
市民意識調査(平成２９年４月実施)における自由意見（問１３）の結果について 

１．自由意見欄に記載のあった人数 367 人（回収数 936 人） 

２．自由意見欄への記載率       45.0%

（参考）H27 年 4 月 43.6%（432 人/  991 人） 

H28 年 4 月 42.0%（415 人/  987 人）

３．自由意見の件数 延べ 488 件

４．自由意見施策別件数 ランキング ( 上位 10 )（その他を除く） 

順位 施  策 件数（件） 割合（%） 

① 2-4-3 交通計画 76 15.6 

② 1-2-3 地域医療 50 10.3 

③ 5-2-1 「新・理想郷プラン」の推進 38 7.8 

④ 1-3-1 高齢者福祉 31 6.4 

⑤ 3-1-2 商工経済 23 4.7 

〃 4-1-1 学校教育 23 4.7 

⑥ 2-5-2 道路整備 17 3.5 

〃 3-2-1 雇用創出 17 3.5 

⑦ 2-4-2 都市計画 16 3.3 

⑧ 5-2-2 成熟社会に対応する行政運営 15 3.1 

上位  合計 306 62.9 

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）

施策
コード

施策 部局名 件名 具体的な内容

121 保健・医療・福祉ネットワーク 福祉子ども部

自分が老いて動けなくなった
ときのこと

現在80才で元気で農業の手伝いをしていますが、病気になったり老いていく様を思うとき、どの様にくらしていけばよいか心配です。
今までのように家に廻ってきてお医者さんが病人のようすを看てくれるというようなことはあるのでしょうか。近所の人たちといろいろ心
配しています。名張はよいところ。住みやすい。人間関係もよく申し分ないのですが、近所どうし助けあって年老いた者同士生きてい
けそうに思うのですが、地区の中で食事分担などとよいアドバイスがあればと思います。

121 保健・医療・福祉ネットワーク 福祉子ども部

介護福祉 ・　今は自力で動けていますが、この先福祉のお世話になるようになったら、在宅をえらんでみていただける先生は居られるのでしょう
か？
・　自治会にも加入していますが、歩くのが困難なので行事にも参加できません。ゴミステーションも遠いので利用したことがありませ
ん。（他の市町村に住む親族が持ち帰ってくれています。）
名張市に移り住んで約一年です。一人暮らしなのでわからないことが多いです。

121 保健・医療・福祉ネットワーク 福祉子ども部
民生委員について 民生委員については、権力を手にしているという気配の者が目につく地域に、又、地域住民の町内会に余計な口出しをすべきでは

ない。適切な口出しも必要ない。まかせておけば良い。

121 保健・医療・福祉ネットワーク 福祉子ども部

超高齢化社会に向かっている
今（医療の充実も含めて）

私は梅が丘在住の者ですが、まず団地内に買い物する場が無いに等しい。若い人、車で出かけられる人は良いが、まさに買い物難
民に陥っている。
他の団地には巡回バスが走っているようだが、坂の多い当地区にもいずれ配置してもらえるのか。（当然応分の負担）

121 保健・医療・福祉ネットワーク 福祉子ども部

私は８６歳の身体障害者で
す。

一人での外出は困難ですが、家族や友達、近所の人々に助けてもらい、趣味や食事会、買物を楽しんで余生を送らせてもらっており
ます。ありがたいです。ありがとうございます。

121 保健・医療・福祉ネットワーク 福祉子ども部

自らの将来に向けての不安と
５０年先も元気な名張市の実
現・発展に向けての要望

一人世帯になった時の生活への不安～自宅の管理・生活・健康面～
　就職後名張に移り住み、普段は県外の会社との往復。又、休日も県外のカルチャースクールと名張の事はほとんどわからないまま
今日に至る状況で（今回の調査も憶測回答です。）頼れる家族・友人・知人が近くにおらず、特に心身面での不安大です。

122 健康づくり 福祉子ども部 健康 大人向けの無料運動施設（公園に健康器具・散策できる場所等）

122 健康づくり 福祉子ども部
自分の健康・家族の健康 身近で気軽にしてもらえるサポート

サポートを受ける為の手続きの簡素化

122 健康づくり 福祉子ども部

誰もが元気で幸せ 誰もが元気で…これは若い時は余り思わない言葉ですが、自身が年をいく共々に始めて思う思わされる言葉だと思います。誰もがい
つまでも”健康”が一番ではないでしょうか？健康であってこそ、仕事もプライベートも出来るんです。私が他県からこの名張市に越し
て来て一番に思った事は、医療関係にはびっくりしました。こんな市もあるんだなーと思い一生名張市には住めないのがネックです。
第２の人生自分が大事です。名張市の方には大変申し訳なく思いますが、又地元に帰る予定です。やはり少しでも良い環境にいた
せいもあると思いますが少しでも”誰もが元気で幸せに過ごせる大好きな名張市を目指して下さい。！！応援してます。失礼な文面で
お許し下さい。

122 健康づくり 福祉子ども部
健康設備の利用に関して 健康を保持するための機器具等利用するのに１日５００円必要。プール利用も同様ですべて有料である。もっと低価格１回１００円～２

００円程度で利用できるように考えてください。

123 地域医療 福祉子ども部 市民病院の方には日々感謝しています。

123 地域医療 福祉子ども部

医療関係と日常生活について 個人医院、市民病院に関して行政の指導は理解するが、年齢を重ねるとその事自体が理解しずらくなる。個人医院のかかりつけとは
言うが現在まで健康で世話になる事もなく、その人達への指導等も日常の中であれば正しい理解が出来ると思う。
車の運転が出来る間は少々遠方でも買物は出来るが、それが出来なくなると必要な行動が自由になりません。免許証の返却も含め、
非常に不安です。やはり生きてる間は食事の準備等はかかせません。そこで都会への転居が頭をよぎります。

123 地域医療 福祉子ども部

医療体制について 救急車で運ばれる病院が3分の2で伊賀市というのは、将来の医療体制という面で見ても不安です。高齢者が増えていく中、また子育
てがしやすい体制が求められている中で、その点を充実させなければ、市外へ移り住む人は増えていく一方になると思います。

123 地域医療 福祉子ども部 小児医療（夜間対応）

123 地域医療 福祉子ども部

出産～子育て支援、医療につ
いて、経験して感じたこと。

1才になる子どもがいます。小児科によくかかりますが、休診日などでちがう病院へ行くと先生によって言う事が全然違うことがよくあ
る。多少は仕方ない事だと分かっていますが、名張市内の病院同士で勉強会として意見交換をするなど、もう少し先生同士がお互い
信頼しあって診療してくれたらと思う。もう一つは産婦人科。分娩できるのが武田さんのみなので、私自身も先生との相性もあり上野で
うみましたが、少し遠いので入院した時など大変でした。名張にもあと1つくらい病院があれば、上野の病院が混まなくてすむし、妊婦
さんの負担も減ると思う。市の職員さんやかがやきの先生などは、みんな優しく頼りになるので、とても助けられています。いつもありが
とうございます。

123 地域医療 福祉子ども部 病院、福祉、介護の充実

123 地域医療 福祉子ども部
医療について 市立病院ですが、先生方は異動してきても次に行ったらもういない事があるのですが、信頼していてもすぐにいなくなるのですが…？

あまり入れ替りが早いのですが…　なぜですか？

123 地域医療 福祉子ども部

職場環境について 病院コメディカルにおいて管理職の意識が低すぎる
・一般業務にはほぼ従事しない（管理職はそれ以外とは違うのでする必要がないとのこと）
・残業、休日の勤務は管理職の仕事ではないと明言している
・所属長から注意があっても無視を続けている
・管理職同士で部下や事務局の悪口をずっと言っている
このような状況では普通に仕事を続けていきたいとは思えない。病院の為に頑張ろうとは思えない。すでに精神的に追い込まれてい
る。いつ体調を崩すものが現れてもおかしくない状況である。早急に対応お願いします。

123 地域医療 福祉子ども部

二次救急に不満 二次救急が、名張－伊賀と日によって変わるため伊賀の当番の日は名張市民が伊賀に搬送される。その為119にTEL後当番病院に
着くまでの時間が長くかかる。入院も伊賀の病院となってその後の家族の負担が大きい。解決してもらいたい。

123 地域医療 福祉子ども部
医療関係 二次救急は現在３病院で実施されているが（当番制）名張市立病院のみでの実施はできないのかと思います。また、内科診療にはか

かりつけ医院の紹介状が現在必要になっているが、これは改めることは出来ないかと思います。

123 地域医療 福祉子ども部
市民病院の診察について 現在、名張市民病院は、紹介状がないと診ていただく事が出来ませんが、紹介状がなくても、いつでも市民が診ていただけるようして

いただきたいです。

123 地域医療 福祉子ども部
救急について とにかく救急の場合、上野に連れて行かれると困る。名張は名張で、上野は上野にするべき、命がかかっているのだから。

123 地域医療 福祉子ども部

医療体制、税金、職員等 医療体制が不安です。近くに市立病院があるのに、夜中に伊賀市まで走る現実。年老いてきた時に名張市で住みづらいです。

123 地域医療 福祉子ども部
市民病院について 誰もが直接行っても診てもらえる、質の良い市民病院を望みます。現在、他の市民病院で受診をしています。

123 地域医療 福祉子ども部 市立病院の充実化

123 地域医療 福祉子ども部

医療体制について 名張市立病院の充実のために、伊賀市民病院と岡波病院を合体し、伊賀地区全体で大病院を作ったらどうでしょう。経営体質を充実
し、不便さは生じるかもわかりませんが、3病院が合体すると近代医療も充実したものになり安心出来るのでは！！

123 地域医療 福祉子ども部
名張市立病院について 以下の診療科を新設してほしい。①耳鼻咽喉科②産婦人科

123 地域医療 福祉子ども部
整形外科外来について 高齢者も診察してもらい、たのんだらリハビリ室へ入れてほしく思います。そしてリハビリの先生に教え導いていただき覚え家庭で自分

でリハビリ出来るように一年は置いていただきたく思います。

123 地域医療 福祉子ども部
市立病院について 近くにあるのに利用できません。

123 地域医療 福祉子ども部 総合病院がないのが不安。

123 地域医療 福祉子ども部 医療の充実 名張に人が来てくれるような魅力ある街づくり

123 地域医療 福祉子ども部

医療について たよりである市民病院が、二次医療で直接行けないことに不満を感じる（財政や医師不足の事情も分かるので不満を感じながら我慢
しないとしょうがないという理解しながらも感じる不満です）。

123 地域医療 福祉子ども部
安心していける病院が少な
い。

123 地域医療 福祉子ども部
重度医療制度（体制）ができていない（重い病人は市民病院では無理）

123 地域医療 福祉子ども部
なぜ市立病院には産婦人科、耳鼻科など、ない科が多いのですか？

123 地域医療 福祉子ども部
医療 重度な病気や、傷害時の救急体制に不安を感じています。将来、かいごが必要となった場合の施設等の確保が心配です。



施策別自由意見（問１３）

施策
コード

施策 部局名 件名 具体的な内容

123 地域医療 福祉子ども部

医療、介護について 医療に対しては、どの地域でも同じですが、医師不足（都市への医師の進出）が進んでいます。名張市も今後医療体制が大変心配
です。同世代の人は名張に住んでいる人が少なく、働ける場所、魅力ある仕事が必要です。仕事があれば、名張市に住むという選択
ができると思いますが、今の現状は働く場所がありません。高齢化が進み、名張市を支えていけるような若い世代がいなければ市とし
て成り立っていきません。たくさんの人が住むことで、医療が充実できるような財政も確保できるのではないでしょうか？介護について
は一世代一世帯の老老介護の負担をどのように減らしていけるのか。市民同志で考えることが必要かと思います。活用可能ないろん
な社会的資源の情報をもっと知識として知りたいです。最後になりますが、名張市で生まれ、育ったので名張市が大好きです。市町
村合併しなかった分、財政も苦しいと思いますが、名張市の未来に期待しています。

123 地域医療 福祉子ども部

地域医療 二次救急で他市へ入院した場合、交通面が不便（上野総合市民病院）
人口が増加するような施策を希望します。

123 地域医療 福祉子ども部
医療体制 市民病院は誰でも簡単に行けるところであってほしい。紹介状や、またされる、料金が必要では市街の病院に行くのもやむを得ない。

123 地域医療 福祉子ども部

市立病院に専門医師の不在 現在私は掛かりつけの医師に通院して居ますが、名張市立病院に専門医師が不在の為、少し複雑な内容の病状に成ると、紹介され
るのが殆ど市外の病院特に天理よろず病院のケースが非常に多いのです。此の事は高齢者には通院が不便であると同時に、急病
に対する手当処置が遅れる事に成り、非常に不安を感じて居ます。私は名張市に移住して５０年弱に成り、移住当初に比べれば全て
の点での改善が感じられますが、上記専門医が身近に存在しない事に、常日頃不安を覚えます。故、市民税を増額してでも市立病
院に専門医師の常駐実現を希望します。

123 地域医療 福祉子ども部

健康づくりの推進と地域医療
の充実が不安

救急も輪番制になっているため対応が遅い。脳梗塞等の特殊な疾病時対応が遅い。名張には産科が１件のみ。とにかく医療関係に
不安。

123 地域医療 福祉子ども部 救急医療・地域医療の充実 医師不足は理解しますが、現状の名張の医療環境では今後も安心して住み続けられません。

123 地域医療 福祉子ども部

地域医療の充実 ①かかりつけ医はあっても診療時間や休診日もあり、緊急時対応に難しい面もあると思います。出来れば緊急時の対応を市立病院で
して頂ければ有難いと思います。私も昨年二回体調が悪くなったのですが、早朝と深夜の時間帯で両日とも当番病院が市外の病院
でした。早朝のときは（かかりつけ医の紹介で）翌日から市内の病院へ（手術の為）入院することになっていたので（市外の）当番病院
には行かず、かかりつけ医が開くのを待ち、診察して頂きました。深夜の時は市外の病院へ主人に連れて行ってもらいましたが、辛く
長い道のりに感じました。後期高齢者社会になり運転免許を返納する人が出てきた時、核家族であれば移動もバスやタクシーになり
ますが、早朝や深夜の運行は無理だと思います。病院までの移動手段として救急車の出動も多くなる可能性もあります。市内の病院
であれば本人の身体への負担軽減にもなると共に、救急出動についても（近距離になり）時間の高率化が図れるのでは？と思いま
す。

123 地域医療 福祉子ども部

救急車の帰りの車を考えてください。岡波や上野病院へ運ばれて、夜中車の手配もできず、病院の方は帰ってくださいと言われます
し、困りました。これでは救急車の役目は果たせてないのと違いますか？

123 地域医療 福祉子ども部 救急外来体制

123 地域医療 福祉子ども部
医療 他県と比べても入院できる病院が非常に少ない。

123 地域医療 福祉子ども部

医療機関に不安があります 名張は伊賀市にも奈良にも少し遠く、隣接する地域の病院に行きにくい為、名張市内の病院を受診せざるを得ない。病院に不信感
を抱いても先生と合わなくても黙って通い続けねばならない感じがして怖い。選ぶ数が少ないし、どの院にも人が集まり待ち時間も長
く、非常に体に負担がかかる。以前奈良に住んでいたが、その時は住んでいた市にも、隣接する市にもたくさんの病院があり、自分の
生活や考えにあった所を選ぶことが出来ていただけに、本当に苦痛である。少なくとも、待ち時間を減らす、web予約などのシステム
を導入するべき。体調の良くない人たちに更なる負担を与えないで、皆が楽になる方法を少しでも考えてほしい。
名張市に来てその点だけが本当に嫌です。

123 地域医療 福祉子ども部

名張市立病院について 駐車場が混雑して停めるところがないことがある。受診の待ち時間の長さ。入院した際の退院までの速さ。（すぐ退院させられると思う）

123 地域医療 福祉子ども部
医療環境 市立病院の設備、医者等の充実

123 地域医療 福祉子ども部
医療体制の充実 緊急時に運ばれる医療施設の先生の対応が良くない。レベル低い？病院施設が古い。緊急時の病院が順番制であることに不満。

123 地域医療 福祉子ども部

名張の輪番について名張が多すぎる。名張にも病院（入院施設or療養型HP）を増やして欲しい。名張の病院のスタッフ、看護師さ
ん、リハビリの先生や、その他の職員がいつも忙しそう。。。声がかけづらいので、もう少しスタッフの人員を増やしてはどうか。。。

123 地域医療 福祉子ども部 保育士の充実を計って下さい。

123 地域医療 福祉子ども部
医療について 市立病院の診察をもっと自由にして頂きたい。紹介型は、辛い時は手順がとおい。救急も常に名張市立になってほしいです。

123 地域医療 福祉子ども部 救急車を呼んだら名張の市民病院に運んでほしい（上野は遠い）

123 地域医療 福祉子ども部
救急医療と防災 高度な医療（３次救急の充実）、災害時の対応

123 地域医療 福祉子ども部
肝臓、すい臓、腎臓、臓器の
検査費を安く

臓器の検査　１年１回の定期検査費の低価格を。

123 地域医療 福祉子ども部
医療の拡充（ガン専門、救急等）

123 地域医療 福祉子ども部
医療 どこの医院も混んでおり、通院が時間がかかり困る。医療費・薬代が高い。

123 地域医療 福祉子ども部

対処療法ではなく、予防医学を学ぶ

123 地域医療 福祉子ども部

超高齢化社会に向かっている
今（医療の充実も含めて）

名張では助かる命も助からないとよく耳にする。せっかくの市立病院が、中途半端なもので、救急当番などというまか不思議な言い方
を受け入れざるを得ない状態はおかしい（科目の充実、医師の充実、市民応分の負担）⇒天理病院や県立奈良医大へ行く人が多い
現実を見つめてほしい。一人暮らしや高齢者は受信が不可能です。

131 高齢者福祉 福祉子ども部
入院施設、介護施設について 私は団塊世代であるが、今は元気でも後10～15年もすれば入院施設、介護施設が大丈夫だろうか。入院施設、介護施設に入れない

ので、自宅（在宅）療養がほんとうできるのかが心配である。

131 高齢者福祉 福祉子ども部
高齢者への支援と子育ての支
援の充実

補助金や控除による金銭的負担の軽減。特に高齢者やその家族（同居）に対するものが少ない様に思う。高齢者や子供と住みやす
い地域は中間層の住みやすい町になると思う。

131 高齢者福祉 福祉子ども部
ケアマネから介護保険被保険者証をもらったが、その後、また同証が郵送で送ってきた。ダブり、チェックミス

131 高齢者福祉 福祉子ども部
介護施設をもっと増やして気楽に入所できるようにしていただきたい。

131 高齢者福祉 福祉子ども部
高齢ゆえに、現在は健康ですが今後が心配です。介護施設を充実してもらいたい。

131 高齢者福祉 福祉子ども部
介護が必要になった時（高齢
になり。）

その経済的負担に耐えられるか。

131 高齢者福祉 福祉子ども部
介護が必要になった時 一人暮らしの為、不安です。

131 高齢者福祉 福祉子ども部
福祉・介護の充実 年金の範囲で受けられるホーム等。

131 高齢者福祉 福祉子ども部

ゴミ置き場 ゴミ置き場が遠すぎる。私の周りでは、車に載って、または自転車に乗って捨てに来る人を見かける。足が悪くて引きずりながら、リヤ
カーを押して来る人もいる。ほとんどが高齢者である。この人達が歩けなくなった時、どうするのだろう？すべての世帯に、息子が跡を
継いで同居してくれるわけではない。今後一人暮らしの高齢者も増えるであろう。大阪に住んでいた時は、家の前に捨てるのが当たり
前であった。奈良に住んでいた時も、少し離れるが、１０歩程歩いて行ける場所だった。それでも河合町などは「まごころ収集」という制
度があり、高齢者や障碍者でゴミ出しが出来ない人はケアマネが役場に申請すれば、家の前まで取りに来てくれるサービスがあっ
た。名張市も高齢化率は高いはずである。検討してみてはどうかと思う。

131 高齢者福祉 福祉子ども部
介護施設等 年がいって、介護が必要になった時、安心して、入居できる。施設や独居老人へのサービスが充実すれば良いと思います。

131 高齢者福祉 福祉子ども部
高齢者社会に向けて、市民の健康づくりの推進と福祉・介護の充実を切に望む。



施策別自由意見（問１３）

施策
コード
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131 高齢者福祉 福祉子ども部
介護施設について 在宅介護していても、どうしても施設にお世話になりたくなった場合に、誰もが入居出来る施設を増やしてほしいと思います。

131 高齢者福祉 福祉子ども部

私達の地区は、子どもは、都会へ行き残された60歳～90歳の老人が多く少子化の為介護の事が気にかかり私自身主人の母の介護
をしています。今は親のお世話が出来ますが私があと１０年もすれば体も衰えて老後の事が心配です。農業ですが田んぼ作りはとて
も維持する事が困難な状況で今は息子が作っていますが、今後は皆が助け合ってそれぞれの田んぼ作りをして行けば良いと思いま
す。

131 高齢者福祉 福祉子ども部 福祉の充実について 老々介護、一人暮らしのサポートの充実、孤立させない仕組みを考えてほしい。

131 高齢者福祉 福祉子ども部
福祉施設へのお願いです 一人暮らしをしている老人です。自分が受取る年金１２万円前後で入所の出来る施設がなく老後が心配で不安です。高額入所の施

設も必要でしょうが底辺にいる市民も安心して不安なく過ごして行けます様にお願い致します。

131 高齢者福祉 福祉子ども部

高齢福祉介護について
名張に長く住み高齢になり二
人暮らしです。このままこの地
に住み続けたいが子どもにも
遠く二人してこの先の事不安

定年と共に自然がまだ残り空気の良い所と思いつつじに住居を考え定年後１５年住みとても充実した楽しい１５年です。しかし、年齢
を重ねていくにつれ何かと不安な件が身にせまりさてどうしたものかと今から考えております。
①老後をいかにどこでどの様に送るか（子どもたちの近くに行くか名張に住み続けるか）
②名張に住み続けた場合福祉又看護ケアの不安等々誰にどこに相談すれば安心できるのでしょうか。二人にとって何がいいの迷っ
ている日々。

131 高齢者福祉 福祉子ども部

市民に平等なサービスをして
ほしい等

福祉のサービスがどんどん悪くなっていくので将来が不安になってくる。要支援の認定者はおむつの支給（月500円）も廃止になり、
そのうちデイサービスにも通えなくなるのではという話も聞く。
これからますます高齢者が増えていくのに対策を考えてほしい

131 高齢者福祉 福祉子ども部 介護問題について 団塊の世代が高齢化する中、介護問題が充実できるのか心配です。

131 高齢者福祉 福祉子ども部

名張は介護事業所、養護老人ホームがたくさんありますが、年金の範囲の中で入れるところは少なく、どうしても在宅介護になり、家
族の負担は大きく、仕事をやめなければ介護できなくなり、年金額で入れるホームの数が少なく思います。

131 高齢者福祉 福祉子ども部

介護について 主人が要介護５認定を受けましたが、施設をさがすのに自分自身で探さなければならず、もう少しわかりやすく説明してほしい。ケア
ハウスはいっぱいありますが、面倒を見ていただけるところは少なく金額も分かりにくく、初めての私にはわからないことばかりです。

131 高齢者福祉 福祉子ども部

独居老人、認知症の方をどう
支援していくか

私の周辺には、お一人暮らしの高齢者が以前より増えてきていると実感しています。お一人暮らしの方でも、身の回りにサポートしてく
れる人達がいれば、安心して暮らすことが出来ますが、身寄りのない方にとっては、生活していく中でとても困難なことだと思います。
まして、認知が進んで行くと、一人では生活できなくなっていきます。私も何年後にはサポートをしてもらう側に居ると思います。高齢
者が安心して暮らせる名張市で有って欲しいと願います。

131 高齢者福祉 福祉子ども部 独居生活について ひとり暮らし同志のホームのような施設があったらと思う

131 高齢者福祉 福祉子ども部

福祉・介護施設等に不安 名張の福祉介護に施設において利益ばかり考えている施設が多い。姥捨山と感じがいたします。資金があれば充実した福祉介護施
設があると思いますが、名張市と施設側と手を組み全国にない福祉介護施設を作ってもらえれば良いと思っています。

131 高齢者福祉 福祉子ども部

福祉・介護の充実 本来家族で介護することが理想だと思いますが、核家族世帯もある中で世間でも老老介護の問題があります。政府も介護による離職
率ゼロを目指している様ですが、現状では難しいと思われます。介護施設や介護職員の不足により、要支援要介護の認定を受けら
れてる方でも順番待ちをしているそうです。本人が希望すれば入所できるような環境であれば有難いと思います。また、医療付施設も
名張市では二件程で満室であれば近くて奈良や大阪方面になるとの事で、住み慣れた名張から離れる不安にもなります。自分が施
設を利用させていただく年齢になた時のことを考えると不安もあります。現在空き家の再生もいろいろされていますが、要支援要介護
の認定のないお年寄りでも、独居で不安を抱えている方等の為のショートホームやデイサービス施設として活用して頂ければ活力に
もなり、お互い目配りできるメリットがあると思います。

131 高齢者福祉 福祉子ども部
介護について 年々高齢化していく。介護に直面してからいろいろ自分で調べないと全然わからないことだらけ。常に、介護・福祉の事を名張市が住

民にわかりやすく発信してほしい

131 高齢者福祉 福祉子ども部
介護サービスの充実 老後、車が運転できなくなった時にその他の手段が乏しい。買い物代行サービスなどもっと充実した方が、老後も住み良い街へとな

ると思う。

131 高齢者福祉 福祉子ども部
老老介護　老後の生活への不
安

自分の身体も自由がきかない状態で相手の介護をしていくのは困難。介護サービスを受けているような余裕があるだろうか。

131 高齢者福祉 福祉子ども部
高齢化社会における介護問題 介護相談窓口の設置　公的援助（支援）を希望。地域ぐるみでの介助。

131 高齢者福祉 福祉子ども部

老人ホームが安く入居出来る
と良いです。

老人ホームの件に付き話を聞いてください。私の友人とか世間一般の人達からの話しですが年金も少なく（子どもの世話にもなれま
せん）もちろん老人ホームにも入居出来ません（年金が少ない）出来ることならもう少し安く入居出来る老人ホームを作って欲しいで
す。１か月１０万円以下で入居できると良いです。部屋は小さくても良いと思います。私一人の問題ではありません。名張に住んでいる
皆さんの話があちら、こちらの方から聞こえてきます。悩んでいる方がたくさんいますよ。

131 高齢者福祉 福祉子ども部
介護・福祉に関して 介護の大変さが認知されて久しいですが、低価格で老人ホームなどが利用できるかと言えば、まだまだとしか言えません。高齢者が

いきいきと暮らせられる町作りをお願いします。

131 高齢者福祉 福祉子ども部

高齢化時代について 日本はこれからますます高齢化になる。名張も例外ではない。近々両親が大阪から転居する予定である。医療・福祉のことを心配して
いる。救急体制も不安、そして、介護施設も高く、年金も年々減る一方で二重の生活になる（特養も待機の人数が多い）ので、負担が
大きくなる。特養を増やして医療・福祉を充実してほしい。（居住地の空き地の活用！）

132 障害者福祉 福祉子ども部
特別養護老人ホーム 特別養護老人ホームが何百人待ちらしいですが、どの様にお考えでしょうか。

132 障害者福祉 福祉子ども部

子供の将来や老後について 息子は20歳のころからうつ病を発症し、それ以来10年間病気とたたかっています。ストレスから幻聴・幻覚が現れ、自傷行為、そして
総合失調症と診断されました。障害基礎年金79万円（年間）では生活にも不安です。私たち親が健在な間は何とか家族で生活してい
ますが、いつまでも親が生きているわけもないので。今後、統合の方はどの程度回復するのか、また仕事は出来るのか、給付金はもら
い続けられるのか、不安・心配が尽きません。

132 障害者福祉 福祉子ども部
介護・福祉に関して 精神障害者へのケアが十分だとはまだ言えません。障害者を雇うのをためらわずに、無理せず暮らしていける名張市にしていってい

ただきたいです。無料利用等はとても助かります。

133 子育て・子ども支援 福祉子ども部

子育て支援 お母さんになるのは良としても、子どもを預けたり、安心して子どもを持ったご家庭はまだまだ少ないのではないでしょうか。待機児童
をできるだけ減らして、のびのびと子どもが生きていける環境づくりをしていただきたいです。

133 子育て・子ども支援 福祉子ども部

保育士給料について 国は保育士の給料を上げることをかかげました。名張市で働く正規、非正規の保育士にもしっかり反映できることを願っています。市と
しても保育所、保育園に反映できることを市としてリードし非正規の人にも給料を上げていくことを指導していただきたい。

133 子育て・子ども支援 福祉子ども部

子育て支援 保育園、幼稚園にかかるお金が高すぎます。少子高齢化のこの時代、子供を産みにくい環境だと私は思います。子供に対する給付
の増額や、補助、幼稚園の義務教育化など、負担が軽くなるようにもっと協力して欲しいです。人口が減っていくと名張市も苦しくなる
と思うので大変なのは充分わかりますが、対策の方考えて頂けると市民にとっては嬉しいです。

133 子育て・子ども支援 福祉子ども部
子育て中 我が家は4才の子供と夫婦3人家族です。名張市の市長さんは任期も長く人気のある市長さんですが、どのような無料で得られるサー

ビスが名張市にあるのかわかりません。その世帯の家族構成にあわせたお知らせがほしいです。

133 子育て・子ども支援 福祉子ども部 子育て 子育てしやすい市だと言われていますが、妊婦の時、産婦人科が1件しかないのには不安がありました。

133 子育て・子ども支援 福祉子ども部

子育て支援の充実？ こちらの地域では各々が運動クラブ？（スポ少とか？）に所属するような形のようですが、共働きが増えている現状で送迎等の問題も
あって、なかなか、思うように子どもに活動させてあげられていないのではないかと思います。
それこそ、各々の地域で様々な活動を考えておられるのであれば、学校での部活動を（小学校でも）していただけたらと思います。
（顧問も先生でなくてもいいと思います）　種類問わず、２つ３つくらいでもいいと思います。（陸上とか合唱とか）あれもこれもと考えるか
らむずかしくなるのだと思います。どんな種目でも、放課後に皆で活動できれば友達どうし交流できる時間もでき、もっと外で活動する
子も増えてくれるのではないでしょうか？休みの日でも子どもの声が聞こえない・・・そのような地域では未来はないと思うのは私だけ
でしょうか？

133 子育て・子ども支援 福祉子ども部

子育て もう少し、シングルマザーを考えて欲しい。
もう少し、ストレスにならないように、一人で子育てが出来るようにしてほしい。
特に、親と仲が良くないので、毎日喧嘩ばかりばっかで毎日出て行けと言われて、それを相談しても何もしてもらえないので、シング
ルマザーにもう少し協力してほしいです。
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133 子育て・子ども支援 福祉子ども部

子育て支援（妊娠期の支援を
含む）をより拡充してほしいで
す

一世代世帯で共働きのため、子育て支援は将来的に一番必要なものになると思います。今は多忙で地域との交流も全くなく（市内で
引越しをした為）、この先の妊娠、出産に不安を感じています。そこで、妊娠期のサポートや子育て支援が充実していると安心できると
思いますし、より多くの子どもを産み育てたいと思うと思います。そして、子育て支援等の教室やイベントが平日に開催されていること
が多いと思いますが、平日には仕事があるため、土日祝日にも開催していただけるとありがたいと思います。また、保育施設の数にも
不安があります。最近保育施設が増えたようですが、待機児童問題は解消されたのでしょうか？私は育児休暇は仕事が多忙であるた
め、おそらく取得できないと思います。そのため乳児を預かってくれる保育園がたくさんあることを望みます。共働きが当たり前の時代
で、十分な子育て支援がないと、ますます少子化が進むと思います。安心して子どもを産み育てることができる市をつくることが名張
市の発展に欠かせないものであると私は考えます。

133 子育て・子ども支援 福祉子ども部
子供が欲しかったですが、夫
婦共働きでやっとの生活なの
であきらめました。

子育て支援もですが、子づくり支援もあれば心強かったです。

133 子育て・子ども支援 福祉子ども部
仕事・子育て 子育てをしながら正社員で働ける企業が名張には少ないと思う。又、産婦人科が少なく母乳外来もないのは少し困ります。あと、名張

にメガバンクがないのが不便です。

133 子育て・子ども支援 福祉子ども部

子育て支援の充実について 名張市の産婦人科が武田さんしかなく他に選択肢がない。
母親教室が武田さんで行ってくれているが、父親が参加しずらく、妊婦体験ができたり一緒に父親も参加できる教室を市が企画して
欲しい。

133 子育て・子ども支援 福祉子ども部

保育園 現在、待機児童が増加し、認定こども園を作っていますが、保育士の給料が安いと思います。
保育士の資格を取得していても、一般の会社で働く方が楽で給料もアップとなれば、保育士になるのが苦労！
また、保育士は大変な仕事で、息ぬきも出来ない位の仕事！　もっとみんなに知ってもらいたい。又、する気がある人は（年配でもい
いので）オムツ替えなど出来ると思うのでもっともっと広げてほしい。

133 子育て・子ども支援 福祉子ども部

保育料金について あまり違いはないと思っていましたが、自分よりもたくさん給料をもらっていて自分たちより収入も多い人の方が保育料が低いと知った
ときは”なんで？？”と思いました。仕方がないことなのかもしれませんがしっくりきません。（もちろん子どもは同級生です。）計算上そう
なるんでしょうけど、やっぱり納得いかない。それも２年続けて、、、！！

134 社会保障 福祉子ども部

介護保険の介護支援サービス
枠の支給限度を増額して欲し
い

家内が脳内出血で半身不随になり、さらに転倒骨折をして寝たきりになり介護度4で私（夫）が介護を続けておりますが、私も脊椎管
狭索症で手術を受けたが治らず、両足のしびれがひどくて歩行困難の状態です。ヘルパーさんや訪問リハビリ、訪問看護等で介護
支援サービスを増やさざるを得ず、介護保険サービス内では治まらず、毎月利用者負担が5～6万円にのぼります。保険対象額は
33,777円ですので倍額頂いても足りません。介護度を増やして頂くなりしてなんとか支給限度の増額をお願いしたいと存じます。

134 社会保障 福祉子ども部
年金・医療 贅沢はしなくても、普通の生活ができること。高年齢になれば医療費がかかるようになるので少しでも負担が軽くなるように。

134 社会保障 福祉子ども部

将来に向けて不安を感じること 今はまだ若く体も動けるけど、将来家族も皆巣立ち、老人だけの生活になった時、様々な不安があります。車の運転もいつまでできる
か、経済的な不安もあります。

134 社会保障 福祉子ども部

近い将来のこと 現在は子供達はそれぞれ他府県にて独立しており、家には親、祖母が居住しております（三人住まい）。近い将来、誰かが一人に
なった時、もしくは三人とも亡くなってしまった時、この家の処分等について、子供達に多大な迷惑をかけるのではないかと危惧して
います。社会情勢からみて、簡単に売却などできないでしょうし、死んだあとの事は知らない、では済まされない気がします。行政の方
でも、これから増えて来るであろうこの事案について、考えて頂けると幸いです。

134 社会保障 福祉子ども部

生活保護費について（病気の
一種かもしれませんが、本人
自ら生活保護を受給しながら
働き、遊び歩く様子を周囲に
話す人がいます。）

支給決定されるまでの審査は厳しくされていると思いますが、その後の生活環境についてはどのように管理さているのでしょうか？新
車を購入した。購入にあたりローンを組んだ。就労している子供を世帯から外し同居している。家族以外の外食費を出している。自分
の子供ではない養育していない子を養育していると申請。いかに保護費をもらい続けるかの努力をしている人に払い続けるのではな
く、本当に困っている人の為にお金は使って下さい。ニュースでみる問題が身近にあり、嫌な気分になります。介護や医療が充実した
よりよい市になってほしいと願い、就労納税は義務であり私自身その為の努力は続けるつもりでいますが、身近で保護費の不正受給
者がいると、世の中の普通とは何だろう？と不快になるとともに、もっと社会の為になるお金の使い方を行政には考えて頂きたいと思
います。

134 社会保障 福祉子ども部

将来の生活面、経済面での不
安

永住できると思っていた。自宅が立ち退きになったため、年をとってからのローンは大変苦しく、かつ、年齢による仕事が減り毎日の生
活が少ない年金でしか収入がなく大変な思いをしています。もう少し生活が楽になればよいのですが。

134 社会保障 福祉子ども部 税額について 国保税等の税金を値下げしている市町村もあります。名張市も努力改革してほしい。

211 環境保全 地域環境部

道路上より住所の敷地内にご
みを捨て通る小中学生が居
る。注意して戴きます。夜間4、
5人にて奇声して笑いながら捨
て通る。

街路灯が死角になっていて暗い道路下にて高校生等がタバコを吸って居る枯草等に焼けるおそれが有ります。道路のみぞに空缶や
ゴミを捨てていく人有り。タバコの吸い殻等悪質な人がいます。取り締まって下さい。マナーがなっていない。悪質な人には罰金とし1
万円科して下さい。

211 環境保全 地域環境部

土地開発が出来、人口も増、住みよい名張市、豊かな自然と文化に包まれた理想を目指して進んで下さる事は喜ばしいことです。結
構なことかと思います。開発により木々は大きく育ち困っている場所が名張市には多くあります。これから先、市としてどのような方法で
解決をして面倒を見て下さるのですか。お聞かせ下さい。答えをお待ちします。

211 環境保全 地域環境部

動物愛護について 家で猫を飼っていますが、近所にかわいそうなノラ猫が多々います。避妊や去勢などもう少し援助があれば、こんなかわいそうな子達
が少しは減ってくれると思います。
ご飯をあげるのも近所迷惑になるし、かといって見て見ぬことも出来ないし、色々考えてしまいます。
活動もされている様ですが、もっと地域猫的なものもあれば良いと思います。

211 環境保全 地域環境部

名張市への要望 川岸の草や道端の草が茂って交通の邪魔になっています。有名な川なので、景観を大切にして欲しいです。みっともないです。

211 環境保全 地域環境部

居住地の周辺環境について 美旗地域に住んでいますが、ネコのフン被害に大変困っています。フンの臭いが家の中にまで入ってくるほどです。ネコ除けの備品
も個人負担になるため、費用がかさみ、いつまで続くのかと思うと先が思いやられます。動物愛護があるのは十分承知の上ですが、フ
ン処理する者にとっては苦痛以外何もありません。ノイローゼになりかけたこともあるほどです。私のようにネコのフン被害で困っている
方は大勢いらっしゃると思うので、条例を作ってください。空家も多く、ネコの棲家になっていたり、草も生い茂っていて、電車から見え
る景観がものすごく悪いです。特に駅周辺は目立ちますし、ベッドタウンと呼ばれる名張の印象がとても悪くなるので、駅周辺の空地
空家をもっとキレイにしてほしいでず。美旗に住んで長くはないですが、うんざりしています。もっとキレイなまちづくりの推進をお願い
します。

211 環境保全 地域環境部

犬、猫の保護 地域猫活動を推進してください。名張市は保護者犬、保護者猫に優しい市であってほしいです。動物たちが適切に飼われているか、
殺処分のないように。ペットショップの立ち入り検査もして劣悪な環境にないようにしてください。安易にペットを扱わないようにお願い
します。

211 環境保全 地域環境部
環境美化対策の強化 地方道路でのゴミ（粗大含め）の不法投棄が一段と増えてきています。市として、クリーン対策の強化美しい町宣言をして、町をあげて

の取組みをお願いしたい。

211 環境保全 地域環境部

ペット飼い主のマナーの悪さ ◎犬の散歩途中他人の玄関前で糞をさせたまま始末していない。ネコも他人の庭で糞をする（何度も何度も非常に迷惑）
◎長時間犬を吠えさせ、クレームを言っても無視される。非常に煩くストレスを感じる。
犬の飼い主に対しマナーやしつけ等、人の迷惑にならないように、広報で注意喚起してほしい

222 循環型社会 地域環境部
ゴミ収集に使っている黄色の網がやぶれてつくろって使っていますが次々と大きな穴があいてきますので取り替えてほしいです。

222 循環型社会 地域環境部 ごみ袋（黄色）の代金 ごみ袋（黄色）　近隣の自治体と比較しても異常に高い。絶対に必要なものなのでもう少し値を下げてほしい。

231 防災・減災 危機管理室 防災対策について 日常、日頃から我々の地域に於ける各種の防災対策を話し合う機会を作ってほしい。

231 防災・減災 危機管理室

地震など災害が起こったｔおう
場合、休日や夜間であれば、
小中学校、市民センターなど
には、当直の人は誰もいなく
て、どこに避難してよいのかわ
からない。

231 防災・減災 危機管理室 レッドゾーンの解消について レッドゾーン（坂の下）地域になっています。早く対策を講じて安心して住める環境づくりにしてほしい。

231 防災・減災 危機管理室
地震が起きた時の対策

231 防災・減災 危機管理室
防災について 名張市全体の川底が高くなっていて大雨が何日もつづいた場合全体の堤防が低い感じがします。これで良いのかといつも考えてま

す。

232 防犯・交通安全 危機管理室
道路の整備（通学路や自転車
専用道の拡張、整備）等

付近の通学路は非常にせまく、車の通行量も多く危険である。
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232 防犯・交通安全 危機管理室

まちづくりについて 私は、名張市は住みよい場所とは思いますが、ものたりないなと感じることは多々あります。
街灯はありますが、数が少なく、夜道を歩く不安　一番に考えてほしいと願ってます。暗くて心配なので子どもを迎えに行くのが大変

232 防犯・交通安全 危機管理室
旧町など灯りがない所が多く
防災・防犯で心配

232 防犯・交通安全 危機管理室
スマホ等の交通安全のマナー
の徹底化

スマホを使いながらの運転、高齢者達の運転

232 防犯・交通安全 危機管理室
土木関係の車のスピード（ト
ラック）

道路の段差がある場所で土木のトラックがスピードを落とさず通過すると家が（マンション）揺れる。地震かと思いたびたび驚く。

232 防犯・交通安全 危機管理室 日々の生活での防犯対策

241 土地利用 都市整備部

山林に囲まれた家の存続が難
しい

従来、田畑であった土地が、その土地の保有者が高齢になることで、安易に杉や桧といった苗木を植え山林化している。
自分の土地であるから何をやってもいいものではなく、住居があればそれなりに配慮をすべきものであり、また行政の人間も机上のみ
の判断（現地確認も実施しない）で山林化に認可してしまうのに問題があると考える。

242 都市計画 都市整備部

名張駅前をもう少し充実した
多目的整備を作ってほしい。

（名張市が行うのでなく、民営化で出来るのでは？）名張駅前は東、西口とも「さびれた」「みすぼらしい」駅前となっている。もう少し大
型の商業施設や多目的ホール、病院等の近代施設を集めて、近代的な駅前にしてはどうか？名張市全体が「みすぼらしい」町と見ら
れてしまう。人口も増えるのでは無いですか？鴻之台に二階建ての家賃の高い、みすぼらしいアパートばかり作るのでは能が無さ過
ぎる。全く高級感がない！

242 都市計画 都市整備部

市が経営の大総合会場が必
要

○青少年センターのような、なんでも出来る（催）大会場があれば、集客が出来ると思う。市外に会場借りに出なくて（大、中、小、自由
の）文化的な会場を望みます。
○免許返納すると、歩いて行ける身近な所に集客の場所が必要だと思う。

242 都市計画 都市整備部 道路の整備等 国有地、空地等の整備、見直しを行い景観を良くする。

242 都市計画 都市整備部

町に活気がない 若い人たちも参加できる町作りをし、子供達も市に愛着を持ち、定住できるまちを目指してほしい。一部の人だけの地域活動は要らな
いと思います。また自然が近くになるのに、親しめない環境はもったいない！青蓮寺湖周辺等、市民の親しめる環境にして欲しい。

242 都市計画 都市整備部

名張駅西口 名張駅西口の整備はもうしないのでしょうか。キャバクラの看板も気になります。小学校も近く、通学の子どもさんも目にします。

242 都市計画 都市整備部

人の心に届く花咲く街並み 時々、神戸の街を散策すると、色々なスタイルで花の植え込まれている。”こんな街に住みたい”と思わせてくれる市政を少しは見習っ
てほしい。自然のままの姿も良い所もあるが、人として美しい街つくりを今一度考える事が大切と思う。街の美化に放置プレーは禁物
です。花一輪を大切にできるモラルを育てられる市政も考えてほしい。

242 都市計画 都市整備部 河川敷の利用 川沿を散歩やジョギングができるようにしてほしい

242 都市計画 都市整備部
新住宅地（希央台など）内の空き地（畑など）景観を害する

242 都市計画 都市整備部
人口減少対策 住みたい、住み続けたいと思える町、景観形成の推進

242 都市計画 都市整備部
豊かな自然環境の活用と保守 美観を損なう建築物に規制

色調　　 　高さ　　 　電柱、電線の埋没

242 都市計画 都市整備部

まちの景観について 車中心のまちつくりに偏らず、景色を観ながら安心してひと駅ふた駅歩いて散歩のできる環境があれば、住宅地の道で他所の家をジ
ロジロ見ながら散歩するよりもベンチがあり花がありの歩道のようなものをつくり、最寄りの駅へ行けばその周辺で遊べる環境になると
良い。

242 都市計画 都市整備部

空き家対策等 コンパクトシティーのような考え方で中心部（希央台、鴻之台エリア/桔梗が丘エリア？）の集約型の都市計画と各団地の空き家、空地
対策をどのように両立させるかについて、広く意見を集めることが必要かと思います。様々な課題があり、難しいことが多いですが、医
療環境の具体的な方向性や３６８号線の完全複線化の事業計画なども示されないと、増々きびしい状況になると思います。

242 都市計画 都市整備部

桔梗が丘循環道沿いの街路
樹の維持管理について

私は三十三年前に桔梗が丘の美しい町の景観に魅せられ、京都から妻の反対を押し切ってまで名張に引っ越してきました。
今、地球規模での環境劣化が問題視され、一方で身近な緑の安らぎを求める時代において、その必要性は益々高まっていると思い
ます。街路樹は都市空間に自然の潤いを与え、その美しい景観が人々の心を癒すのはもちろん、二酸化炭素の削減効果、町の冷却
化、野生動物の拠り所としてなど、街路樹の役割は多彩だと考えます。
その大切な桔梗が丘の街路樹を維持するためには、対処的な剪定ではなく、長期的かつ総合的な計画・実行・メンテナンスに基づい
た維持管理が必要と考えます。しかし名張市は剪定を安易に自治会に委託し、町内の素人会員が剪定の基本を守るどころか、並木
の統一美すらお構いなしに、取りあえず「枝さえ切れば良い」素人剪定で長年に渡り行われてきた結果、街路樹は幹だけが異様に太
くなり、並木の統一感が皆無で、おまけに立ち枯れしている街路樹も多く見受けられる。又、逆に剪定すら行われていない街路樹も多
数あり、並木の統一美の欠片もない状況である。市民の共有財産である街路樹の維持管理を名張市はどのように考えているのか。
「財政難で放棄？」しかし聞くところによると、自治会員が剪定の労力の代価として、名張市から交付された剪定費で自分たちの備品
の購入や、飲み食いの費用に使っていると聞いている。ずさんな剪定で費用を交付している名張市は、納税者に対する背任行為を
行っているのではないか、まさしく責任問題である。まさか剪定すら行われていない町内会へ剪定費を交付しているという事実はない
か？逆に剪定すらされていない街路樹が何故存在するのか知りたい。私たちが払っている貴重な税金の支出は慎重であるべき。名
張市は街路樹の維持管理をもっと真剣に取り組むべきである。昔のような美しい町の顔に戻して頂きたい。安易に素人集団に任せる
な！！剪定は技術を習得しているプロの剪定士に任せるべきである。私たちの貴重な税金を飲み食いに使われるのは我慢できな
い。そこの処の是正をよろしくお願い致します。

242 都市計画 都市整備部

土地の有効活用 旧町に住んで約3年たちますが、最近古い家屋を取り壊した後の空き地が目立つように思います。
その後、更地のまま放置されているのを見ると、寂しい気持ちになります。
また、利用されてもアパートばかりが建っているような気がします。
これから人口がどんどん減ってくるのに、ちゃんと計画的に建設されているのでしょうか？
幸いにして旧町は駅まで徒歩圏内の地域ですので、鴻之台、希央台地区を含めたコンパクトシティ構想を意識した計画をお願いい
たします。

242 都市計画 都市整備部

超高齢化社会に向かっている
今（医療の充実も含めて）

他の団地では老人の住まいに食事の配食があると聞くが、ボランティアが育っていないのか、はたまた行政の理解？がないのか。当
地区では聞かないが。

242 都市計画 都市整備部

自然保護について頑張ってほ
しい

名張市を取り囲む室生・曽爾・青山等の素晴らしい自然に魅せられて１０数年前宅地売り出し中のつつじが丘に目をつけ永住地を決
めて住みつきました。名張市もこれらの町村に負けず、もっと自然を生かして、誰もが楽しくそして生き生きと毎日楽しく住める街づくり
に励んでほしいと思います。

243 交通計画 都市整備部

交通の件 私は車に乗れないのでいつもバスを利用していますが１時間に１本はとてもきついです。その割にはバス代は高いです。大阪の様に
乗継と言う方法もとってほしい。

243 交通計画 都市整備部
交通網 現在、桔梗が丘から名張方面へバスを利用すると桔梗が丘駅留、桔梗が丘駅発名張方面行となり、時間も費用もかかるので改善して

ほしい。

243 交通計画 都市整備部

運転免許を返上した時に生活
が出来なくなり、不安でいっぱ
いな為、バス便や購入出来る
店を近所に造ってほしい件

今後高齢者が増々増加するにもかかわらず、日常の生活用品や食料品等を購入出来る店（コンビニや小規模でも良いのでスーパー
の様な店）が身近に近所に出来てほしい。今後、運転免許を返上した時には、生活出来なくなる為、非常に困る。大規模なスーパー
は出来ても高齢になり、車が乗れなくなった時は、行く手段もなく生活出来なくなる。もっとバスも赤目駅から名張のスーパーへ直接
行ける様なバス停やバス便を作ってほしい。近鉄電車に乗って赤目～名張へ行くのは足の悪い人等階段の上り下りとか買物した者を
持って上り下りはとても出来ない。かと言ってタクシー等とても使えない。もっと高齢者の事を考えて、車の乗れなくなった人の事を考
えてほしい。若者にだけ良い町ではダメだと思う。そうでないと1人住い等非常に不安で住めない。もっと考えてほしい。買物の不自由
さをもっと分かる人がアンケートを作成してほしかったです（分からない人が作成しています）。

243 交通計画 都市整備部 路上駐車の多さ。（当たり前のように置いている）（迷惑になっている意識がない）

243 交通計画 都市整備部
道路の整備（通学路や自転車
専用道の拡張、整備）等

コミュニティバスの運行方法、経路、立ち寄り場所、本数等の見直し

243 交通計画 都市整備部
交通の便が悪い バスが1時間に1本しかなく、不便。駅までの交通がバスしかないため、不便であるのでどうしても車を使うことが必要。高齢になれば、

どうなってしまうのか…　このまま住みつづけるのはむずかしいと思う。市立病院も駅から遠すぎます。

243 交通計画 都市整備部
買い物等、運転できなくなった
時

コミュニティバス等の便がほしい。電車に乗るにも足が悪くなれば買い物や病院行きなども不便である。
地区の高齢化に伴い特におもいます

243 交通計画 都市整備部
交通の便 車に乗れるうちは良いけれど、高齢になり車に乗れなくなった時の買い物・銀行関係に困る。バスも便が少ないため利用しにくい。



施策別自由意見（問１３）

施策
コード

施策 部局名 件名 具体的な内容

243 交通計画 都市整備部

バスの利用に関して 市役所、福祉センター、市民病院、図書館、体育館へのバスを運行を多くしてほしい。年々高くなる年齢。車の運転が困難になる傾
向。免許返上が多くなり、その代案としてバスの運行を考えてほしい

243 交通計画 都市整備部 近鉄のダイヤについて 昔に比べ、通勤・通学等による時間が停車駅の増加、特急待ち、名張駅での乗り換えにより長くなっている。

243 交通計画 都市整備部

交通について 私は引っ越して２週間なのですが、家のまわりに（徒歩５分以内）スーパーやコンビニなどの商店が少ないです。今までは、愛知に住
んでいて徒歩５分以内にスーパー・駅・コンビニ・銀行・郵便局がありました。今は、銀行行くにも２０分かかります。坂に慣れてないか
らかもしれません。自転車も坂ばかりでこぐのも大変、免許も持ってないため、夫が仕事の時は行動範囲がとっても狭く、これからどう
いう風に生活していこうか不安です。桔梗が丘西には、バスが通ってないので名張市内へ行くためにバスを通してほしいです。バスに
乗るにも桔梗が丘駅まで行かないと乗れないからです。（歩いて１５～２０分）

243 交通計画 都市整備部

交通手段と大型ショッピング店 いつかは、乗れなくなる自家用車、高齢ドライバーの事故を聞くと不安になります。名張には、同じ会社のショッピング店ばかりがで
き、魅力のない町に思えます。仮にできたとしてもバスも少ない。今からネットをつかった宅配システムを名張独自でたちあげていけ
ば、不安は少なくなるのかなと、現在のような翌日配達ではなく、地域で取り組めないないかと、考えます。

243 交通計画 都市整備部

交通手段の充実 錦生地区は、コミュニティバスが運行されていますが、運賃が高いため、買物・通勤にも困っておられます。市の助成をもっとしていた
だくか、ナッキー号を市内全域にしていただくなど、高齢者がこれからもっと増えていく現状を考えていただきたい。

243 交通計画 都市整備部 自動車免許返納 高齢の為、免許返納したいが、近くにバス停等が無く、コミュニティバスの運行を多くしてほしい。

243 交通計画 都市整備部
運転免許返礼後の交通（買
物、病院等へ）の足

・現在運行しているバスを週２回ぐらいに増に
・１回２往復AM８～１２、PM１３～１７

243 交通計画 都市整備部 健康の為の外出したいと思うのですが、バス代が高いので、交通費にかなり出費がかかります。

243 交通計画 都市整備部

バスについて 春日丘から、小学校（つつじが丘）に行くのに三重交通のバスを利用させてもらっていますが、バスの運転手さんにも、不満がある時
もありますが、バス代も子どもが多いと高く、どうにかしてほしいです。
・スクールバスをもう少し増やして欲しいです。
・子ども達も慣れず、バスを利用させてもらっているのに、「早くしてください!!」とずっと言い続ける運転手さんもおられます。
安心して、子ども達には学校に行ってほしいです。

243 交通計画 都市整備部

交通の便です 私は21年前に大阪から引っ越してきました。主人がいる時は、自動車の便もありましたが、たまたま地域の仕事をしておりまして交通
事故に遭い、9年ほど闘病をしていました。とても穏やか人でした。でも今を思うと子供達が優しくしてくれます。はじめはこんな不便な
所といっておりましたが、今では名張に来てよかったねと言ってくれます。でも子供達は皆遠いです。私は一番困っていることは、おか
ずの買い物です。今はタクシーを使用していますが、年金ではちょっと苦しいですね。どうかバスの便でも考えていただければ幸いで
す。勝手言ってごめんなさい。

243 交通計画 都市整備部
交通手段 今は車でどこにでも行けるが、将来運転ができなくなると自宅からバス停も遠いので、困ることになると思う。

243 交通計画 都市整備部

美旗駅について お年寄りや障害者が利用しやすいように、名張駅や桔梗が丘駅のように、エレベーターを設置できる駅にして欲しい。

243 交通計画 都市整備部

私はこの地域に住み26年以上になりますが、未だ公共交通がないので、今後、歳が進むと、買い物、医者に行くことに不安を感じま
す。公共交通について考えてください。

243 交通計画 都市整備部

名張市への要望 これからは時間のある老人が多くなるので、その人たちを楽しく暮らして生きていくようにしてほしいです。ナッキー号もありがたいので
すが、路線を長く、時間も長くしてほしいです。最終が早すぎるので、忙しい。

243 交通計画 都市整備部

高齢者（一人または二人住ま
い）のための買い物、通院等
の足の確保

今後ますます高齢者の一人または二人住まいの家が増える。現状旧町内、桔梗等では店舗も多く便利であるが、山間部では何の手
立てもない（旧町内等はバス等も頻繁に走っている）。税金で補助しているのであれば、偏らずに全員が心配せず、暮らせる社会を目
指そう！

243 交通計画 都市整備部 高齢者世帯になり、車が無くても子どもの世話にならず、安心した生活ができればなと思います。

243 交通計画 都市整備部

年を取って、車がつかえなく
なった時

何歳ぐらいまで車を運転して買い物に行けるのか。医者に行けるのか。少し不安になります。梅が丘は山の上なので、バスしか頼れな
くなった時、今のままで本数が減らないで欲しい。

243 交通計画 都市整備部

公共交通機関の充実 70代になって、足の不安もあり、現在、夫、娘に頼って、病院、買い物等に出かけている。周りも高齢化してバスの便ももう少しあれ
ば、自由にボランティア等も活動したい。

243 交通計画 都市整備部

交通機関の充実について 名張市は自然環境がとてもよいと思い、転入して十数年になります。車の運転ができず、日々の勤めは公共交通機関を利用していま
す。今の所、夫の運転で買い物等へ行けるので不便は感じていないのですが、坂が多く、徒歩での移動が難しく、車がないと生活し
にくいということを実感しています。これから年齢が高くなると心配です。とても不安を感じています。コミュニティバス等、交通機関の充
実を希望します。

243 交通計画 都市整備部 バスの運行経路 桔梗が丘から165号線を利用するバスがなく、もっと利用しやすい運行経路が欲しい。

243 交通計画 都市整備部
交通機関 車に乗れなくなると買物その他（病院）などが不便になる。

243 交通計画 都市整備部

高齢者の移動について ・将来に向けて不安に思っていること
高齢による健康上の問題や免許証の返納等々で、生活に必要な買い物、役所、駅、病院等々への自家用車による移動が出来なくな
ること。
・行政に望む事
高齢者、免許証返納者のタクシー料金割引又は無料化（福祉専用タクシー可）（行先、距離、回数、日程等　制限可）

243 交通計画 都市整備部 高齢者の交通手段 運転免許証を返納する様な高齢者の自家用車に代れる様な交通手段が少ない。

243 交通計画 都市整備部

交通の便について 高齢化に伴い運転免許証を返納した時買物、通院の為の交通手段がない。路線バス、コミュニティバスの充実をお願いしたい。

243 交通計画 都市整備部 高齢になった時、車の運転ができなくなると生活が成り立たなくなるのではないかと不安である。交通の便が心配。

243 交通計画 都市整備部
・交通機関
・病院

老人２人住まいです。運転免許証を返して、病院、買物に困っています。ナッキー号のようなバスをもっとふやして頂きたいと思いま
す。市立病院へ自由に行けるようにしてほしいです。

243 交通計画 都市整備部 交通が不便

243 交通計画 都市整備部

買物難民 高齢化になっていくので買物や病院が心配。そのためのコミュニティバス、ネットでの買物、交通機関の改善、充実を願います。

243 交通計画 都市整備部
財政の見直し 小学、中学生の駅を通る通学路から新たなルートの確保

243 交通計画 都市整備部

市民に平等なサービスをして
ほしい等

私の住んでいる地域はナッキー号が通っていません。便利な地域は三重交通のバスとナッキー号がどちらも利用できるのに不公平
だと思う。車に乗れないと桔梗が丘西から市役所へ行くのが大変です。健康な人だと駅まで歩けばバスもあるが、足が不自由だとタク
シーで往復2000円以上かかる！！

243 交通計画 都市整備部

公共交通機関など交通網の
充実

現在の名張市は、自家用車がなければ動きが取れない状況です。
市役所にしろ、市立病院にしろ、まず名張駅まで出てから乗り継ぎをしなければなりません。
コミュニティバスは走っていますが、1日数本でこと足りているとは思えません。今後ますます高齢者の街になっている名張市です。
運転免許証の自主返納されている高齢者も増えています。できれば、駅、市役所、市立病院など主要なところを回る循環バスがあれ
ばと思います。ついでに夏見の運動公園行のバスを走らせてもらえれば嬉しいです。

243 交通計画 都市整備部

交通環境 結婚に伴って名張に引っ越してもう10年以上経ちますが、車中心の生活をしなくてはならないことに将来への不安を感じます。バスが
ほとんどないこと、歩道が整備されていないところが多いこと。そのためやむを得ず車に乗っていますが、最近健康状態にも不安を感
じることが多く、いつまでも車を運転できるわけではないと思うと、もっと交通の便の良い所に引越しを考えなくてはならないと思ってい
ます。

243 交通計画 都市整備部

免許証返還 近頃老人の自動車事故が多く、免許を返還したいのですが、コミュニティバスの小さいのでも数多く回ってくれれば助かります。知っ
ている人達もそれがないと買い物の足がないので困るという会話がよく出て来ます。
免許の返還前に、バスの件よろしくお願いします。



施策別自由意見（問１３）

施策
コード

施策 部局名 件名 具体的な内容

243 交通計画 都市整備部

限界集落といわれている地域
で生活していること自体が不
安でいっぱいです

交通の便が悪く、三重交通の路線バスは1日に限られた本数しか走ってない為、高齢者が車の運転をやめられない現実があります。
三重交通にお願いしたいのは、大きなバスの運行ではなく、マイクロバス程度のバスでもよいので駅行きだけではなく、アピタや桔梗
が丘方面、市役所行き、市民病院行きなど、乗り換えなしで行ける路線を増やしてもらい、運転手の人員も増やしてほしいです。

243 交通計画 都市整備部
買物や通院等の交通手段
福祉施設　サービスの充実

どこに行くにも車が必要なので、車の運転ができなくなった時が、生活していけるかなと心配です。
身体的に不自由になった時の生活の維持

243 交通計画 都市整備部

交通マナーについて 高齢ドライバーが増えており、優先道路の違いも分かっていない車が多い。また、団地内で高速で走る車も見受けられる。交通指導
などを定期的に行い、マナー向上に努めてほしい。また、道路状況が悪い所や白線が消えている所が多く散見される。修復が遅いと
考えています。

243 交通計画 都市整備部

道路、歩道について 高齢化が進む中、また、障害の方のためにも、また、観光地であるためにも、駅（赤目口駅、名張駅、桔梗が丘駅、美旗駅）から安全
な歩道を考えて欲しい。地区で集めている資金や市からの（補）助金ではまかなえないですか。
また、一時停止が見づらい高齢者運転のために、ストップマークを大きくするか、はっきりさせてはいかがですか？（信号機のない交
差点）
　お願いです！！市立病院へ行くためのバスは、名張駅⇔病院、あとナッキー号乗車するのは知っていますし利用しています。一日
の回数少なくてもよいので、その直行便の小さなマイクロバスで無料で利用出来ないでしょうか？名張駅行くまでも費用かかります。
他府県では、大きな病院の直接行く送迎便あると聞いて驚いてます。
いつまでも名張市でいたい。満足したい。だからこそ将来心配！！車乗れない。そんな人達でも不満ない自慢できる街にしたい。市
長よろしくです。

243 交通計画 都市整備部

年をとり、車が運転できなく
なった際に生活していけるか
心配です。（バスが１時間に１
本等）

243 交通計画 都市整備部

交通について（錦生地区） 高齢の為、交通の不便を感じます。病院、買物、他にバスの回数少ないです。かえって時間がかかって疲れます。後期高齢者だけに
でも、年数回タクシー券でもいただけたらと思います。

243 交通計画 都市整備部

高齢者の運転免許証の返納
の促進と充実した名張市民と
しての生活の実施

（1）　ナッキー号の増発
　市民病院、市役所、スーパーマーケットなどに行くのに便利でいつもこみあっている。増車による現行の逆ルートも実施
（2）　名張駅、桔梗が丘駅での、他のコミュニティバス相互の連絡の強化
　例えば、桔梗が丘駅では「はたっこ号」「みどり号」「コモコモ号」の相互の連絡及びナッキー号への連絡など

243 交通計画 都市整備部

老後における不安 運転免許の返納や病気等による運動機能の低下により買い物や病院への通院が困難になった場合に、なるべく人に迷惑をかけるこ
となく自由意志で動ける移動手段の確保や移動スーパーサービスの実施支援、医療関係の巡回体制の確保や整備の推進が必要で
はと思われる。

243 交通計画 都市整備部
公共交通機関が全く無い。

243 交通計画 都市整備部
交通の利便 バスの本数が少なく、料金が高い。　高齢者には補助があってもよいのでは

243 交通計画 都市整備部

将来の交通手段をどうすれば
良いのか？

駅や買い物・病院へ、今は車を運転しているので困ることはありませんが、将来を考える時、今の場所に住み続けることはできるのか
心配です。バスが通っていれば良いのですが、高齢になってから転居することも抵抗がありますし、地区内に同じ悩みを持つ人が何
人もいます。

243 交通計画 都市整備部 交通便 コミュニティバス、一日一回では不便

243 交通計画 都市整備部
小学生の学校への通学路の
安全を確保してあげてほしい

道のデコボコを減らす。照明をつける。大人が横断歩道の所に立つ。時間を合わせて。

243 交通計画 都市整備部
どこへ行くにも車が必要なので老後のことを考えるといつまでも運転は出来ないので桔梗が丘西にもコミュニティバスが走っても良い
と思う。

243 交通計画 都市整備部
渋滞について 車が多い。平日・休日問わず渋滞が発生しており、どこかにいくにも時間がかかる。道路や信号など見直し、もう少しスムーズに流れる

ようにしてもらえるとありがたい。

243 交通計画 都市整備部
交通（ナッキー号） コミュニティバスを桔梗が丘の８番町の方へも走らせてほしい。

243 交通計画 都市整備部

少子化・高齢化社会に向けて
の対策

一部コミュニティバスが運行されているが、地域の拡大、路線の見直しが必要と思う。特に公共機関への便を良くしてほしい。市民病
院に行くにしても、路線バスの乗り継ぎ、待ち時間等、年配の方や、病弱の方には非常な負担。

243 交通計画 都市整備部

他都市で行われている公共交通機関利用の補助が極端に少なく、高齢者の外出機会が抑えられている。一考を要するのではない
か。

243 交通計画 都市整備部

公共交通など市内の交通環
境について

高齢化に伴い、公共交通、特にバスの必要性が高まっているにも関わらず、本数の減少、電車との連絡の悪さが目立っています。も
ちろん住民の意識が低い（自家車があるから）などの問題もありますが、交通事業者の考え方がわからないことがあります。市役所と
交通事業者との意見交換の場はあるのでしょうか。あれば、住民利用者の意見も反映して頂きたい。

243 交通計画 都市整備部
交通の便（ペーパードライ
バーの為）

家電量販店または大きいスーパー等いく時、バス本数少なく、不安である。ナッキー号利用もするが、土日祝休み。祝日も運行して頂
ければ助かりますが。

243 交通計画 都市整備部

青峰高校の通学について 高１と小学６年生の子供がいます。上の子は上野高校に通っています。名張西高校と桔梗が丘高校が合併して青峰高校になり名張
市内にある高校なのに電車とバスを乗り継いで行かないと高校に行けないのは、便利が悪いと思います。桔梗が丘高校もなくなれ
ば、桔梗が丘地区からも、青峰高校へ通学する学生が増加するのではないででしょうか。桔梗が丘の駅からバス一本で青峰高校に
通学できるように改善していただけないでしょうか。検討して頂けるようお願い致します。

243 交通計画 都市整備部
信号設置　雑草除去 信号・・・駅前の横断歩道。歩行者がいても全く止まってくれない

空地の雑草が歩道にまで。高く伸びて、歩きにくい

243 交通計画 都市整備部

交通の便が悪い事 大学が大阪にあり、通学しているので、毎朝親に駅まで送ってもらっている。家から駅までけっこう距離があるので、本当はバスで行き
たいが、本数が少ない。帰りも学校が遅くまであり、駅に帰ってくるともうバスがなく迎えに来てもらうしかない時がある。最寄りのバス停
までも１０分くらいかかるので、バスに乗っている時間１０分を合わせて２０分、正直、家から自転車で行けば１５分くらいで行ける。バス
よりも自転車の方が早いのはおかしいと思う。

243 交通計画 都市整備部

免許証を返納しても暮らしやすくする（・タクシーやバスの利用料の軽減　・若い人の車に乗り合わせる（ポイントや商品券で還元す
る））

243 交通計画 都市整備部 交通対策の充実を！！ 子ども、高齢者など、車を運転できない人が、自由に外出できる公共交通網の整備が緊急に必要です。

243 交通計画 都市整備部
市内循環バスの充実（高齢者
用）

回数とキョリの増加
運賃の格安化

243 交通計画 都市整備部
公共交通の充実 車が無いと移動が不便な住宅地であるので、高齢化社会をむかえるにあたり、バスなどの公共交通を利用しやすいように充実させて

ほしいです。

243 交通計画 都市整備部

交通の不便さ 桔梗が丘に住んでおり、大阪まで通勤しています。桔梗が丘には大阪・奈良から引っ越してこられた方、また通勤は大阪・奈良に通
勤されている方が多いように思います。それは関西のベッドタウンとしてこの住宅街が存在（PR）されていたからだと思うのですが、
年々、近鉄電車の本数の少なさ、名張駅での停車時間の長さが気になります。乗車人数が少なくなっているのかもしれませんが、こ
れでは名張離れを助長させるのではないでしょうか。近鉄百貨店が撤退（経営縮小）したり、電車が少なくなったり…近鉄がこの街を
PRしていたのに、見放されたような感じがします。大阪にはないアットホームさ、自然豊かさ、教育環境の良さが名張の良いところであ
り、それでいて、大阪に電車１本で行けるのが、都会と自然を兼ね備えた名張の素晴らしさだと思っていたので、見直してもらいたい
です。本来なら近鉄に意見を言うべきなのでしょうが、名張の魅力を守ってほしいです。

243 交通計画 都市整備部
市内交通について 自家用車を運転できなければ生活の難しい市内交通に不安がある。毎日の買い物や病院等を、本数の少ないバスや電車を乗り継

いでこなすのは現実的ではなく、特に年金生活者の方には費用面での負担も大きいと思う。

243 交通計画 都市整備部

公共交通の不便さ 今現在、私は８４歳の夫の運転する車で買い物と医者通いをしています。時々市立病院へタクシーで行くと片道２３００円以上かかりま
す。ナッキー号は利用できる時間帯でなかったり、三重交通バスも本数が少なく、高い。こんな名張市に住んで車無しの生活は考えら
れず、夫が少しでも安全に長く車を運転してくれることを切実に望んでいる今日この頃です。ナッキー号を１台だけでなく、２００円に
なってもいいから台数を増やして欲しい。名張は公共施設がバラバラで年寄りには利用しにくい。人口が減っていくのは、この交通の
便の悪さも一因です。近所の年寄った方々も、子どもたちの住む街に転居されて空き家が増えました。「空気や緑」より交通の便利さ
が住み良い町と言えるでしょう。いま、車通勤している方々もそのうち車の免許返納しなければならない時がきっと来ます。



施策別自由意見（問１３）

施策
コード
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243 交通計画 都市整備部

老後の生活、交通対策 約２８年前に大阪から名張へ引っ越してきました。大阪では電車、地下鉄が発達しているので、車の免許はもっていましたが、ペー
パードライバーでした。名張に引っ越してきたら、車が無いと運転できないと生活は大変です。買い物や子供が病気をしたとき等運転
出来たので自然環境は良く子育てにはとてもいい街でした。ただ、今後老後になって運転できなくなると（最近老人の車の事故が増
えています）生活はたちまち不便なものになる気がします。自治体が週何回かバスを出しているみたいですが、老後に対する不安（買
物等の不安、健康・びょうきに対する通院等）福祉・介護の充実、老後一人でも安心して生活できる対策をお願い致します。

243 交通計画 都市整備部 買い物について 遠い　車が無いと不便

243 交通計画 都市整備部

青峰高校　朝・下校時のバス　
本数の少なさについて

現在生徒数が増加しているにもかかわらず、バスの本数（特に帰り）が極端に少ない！！近大高専のバスの本数は余りあるぐらいある
のに？という気持ちです。はっきり言って地元の公立高校を発展させないで地域の発展につながるのか？余所から呼び寄せた私立
高校に力を入れたところでほとんどの生徒は名張から出て行っている現状をもっと深刻にとらえるべきだと思います。近大高専から名
張に就職した生徒に補助金を出すという、バカげた政策も、この事実を物語っています。こんなことにお金を使うならもっと有益なこと
に使え！！という気持ちでいっぱいです。以上。

243 交通計画 都市整備部

交通手段 高齢になり運転免許を返還した場合、病院やスーパーなどバスがあっても本数が少なかったり、距離的に車で１０分で行ける所でもバ
スだといろんなところに立ち寄るため、１時間かかるなど不便なため、運転免許を返さない人も多い。最近高齢者の事故も多いので車
を運転しなくてもいろんなところへ自由に行けるサービスを考えてもらえれば、名張市だけでも事故が減ると思います。

243 交通計画 都市整備部 住んでいる所が山の住宅地なので、将来、車の運転が出来なくなり交通の便が心配。

251 住宅・住環境 都市整備部
空き家バンクについて 母子家庭でも買えるか、借りれるかくらいの価格にはならないでしょうか？低賃金で買う、借りるが難しく生活ができなくなります。

251 住宅・住環境 都市整備部
空家対策 年配の方が他の地域に引っ越ししたりして（子供さん宅へ）くる。便利の良いところへ移る（買い物や医療関係）

街内を移動する機関はあるが、思いついたときに動けない。頼るところがない。不安。

251 住宅・住環境 都市整備部
空き家 私の住んでいる所でも、老人夫婦世帯や独居老人世帯もあり、施設に入居されたり、亡くなったりして空き家状態のところが数件あり

ます。草木が伸び放題になっていたり、防犯面でも少し気になります。

251 住宅・住環境 都市整備部

生活の不安について 夫の体調が悪く退職して今は無職、私はバイトをしています。今は２人共年金をいただいていますが、節約しても生活費が足りず毎
月赤字状態です。すでに貯蓄の半分を使ってしまいました。家も古く、この先のメンテナンス等を考えるととても不安です。
又、住んでいる場所は自然も多く、空気も良いが将来車に乗れなくなった時に、病院や買い物に行くのも不便で、どうしようかと思いま
す。出来ることなら、便利な場所に移り住みたいと常々思っております。

251 住宅・住環境 都市整備部 生活環境について 電波環境が不安定な場所がある。

251 住宅・住環境 都市整備部

予算がない、を理由にして、住環境の整備が遅れている。住民への負担が多い。老後が不安になる。住民参加や費用負担など、そ
の割に環境がよくならない。都会（大阪など）への流出、子供が名張に住みたいと思えるようなサービスを考えてほしい。

251 住宅・住環境 都市整備部

高齢化社会にむけての対策 少子高齢化に伴い地方の過疎化が進むなかで今後、空家、空地、一人家庭が多くなる事が心配されます。行政として、そういった事
に対しして、具体的な施策が求められますが、どうした取組みをされておられるか知りたいです。

251 住宅・住環境 都市整備部

・過疎地域の空家の再利用・
活用の取り組み
・名張市内の空家の再利用・
活用の取り組み

・若い新婚家庭に安い家賃で居住してもらう。
・空家をリフォームして、小規模型の介護施設として再利用する。

251 住宅・住環境 都市整備部 旧町の空き家対策

251 住宅・住環境 都市整備部
空き家の家の周りをきれいにしてください。今までは元気でしたので草取りもできましたが、病気になってからは出来ないので、何とか
考えて下さい。

251 住宅・住環境 都市整備部

近い将来地域的な過疎化を
懸念

４０～５０年前に開発された住宅地（桔梗が丘など）の住民高齢化による空き家が多くなっている。名張市の人口比率は？過疎化対策
は？

251 住宅・住環境 都市整備部

旧町などの空き家　

251 住宅・住環境 都市整備部 桔梗が丘駅前の空き家利用を考えて下さい。

251 住宅・住環境 都市整備部
空き家、空いている田畑や山の活用

252 道路整備 都市整備部
道路の充実 名阪国道へのアクセスを良くすることを推進してほしい。

マックスバリュー周辺が開発されているが蔵持小前をぬける車が多くなり道も狭く危険である。

252 道路整備 都市整備部 住宅側の道が悪い。

252 道路整備 都市整備部
県道上野名張線の拡張工事
について

完成があまりにも遅い

252 道路整備 都市整備部

地区内の道路状態について 桔梗が丘地区の道路舗装のほとんどが本舗装ではなく、年数を経てアスファルトのめくれ、亀裂、陥没等がかなりひどい状態と思われ
ます。（市でもわかっているとおもいますが。）上下水道、ガス管の取り換えとの関連もあると思いますが、計画を早く立ち上げていただ
いて舗装をやり替えてくださるようお願い致します。（予算的に大変なことはわかりますが。）

252 道路整備 都市整備部

道路について 中々すすまない道の整備。東田原と藤が丘の道は良くなっていくのに、うぐいす台の中心の道は、何度もアスファルトをはりかえてい
るのに、新田～南古山の道は朝6:30～8:30まで２００台以上の車が走り、トラックが走り、・・・なのにここ３０年以上もはりかえられない
し、・・・・言ってもムダなのか？

252 道路整備 都市整備部 生活環境について 幹線道路を作ってほしい。１６５号線の渋滞改善のためにも。（名張⇔津、名張⇔山添など）

252 道路整備 都市整備部

道路整備 人の歩ける道が少ない。車を恐れず安心して歩ける道を希望します。
横断歩道の白線が消えてしまいそうな所が多くあります。
車の停止線も不明瞭で、高齢者ドライバーにもはっきり見えるよう整備して頂きたいと思います。

252 道路整備 都市整備部

名張市への要望 道路の穴があいていて、そのままになっているのでとても危険です。通学路になっているので、対策願います。いつも同じ所です。

252 道路整備 都市整備部 市道の改修 市道の舗装の劣化が目立つ場所が増しているように思える。舗装の改修を重点的に行う必要があるように思える。

252 道路整備 都市整備部

道路の舗装や整備が不十分
（担当室は道路の点検を行
え。怠けてばかりで積極的な
ケアをしていない）

252 道路整備 都市整備部 道路に（とまれ、白線）がうすくなっている所が何か所かあります。消えている所もあります。

252 道路整備 都市整備部

老後の徒歩による「買物」 徒歩にて、買物に行こうとすると、歩道が無い！！
住宅地から病院等に行こうとすると横断歩道が無い！！
私は早朝散歩していますが、かなり車に気をつかいます！
チャリンコ道は、まだよいが、せめて人道（歩道）が充実してほしい！

252 道路整備 都市整備部

通学路　 通学路で自転車や歩行者が多く、車通りも多い道で、自転車道や歩道がなく、道幅も狭い道が多くある。事故が起こる前に整備を。

252 道路整備 都市整備部

道路環境の整備 旧町は道幅が狭く入りくんだ箇所も多々あります。長期使用していない家屋で今後使用する可能性の無い建築物については所有者
に承認頂く等して取り壊し非常災害時に緊急車両等の駐車出来るスペース等に活用してはどうかと思います。

252 道路整備 都市整備部

計画性の見えない道路工事　

252 道路整備 都市整備部 道路整備 休日の１６５号線の渋滞を緩和してほしい　・今後イオンタウン等が出来るともっと渋滞が起こりやすくなる

252 道路整備 都市整備部

歩道整備のお願い 桔梗が丘４番町から７番町のバス通りの歩道がひび割れしたり石ころが浮き出している所が何箇所もあり、高齢者にとっては歩きにく
いと思われます。割れ目や石ころに躓いて転倒し、怪我や骨折等しないとも限りません。車道は美しいのに歩道にも目を配って欲し
いと思います。

253 公園・緑地 都市整備部
河川環境 子どもが水遊びができる環境を整備することで若い世代を呼び込める魅力になると思います。魚つりだけでは利用者は限られている

と思います。

253 公園・緑地 都市整備部 野鳥公園の整備

253 公園・緑地 都市整備部

土地の活用 子供からシニア世代まで楽しむことのできる大型公園がほしいです。花いっぱいのフラワーフェスや、大型遊具やアスレチックを設
置。BBQやデーキャンプの楽しめるグランド、散歩コースなど。フリマやイベントを楽しめるようなスペースのある公園があれば賑わい、
他府県・他市からの利用もあり、名張市の観光にもつなげられると思います。大型駐車場も必要になると思いますが。

253 公園・緑地 都市整備部
少子化・高齢化社会に向けて
の対策

整備された大規模な公園が無い。なので人が集まらない。交流の機会も生まれない。休日も市内では行くところがない。自然の少な
い都会の方が整備された公園があり多くの人が集い活気がある。
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253 公園・緑地 都市整備部

豊かな自然環境の活用と保守 大規模な公園
　青少年のスポーツ　　 　シニアのウォーキング　　 　ゴルフ場跡地の利用

253 公園・緑地 都市整備部

名張市在住３０年ですが滋賀県草津市に７年程住んでいました。環境が良く最高！の町でした。森林で大きな公園の中に夏には
プール、1年中温水プールロクハ公園です。
アヒル、小動物、かぶとむし小屋があり、池があり、キャンプ場、バーベキューも完備、トイレ、あたり一面芝生広場、アスレチックで緑で
多く森にしているので夏場も影が有り、大人から小さい子供、小、中、高老年の方が利用しています。
冬場も大風呂（大浴場）も平日２００円で入浴できるコミュニティーも有り、子育ての若いお母さんが集まったりと草津市で催し物など楽
しいイベントも主催しています。近くの琵琶湖周辺でも多く大きな公園を設置しています。一度参考に滋賀県草津市（ロクハ公園）へ
行って見てください。名張市は土地が多くあるのに利用がない。

253 公園・緑地 都市整備部

公園等市民の憩いの場となる
場所の充実

核となる公園がない。現在の夏見中央公園は野球場・陸上競技場・テニスコートはあるが、市民が散策できる憩いの場所がない。土
地の確保等難しいが、中央公園の整備等を含め、市役所周辺、朝日町周辺（ホール周辺）等での公園の整備を望む。

253 公園・緑地 都市整備部 希央台の公園 充実した運動公園があっても駐車場が少なく、路上駐車が多いので、駐車場の確保をお願いしたいです。

255 下水道等 上下水道部
上下水道について 団地以外は上下水道が全然整備されていない。排水も団地以外は全然出来てなくて、自費で整備しなくてはならない。これでは他

の県からの移住が難しいと思われる。

255 下水道等 上下水道部
下水道 早く水洗の工事をしてほしい。

255 下水道等 上下水道部
上下水道について 上下水や下水道の充実は感じられますが、大丈夫だと言えるレベルに達しているか疑問です。日本が100％安全な水を使えるように

していっていただきたいです。

255 下水道等 上下水道部

今住んでいる地域（梅が丘）汚水処理の費用＋水道代で高くなり家計が苦しいです。汚水処理費、もう少し負担額を減らしてほしいで
す。

255 下水道等 上下水道部
下水道代金について つつじが丘地域だけ、下水道料金が高いのはおかしいです。

開発の時のミスが後になって、ひびいてくる。最近住んだ人なども対象になっている点

255 下水道等 上下水道部

下水道料金 下水道料金が高すぎる　以前は外注業者に委託していた時は、定額２６００円だったのが、いま、市の直接事業になってから１００００
円超えるようになった。市民の負担が大きすぎる。

311 農林資源 産業部
鳥獣対策について 山間部に住まいしております。夜間に出没し、農作物に被害があります。ネットで防止しておりますが、追いつきません。最近、増えて

いますので、適正数までに減らすようにと願います。

311 農林資源 産業部
農業放棄地について 高齢化と共に農地の荒れが目立ちます。そして次々とアパートに替わっていくのを寂しく思います。何とか農地を安心して任せられる

ような公社が出来ればと熱望します。

311 農林資源 産業部 農林業 担い手不足

311 農林資源 産業部 農業の後継者がいない為、全体で農業してくれる様な会社をつくってほしい。

311 農林資源 産業部
住みよい地域だと今までは思っていたのですが、イノシシ、シカが出現しだして、田畑をあらす様になり、この先が不安です。市として
は、今後対策としてどうして行くのかと思っています。

311 農林資源 産業部

シカ対策について 近年シカが増え、畑の作物や木の実・葉を食べつくしてしまいます。山の中の話ではなく、住宅地などでの事で困っています。シカが
車にぶつかった話も身近によく聞くようになり、不安です。こうした動物を狩り、ジビエ料理を研究し、命を粗末にしないで減らしていく
方法はないものでしょうか。

311 農林資源 産業部

農業地域による衰退 農村地域における将来の不安。現在農業に従事しているのはほとんど高齢者です。この先、何年か先に今の高齢者が農業作業が不
可能になるのは当然です。これから先の若い人が農業における生産を守っていくための環境づくりが必要と思われます。

311 農林資源 産業部

食の観光地として発信 多くの農家、果物、地酒など豊富な地　これらを生かし生産者や商店・企業などと連携し第三セクターを立ち上げ、就職・就農支援を
行い若者誘致（市所有地…狭いながら各所に有…休耕田等廃校などを利用）。また風光明媚な地で子育て支援優遇策など設け、子
育てにやさしい地など発信。若者の人口比率上げる。

311 農林資源 産業部

野菜を栽培しているが、さる・鹿・イノシシ他小動物に荒らされて大変困っている。特に猿は畑のみならず果樹なども、、、家のなかま
で入ってきて荒らされている。伊賀市の様に予算をとり駆除にもっと力を入れてほしい。猿が出没したと連絡して見廻りに来てくれる
が、何の効果もない様に思います。

311 農林資源 産業部

少し不便だった時代に見習っ
て健康に過ごすために、今あ
るモノを見直し整え利用する

自分達で作った農作物を食べる。地産地消率を上げる。

312 商工経済 産業部 名張は何の品物であっても外の地域にくらべて高い。

312 商工経済 産業部

高齢化 お年寄りが増えて介護施設等は充実しているのですが、私達40代が高齢になる頃にはどのくらいの若者が名張で住んでて支えてく
れてるのかなと思う事はあります。今、高齢の方への活動・支援は至る所でみかけますが、若者向けの活動・支援等はあまり見かけ
ず、若者がどんどん都会に出て行かれるのではないでしょうか。若者が集まるような娯楽施設や支援があれば活気もあるんでしょうけ
ど、名張のスーパーや飲食店をみてもどういった所で遊んでいるのかな。名張にはお年寄りが集う場所はあっても若者が集う場所は
限られているので、そういった施設が増えてらいいなと思います。

312 商工経済 産業部
買い物が不便になりそう（不
安）

・大型店舗のテナントが抜け抜けで、活気がなく衰退していっているようで寂しい感じがします。

312 商工経済 産業部 もっと遊べる娯楽施設がほしい

312 商工経済 産業部 医療体制、税金、職員等 買い物も、衣料品は名張では良い物が買えません。若い人や子供のいる方は、市外で買い物されると思います。

312 商工経済 産業部
生活環境について 他市にあるようなスーパーやショッピングセンターを増やしてほしい。（買い物できるところが限られている）

312 商工経済 産業部

まちづくりについて 大型ショッピングモール等ができると、名張で買い物する人が増えると思う。食料品は地元で買うが、私は名張で買い物しません。映
画館も出来てほしい。

312 商工経済 産業部
もうちょっと活気ある町へ
工場進出を含めて

312 商工経済 産業部 商業施設の充実、文化的な部分では、映画館もあればと思う。

312 商工経済 産業部

私は２５歳の女性です。名張に生まれ名張で育ちました。大人になって住み慣れたこの名張について最近考えるようになり、今の名
張やこれからのお店はチエーン店ばかり。いなかにも、都会にも成りきれない中途半端な街。そんなイメージが幾つになっても名張に
はあります。もっともっと特産物（たとえばブドウなど）をうまく使って名張をより知ってもらえる新しい取組みをしてほしいです。初めて食
べるもの、初めて食べるもの、初めて見るもの、訪れた人が皆驚く様な、心おどる町の活性化につながるのではないかなと思います。
名張は生活に必要なものは全てそろうし、自然も多く子どもたちものびのび暮らせる、ファミリー層には本当に住みやすい街だと思い
ます。だからこそこれからも名張で生きていこうと思っている私たち若者の為にも誰もが来て楽しめる。格好いい街にしてほしいです。
よろしくお願いします。

312 商工経済 産業部
若者が市内で遊べる商業施
設を作ってほしい。

映画館、スターバックス、ラウンドワン、イオンモールなどのようなもの。

312 商工経済 産業部
市民に平等なサービスをして
ほしい等

駅前が何もなくて不便すぎる。名張の駅前に本屋や喫茶店が欲しい。

312 商工経済 産業部

名張市の振興策 上野に比べて、名張は文化的、歴史的な施設等で劣るが、近鉄大阪線の交通面での利便性がよいので、上野は文化面で優ってい
ても、商業施設面等では名張が発達している。榛原から青山町、上野方面から買い物などで来られる人も多く、これらの商圏があるこ
とから、名張は商業施設インフラの誘致等を進めて商業面で伊賀盆地の核となるように名張市がバックアップすべきである。そのた
め、進出する企業が速やかにオープンできるように、許認可等の行政手続きのスピードアップ、簡素化を図ることではないか。

312 商工経済 産業部
日常生活 もっといっぱい店増やしてほしいです。（上野と名張、店かぶっていて、名張にしかない店増やしてほしいです。）

312 商工経済 産業部

名張市の今後、人口減少につ
いて

この先近い将来に、名張市は人口が減少します。名張市が残っても、人がいないと意味ありません。会社も同じことが言えますが、市
も、人口減少を止める努力が必要だと思います。
私が思うことですが、人口が多い所は、市が企業に土地を格安で誘致して呼び寄せている。たとえば、三木・小野（兵庫県）、滋賀県
全般等
上記のように、企業が来れば人口も増加し、いろいろな商業施設も増える事になると思いますがどうでしょうか。
名張市職員様、今後の名張市の為に知恵を絞り考えてください。これからの人の為にもよろしくお願いします。

312 商工経済 産業部
人口減少対策 メイドイン名張、地場産業振興
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312 商工経済 産業部

ショッピグモールがなく、映画
を観たくても遠方まで出向か
ないといけない。ジムなどの施
設がない。

いつも映画を観るために県外へ行っていたので、名張市に映画館とショッピングモールを作ってほしいです。若年層が遊べる場所が
なくなってきてるので、これから小学生・中学生となる子には不便だと思います。また、活発に遊んだり、身体を動かせる場所を提供し
てほしいです。

312 商工経済 産業部
商業施設の活性化 市の活性に繋がるため商業施設の活性化。希央台を中心にした街づくり。

312 商工経済 産業部
若者が多く住める町 介護施設をたくさん作るのも大切だと思いますが若い人が楽しめる場所も増やして頂けたらもっと名張市に人が集まってもらえるので

はないかと思います。

312 商工経済 産業部
余暇市場について 現在名張市には充実した余暇市場が少ないので映画館や大型ショッピングモールなどがあると他の市町村まで行かずに名張で経済

が回せ雇用も生まれ、より魅力的な名張市になると思います。

312 商工経済 産業部 食品スーパーの充実（イオン系ばかりになっている）

312 商工経済 産業部

大型ショッピングモール（映画
館等を併設した専門店舗）

近くでは橿原市のアルルのようなショッピングモールを伊賀地区で一つ誘致してはどうか。日常の食料品、雑貨品は市内で購入でき
るが（スーパーマーケット等は多い）服・靴・鞄・専門品等はショッピングモール等に買いに出かける。また映画館は市内にない。（伊賀
市に１館あるが規模、設備が古いため観にくい）ぜひ伊賀市に先がけて名張に誘致を。実現すれば奈良県を含めて近隣市町村から
の集落を見込めるし人口増にもつながると思う。

312 商工経済 産業部

産業振興 産業振興
　　若者定住のためには、産業振興（第１次産業、第２次、サービス全て）こそが大事。但し、行政がバランス調整をする必要がある。
バランスのある産業振興が街の景色を生み、住み良い環境をつくる。今の名張は、いたずらに山林や水田をつぶして、住宅なのか
サービス（商店だったり、コンビニ、葬儀場など）なのか。警官がどんどん悪くなっている。

313 観光交流 産業部

観光資源の活用と振興をより
積極的に図る施策について
（観光交流室→「観光資源活
用交流室」に改称（提案）

名張市に在住して以来、早や15年経過しました。その間振り返ってみると、観光資源の潜在性はあるものの、そのPR広報にやや欠如
しているきらいが見受けられます。名張市の観光と言えば真っ先に浮上してくるのが、「赤目四十八滝」と「青蓮寺湖ぶどう狩り」です。
前者は全国的にも知名度が高いですが、この観光地に日本サンショウウオセンターがあることについては、あまり知られていません。
後者は昔から有名で、ぶどう収穫の時期になると観光客も増えるが、ひと昔ほどの賑わいは見られない。この際、観光資源の活用と振
興を図るには、名張駅の新装開発が望まれます。近鉄大阪線の沿線にあり、大阪・奈良のベッドタウンとして発展したが、名張駅の再
開発が期待されます。奈良県香芝市の真美ケ丘に住宅地需要が遷移したこともあり、人口がやや伸び悩んでいる現状です。今こそ、
駅前商店街をより活力ある姿にしていただく施策を期待します。

313 観光交流 産業部

名張市への要望 観光も大切です。上野市に行って下さい。外国人の人がたくさん来られているので、そのままこちらへ呼べるようになればいいと思い
ます。英語のできる人が必要なので、表示もパンフレットもボランティアの人を募集したり、みんなで作って行きたいです。

313 観光交流 産業部

町の将来像について 伊賀市を見ていると観光で成長しているように思えます。名張市も観光にもっと力を入れてみて下さい。自然環境に恵まれているので
道路環境の整備をもっと良くする。自転車道路を作って走りやすくする。交通量がそれほど多くないので自転車道路は作り安いと思
います。

313 観光交流 産業部

魅力ある観光地づくり 伊賀上野に比べて、名張は観光にもっと力を入れるべきだと思います。
例えば、赤目四十八滝の道路を広くしたら車のすれ違いの渋滞も少なくなるのではないでしょうか？
予算の関係もあるかと思いますが、このままでは名張市をアピールしないとあぶなくなると思います。

313 観光交流 産業部

市の活性化について 名張市はアピールポイントが多くある思いますが、あまりアピールが出来ていないと感じています。私は食べ物、歴史の観点からPRす
ることを提案します。まず食べ物については、名張市の野菜・果物・肉・米はどれもおいしく新鮮であると日々感じており、どの市・県に
も負けていないと思います。次に歴史については忍者を活用すると良いと思います。忍者は特に外国人に興味を示されると思うた
め、外国人観光客の誘致に有用だと思います。市の広報に力を入れ、観光客を集めることができれば活気づき、市内の仕事も増加
すると思います。仕事の増加により、若者の人口が増加すれば、現在直面している少子化対策にもつながるのではないかと考えてい
ます。

321 雇用創出 産業部
仕事に就けるのか 今の若者が使途に就きやすい環境にしてほしい。

321 雇用創出 産業部
雇用問題 名張市には有力な企業が少なく若者は雇用を求め他県へ流出してしまい高齢者のみ残るような状態になる事が懸念される。若者が

多数存在すれば自然と町は活性化される。

321 雇用創出 産業部
雇用について 雇用についてもっと選択の幅が広がればいいと思います。職種が少ない。

321 雇用創出 産業部

急速に進む高齢化及び労働
者人口の減少と市内の地域格
差の拡大

人口減少（自然減）と都市部への流失は、ある程度、やむを得ないと思いますが、思い切った雇用確保の為の対策（特に若者が地元
に戻って働けること）を取ること。

321 雇用創出 産業部

働いてない元気な高齢者の増
加　

働いてない元気な高齢者の増加　
　　大阪へ通勤するほどの体力はない。交通費が高くなりすぎる。名張には仕事が無い。遊びだけの交流は物足りない。働きたいとは
思うが、適合する職は無く、活気を失う人が増えている。

321 雇用創出 産業部
若い世代の就業場所を確保し
定住を目指す。

企業を誘致し就業場所を確保していく事で若い人の定住を図らなければ人口が減り、税収も減る。その為の身近なところでは、子育
て支援も大事だし、他地域へ就業し易い様に交通整備も大事。

321 雇用創出 産業部
障碍者雇用について 障害を持っている方も働く力をつけ、就労につながっていける取組をお願いします。また、企業も含めたバリアフリー化をお願いしま

す。

321 雇用創出 産業部
仕事 働く場所が少なく、もっと働ける場所を増やしたら別の地域に人が移らなくなると思います。

321 雇用創出 産業部

定年後の雇用の有無 ６０才、特に６５才からの雇用が少なく、職種も限定されているように思う。雇用件数が少ない

321 雇用創出 産業部 他県の大学に行ってる人達が名張で就職するような魅力ある職場を作って頂きたい。

321 雇用創出 産業部 雇用 伊賀市と比べても市内に子育て中の女性がパートで働けるところが少なすぎる。もっと企業誘致を進められないか。

321 雇用創出 産業部

少子高齢化　及び　過疎化 少子高齢化が進み、村がなくなっていく様に思います。又、若いものが働くところが名張市には少なく思います。働く場所があれば、
若い者も町を出て行かないと思います。又、高齢者も働ける状態であれば、働く場所があればいいと思います。

321 雇用創出 産業部 若者の就職率が低下しているのが不安。

321 雇用創出 産業部
定年後の就業 現在は伊賀市に勤めているが、定年後の再就職は名張市で探したい。出来れば、名張市民の役に立つ仕事に就きたいので、中高

年の再就職の環境を整えて頂くと有難い。

321 雇用創出 産業部

若い方の働く環境について 名張市の人口を見ると年々減少していると思われる。全国の市町村で名張市は都市ではないが、人口の増加している市町村もあると
思います。将来的に若い人が安心して住める街として安定した収入が必要であり働く場所・環境が必要であり企業誘致など積極的に
進めるというより促進していただけたらと思います。

321 雇用創出 産業部
青少年の充実した職場（働く
場所）

ノルマの多い企業があり、若い者がやめてしまい現実を目の前にしています。

321 雇用創出 産業部

労働賃金について パートの昇給が無いのはおかしい。ベースも安い。
ボーナスも寸志でもあれば、仕事への意欲がわく。
公務員だからといって、仕事のできない人に高給料を出す必要はない。
仕事量、年金、経験年数に見合った給料がほしい。

411 学校教育 教育委員会事務局
小学校統廃合について 地域住民の反対がある中で、どのように進めていこうとしているのかが分からず、子供達が振り回されるのではと、とても不安です。

411 学校教育 教育委員会事務局

小中一貫制度 保護者の意見など聞き入れる事なく、一方的に小中一貫制度を進めている事に対して大変不満に思っています。説明会を開催して
下さっていましたが、まだ（案）の状態です。とその場だけの言い逃れをしていましたが、話は決定されて進んでいると聞いています。
途中で学校を変わらないといけない子供の気持ちを考えてくれていない事とても残念です。とても住みやすい名張市で気に入ってい
るのに市民の事をもっと考えて頂きたいです！！小中一貫制度に対して反対です。

411 学校教育 教育委員会事務局

小中一貫校　桔梗学園につい
て
教職員の能力・資質について

教育委員会を中心に桔梗が丘小学校、桔梗が丘南小学校、桔梗が丘東小学校の三校を統合し、小中一貫校の桔梗学園の創設を
目指しているが、子どもたちの利益につながるとは到底思えない。また、地域住民の多くの反対もあり、地域住民や子どもたち、保護
者が望んでいない学校を多額の税金を投入して創設する理由がどこにもなく非常に疑問が残る。名張市の教職員の中には教師とし
て、人として、能力や資質が不足している人が多く存在しているように思う。小中一貫校を進めるよりも子どもたちを直接指導する教師
の意識、能力向上や不適格教員はもちろんのこと不適格教員に準ずる者に対して厳しく対処していくことが先決であると思う。学校は
子どもたちの幸せのためにあるものだから、現在ある学校の環境（人員や設備など）を整えることが重要ではないかと考える。私達の
貴重な税金を名張市民が納得し、名張市民が幸せを感じられる使い方を強く望む。



施策別自由意見（問１３）
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411 学校教育 教育委員会事務局

小学校の統合問題について 孫は現在市内の小学２年生ですが、小学校中学校の統合の話を娘から聞いています。何故なのでしょうか？統合の話は決定してい
るのでしょうか？案が出来た時点で地域住民や父兄に説明をするべきではないでしょうか？今通っている学校も二年程前に体育館も
耐震の為建て直したとの事。私たちの税金を無駄遣いしないでもらいたい。また、統合により孫は今より遠い学校へ通わなくてはなら
ない。５歳年下の妹も小さいながら姉と離れて通学しなくてはならないのでは？不安・不満がいっぱいです。説明会も昨年あっただけ
で市や教育委員会からの報告は一切ない様に思います。時間が経てば実行に移すでは済まされません。この名張市に住んで良
かった、住み続けたいと思う様な環境を作りたいのなら、もっと住民の声・子供達の声・父兄の声をよく聞き、統合するのなら具体的な
案（バス通学・スクールバス等）を示さないと賛成できません。

411 学校教育 教育委員会事務局

桔梗が丘南小学校の存続 ・桔梗が丘南地・・区の子供達が遠い小学校へ通うのは、国道横断が非常に危ない。
・特に女子は、変質者による犯罪に合う可能性が遠い通学路上で発生する事が考えられる。近年は、特にこの様な事件が多くみられ
る。
・南地区から子供を持つ親が居くなり、町がさびれる。

411 学校教育 教育委員会事務局 教育の学区変更 子供の歩行能力を考えてもらいたい。

411 学校教育 教育委員会事務局

校区再編、小中一貫教育につ
いて

奈良県内の小学校に勤務しております。保育園・幼稚園と小学校と中学校との連携の必要な性は、以前から感じておりました。この
度、市の教育委員会は、小中一貫の取組の一つとして「桔梗学園」構想を打ち出されています。説明会等に何度か足を運ばせてい
ただきましたが、残念ながら、期待よりも不安が大きくなる内容でした。小中一貫にするメリットについては一般論を聞かせていただい
ただけで、具体的なイメージの湧くものではありませんでした。子どもたちの言動が年々幼くなっている状況の中、小学４年生と分断さ
れ「桔梗学園」の下級生となることで、責任感を身に付けられるのではないか？等の不安があります。もちろん、現場の先生方の負担
も、想像を超えるものがあると思います。「中一ギャップ」を解消するなら、小学校高学年での教科担任制の導入など今の制度内で出
来ることがあると考えます。娘が通う中学校の１年の授業を参観しますと、たくさんの画像、クイズなどを取入れ、丁寧で分かりやすい
進め方をされていました。子どもたちの不安を取り除く努力を感じました。そうした「現場からの変革や工夫」を大切にする教育委員会
であってほしいと思います。

411 学校教育 教育委員会事務局

校舎が一体ではない小中一
貫校の計画に反対（桔梗が
丘）

・大勢の子どもの通学距離が長くなり、登下校中の危険にあう可能性が高まる。
・小中一貫にするメリットである。情報の共有が別校舎だと速やかに行われない。中一ギャップが小５ギャップに変わるだけ。
・利用する予定の校舎の老朽化に対する不安。

411 学校教育 教育委員会事務局

こどもの教育環境 ・桔梗が丘西に住んでいます。今でも通学に時間がかかり毎日心配していますが、小中一貫教育のため統合されれば、今より更に通
学時間がかかり危険にさらされると思うと、名張市から引越ししたいと感じるようになりました。また、市の小中一貫教育を進めるにあ
たって、情報公開がされてないことに不満を感じます。市の広報を活用するなどして積極的に情報を示してくれるならまだしも、住民
説明会で質問されたことにも十分に回答してくれないことで更に市への不信感が増すばかりです。

411 学校教育 教育委員会事務局

企業家育成について 私は高校卒業後、福岡の博多で経営者を対象としたビジネス雑誌を製作しておりました。市長や県知事のお話をうかがう中で名張市
もＩＴテクノロジーの教育、普及に力を入れるべきだと思います。なぜなら名張市はとても高齢者が多く、お年寄りの方にもＩＴを教え、さ
らに小さな子供のうちからテクノロジーを身近にふれさせるべきです。そして、今働き方改革からながされているいま、年令問わず小さ
な企業家がたくさん増えてほしいと思います。

411 学校教育 教育委員会事務局

子どもの環境確保について 現在、桔梗が丘地区は、小・中学校の統合が進められているが、実際に通学される子どもたちの事は考えられているのか？不安。低
学年の通学時間を行政は考えているのか？通学の経路、通学の方法など、子どもたちの就学環境も十分に検討すべきと思う。最悪
は子どもを持つ家庭の入居が減少する可能性である。

411 学校教育 教育委員会事務局

教育について 名張は教育に力を入れていない。百合小は建物は他に比べて充実しているようですが、例えば一人の司書が9校（小・中）を受けも
ち、満足なことができないとお聞きしました。立派な図書室はあるのですが、司書が来校する日だけ開いているので、子どもが毎日出
入りできない。教育の充実を促進して頂きたい。
百合小は地域のボランティアの人口が多数いらして、学校をサポートしている。子どもは打てば響くごとく、色々と成果をあげているそ
うなので、他校でも今すぐ取り組んで頂きたいと思う。市サイドから働きかけてほしい。名張は教育が充実していれば、若い夫婦が移
住するので、街の活性化につながると思う。

411 学校教育 教育委員会事務局

少子化・高齢化社会に向けて
の対策

小中一貫を進めているようだが、子ども第一になって考えていない。予算が無いのは理解できるが、単純な統廃合だはなく、新たな
視線で再考ねがいたい。現状では今後名張に住みたいと思う若い方が減っていく。

411 学校教育 教育委員会事務局

中学校の給食について 子育て支援と学校での食育の関連性について。小学校での給食は地場産品による地産地消を目的に掲げられており大切な体の成
長時の給食に適した方法だと思いますが、現在中学校では給食に行われておらず、小・中学校一貫した食育とは言えないと思いま
す。中学校には食育は含まれないといわれるかもしれませんが、体を作るうえで安定して栄養等により更なる中学校３年間における体
つくりの為にも中学校給食を早期に実現してほしい。保護者が弁当を作ることにより、保護者の安定就労に繋がると考えます。県内で
も中学校給食未実施市町でもありますので、早期解決をお願い致します。

411 学校教育 教育委員会事務局

子どもの通学について 子どもの通学に便利そうだったので小学校の近くに家を建て引越してきたのに、桔梗学園計画で子どもが通学する予定の小学校が
現在に比べ大変遠くなってしまったのが残念です。地域住民が熱望してそのような計画になったのであればまだ納得できますが、市
の意向として決められただけのような気がして本当に住民の意志を尊重しているのか疑問が少しあります。子どもたちはもちろんのこ
と、地域住民の声をたくさん取入れた住みやすい名張市になっていくことを望んでいます。

411 学校教育 教育委員会事務局

国際交流について 国際化の波の中にあって、市役所内に国際交流専門の担当部署がないのはなぜだろうと思います。これからの日本を考えた場合外
国文化との共存なしでは未来が見えず、子どもたちにもその機会をふやしてあげた方がいいのではないでしょうか。

411 学校教育 教育委員会事務局 中学校での給食の開始 もう中２になるのでかなわないと思いますが、給食が中学でもあれば良かったと思います。

411 学校教育 教育委員会事務局
名張市の公立中学校の給食
について

子どもたちが健康に、安心して学校生活を送る為には学校給食は必要だと思う。これからも、亀井市長さんに名張を治めて欲しい。

411 学校教育 教育委員会事務局

中学校通学（バス）について
（望むこと）

・義務教育は無償なはず。遠いという理由で、補助はあるもののバス代を支払って通学というのはおかしい。団地内には中学校用地
もある。たててないのは市の都合。スクールバスで全面的に通学を無償にするべきではないか。近かったら、ただで学校に行けて遠
かったらお金がかかるというのは、義務教育ではおかしいと思う。

411 学校教育 教育委員会事務局

小学校の編成について 桔梗が丘に住んでいます。桔高の跡地に小中一貫校（？）を作る計画についての最新情報が住民にまで1年以上届いていないと思
います。水面下で進めて、決定寸前で報告という形にだけはしないでいただきたいです。子供達もどうなるのか不安に思っているの
で、各小・中学校で直接子どもと意見交換も必要だと思います。以上。

411 学校教育 教育委員会事務局

中学校の給食 中学校も早急に給食にしてほしいです。働く親が多い中、お弁当を作ることはとても負担で大変です。栄養バランスの取れた食事が３
食の中で１食でも食べれることは子どもたちにとっても親にとっても、とても良いことだと思います。なかなか大変だとは思いますが、よ
ろしくお願いします。

411 学校教育 教育委員会事務局 中学校の給食を出来るだけ早く導入してほしい

411 学校教育 教育委員会事務局 保育所・学校について できれば小学校を無くさないでほしい

412 青少年健全育成 教育委員会事務局

近年、未成年による迷惑行為
が悪化している

自己中心的で他人への迷惑感が全くない。（交通や集団行為等）。親のしつけもさることながら、行政・学校関係業者の一歩踏み込
んだ業務を要望したい。
青少年育成が市の発展と思う。

421 生涯学習 教育委員会事務局
文化施設が貧弱、多くの人が
集う場所がない

多くの人を収容できる文化施設が必要では？

421 生涯学習 教育委員会事務局

市民センターにおいて、サークルなどがありますが、外から先生への授業料の補助をしていてだければもっといろんなサークルが増
えて地域のコミュニティ活動に繋がるのではないかと思います。前月あるサークルを立ち上げようとしましたが人数と先生の授業料が
合わなくてサークルの立ち上げを中止しました。又何か市議会において、議題にのせていただきたいと思います。

421 生涯学習 教育委員会事務局
図書館について 図書館の建物が古いのか夏冬と行ってもとても暑く、又とても寒い。よく利用するがそこだけ残念なので、設備の改善があればいいと

思います。

422 生涯スポーツ 教育委員会事務局

健康寿命を長くするためのス
ポーツ活動をする場が少ない

・場所としてスポーツ施設不足
一般的な内容も施設も充実しているコナミスポーツクラブ程度のものがほしい。６０代からの健康に対する意識は高く、施設不足はス
ポーツの機会を奪っている。地域や市民センターでの催しは本当に足腰の弱い高齢者向けのものばかりで、参加したいもっと元気な
高齢者にとっては物足りない。
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422 生涯スポーツ 教育委員会事務局

Ｊリーグサッカースタジアム建
設に付き経済効果

奈良、三重、東海地方で、特に境界で大きいスタジアムがなく、（奈良、三重、京都、滋賀）現在、吹田スタジアム、豊田スタジアム、長
居スタジアムに足を運んでいる状況。特にアクセスが悪い。名張市で特に将来人をひきつける、有望な町として、近鉄（特急）快速を
増発もできる状況、三重交通バス、名張市、ホテル、サービス業等名張市将来即経済効果出来ます。地価ＵＰ、人口増加。
場所として、桔梗が丘高校、東小学校廃校跡　会場地として、最高な場所ではないでしょうか。何故なら　アクセス、即造成地として、
日本サッカー連盟、日本女子サッカーチーム連盟等に打信、それに名張には、山口蛍、女子くの一に参加、応援してもらい盛り上げ
る。
問１３の件については、私としては市全体、そして市役所としては、プロジェクトチームをつくり、最大限活動、絆をつくる事を期待して
います。

431 文化振興 教育委員会事務局
絵画展を開けるような施設を
作って欲しい

ジャスコでは設備がよくない。もっと立派な芸術を展示する施設を作ってください。

431 文化振興 教育委員会事務局

ＡＤＳホールのみの文化施設しかなく、まことに貧弱である。市に新施設建設の財力がなければ、県の施設誘致等考えるべき。現況
では豊かな芸術に触れるためには奈良や、大阪まで行かねばならない。

431 文化振興 教育委員会事務局

名張の歴史について 江戸時代以降は文献も残り、調べられているかたも多いので不満には思いません。ただ、古代「古事記」に名張の名があがり、「万葉
集」にあっては名張のうたはあっても伊賀のうたはない。（そしてわがせこは～は、なぜか重出で２回も出てくる）忍者に至っては黒田
の悪党が祖という人もいて伊賀市より赤目滝もあり名張市の方が歴史が深い。伊賀市の力の入れようでは、他地域の人に忍者は伊賀
市と植えつけられている。名張の名はかすんでいます。古代から江戸までの名張の歴史を市民の一部だけでなく、市職員全員学ぶこ
とはもちろん、小学生・中学生・高校生はもちろん名張市ぐるみで今わかっていること以外も、もっと深く調べること。特に天正伊賀の
乱以前の名張の事がたくさんわかれば嬉しい。名張の歴史を知れば知るほど、今以上に名張市が好きになると思います。名張市民・
市職員・学生一丸となって名張のことを調べ、深く知って、愛郷心が芽生えると、もっと住みやすくなると思われます。特にあまり知られ
ていない古代から天正伊賀の乱までの歴史知りたいです。郷土資料室ももっと多くの人に関心持ってほしい。まずは、市職員全員が
名張の歴史通に！！

431 文化振興 教育委員会事務局
文化的水準の向上 伊賀市に比べて文化面全てにおいて劣っている。もっと文化的催しを開催する等してほしい。それと、催しの質についても高めてい

ただく様希望する。

431 文化振興 教育委員会事務局

アドバンスコープホールを充
実してほしい。

現在のアドバンスコープホールの舞台は狭すぎて、オーケストラも入れない。（せめて上野市民会館程度に）　もっと充実した催物を
開けるホールに改修してはどうか？文化都市としては「みすぼらし過ぎる！」
駅前を中心にした都市再開発を行い場当り的分散開発はしないこと！

511 都市内分権の推進 地域環境部

地域住民の高齢化 私達の住んでいる地域は高齢化が進み買物難民の方が多くおられます。病院に行くにもひと苦労されています。ひとり暮らしの家庭
も多いです。その為近隣とのコミュニケーションもむずかしいです。このままでは区・自治会の活動は自然消滅するのではないかと懸
念されます。

511 都市内分権の推進 地域環境部

それぞれの地域でまち協があ
り、よく頑張っていると思う。一
方マンネリ化の点もある様に
思いますが？

市民センターをもっと充実してほしい
　当地区のセンターでは長年同じことをしていますが。なので他地区のセンターへ行かざるを得ない状況です。

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 すばらしい計画をたてて、すばらしく地域を引っ張っている。しかし、若い人は、仕事と家族で手一杯、年長の人達は老化している。
自分自身の老化に気付いている。自身の老化をごまかすことは出来ない。他人をまきぞえにせず、賛同者だけで勝手にすればよろし
い。※なお、春日丘地区は、つつじが丘地区から分離した方が良い。

511 都市内分権の推進 地域環境部

まちづくり委員会 本来、市民からの要望は、市に要請書を出し、市が審査した後、OKが出る、ということだと思うのですが、市の仕事を「まちづくり」に丸
投げしているため、本当に望んでいることは（区民が望んでいる細やかなことは）通りにくい。市の仕事を軽減する目的なら、職員数も
減らせる。固定資産税値上や、農機具に税を掛けようとするのは、弱いところから徴収していると思う。「まちづくり」は住民にとってはよ
くない制度だと思う。

511 都市内分権の推進 地域環境部

赤目　市民センターでの活動
が「町づくり委員会」につなが
るのはおかしい！！

現在は赤目市民センターで何の講座も受けていません。以前は書道や俳画等を習って楽しく参加させていただいておりました。この
講座の何かに参加すると今は町づくりの委員にならされるようです。そんなことは、高齢者にはまっぴらです。町づくりって何ですか？
行事をたくさん作ることですか？私には解りません。空家は増え、人口はどんどん少なくなっていきます。

511 都市内分権の推進 地域環境部
表通りは花もハチウエでくばれ、街灯も明るいです。同額の区費を支払っているのになぜでしょうか。

511 都市内分権の推進 地域環境部

地域作り・コミュニティの推進
について

現在わが地域では、教育において小中一貫教育コミュニティスクールの取り組みが行われています。小中の学校の教職員の方々、
保護者、地域の方々が、まだ試行錯誤の段階ではありますが、様々な活動に力を注いでいる状況です。実際、子を持つ保護者の立
場として、私も参加させていただいています。参加させて頂くなかで、改めて感じたことは、地域の年配の方々が非常に活き活きして
見え、明るくエネルギッシュであるということです。私どもの方が若くあるのに力ない、、、そう思わせられます。自治会活動においても
同様のことがいえ、自分たちの世代含め、若い世代はその方々に大きく包まれて過ごさせていただいていることを有難く思う次第で
す。”健全である町、住み良い地域は　人を育てる”、、、そんな地域にすむことをうれしく思うと同時に、自分達世代もまだまだ無力で
はありますが、次の世代へと引き継げるよう尽くしていかねばと思います。

511 都市内分権の推進 地域環境部

地域づくり組織について
　　①市内各地域での成果の差が大きい
　　②役員が２年程度で次々変わり長期的展望が立たない。たてても人が変わるとまた方針がかわる。
　　③実際に運営にあたる人の負担が大きい。

511 都市内分権の推進 地域環境部
高齢化が進む中で、地域でお互いに見守りながら、地域にあった活動を明るく、楽しく、この場所に住んでいてよかったと思えるよう
に、助け合いながら努力しています。

511 都市内分権の推進 地域環境部
団地等共同作業にでなかったり役員をしない家が増えている。

512 市民公益活動の促進 地域環境部

NPOへの対応 NPO法人に関しては詳しいことはわからないが、各地で色々な法人が存在している。本当に住民に密着し、住民のためを思って動い
ているか。助成金目当てのNPO法人はいらない。市としては追跡調査をしているのか。

513 多様な主体による協働の推進 地域環境部
市自身が営業活動を行ない
活性化する事業を行なう

市自身が色々な活動計画をたて老人にも活動出来る環境を作ることです。

521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

地域作りやコミュニティー作り
の推進及び医療の充実及び
子育て支援策の充実

今後急速に進む高齢化社会に向けて、地域でお互いに協調し助け合って行く為の協調行事及び防災活動の充実、子育て支援に
ついては、夫婦で生活収入が安定している事が必要条件であり、地域雇用出来る就労場所の確保、市で全額を見る保育の充実を
し、更に安心して住める、地域・医療（高度医療）の充実を図り、名張市を魅力ある都市にする事、そして名張市に居住する事が安心
して生活を送れるという実感が持てる地域社会にする様、市長以下議会、役職員もつねにその気持ち忘れず仕事をして頂きたい事
を希望します。

521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室 人口減少に不安

521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

名張市の基本指針について
思うこと

名張市総合計画「新・理想郷プラン」の施策は大変すばらしいプランであると思います。今後強力にすすめてもらいたいと思います。
又、医療等に力を入れていることも大変良いと思います。ただ、他の地域も同じだと思いますが文化面で物足りなさを感じます。市算
等関係もあると思いますが、何とか工夫をして住民の方々にサービスをしてもらいたいと思います。あまりにも催し物が少ないように感
じます。（老人のボランティア等、人的資産を活用してはどうでしょうか？）

521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

名張の街について はっきり言って、若い層にこの街の魅力が何も感じられない。新しくできたお店はすぐつぶれるし、学校もだんだんなくなっていくし、
遊ぶ所、友人と集まれる所、若者が何かを表現する所、楽しいと感じられる所は本当にない。ただ、その時決まった仕事に行き、それ
なりに子育てをしている毎日です。子育てのしやすいような環境にはだんだんとなっていると思います。小さい子には優しい街になっ
てきたと思います。老後の事を考え、高齢者に優しい街づくりも必要だとは思います。でも今のままだと、若者は名張をはなれるばかり
だと思ってもいます。

521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

名張市の高齢化対策につい
て

極めて近い将来、名張市は3人に1人が65才以上になる超高齢化社会を迎えることに大きな不安を感じています。若い人達が定着で
きる環境を（働ける場所、安心できる子育て等）早急に整えて頂きたい。そう言う意味で行政や市職員に期待しています。

521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

（1）市民の足を確保
（2）商店街を拡充、活性化す
る

（1）（30年余り）居住しての名張市の印象。
　　　①近鉄の桔梗が丘からの百貨店の撤退、ダイヤの減少。
　　　②165号線沿いの商店、事務所にシャッターを下ろすところが増え撤退するスーパー等も増えた。
　　　③学校が統廃合された。
　　　④名張市の独自課税が実施された。
このように一瞥しただけでその衰退振りには目をおおいたくなる。
（2）市民の足を確保する
高齢化のため、自家用車に頼っていては生活が成り立たなくなる。公共交通機関の確保、拡充を図ることは急務、その具体化と展望
を。
（3）商店街の拡充、活性化する。
プロムナードふう（歩行者専用の）商店街をいくつか作成、実現し、（2）の足の確保を相まって消費を刺激し、市の活性化を図る。



施策別自由意見（問１３）

施策
コード
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521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

今後の名張市に望むこと 3人目から保育料の無料とても助かっています。しかし全体的なことを考えると名張市は魅力に欠けるかなと思います。子育てしている
人みんなが名張市に住んで良かったと思えるものが特にないです。また名張市に住みたい！と思うようなものもない気がします。観光
にしても魅力に欠けていると思います。もっともっと住んでいる全ての人が「ずっと名張市にいたい」と思うよな政策をしていただきたい
です。そして「名張市に遊びに行きたい！住みたい！」と思ってもらえるようなアピールをしてほしいです。
今のところ安心して住める場所だと思っていますが、年々怖いニュースが増えてきているので防犯についても考えてもらいたいです。
「仕方ないから住んでいる」じゃなくて「住みたいから住んでいる」と思わせてくれるような名張市になることを望みます。
余談ですが、名張市の広報誌が読む気にならないです。全ての世帯の人が読みたくなるものを作ってほしいです。読んでいても退屈
なので読むのをやめました。

521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室
高齢化 現在、隣近所ほぼ同年代。６０代７０代が多く、このまま先行き老人ばかりの街になりどうなるのか不安でいっぱいです。

521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室 就労と子育てのできる市づくり

市の発展を考えるとき人口の減少を食い止めることにある。その為には働くことのできる市（まち）づくりを推進することであろう。一次産
業をはじめとし、いずれの産業においてもその施策を打ち立て、若者が何らかの形で関わり労働のできる場を提供することであろう。
そのことによって若い人たちが住みつき、活気ある市になると考える。そこには、保育や教育の充実も考えていかなければならないこ
とは当然である。

521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

人口減少について 人口が減少することが不安に思います。特に若い方が就職とともに出て行かれますので、もっと、他の市や町、府、県からも、名張に
住むように、子育や住宅環境も良い事をPRされたらいいと思います。他の所より小児科も多いし、子育には良いと思うので、他県や市
には、小児科が少なく困っている所もあるようなので、若い方には、住宅も安く持てることから、もっと名張に人が集まれるよう、会社も
設立できるようにしてほしいものです。最近は、年齢が高くなると買物が困ったり、病院等に困って、生活がしにくくなるもので、大阪方
面に戻られる人も多くなり、空屋も出てくるのが多いように思います。便利が良ければ永住されると思うのですが、空気も良いし、田園
もきれいなので、福祉サービス等充実すればと思います。

521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

若者の生活の充実 子育て世代の収入や未婚の若者の収入が低い為、生活苦、結婚する若者が減っていると思う。高齢者の保障が先に対策され、未来
に不安がある。もう少し子育て世代の保障充実、中学校の給食導入、若者が正社員で働ける環境を整えてほしい。

521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

名張市の活性化 ・名張市行政、特別職、行政職員のコスト意識の高揚（今回のような事務ミスは、職員のやる気のなさが感じられ、市民のモチベーショ
ンが下がるのではとガッカリです。
・名張市の特性、メリットを活かした情報発信（少子高齢化、人口減に対して）
　→地域での雇用確保もあるが、関西のベッドタウン、大阪への通勤者を増やすべくＰＲしてはどうか。大阪、名古屋の中間に合って
大阪からの移住を増やすためのＰＲ
　→山間部の空家対策（例えば、綾部市の定住サポートなど）
・観光客誘致
　→大阪から伊勢までの通過点ではなく、近鉄沿線や伊賀の近隣自治体と一体となって、観光拠点としての取組（点から線、さらには
面として）。また、官民一体となってＰＲ。
　→都市部や他の地方におけるアンテナショップ、物産展（例えば、名張の名前は、大阪では、名張行の近鉄電車があることもあり知
られているが、京都では知名度が低い）（先日、長野へ出張した時、長野駅前の東急百貨店で三重県物産店があり、名張から３店舗
も出店していておどろいた。そういう積み重ねが大事だと思う）

521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

名張市の将来及び私個人の
将来について

都市と地方の格差が広がっている現在、名張市は百貨店もなく、商店街もさびれ交通の便も悪い。
医療を受けるにも、遠くまでタクシーなどで通わねばならない。
徒歩で行けるところに病院や商店、スーパー等があればよいのにとつくづく思う。
名張市の将来も、私の将来もこのままでは、不安でいたたまれない。
希望が持てる福祉の充実。高齢者が増え続ける現実をもっと見つめて頂ければと願います。
私自身、障碍者になり、不自由を実感しています。

521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

名張市の住み心地について 問1で3と回答したが、本来は他地で暮らしたいところがある。理由は交通は不便だし、医療もダメ。田舎暮らしといえばそれなりではあ
るが、生活すべてに不充分なところばかりに感じる。文化事業も市挙げての協力もなければ、観光事業、整備が全くダメ。伊賀市や宇
陀市など、近くの市と比べものにならないぐらい市のアピール、観光化ができていなくて劣っている。

521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

人口減の事 桔梗に住んでいる者ですが、だんだん人口が減って高校もなくなり、これから先、どの様になっていくのかと心配です。もっと若者が来
るまちづくり、そして皆の者が集い、楽しく暮らせるようなまちづくりをお願いいたします。

521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

大学など高校卒業後の進路
について

3人の子どもを名張市にて育てましたが、高校卒業後は大学へ行くため、子どもたちは名張市から転出する形となりました。人口を増
すためには名張市から無理なく通える大学等が無いため、一人暮らしをし、そのまま他市町村にて就職の形となるため、やはり名張
市内に大学（国立か市立）が必要ではないでしょうか。

521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

子育て支援の充実、雇用の確
保と労働環境の充実

高齢者への支援・配慮はかなり充実している。これ以上は甘やかしというものであろう。それよりも、若い世代への支援・配慮が必要と
考える。雇用の確保、労働環境の充実、そして子を生み育てる環境づくりこそ大切！！私どもが名張へ入居したころは、子供達の声
が響き渡り、にぎにぎしかった。今や老人村化したこの地域に、若々しさを取り戻すには、若い世代が移住して来たくなるようなまちづ
くりビジョンが必要と考える。若い世代の発想を取り入れ、名張らしい新ビジネスの立ち上げの支援も必要かと考える。お役所的発想
からいかに抜けることができるか。民の力をいかに取り入れることが出来得るかが、鍵ではなかろうか。

521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

自分達の老後と子供達の未来 老後については、つつじに住居があり、何かと不便な所もある為、年を重ねてもこのまま住み続けられるのか…と不安です。子供の将
来については、学力があまり上位でない事への不安。全国レベルと競うことが出来ないのではないか…また、今小学生だが高校進学
を考えた時、市内に高校は２校（近大高専を除く）しかなく進学、通学の不便を感じる。また、就労についても女性の働きやすい環境
作りが、まだまだ不十分だと思う。いつまで仕事ができるのか…不安だ。

521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

シルバー民主主義 人口減少、働き手の不足、名張市だけでなく日本の問題ではあるが、今後の名張市を支えいく若者が住みやすい街、定住できるよう
にそこにスポット当てた施策の充実を願います。団塊の世代が多くいてる名張市では、その世代の意見が強く反映されているように思
われます。これからその年代の人達を支えていく世代を名張市は必要としているはずです。10年20年後の名張市を支える世代を取り
込む為には、シルバー世代に受けが悪い政策も実施をと考えます。

521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

正規雇用、給料、地域環境、
交流の場、趣味活動の場

学校を卒業後に県外で働き、失敗してうつになり、厳しい家庭環境で余計に落ち込み１年間引きこもって病院に通い、ようやくマシに
なってバイトから始め、正社員を目指しているが自分の環境下で頑張って働いても給料が低いのに県・市民税が高すぎる。正直、市
に対しての税金の金額に近いい恩恵を感じない。出会いや交流の場、一人でも気軽に行ける店などがないので遊びに行く時はいつ
も県外になる。男女含めて彼女でも友達でも作れる環境が身近にない。市内のほとんどがファミリー向けの飲食店やカラオケ、ボーリ
ング場などで遊べるところがない。住宅しかない。夜の場所を借りてスポーツの集まりに参加している。（月１～８回）がお邪魔している
形で行きにくく、自分がグループに入れている環境ではない。一人暮らしをしたいが金銭的にできないし正規で働きたいが正社員ま
でが遠い。名張市に人が来るような企画や滝以外の名所を作って欲しい。スポーツのコミュニティみたいなものがほしい。地域高齢化
になる現状で今の金銭的状況と家族を支えられるか不安。生きる目的がない。つかれた。楽しみもない。期待していない。

521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

人口減少、高齢化に伴う長期
的な市の施策の明確化

住宅地造成による日本でも有数の人口増加率最盛期の頃、自宅を購入しました。しかし30数年を経て周りを見ると、定年を迎えた人
が目立ってくるようになり、子どもは市街で就職し、核家族化が進んでいます。周囲においても空家が増え始めており、高齢化が加速
しています。
福祉の充実は勿論、若者が将来働ける企業の誘致、高齢者と若者のコミュニケーションが図れる社会に力点を置いていただき、魅力
ある街づくりを目指さないと若年者の流出は続くと思います。住みやすさ全国1の名張市を目指していただきたい。

521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室
少子高齢化について 少子高齢化は全国でも、地方の市町村が特に問題だと思います。

若い市民を増やす政策を願います。

521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

限界集落といわれている地域
で生活していること自体が不
安でいっぱいです

保育所も小学校もなくなると、若い人がいなくなるのは当然のこと。名張市だけではなく、全国的に親との同居すると補助をもらえるよ
うな仕組みを考えて欲しいです。働き方改革が叫ばれている今、人の暮らしの原点を振り返るべきなのではないかと思っています。心
豊かに暮らすためにも独居老人や認知症高齢者を増やさない為にも、未来の名張市のことを考えて同居を勧める政策を考えていた
だけたらなあと、少々的外れなこととは知りながらあえて自由意見欄に書かせていただきました。

521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

過疎化問題 町から子どもの姿がなくなっている気がします。
買い物に行ってもお年寄りばかり。子どもがいない町は、滅びていくように思います。たくさんのお子さんが増えるよう子育て支援。若
い方たちへの援助（特に所得）が一番必要な時期になってきました。
第二の夕張にならないように・・・・



施策別自由意見（問１３）

施策
コード

施策 部局名 件名 具体的な内容

521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

中山間地域の超高齢化と人口
減少

１．現状としては・・・
　交通手段が発展していないため子育て世代の若者は、中山間地域に住まない傾向が強い（交通弱者にとっては、生活困難な地域
である）。よって、件名の事となり、今までの様な住民自治と地域活動が成り立たなくなっている。いずれ「区」や「組」の再編が必要とな
る。
１-１．いま対策として考えられること
　都会のように安価で時間待ちの少ない交通網を整備することで、中山間地過疎は解決されるのではないか。現在運行中の各地域
のコミュニティバスの運行を見直し、都会の様な環状網を形成できないか。
２．もっと先の将来を見据えるならば・・・
　日本の人口減少が懸念されているなか、中山間地域は、「住居地域」ではなく「農林地域」として割り切らなければならないのではな
いか。中山間地域は、土砂災害警戒地区などに指定されている箇所が多いこともあるため、今後「住む地域」ではなく「就農する者が
勤める場所」として農林振興を行い、住宅地への移転補助や、住宅地の空家対策に結び付けた補助対象として検討できないか。
　この際、大きな課題として浮上する事は、檀家としての寺や先祖の維持管理、氏子としての神社維持管理であると考える。これらの
方向性をはっきりさせる事ができれば、進捗が早まる可能性がある。

521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

若い人が安心して名張市で働
け、子育てができる市政が今
できているでしょうか？

高齢化が進む中、介護施設は多くあるように思いますが、介護保険制度の変更で施設運営も厳しくなってくるようになります。介護施
設では若い方も多く働いていらっしゃいますが、男性になると一家を養えるほどの給料ではない方が多いのではないでしょうか？
又、交代勤務、深夜勤務等労働条件が厳しいと子どもを授かっても豊かな家庭環境で子育てができにくい。
保育所や、学校環境の充実を、国や県の言いなりではなく、名張市には名張市独自の市政をがんばってもらいたい。

521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

問１２のように歯車が回るような
仕組、仕掛が出来るのか不安
に感じました。魅力ある街づく
りをお願いします。

521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

名張市の発展性について 名張市は将来的にどのように発展させようと思っているのか？不安である
　名張市内に大きな産業も見えず、大きな企業誘致活動も見られない。また、全人口の推進についても減少傾向が見られ、市の収入
が減少しているのではないか？と考えられる。

521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

人口が減るなか（といっても、人口８千万位になっても、ヨーロッパ先進国は、ほとんどこれ以下ですから、日本は今迄が異常に多すぎ
ただけです）、若い世帯（職のない）を外から招き入れるといった考え方は発想が貧しいと思います。経済的にも精神的にも豊かな人
に訴え、都市部に庭のない暮らしをしている人たちに、セカンドハウスを提供して、２ヶ所居住を楽しんでもらう方向も考えられると思い
ます。都市部では、文化を楽しみ、名張では自然を楽しむ、人生は豊かです。名張くらいの田舎は、自然も楽しめ、日常生活にも不
便がなく、２ヶ所居住にはぴったりの環境です。〈名張に自然に囲まれた家を、都市部に小さなフラット　or　マンションを〉

521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

高校　 市の仕事ではないが市内に大学進学レベルの高校が無く、大学進学を目指す高校生は皆、市外の高校に電車で長時間かけて進学
しなければならない。市内に１校ぐらい大学進学レベルの高校を誘致できないか。

521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

名張市に住めばよそにない何
か特徴がある？

例えば名張の街を英語であふれさせて、小さい時から耳になじむ様になれたらと。バスに乗る・電車に乗る・スーパーに買い物に行く
etc。無理強いするのではなく、とにかく耳から聞いて自然に覚える。小さい時になじんでいたらどんなに良かったのにといつも思い、
今からでも遅くはないかしら、小さな願望です。

521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

有料の老人施設は増え続ける
が、無料の子供施設が少な
い。将来の子供達が自由に遊
べる場所の提供してほしい。
（子供の城の様な。）

・旧町の再利用（一掃して活性化）　・空き家処分　・他府県から人が来ない　・少子化に対する小中学校への疑問　・夕張にならない
か心配　・広い敷地の利用

521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

目指そう人口１２万都市！
定住者（若い世代・世帯層）受
け入れ推進と少子化対策

名張市も少子化対策が進み、テーマの件が緊急の課題で心配しているところです。現状の人口構成がどうで、５年後、１０年後どのよ
うなビジョンでどうなるか、その予測について私は知りませんが、ますます少子高齢化が進んでいるのは間違いない。とにかく名張在
住は勿論、県外の若い世代、世帯層に将来名張で子供を伸び伸び育てて、ハッピーな家庭を築きたいと希望してもらえること、それ
には安全・安心して暮らせる魅力ある街づくりが大前提です。当然名張市役所でプランがありすでに実行もしているでしょう。私の意
見としては、大胆な発想で事業計画をし、そこに重点的に予算配分をすることです。
プランの流れ
【観光の目玉づくり】→【自然・住環境の整備】→【定住支援】→【少子化対策】→【財源】
●観光の目玉づくり
赤目四十八滝・青蓮寺湖ダム・香渓谷とうあるが、観光、行楽地としての施設機能がなく現状ではリピートは期待できない。そこで、施
設を整備し、現存の観光資源を活かしながら、同時に集客力のある強烈なインパクトをもつ観光施設の建設が絶対条件です。温泉・
グルメ関係・キャンプ場・庭園・児童遊園地等を併設した大規模な道の駅（地場の特産物・野菜等メイン）等です。まずは名張の魅力
を知ってもらうことからです。
●自然・住環境の整備
幹線道路や一般道での雑草が目立つ、樹木の巨大化で道路まで垂れ下がっているときがあったり、また強風や大雨で倒れないか、
危険を感じる。ペットボトル・空き缶・空弁当・タバコ・ごみのポイ捨てが目立ち、美観が悪すぎる。道路の白線標識の劣化、ほとんど薄
くなっている。小学生の登校・下校時の交通安全対策を万全に。
●定住支援
若い世代・世帯対象で定住者には条件付きで３０万円～１００万円（住居方法により）支援する。年齢・最低定住機関・支援機関を条
件とする。細かい条件は付けない。移住後に再就職希望者には就職先が決まるまで就農希望者には二年間程最低生活費２０万円
程度支援する。
●少子化対策
経済的に安心して育児できるように支援する。（現居住世帯には新生児より適用）　。
出産祝金一人につき５０万円　子ども手当（高校卒業まで）　第一子　月５万円　第二子　月７万円　第三子以上　月１０万円
●財源
歳出を見直し徹底してムダを省くこと
・議員定数３割削減　・特別職年収1,200万円以下　・議員年収1,000万円以下、政治活動費５割カット　・職員管理職年収１割カット　・
職員ボーナス３割カット。目標達成までの時限処置とする。　・生活保護者の不正受給撲滅。　これほど不公平な制度はない改正す
べきです。

以上　大雑把な意見ですが参考になれば幸いです。

521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

名張市の高齢化について 名張市において、若者の市外県外流出が多く感じます。市全体の高齢化が進み、名張市＝高齢市とならないか不安に思います。何
をするにも若い力は必要です。福祉や医療の充実はもちろん必要ではありますが、それらを実現するのはやっぱり若者の力と考えま
す。若い人たちが高齢者を支える名張市になってくれたら、自分も安心して年齢を重ねることができます。

521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

定住人口を増やすなら ・　車の助成金など（名張は車があると便利だが、ないと不便なので）
・　畑つき住宅地の売地、助成金など
・　駅周辺の整備（駐車場をふやすなど）

521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

財政基盤の確立 新しい観光産業を開発する　温泉・農作物・海産物（新しく開発）、お笑いの常設劇場の設置、スポーツ施設等をコラボして人を寄せ
付ける。

521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

自らの将来に向けての不安と
５０年先も元気な名張市の実
現・発展に向けての要望

国公私立一貫校の誘致（不可は承知ですが、常々抱いている理想の将来像です。）
　高齢化対策に関しては、施設建設等、充実してきている様に感じています。並行して、若者人口対策と”学問の名張市”と言われる
ような街ブランドイメージの確立を目指し、今後ますますの教育環境の充実を推し進めていただきたいです。

521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

若人の定着 ２０代～３０代の定着　　成人した若人が都会（大阪・名古屋・東京圏）に移転していく傾向が多く見受けられます。理由としては就職
の利便性や都市生活の憧れ等があるようです。このままでは、先々高齢者の増加が進み、やがては過疎となり沈滞する市町となりえ
ます。名張駅を中心とし希央台にかけ都市化の計画（ブランド店やファッション店、飲食店等若人趣向を考慮）を再構築し若人が憧れ
られる都市に導き、若人が終結する街づくりを行う。
名張市の強み　自然環境を有し、住宅団地も多く、居住環境は大変良い。
名張市の弱点　田舎くさい
※弱点を克服し、若人から年長者までが、環境が良く都会性も併せ持ったメリハリある環境で生活できる都市づくりを目指してもらいた
い。
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522 成熟社会に対応する行政運営 総務部

行政サービスについて 2025年問題（団塊世代が75才以上となる）、後期高齢者世代がピークとなり、行政サービスへの要望が増加することが各地区で起こ
り、役所への交通機関の不備や、手続き等行きづらい。「まちの保健室」的な要素を市民センターへ配置することを要望したい。

522 成熟社会に対応する行政運営 総務部

市役所の人件費について 役所の人件費、市長、議員の人件費が高過ぎる。給料、ボーナス、退職金が高過ぎる。中小企業ではありえない高さであり、市民税
他が高い。

522 成熟社会に対応する行政運営 総務部

市の赤字財政を減らす方法を
市長、先頭に立ち真摯に取り
組んで欲しい。

税金の使われ方、市職の仕事への姿勢・態度他一般企業では考えられないミスや無駄な経費の使い方が多すぎる。赤字財政の中、
議員や職員の給与をもっと下げるべきです。予算編成の際、昨年実績で検討するのではなく、実質予算を組み、不足の場合特別会
計から追加申請後に出支する。細かな作業を市長先頭に立ち市民の負担が少しでも軽減させて欲しい。

522 成熟社会に対応する行政運営 総務部

名張市庁舎のトイレ改修につ
いて

最近、公共施設はいずこでもトイレの浄式化、ウォシュレット化を実施していますが、名張市のトイレは、余りにも旧態で、身体障碍者
の方等にも不安な状態であると感じています。財政難であるといえども、住民にとって、身近な問題であり、早急に改善される様要望
します。

522 成熟社会に対応する行政運営 総務部

苦情（特定健診に関する事） 数年前のことであるが、職場で特定健診にかわる集団検診を受けたので、その結果をコピーして持参したのに、最初に対応した保険
年金室座席に居た係員は、そのコピーを持参した意味を知らなかった。後で、別の係員が対応してくれた。よく教育しておいてもらい
たい。

522 成熟社会に対応する行政運営 総務部

医療体制、税金、職員等
市役所で働かれてる方の１人１人のレベルUP、税金を使わずに、自分のスキルUPして頂きたいです。普通の一般企業では、考えら
れないレベルです。

522 成熟社会に対応する行政運営 総務部
市役所を月１回位の土曜日か日曜日に開けて欲しい。パスポートにしても本人が来所しなくては受取れない。仕事の都合？平日は、
休みがとれず困る。

522 成熟社会に対応する行政運営 総務部

名張市の保母さん、消防士さん給料が安すぎ。

522 成熟社会に対応する行政運営 総務部

アンケート　提出書類につい
て

市に提出する書類の見にくさ、分かりづらさがあると思います。
市の職員の方も日ごろお忙しいとは思いますが、市民も仕事や用事のあいまで、書類を書いたり市役所で手続きなどしているので、
質問の数が減るなどメリットも考えて、書類のまとめ方、見やすさ、伝わりやすさを改善してほしいです。

522 成熟社会に対応する行政運営 総務部

名張市役所職員のレベルアッ
プについて

先日、還付金の手続きに行ったとき、番号札の番号該当者がいなかったとき、職員が「あんた？」とたずねてきた。もう少し言葉使いに
気を付けてほしい（当たり前の接客ができないのですか？つい出た言葉だったと思います。もう少し教育すべきでは？）。対応してくれ
た職員はとても丁寧だったが、かたにカーディガンをかけての対応、おかしくないですか？服装は自由ですが片かけカーディガン注
意もなくどうしたことでしょう。きっと彼女は知らなかったので上司が注意すべきでしょう。もう少しアルバイトであっても質の向上をお願
いします。一生懸命やっていらっしゃる方もいますが、このようなすがたを見てガッカリです。どのような基準で採用されていますか？う
わさによると市長の知りあいが多く採用されているとのこと。ほんとうでしょうか？市長の知りあいの採用であってもきちんとされていれ
ばよろしいですけど、とにかくおかしい！！
私の意見はおかしいですか？クレーマーでしょうか？

522 成熟社会に対応する行政運営 総務部
公共料金や区費が高い 将来、少ない年金生活になる中、公共料金（特に水道代）や毎年の区費等々出費が多くなるのが不安

522 成熟社会に対応する行政運営 総務部 人口減少対策 行政コストの縮滅、議員の無給化

522 成熟社会に対応する行政運営 総務部 税徴収について 財源には限りがあります。全国的にも不相応な議員報酬、職員給与を早く是正すべきです。

522 成熟社会に対応する行政運営 総務部 職員定数 見なおし

522 成熟社会に対応する行政運営 総務部

市立病院職員について 各課の受付は対応が良いが、受付・会計は事務的で愛想が非常に悪い

523 持続可能な財政運営 総務部

過誤納金還付請求書（100円）が来ましたが封筒には82円の切手が貼ってました。このお金はどこからきたのですか。税金からではな
いでしょうね？

523 持続可能な財政運営 総務部

助成金等の制度の不足 HPで助成金等の制度を調べた事があるのですが、充実している都市と比べると不足している様な気がしました。

523 持続可能な財政運営 総務部

医療体制、税金、職員等
高い市民税、所得税、固定資産税を支払っていますが、名張市で生活していて、自分の働いたお金から支払った税金、ムダに使わ
れてないですか？と疑問になります。今回のアンケートにしても！

523 持続可能な財政運営 総務部

ふるさと納税返礼品 名張市のふるさと納税返礼品は魅力的はものが多いですね。寄附をして下さった方にとても喜ばれていると思います。引き続き喜ん
でいただけるものを開発して下さい。名張まんじゅうは返礼品になりませんか？以前、他市に住む方に名張まんじゅうを差し上げたとこ
ろ、とても喜ばれ、ぜひ購入したいとおっしゃってくださいました。

523 持続可能な財政運営 総務部 固定資産税 高すぎる

523 持続可能な財政運営 総務部

名張市の将来について 末永く存続してほしい。その為に縮小が必要ならもっとアピールして欲しい。

523 持続可能な財政運営 総務部

超高齢化社会に向かっている
今（医療の充実も含めて）

老人が多くなり、市の財政の負担も大きくなると予想される今日、応分の負担を老人にもしてもらえないものか（医療費の一割負担な
どは中止すべきと思うが）
各種団体への助成金の内容が分かりづらい

523 持続可能な財政運営 総務部
ふるさと納税 もっと力を入れて取り組めば、町おこしに貢献できると思う。

523 持続可能な財政運営 総務部

名張市の財政は、悪い状況であると耳にします。状況を悪化に導いたのは、市長をはじめとし、市議会議員、公務員の方々ではない
でしょうか。財政が悪いというのに三重県内で名張市議会議員報酬は第４位にあります。財政悪化を埋めるために固定資産税を上げ
るなど、市民からお金を絞り取るのではなく、自分達の絞れることから始めるべきではないのでしょうか。選挙に当選さえすれば市民が
苦しんでいようが構わないという考えでいるからですよね。上に立つ方々がそのような姿勢でいることが、今回のようなアンケートの誤
配送にも繋がったのではないでしょうか。

その他 - -

高齢の為の健康へ不安…しか
しこれは仕方がない事

現在の自分の健康で自由に動ける事を喜び共に同年代の人とスポーツや会話を出来る事への感謝を忘れず日々暮す事が大切と思
う。

その他 - -

市行政について 先ず市会議員の定数削減（15名に）。市会議員給与の削減（20％削減）。以上必ず実施する事。

その他 - -

世代間の考え方のずれ 子育ての環境は現実なものは年配の方達からの目は昔にくらべてかなり厳しい。公園で遊んでも、道路で遊んでも後からの苦情が多
い。自治会でも子供会には冷たく解散させられる状況においこまれた。若い世代の夫婦、家族、年配の家庭の考え方やモラルがより
そわずずれてきている気がします。

その他 - -

行政に要望 更にこのアンケートでは回答に困惑させられる項目が多くこのアンケートで求める集計が「新・理想郷プラン」にどうリンクするのか判然
としませんし、項目が絞り切れませんでした。
解答用紙にしてもとても見づらく依頼されたものとしたら前向きに取り組もうとする意欲が削がれました。
ホームページを利用したアンケートを実施するようにすれば年齢層も広く、多くの人々からの率直な意見が取り込めるのではないかと
おもいます。経費もその方が安くあがるのでは！！



施策別自由意見（問１３）

施策
コード

施策 部局名 件名 具体的な内容

その他 - -

市役所東出入口　横断歩道
（白線）の欠点
①受付嬢に申し出
②所内意見書
③市長への手紙に書くも未だ
改善せず

市役所東出入口　横断歩道（白線）2か所。ここを歩いて出るといずれも植え込みにぶち当たる。設計ミスで市役所出来た時からこうか
もしれない。何事も何万人も特に所員が通るが誰も気が付かない。気が付いていても何も思わないのだろう。私は市役所に行くごとに
恥ずかしい思いだ。何人も見ているが気が付いていない。早急に改善してほしい、白線を塗り直すだけでよい

その他 - -

人と人とのつながり、福祉の充
実

世間は価値観の多様化　自己主張の強いという現状況です。これからの子供達、孫達、子孫がどのような状況になっていくのかが不
安となっております。

その他 - -

市長交代を希望 今の市長が悪いうんぬんではありませんが、名張市が今以上に発展していくように思えません。現状維持が精いっぱいに感じられま
す。もっと新しい風を吹き込んでほしい。

その他 - -

アンケートについて 1～4番号を1つ選ばず”Yes/No”ではっきりと回答してはどうですか。

その他 - -

職員の皆様のご苦労は感じますが、年寄りの思いは、もっと楽しい生活を目指しているか？難しい文章の手紙が多すぎて困ってしま
います。もっと簡単な手紙内容にしてもらえれば開封も楽しいと思います。右か左か上か下かわからない文章の封筒はそのまま捨て
てしまいたいと思います。ゴミばかり増やさないように考えてください。

その他 - -

質問内容について 問１２について…
名張市の現状なりのグラフ等でデータを参考につけて頂ければ答えやすかったと思います。
少しでも名張市が良くなっていければ幸いです。
コンピューター処理にあたっての注意事項がなかったのが残念でした。
（例えば数字の書き方等を記すべきでは…手入力？）

その他 - -

扶養手当について １０３万円のカベはなくなった！といいいますが、やはり今現在、パートタイマー等で働いている主婦にとってはカンタンなものではな
い。特に、介護の仕事をしている私は、今後、介護特別手当は増える。給料は増える。しかし、働ける時間が減るだけで、仕事は終わ
らず。何とかならないものか・・・と思います。
あと、私の夫は障害があり、いろいろと大変な思いをしていますが、もっと頑張ったり、辛い思いをしている人に対し、もっと助けになる
ような名張市であって欲しい。
細かい事ですが、すずらん台→北中学校　義務教育であるのに、バス代等半額程払う必要があるのは辛いです。何とかなりません
か？

その他 - -

私の様な健康状態の悪いものは、考える事が出来ません。自分の事でいっぱいです。ごめんなさい。

その他 - -

意識調査の内容
その他

僅か２０３０人の方から、何人のアンケートが寄せられるのか分からないが、調査内容が多岐になっているように思うが、何をどのように
知りたいのか疑問。問１４の（２）で、１～７の年齢の方がどれぐらいの人数になるかは分からないが、１～１４の質問に振り分けたら、一
つの問いは極、少数なのでは？
その他　調査お願いの中で、個人を特定・・・との文言があるが、であれば問１４は要らないだろう。２とも重複するが調査内容は欲張り
では。最後に問１４では、特定はともかく、発送先が登録されているなら絞り込めるのでは？

その他 - -
市議員数について 20名は多すぎると思うし、議員の活動が全くない

その他 - -

問10の（2）（3）（9）は家族や身近に対象の者がいないので、回答できないです。

その他 - -

総合企画政策室の皆さま、お疲れさまでございます。これからもすばらしい郷づくり、よろしくお願いいたします。

その他 - -

国の政治について 過去、国会に於いて、当時の野田首相と阿部議員のテレビ放送にて、国会議員の身を切る改革で約束をされ、数を減らすとの約束を
この目で見ました。しかし、年金等の国民生活に対して厳しく、毎年の如く減少で年金生活に対してまことに日々苦労させられてい
る。しかし国会議員に、また公務員の給料がよく上がっていることに対し、国民いじめをしているのではないか。政治資金、その他の
手当てが議員に対して味すぎるし、数が多すぎるのではないか。100人位議員を減らしても、国の政治は出来ていくのではないか。無
能な人達が多くある様に思われてなりません。今回も、天下りの問題も国民をばかにしているように思う。今に、全国的に国民の怒りが
爆発していくと感じている昨今です。

その他 - -
防災、防犯、消防、福祉

その他 - - 高齢者のアンケートは無理だ

その他 - -

農家の野焼き 天気のいい日の午前中から畑などを焼く、窓も開けられないし洗濯物ににおいが付いて困る。

その他 - -

外国人 東南アジアの人たちが集まって歩いていると不安を感じる（別に差別意識はないです。）

その他 - -

市議の仕事 多数の議員さんが居ますが、どんな仕事をしているのか見えない。選挙のポスターの時だけの顔。それ以外では、家で息を潜めてい
るように感じる。議員さんの様子が伝わってこないですね。一市民には、わからなくても良いのでしょう。

その他 - -

市議会議員はだめな人が多い。定数を減らせ

その他 - -

問①～③社会構造の変化（モータリゼーション、インターネット社会）で個人の専門家、交流の鈍化である
（2）名張で出生し老齢化したから、他地域へ生活根拠を移す力がない
　◎職員はもっと他府県の行政を勉強して欲しい。企業は常に同業他社の長所を自社に採り入れてますよ
　◎８-①部落差別について、あまり声高にしない方がよい。移民については数千年より続いて居り、自然同化が一番良いと思う。欧
州では難民救済と同化に政治が動いている。我が国は2500程前より卑弥呼の邪馬台国へ移住している（三国志より）
問８-２　社会変化もあるが、現社会は個人生活が重視され家庭が荒れている。戦後、民法の家族制度の変更が大きく影響していると
思う。
問８-４　個人情報の理解不足から　融和の芽を摘んでいる
問８-９・１０　難しい設問だ、赤目、名張は歴史的に転住者が多い　「隠（ナバリ）」と云うように、この地は単なる長谷街道で住宅地で
なかった。近鉄線が出来居住者が増加した

その他 - -
次の世代、後継者がいないため、これからの将来のことを考えるととても不安があります。

その他 - -

名張市に来て３０年になりますが、昔から住んでいる人の中に入ると違和感を肌で感じます。

その他 - -

亀井市政が長すぎる。当初は意欲的に市政改革に手を打ち、大きな成果を挙げてこられたが、現在は出来なかったこと（市民病院・
高齢者対策・文化振興など）の問題点が残ったままで、このあたりで後進に道を譲って、新しい観点で市政改革を進めるべきと思う。

その他 - -
こんな書込は年寄りにはわかりかねますので、そちらで宜しくお願い致します。

その他 - -

引越ししてきたばかりで、よくわかりません。

その他 - -

友達との会話で市会議員の数が多すぎるとのことです
　年数かせぎに続けている人が見受けられますので。



施策別自由意見（問１３）

施策
コード

施策 部局名 件名 具体的な内容

その他 - -

☆つつじが丘景観整備のお願い
・空き家の整備や活用
・空地の草刈り
・住人の居るゴミ屋敷への指導（悪臭がする）

その他 - -
自然がいっぱいで住みやすいです。行政も整っていますので、ありがたいです。しかし、老後は少し心配です。不安です（いろんなこ
とで。）

その他 - -
アンケート用紙を頂きましたが、名張市で生活を始めて約半年で回答出来ない所もありました。私の勉強不足もあります。


