朝と夕）走行していますが、もう少し増
やして頂けたら、ありがたいと思いますが。

211 243 交通計画 都市整備部 近鉄とバスの減便で不便

212 243 交通計画 都市整備部
高齢者社会が進み、免許返納や、体力低下に伴い通院や買物、娯楽等の外出のための交通機関の充実が
なければ、生活がしづらくなる。料金のサービスのみでは、おぎなえないと思う。

213 243 交通計画 都市整備部
免許を返してしまうと買いものも行けない。不便である。もっと、コミュニティバスや、他の方法を深く考えて欲し
い。困っている。１人暮らしの８３才です。

214 243 交通計画 都市整備部

高齢者にも決して優しい街とは感じられません。現在高齢者の運転する車の事故がかなりの数で報じられてい
ますが、名張市も老人マークをつけた車が多くなりました。「自分だけは大丈夫」と思われているのでしょうが、
交通の流れに乗れず、自分勝手な運転をされている方、その中に本当に運転していたいと思われている方が
どれほどいらっしゃるのでしょう。もう少し交通の便が良かったら…。バスがない→ないから自分の車で行く→バ
スに乗らない→赤字になる→バスの本数を減らす→バスがない。悪循環のスパイラルです。名張市が断ち
切ってください。

215 243 交通計画 都市整備部 名張市内のバスの充実（本数や通る道など）。

216 243 交通計画 都市整備部

コミュニティバスの運行について。公共乗物が通っていない地域にも、運行してほしい。地区の自治会のでの
バス運行には限度があって、老人には停留所までの距離までが遠いので利用しにくい。不便さがあります。
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217 243 交通計画 都市整備部 近鉄線の大阪へのアクセス（電車の本数）が年々悪くなっている。

218 243 交通計画 都市整備部 コミュニティバスが、団地内も市内も利用できるようにしてほしい。

219 243 交通計画 都市整備部

今後高齢者で、運転免許証を返納した場合、考えて、美旗（コミュニティバス）バスが配送されているが、買物、
病院の通院等に利用できるよう、予約制等を実施して活用できたらと思う。現在配送されている状況では、空
車で走行している事が多い。

220 243 交通計画 都市整備部
バス代を下げるか、他の地区の様に７０才以上バス代を安くする。他の市等は老人は無料と聞いています。病
院に行くのに（バス）代が大変です。以上。

221 243 交通計画 都市整備部 車がないと生活しにくい。

222 243 交通計画 都市整備部
今は、移動に車を利用しているが、老後の交通手段が不安。子どもの医療費の無料はありがたいが、少しの負
担も必要ではないかと思う。将来、子ども達に借金で残る事のないようにしてほしい。

223 243 交通計画 都市整備部

高齢になると、不便なところに住んでいると免許証の返還を強いられと思うが、買物に不自由を成じますが、不
便にならない施策が必要で、それが正しく、整備されて初めて免許証返上が可能になると思うので、両者が実
施されてこそ、可能になるので、是非両立するよう施策を講じて頂きたい。

224 243 交通計画 都市整備部 高齢になり、免許返納した時、買物、病院通いの不便さ。

225 243 交通計画 都市整備部
三重交通のバス運賃が高いので、高齢者になったとき買い物や通院費の日常生活に車がないと大変だと思
います。金銭的に。

226 243 交通計画 都市整備部

高齢者は免許返納せよなどの声が喧しいが、交通手段の確保には非常に消極的である。ナッキー号等の街
中への進出などもっともっと強力であるべし。本当に市民に目を向けているのか疑わしい。再考を願う。市内各
地の定点にたち各年齢層の立場に境遇を推敲した支点等に想像を膨らませ、再チェックをお願いしたい。

227 243 交通計画 都市整備部
高齢化が進む中、公共交通機関が十分とは言えず、コミュニティバスもナッキー号を除いての利便性は低いと
感じる。

228 243 交通計画 都市整備部

＜今後の生活＞私も老人になっています。高齢者の交通事故が多発している今日では免許証の自主返納が
法令よりも社会規制が先に強化されそうで心配しています。歩いて買い物に行けるところはなし、病院もなしで
移動スーパーや訪問診療の促進を検討していただきたいと思います。

229 243 交通計画 都市整備部 夜のバスの時間がはやくなってしまい不便。バス代が高い

230 243 交通計画 都市整備部 老後、車の運転を早めにやめたいと思っているが買い物等不安である。

231 243 交通計画 都市整備部

道路環境が非常によくない。車で夜走るととても暗くヘッドライトのみの走行で非常に走りにくく道も狭い。街灯
が少なく住宅地内でも暗く感じる。駅までの交通機関もバスですが、時間に合うものが非常に少ない。もっと本
数を増やしてほしい。大型バスでなくてもいいのでマイクロバスなり小型バスで１５分に１本など。三重交通だけ
では無理だと思います。子供もバスを利用したいが、合う時刻のものがないため、毎日送迎しなくてはいけな
い。このことは他の家族でもよく聞きます。

232 243 交通計画 都市整備部

一人暮らしの高齢者です。
①平生の買い物や医療機関等には、三交バスやコミュニティバスのお世話になっています。マックスバリュ名
張店、マックスバリュ名張西店、マンダイや鴻之台の医療機関や食堂などは、平生は数少ない三交バスやコ
ミュニティバスが利用可能です。土日祝には全く便がありません。
②市役所に用があるときも三交バスやコミュニティバスの組み合わせで何とか工夫して行動させていただいて
います。市役所は土日祝は陸の孤島です。名張の産業祭や軽トラ市などが市役所前広場で開催されており市
の広報紙などでもＰＲされておりますが三交バスやコミュニティバス利用者には市役所前広場に行く手段があり
ません。体育館や名張の湯の駐車場からのシャトルバスの便が用意されていますが体育館などの駐車場へ行
けるのは自家用車の利用者だけです。他の便利な場所で開催していただくか、シャトルバスが近鉄の駅前も
通るようにしていただければ幸いと思っております。

233 243 交通計画 都市整備部 集合住宅地以外もバスを走らせてほしい。

234 243 交通計画 都市整備部

老後の生活に向け、交通の便利なところに老人の施設を作ってほしい。年金で生活できるようにしてほしい。
交通の便をよくしてほしい。車がないので不便です。歩いて行けるスーパーを作ってほしい。

235 243 交通計画 都市整備部

大阪方面への鉄道移動が年々不便になっている気がする。快速急行が急行に格下げになり、急行は停車駅
が増えただけでなく、特急待ちの回数が増え、乗車時間が長くなった。これは名張市内等からの利用者が減っ
ているから。減っているのは、車を使っている人がいるからというのもあるだろうけど、人口が減っているというの
があるのだろう。バスの本数が少なかったり、商業・医療施設が遠い等、市内での生活に不便を感じることがあ
る。車がなくても生活しやすい環境、市内での雇用確保・労働環境の充実を望みたい。

236 243 交通計画 都市整備部 山村地域の交通の充実と空き家への対策を切に望みます。

237 243 交通計画 都市整備部

現在自分で車を運転して自由に仕事や買い物、通院などできる状態だが高齢になり自力で移動することがで
きなくなったら、生活の維持はたちまち不可能になり、現在の居住地に住み続けることが困難になることが将来
の不安である。名張市は公共交通機関が存在するものの便利とはとてもいえない。更にきめ細かいサービスを
求めたい。

238 243 交通計画 都市整備部

近鉄電車の便利性について
・急行が長谷寺＋朝倉停車になった、スピードダウン。
・快速急行が急行に改悪されスピード・サービスダウンとなっている。
・利用者の減少が原因とされるようだが、「サービスダウン」は更なる利用者の減少につながり、市民としても大
変不自由となる。若い人が大阪などに流出するのもこれらの原因がある。市は近鉄電車にダイヤの改善を強く
要望していただきたい。このままだと「近鉄電車のエゴ」により名張市は消滅されてしまう。「仕方ない」と放置せ
ず、市のために放置してはいけないと思う！
・現状では暴動が起きてもおかしくないくらい市民の不満はたまっています！近鉄グループは名張市を裏切っ
て逃げています！（近鉄プラザも一時閉店しましたよね）

239 243 交通計画 都市整備部 ナッキー号も一時間に一度走ってほしいです。

240 243 交通計画 都市整備部 信号機をいくつも設置しすぎる。かえって渋滞を招くだけだ。警察の天下り先を喜ばすだけだ。

241 251 住宅・住環境 都市整備部

すずらん台西１番町に廃業したコンビニがあります。５～６年以上たちますが、看板は崩れ落ち、なお崩れ落ち
る可能性があり、非常に危険。再三自治会や町づくり協議会から名張市に申入れをしてもらっていますが、一
向に好転せず。このまま何十年も風化を待つのみか。また我が家の隣は住宅地にもかかわらず、空地のままで
資材置場のようで荒れ放題。市の職員の方に見てもらいましたが、結局変わらず。名張市の人口減少が言わ
れますが、こんな場所があったら、住もうと思いませんよ。市の業務はたくさんあって職員の方も大変でしょう
が、もう少しきめ細かく見るべき所は見ないと、市政を誤ると思います。熟考願います。

242 251 住宅・住環境 都市整備部 空き家が増えています。防犯上よくないので空き家マップを作成してはどうですか？

243 251 住宅・住環境 都市整備部

今住んでいる地域は家の石積が少し崩れてきていますが自費で工事すると何百万かかります。市役所に相談
すると溝の外側がヒビいったりしていると市で修理しますが内側だと自費でお願いしますと言われました。業者
の電話番号も教えてもらいましたがここだけ直すなら石積み全てやり変えた方がいいと言われ、結局いまだに
そのままの状態です。中古で購入しましたが購入後のメンテナンスがあれば助かります。

- 9 -



施策別自由意見（問13）

番号 施策コード 施策 部局名 問13　具体的な内容

244 251 住宅・住環境 都市整備部

空き家が近隣にも多くなっています。空き家の有効な活用について考えてほしい。（若い世代の方が住めるよ
うな補助等）地域の活性化のため。ボランティア活動←退職後の方々の社会参加の仕組みづくり社会経験等
が活かせる場の提供等。

245 251 住宅・住環境 都市整備部

わたしは現在旧市街地区（名張地域）に居住していますが年々空き家、更地が増加し町が空洞化していくこと
に深く心を痛めています。この旧市街地区を再活性化させるべく、都市計画の立案、推進を強く希望します。

246 251 住宅・住環境 都市整備部 桔梗が丘の住人です。最近、周りに空き家が増えています。どうにかならないのでしょうか。

247 251 住宅・住環境 都市整備部 桔梗が丘も空家が多くなってきているので空家対策を考えてもらいたい。

248 251 住宅・住環境 都市整備部 市内に空家が多く、災害時に不安になると思われる。空き家の再利用の使用を望む。

249 251 住宅・住環境 都市整備部

名張駅近郊で開発が進んでいますが、○○が丘等の団地では、空き家が目立ちます。市の空き家バンクもほ
ぼ機能していないように思います。空き家は、名張市外で住む方が保有しているケースも多いと思います。もっ
と積極的に情報発信し、空き家の減少にとりくんで下さい。

250 251 住宅・住環境 都市整備部 近所がだんだん空き家が多くなり、いろんな面で怖くなってきている。

251 251 住宅・住環境 都市整備部
空き地にアパート、マンションなどが増え、建物の老朽化、入居者の状況など、不安な事も増えています。

252 251 住宅・住環境 都市整備部
２０年程前より旧町内では、高齢化による独居や空家が目立っており、自分自身が、特養老に入所する事に
なって改めて火災等の不安が心を痛めている。

253 251 住宅・住環境 都市整備部

高齢年になりつつある名張市で地域によって明確に分かれている地域があるように感じます。ベッドタウンであ
るがゆえに。（あるところでは若年世帯が多く、逆にあるところでは高齢化が今後さらに進む地域）具体的には
団地が多いですが、空き家を増やさないような公的なサポート（若い世帯の空き家に移る事を考えている人に
補助出す。親が住んでいた家に若い世代が住む時は親の世代に補助出すなど）が必要。若い世代と高齢の
老後世代が共存できる地域コミュニティが必要。（実際には他人事にしている、感じている社会全体が悪い事
もありますが）

254 251 住宅・住環境 都市整備部
旧町、新興住宅地、各々の空き家対策
若者が住みやすい町を行政が補佐し、民間で実行できる方法を探る。

255 251 住宅・住環境 都市整備部 空き家、空き地が多い

256 252 道路整備 都市整備部

桔梗が丘の街路樹の剪定って、寸止めが低すぎて、何の為の剪定か判らない。もう少し、高くして寸止めした
らどうか。背の低い電柱の様な街路樹は景観的にもおかしいし、夏の日かげにもならない。

257 252 道路整備 都市整備部 街路樹を切りすぎて夏場は影がなく、歩行できない。

258 252 道路整備 都市整備部
Ｒ368のバイパス４車線化の工事が遅いように思います。同じ三重県でも菰野町や鈴鹿市などはあっという間に
工事完了しています。Ｒ165のバイパスも必要です。

259 252 道路整備 都市整備部

道路が県外に比べてない。特に白線が夜は特に止まれが見えてないです。もっと夜に停止位置が蛍光灯でよ
くわかるようにしてください。たまに県外で光っているところがあります。お願いします。

260 252 道路整備 都市整備部
国道３６８号線片側２車線化の進捗が遅すぎる。周辺の進化に取り残されている感じがする。大至急片側２車
線化を完成してほしい。

261 252 道路整備 都市整備部 インフラ整備を充実させてほしい。（高速道路等）

262 252 道路整備 都市整備部
・国道３６５号線の早期４車線化
・全体的に道路整備が遅い

263 252 道路整備 都市整備部

・ペット（犬２匹）が我が家にいるが、名張市には安心して出かけられる場所がない。また自転車で走っていると
車道を走らなければならず怖い場面がある。
・ペットを連れて行けるお店や公園、安心して歩ける道を整備してほしい。運動できる機会が増える。
・自転車が安心して走れる道がほしい。文化財を巡って観光したり、車を走らせないので渋滞が少なくなるか
も。

264 252 道路整備 都市整備部
道路や横断歩道の白線が薄くなってきてもなかなか塗り直しがされないので危険を感じることがある。国道か県
道か市道かわからないがせめて横断歩道ははっきりと塗ってほしい。

265 252 道路整備 都市整備部
・高速道路（名阪及び京奈和道）へのバイパス

266 252 道路整備 都市整備部
歩道がガタガタで狭いので、子どもに自転車を乗らせるのが不安。

267 252 道路整備 都市整備部

道路の舗装について。きれいに舗装されても、１年も過ぎないうちに切ったり埋めたりされるので、段差ができ
て凸凹になる。車でＣＤを聴いていても飛ぶ。電気、ガス、水道、土木など横と一体となった計画が事前にとれ
ないものかといつも思う。

268 252 道路整備 都市整備部
道路規制と表示について常に見廻りしていただき表示の消えている等安全対策を強化して下さい。

269 252 道路整備 都市整備部
道路整備に伴い、信号が増え、渋滞が増える。そのためイライラ運転のドライバーが増える。交差点はこれ以
上増えない方がいい。

270 252 道路整備 都市整備部
名張のオークワの方から桔梗が丘の方に右折する時、あの道が細いのと、前からも車が来るので右折車が２台
続けば信号が変わっても１台しか進まなく渋滞になります。道幅が狭いのはしかたがないですが、せめて信号
の右折の矢印があればましになると思うのですが、いかがでしょう。

271 252 道路整備 都市整備部

道をもう少しきれいに整備してほしい。私は県外から移住してきましたが、地元の方が道路もきれい、歩行者が
歩ける道が充分あります。もう少し、きれいにしてくれたら、ウォーキングしたいなと思いますが、今のところは、
したいと思いません。あとは、県外から来た方への案内を、もう少し、してほしかったです。医療機関など、わか
りやすい、パンフレットなどが、欲しかったです。

272 252 道路整備 都市整備部
道路工事等で工事終了後に市の最終チェック等はしているのか？突出したマンホール等見かけるがどうなっ
ているのか。

273 252 道路整備 都市整備部

私はつつじが丘に生活して、３０年近くになりますが道路の全面舗装をしてないと思われます。一部ガタガタで
す。「ツギはれ舗装ばかりです」せめて横断歩道、センターライン、停止線、一時停止きれいに入れて安全を確
保する様に努力してほしいです。

274 252 道路整備 都市整備部
市内の道路が凸凹だらけで走り辛い。国道も同じで、いたる所でアスファルトで修理して段差が出来ており、バ
イクで走ると恐ろしくなる。

275 252 道路整備 都市整備部
お亀の湯に行く名張側の道路が一部せまくて長い間対向出来ない所を早く整備してほしいです。名張～上野
へのバイパスを早く４車線道路にして下さい。

276 252 道路整備 都市整備部
人の歩ける舗道がない。

277 252 道路整備 都市整備部
伊賀名張のバイパスを完成させてほしい。名張から奈良へのバイパスを作ってほしい。名張から津へのバイパ
スを作ってほしい。

278 252 道路整備 都市整備部

道の白線が消えている。ぼこぼこをなくしてほしい。高齢化も進んでいるので、安心して生活できるよう最低限
の維持管理は徹底してほしい。
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施策別自由意見（問13）

番号 施策コード 施策 部局名 問13　具体的な内容

279 252 道路整備 都市整備部

歩道が整備されていない。
自転車が通りやすい道が少ない。

280 252 道路整備 都市整備部 368号線（上野～名張）の拡張工事について、いつになれば完成するのか。

281 252 道路整備 都市整備部 近所の路上駐車で見通しの悪い道があるので改善してほしいです。

282 252 道路整備 都市整備部
名張は平尾、栄町、松崎町、東町は道幅がせまく車で運転していても非常に気を使う。このままでは衰退の一
途を辿るだけだと思います。

283 252 道路整備 都市整備部 上野、名張線のＲ57の道を幅の広い道を作ってほしい。

284 252 道路整備 都市整備部

市の発展と観光のため、１日も早くＲ368の４車線の完成を期待する。

285 253 公園・緑地 都市整備部
名張川を整地して、神戸の東灘区にある住吉川のように川ぞいをウォーキングしたり、ジョギングできたりできる
区間を作ってほしい。名張川がもったいない。

286 253 公園・緑地 都市整備部 公園、市役所付近等、樹木、草等もう少し対応できないものか。

287 253 公園・緑地 都市整備部 公園の清掃、新設をお願い致します。

288 253 公園・緑地 都市整備部
同じ公園内で大人も子ども（老人、赤ちゃん迄）もスポーツや遊び等を楽しめる広さの公園がほしい。

289 255 下水道等 上下水道部 下水道を早く通してほしい。

290 255 下水道等 上下水道部
つつじが丘の下水道について。Ｈ２７年度に支払った受給者負担金を一般会計に入れるのはおかしいのでは
ないでしょうか。本当に法的に問題ないのですか？

291 255 下水道等 上下水道部 生活の衛生面で下水道の整備が全域に必要ではないかと感じる。

292 255 下水道等 上下水道部 下水処理費が高い

293 256 斎場・墓地 地域環境部

東山墓園にお墓参りに行く時、ガレージ下の道路が狭いのに、何故歩道と車道の間に植木があるのでしょう
か？車が２台行き来出来る程の車幅があればまだ理解出来ますが、あの車幅で植木の意味が解らない。車道
も曲がっていていつ事故が起きてもおかしくないです。年齢の高い人間をつれて行くにはどうしても車で近くま
で行かないと危ないので考えてほしいです。

294 311 農林資源 産業部

食の安全への不安があります。名張には安全な食品を提供する自然食品店やカフェなどが多数あり、食の安
全に関心のある人たちに注目されていると思いますので、そこから農業（農産物）に付加価値をつける有機農
業の推進を図るべきだと思います。又、せっかく食育条例があるのですから食を中心にした（特に安全性に考
慮した内容）施策を行ってほしいです。

295 311 農林資源 産業部

ここ数年で耕作放棄地が非常に増えたように感じる。後継者問題で農業を離れる人が増えているように思う。１
０年後２０年後はどうなっていくのか、不安である。（誰も農業に携わる人間がいなくなるのではないか。）

296 311 農林資源 産業部 山を杉林からもとの落葉樹に戻す政策はできないか？

297 311 農林資源 産業部 農業で除草剤や、農薬をやめる方向に補助金を使ってほしい。

298 311 農林資源 産業部
農地の耕作されていない箇所が増えてきています。耕作者の高年齢化。耕作していただける方がいない。行
政により何か考えてほしい。

299 311 農林資源 産業部 市民農園の類を増やしてほしい。又、農家の体験学習等の機会を作ってほしい。

300 311 農林資源 産業部

企業誘致や農業法人化に力を入れるといけない。農地の担い手がいなくなり、耕作放棄地が増えれば今より、
地域の魅力がなくなると思う。行政が中心となり耕作放棄地の活用を行い、外部の人（観光客）が見て良い景
観にしていなければダメだと思う。例えば農地を一括管理するために固定資産税の減税なども考慮すればい
いと思う。楽しいことをすれば人は集まり、人が集まれば、活気が出る。楽しい名張市にしていってください。

301 312 商工経済 産業部
桔梗が丘周辺が廃れていっている気がする。名張に飲食店やスーパーなどが集中していて中心地以外には
田畑しかない。

302 312 商工経済 産業部
桔梗が丘駅前がさみしい。スーパーも移転とかになったら、跡地をコンビニ、百均、おしゃれなカフェは作って
下さい。

303 312 商工経済 産業部

桔梗が丘駅前の環境について、近鉄百貨店が撤退しぎゅうとらがオープンしたが、２階、３階が稼働されておら
ずＢ館跡地もそのままになっています。さらに西松屋も移転とのこと駅前の活性化を何とか考えてほしい。

304 312 商工経済 産業部
遠くへ出かけなくても市内でリフレッシュできる施設があるとよいと思う。また車でしか行けないところも多いので
歩いて出かけられるところがあるとさらに良いと感じる。

305 312 商工経済 産業部 市内の常設の映画館、演芸場が必要。小さなライブハウス等。

306 312 商工経済 産業部
近鉄百貨店桔梗が丘店２階、３階などの休業施設の活用にむけて、行政も積極的に関与してはどうか。

307 312 商工経済 産業部 映画館等娯楽施設が少ない様に思います。徒歩圏内にコンビニがあれば便利だと思います。

308 312 商工経済 産業部
名張市内において、洋服店、雑貨屋等が無くなり市内や県外まで買い物に行かなくてはならなくなり若者たち
が名張離れになるのではと、不安を感じています。

309 312 商工経済 産業部

・学校から帰宅後に遊ぶ場所がない。
・名張市か伊賀市にショッピングモールがあると他県へ行かなくてもいいのにと、行く度思う。
・名張市に大きな公園、アスレチックがあり、ＢＢＱができる、大きい広場があるといいなあと思います。

310 312 商工経済 産業部

労働環境がもっと充実した市になってほしいと切実に願います。転職活動をしていて感じた事は、車を持って
いない人は、働ける場所がほとんどなく、ある程度の規模の会社以外では、未だにセクハラ、モラハラともいえ
る内容の発言を面接時にされる事が何回かありました。（※『どうして結婚しないのか』、『恋人はいるのか』、『ど
うして車に乗らないのか』などと聞いたり、個人的に２人きりで食事に誘われる事も。）ハローワークにいる職員
の方たちも、すごく親身になって対応して下さる職員の方たちもいらっしゃいましたが、そうでない方もいまし
た。就職活動、転職活動中の期間というのは、うまくいかない時は、情緒が不安定になったり、ひどい時は、自
分の存在意義すらないのではないかと思ってしまう事すらありました。そういった人達の心のケアをする場所
（難しいのかもしれませんが）、もしくは窓口があれば、救われる人達はたくさんいるだろうなとは思いました。

311 312 商工経済 産業部

桔梗が丘にあるマックスバリューが無くなるとの噂ですが、スーパーが無くなると近隣の方が困ります。結構徒
歩で来られる年配の方が多いので無くならない様にして欲しい。近鉄の後、ギュウトラは来てくれましたが、上
の階には１００均や本屋さんがなくバスで行かれても一度に買い物出来なくて不便だと言う声は多数上がって
います。水の利権もここは個人が持っていて、公共事業もいつも同じ会社が行っているのもおかしいと感じてい
ます。名張に大きな複合施設が出来れば人も集まって来ると思うのですが、いかがでしょうか？

- 11 -



施策別自由意見（問13）

番号 施策コード 施策 部局名 問13　具体的な内容

312 312 商工経済 産業部 生産人口、消費人口を増やす施策をお願いしたいです。（外国人を含んで）

313 312 商工経済 産業部
賃金の安さ

314 312 商工経済 産業部
名張にライブハウスが欲しい。大阪からも名古屋からも来やすく地域活性化につながると思う。周辺に飲食店
を作るとより良いと思う。

315 312 商工経済 産業部
若者が買い物やウインドーショッピングなどを楽しめる施設などが無い為、若者、子どもが名張が楽しいな、と
思える施設が出来てくれるとありがたく思います。

316 312 商工経済 産業部 映画館を作ってほしい。

317 312 商工経済 産業部

自然豊かな名張市が私は大好きです。昔と比べると商業施設などが増えてとても住みやすい環境になったと
思います。しかし、子どもの数は確実に減り、活気が少しずつ無くなっている印象を受けます。イオンモールな
どの大型商業施設の設置や、私立大学の設立などでの呼びこみが大事なのかな、と思います。名張にイオン
モールが出来たら私も個人的に嬉しいです。

318 312 商工経済 産業部 大手企業を名張に呼んでほしい。

319 312 商工経済 産業部 ショッピングモールなど大型マーケットより地元の商店街を復活してほしい。

320 312 商工経済 産業部

・他市・他県の人が名張に来てもらう環境をつくってほしい。
（案）映画館の設置。夏見の球場を公式試合ができるようにする（プロ野球、高校野球の予選ができる…）。町
の景観を整える。レジャー施設をつくる（市民プールの改装、プラネタリウム、自然公園→無料で利用でき、子
どもから高齢者、ペットも充実できる大型公園、野外コンサート等もできるとよい）。

321 312 商工経済 産業部 安定した生活を保つ為には最低賃金のレベルＵＰ。

322 312 商工経済 産業部
名張館（まちの駅）の一層の充実

323 312 商工経済 産業部 名産品（農産物）の開発と拡販

324 312 商工経済 産業部 つつじが丘にコンビニを作ってほしいです。

325 312 商工経済 産業部 ドラッグストアとイオンが多いので他の商業施設に変えてほしいです。

326 312 商工経済 産業部

名張市で外食をしようと思っても、飲食店が少なく行くところがありません。土地が高いためか、例えばタリーズ
コーヒー等ができてもすぐにつぶれてしまい、カフェでゆっくりできるお店がないように感じます。娯楽を充実さ
せるためにも施設の増設の検討をお願いします。

327 312 商工経済 産業部
名張にスタバとサイゼリヤができてほしい。

328 312 商工経済 産業部

野放しにしてよいのか、ロードサイドの大型店舗
雇用という甘言で町のキャッシュが吸い上げられていく。打開策はどこかにあるはず。他地域の成功例を貪欲
に取り入れ地元企業の足腰をストレッチさせる。

329 312 商工経済 産業部

ＲＯＵＮＤ1とまではいわないがアミューズメントが少なすぎて名張で休日を過ごせない。子供たち、３世代ぐら
いまでが１つの場所で遊べるようなところをもっと進んで作ってほしい。名張で子育てしたいと思えるような市に
なると自慢できていいなと思う。

330 312 商工経済 産業部

名張市で正社員として自信をもって安定して働ける場所が少ないように思います。名張市としては子育て世代
が多くなり、若い人もふえてきていますが、みなさんギリギリの家計で生活しているように感じます。経済の効果
は、地方の町である名張にまで及んでいるとは思えない（実感できない）ので行政や企業も元気にそこで働く
人々の労働環境も適切に変わっていく（改善される）と幸福度も違ってくるのだろうと思います。働く人にとっ
て、どんな職場も働きやすい町であることを望みます。

331 312 商工経済 産業部
観光はブームで一時の間よくてもブームが終れば何も残らない事も多いので、ＩＴを活用した農業など地に足
のついた産業を考えてほしいと思います。

332 312 商工経済 産業部

外国人の受け入れ職場の推進。（上野程でもないか最近外国人と思われる若い人を見つける。どこの国の人
で何の仕事をしているのか気になる。頑張ってほしい）ポケトークを受入企業に貸し出し、職場に定着してもら
えば企業も町も活性していく。

333 313 観光交流 産業部
茶臼山の山道がとても歩きにくい。ハイキングコースとなっているのですが木の流木が山道に散らばっているの
でもう少し歩きやすくしてほしいと思う。

334 313 観光交流 産業部 第二の高野山のような宗教施設の誘致によるユートピア観光策の向上（赤目含む）。

335 313 観光交流 産業部

名張市の観光地も将来、青蓮寺ダム、比奈知ダム、赤目四十八滝は観光地にするような考えが欲しい。名張
市も毎年桜まつりを開催している場所も悪くはありませんが青蓮寺の桜の季節は最高ですね。

336 313 観光交流 産業部
・旧町の景観を守れば将来の観光資源となる。
・忍者（インバウンド）の本場は名張。ＰＲ不足。

337 313 観光交流 産業部

交通の便を良くして貰いたい。観光にもっと力を入れて欲しい。せっかく歴史的な物、自然が豊富なのだから。
子どもを増やす方法、市外からの移住促進、映画やＴＶのロケーションに積極的な活用出来る関係各所に声
を出して欲しい。例えばＮＨＫの大河ドラマに藤堂家のエピソードなどを物語にして…。交通の不便以外は最
高に良い街だと思います。自然、環境、温泉、ハイキング、四季がとても感じられて。

338 313 観光交流 産業部

文化、スポーツに関して予算組みして頂き著名人を招へいし、市外からの参加者も募り名張市をＰＲして下さ
い。市内に特に観光名所は無いので（赤目滝、青蓮寺ダム他）、集客できる様なイベントを催して頂きたい。

339 313 観光交流 産業部

観光にもっと力を入れてほしい。ゆるキャラを始めとして観光スポット等のアピールが乏しく知名度が低く市民
でも知らない人が多いと思われる。ゆるキャラを作るのであればくまモンやふなっしーのように可愛いものにし
ないと知名度を上げられないと思います。（市民投票して選ぶなどの盛り上げ等で知名度アップを図る）祭りも
寂しい。

340 313 観光交流 産業部
県外また県内でも名張市の知名度が非常に低いと感じる。何かＰＲできるものがあれば良いと思う。

341 313 観光交流 産業部

伊賀上野の活発なイベント等うらやましい。名張はその時だけ動き、長続きしない。秋祭りにしても当家だけの
お祭り。もっと市民にも知ってもらうことが大事では？旧町ではポスターも貼ってあるが桔梗等はお祭りがあるこ
とも知らない。旧町等のさみしさ見る目も気の毒、シャッター街にしないよう行政で活発に動いてほしい。

342 313 観光交流 産業部
青蓮寺ダム、赤目四十八滝等のアピールがたらないのと、アプローチ道路の整備と駐車場の増設也、お願い
します。

343 313 観光交流 産業部

アイドルグループ「ももいろクローバーＺ」が、４月に地方で数万人規模のライブを開催するのをご存知でしょう
か？昨々年は東近江市、今年は黒部市で開催しました。東近江市のライブに参加しましたが、土地柄や交通
の便に劣るところがあるとは思いませんでした。名張市でも充分誘致できると思います。物凄い経済効果が期
待できると思います。（３億円以上と言われています。伊勢市も手を挙げていたそうです。）
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施策別自由意見（問13）

番号 施策コード 施策 部局名 問13　具体的な内容

344 313 観光交流 産業部
伊賀市の忍者と芭蕉には勝てないが市街地からすぐのところにダムが２つもある。これを使い水と緑の自然を
生かす施設を造るべき。

345 313 観光交流 産業部

・市内の田んぼを昔みたいにれんげ草を一面に植え、早春をピンク色にして、観光客を呼ぶ。
・山やいなかの方に行くと星がきれいに見えると思うので、星空ウォッチングみたいなのが、いつでもできる様に
整備して欲しい。又そういう場所を、作ってほしい。

346 313 観光交流 産業部 観光資源の赤目の滝をもっとＰＲして観光客をよぶ。

347 313 観光交流 産業部 名張にも忍者屋敷がほしい。

348 313 観光交流 産業部

夏の花火大会、春の桜祭は、対外的にアピールすべきであると感じます。市民の多くはミーハーな人が多いと
感じますし、地元の市民で盛り上がれば、人も集まると思います。外貨獲得ではないですが他の地域からこら
れる人にもっとお金を落としてもらえるようにする事。継続した活動も必要では。有名店の誘致は即効性がある
かもしれないですが、「名張といえば、このお店予約しないと行けない。いつも満員」という目立つ店の独立・開
業支援制度があると若い人にも夢をもてる。リタイアした第二の人生を送る人にも夢がある街がいいのかもしれ
ないです。ｅｘ創業支援制度、制度融資（利子補給）保証料だけでは少々不満、（他の県、市で働いている目
線であると）、理想、夢など大きな気で筆を走らせてしまいました。

349 313 観光交流 産業部 近鉄とタイアップした各種フェスの実現と観光客増大

350 313 観光交流 産業部

名張に来てから１６年。小学生だった子供たちが成人して就職と共に名張を出ようとしています。名張の環境を
すごく気に入ってるのにです。私自身は千葉県で生まれ育ちました。仕事は東京都内に勤めました。ですから
名張はとても不便です。それは都会と比べればどうしようもないことです。そのマイナスを生かす道はないでしょ
うか。幼小中高の学生、そして成人の市民すべてからアイデアを募集したら何か面白いアイデアが出てくるか
も。私が考えるのは、お笑いで町おこし、常設の寄席を作ってみる。お土産で町おこし、何かインパクトのある
お土産品を開発する。福祉で町おこし、福祉の町をアピールする。その為にはまず人材の育成に力を入れる。
１０年くらいの長期計画で。オウサンショウウオのキャラクターを生かす宣伝をする。音楽フェスで町おこし、平
井堅さん、リズミックトイワールドさん、チャンカワイさんの協力で。温泉で町おこし、温泉ツアーを企画する。近
鉄と三重交通の協力を得て、大阪、名古屋からツアーを組む。よりよい名張市を作るために市民一人一人の
力を結集する。その方法を模索し続ける。

351 313 観光交流 産業部
観光客の来訪を増加させる。魅力ある史跡が市内、近隣にあるのでその整備とＰＲに力を入れる。

352 313 観光交流 産業部

近県からも足を運んでもらえるようなイベントを企画してほしい。数年前にＢ級グルメのイベントがあったが一回
限りで後が続いていないので毎年開催できて名張の名物となるイベントに期待したい。

353 313 観光交流 産業部

全国から名張市に観光にきていただくように伊賀市とは別の角度からの集客アピールが必要であると思いま
す。例えば、赤目四十八滝はとても自然に恵まれ良いスポットだと思いますのでトイレ、お土産店、オオサン
ショウウオの設備、キャンプ、アウトドア施設等、改善ではなく大がかりな改革をして、全国からたくさん来ていた
だける場所になると思います。

354 313 観光交流 産業部
山々に囲まれている名張だがその山の名前も登り口も知らない。健康志向の人が多くなっていると思うので気
軽に２～３時間程度で登れる道を整備し、市民・近隣県へＰＲ（近鉄駅・車内など）

355 321 雇用創出 産業部 元気な間は働ける場所が必要。定年体制の見直しが必要。

356 321 雇用創出 産業部 若者が定住できる職場が名張には必要。

357 321 雇用創出 産業部

長く書くと読みづらいでしょうから短めに思うことを書きます。まず私は今年１９歳になる所謂若者と呼ばれる年
齢です。この年で市に求めるものは遊べる場所とバイトできる場所です。私の年代だとおそらく同じことを考え
る人は多いかと思います。私ごとですが最近２年ほどお世話になった飲食店のバイトを辞めました。次は飲食
以外のバイトがしたいと思っていますが面白いくらいにないですね。働きたいと思える場所がないです。そし
て、これも私ごとかもしれませんがずっとお気に入りだった雑貨屋さんが少し前になくなってしまって本気で買
い物したいときは名張ですることなくなってしまいました。少し遠くでも奈良に行った方が全然いいものあります
からね。だって奈良の方がガソリン代も安いですし。名張って本当ガソリン代高いですね。景観がどうのこうの
で遊べる場所が少ないんでしょうかね。どっちにしろ名張市を出たい若者は多いかもしれませんね。あくまで個
人の意見ですけど。市長もずっと変わらなさそうだし、選挙行っても意味なし。いいところも書こうとしましたがご
めんなさい。短めと初めに書いたのに長くなってしまいましたね。私からは以上です。ただの一個人の意見で
すので参考程度に。

358 321 雇用創出 産業部 企業誘致がまずいのでは（伊賀市に大企業が多い）

359 321 雇用創出 産業部 企業誘致をうまく進め、雇用創出と市の税収を上げて頂きたい。

360 321 雇用創出 産業部

世帯収入が低いから、共働きが必要となり高い保育費用を負担することになる→雇用の充実（大企業の誘致）
収入ＵＰ

361 321 雇用創出 産業部
高齢化が進む状況の中で高齢者の働く場所を企業と連携して確保してほしい。健康な命を延ばすのと平行し
て考えてほしい。

362 321 雇用創出 産業部
若者が名張を離れない様に労働環境の改善と雇用を増やして欲しいのと、高齢者が増々多くなり老人施設も
低コストで利用出来る様に増やして欲しい。

363 321 雇用創出 産業部

私の子どもも伊賀市へ働きに行っていて、市内で若者が働く所が限られている。北田、富永市政の時に、道路
を整備し、企業を誘致すべきだった。今頃道路の拡幅、４車線化を進めているが、人口が減少しているのに、
朝・夕のラッシュ時の運行台数も減っているのに。もっと他にやらなければならない事があるのではないのか。

364 321 雇用創出 産業部

私達夫婦は、共に高齢者です。夫は70代の前半まで、介護施設で運転手として働かせてもらっていました。と
いうのも若い時にいろんな車の免許を取得していたので、採用して下さったものと考えます。その後、介護施設
を退職し、現在は家でのんびりと過ごしています。私は、現在、地域でいろんなボランティアをしています。身
体はいたって元気なので就職をとも考え、求人欄を見ていますが、年齢で不採用の可能性もあるのでは？と
思い就職には至っておりません。が、身体も元気なうちに就職できたらな？と思っています。夫も私と同じ考え
をもっています。時々、求人情報を見ますが、年齢のところで50才の後半までとあります。でも会社や企業に
よっては、年齢不問という会社もあります。そういう会社、企業が増えてくると高齢者も若い人達には負けられな
いで働く意識をもつことができると思うし、又、やりがい、生きがいをもって毎日元気ですごすことができるので
はと考えます。

365 321 雇用創出 産業部 転職を考えたとき、市内に正規雇用の企業が少ない。

366 321 雇用創出 産業部 若者の就業場所の確保。若者が魅力があると思える町づくり。

367 321 雇用創出 産業部

人生１００歳時代と言われるような時代になってきました。定年退職後年金受給するまでの期間や又、それ以降
も働き続けたいと思っている人もいると思うのですが、高齢でも働くことができる、雇用の場が多くあればと思い
ます。

368 321 雇用創出 産業部
若者が定住し、世代交代が実現していくように周辺自治体も含めた働く場所の確保が重要であると思います。
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369 321 雇用創出 産業部

若い世代の働く場所の確保。名張市の特徴（自然害などの安全性をアピールしたり、利便性に捉われない会
社の誘致を進めるなどの工夫をお願いします。）

370 321 雇用創出 産業部 大学卒業しても働くところがない。若い人たちが名張に定着しないと思う。

371 321 雇用創出 産業部 雇用拡大のための企業誘致

372 321 雇用創出 産業部
雇用を増やす方策を進めるべきである。大企業の誘致は難しいだろうから、中、小企業がビジネスをしやすい
環境を整備すべきと思う。

373 411 学校教育 教育委員会事務局
いじめ、引きこもり、孤独にならないための意識改革。教育プログラムを専門カウンセラーを入れて、育成する。
公立学校は限界有。

374 411 学校教育 教育委員会事務局
中学校での給食の実施についても疑問を持っています。現在のように弁当持参も可とすべきではないでしょう
か。

375 411 学校教育 教育委員会事務局 将来も見すえ教育の質向上、家庭内の暴力事件をなくす。

376 411 学校教育 教育委員会事務局 小学校の統合（各学年のクラス数が少ない。競争心を育ててください。）

377 411 学校教育 教育委員会事務局

いろんな人が自由に活躍できる場所を自由に使える体験施設を中学生、高校生の発想でアイデア募集して実
現化できたらいいなと思う。

378 411 学校教育 教育委員会事務局 子育て、教育制度と学力向上に関する梃入れ策の強化。（ゆとり教育は愚の骨頂の国策である）

379 411 学校教育 教育委員会事務局
名張市の中学校が今までと違う小学校の振り分けを行うことが非常に不満である。（北中学校の生徒が減ること
になる。）

380 411 学校教育 教育委員会事務局 学校に早くクーラーの設置をお願いします。夏の熱さは耐えられません。

381 411 学校教育 教育委員会事務局
ＹＯＵで読んだのですが、中学校の給食導入を遅らせて、冷房設備を入れるとのこと。給食は以前から導入が
決まっていたはずなのに、冷房を理由に延期するのはおかしいと思います。

382 411 学校教育 教育委員会事務局

小学校の新学期にある家庭訪問は必要でしょうか？一人一人の家を丁寧にまわってくださり、お話ししていた
だくのはありがたいですが、先生方の負担になっているのではないかと思います。教育の充実のため先生方は
日々頑張ってくださっており、少しでも無駄な業務負担を減らす必要があると思います。教室での個人懇談で
事足りるのではないでしょうか。

383 411 学校教育 教育委員会事務局 中学校、保育園の完全給食

384 411 学校教育 教育委員会事務局
小、中学校の施設が老きゅう化しています。環境整備にもっと力を入れてあげて下さい。温暖化になっていると
ころへ、エアコンなしでの学びは、とてもかわいそうです。

385 411 学校教育 教育委員会事務局

大学生の無償の奨学金を増やしてほしい。現在大学に行く子どもが増えている。人口増加の為には高校での
教育内容が今の子育て世代では重視されるため、名張の高校の学力向上に市をあげて取り組み、市離れを
防ぐ。親は子供の将来の為にまずは国公立大学を目指している。現在の名張市の高校ではそれが弱いとおも
う。学生がいると活気も出て街がうるおう。優秀な人材を確保する為にはそれは必要だとおもう。

386 411 学校教育 教育委員会事務局

小学校の設備の整備をお願いしたいです。トイレが汚いらしく、子どもがトイレに行くのをギリギリまで我慢して
いる状況です。また、冷房も早急に付けてあげて欲しいです。暑さのため、夏休みをずらす今年度の取り組み
は、兄弟と夏休み期間がずれてしまうので困ります。（わが家では幼稚園児）

387 411 学校教育 教育委員会事務局

自分の子どもはすでに卒業しているが、中学校のお弁当は時代についていけてないと思う。給食にすべきだ。

388 411 学校教育 教育委員会事務局

私が一番危惧しているのが学校給食です。成長期の子供にとって給食はとても大事なものです。しかし財政難
を理由にセンター方式が検討されたり、今よりも充実は望めない状況となっていると聞きます。私は、まず給食
についてもっと情報公開してほしいです。例えば、ホームページにアクセスしたら、今日の野菜の産地、使用し
た調味料の原料に始まり、遺伝子組み換え、セシウム、食肉等の抗生物質、外国産小麦のグリホサート等が含
まれているのかどうか、もし含まれているのならば、その事に対する市の見解をはっきりと示してほしいです。そ
の上で、その給食なら、子供に食べさせたくないという親もいるでしょうから、給食か、家から弁当を持たせる
か、もっと自由に選べる環境にしてほしいです。子育て世代を支援する政策を打ち出して下さっている市長さ
んですから、叶えて下さいますよね。これが実現できれば、全国初の取り組みとなるのではないでしょうか。若
い世代の移住者が増えますよ！期待しています。

389 411 学校教育 教育委員会事務局

小２、幼稚園年中の２人の娘がいます。小２の娘は百合が丘小学校ですが、トイレをガマンしてしまうことが多い
です。よく失敗してしまうのですが、帰るまでガマンしてしまうことが多いです。ちゃんとトイレに行くよう話してい
ますが、洋式トイレが１つしかなく、また古くて汚なく、暗いイメージがあり、ガマンしてしまうのも理解できます。
エアコンも必要かもしれませんが、トイレの改修もぜひ考えて欲しいです。他の小学校でトイレが汚くて困るとい
う話は聞いたことがありません…。名張幼稚園のトイレも考えて欲しいです。

390 411 学校教育 教育委員会事務局 小中一貫の話はもう出さないでほしいです。

391 411 学校教育 教育委員会事務局 小学校はみんなスクールバスにしてほしい。（交通面と不審者などの防犯の面で）

392 411 学校教育 教育委員会事務局

私の住んでいる団地では小・中・高一貫を勧めていますが小学校は体力的に厳しいと思いますので現状のま
まにしてほしいと思います。（最近外孫ができたので無関心ではいられなくなりまして・・・）

393 411 学校教育 教育委員会事務局 中学校まで給食

394 411 学校教育 教育委員会事務局
小、中学校の教育の充実

395 411 学校教育 教育委員会事務局

少子高齢化の進む中、やはり若い世代が住みやすい環境づくりが需要であると思います。子供を生み、育て
やすい町づくりをめざし、保育所、幼稚園、学童保育、小中学校は、教育環境を整え子供たちが安心で安全
な生活を送れるように考えていただきたいです。給食センターや通学路整備、教員の資質向上、文化施設不
備等様々な面で改革が必要であると思います
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396 411 学校教育 教育委員会事務局

小学生の子どもがいるので、市の財政はとても気になります。収入が減っているなら支出も減らせばいいのに、
民間だったら当たりまえのことが公務員では難しいというのがおかしい。ずっとこの地に住んでいて大丈夫
か？！と思うこともあります。市長も議員も兼業でやるくらいでいいのでは？お金のためではなく本当に市民の
ために何とかしてやろう！という人がなってくれればいいのに。国から学校給食の予算が減らされるので内容
が変わると聞き驚きました。子育てに優しい町と言っているからには、名張市は市で独自の対策を考えている
のでしょうか？教えてほしいです。人は食べ物と水でできてますので、子どもの時に何を食べ、何を食べない
かはとても重要です。成長期の子どもの事を考えて欲しい。また中学校給食が始まるとすれば、内容や量はど
のようなものになるのか知りたいです。男女でかなり欲する量も違うし、学校からは時間がないと言われる。中途
半端なものしか出せないなら、お弁当を作るので給食はなくていい。給食費未納の人は給料から天引きできる
ようにして先生の負担を減らし、先生は子ども達のことに集中できるよう、よけいな業務や書類作成はなくして
いってほしい。休み時間の間の友だちとのトラブルの事を聞いても全く知らず、ぼう大な仕事量で、それも無理
はないのかと、半分あきらめています。やる気のある先生は病んでいき、保護者に丁寧な対応する、ボーっとし
た教師だけが残っていく。残念でなりません。市に何か期待していいのでしょうか？今回のこのアンケートも形
だけ？何か変わるの？変える気あるの？

397 412 青少年健全育成 教育委員会事務局
子供たちにいろんな体験を通してマナーを学習させたい。（人間力が育たない。自ら頑張らない。自分勝手な
子が多い。）

398 412 青少年健全育成 教育委員会事務局
学童はありがたいですが家計の負担を考えると少し高い気がする。すずらんはバスで中学校に行きますが定
期代は義務教育であるので市が負担してほしいのと給食にして頂きたいです。

399 412 青少年健全育成 教育委員会事務局

私は放課後児童クラブで十数年仕事をしています。最初は半ボランティア感覚で勤務していましたが、最近は
利用する児童の数が各クラブどんどん増え続けていて、保護者の方や児童の支援がもっともっと質の高いもの
になるべきだと思っています。ですが、各クラブのスタッフは高齢化しています。２０代、３０代から仕事を始めて
やっと支援員として育った、優秀なスタッフは、社会保険（厚生年金制度）が完備されていない為将来の不安
を感じて次から次へとやめて、保障された仕事に就くといった状況が、この数年続いています。放課後児童ク
ラブを利用する児童の数は増える一方でその児童を見守る支援員は高齢化と共に不足し、募集をしても若い
世代の人がこの仕事を選んでくれない為、未来において放課後児童クラブの存続も危うくなってきています。
数年前から勤続年数の長い支援員より名張市の職員の方々（子育て支援室）にこのような深刻な状況を何回
も伝えてきましたが、受け入れられず、また名張市長にも届いていないのではないでしょうか！
放課後児童クラブの名張市の歴史も２３年を過ぎました。他県では支援員を支える保障も充実していて若い人
材もたくさん育っていると聞いています。令和になった今こそもっと子育て支援の質を高めるためにも、保育所
だけでなく放課後児童クラブも見直していただき、若い人たちにも働きやすい職場になることを切実に望んで
います。
若い世代が住みやすい、そして就労に負担のない生活が送れますようお願いいたします。子供たちを守ってく
ださい。このアンケートも絶好のチャンスだと思い、ここに私の思いを述べさせていただきました。これを読んで
くださった職員の方の、ご配慮を強く信じています。皆様に届きますようよろしくお願いします。

400 421 生涯学習 教育委員会事務局
資格試験や津に行かなくても名張で実施してほしい。（働く女性は移動時間が常にストレスである。）

401 421 生涯学習 教育委員会事務局 市立図書館の拡充を企てること。

402 421 生涯学習 教育委員会事務局

≪自主学習スペースの提供≫
◎ぎゅうとらの2階が空いているため、自習室として提供していただけるよう働きかけてほしい。
◎市の施設（武道館いきいきや図書館）を自習室として提供してほしい。
図書館は『本を読む場所で学習しないでください。』となっているが、定期テスト前には、いっぱいになってお
り、実際には勉強をする為に図書館に行っている子供が多い。私自身、仕事や資格試験の勉強のために図書
館やファミリーレストランやファーストフード店を利用することがあり、子供が勉強する姿も見かける。（ファミレス
等にとっては迷惑かと思いますし、長居できない。）自宅以外で勉強に集中できるスペースを求めているのだと
思う。塾に通っている子は塾に自習スペースが設けられており利用しているが、入塾していない子や塾に自習
室がない子が利用できるスペースを確保してほしい。
＊もしこの要望が叶えられた時の案
このために職員を置く等の人件費を使わないようにしてほしい。その為元々職員がいる施設を利用させてくだ
さい。飲み物や軽い食事はできるようにしてほしい。その方が集中できると言われています。除菌スプレーを常
備しておき、利用後は利用者が使った机などをきれいにする。利用届や以下のような内容のチェック表を用意
するのもよいかもしれません。
・消しゴムの消しかすが落ちていませんか。
・机は拭きましたか。
利用届には静かにするよう等の注意事項も書いておく。費用が問題になるのであれば、1回100円程度の利用
料金徴収。
ぎゅうとらにとっても利用者や子供の送迎に来た親が買い物をすることが予想され、収益アップにつながるので
は。図書館は駅から少し離れているが、ぎゅうとらは駅から近く、電車で通勤通学する者も利用しやすい。案と
してぎゅうとらの空きスペースの利用を提案しましたが、ぎゅうとらにこだわっている訳ではありません。
大人の私としては、勉強を容認してくださる低料金で21時頃ぐらいまで利用できるカフェ(これであれば民間経
営もしくは職員を設置）を作って下されば一番うれしいです。自宅で勉強するよりもかなり集中できると私の子
供や友達も言います。このアンケートに書いて送ることをいわゆるママ友にも約束したので大変遅くなりました
が送付させていただきます。短時間で作成し、まとまりのない文章ですみません。
名張市民の学力向上の為、是非検討いただき早期に実現くださることを願っています。

追記
・ネットで自習室と検索すると商売としてされているところがたくさんありました。一度見てください。
・ぎゅうとらの2F3Fは、よく考えるとぎゅうとらさんが借りていらっしゃらない可能性がありますね。

403 422 生涯スポーツ 教育委員会事務局 国体での総合グランドや百合が丘のホッケー場等のＰＲをお願いします。

404 422 生涯スポーツ 教育委員会事務局 体育館の老朽化が目立つ

405 422 生涯スポーツ 教育委員会事務局

子供たち（近所）の中には、ボール運動やボール遊びが好きな子供がいます。けれども、なかなかボール遊び
のできるような広場が不足しているのではないかと思われます。庭をサッカーの練習場所にしたら野球、追い
かけっこ等に使っておられるところもあります。しかしながら近所としてはボールの蹴る音や高揚して金切り声を
あげる子供たちに不満を持つこともあります。子供は好きなので、近所の子供たちや集団登校の折に犬の散
歩をしながら話したりして仲良くさせてもらっていると思います。
子供たちのためにも大きな広場を多く、作ってあげていただきたいし、近所のトラブルにならないことにつなが
ると思いますので、広場をもっと多く、作っていただきたくお願いします。

406 422 生涯スポーツ 教育委員会事務局

アジアの他国でよくみられる公園や川などの近くに誰でも使える運動器具があれば、運動増進にもつながる
し、人が集まることでコミュニケーションがとれると思う。いろんなところに置いてほしい。子どもや老人のための
施設や地域活動はおそらくたくさんあると思うが、仕事をしている世代の何かがあればいいなと思う。例えば、３
０、４０、５０代だけの老化防止の体操教室とか。あと、個人商店がたくさんあると町が活気づくと思うので、場所
の提供や、手続きの方法の相談など新規で開業できるような環境があればいいと思う。子どもも大人も老人の
方たちもみんなが明るく楽しみをみつけられるようなまちづくりをお願いします！

407 422 生涯スポーツ 教育委員会事務局
私はテニスを始めて３０年位になります。他の地域とも交流がありますが、名張市ほどひどいコートはありませ
ん。早急に改善して下さる様お願いします。

408 422 生涯スポーツ 教育委員会事務局 体育館をきれいにしてほしい。（トイレ）
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409 422 生涯スポーツ 教育委員会事務局

百合が丘市民センターの前のホッケー会場についてですが、芝生広場の時は多数の老人がグランドゴルフで
楽しく週に２回は集まっていましたが現在前山公園を使用中ですが、交通事故を起こした人もいます。また、近
所の迷惑も言われたりします。また、市民センターでのプレーのできますことを切にお願いします。今まで同様
週に２回は無料で使用をお願いします。老人の健康づくりのためによろしくお願いします。

410 431 文化振興 教育委員会事務局 文化的な趣きのある市政の協調。

411 431 文化振興 教育委員会事務局

・郷土資料館、車を運転しない者には遠くてコミュニティバスも便数が少なくて不便。桔梗が丘の学校再編を機
に移設してはどうか。
・武道場での催しも行きたいけど、不便。

412 431 文化振興 教育委員会事務局

文化施設の充実、文化活動の活発化、映画館がない。音楽や演劇等芸術活動を活発に誘致すべきだ。名張
市は文化の「かおり」が薄い。名張市出身の偉大な作家の銅像を立てるだけでなく、もっと実のある活動をして
はどうか。スポーツを含め、市内で行われる各種行事の内容、日程等を「広報」で知らせてほしい。

413 511 都市内分権の推進 地域環境部

どこの団地でも同じと思いますが子供たち、中高生、若い父、母親、年配者の世代間交流が常時できるような
行事、施策が必要でないか又住民の方も自分の家庭のことだけでなく近隣、地域の方ともっとかかわりを持ち
協力、団結心を持たないと地域の活性化や地域を守ることはできないと思います。自治会組織を通じて又個
人的にもかかわりを強く持っていきたいと考えております。

414 511 都市内分権の推進 地域環境部

昔よりかなりオープンになっているが地元つながりとかが重みを感じる事が多々あった。いくつかの団地を持つ
名張市。他県、他市から転入が多い市ですが今までこうだったから今まで通りが強く通っているので変えてしま
うような発言や行動はできない雰囲気がある。市議なども段々と転入市民が増え、変わりつつあるので新旧よ
いバランスでいい方向に向くのではと期待しています。年取っても不安なく住める市づくりができる市になって
欲しいです。

415 511 都市内分権の推進 地域環境部
統合されて、閉校になる学校施設等は売却して市の収入とするのではなく、地域で活用できる様に検討実施
して欲しい。

416 511 都市内分権の推進 地域環境部

私が聞きかじりなのですが、市の地域に配布される予算が区長会でなく町づくり協議会に渡されると聞きまし
た。間違っていたら申し訳ありません。もしこのお金の流れが正しいとしたら区長会と町づくり協議会の立場が
逆ではないかと思います。地区の行政に関しては区長会が主導権を持つべきではないでしょうか。町づくり協
議会はその下で活動すべきと思うのですが。地域づくり組織（町づくり協議会）の位置づけを広報などではっき
り示していただくとありがたい。（今まであまり関心がなく見ていなくて申し訳ありません。）

417 511 都市内分権の推進 地域環境部

地域づくり活動について
・特に自治会などの役員になると休日が無くなり地域は守れるかもしれないが、家は守れない。
・高齢者しかいないので、自治会の仕事は、高齢者にも充分出来る範囲にしてほしい。

418 511 都市内分権の推進 地域環境部
市があり町→班→組がある。この一番小さい単位での横のつながりが充実することで地域の支え合いが確立
すると考えます。

419 511 都市内分権の推進 地域環境部

まちづくりに対するお考えはいっぱいあります。長い間お手伝いしてきましたので。お手伝いする方たちが高
齢化してお手伝いするのが大変になってきています。雪の日や暑い夏などボランティアはきついですよ。でも
これだけは強要できないし、若い方たちの思いやりでしょう。でも何でもが高齢化しているのに高齢者には厳し
いんでしょうね。もっとお年寄りを大切に考えてほしいです。年配の方が一生懸命なのを若い方たちは当たり
前のように見ていませんか。子育ては大変です。でも心の隅にありがとうの思いやりがほしいですね。

420 511 都市内分権の推進 地域環境部 利己主義の人が多く、町内の清掃でも不参加の人が多すぎる。

421 511 都市内分権の推進 地域環境部

自治会の総会も終わり新役員でスタートされました。公園の草刈りや夏祭りは団地を盛り上げるものとしていい
と思います。介護認定を受けていない高齢者が多数いると思われます。その方々が家の中でなく集会所まで
出てこられるような企画があればいいなと思う。

422 511 都市内分権の推進 地域環境部

７５才以上は各地区において老人会（敬老の日）、食事会を設けて、ねぎらいがあってもいいのではないか。予
算はくめないのかな。以前はあったように思うが。又、お年寄りのコミュニケーションがとれるのではないだろう
か。

423 511 都市内分権の推進 地域環境部
・まちづくりの内容が伝わってこない。
・参加を問いかけるしかけが必要では？

424 512 市民公益活動の促進 地域環境部

何か社会貢献したいと思っていますが、何をしていいかわからない。ボランティア等の内容や参加申し込み手
順等広報に予定表等があればよいと思う。現在あるサービス内容も含めて、公表してほしい。

425 513 多様な主体による協働の推進 地域環境部

人間の欲望に際限はありません。個々の望みを実現できる事も大切ですが、公が安定でなければ個々の生活
の安定もありません。公の為、国のためという無私の精神を養う機会も大切と考えます。全てを行政に委ねる、
不都合を行政の責任と考えるから→行政の為に、公の為に今、自分が何を出来るかという、思いを持つ、考え
る人を育てなければなりません。少子高齢化という、多分に漏れぬ現実の中で、将来の若者に向けた取り組み
と共に、今ある人材を生かし続ける取り組みが、生きがいを与える事となり、ひいては若い人材も停まって頂け
る事と思います。具体的な構想案を提示できないのは無責任ですが今度の意見に止める事なく、提案し続け
る市民となりたいです。

426 514 情報共有の充実 秘書広報室

最近道路にシカなどの死骸が横たわっているのを見かける。交通の障害になるのはもちろんドライバーをびっ
くりさせて事故につながる危険性大。死骸を発見した場合はまずどこに連絡をすればいいのか第一次対応
は？連絡先等の対応策を市の広報紙に乗せてもっとアピールしておくべきではないか？動物と衝突したドライ
バーは警察への届け出はしていないのではないのか？

427 514 情報共有の充実 秘書広報室

名張市はまだまだ閉鎖的である。名張で住んでいるのに名張の情報を目にすることが少なすぎる。例えば新し
いサービスが始まったり、変更などあっても全く分からない。市のＨＰもまだまだ見にくすぎる。夫婦共々県外で
働いているため名張の情報をＨＰなどでしっかり分かる取組が必要。行政だから仕方ないのかもしれないがや
はりもっと何に対しても柔軟な体制が必要。もっと積極的に他の市のよいところをまね、いいことは取り入れ、古
い習慣を捨てることも大切だと思う。今の名張は昔と何もかわらず、市独自の取組がなさすぎる。このままでは
若者は他県に行ってしまい、高齢者ばかりがのこる。そして財政が逼迫するのではないだろうか？

428 514 情報共有の充実 秘書広報室 名張は災害も少なく住み良いところだと思うので市をあげて魅力発信すれば良いと思う。

429 514 情報共有の充実 秘書広報室

＜弁明＞問10.11で「やや不満である」を選択しておりますが、それは今年のなばり広報4-1号で特別会計・企
業会計の会計金額が５６４億３９５万円とありますが、５６４億３９６万円ではないかと思います。単なる印刷ミスで
も一事が万事ということもあり見方が偏るような表記があったからです。

430 514 情報共有の充実 秘書広報室 訃報のネット閲覧

431 514 情報共有の充実 秘書広報室
現在行われている行政が見えていないのに今後が見える訳ないでしょう。望む事はいまよりよい名張市をあら
ゆる面ですこしずつでも前に進めて頂ければと思います。

432 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室 優しい人が住みやすい名張市（未だ未だ閉ざされた感あり）
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施策別自由意見（問13）

番号 施策コード 施策 部局名 問13　具体的な内容

433 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

・少子高齢化
少子高齢化が叫ばれて久しい乍ら言葉だけが一人歩きの感が強いと思う。特に少子化は将来展望に暗い影
を落とす。思い切った政策が必要。男女の結婚へのきっかけの場所（フィーリングカップル５対５のような）を市
が定期的継続的積極的に参画していくことが肝要。子育て支援。例えば子供誕生で第１子１０００万円、第２子
５００万円、子育てに関する費用の一切及び教育費用は大学まで無償。このくらいの思い切った政策をとり、財
源は行政支援、行政の無駄、議員報酬の抜本的改革、役職者（職員の中の）の給与見直し、企業からの寄付
（寄付企業には何らかの優遇措置を講ずる）高齢化については家から外に出やすい環境づくり。運動や語ら
いの場所、世話人の充実による健康促進が大事。議会で早速に超沢山の山積み課題があるが、この２点を最
優先にして詰めて対策実行を市民にお示しください。市民は待っております。以上でございます。

434 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室 特に子育てに関する制度は充実。課題は若者の定住化。

435 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室
桔梗が丘に住んでいるが夜間は非常に暗い。まさに老人の町となっている。折角都会から当地へ引っ越いし
てきたのにまた元の街にＵターンしていく。

436 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室
名張市へ人が集まれる施設が必要と考えます。理由は「武道館」や「アドバンスコープ」では、集客力が少な
く、限られた数しか限定となります。名張市に関係ある人々の講演等を開催する。

437 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

名張市も高齢化と少子化で若い人の定着が減少しているのは雇用問題と子育て支援だと思います。大企業、
支社誘致、子供を産む環境、産婦人科の充実がなければ将来過疎化するところが増えてくると思います。今
自分たちは快適に過ごし将来のことなどどうでもいいという考えは、名張市を大事に思っていないと思う。若い
人たちが名張を活性化して将来発展させてくれるような環境づくりをお願いします。

438 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

去年、大都市付近の地から約２０年ぶりに名張市の地に帰ってきました。まず、感じたことは人が減ったな！空
き家が増えたな！従ってそれに伴い商業施設が駅周辺になくなったこと。バスの便数が減ったことなど驚きを
隠せませんでした。今現在私は車の運転ができますので何とかしのげますが、いずれ訪れる老化現象にはど
のように対応していけばよいのか？と不安です。医療機関同士の連携期待しています。どの医療機関に？と
思われることがあります。情報を密かにそれぞれ個々に寄り添って頂けることを切に願います。よろしくお願い
します。

439 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

名張市に住んで４５年以上になります。現在名張市は、住み良い地だと思っています。交通の便も大阪、名古
屋、京都等大都市にも便利よく行けます。又、病院も市民病院の全体が親切、丁寧に接していただき、好感が
持てます。市役所へ行ってもきちんと説明をして頂けます。市長さんも頑張ってくださっています。細かい不満
を並べればきりがありませんが全体として現在の生活に満足しています。今後とも一層の住み良い名張を目指
してくださるようお願い申し上げます。

440 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

企業や公団、各組合などとの協力や連携が見えない。成果がわからない。理想的な郷とは？私は１０才～１５
才（１９７５～１９８０年）までくらして来た環境や食べ物だと思う。きれいな川や谷、小川、池など水の環境につい
ては急ぐべき課題だと思う。農薬を制限し米や野菜のブランド化（農薬の河川流出防止）、古い団地の浄化槽
の撤廃、水資源開発公団や漁協との連携で河川の水量の見直し、工業団地からの排水の制限、調査など、ま
た、生物の生息状況の把握など、長期的な計画になると思われるがお願いしたい。今は住みたいと心から思え
ない。

441 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

名張市には２０年以上前に来ましたがそのころは活気があり希望も持つ事が出来ましたが、現在の名張市ここ
１０年位前からだんだんと活気がなく町の商店街も近隣もゴーストタウン化し、衰退しているのが目に見えて分
かる。交通も不便。商店も駅に出てもこれと言う施設もなく食料品がやっと買えても下着類、衣服も又買うのに
交通手段を使うしかない。どれだけ買い物するのに交通費がかかるのか。又、映画館等なく、見て楽しむ商店
街等なく、家に何日分か食料のある間、家にじっとしている人が多いと思う。せっかくギュートラが来て頂いたに
もかかわらず人が少ない。私は３Ｈ程の仕事を外に出て帰りに店に寄るから分かる。これではますます流通し
ないだろう。百合が丘、つつじが丘の中歩いても人に出会う事はあまりない。市立病院等、バスが止まるが足の
悪い人が多く交通便が悪いなか大変だと思う。私もその内だと思うし…。この町は食べるにも医者にかかる事
にも不安を感じる。一番には防災だ。去年の大変な時も市や町村からも何か連絡もなく只耐えるのみ。もっと近
くに避難所を多く開設して頂きたい。あっても遠くでは近くの人がいけるだけで口ばかりだと思う。無理をし希望
を持って来た名張市なのにどこに力を入れているのかと思う。赤字と言っても市の職員のボーナスを半分にす
ればとか言える市会議員もいない。自分の事だけ考えているのだろうと思う。切実だ。

442 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室
名張市に外から人が入って来る様なことを考えるべき。人口が確実に減少していくなか、このままでは自治体
そのものが破たんする。農林業の活性化と、中、小企業の誘致を進めていくしか方法が思いつきません。

443 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室 少子高齢に対応した行政とそのまちづくり

444 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室
今後は、名張単独での発展は難しいと感じます。伊賀市をはじめとして、関西方面の近隣市町との連携を強め
ていく必要があると思います。

445 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室 若い夫婦が住みたくなる町づくりをめざしていただきたい。

446 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

近年の社会環境は大きく変化し、特に田舎は少子高齢化と担い手不足になり、人口の減少、年寄の増加にて
家や地域の環境の整理ができなくなりつつあります。このまま１０年が経つとテレビで放送されている、ぽつんと
一軒家が発生し、空き家が増え、動物の住みかとなります。後継ぎがいなく、家や財産は使い捨ての時代に
入っています。本当に名張市を他の町と違ってすばらしいと言ってもらえるには、きれいごとではなく安全、安
心して暮らせるよう手段（知恵）と行動をし、結果を出さないと意味がりません。その地域も同様かもしれません
が一世代、一人暮らしの時代となり、本当の安全、安心な社会を創るためにのアクションを取っていただきたい
です。
本当に各地域が抱えている課題をテーマとして目標展開してほしいです。誰がいつまでに何をどのようにする
かのプロセスが大切です。形にならない標語はいらない。

447 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室 伊賀市との合併。観光資源と人材の共有化。国道２５号線と近鉄、ＪＲの有効活用

448 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

これからの日本が抱える問題（少子高齢化、人口減少、町の荒廃、学校の統廃合、医療の不足、等々）は、名
張市のような地方都市ではより深刻化してくる。それらを乗り越えられるのも、人が育ち、暮らし続けてこそで
す。今後も市民が住み続けていきたくなる行政をお願いします。

449 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室
高齢化が進む中、それに対する支援や交通機関、商業施設の充実をお願いしたい。各住宅団地の２世代、３
世代への若返りへの取組や、支援、魅力ある街づくりをお願いします。

450 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

人としてオギャーと安心して産まれる医療成長して高校・大学等市外に出なければならない大学から仕事にと
なるとかなりの人々が市外流出して老人のみの家庭が多く若い者にとってはたまに帰る郷的だが田舎でもなく
都会でもなく定住し安心して子育がされ易いとは思えず、子どもと充分に楽しめる遊園地、物作りも個々で取り
組んでいる人もいるようだが市のバックがない為充分では無いと思う。もっと外での生活ではなく我町に定住し
子どもを生々と育てられるそして歴史ある名張を活性できる若者が住める街作りをお願いしたい。年令を重ね
た元若者ばかりの街では将来的な発思は無理我事ばかり考えて守りばかりでは将来が不安ですね。

451 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

花だんがある公園、バラ園、あじさい園
道の駅などの充実。とれたて名張の大きなもの、そこに行かなければ、食べられない物など。
現在コミュニティバスなどが走っていますが、もっと小型のバンなどで、回ってくれるとありがたいです。
今後の名張の発展を見届けたいと思います。
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施策別自由意見（問13）

番号 施策コード 施策 部局名 問13　具体的な内容

452 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

将来に向けて不安に思っている事。住居地域も高齢化が進み、ご近所も６０歳以上の世帯が大半である。た
だ、明るい話として、この一年に若い世代の方も新築されて住まれたお家もあるが、極僅かである。このままだ
と高齢世帯だけになっていく事が予想され、益々過疎化が進むのではと不安になる。

453 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

私の住んでいる地域は、現在住民のほとんどが高齢者で、私を含め、約５名しか２０歳未満がいません。そのよ
うな地域は、市内のあちこちにあると思うので、そのような地域で暮らしてみたいと若者に思ってもらえるような
環境をつくってほしい。つくる事で、若者が知らない、老人の昔ながらの知恵なども知る事が出来ますし、交流
が増える事で、認知症などの症状をへらす、またはなくす事が出来ます。小さな子と遊ぶことを人生最後の生
きがいとして、残りの人生をまっとうしてほしいです。

454 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

高齢化の中で、この街をどう発展、進化させて行くかは、トップの行動力にあると思います。住みつづけたい町
は、住民全てにとっての願いであり高齢者を重点にと言いたいですが、若い働き盛りの方々に、環境を整え、
若い人達が移り住みたい街になる事が大切と考えます。①働く場所、②遊ぶ場所、③学ぶ場所ｅｔｃ老人から
若者に施策を変える必要があると思います。名張市を高齢の街にせず、新鮮な美しい街に企画して頂けたらと
希望します。

455 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

現在の生活は満足して居ります。然しもっと老後の事を考えると、とても心配です。病院通いの交通の不便や
食生活のお買物の往来等。バス利用をした事がなく、何処から乗ればいいのか、スーパーの買物に行っても
荷の重さを考えると、とても先々が心配です。自分の足が悪くて何処にも行けない状態に成ったら、どうしたら
いいのでしょう。近隣で車の同乗を願ったり、一定の期間の利用ｅｔｃの出来る確保があれば、いいのですが、
今はお隣りは何をする人ぞでさっぱりお交き合いはありません。マンションで住人でいるのと余り変りないように
思える。地域の交流ももっと密に成って欲しい。地区や組でも月に一度位の寄り合い等もあっても良いかと思
いますが、そんなの無いです。若い人達が少ない。老人ばかりでお互いがたよりに出来ない。なんとかならな
いでしょうか。ご近所でも昔と違っていつ亡くなったの？全ったく伝わって来ない。顔すらわからない。そんな状
態です。自ら打ち破って話しかけや助け合いをすればいいものですが、老人（７６歳）すぎて、何も出来ない。
ジレンマです。市や町から若い人達の働きかけが欲しいです。切に思います。

456 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室 人口が減ってきているので、都市の方が、名張へ移住したくなる様な町づくりをして欲しい。

457 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

四季がはっきりと感じられ、朝夕の冷え込みと、夏の昼間のむし暑さ、四方には緑があり、空気はきれい。こん
な名張市に。（こんな素晴らしい名張市に）
1．子どもの体力・学力を向上させる、施策を明確に持ち、
2．高齢者は最低限の生活が出来、周囲の若者が育っていく為に何が出来るか考える。このような人々が生活
している。みりょくある名張市をめざそう。

458 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

これから迎える超高齢化社会に対して安心・安全に暮らせる街づくりを目指すとともに、これからの時代を背
負って行く世代が安心して、楽しく過ごせ高齢者等とも共存できる街づくりをお願いしたい。１０万に満たない
市での施策としては大変だと思いますが、今後は広域化や企業とも協力し、働きやすく住みよい街づくりを希
望します。

459 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

買物するにも、欲しい物が揃わない→他県へ買物へ。若者の楽しめる場所がなく、パチンコ等、ギャンブルに
走るものが多い。そういう施設が多いのも問題！！！企業誘致が下手すぎるのが、魅力のない名張市を作っ
て行っていると思う。大都市に住んでいたからこそ、見えてくる名張市の悪さ。病院でも選択肢も少なく、将来
大変不安。今でも困っている。職業的にも、正社員雇用が少なく、若者も他府県へ流出し、地元に残る人が少
なく思えるし、正社員でないので婚姻すら出来ず、少子化になる一方。名張市は企業に正社員雇用を呼びか
けないと、人口も減少する一方だと思う。子育てに良いと、名張に移住したが、今は後悔でしかない。教育の点
に関しても、不便な事ばかりだった。今後も名張で住みたいかと聞かれたらＮＯ！車がないと生活出来ない。
高齢になったときに大変不安である。三重交通が通っているからと、ナッキー号は出ない。車に乗れなくなった
とき、高いバス賃払って買物へ行けと不公平。部落差別問題も、そういうことを言っているかぎり、差別はなくな
らない。部落の地域も知らない移住者に、その問題を言う事で、広まってしまう。他からの移住者は、そう言う風
にしか思えない。もっと頭を使えば、全て良くなる市だと思うのに残念。

460 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室
若者定住については、道路交通網の整備と共に、大企業誘致、若者が市内で働く場所確保。

461 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

日本全体を考えると、そのほとんどが地方、田舎と呼ばれる地域です。その中でも、生き残りをかけて様々なア
イデアを出し、その地域の居住人口を増やしている所があります。例えば、お隣の伊賀市では、゛忍者″という
外国人に人気のある要素を打ち出して観光での人気も出ているように感じます。グローバル化が騒がれる時代
に、こういった何か今までにない名張市の良さを見つけ出していただけたらなあ…と行政には期待をしていま
す。現状維持や、時代の流れだから仕方ない…など消極的ではもったいない気がします。

462 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

以前に名張市に住む小・中学生にアンケートをとったものを読んだことがあります。そこには、映画館を含む大
規模なショッピングモールが欲しい・他県他市の人が「名張市の○○へ買い物に行きたい」というような魅力の
ある大型施設が欲しい、など、若い世代のリアルな要望が多数ありました。今ならコストコを名張市につくって！
などではないでしょうか。゛名張市にお金がない″のは充分わかっていますが、こういった将来の若者や子育
て世代が住みたい町にしていく努力にも期待しています。このままでは、大学進学と共に名張市を離れる若者
が増えるばかりで、活気が無くなれば、ますます交通も不便になり、お年寄りももっと便の良い地へ移住する方
向へいくのではないか、不安です。私自身そういう気持ちでいます。

463 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

この地に住んで45年余りになります。医療機関等の充実していますので安心しています。世代交代と思われる
古い家を取り壊し新しい今風の建物が増えて来ています。世の移り変わりを目で見ています。昔の街道の宿場
町は本当に貴重だと思ったりしています。

464 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

３０年先のビジョンの策定が必要と考える。
1）人口減少
　　人口４万人都市　名張の都市構想①数値（KPI・KGI）指標に基づく。市政運営が必須。②定性的から定量
的運営へ
2）インフラの維持管理・・・老朽化
　　「山紫水明」「花鳥風月」都市構想の実現が名張市を近畿・名阪地域で再期的に注目される街へと生まれ
変わらせることが可能。
3）税収（労働人口減少）

465 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室
人口の減少が進んでいるように思う。子供が少なくなり、高齢者が増えている。一生、名張で住むことができる
か不安。
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施策別自由意見（問13）

番号 施策コード 施策 部局名 問13　具体的な内容

466 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

提言
名張市の将来のあるべき姿はどうあるべきか。最大の課題は人口減、特に少子高齢化がますます加速し、近
い将来は人口の大半が老人で占める町になる可能性が予測されます。限界都市にならない為にも、しっかりと
した将来へのビジョンを明確にする必要があり３年後、５年後、１０年後のグランドデザインをしっかりと描くことが
重要と思われます。今、名張市に必要な取り組みは、安心・快適・希望が持てる具体的ビジョンが見えることだ
と思います。現状を見極め、将来への具体的取り組みを具現化するために
①名張市に住む安心感。
若い人たちが安心して住居を構えることができる仕組みづくり。空き家を活用した、低家賃・低価格による住居
の提供。夫婦で安心して働ける、育児環境の充実。
②安心して子供が産める街
名張市で子供が安心して出産できる医療環境の充実。
③将来へ持続できる仕組みづくり
名張で生涯、働き・住み続けられる仕組みづくり。若い人が参入しやすい農業、畜産への改革。近隣の町か
ら、買い物・レジャーに行ってみたいと思う街づくり。名張に会社や工場が進出しやすい環境、支援づくりによ
る働く環境の充実。観光資源の有効活用及び市民憩いの場づくり。特に名張唯一の景勝地である赤目駅から
四十八滝までのアクセスが不便であり、手軽に行けない。駅から滝までの遊歩道や施設（特にトイレ）の充実に
てリピート客を増やす仕組みづくり。関西圏からのリピート客を増やすためのインフラ整備が重要と思います。
名張の自然を生かした公園づくり。近隣の町からも行きたくなる公園、遊具ではなく、子供から年配者までくつ
ろげる場の提供。
すべての項目が単独で働くのではなく、全体像をにらんだシステムで活動することが重要だと思われます。そ
のためにも名張市に「あったらいい」「とりあえず」「何とかなる」など目的や内容が明確に見える化出来ないこと
は絶対に実行しない。実行した後の検証が必ず行われ、内容が明確になる、検証機能が働く組織。限られた
税収の中で、予算を立てたからすべてを使い切る発想はやめる。内容の検証を行い、必要なら次年度へ繰り
越す、もしくは止めるなど是是非非を見極め、判断する勇気を持つことが重要と思います。そのためにも、国・
県・市・町を巻き込み、関連する企業とも連携を密に知恵を結集することが必要です。

467 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

少子化と人口減少
このまま手をこまねいて人口減少を続けていくと税収の落ち込み等で市の施策が不能となり、やがて削減とい
うもシナリオが見えてくる。町の路地や住宅地の道路に子供がいない。親が安心して外に出せない。共稼ぎ夫
婦が増え村落でも鍵っ子になっている。スマホやゲーム機依存で子供も遊ぶ形態が変わってしまった。発想豊
かで心の広い社会人が生まれてこない。リーダーの条件を持った子供が出てこない。社会に出るまでに画一
化された人間が増える。がしかし若者も捨てたものではない。大人の既成の考え方を突破するアイデアが出て
くるかもしれない。ぜひ若者もテーブルに集め、未来を語らせてやってもらいたい。

468 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

名張は大阪のベットタウンではなくなっている時代になってきました。大阪に大きなマンションが建ち通勤時間
がかかるのを嫌がる若い人が増えてきて名張に残る若い人が減ってきました。若い人が名張にいたい、名張に
住みたいと思える仕事先を作るとか、レジャーを考えないと若い人が出て行って老人の町になってしまいます
よ。子供、たくさん産んだら若者の生活が楽しくなくなる、ではなくてたくさんの子供を楽しく育てていける町に
向けて進んでいってください。

469 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

名張の住民は気候・自然・地層・交通機関には恵まれて、本当に住みやすいところだとは思います。でも街中
の人々の話には、いざの時の病院がなく、あちこちの病院探し、名阪国道には遠い、車の道路が不便との声、
若い人の働く会社が少ない。名張には同業の働く店が多く、共倒れの傾向がみられる。名張にももっと将来性
のある会社があれば名張の住民も他の県に行かなくても良い町になると思います。

470 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室
現在から将来に向けて日本の現状で少子高齢化が進んでいる現状を見るときこれから高齢化になっていく自
分たちでやはり幸福感がある名張市を築いていただきたい。よろしくお願いします。

471 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室 人口減少を止めなければいけない。

472 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

市の財政難により、行政サービスが著しく低下するのではないかと心配しています。現に道路はあちこち凸凹
です。白線も消えて見えないところが多いです。上下水道の老築化はどうなるのでしょうか。若者や労働者が
住みやすく、観光客を呼び込め活気ある町づくりを目指してほしいです。（伊賀や宇陀、曽爾との連携も良いと
思います。）

473 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

高齢化によりコミュニティの大切さを感じています。若い人がこの町に住みたいという魅力的なまちづくりに力を
注いでほしいと思います。観光に関しても一時的に人を集めるだけのイベントではなく、永続するようなものを
考えていただきたいです。

474 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

名張市に限られたことではないと思うけど少子化が気になります。セクハラと言われるかもしれないけど未婚の
男女の出会いの場を市で作ってほしい。私たち老人を支えてくれる人達が１人でも多くなりますように。

475 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

何事も中途半端な状態だと感じます。アンケートをしていても「これはすごい」と思えるもの、誇れるものがない。
自分は名張に育ててもらったので名張に恩返しをしたいと戻ってきたが、名張で仕事を探すことも一苦労、唯
一大阪に通えるため人口は多いかもしれないが魅力は感じられない。比べるわけではないが、賛否両論ある
だろうが、伊賀市の方が「忍者」をおすことで有名になり、観光も盛んになり・・・何でもよい。ないのであれば
作っていただければと感じる。せめて、子供が育てやすく、その子供たちが大人になってまた名張で子育てが
したいと思えるような取り組みをお願いしたい。

476 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

多くの地域で人口減少が進んでいますが、名張市は人口減少をさせないＩターンやＵターンの人たちを迎え入
れやすくする活動が必要であると思う。又、人口の流出を防ぐことも大切で名張市が住みやすいと市民に再認
識してもらう必要があると思います。名張に住んでいるとほかの自治体ではできていることとかもあって当たり前
になっている名張の良さを知らないといけない（アピール不足）。

477 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室 名張空港をつくってほしい。

478 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室 名張の町は死んでいる

479 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部

国民健康保険料の納付通知書が届きますが、非課税低所得であるため減額申し出を毎年しなければならな
い。県民税所得申請や確定申告をしているにもかかわらず、個人情報の問題ということで市役所の係によって
情報が得られない為と聞いています。窓口もその時期は混雑しており確定申告をしているのに何故高い請求
金額の納付書が届くのか、その時に大変不安になり市役所へ電話をし、減額申し出の手続きをしてもらったら
調整しますということで後になって訂正された納付通知書が届いています。紙の消費の無駄なのではないかと
思われますし、減額申し出手続きをしなくても確定申告の資料を国民健康保険課の係りの方へ内容が届き、ス
ムーズに1回だけの正しい納付書が届くようにしていただきますようお願いいたします。
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番号 施策コード 施策 部局名 問13　具体的な内容

480 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部

私は、葬祭業をしています。市長さんがお参りに来て下さる時があるのですが、一緒に来られる秘書の様な方
の態度の悪さが気になります。身だしなみや、無愛想な所を改めてほしいと思います。市役所で働かれている
方がその様な態度ですと名張市をより良くするにはどうしたら良いかを考える市民が嫌な気持ちになると思う。
お仕事をされていて忙しくされているのはよく分かるのですが、選挙活動の時だけしかお参りに来ない様に思
う。市長さんや議員さんにお会いする事を嬉しく思っているおじいさん、おばあさんも居ると思うので市民とふれ
あい、意見交換を出来る場を増やしてほしいです。他人であっても、あいさつを気軽にかわせたり、助け合い
がたくさんある市になればいいなと心から思います。裕福な市になり、それぞれ個人が充実した生活を出来る
市になってほしいと思います。

481 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部 国及び県の出先機関・・・公的手続きが不便

482 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部

市の財政面での人件費は縮小すべき。民間企業の視線からだと業務効率が低過ぎる。業務態度の（業務に対
するモチベーション）低い方が多い様に思う。公務員は公僕であるはず。

483 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部

私が感じるところによれば、名張市行政サービス度は全国の上位に位置するのではと、わが市として自負して
おります。名張市長様には全国の各種組織のリターンをされ、当市市民として誇りを持っています。また、当市
が全国の範となっているとも考えています。その中でも市民の各種のお困り相談にもきめ細かく耳を傾けて頂
ける市として永く住み続けたいと思っています。特に職員の方は少ない人数で休日のボランティア活動などに
参加いただき感謝の念に堪えません。まさしく身を切る改革をされ、かつ全国のリーダーとなりうる市となったと
思っています。これからも現行政の姿を続けていただきたいと思っています。その中で市としても能力のある職
員を新卒、中途、性別、年齢を問わずもう少し増員されたらよいのではと思います。そのことが雇用促進にもつ
ながり、現行政のレベルの維持にもなるのではと思います。名張市長様以下、少ない人数で昼夜、休日を問わ
ずご自身に厳しく、質素、倹約を促進させてこられたのですからよりステップＵＰを目指して、職員の確保も打ち
出してください。職員の人員体制の充実も又、住民への安心提供です。

484 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部
市役所職員の動きが遅い。現場へもっと足を運んでほしい。

485 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部 他市に比べて役人ががんばっている印象。

486 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部

・市の施策はどれも中途半端で不十分さを感じる。活性化がない。
・職員の私語が多く、窓口への対応が遅い。（一部署）
・昨年も実施したから、今年も同じことを行うといったことで市民によりそった施策がない。
・こうした市民の声をどう生かしてゆくか、考えて市政運営を願いたい。
・市民の固定資産税率も全国一に高いのだから有効な市の施策を真けんに考え直すべきである。

487 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部

市役所において、窓口に立つ人以外の人（奥にいる人が特に）の怠慢が目に付きます。対応する人以外は関
係なしという空気が感じられますので、見られていることをもっと意識した対応をお願いします。また、クレー
マーには、もっときぜんとした態度でよいかと思います

488 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部 行政による不自然の押し進めに歯止めをかけてください。

489 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部 公の気持ちをもってさまざまなことに、対応してください。

490 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部
行政の専門職員が不足していませんか。どの課に行ってもマニュアル通りの答えしか帰ってきません。その場
の臨機応変な対応が出来る方が必要ではないでしょうか。

491 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部

市役所へ行って、いつも感じるのは対応の悪さです。カウンターの前に立って、だれも気付かない！机に向っ
て事務をしている。カウンターに向っている人を、配置するぐらいのことも検討されては！人数が多いようにも
思っています。

492 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部
いくら公務員とは言え、閉庁を遅らせるべき。（時差出勤するべき）。又、隔週でも土、日業務してもいいのでは
ないか。前例がなくても、そんな地方自治体があってもいいのではないか。

493 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部

人件費が増えているとのことですが、正職員以外の職員の人件費は物件費でカウントされ、委託費等の外注
費もカウントすれば、行政の人件費（広義の）は増えつづけているのではないか。右肩上がりの時代のままの
感覚で市政を行わず、身の丈に合った、市政に切り変えて下さい。

494 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部

市民への行政からの強要は数多い事があります。例えば、数多の税金に対しては請求は、市民に郵送されま
す。しかし、反対に市民がわからなく行政に要求したら「税」が戻る事が幾つかあるのに情報が提供されていな
い。改善をお願いしたい。

495 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部 名張市役所で働いている人の給料が現代とかみあっていない。

496 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部 名張市役所で働いている人の態度が悪い。夢のある、将来のある職場にはみえない。

497 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部 一部の方々ですが役人の事なかれ主義を意識改革してほしい。

498 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部
市役所を土日も利用できるようにしてほしい。（平日仕事をしていると行けません。市役所行くために休みを取
らなければならない。）

499 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部

行政が事務仕事を頑張っている様子は感じられるが、住民と一体となって知恵を出し合う、一緒に考えるという
姿勢は見えてこない。それぞれの担当窓口が専門的に職務をこなしているのだろうが、横断的に見て、指示で
きている部署や人がいるのか疑問を感じる。

500 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部 いつまで″ハコもの″行政をやっているのか。

501 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部 すべての施設のトイレを洋式に整備してほしい。

502 523 持続可能な財政運営 総務部 名張市の赤字解消。

503 523 持続可能な財政運営 総務部
子どもの医療費の無料はありがたいが、少しの負担も必要ではないかと思う。将来、子ども達に借金で残る事
のないようにしてほしい。

504 523 持続可能な財政運営 総務部
市職員及び市会議員の削減について、財政難の中、取りくむべきではないのか。地価が下がっているのに固
定資産税が増えているのは納得いかない。

505 523 持続可能な財政運営 総務部
ふるさと納税などで収益稼いでお城再建とか。他県から注目され活性し、若い人が住みやすい街づくり。

506 523 持続可能な財政運営 総務部 税負担の少ない明るい町づくり。

507 523 持続可能な財政運営 総務部 固定資産税が高すぎる。他の市町村と比較しても高い。

508 523 持続可能な財政運営 総務部 市役所職員の給与が高いと思うので見直しを行うべき。

509 523 持続可能な財政運営 総務部 税金・水道料金が高い。（ダムがあるのに・・・）

510 523 持続可能な財政運営 総務部 余計な歳出を減らして欲しい。税金を増税する前にすべき事が有るはず。

511 523 持続可能な財政運営 総務部

財政状況が悪く、介護保険料等を含めた広い意味の税負担が今後益々増大しそうで年金主体の生活維持に
不安が拭えないので財政再建に真剣に取り組んで欲しい。

512 523 持続可能な財政運営 総務部
名張市の財政難が将来不安である（固定資産税の増税など）。

513 523 持続可能な財政運営 総務部 市税が減少する中で名張市の先行が見えてこない。職員の給料を減額すべきである。

514 523 持続可能な財政運営 総務部 市民税が高い。

515 523 持続可能な財政運営 総務部
固定資産税は、増税されたが土地の販売価格は購入時の半額以下である。一戸建てならば、１０分の１程度
である。もう少し考えられないものでしょうか？
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施策別自由意見（問13）

番号 施策コード 施策 部局名 問13　具体的な内容

516 523 持続可能な財政運営 総務部

財政赤字の膨張が続くことが一番の問題。近い将来大変なことになるのがわかっているのに予算規模を膨らま
せ続けるのは全く無責任と思います。

517 523 持続可能な財政運営 総務部
土地を管理するのに、経費がかかるのに、多くもっている者に固定資産税を上げるのは、納得いかない。

518 523 持続可能な財政運営 総務部 自助努力をせずに税金をあげないでほしい。民間的な考えを取り入れてほしい。

519 523 持続可能な財政運営 総務部 車を所有していないと日常生活が不便なのに、住民税が高い。

520 523 持続可能な財政運営 総務部

消費税も上がり固定資産税も上がり、車の税金も上がり、高い住民税の支払い、年金（厚生、国民）の支払
い・・・６５歳以上で介護年金の支払いがあり・・・税金ばっかり払ってて何のために旦那さんも仕事を頑張ってく
れてるのか・・・。子育ての面での補助はあっても、子どもが大きくなったら、子どもがいない人は、高い税金だ
けの支払いになります。市の職員、議員さんとかそんなにたくさんの人数必要なんですか？

521 523 持続可能な財政運営 総務部

財政健全化への取り組み
平成の大合併で自治体数は約3200から約1700に減った。目的は一緒だった。我が名張市の職員の人件費は
全国でもトップクラスである。どれくらい減らせるか、又議員数も思い切った削減を敢行すべき。どこかの予算を
数％カットではもはや立ちいかなくなっている。

522 523 持続可能な財政運営 総務部 住民税が高い

523 523 持続可能な財政運営 総務部
山に囲まれた名張の資源を有効に利用しバイオマスや腐葉土を作り、財政の立て直しを目指してほしい。

524 523 持続可能な財政運営 総務部 安定した税収が入るように。（年配者の税金などの負担が増えない様、お願いします。）

525 523 持続可能な財政運営 総務部

ふるさと納税をもう少し見直して、市のお金を増やしてほしい。名張には世界に誇れるおいしいものが多くあ
り、、その中でもふるさと納税で人気があるお肉をもっとアピールしてほしい。伊賀牛はとてもおいしいのでもっ
と人気が出てもおかしくないはずだが、名張市の返礼品を見ると、３万円寄付しても6000～7000円ほどのお肉
しかもらえない。泉佐野のように極端にする必要はないがせめて3分の1の１万円ぐらいの返礼品を用意してほ
しい。お肉以外はそう感じないが、伊賀牛はあまりにも返礼額が少なく見えてしまう。これでは寄付に繋がって
いかないのではないでしょうか。１万円で３千円強、３万円で１万円ほどのお肉で勝負して、市の財政を増やし
てそれを市民に還元してほしい。

526 523 持続可能な財政運営 総務部
市財政の健全化のためにもまず議員定数の削減と行政管理職の給与削減に真剣に取り組んでいただきた
い。税金を上げるなんてもってのほかですよ！

527 - その他 - 特に市議会議員の大々的な給与等の大巾削減。

528 - その他 -

市議会の状況は、新聞などで伝えられているが、あらかじめ用意した質問、答えを読み上げているようです。
伊賀市のように裏で交わしている討論を表でやって欲しい。見える議会にしてもらいたい。市会議員の活動が
目に見えていない。何でも区や自治体に廻されてくるので、議員さんは何してんのか。選挙期間だけ住民の前
でお目にかかるだけです。議員定数はもっと削減できるように思います。

529 - その他 - 市議会議員の人数も多すぎるので見直さなくてはならない。

530 - その他 -

提案、お願いします。小生は市政に関心があり、傍聴にまいりますが私は高齢化に伴い難聴につき聞き取れ
ないことが多いです。それで質問と回答の内容を字幕を採用してほしいです。特に質問者と回答者には個人
差がありマイクから離れた人も多く本当に困ります。どうか宜しくご検討ください。（高齢者に対して親切にやさし
く）

531 - その他 -

市会議員の収入をもっと減らすべきだ。会議にもろくに出席していない議員もいる。欠席者名をもっと大きく公
表してほしい。（会議にも出ないでカラオケに行ったり、喫茶店で堂々とサボるものもいる。）議員引退後も罰則
金として返納するべきだ。名張の財政、状態を考えるともっと議員の収入を減らさないといけない。

532 - その他 -

現在議場コンサートをして議会での傍聴に参加していただく工夫をしていますが、話でよればコンサートに来
た人の応援を兼ねて終われば即帰るといったことらしい。この辺も今後、もっと考えていくのも如何？

533 - その他 -
名張には、子どもが楽しめる場所がない。動物との触れ合いや中規模のレジャー施設などがあれば良いと思
う。

534 - その他 - 子どもが小さいのでこれからの学費と住宅ローン、生活が不安。

535 - その他 -
このアンケートにも費用がかかっています。果たして有効に活用されているか？疑問に思います。

536 - その他 - 今は何も心配はない

537 - その他 - 意見は多くありますが、あきらめています。

538 - その他 -
使用頻度の低い文房具は持たない方も少なくないと思います。返信用封筒に両面テープが付いていればい
いのになあと思いました。

539 - その他 -
不在者投票をする場合投票日に行けない理由説明をさせられる（記述等）が当日不在等はプライバシーの範
囲と思うので投票入場券及び（本人確認）のみで十分と考える。

540 - その他 -

名張へ移住して永くなりますが市の人口が倍以上になっても、お寺が昔ながらの村、地域を出ない。そこで東
山墓地公園に宗教、宗派にこだわらないお寺を造ってほしい。もちろん名張仏教会に協力してもらわなければ
ならないが老人も安心出来る環境を切に望みます。

541 - その他 -
選挙のたびに選挙人の掲示板の数が多過ぎる。業者をもうけさせる為にしているのか。選挙の立会人に
10,700円の日当は高過ぎる。

542 - その他 - ケーブルテレビ代が高すぎる。テレビなんか見るな。ラジオを聞けという事か。

543 - その他 -

名張市の市会議員19名どう考えても多すぎます。７～８万の人口で市会議員の日常の活動が市民につたわっ
ていない。私個人としては１５名で充分だと思います。市長の大胆な決断が必要です。

544 - その他 - 駅が遠くて不便。

545 - その他 -
名張市、市会議員は、半分にしてもよいと思う。市議員、ボーナスなど見るたび、市はよくなってはいかない。
あまり、これから先に期待はしない。自分の事は自分で。

546 - その他 - 平成最後に税務署はり、悲しみで言葉も出ません。
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施策別自由意見（問13）

番号 施策コード 施策 部局名 問13　具体的な内容

547 - その他 -

私は現在８１歳です。名張の現在地（つつじが丘）の宅地を購入した時は坪１０万、びっくりしました。大阪府周
辺部の開発地と変わらない、むしろ高かったかも。しかし、その時は大阪周辺部の開発地は益々高騰する中で
なんとか５０坪前後の土地は今しかないと思い購入した時代でもあります。平成の時代となって会社を定年退
職して退職金でささやかな一戸建てを建て、こちらに移り住んで平成１０年ごろにバブルがはじけて世の中は
変わりましたが何とか生活が安定していたと思いますが～それからがたいへん。まだ名張も物価は高くなく住
みやすいと思っていたが国道沿いのスーパーがどんどん変わっていく。何故。土地の借料が高くなってやって
いけない為スーパーはものを上げなければならない為廃業する。次にできるスーパーは高いものしか、販売で
きない～住みにくくない～おかしい。名張はものが安くて生活しやすいと思っていたのが住みにくくなった～お
かしい地主様こんなことをすると今後名張は廃ります。何とか名張のために無理な地代でなく今まで通り安価
な地代で名張は住み良いと人が集まるようにご協力お願いします。名張は住みよいをモットーに住みやすい名
張にお願いしたい。

548 - その他 -
桔梗が丘の駅前に郵便局もほしいです。三番町と五番町にありますが足が悪いので坂道を上がるのが苦しく
てつらいです。

549 - その他 - 提出期限を過ぎすみません。封筒の有効期限内と思い出させていただきました。
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問2-3「あなたが名張市外へ移りたい理由は何ですか。」　その他意見

番号 内容

1 マナーが非常に悪い。女性、高齢者

2 交通の便が悪いから

3
福祉施設等も。交通の便利。賑やかな所を好むようになり。

4 どれも十分でない

5
雨水の水路を巡ってトラブルが多い。
雨水を流すなと言うが、一つの水路しかない。無茶を言う。

6
税負担の増大で年金生活に不安

7
仕事の都合

8
海の近くに移りたい為

9
交通費が高くて一歩も地域以外に出られない

10 興味本位

11
一人になった場合子供のそばに住むため

12
若者向けの大手のショッピングモールがない

13 全国転勤の職場に転勤予定だから

14
転勤族のため

15
公共の交通機関が充実していない。
車に乗れなくなった時のことを考えると不便

16
車に乗れなくなった時安心できる（利便性の高い町）場所へ行きたい

17
老後、住みにくそうだから

18

各地域での問題であると思うが、経済的に大変な時代であったりするのに地域での付き合いの出費が多い。
田舎なので仕方のないことかもしれないが、田舎の付き合いで若い人たちが市外（地域外）へでていく。
私自身も移住できるのであればしたいと思う。
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