
市民意識調査(平成２６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 435 人（回収数 1,027 人） 

２．自由意見欄への記載率      42.4%

（参考）H24 年 4 月 42.9%（403 人/940 人） 

H25 年 4 月 41.9%（442 人/1056 人） 

３．自由意見の件数        延べ 547 件 

４．自由意見施策別件数 ランキング ( 上位 13 ) 

順位 施  策 件数（件） 割合（%） 

① 1-4-2 地域医療 88 16.1 

② 3-4-1 交通対策 56 10.2 

③ 1-5-1 高齢者福祉 40 7.3 

④ 3-4-2 道路整備  35 6.4 

⑤ 1-5-5 雇用 33 6.0 

⑥ 5-3-1 戦略的な都市経営 30 5.5 

⑦ 1-5-3 子育て・子ども支援 21 3.8 

〃 4-1-1 学校教育 21 3.8 

⑨ 1-5-4 社会保障 16 2.9 

⑩ 2-2-2 ごみの減量化とリサイクル 15 2.7 

〃 3-5-1 都市産業 15 2.7 

〃 3-5-2 観光 15 2.7 

上位  合計 385 70.1 



施策別自由意見件数

施策番号 施策名 割合 部局名

111 人権尊重 0 件 0.0% 生活環境部

112 男女共同参画社会 0 件 0.0% 生活環境部

121 地域づくり 12 件 2.3% 地域部

122 市民公益活動 1 件 0.2% 地域部

123 コミュニティの元気づくり 0 件 0.0% 地域部

131 健康福祉ネットワーク 2 件 0.4% 健康福祉部

141 健康づくり 3 件 0.6% 健康福祉部

142 地域医療 88 件 16.9% 健康福祉部

151 高齢者福祉 40 件 7.7% 健康福祉部

152 障害者福祉 5 件 1.0% 健康福祉部

153 子育て・子ども支援 21 件 4.0% 子ども部

154 社会保障 16 件 3.1% 健康福祉部

155 雇用 33 件 6.3% 産業部

211 環境保全 8 件 1.5% 生活環境部

212 自然環境 4 件 0.8% 産業部

221 省資源・省エネルギー 1 件 0.2% 生活環境部

222 ごみの減量化とリサイクル 15 件 2.9% 生活環境部

223 廃棄物処理 0 件 0.0% 伊賀南部環境衛生組合

231 農村環境整備 11 件 2.1% 産業部

232 森林環境整備 1 件 0.2% 産業部

311 土地利用 1 件 0.2% 都市整備部

312 都市環境 5 件 1.0% 都市整備部

313 市街地整備 5 件 1.0% 都市整備部

314 水と緑のまちづくり 8 件 1.5% 都市整備部

321 防災 4 件 0.8% 企画財政部危機管理担当

322 消防・救急 2 件 0.4% 消防本部

323 防犯 3 件 0.6% 企画財政部危機管理担当

331 下水道等 6 件 1.1% 上下水道部

332 上水道 2 件 0.4% 上下水道部

333 住宅・住環境 8 件 1.5% 都市整備部

334 斎場・墓地 1 件 0.2% 生活環境部

341 交通対策 56 件 10.7% 都市整備部

342 道路整備 35 件 6.7% 都市整備部

351 都市産業 15 件 2.9% 産業部

352 観光 15 件 2.9% 産業部

411 学校教育 21 件 4.0% 教育委員会事務局

412 青少年健全育成 1 件 0.2% 教育委員会事務局

421 生涯学習 2 件 0.4% 教育委員会事務局

422 生涯スポーツ 3 件 0.6% 教育委員会事務局

431 市民文化 3 件 0.6% 教育委員会事務局

432 文化資源 3 件 0.6% 教育委員会事務局

433 文化交流 2 件 0.4% 教育委員会事務局

511 地域自治 0 件 0.0% 地域部

512 開かれた市政 8 件 1.5% 企画財政部

521 質の高いサービス 8 件 1.5% 企画財政部

522 地域情報化 0 件 0.0% 総務部

531 戦略的な都市経営 30 件 5.7% 企画財政部

532 効果・効率的な市政 6 件 1.1% 企画財政部

533 持続可能な財政運営 8 件 1.5% 企画財政部

541 広域連携 0 件 0.0% 企画財政部

その他 その他（アンケート内容など） 0 件 0.0% -

集計



施策別自由意見内容（問23）

施策コード 施策 部局名 件名 意見内容

121 地域づくり 地域部 各種団体とのかかわり等

大阪から移転してきて２０年以上になるが、大阪に勤めていることもあり、地元（各種団体等）
とのかかわりが無く、運営されている役員等を見ても地元で商売したり、地元での有力者の
関係で占められているようで、情報も入らないし、なじめない。

121 地域づくり 地域部 まちづくりについて
旧市内で町の組織の担い手に高齢者が多い。今後いなくなってくるのではと危惧してい
る。

121 地域づくり 地域部 町づくり組織について

行政が行う事業も地域へと移行してきて、役員をする人たちの高齢化も気になり、若い世代
が継いでいけるのか不安。事業によっては、ボランティアでやっていく自信がないし、手を
拡げすぎているような気がします。

121 地域づくり 地域部
住み良い、活力ある町
づくり

・問２１の充実による住み良い町づくり
・町の活性。例えば、旧市街を含む周辺団地の交流（団地対抗運動会等）

121 地域づくり 地域部 自治会活動

昨年度、自治会活動の役員になり、月に一度の班長会議で行事の推進、草刈の出役
等々、勤務の合間を縫っての活動は正直大変でしたが、役員の方々が親切にご指導くださ
り、地域デビューできた事はうれしく思いました。各地を転勤してきましたが、これほど自治
会組織が確立されている地域は特筆ものでは？

121 地域づくり 地域部 -

・桔梗が丘に定住して４０年近くになります。子供の小さい頃は、ＰＴＡ、公民館活動に参加
し、忙しい日々でした。子供たちが成長した今では、健康に良いとスポーツへのお誘い等い
ろいろありますが、面倒くさく、おっくうになり、ＴＶのお守りばかりです。また、ボランティア等
の活動も自分ができる事をと考え、ご近所の溝の掃除とか、草取りとか些細なことですが、
お役に立てたらと考えます。組織に入らずとも、自ら考え行動している方は多いのではと思
います。募金とかも然り。

121 地域づくり 地域部 -
高齢者になった時、今のままでは住みにくい。近くの人々とのふれあいがないのが難しい。

121 地域づくり 地域部
問１７．「新しい公」につ
いて

「新しい公」なるものをこのアンケートではじめて知って、「新しい公」の取り組みを問われて
も、答えようがありません。その前に「新しい公」がどのような内容のものなのか、多くの人に
知らしめる事の方が先ではないでしょうか。その上で推進するか、しないのか、問うべきだと
思います。
私は元々三重県人で、地元には愛着があります。長年住んでいてあまり苦に思ったことは
ないのですが、こうして細かく問われた時、その問の事項に何も感じなかったということは良
い政策なのか、広報不足なのか考えさせられます。

121 地域づくり 地域部
問７の１（隣近所との付き
合いや交流）

・引越してきて､間がないので近づきつつはあるがまだ充分ではない。

121 地域づくり 地域部 -
近所づきあいなし。住みにくい場所。

121 地域づくり 地域部 お願い
・年々自治会の責任が増えて、班長が負担になっている。単身世帯にお弁当の配達のボラ
ンティアは、素人がボランティアでするようなこととは思えない。

121 地域づくり 地域部 まちづくり

一個人が独走して、私物化、自己満足に走りすぎているように、参加したとき感じる場があり
ました、市とまちづくり委員会が対等でない様な。まちづくり委員会が力を持ちすぎのように
見えました。

122 市民公益活動 地域部 人材の活用

名張市内には、主に大阪等で活躍した人々が大勢いる。企業、教育界、役所関係など広
範囲にわたっている。それらの人材を人材バンクに登録し、必要な取り組みを考える際に、
意見を述べてもらうと、違う角度から興味のある提言をしてもらえると思う。私自身も都道府
県の教育委員会に勤務し、退職後、教員養成を行った。子供二人は市内の小中学校を卒
業した。名張市との関係は極めて深い。名張市がより良い市、より魅力ある市になるため
に、それらの人材を大いに活用すればよいのではないか。

131 健康福祉ネットワーク 健康福祉部
主人の物忘れ、子供の
病気

・主人がだんだん物忘れが出てきているので、用事をあまり頼めないので、自分の家事の
負担が多くなっている。　・子供の病気（精神的な）で、お薬だけで抑えられないことがある。
発作で、夫婦でなかなか出掛けられない。病院に預けにくい（本人がとても嫌がる）。

131 健康福祉ネットワーク 健康福祉部
病気の予防や健康づくり
について

様々な病気の予防や健康づくりについての色々な、役立つ情報を教えてほしい。

141 健康づくり 健康福祉部 健康について
現在８０代の夫婦二人の高齢者です。自分のことが自分でできなくなった時の事を考えると
不安です。

141 健康づくり 健康福祉部
健康面で不安、この先が
不安

７０歳になり少しずつ弱ってきている。体力はもちろんであるが、一番心配は認知症などの
問題。今も少しは努力しているが、近くに利用できる施設がほしい。セントラルのあった桔梗
が丘駅前。市が応援して老人が増える先を見通して、プールで歩いたり、ジムで筋肉を鍛
えたり、コミュニティできる場を造ってほしい。そこから色々な問題を発信していけて、解決に
つながっていけるのでは？今の状態はもったいない！

141 健康づくり 健康福祉部 健康診断について

一人暮らしの者への日頃のお心遣いに感謝を致します。ガン検診などわざわざ用紙まで
送っていただき有難い事ではありますが、「行ったか」と電話をかけてこられるのだけは止め
て頂きたい。行く行かないは自由にさせてください。

142 地域医療 健康福祉部
・医療対策
・福祉対策

・市民病院の先生方は２～４年に交代するのは、医療を受ける側にすると大変な不安事項
である。
・市民病院で３ヶ月を過ぎる病気の場合、状況が改善されなくても転院を強制されるが受け
入れる病院が無く、高齢化した病人は不安である。もっと充実している大阪市内へ転籍する
事もある程度の人は考えていると思う。

142 地域医療 健康福祉部
名張市立病院を総合病
院へ

私は肺癌手術を受けましたが、市内の医療機関では、医療設備･医師も乏しく、やむなく遠
くの医療機関に行くしかありません。ぜひ総合病院にしていただき、医療の充実を図ってく
ださい。

142 地域医療 健康福祉部 ２次救急診療について
今、２次救急当番があり、岡波総合病院と上野市民病院と名張市民病院の３病院となって
いますが、できれば名張市民病院だけにしていただければ良いと思います。

142 地域医療 健康福祉部 救急医療について
夜間・時間外の救急体制を充実してほしい。受け入れが厳しすぎると思います。不安です。

142 地域医療 健康福祉部
名張市立病院・災害拠
点病院

市立病院が災害拠点病院に指定されているにもかかわらず、そのアクセスは明確には１本
しかなく、箕曲地区から行く道はその代替道としては考えにくい程の道である。百合が丘か
らの道が災害時通行不能になった場合の想定が行われているのか、救急病院でもある拠
点病院へのアクセスは複数あるべきであり、市としてどう対応していくのか、どう考えている
のか、当たり前の事がなぜ置き去りにされているのか、不思議に思う。
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施策別自由意見内容（問23）

施策コード 施策 部局名 件名 意見内容

142 地域医療 健康福祉部
名張の医療体制につい
て

開業医の信頼すべき人が少ない。急を要する自分の手に負えない病気だと他の院へ振っ
てしまう。また市立病院も同様で、あまり信頼できない。何故、開業医の紹介状が必要なの
か理解できない。一見でも自由に診察してほしい。開業医の保護等々は必要ない。もっと
今以上に診療所も増やして、しっかりした先生をおいてほしい。この体制をいつまでも続け
ると市立病院の存続すらできなくなる。

142 地域医療 健康福祉部 医療
医療･･･病院の充実を望む。いざという時が心配。

142 地域医療 健康福祉部 -
病気になった時どうしようかと日々心配です。安心して老いを楽しく過ごしたい。

142 地域医療 健康福祉部 医療の充実
・名張市民病院を二次病院としてではなく、一次病院として開放すべきで、診療科目を増や
すべき（総合病院）と思います。

142 地域医療 健康福祉部 ①病院について

①病院について一番心配しております。今は大阪の病院へ行っていますが、救急になった
時、かかりつけが県外なのを心配しております。市民病院へ行ったこともありましたが、病院
内の横のつながりが無いので、はっきり言っていい加減な治療でした。お医者さんの言われ
ている事に心配になり大阪に電話し、即、大阪の病院に変わる事になりました。

142 地域医療 健康福祉部 ②医療環境について

②以前、亡父が急病になり、休日診療所に連絡し、その指示で、主治医であった名張市民
病院に行くと、その当日の当番病院であった『上野市民病院』へ「名張市民病院から連絡を
いれておくので行くように」と指示された。上野市民病院に行くと名張市民病院からの連絡
はなく、また救急搬送されていないとの事で、診療拒否された。上野市民病院の受付でトラ
ブルになり、一時間以上してからやっと診察を受けたという経緯がある。この様な状況では、
名張市の医療体制（救急体制）について、安心できない。また亡父の転院先病院につい
て、市の方で紹介してもらい、市内の病院に相談・転院受付申込したが、これも拒否され
た。結局、名張市民病院院長に相談し、院長の紹介で、名張市から車で１時間かかる病院
に転院する事になった。名張市民となって約３０年になるが、名張市民病院の医師は信頼
できるが、医療体制は全く信頼できない。少子高齢化社会に対応した医療体制を充実させ
てほしい。

142 地域医療 健康福祉部 行政への要望
救急医療体制の充実

142 地域医療 健康福祉部 -
･医療に関しての不安（市民病院がありながら、県外を利用する方が多い。市民病院では間
に合わないので）

142 地域医療 健康福祉部 大きな病院（市民病院）
近くに市民病院がありながらバスの便が悪く、家族が休日の日は病院も休診日。なかなか
自由に利用しにくい。これから５年後、『高齢者』になるため、不安があります。

142 地域医療 健康福祉部 緊急医療

・応急医療の時間帯や規模の小ささ、最小限の処置しかしてもらえない現状、小さい子供
や体力の弱い高齢者には、応急処置と言えども、あまり納得のいく体制ではない。他の自
治体で応急医療を受けた際、トリアージを取り入れている等、高度な医療体制を垣間見た
経験があるので、ぜひ良いところはどんどん取り入れて安心できる町づくりを実現してほし
い。

142 地域医療 健康福祉部 -
・市民病院が利用しにくい（紹介状のみとなっている）　総合病院

142 地域医療 健康福祉部 ②医療環境

②・大きな病院が少なく、入院施設のある病院があまりにも少ない。
・老後を安心して過ごすには不安がある。これでは、若年層にも高年齢層にも名張離れが
懸念されるのではないでしょうか。

142 地域医療 健康福祉部 医療について
孫と老人を看ています。急病の時、救急車はすぐに来ても、受け入れてもらえる病院がなか
なか見つからず、不安でした。

142 地域医療 健康福祉部 医療について

若い内は、大して病院に掛からないが、重篤な病気に罹った時に県外へ行かないと良い病
院（信頼できる病院）がない。名張市民病院の医者では頼りないという声をよく聞きます。信
頼できる医者を揃えてほしい。

142 地域医療 健康福祉部 地域医療の充実
福祉、介護施設は充実しているものの、医療体制が脆弱。特に産科･小児科が脆弱のた
め、息子、娘が安心に居住できず、県外に転出している現実がある。

142 地域医療 健康福祉部 救急医療
救急車が受け入れ病院を捜すのに時間がかかると聞く。大阪で勤めているが、大阪では救
急車がすぐ病院へ直行する。このままだと年を重ねた時、とても不安になり、引越しを考える
と思う。

142 地域医療 健康福祉部 ②行政に望む事
②・救急医療体制の充実（受け入れ先の確保）　住民の命を守るため、お願いします。

142 地域医療 健康福祉部
救急医療体制の整備に
ついて

現在の二次救急は市内では名張市立病院しか無く、とても利用しづらい。もっと体制を整え
てほしい。

142 地域医療 健康福祉部 -
・医療の体制が整っていないので、大きな病気や怪我をした時に不安に感じる。小さな子供
や老人や障害者の方が安心して利用できる２４時間体制の医療を望む。

142 地域医療 健康福祉部 -
地域医療の充実。

142 地域医療 健康福祉部 市民病院の利用方法
地域の医院の紹介状が無ければ市民病院や県立病院で診療できないと聞きますが本当で
しょうか。

142 地域医療 健康福祉部 -
市民病院へ自由に行けるようにしてほしい。紹介状がいるのが不便である。

142 地域医療 健康福祉部 医療

市立病院があっても重い疾患の場合、奈良医大や三重中央へ転院したり、紹介されたり
で、遠方になってしまう。実際、私の母も奈良医大にかかることになり、急変の時も間に合わ
なかった。（亡くなってしまった。死に目に会えなかった。）　名張市では、病気になっても手
遅れになることが多いと思う。名張市は病人は住みにくいと、とても強く感じている。現実とて
も困難だとは思うが、どうにかならないか。

142 地域医療 健康福祉部 地域医療の充実
・救急医療を含め、地域医療の充実が足りていない。名張市立病院以外の受け入れなども
検討して実施してほしい。

142 地域医療 健康福祉部 救急体制の整備
救急の時の病院整備がまだ良くないと思う。

142 地域医療 健康福祉部 救急医療体制の確立
名張では病気になれない。

142 地域医療 健康福祉部 -
・信頼ある医療機関の増大。

142 地域医療 健康福祉部 医療関係
救急で運ばれた際の医療関係の不安が募る。
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施策別自由意見内容（問23）

施策コード 施策 部局名 件名 意見内容

142 地域医療 健康福祉部 市民病院について

市民病院に安心していけるように、充実してほしい。医師の充実と市民が多く集まる必要が
ある。手術する身の者として、近くに市民病院があるのに、他市の病院に入院した。何のた
めの市民病院なのか？

142 地域医療 健康福祉部 病院の利用
市民病院が近くでも、普通に行く事ができにくい。婦人科もない。夜間救急も不安である。

142 地域医療 健康福祉部 医療環境

・小児医療について充実してきたといわれるが、入院した時などの対応など満足できるとは
言えない。
・産婦人科は市内ではとても少ないけれど、先生はじめ看護師、スタッフの方の対応も良く、
満足しているが、その一方で、双子等の時は三重大他など設備の整った病院に行かなくて
はならなくて、通院が大変である。名張市立病院の方で産婦人科及び小児科の連携した医
療の設置を望みます。

142 地域医療 健康福祉部
市立病院の職員につい
て

市立病院の職員の態度が悪すぎる。もっと教育すべき。看護師の態度も悪すぎる。もっと市
民、患者の立場を考えて行動するべき。

142 地域医療 健康福祉部 ②救急医療について
②救急医療の体制について。名張市民病院の夜間救急の充実（伊賀市との当番制ではな
い）をしてほしい。

142 地域医療 健康福祉部 救急医療
救急医療には大変不安を感じています。救急車が、搬送先が決まらずに停車しているのを
よく見かけます。名張市から伊賀市に搬送では、助かる命も助からない。

142 地域医療 健康福祉部 市民病院について
紹介状がないと診察が受けられない。他の医者などから紹介状をもらい難いので、市外の
大きな病院へ行かざるを得ない。

142 地域医療 健康福祉部 -
・名張にいい病院は無いというのが専らの噂になっています。私も医療面では不安を感じて
います。何か大きな病気になれば、遠くても名医に掛かりたいものです。安心を下さい。

142 地域医療 健康福祉部 医療機関の充実
開業医で紹介されるのは、県外の病院で、通うのも大変です。市民病院で医療体制の充実
をお願いします。

142 地域医療 健康福祉部 入院治療について
・今までは、名張市外で入院、手術をし、通院してますが、老いて通うことができなくなったと
き、近くに入院できる病院があるだろうかと少し気になっています。

142 地域医療 健康福祉部 子育て環境について
・医療体制の充実　（医師のレベルアップ、診察時間の拡充）

142 地域医療 健康福祉部 地域医療体制
大きな病院等が少なく、救急時不安です。救急車等も時間がかかりすぎるように思います。

142 地域医療 健康福祉部 医療機関の充実
高齢者が多い地域の割りに医療施設に不安があります。

142 地域医療 健康福祉部
医療体制の充実に関し
て

安心して生活するためにも信頼できる医療が受けられたらと感じています。大病の時には大
阪や天理へ受診に行かなければならないという現実にうんざりです。

142 地域医療 健康福祉部
市立病院入院患者への
差別対応

昨年知り合いの８７歳の人が大腿骨骨折入院して、術後３週間位で七栗へ転院させたれ
た。一週間位あとに同年代の人が同じ骨折で入院したが、その人の身内に市立病院従事
者がいた。そのためか、一度も転院することなく退院した。転院させられた人は金額的に相
当出費も重なり、車も無いので不便な思いをした。病院従事者家族の優遇ならば大変憤り
を感じる。市として差別のない対応を望む。

142 地域医療 健康福祉部 お願い
・医療体制に不安。木曜日の午後、ほとんどの病院が休診になるのを改善してほしい。

142 地域医療 健康福祉部 地域医療と救急体制
市民病院の医師と医療の充実を希望する。また、急病時の隣接県との救急体制づくりも希
望する。

142 地域医療 健康福祉部 救急診察体制

曜日によって救急時の搬送病院が異なり、場合によっては上野方面の病院になることもあ
り、時間の経過による手遅れを心配する。名張市は大きな市民病院を有しており、救急時は
第一優先病院と位置付けて頂きたい。総合病院として市民が安心できる医療体制を強く要
望します。

142 地域医療 健康福祉部 医療
救急や病院の質（都会などの取り組み）

142 地域医療 健康福祉部
名張市立病院の医療の
充実を！

名張市立病院は救急病院、単なる応急処置病院との観念が医師、看護師にあり、病状や
治療に完全を期せず、当初から３週間を目処に退院させている。しかも、次の病院や治療
方法、投薬等の説明もなく、強制的な退院をさせており、医師、看護師のモラルも無い。た
ぶん、病院長の方針と思われる。市長は病院側の報告を鵜呑みにせず、実態を見るべきで
ある。大阪市内や奈良の大きな病院、三重大附属病院の医師や看護師の動きと比較しても
らいたい。いかに名張はのんびりしているかが分かる。
※たぶん、この意見も市長まで伝わらないと思う。

142 地域医療 健康福祉部 -
市民が安心して医療が受けられるよう、しっかりした市立病院に医療の充実。

142 地域医療 健康福祉部
高齢化社会と少子化を
のりこえる市政(国政）

・医療福祉の充実

142 地域医療 健康福祉部 ①老後と医療について

医療では、脳出血、動脈硬化など、命に差し障ることが突然起きないとは限らないと思いま
す。名張では受け入れ先がなく、たらい回しにされるとよく耳にします。今では病院の紹介
が無いと、大きな病院では受け入れてくれないとの事、市立病院があっても無駄では？

142 地域医療 健康福祉部 医療
救急で医療を必要とする時、病院の受け入れ体制が整っていないため、対応が不十分で
す。

142 地域医療 健康福祉部 ②医療不安と不満

②病院が非常に少なく、病院を選択できない。→病院、医者同士の競争が無いので、ダメ
な医者の淘汰がされず、質の悪い病院、医者が４割いる現状。→患者は我慢するしかな
い。（このループを直ちに正してもらいたい。）

142 地域医療 健康福祉部 医師の高齢化
市内の医療機関のお医者さんが高齢化していて、とても不安です。

142 地域医療 健康福祉部 名張看護学校について

名張看護学校は、入学生に対して、卒業生が少なすぎます。他校（他の看護学校）と比べ
て、異常ともいえる程です。皆、夢や希望、やる気をもって入学しているはずですが、どうし
てこのような事となるのでしょうか？一人に対し、３年間で税金が２～３００万円使われると聞
きますが、生徒を育てられない学校は無駄ではないですか？一度しっかりと調べてくださ
い。

142 地域医療 健康福祉部 地域医療について
日によって夜の急病患者を受け持つ病院が変わります。将来ここの地域で暮らしたいとは
思いません。大阪に家を持ち、名張はただ働く場所になると思います。

- 3 -



施策別自由意見内容（問23）

施策コード 施策 部局名 件名 意見内容

142 地域医療 健康福祉部 -
父が病気治療中です。毎月３～４万円の医療費がかかります（薬代、他いろいろ）。助成し
てもらえませんか。

142 地域医療 健康福祉部 ①地域医療の充実
①もっと安心して過ごせる医療体制を求める。

142 地域医療 健康福祉部 市立病院の利用
遠くまで行かなくても、名張市民はいつでも利用できるようにしてもらいたい。

142 地域医療 健康福祉部 救急医療について
高齢者（９０歳）が家にいる。深夜、救急車が必要となった時、何処へ搬送されるか不安であ
る。名張の救急車は、まずは名張市立病院へ搬送してほしい。

142 地域医療 健康福祉部 市民病院の在り方

市民病院が赤字経営であることは承知している。ただ、市民の生命を守る存在であることは
言うまでもない。「救急」の意義に重きを置いて、経営方針の転換と、運用の再検討を望む。
容易に黒字化することは難問であり、市予算から補助面を増し、「救急」体制の改善を図っ
てもらいたい。

142 地域医療 健康福祉部
医療、介護、福祉につい
て

名張に移り住み２５年が過ぎました。来た頃は買い物、病院等とっても不便でした。家内も
大阪に勤めていたので、夕食の買い物は大阪から仕事帰りに買って帰っていました。その
頃よりは便利になりました。私たちも退職してこれからますます医療介護が必要な年齢にな
り、かかりつけの医者はありますが、大きな手術となるとちょっと不安があります。名張市民病
院はできましたが、年老いた母が体調が思わしくなく市民病院に連れて行きましたが、結局
予約なしでしたので、お昼まで待たされました。どこの病院でも、見るからに具合の悪い人
は、先に診てくれるのですが・・・。安心してかかれる大きな充実した病院を望みます。

142 地域医療 健康福祉部 市立病院について。

名張市内に救急を受け入れられるはずの病院があるのに、伊賀市へ運ばれるような状況に
あるのは、行政の力のなさ以外に考えられない。早急に市立病院で受け入れてもらえるよう
何よりもまず行うべきである。

142 地域医療 健康福祉部
健康が損なわれた際、よ
りよい医療サービスを提
供する場所が少ない

開業医は多いが、提供している医療が古かったり、選択できる方法が少ない。また、医者や
その他の医療系従事者の連携がなく、より良いサービスを受けられない。

142 地域医療 健康福祉部 医療体制について

嫁の２度の入院と、以前からも思っていたことなんですが・・・市立病院から産婦人科が無く
なって女性に辛い医療環境になった事が残念でなりません。エコ・ゴミ整備も理解できます
が、取り組むべきは医療環境と思います。出産は個人病院頼み、女性特有の病気は他市･
県外扱い。重い治療を受けた病人が遠方通院する体力はありません。医師の確保に力を
入れない市に強い疑問を感じています。　嫁がお世話になった病院は、医療崩壊に近い状
態でした。真っ先に産婦人科がターゲットで、長年の閉鎖。近年、市長の努力で復活させ、
今では周産期母子センター、産婦人科も高水準に整え稼動しています。　市は、命に関わ
る医療こそ優先して取り組むべきと強く思います。人間、健康を保つべき心構えは必要で
す。しかし、人間は鉄人ではありません。体に何か起こったときに頼れる病院があってこそ、
市民を名張の地に住み続けていこうという気にさせるのではないかと私は思います。　市民
検診も理解しやすい案内へと改善が必要と感じます。近隣談話で「定員に入いれんかった
から、検診受けへんかった」とあちらこちらで耳にします。『定員制』と記す事で、受診判断に
混乱が生じているように思いました。市民全員が受けられないという声もよく聞かされます。
乳がん検診、受診率ワーストに名張市が入っていた事も頷けました。

142 地域医療 健康福祉部 救急医療対処について

毎月『広報なばり』を見ていつも思うのが、名張は名張、上野は上野でどうして対応しないの
でしょうか。救急当番が名張の、伊賀の槙山の方から名張市立病院へと搬送されているの
は遠すぎます。伊賀地域として見ないで、視野を広く持ち、最も近くでの対応が必要と思い
ます。名張から上野へ行くのにも、急いでも１５分がかかると思います。早急に変えてほしい
です。

142 地域医療 健康福祉部
①地域医療に不安があ
る

①一分一秒を争うときに、救急車の行き先がなかなか決まらない。決まったと思えば市外に
搬送される、そんな二次救急体制に不安を感じる。自分や家族が再びそういった目に遭っ
たらと考えると、健全な気持ちをとても保てない。小児医療の充実はとてもすばらしいと思う
が、医療従事者の不足を何とかしてほしいというのが素直なところである。

142 地域医療 健康福祉部 -
アスベストで時々しんどくなるのでそれが一番気がかりです。今は、奈良医大に通院してい
ますが、今もらっている薬を名張の病院で出していただけるようになると良いと思います。

142 地域医療 健康福祉部 病院
・総合病院が少ないので選べない。
・認知症専門医がいない。

142 地域医療 健康福祉部 医療について
救急体制や、（主人に持病があるので）助成などが充実していると安心できると思います。ま
た、土日に道が混んでいる事が多いので、その点が改善されると良いと思います。

142 地域医療 健康福祉部
救急で運ばれる病院が
まちまち

事故で伊賀市まで運ばれた事がある。

142 地域医療 健康福祉部 -
・名張の市民病院は色々と酷い目に遭ったので、自分の家族に何かあったら奈良まで行
く。

142 地域医療 健康福祉部 医療
・歯科医は非常に多いが、耳鼻科が少ないので不便。

142 地域医療 健康福祉部 医療体制
市立病院への市民の入院が可能にしてほしい。

142 地域医療 健康福祉部 医療の充実を希望する
-

142 地域医療 健康福祉部 ①医療

①名張市立病院の活性化を！･･･大津市民病院で、主人が首の手術を受けました。内容は
病室が広く、看護師、先生の思想は向上的で素晴らしい。日本有数の手術量をこなす先生
方が数人いらっしゃる。現在、名張市の医療体制では突然に体調が悪くなったら、生命は
諦めと主人とも諦めてます。

142 地域医療 健康福祉部
医療や福祉に大きな不
安を持っています。

・市立病院の充実（医師の専科、医療器具）・緊急医療の充実
「名張で病気になったら助かる命も助からない」･･･と皆で言っています。急病で救急車を呼
んでも、当番が名張でなければ、３０分もかけて伊賀まで運ばれたり、それ以上かけて、市
外県外へと運ばれたり・・・という恐ろしい状況！本当に不安です！

142 地域医療 健康福祉部 救急体制

今、救急は輪番制となっています。名張に住んでいても、上野の病院になったりします。そ
の逆もしかりです。病人がいると看護するものも大変です。近くの病院で治療するのが一番
だと思うので、輪番制ももっと検討してほしいですし、市立病院の体制、技術等も向上して
ほしいです。年老いた母を呼んで、介護しようと思っても、今ひとつ不安に思います。

142 地域医療 健康福祉部
救急医療体制が整って
いないと思う。

伊賀との持ち回りについてはいかがなものかと思う。救急車の役目を果たさないのでは？
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施策別自由意見内容（問23）

施策コード 施策 部局名 件名 意見内容

142 地域医療 健康福祉部
救急医療対応と紹介型
について

・かかりつけ医院は、２４時間（一日）のうち、１７時間は対応してくれる輪番制で、上野と聞く
と、苦しくても我慢を強いられる（帰る交通機関がない）。
・名張市立病院の救急診療について･･･救急車を呼ばず、タクシーや自家用車で駆けつけ
た時（電話で依頼しての来院）、救急車で運ばれた患者が先に対応され、何台も来ると、苦
しくてもなかなか処置をしてくれない。救急車をタクシー代わりに使わないようにと市の広報
に書いてあるから、できるだけ自分で駆けつけた結果が、後回しになる。
・かかりつけ医院では検査機械が無く、わざわざ紹介状だけを書いてもらいに行く時間、費
用を節約できる方法を考えてください。

142 地域医療 健康福祉部 健康

　健康面ですが、最近名張市立病院に入院しましたが、治療の腕以前の問題で、けが・病
気の説明が不十分且つ聞いても不親切。以前、子供が小児科に入院した際は、大変丁寧
な説明でしたので、その時々の医師や看護師に寄るのかもしれませんが・・・。不安です。

142 地域医療 健康福祉部 市立病院について

紹介型病院のため、急に体調が悪くなった場合に、救急車を呼ばないと診てもらえないの
で、高齢になった時に不安がある。自分で行っても、診てもらえる市立病院は他県にはある
ので、もう少し親切であってもいいと思う。

142 地域医療 健康福祉部 -
問８（2）（地域医療機関での、現在の医療体制について）・・・外部のことは解し兼ねます
故、身近的に判断して②（一応満足している）と致しました。

151 高齢者福祉 健康福祉部 介護について
今後、老人が増えて、介護を必要とする人が多くなると思うので、介護施設を充実してほし
い。

151 高齢者福祉 健康福祉部
高齢者の一人住まいに
ついて

地域や町内会または役所にて一日一回声かけ見回りやワンコインサービス（買い物付き添
いや病院付き添い）等、介護サービスを必要としてない要支援の人の手伝い。

151 高齢者福祉 健康福祉部 総合医療施設の充実
老後の買い物で、バスの本数が少なく不安。老人のバスの補助などがあればいいと思う。

151 高齢者福祉 健康福祉部 -
老齢化している将来、必要な福祉は整っているのか不安に思っている。年金生活で生きて
いけるようになっているのか。

151 高齢者福祉 健康福祉部 年金、介護

年金･･･もらえるだろうが、年金だけでは生活が厳しい。
介護･･･周りの方を見てても、介護施設の足りなさ、金額の高さを感じ、自分が年をとった時
の不安が募る。

151 高齢者福祉 健康福祉部 老後
施設などは入りにくい現状。何とかしてほしい。

151 高齢者福祉 健康福祉部 老後について
病院、老人施設等の充実

151 高齢者福祉 健康福祉部 老後の生活
単身になった場合の対応に不安感。

151 高齢者福祉 健康福祉部 -
高齢者のための健康づくり、地域医療

151 高齢者福祉 健康福祉部 老人問題
将来、独居老人が増加すると思いますので、サービスとともに、生死の確認等が必要となる
と思いますので、行政と自治会等の連携を密にして、町づくりをしていかなければならない
と思います。

151 高齢者福祉 健康福祉部 老人ホーム、市営住宅
年金生活者でも利用できるようになればよい。

151 高齢者福祉 健康福祉部 一人暮らし
一人暮らしを具体的に援助する方法を日常的に実行してほしい。　①食事　②病院　③日
常の生活（そうじ、電球替え、外出時）

151 高齢者福祉 健康福祉部
高齢者に対する取り組
みについて

全国的ではありますが、やはり高齢者に対する取り組み。
①健康に過ごすための予防的な取り組み
②一人暮らしの人達への声かけ、災害時の声かけ
③買い物に行けない、病院に行けない時、一時的にお助けして下さる連絡先があれば・・・
いろいろ細かい事で、どうしたらいいのか相談できる場所･人達の連絡がわかるパンフレット
のようなもの（買い物、病院、水道、雑草、ごみ。近所の困り事、犬、ネコ。白蟻、変な人がい
る、しつこい勧誘の人・・・等）『この様な困り事は、ここです』と具体的に。

151 高齢者福祉 健康福祉部 老後の生活について
・老後一人になって自由な生活ができるでしょうか。　・バス、病院、老人施設、コミュニティ

151 高齢者福祉 健康福祉部
高齢化の進む地域での
生活に不安

病気になった時の事、日々の買い物の事、地域の活動をやっていく人が減りつつある現状
等を思うと、今と変わらず生活をやっていけるか不安です。一人暮らしの人を見ていると、家
の中等々が荒れて健康な生活があまり送れていません。

151 高齢者福祉 健康福祉部 -
福祉、介護の不安。

151 高齢者福祉 健康福祉部
医療、福祉、介護設備
の拡充

桔梗が丘は、老人町、空き家の多い町であるため、充分にリハビリ提供できる介護施設の充
実が早急に望まれる。医療と介護を完全に切り離すのでなくて、医療と介護の中間に緊急
のリハビリが必要である。例えば、骨折して自宅介護（入院しないで）している場合、骨折が
治った途端にリハビリが必要とされるのに、自宅では必要性が分からないまま、運動不足で
急速に脚力が衰え、寝たきりになるケースが多い。その人に合った医療の方からのリハビリ
が必要である。介護の方からのリハビリでは集中性、強さや設備不足で、回復できず歩けな
くなるケースが多い。

151 高齢者福祉 健康福祉部
離れて暮らす老親につ
いて

急に介護と迫られることになった時、入れる施設はあるのか？親世代を仕事をしながら介護
できるのか心配です。

151 高齢者福祉 健康福祉部
①高齢者のための家庭
介護の支援
②介護施設の充実

①一人暮らしで足腰の不自由な者の食料や生活用品の買い物、家庭内の掃除（１週間に１
回）利用できる福祉体制を望みます。
②介護施設への入居の待機者が多いと聞きますが、入居して３ヶ月で他の施設に移転しな
ければならないという体制に疑問を感じます。

151 高齢者福祉 健康福祉部 高齢者
住み易い市町にしていただきたいです。

151 高齢者福祉 健康福祉部 福祉について
自分が動けなくなった時、福祉施設に現在の年金で入居できるか不安。

151 高齢者福祉 健康福祉部 -
・年金を将来もらえるか。
・坂が多い町なので、老後が不安。

151 高齢者福祉 健康福祉部 介護について

主人８３歳、妻７９歳、老々介護の日々、主人は認知症となり、デイサービスも受けています
が、行かない日は、ずっとつきっきりのお守りになります。夕方にはいりますと、主人よりこち
らの方が体が変になるような気がします。主人は施設に入るような人ではないので困りま
す。
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施策別自由意見内容（問23）

施策コード 施策 部局名 件名 意見内容

151 高齢者福祉 健康福祉部
低所得者でも安心の老
後を

サービス付き高齢者住宅視察の記事が先日のある新聞に載っていました。ずっと住みたい
名張市にするための参考になって欲しいです。
それは独自に家賃減免制度を作っているという市で、高齢者が住み慣れた地域で医療、介
護、住まい、生活支援サービスを一体で受けられる制度を目指す地域包括ケアシステムと
いうものです。それは鹿児島の日置市だそうです。一度研究してみてはどうでしょうか。

151 高齢者福祉 健康福祉部
高齢者にも住み易い環
境

私たち夫婦は、子供が小学校の時に、大阪から美旗に引越して来ました。当初は自然が多
く、子育てには最適な地と思いました。しかし、子供が成長してゆくにつれ、教育、医療、文
化、娯楽、就職等にとても不便な地であると感じるようになりました。子供たちは高校の時か
ら大阪に通い、就職、結婚して、現在夫婦二人になってしまいました。子供たちは私たちに
大阪に移るように言ってくれますが、できることなら、ここ美旗の地で生を終えたいと思いま
す。周辺では、空家が目立っています。亡くなった方もおられますが、施設等に入居された
り、子供さんのところに越しています。名張市は多くの団地がありますが、大半の方が大阪
(関西方面）からの人達だと思います(私たちのように名張を選び住人となった）。ここに来て
良かったと思いたいです。どうぞ高齢になっても住み易い環境づくりをお願いします。

151 高齢者福祉 健康福祉部 老後の不安

老人世帯のため、医療、福祉、介護の充実と援助に一番不安を持っています。出来得る限
り健康に気をつけ、夫婦で助け合って生活していきたいと思っていますが、不測の事態に
は援助の手が届く事を願ってやみません。現在正直申しまして、地域のいろんな活動に、
あまり興味もなく、参加するのは自治会の清掃くらいですが、市からの情報等に目を配り、
生活してゆきたいと思っています。

151 高齢者福祉 健康福祉部 老後について
夫婦二人の生活で、現在は平穏無事でも、突発的変化による精神的、身体的不自由につ
いて思う時がある。

151 高齢者福祉 健康福祉部
高齢化社会と少子化を
のりこえる市政(国政）

・高齢者が住み易い環境づくり

151 高齢者福祉 健康福祉部 ①老後と医療について

①老後グループホーム、介護施設等多くありますが、グループホームでは、年金生活者に
は高額で月約２０万ぐらい必要とのこと。また、介護施設では何百人待ちとかで、とても難し
いとよく聞きます。周りに本当に困ってる方達がたくさんいらっしゃいます。

151 高齢者福祉 健康福祉部
高齢者の福祉、介護の
充実

皆様の健康づくり推進を無理なく参加できるよう、活動方法をよろしく。

151 高齢者福祉 健康福祉部 地区の高齢化について
私は国津地域に住んでいるのですが、年々高齢化になってます。この先どうなっていくのか
少し不安です。

151 高齢者福祉 健康福祉部 -

・高齢者が増えてきている。日中、安心して集える場所が必要です。できればその場所で、
生産活動ができ、販売できれば、運営資金にもなると思います。お茶を飲んだり、マシーン
トレーニング等、スポーツジム的なものがあれば、若い人も集えるかもしれないです。

151 高齢者福祉 健康福祉部 老後について
年金で生活していけるのかが不安なので、今から６０歳以上の人が生活し易い環境を整え
てほしいです。

151 高齢者福祉 健康福祉部 -
親が老人になって自分が看られない場合の施設があるのか心配。

151 高齢者福祉 健康福祉部 -

野菜作りしながら健康に気を付け、ぼけないようにと思いながら、見たり聞いたりする事が好
きですので、講演などあれば、聞き見に出かけます。今のままで楽しく過ごしています。地
区の役員さん、皆さんも良くやって下さってますので、安心です。それに大勢の家族です
が、それぞれ皆助け合ってやってます。

151 高齢者福祉 健康福祉部 高齢化社会について

どの地域でも同じであるが、高齢化が進み、私の住む町内でも一人暮らしのお年寄りが増
えてきている。普段から近所づきあいをして頼り頼られる人間関係でありたいと思う。と共
に、若い世代が移り住みたいと思える町づくりをしていただきたいと思います。

151 高齢者福祉 健康福祉部
医療や福祉に大きな不
安を持っています。

・老人介護施設の充実

151 高齢者福祉 健康福祉部 -
・シニア達だけの初心者から教えてもらえるマージャンサークルを作ってください(頭の体
操、ボケ防止、仲間作りなどのために）。

151 高齢者福祉 健康福祉部 私たちの老後

あと５年すれば夫は定年。その頃には３人の子供たちも成人し、それぞれの道を歩んで行く
事でしょう。限られた夫の年金収入で二人生活していけるのか不安です。今は二人とも元気
でどちらかが病気になれば病院に連れて行くこともできます。が、いつまでも元気で車を運
転できるかわかりません。車を運転できないと生活するには不便な名張。特につつじが丘に
住んでいるので不便です。老後は便利な都市に引越したいと願っています。しかし資金が
十分あれば可能ですが、どうもまだアベノミクス効果が給料に反映されておらず、３人の子
育てで私たちの老後資金にまで余裕がありません。安心して老後生活できるように良い政
策お願いします。

151 高齢者福祉 健康福祉部 -

私は４０代の女性です。現在夫婦二人暮らしで、子供には恵まれませんでした。今後、自分
たちが高齢になり、働けなくなってからの将来に、すごく不安を感じます。少子高齢化が進
んでいく中で、３０年後の未来に私たちのような高齢者が生きて行ける場所があるのだろう
かと思います。今現在においても、子供たちを何人も産み育てていくには、親にとってとても
育て易い環境だとは言い難いと思います。これは名張市に限らず、日本全体の問題になり
ますが、市としてもできる事はもっとあるはずです。

152 障害者福祉 健康福祉部 障害者施設の充実
現在でも充実している方だと思うが、その維持と更なる充実を望む。

152 障害者福祉 健康福祉部 -
・福祉（身体障害者）に気が行きすぎではないでしょうか。

152 障害者福祉 健康福祉部 ③車椅子マークの悪用
　③車椅子マークの悪用・・・「車椅子マーク」は誰でも購入できる。これを悪用している市民
をよく見掛ける。このようなことが障害のある人に対する理解度を低迷させている。

152 障害者福祉 健康福祉部 -

・市内のバリアフリー化。まだまだ歩道も整っていなくて、障害者や老人が市内を歩くには
危険な所が多い。特に車椅子の方にとっては自分一人で出かけるには危険な所が多すぎ
る。市が経営している所でも、バリアフリーになっていないところが多い。身障者用トイレも狭
いところが多い。また、授乳スペースのある所も少ない。オストメイトや寝台のあるトイレを設
置してほしい。誰もが安心して外出できる市にしてください。

152 障害者福祉 健康福祉部
福祉、介護の充実につ
いて

知っているものだけが得をする状態。本当の意味で困っている者に目が届かない、置き去り
にされている状態。障害者にとって、優しくない町である。弱者に情報が行き届いていな
い、また、その努力もされていなうように思う。
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施策別自由意見内容（問23）

施策コード 施策 部局名 件名 意見内容

153 子育て・子ども支援 子ども部
保育園について、子育
てサークルについて

待機児童がとても多い。初めて保育園等を利用したいと思っているが、どうしてよいのかよく
判らない。ＨＰなどに詳しく載せてほしい。子育てサークル等があり、とても助かっているが、
月１回しかないところが多いので増やしてほしい。

153 子育て・子ども支援 子ども部
保育所のあり方につい
て改善を望みます。

問題と考える事例　・保育所の入所がし易いとは言えない。　・居住地に最も近い、あるいは
勤務地に最も近い保育所に入所できず、送り迎えの負担がまだまだある。　・二人兄弟や姉
妹が別々の保育所通っているという事例もあり、送り迎えの負担は更に増している。
子育て支援の充実のもっとも基本的な事のひとつと思います。

153 子育て・子ども支援 子ども部
医療費の助成について
～未来の宝を守る事～

先月、待望の第一子が生まれ、子供の医療や子育てに関する市の取り組みに接する事が
多くなりました。県内外に移り住んできた私が驚いたのは、子供手当ての希薄さです。任意
のワクチン接種がほぼ自己負担で行わなくてはいけないことや、他の助成についても、国の
宝である「子ども」のため、もう少し支援を充実させてもよいのではないでしょうか。大阪の
ベットタウンとして栄えた名張ですが、今は奈良に負けてしまっていると聞きます。土地の安
さだけではなく、名張に住みたい、名張から通いたいと思える環境づくりのひとつとして、
「子育てに優しい町」というようなキャッチフレーズのもと、街づくりにつなげて行くのも良いか
と思います。どこの地域も金太郎飴のような行政になっている昨今、未来に向けた投資をす
る勇気も大切なのではないでしょうか。

153 子育て・子ども支援 子ども部 街づくりについて
保育料は無料にする。

153 子育て・子ども支援 子ども部
名張市の少子化対策と
して

・子育て家庭に対し、割引が受けれるカードやクーポンの配布
・保育園、幼稚園などの施設のサービス強化
・子供の各イベント（出産、入学）などに祝い金などの進呈
・子供が集まれるコミュニティの拡大

153 子育て・子ども支援 子ども部 子育て支援
・高齢化が進む中、独身の人口が増加しているので、日本の将来が心配です。名張市の税
金から18歳の高校卒業まで、子育て支援の手当てを設けてほしい。

153 子育て・子ども支援 子ども部 子供の医療費

他の市町村では、中学卒業まで医療が無料のところがたくさんあります。そして、そういう所
は初診でも病院に払いません。現在の病院で一度支払い、後から『少し』市から振り込まれ
る制度はムダだと思います。

153 子育て・子ども支援 子ども部 子育て

・子供を遊ばせる場所を増やす（屋外、屋内）
・高校が少ない、児童が少ない。
・小児科がどこも納得できない。
・中学校を給食にしてほしい。
・安全の為の防犯カメラが欲しい。

153 子育て・子ども支援 子ども部 子供の医療

医療窓口で支払いをした後から口座振込は、あちこちに手数料が発生してムダ。個人でも
結局は一度支払いをしなくてはならず、給料が出てからにしようかとか、子供のことなのに先
延ばししてしまうので、市と病院でやりとりをするのが一番いいと思います。奈良県ではそう
なっています。できるはずです。

153 子育て・子ども支援 子ども部 子育ての環境について

・名張市で子供を産むとなると産婦人科がまず2箇所しかなく、あまり選択肢がないように思
います。
・働きながら保育所に預けると、保育料が高く、何のために働いているのか分からないで
す。もう少し、働く女性に対する補助やサービスの提供に今後、期待します。

153 子育て・子ども支援 子ども部 子育て
保育料が高すぎる。働いても、子供が多いと、その分保育料が高くなり、何のために働いて
いるのか分からない。

153 子育て・子ども支援 子ども部
子育て支援がもう少し充
実すべき

-

153 子育て・子ども支援 子ども部 子育てについて

以前、第２子を妊娠したとき、１ヶ月程入院することになり、上の子を一時的に保育園へ預け
ようと市役所へお願いしましたが、「全部の保育園で定員いっぱいで空きがない。しばらく
待ってほしい。」と言われました。家の事情で、一時的に保育園へ預けられる制度があるに
も拘らず、利用できなかったので、本当に困りました。職員の方は丁寧に対応いただき感謝
していますが、制度を利用できるよう改善していただきたいです。

153 子育て・子ども支援 子ども部 子育て支援

名張市も福祉医療で後でお金は帰ってきますが、他県などは、中学生まで医療費がかから
ない県などもあると聞きました。子供は月に何度か病気をしたりするし、名張市ももう少し子
供の医療費を見直してほしい。インフルエンザの予防接種費も、高齢者のみ補助だったり
するので、何とかしてほしい。

153 子育て・子ども支援 子ども部 いろいろあります

・子供の医療費、何故中学生もいるのでしょうか？
・すずらん小学校が数年後無くなると聞いてますが、子供の数がそんなに少ないのでしょう
か。すずらん台から小学校が無くなれば、若い人が来なくなり、どんどん廃れていくのでは
ないですか。名張で一番大きい運動場の事よりも、すずらん台に若い人が来てくれるような
名張にするほうがいいのでは？公園も最近新しくなってきてますが、小さい子が乗れるブラ
ンコ（ほか遊具）はありません。どれも小学生ぐらいの子供たちしか遊べないものばかりで、
希央台にある遊具（小さい子供用）とか、健康器具みたいなのとか、すずらん台に公園が９
個あるのが、おなじものばかりはいらないと思う。子育てし易いようにしてくれれば、子供も増
え、小学校がなくなる事もないのではないですか？

153 子育て・子ども支援 子ども部 -
名張市の人口増加を図るためにも、若者の定着のためにも、街コンや集団見合いなど、良
いかと思った。

153 子育て・子ども支援 子ども部 -
・名張市は大好きで住みよいですが、もっと福祉、子育てに支援してほしい。

153 子育て・子ども支援 子ども部 -
・旦那の給料に少しプラスしたくてパートに出たいが、パート位では小さい子供達を預かっ
てもらえないのが辛い。待機児童を解消してほしい。

153 子育て・子ども支援 子ども部
女性の社会復帰と幼保
制度について

現在、名張市では保育園の待機児童が多数おり、働く事を希望してもなかなか実現できな
いのが現状です。まず、待機児童を解消していただけますよう、行政にご尽力をお願いした
いです。また、保育園に入れず、幼稚園に一旦入園してしまうと、行事等で保護者が何度も
園に行かなければならず、ますます就業の機会を奪われているように感じます。幼稚園の
制度についても、このような点についてぜひご一考くださいますようお願いいたします。結
婚･出産で一度退職した女性の中にも、働いて自分のワークライフバランスを変えたいと望
んでおられる方が(私も含め)大勢います。まずは幼保の制度を今一度見直し、よりよい名張
市の未来像の実現に女性の力をお役立てくださいますようお願いいたします。
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施策別自由意見内容（問23）

施策コード 施策 部局名 件名 意見内容

153 子育て・子ども支援 子ども部 子育て支援

市役所の窓口は、いつも悲しい気持ちになって帰る事が多いです。対応の仕方や接し方、
言葉遣い等、相談に行っているのに、かえって悩みが増えます。職員さんも仕事でボラン
ティアでないのは承知しています。イライラした態度で話されると、こちらもいい気がしませ
ん。特に幼稚園室。待機児童を持つ親の身になって考えてください。みんな仕事を持って
いないと保育園に入れてもらえないのに、仕事に復帰したくても入園できないと働けませ
ん。職を失うと言うと、「仕方ないですね」と『笑われた』時には本当に失望しました。臨時職
員は誰でもなれますが、不適切な方は採用しないでください。他の職員も同じです。

153 子育て・子ども支援 子ども部 -

母子家庭のお子様が多い世の中、母子ともども教育することが大変のように思われます。私
などは、外から見ているだけですが、このようなアンケートを母子家庭の親御さんに向けて
書かせてあげてほしいです。とりあえずのところ何を一番必要としているか、など。

154 社会保障 健康福祉部 医療費と交通の便

この４月から改正され、以前から通知があったにも関わらず、『既に７０歳になっている方は
医療費１割据え置き』に、どうしても納得いきません。今後もこの様な理解できない医療制度
になるのは避けていきたいと思います。どう活動していけばこういった不安がなくなるのか判
らないことに不安に感じます。

154 社会保障 健康福祉部 年金での生活
家賃、ガス、電気　残り１日７００円の生活。

154 社会保障 健康福祉部 -
・税金、介護保険が高い。

154 社会保障 健康福祉部 年金
・遺族年金の見直し（制度的な事を含めて）
・支給条件の見直し

154 社会保障 健康福祉部 ②行政に望む事

②・外国人に生活保護支給は、生活保護法、日本国憲法に違反。撤廃を求めます。厚生
労働省は、外国人ばかり甘やかすな！と講義しています。日本人は餓死するまで放置し、
無視。外国人にはすぐさま生活保護費を支給。このような支給基準を正しいとする厚生労働
省は省庁として、公務員として、失格であり、到底まともだとは思えません。全国で１２００億
超える血税の無駄遣いです。それ以外の何物でもありません。この日本に寄生し、日本国
民の税金を吸血する外国人の生活保護、不正受給、違憲受給を今すぐに停止させることを
優先していただきたいと思います。あわせて、年金保険料免除取り消しも実行してください。

154 社会保障 健康福祉部 -
今の介護保険には不安があります。

154 社会保障 健康福祉部 -

・福祉は大切ですが、生活保護が適正に支給されているとは思えないことが問題ではない
かと思います。労働者や年金生活の方がつつましく生活し、保護されている方が安泰に過
ごせる(保障される）という不公平さに怒りさえ覚えます。

154 社会保障 健康福祉部 年金について

年金の目減りが一番のネックになり、且つ、国保や介護保険料が非常に高く、益々生活苦
を招く状態にあります。中堅世代は、保険料の掛け金は上がり、将来もらう年金額が非常に
少ないので、本当に可哀想で、老後がとても心配です。結婚をしないのも、生活に自信が
持てない理由だと思います。公務員の給料があまりにも高すぎるので中小企業の給料を
もっと上げていただきたい。

154 社会保障 健康福祉部
近い将来に対する生活
不安等

一人暮らしのため、近い将来に対する生活不安を常に持っています。私の現在の年齢、満
８０歳５ヶ月です。今の生活は、「生き甲斐」がありません。現政権のある政治屋（家）は言い
ました。「老人は早く死ぬのが国のため」。４０年間、社会のために、自分のために、一生懸
命働いてきました。結果この政治です。日本国民は、安倍総理が思っている程「バカ」では
ありません。「数は力なり」で「何でもあり」の考え方を捨てなさい。（一国民の声！）

154 社会保障 健康福祉部 年金について
少ない年金なので不安がいっぱいです。

154 社会保障 健康福祉部
私は生活保護から５年に
なります

家の１階は料理するだけで、過ごすのは主に２階です。階段が急なので２回も落ちました。
食事を作っては、２階まで１日１０～１５回上下します（トイレも下です）。そんな中、最近に
なってたまにクラクラよろける事がある。
※どこか、不便なところでも良し、住居がないかと思っている次第です。ご検討よろしく。

154 社会保障 健康福祉部 ①生活保護について

①本当に仕事に就けない人には必要だが、就かない人にはそのような制度は不要だと思
う。受給者の生活環境やその生活保護費がどのようなものに使われているか不透明な部分
が多すぎる。その辺のところは、行政としてどう思っているのか？きびしい審査をしているの
か？

154 社会保障 健康福祉部 福祉、介護
・健康保険料の利便性

154 社会保障 健康福祉部 いろいろあります

・生活保護受けて、タダで病院行ってる人がバス旅行当たって、毛皮のコートをローン組ん
でるのを見ました。きちんとチェックしてください。高い保険料払っても、なかなか病院も行け
ないのに、すごーく腹が立ちます。税を無駄にしすぎです。

154 社会保障 健康福祉部 年金の支給額
税金など、未払い額が増えてしまうことは仕方の無いことだと思うが、自分たちが将来しっか
りとお金を受け取ることができるのか。生活がどこまで保障されていくのか。

154 社会保障 健康福祉部
老後の生活が不安で
す。

年金はいくつから貰えるのか、税金も上がる一方で、本当に生活していけるのか、老後が心
配です。働いているうちはどうにかなりますが、体が弱ってしまったら･･･と考えたりしていると
不安でしようがないです。

155 雇用 産業部 就業、雇用

現在、親と同居していますが、離婚して名張へ帰ってきました。その時、あまりにも働く場所
が少なくびっくりしました。母子家庭でも安心して働ける場所が多くあればと思います。働き
ながらスキルアップできるような機会を市の方でもっと増やしてもらえれば（ハローワークなど
で）、就職活動に役立つのではと思います。

155 雇用 産業部 障害者雇用について
名張市の福祉政策は他市より進んでいるが、障害者雇用については不十分である。あらゆ
る障害を想定した雇用が保障されるよう、市全体の問題として取り組んでいってほしい。

155 雇用 産業部
定年後の就職の斡旋の
充実

-

155 雇用 産業部 -

私は、夫を早くに亡くして、他県で長く就労してきて、最近名張に落ち着きました。古里でも
ある所、でも若い人たちが働く事業所が少なく思います。名張は、関西、中京へと流れて、
地元で就労するところがないと言ってもよい程、魅力ある楽しく安心して働く場が少ないと
思っています。

155 雇用 産業部 -
・年金生活までの働くところが少ない。

155 雇用 産業部 ①労働環境
①・若者が働く環境が整っていない。企業が少なく、働ける場があまりにも少ない。　・名張
市内には諦めて大阪等に流出していく事になってしまう。　・企業誘致に取り組むべきで
は？
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施策別自由意見内容（問23）

施策コード 施策 部局名 件名 意見内容

155 雇用 産業部 働く場所
大阪勤務を終了（６０歳以後）したあとの働く場所が名張周辺に少ない。まだ働こうと思うと結
局遠い勤務の大阪で探す事になる。

155 雇用 産業部 ①会社
①大手企業に来てもらうようにしてほしい。

155 雇用 産業部 ②市民による清掃

②市民による清掃・・・公園の清掃などに対して、市から自治会に金銭的な援助を行って、
一般市民が清掃しているが、この様な仕事こそ、市はシルバー人材センターなどを使って
(直接支払い）高齢者の労働の場を作り出すべき。

155 雇用 産業部

①ワースト完全失業率ラ
ンキングでは、全国１９３
０地域中８８１位。三重県
内で２９地域中４位で
す。

①働き口がなかなか見つからない。求人内容に が多く、社会保障にも入れてもらえませ
ん。これでは老後の蓄えが出来ないです。求人誌に嘘を書く事業所、条件を盛る事業所に
罰則規定（法的手段で規制をかけてほしい）を盛り込んでほしいです。悪質極まりないで
す。

155 雇用 産業部
若者に魅力ある職場作
り

名張市は若者に魅力ある職場が少ない。学校を卒業すれば市外に就職し名張から離れて
いく若者が多いので、高齢化が早く進む。是非とも名張に魅力ある職場作りを進めてほし
い。また、大阪圏への通勤時間短縮等の利便性も考えてほしい。

155 雇用 産業部
子育てママの雇用につ
いて

子育てママの働ける場所をもっとたくさん増やしてほしい。

155 雇用 産業部 -

現在、私の家の周りの方はほとんどが定年をむかえられ、平均７０歳前後だと思われます。
あと４，５年もすれば自治会活動などができるのか不安です。子供たちが就職、進学などに
より名張を離れたことによるものだと想像できます。市内近郊に働く場があれば、子供たちが
出ていくのも防げたのではないでしょうか。

155 雇用 産業部 -
少子化に伴う高齢化(年寄り）の職場を設ける。

155 雇用 産業部 雇用の確保
60歳、65歳になっても働ける仕事がある方がいい。

155 雇用 産業部 60歳以上の仕事
・今年60歳になり、大阪通勤が苦痛になってきている。地元就職ができるか不安。具体的な
資料で準備対応をしたい。

155 雇用 産業部 仕事。子育て。

三世代世帯で住んでいますが、夫は働いておらず、嫁も働いておらず、私と息子のみが働
いているので、お金に対する不安がかなりあります。子供が少なくなっているが、子育て世
代が孤立しやすい。

155 雇用 産業部 勤務先
契約社員、正社員採用を増やしてほしい。

155 雇用 産業部 就職

若者が普通に結婚できて、子供を産める環境にならなければ、将来日本は終わりです。目
先のことしか考えない政治で、若者はかわいそうです。派遣法を取りやめるだけで（正社
員）、将来は変わると思います。

155 雇用 産業部 産業の誘致
若い青年の働く企業がない。

155 雇用 産業部
身障者なので仕事が無
い

身障だと言わず仕事に行ってもすぐダメだし、身障者だと言ったらダメだと言われる。

155 雇用 産業部
高齢者（６０～７５歳）を
活用する場を確保する

６０歳で定年退職した人の多くが、仕事がない。健康で、多くの経験をした、能力を持った
人材がほとんど活用されていないと思う。今後、ますます高齢化が進む中、高齢者の活用
が市全体の活性化につながると思う。健康で長生きできる、また、文化と教育を充実させ、
日本でもっとも住み易い街づくりに取り組んで欲しい。

155 雇用 産業部
安定した収入と職場を願
う

現在、私は派遣労働者です。妻とは離婚していますが、高校生の子供が一人おり、他県で
寮生活をしながら野球部で頑張っています。私が得た収入の殆どが子供への仕送りに消え
てしまいます。年金生活の両親と同居しておりますが、両親も余裕のない生活なので、自分
の食費や光熱費の半分でも足してあげたいと思うのですが、低収入もさることながら、いつ
も仕事の切れるのを心配しながらの日常です。安定した働き場所があったら、もっと住み良
い町になると思うのですが。

155 雇用 産業部
高齢者の仕事を増やし
て欲しい

名張市内にもっと高齢者が働ける職場を増やして欲しい。

155 雇用 産業部 -

・労働賃金が安いのに、物価が高い点も気になります。今のままでは、みんな労働賃金が
良く、物価が安い大阪とかに出て行ってしまって、名張も将来は、老人ばかりの街になって
しまうと思います。もっと若い人達も住み易い街にしてほしいです。

155 雇用 産業部
高齢化社会と少子化を
のりこえる市政(国政）

・若者が地元で働ける職場づくり（雇用と人口維持）
・働きながら子育てできる地域づくり

155 雇用 産業部 介護
介護しているため退職したが、最終就職先が名張市内になかった。介護退職は、これから
名張でも増える。介護しながらでも働ける場が必要。

155 雇用 産業部 ②雇用促進
②もっと働ける場を増やしてほしい。

155 雇用 産業部 -
多くの若者が出て行かなくても働けるようにもっと大きな工場ができるように考えてやってほ
しい。

155 雇用 産業部 ①仕事の場所
①仕事場所、名張市内少ないと思う。

155 雇用 産業部 就労

市の職員は育児や出産に対する休業や時短勤務などの制度が整っており、実際に利用す
る事もできるが、民間企業では書面上は記述されてあったとしても、実際に利用する事がで
きない場合が多い。特に時短勤務などは実際には制度が整っておらず、正職員を捨てて
パートにならざるを得ない状態が多い。市が介入して実際に施行されているか、施行できる
状態にあるのか･･･を指導していってほしい。

155 雇用 産業部 若者にも魅力ある市に
大企業の誘致を進め、若者たちが名張市に就職して、定住できるように勧めていただきた
い。

155 雇用 産業部 経済

私は結婚後、名張に居住していますが、就職先の選択肢が少なすぎると感じました。今、政
府には女性の活躍を望み、色々な策を考えているようです。今後、名張も何か策を考えて
ほしいと思います。市内企業が少ないのなら、大阪や奈良へ通勤する場合の特急料金を無
くし、特急に乗車できれば楽に通うことでき、大阪へ勤め、名張での住宅購入促進に繋がる
と考えます。

211 環境保全 生活環境部 ②緑地について
②緑地などの雑草の放置がひどい。自治会等で清掃作業は行っているが、限度があるの
で、市の環境整備を強化してほしい。

- 9 -



施策別自由意見内容（問23）

施策コード 施策 部局名 件名 意見内容

211 環境保全 生活環境部
地域の美化、全国に誇
れる美しい市としての存
在感

不要な看板類の撤去･･･○○宣言等、無意味な市の看板は不要です。美観を損ねる。民
間の看板は目をつぶるとして、しかし規則は必要。特産物も無く、歴史上の有名人もいな
い。ほとんどの市がそうですが、市が存在感を出すにはどうすべきなのか。
①まずは道路整備。清潔な道路(市内すべて）　②ごみゼロの市を目指す　③ごみ分別の
徹底　④ごみ袋。現在有償を無償にする（全国にアピールできる）
※不法投棄はなぜ起きるのかを根本的に考えていただきたい。『不法投棄監視中』『犬の
糞やめて』の看板、見苦しい！小中高生のごみ収集の推進！（世代交代による意識の変革
に期待。）
※あれもこれもの施策は結局つかみどころの無い、個性の無い行政になる。『あそこの市は
ごみひとつ落ちていない』がＰＲにならないか。「清潔な街」はアピールできると思う。

211 環境保全 生活環境部 河川･水路の美化

毎朝ウォーキングをしていて、鴨や野鳥がいる川や水路を見かけるが、あまりにも汚く、これ
を美化するためのしくみを構築すればと思っています。たとえば、
①ボランティア･･･毎月１回、川や水路の場所を決めて実施。弁当、お茶くらいを支給。　②
老人の働き場･･･ボランティアと同様の考え方で実施。弁当･お茶。日給５０００円位支給。
など、仕組みをつくり、美化に取り組めばと思います。

211 環境保全 生活環境部 街路樹について

桔梗が丘五番町のバス通り（鳴滝池付近）の街路樹の枝が伸びて信号が見えにくくなって
いるところがあります。暑くなれば木陰も貴重でしょうが、虫も多くつくので、剪定と消毒をし
てもらえればと思います。御一考ください。（注：人体に害の無い程度に）

211 環境保全 生活環境部
②バス停の景観につい
て

②高専（近大）の最寄りのバス停の景観を何とかしてほしい。ゴミ箱からあふれるほどゴミを
捨ててしまっては、ゴミ箱の意味がないと思う。ゴミが散乱している状態を、春日丘からつつ
じが丘小学校へ通学している小学生が毎日目にするのかと思うと心苦しい。何より私が嫌な
気分になる。ゴミ箱の撤去、もしくは山にゴミは捨てていかないという精神を叩き込むよう促
してほしい。

211 環境保全 生活環境部
草刈などの環境整備等
意識付け（特に若い人
達）

・草が伸び放題で荒れていくのを見てもそのままになっているところが増えてきています。荒
れた町にしないことはとても大きな課題です。

211 環境保全 生活環境部
きれいな町づくりのため
に

ゴミやタバコ等が落ちている。最近ですが、なるべくそういうのを見つけたら拾うようにしてい
ます（毎回とはいきませんが）。現在はボランティア袋を(家族共々）頂いたので、それに集め
ていますが、頂く前は家に持って帰るのもと思ったりして、拾うのをためらったり、諦めたりし
ていました。同じような理由で、ゴミを拾おうという気持ちがあっても、できない人もいるかもし
れません。なので、もっとゴミなどを拾い易くなるような対策があったらいいなと思います（い
ろいろな問題もあると思いますが）。例えば、一度ボランティアに参加する。→そこで登録を
してカードみたいなものを発行する。→カードを持っていると特定の場所でボランティア袋
等（それに代わる何か）をもらうことができるとか。
どこでもあるでしょうが、動物のフン等、マナーが悪い（動物は飼っていません）。小さな子供
たちが触ったりすると衛生的に良くないので不安です。

211 環境保全 生活環境部
名張市内幹線道路等の
美化

他市町村へ行けば、町の美化が羨ましい。名張は本当に汚い。他市からの人に恥ずかしい
位。農村地帯の道路環境の力入れも良し、でも旧町内の隅々まで一応ゆっくりと見廻り、予
算の都合もあると思うが、もっと力を入れて検討するのも必要最大限であります。

212 自然環境 産業部 地域開発について

ここに引越して来た当時はまだ家の周りにホタルがいました。道路等ができてきて、もう見れ
なくなりました。自分は外資系に勤めていて『幸せになるんだ＝金持ち』の国民をいやという
程見てきました。もちろん最低限の生活は必要なのでそうすべきだと思います。東京の規模
にはかないませんが、生活は充分じゃないですか？英語を話す人が少ないのは不安です
が、農業・林業・産業(川)をしていてちょっとインテリで「世の中をよう知ってるな」と思わせる
人材を作るほうが大切だと思います。自然環境と人間作りに力を入れてほしいです。企業
誘致して所得が馬鹿ほど増えたにも関わらず、汚れた川の街、サイフは万札、住める街？
バイクツーリングしていますが、所々手付かずの所がありますが、自然保護と開発のバラン
ス（非常に難しいと思いますが）をとってください。

212 自然環境 産業部 河川公園
河川の整備状況が悪く、釣り人のみにしか河川が活用されていない。下流域から水源代を
徴収しているはず。河川整備を進めよう。国交省にも要請すべきである。

212 自然環境 産業部
高齢化社会と少子化を
のりこえる市政(国政）

・自然環境と農林業の推進(全国から注目される特徴あるもの・・・林業とエネルギー、有機
野菜や無農薬野菜など）

212 自然環境 産業部 生活環境について
杉花粉が多く、年が増すごとに目がかゆくなったりしてます。楽しみの家庭菜園も野生猿や
鹿･猪に悩まされています。

221 省資源・省エネルギー 生活環境部 -
・太陽光パネルの補助金制度を早く進めて、電力の削減対策を図るべき。

222 ごみの減量化とリサイクル 生活環境部
①ごみの処理について

①ごみの分別化は進んでいるが、カラスやネコの被害が多く、地域の理解が少ないため、
放置されている事が多い。収集車を増やす事によって、地域環境の改善を進めて欲しい。

222 ごみの減量化とリサイクル 生活環境部 ゴミ袋
ゴミ袋、安くしてください。

222 ごみの減量化とリサイクル 生活環境部 ごみの出し方について

高齢化に伴い、今後一人暮らしの男性が増加することが予想されますが、男性はごみ出し
の仕方がよくわからずに慣れていないため、「ごみ屋敷」になる可能性が大きいと思ってい
ます。「ごみ屋敷」が増える事のないような対策をお願いします。

222 ごみの減量化とリサイクル 生活環境部 ①ゴミ袋
①ゴミ袋・・・近隣自治体と比較して高額である。

222 ごみの減量化とリサイクル 生活環境部 ゴミ袋を安くしてほしい。
高すぎる。他に変わりたい。大阪に帰るつもり。４５L袋を100円くらいにしてほしい。こんなこ
となら伊賀市の方が良かった。このままだとガソリンも高い。

222 ごみの減量化とリサイクル 生活環境部
名張指定ゴミ袋につい
て

伊賀市、四日市に比べると高いと思います。細かいことかもしれませんが、１０円１００円を節
約して生活している人はたくさんいます。

222 ごみの減量化とリサイクル 生活環境部 -
粗大ゴミの収集を始めてください。

222 ごみの減量化とリサイクル 生活環境部 お願い

・カラスの被害が多いので、駆除してほしい。もしくは、ゴミのかごを市から用意してほしい。
・雑草や木の枝は燃えるゴミとは別に回収してほしい。処理が大変なので、庭をコンクリート
で固めてしまいたくなる。街の緑化を考えるなら、せめて秋だけでも別に回収してほしい。

222 ごみの減量化とリサイクル 生活環境部 -
・ゴミ袋は値下げになったが、まだ高すぎる。燃やさないゴミ袋を無料にしてほしい。

222 ごみの減量化とリサイクル 生活環境部
ゴミ袋の値段について
ほか

ゴミ袋の値段が高い。大雪の日や次の日にゴミを回収してくれない。ゴミ捨て場所（ステー
ション）を設置してほしい。

222 ごみの減量化とリサイクル 生活環境部 ゴミ袋
名張市のゴミ袋が高いので、安くしてほしい。
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施策別自由意見内容（問23）

施策コード 施策 部局名 件名 意見内容

222 ごみの減量化とリサイクル 生活環境部
市民税等の使い方につ
いて

地区によってゴミ回収が戸別の所もあります。市民税は平等に使ってほしいと思います。全
戸戸別回収が無理なら、全てのゴミ収集はステーションに変えるべきと思います。問題に
なった時、戸別回収の地区の反対があり、そのまま有耶無耶になったまま今に至っていると
思われます。もう一度、名張市ゴミ回収を統一していただきたいと思います。

222 ごみの減量化とリサイクル 生活環境部
名張市のゴミの分け方･
出し方

名張市のゴミの分け方･出し方の表は、大雑把で分かりにくい。もっと細かくて分かり易いも
のにしてほしい。他市から引越して来た者には、結局問い合わせで聞かないといけなくな
る。他市みたいに『５０音順分別早見表』を作成してほしい。例えば、折れてしまったスプー
ン、カッター刃先。『不燃』なのか、『不燃金属類』にあたるのか、市によって違うのだから、
ちょっとした細かい部分が素人の判断では分からない。それを毎回問い合わせして下さいと
言われればそれまでなのですが・・・。

222 ごみの減量化とリサイクル 生活環境部 ゴミ袋の収益額と使い道
-

222 ごみの減量化とリサイクル 生活環境部
②広報に入るゴミのカレ
ンダーについて

②広報を毎回確認しているつもりでも、ついつい見過ごしてしまうことがあるのと、切り替え
の2週間前は少し早すぎる気がする。もう少し分かり易く考えていただきたい。

231 農村環境整備 産業部 田畑の扱いについて

田畑が商業施設や集合住宅に変わりすぎて残念です。田畑を維持しようと思うと、税金など
の金銭的な諸々の問題に労働力不足など、課題がたくさんあると思いますが、消費者は地
元のものが食べたいと思います。田畑、緑がたくさんある名張がいいです。ボランティア・ア
ルバイトなど、積極的に取り入れるのはどうでしょうか。

231 農村環境整備 産業部 -
足腰が痛くて地域づくり活動ができないが、野菜作りをしております。作物を猿等に採られ
るので、作りながら買っている始末。なんとかお願いいたします。

231 農村環境整備 産業部 食について

アピタ（愛知）、近鉄百貨店(大阪）、オークワ（和歌山）、イオン(四日市）それぞれに特徴が
あって、様々な食材を手に入れる事ができます。他県から嫁いできた私には少々使い勝手
が悪く感じていました。なぜか、とれたて名張館ができた事で概ね満足できました。とれたて
名張館での鮮魚が月２回なのが少し残念です。

231 農村環境整備 産業部 -
・もっと農産物を利用した商品開発がほしい。

231 農村環境整備 産業部

①名張の湯の前の店に
ついて
②赤目の温泉地が健康
とコラボした催しをすれ
ば活性化するのでは

地産地消で名張の物が売ってありよいのですが、もう少し対象を広げて、海産物もあれば助
かる。先日、鹿児島の知人に荷物を送ろうと伺いましたが、良く考えたら、名張のお土産っ
てあまりないなーと思いました。なので、なまものは無理としても、ひじきやわかめ、うどんに
入れるおぼろ昆布など、三重県産の物が置いてあれば、お互いに引き立て合ってよいのに
～と思いました。
ところで、へこきまんじゅうがおいしいです。もう少し100円位でお求めやすかったらうれしい
ですが。赤目の四十八滝まで買いに行くのが大変で、たまにスーパーで売ってるとラッキー
と思うのですが、名張の湯にもあればうれしいです。

231 農村環境整備 産業部 -
・林業(間伐の利用）、農業(野菜、柑橘類等の栽培および直売施設の拡充）
・鮎、あまご、しし肉、鹿肉等の利用（需要）施設および宣伝ＰＲ

231 農村環境整備 産業部
農地の有効利用につい
て

名張の周辺部の稲作を中心とする農地は高齢化もあり、次世代への接続ができず、荒地と
なっている場所も多数出てきています。里山の崩壊は、治水や環境に留まらず、農作業と
は全く関係ない人にも重大なマイナスを与える可能性があります。農地のあとも太陽光発電
を作ろうといった取り組みも、目先の事であり、問題の解決になっていません。また、地主が
公と役に反する事も出てきており、安全すら失うような事も起きています。里山保全について
の方向性を行政でも考えてほしい。

231 農村環境整備 産業部
山間地の休耕田が増え
つつあること

持ち主が高齢化しつつあることで、農作業離れにあることや、鹿･猪・猿など野生動物が増
えつつあることでの現象と思われるが、自治体の方で、それなりの対策を立て、管理するな
どして、一般市民に利用してもらうなどして有効活用できないものかといつも思っている。私
自身、５人ほどで休耕田をお借りして、野菜作りを楽しんでいる。時々野生動物に荒らされ
ることがありますが。

231 農村環境整備 産業部 田畑の耕作について
今では体も何とか動くので作業をしていますが、この先々に不安を持っています。市でも考
えていただきたいと思います。

231 農村環境整備 産業部
第一次産業の見直しな
ど

地産地消が盛んですが、休耕田も多く、もっと一次産業が魅力のあるものになればよいと思
います。農薬や機械の見直し、体を動かして働く事で健康長寿に繋がるような、一次産業が
何故あるのか、その大事な意義について市民が理解を深めなければいけないと思います。
村や町の人々のつながりについても、過疎になっているところは、その理由を解明し、制度
の見直し、伝統の継承など良い所を伸ばして、生きる基本を大事にすべきだと思います。Ｉ
Ｔ文明も大事、資本主義経済も大事ですが、人と人との繋がり、心の成熟がもっと必要なの
ではないでしょうか。自然界や社会での人の生きる意味を深く理解すべきだと思います。

231 農村環境整備 産業部 ②土地改良
②小波田川の土流圃場整備が行われ喜んではいるが、井堰等の整備が十分にされてな
く、上出地区へ土地改良の関係者に見ていただき善処されたい。

232 森林環境整備 産業部 森林環境が悪い
特に間伐作業ができていない。補助金を多く予算してほしい。

311 土地利用 都市整備部 土地の境界線について
田畑の耕作者が公道を削り取ってしまうので、区画整備等の充実を図ってほしい。

312 都市環境 都市整備部 -

豊かな自然ときれいな水の町のイメージが、町の中心部からはどんどん失われていると思
う。旧町の町づくりには特に整備の際、色彩や材質に留意してほしい。護岸工事に市は要
望を出せないのでしょうか？古い町並みの美しさを取り戻してほしいと思う。ボランティアに
よるガーデニング事業は感謝しています。季節ごとに楽しませていただいています。中央公
園のお花見に、けばけばしい雪洞や屋台はいらないと思っている市民は回りには何人かい
ます（これは余分かもしれませんが）。

312 都市環境 都市整備部 -
・５番町の街路樹を何とかしてほしい。おばけのような木。花水木でも植えてほしい。大阪の
寝屋川の街路樹が花水木でとてもきれいです。

312 都市環境 都市整備部
③環境の対策と対応に
ついて

名張駅前のキャバクラは名張の質を落としています。対策希望。

312 都市環境 都市整備部 都市計画について

開発が市域に散在していて、コアな地域が不明なため、居住者や観光者にとって、魅力が
乏しい街である。例えば、伊賀市の上野地区のような駅前･銀座街のような中心が必要と考
える。病院や学校が地域の周辺の山の上に点として設置されており、面の発展が阻害され
ている。今後は、希央台地区を中心に、市外からも人を呼べる魅力的な街づくりが望まれ
る。近くでは、松阪のベルファームなど参考にされてはいかがでしょうか。
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施策別自由意見内容（問23）

施策コード 施策 部局名 件名 意見内容

312 都市環境 都市整備部
これからの町づくりにつ
いて

名張は自然と文化に恵まれているにも拘らず、知名度が低くてそれらが活かされておらず
もったいないです。ちなみに私たち団塊の世代は定年を機に、たっぷりの時間と好奇心、
少々のおこずかいがあります。例えば、最近の行動として書き留めました（一部ですが）。
３月＝アベノハルカスから天王寺界隈散歩・広島の宮島（桜）・津のかざはやの里（梅）・長
浜(梅）　４月＝なばなの里（チューリップ・芝ざくら）・かざはやの里（藤）・室生寺(ボタン）・モ
クモク（イチゴ）　５月から６月は、堺(つつじ）や柳生の里（花しょうぶ）、大阪舞島（ゆり園）へ
お花見に行きます。いつ、どこへ行っても中高年の夫婦・グループで賑わっています。例え
ば、美旗地区は平坦で古墳もあり、ウォーキングにぴったりですが、歩いてもあまり楽しくあ
りません。何故？　目玉になる花があったり、何か特徴があれば人は集まります。ボランティ
アの需要（生き甲斐）・お店（雇用）がうまれます。
私たちは近所と人といっしょに定期的に橿原の「まほろばキッチン」にお買い物に行きます。
ワクワクを求めて。
　最後に、私たち自身は病院や文化、娯楽施設が充実している大阪かその近郊に戻りたい
希望がありますが、息子夫婦と小さい孫たちが住むこの名張の将来が気がかりです。ぜひ
「理想郷プラン」を充実して、若い人たちが住み続けたいと思う町にしていただきたく思って
います。

313 市街地整備 都市整備部 将来について
旧町内について非常に町並みがさみしい思いがする。もう少し考えてほしい。

313 市街地整備 都市整備部 希央台の開発

希央台が発展してきてるようですが、安アパートばかり沢山建って、生涯の生活ができるよう
な環境の良い住宅街が無いのがもったいない。あれば買うことも考えたのに。マンションな
ども建てばいいのにと思いました。名張の駅前だから、もっと魅力的な町になればいいのに
と思います。

313 市街地整備 都市整備部
問１０（新しい市街地の
魅力）について

交通の便も悪く、高齢者でもあり、たまにバスで素通りする程度の町に、魅力あるか無いか
判らない。

313 市街地整備 都市整備部 ②買い物

②名張駅前の商店に寄ってみたいのに、駐車スペースも無く、その間にお店がなくなって
いく。映画館も無い。駅のロータリーも小さく、中途半端な大きさで、渋滞の原因である。大
規模な駅前開発を希望。

313 市街地整備 都市整備部 ①人口増加の提案

①希央台方面は近代的住宅街を進め、丸之内方面は古民家の景観が大変良い所がある
（小川に菖蒲を浮かべてらっしゃるお宅等）ので、維持・推進し、観光客や移住者を呼び込
むなどを強く提案したいです。銭湯(去年あたりに閉まった）は、外観をそのままに中身をカ
フェ屋にするなど、都会人が”求めるモノ”を理解し、まだまだ未発展な名張をうまく個性ある
街に変えてもらいたいです。（ただのよくある都市化では、その他に埋もれるので意味が無
い）。

314 水と緑のまちづくり 都市整備部 -
・市役所前でも公園でもいいので、夏に子供たちが遊べる噴水があったらと思います。

314 水と緑のまちづくり 都市整備部 公園名称について
公園の名称が号数表示になっていますが、馴染めないので、具体的な名称にしてほしい。

314 水と緑のまちづくり 都市整備部 中央公園の森
今、桜の木は植えてあり、花が咲くのは楽しみではありますが、もう少し手を加え、幼子やお
年寄りが楽しめるよう、滑り台（アスレチック用地等）を設置しては？

314 水と緑のまちづくり 都市整備部 環境
・公園が少ない・・・自然を活かしていない。

314 水と緑のまちづくり 都市整備部
子供が住み易い環境づ
くり、公園等

-

314 水と緑のまちづくり 都市整備部 名張市内公園の取組案

①名張市の公園(中央夏見）は、スポーツが中心である。一般者が一日散歩などできる場所
としての所がない。　②松阪市には、一日中家族(子供,大人共に）遊べる農道公園(ベル
ファーム)があります。名張市もスポーツも良いが、子供大人共に遊べる公園があってもよい
と思う。

314 水と緑のまちづくり 都市整備部 -

・もう少し公園を増やして、犬がゆっくり散歩できて、子供たちがワイワイと遊べる場所を作る
べきだと思います。その場所の周辺に、たくさんの木々や花を植える事によって、その木々
にたくさんの野生の鳥なども体を休める場所ができるように思います。（たまに自宅のベラン
ダが鳥の糞だらけの時があるからです）

314 水と緑のまちづくり 都市整備部 -

・伊賀市のような大きな公園を作ってください。その中には、外に出るきっかけ（散歩道、お
花畑、ドッグランなどの設備）ができて、友人を作ったり、車椅子での外出もでき、夫婦で出
かける人達もいると思います。駐車場もほしいですね。一度他県の公園を見る事も勉強に
なると思いますよ。

321 防災 企画財政部危機管理担当・災害
・台風などで雨が多くなると、名張川が溢れるか溢れないかくらいのギリギリな水量になって
いるのをよく見かけるので、川の近くの家の人は危機を感じているのではないかと思いま
す。

321 防災 企画財政部危機管理担当大地震等の備え
①防災のマニュアル作成　②飲料水と食料の備蓄　③毛布等の備蓄　④火災等の対応マ
ニュアル作成

321 防災 企画財政部危機管理担当-
大きな災害が起きた時など、幹線交通網が遮断され、市全体が孤立してしまう可能性はな
いでしょうか。

321 防災 企画財政部危機管理担当
住んでいるところは山林
に囲まれて災害が怖い

家の裏山は手入れもされず、放置のままです。台風や大雪、大雨など、崩れて堕ちてきそう
で毎日不安です。個人の持ち物という理由で何十年も放置され続け、森林が家を潰すま
で、見て見ない振り・・・。国も市も、行政は『事』が起きてからしか対応してくれないのが現実
です。アンケートに協力していますが、なんの希望も持てません。

322 消防・救急 消防本部 病気について

現在６４歳です。去年、主人がクモ膜下出血で倒れました。これからだんだんと歳を取って
いきます。それに並行して病気も多くなると思います。やはり安心できるように救急救助体制
を充実してほしいです。

322 消防・救急 消防本部 -
問６(13)（救急救助体制）・・・私事乍ら、昨年７月に家の中で転び、救急救助され充実感を
味わいました。

323 防犯 企画財政部危機管理担当
地域のパトロール強化に
ついて

２～３ヶ月前に名張市内のコンビニで強盗事件が２件ありましたが、犯人は見つかったのか
どうか分かりませんが、今後この様な犯罪が起こらないよう、地域のパトロールを強化してい
ただきたいと思います。

323 防犯 企画財政部危機管理担当
子供たちの生活につい
て

・未だ犯人が判らないコンビニ強盗。

323 防犯 企画財政部危機管理担当-
３年ほど前から、ごみ当番の「月曜日」「火曜日」「金曜日」にストーカーされてます。注意だ
けしてください。お願いします。

331 下水道等 上下水道部 下水道料金
夏に庭に水をまいても下水道料金に反映されるのはおかしい。
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施策別自由意見内容（問23）

施策コード 施策 部局名 件名 意見内容

331 下水道等 上下水道部
浄化槽の市への移管と
新設が非常に遅れてい
ると思う

赤目町新川に36年住んでいます。もっと早くから入居の方は40年近くになり、この間、浄化
槽も老朽化し、修理に修理を重ね、もう限界です。随分以前より市への移管をお願いしてお
りますが、実現には至らないようです。高齢者の多い当地区で排水設備は必要不可欠で、
危ないからと言って今更他への移住も無理です。今すぐ安心させて下さい。また、住人はど
うすればよいのか具体的に指導説明してください。日常生活において不安を抱え、心配で
幸せには暮らせません。理想郷はまだ遠くにあります。

331 下水道等 上下水道部 ①下水道に関して
①汚水処理施設の市への移管の話が出てから何年も経ちますが、早急に解決していただ
きたい。団地内に小中学校があり、通学に便利で大変気に入っていて、引越しは考えたく
ないので。

331 下水道等 上下水道部 -

毎月、汚水処理日など、団地に関して、どうしてこの様な費用が水道代以外にかかるのか、
納得がいきません（一部の地域はかからないと聞いてます）。年金生活だけの私たちには、
月々かなり負担が大きいです。

331 下水道等 上下水道部 ②下水道
②下水道料金が高すぎる。

331 下水道等 上下水道部
上下水道の完備が十分
でない

団地などにおいて、個人負担でやっている地域と、公で設備が完備しているところがあるよ
うに聞いている。平等に設備の配置を切に願うものです。

332 上水道 上下水道部
水道、下水道料金が地
域により差がありすぎる

市内の地域により、水道、下水道料金に差がありすぎる。公平にしてほしい。

332 上水道 上下水道部 -
・上下水道の整備が遅れている。現在、井戸水使用。

333 住宅・住環境 都市整備部
空き家が多く草木が茂っ
ている

持ち主の連絡先が判らず困っています。猫や虫が多く環境が悪い。どうしたらよいのか相談
にのってほしい。

333 住宅・住環境 都市整備部 空き家の件

自宅の裏が空き家となって３０年近くなる。用心が悪い。屋根から物が落ちてくる。猫の棲家
となっている。そこの敷地の杉が大きくなって、まわりの家に日が当たらず暗い。台風が来た
時は弓の様に木が曲がり、とても恐ろしい。

333 住宅・住環境 都市整備部 -

名張は市営住宅が少ないですね。それにあっても、古くなってきているのでは？私は今賃
貸マンションに住んでいますが、仕事ができなくなったら今の家賃が払い辛くなります。年
金で生活できるような住宅があればと思います。マンションといっても古く、エレベーターは
なく、階段に手すりもないマンション。これから年を重ねると、健康で安心して生活できる場
所がほしいです。

333 住宅・住環境 都市整備部
留守になっている家のこ
と

私の家の隣、そしてまたその隣、何年も前から人住まぬ家となっています。しかし道路に
は、ゴミ・落ち葉で汚れ、溝は水が流れなくなります。また家の木が大きく山のようになり、道
路まで枝が伸び、道を通る自動車の方が困っていました。そんな時、市役所の窓口に相談
に行きましたが、窓口をあちこち回されるばかりで、何の変化もありませんでした。時には写
真まで撮って見せたりもしましたがダメ。ある日ある方に相談した結果、山のようになってい
た木々は切ってもらえました。安心したものの、庭には草が生え、残った古びた家はそのま
ま。
溝の掃除くらいは私たちでできます。また、草も自分の家が見苦しくないよう、薬を撒いたり
黒いシートを貼ったり工夫して少しでも汚くないよう考えています。私たちは８８歳、８７歳と
いう老人二人暮らしです。今は草の手入れ、溝掃除はできますが、今後どうなるか気がかり
です。留守にして２，３年というのはまだしも、何十年もこんな状態。市で何とかならないで
しょうか。区長さんもいつも心配して下さっています。よろしくお願いします。

333 住宅・住環境 都市整備部 町の美観について

近年、生活環境の変化、家族制度の変化、人口減等により、空家が市内でよく見かけられ
ます。市の方では、持ち主を探し、修理や解体を勧めているようですが、その費用が最近高
騰しているようですし、跡地の税が高くなる状態では、大変だと思います。何とか、市の方で
考えて、補助できないかと思います。

333 住宅・住環境 都市整備部
問6-16の住宅と周辺地
域の住環境について

売地、住宅地の空き地、空き家などを速やかに調べていただき、なるべく住んでいただける
よう、推進していただきたいです。

333 住宅・住環境 都市整備部 住環境について

今現在、自分にとってはまだ住み易い環境ではるが、自分の子供や、親の老後、自分がど
んどん歳をとっていった時の事を考えたら、やはり厳しいと思う。子供や老人にはまだまだ
「優しい街」とは言いにくいと思う。

333 住宅・住環境 都市整備部
グリーンベルト(緑が丘住
宅地）

家の裏のヒノキが手入れもされないまま伸び放題。苦情を大倉の担当者に申し出ても、市の
方から許可が無いと伐採できないと言われた。台風等で住居の被害はどうなるのか心配。
被害が起きるまでに対策を！

334 斎場・墓地 生活環境部
離れて暮らす老親につ
いて

墓地は確保できるのか？各家の墓石のある霊園も必要ですが、町中で交通の便のよい所
に（公共交通機関）、大きな納骨堂のようなものがあると、お墓参りがしやすく年老いてから
も、管理に煩わされることなく、安心して購入できるように思います。民間ではなく、市が造っ
てほしいです。

341 交通対策 都市整備部 美旗駅の環境悪化

電車の利用客が減り、駅員の無人化は仕方ないと思うが、年々駅周辺の環境が悪くなって
いるように思う。特に駅前が暗い。照明をつけてほしい。また、迎えの車が多い時間帯もある
ので、ロータリーを考えてほしい。

341 交通対策 都市整備部
名張市内の巡回バス補
助

大阪市みたいに年寄りに対する優待パスの充実を求めます。三重交通は不便で料金が高
い。

341 交通対策 都市整備部
税金(生活する中での要
望)

・バスの運行時間を増やしてほしい。また、近鉄電車の到着時間と僅かの差でズレて乗れな
いことが多いので、できるだけ合わせてほしい。

341 交通対策 都市整備部
子供たちの生活につい
て

・通学路の問題、車社会のこの世の中において毎日のように起こる通学途中の事故

341 交通対策 都市整備部
市内の交通環境につい
て

公私の立派な施設が色々できても交通が不便で利用できません（車の運転のできない者の
事を考えてください）。

341 交通対策 都市整備部 老後の不安

現在は健康に生活できているが、高齢になり自家用車に乗れなくなったようなときの不便さ
を考えると、今の地域は不安を感じる。　コミュニティバスなどの運用をもっと拡大してほし
い。スーパーマーケットへの直接アクセス（病院・福祉施設・公共施設等々へ）。

341 交通対策 都市整備部 -

今はまだ車の運転ができるので、買い物や病院などに不自由は無いですが、ご近所でも高
齢で運転をしなくなった方が増えてこられ、自分もいずれそうなる時のことを考えてしまいま
す。住宅地にはお店も病院もないので不便です。

341 交通対策 都市整備部 公共交通機関
・子供やお年寄りが自由に行き来できるようなバスルートを増やしてほしい（本数も含めて）。
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施策別自由意見内容（問23）

施策コード 施策 部局名 件名 意見内容

341 交通対策 都市整備部
高齢化に対応した交通
の確保

市役所への交通が不便。もっとバスの本数を増やしてほしい。市役所の周辺に機能を移す
べきだったのではないか。市立病院への交通も不便。

341 交通対策 都市整備部 ②交通の便について
②スーパー、日用品の買い物のバスの便が不便。名張駅からスーパーに回って桔梗が丘
駅のバスが少ないように思います。

341 交通対策 都市整備部 -
・地域により交通が不便（すずらん台から桔梗が丘まで片道￥３５０です。高いと思いません
か。買い物（食材）は桔梗が丘まで行かなくては、毎日の生活もできないのですよ。

341 交通対策 都市整備部 -
・自動車での利用ができなければ生活に困るような環境化にある。
・市運営の無料バス

341 交通対策 都市整備部
公共交通機関が不便で
高い

車がないと生活が成り立たないのが不安。高齢者には住みにくい。

341 交通対策 都市整備部 日常生活において不便
買い物、病院等、何をするにも車の運転ができなければ生活できません。赤目口位からコ
ミュニティバスがあればよいのですけど。

341 交通対策 都市整備部
公共交通機関と医療機
関が不十分

買い物、医者に掛かる等、何事をするにも車が無いと不便。今後高齢者が増加していくが、
高齢者にとっては住みづらい地域だと思う。

341 交通対策 都市整備部
買い物等の交通機関利
用について

郊外であるため、やむを得ないことですが、膝が悪く買い物も病院も一人で行けません。美
旗、桔梗が丘、名張と国道にバスを利用するよう出来ないものですか。

341 交通対策 都市整備部 交通

コミュニティバス『ナッキー号』利用してますが、なかなか目的地まで行けないところが多い。
買い物、病院、催し物等。名張全体のバス運行を考えてほしい。車に乗れなくなると行動範
囲がとても狭くなってくる。

341 交通対策 都市整備部
高齢化の進む地域での
生活に不安

市内を走るコミュニティバスも分断されていて、『地域ごとに走るバスが連絡が密になって、
名張市内をどこまでも乗り継いで行けたら』と思うことがあります。

341 交通対策 都市整備部 -
交通の便が悪いので、車の運転が出来ないものや、お年寄りには少し不便さを感じます。

341 交通対策 都市整備部
近鉄電車の利便性につ
いて

津方面については以前から便利な状態ではありませんが、大阪方面も以前に比べると快速
急行の本数が減り、列車の接続も悪い。名張で長く待たされる事もあり不便になってきてい
る。

341 交通対策 都市整備部 -

質問の答えに迷うことがたくさんあり、私の毎日の生活のほんの身の回りだけしか見てな
かったことに気づきました。住んでいるところは赤目地区。今は車を使って毎日も買い物や
病院などへ行けますが、体力が弱ったら子供に頼らなければならないのかと心配になりま
す。そういう時に行政に頼れたらと願います。

341 交通対策 都市整備部
住み良い、活力ある町
づくり

・進む高齢化による交通機関の利便性の向上（運賃等）

341 交通対策 都市整備部
公共交通等市内の交通
環境の事について

現在も仕事の都合で車を運転していますが、この先あと何年位運転できるかどうか分かりま
せん。もし車を運転することが困難になれば、すぐ公共の乗り物を利用する事になります。
その場合、例えば市バスを利用するとしたら、現在運行されているバスの本数を増やしてほ
しい。また駅を経由せずに他地区への直通の路線があればと思います。そこの所、考慮願
えたらと思います。この事につきましては市バスの改正後の時刻表を見て、本数が少なく
なってきたなと以前から感じていました。今後高齢者の方も増えてきますし、車の運転も難し
くなってくる方も増えてくると思われますので、市バス等の利用頻度を考えて頂き、住民に
とってやさしい、そして思いやりのある名張市であってほしいと思います。

341 交通対策 都市整備部
町づくりがバラバラ。交
通関係がうまくできてい
ない。

車に乗れない人達は不便な町であり、交通費が重くバスなどの場合は、乗り継ぎになりすご
く不便を感じている。

341 交通対策 都市整備部 -
・バス路線の拡大と買い物地区への直結。

341 交通対策 都市整備部 ③市内路線バスの拡充
③高齢者で、自転車・自動車の運転ができない者の買い物、医院への交通手段として市内
路線バスの拡充を願いたい。

341 交通対策 都市整備部
日常生活（買い物、食
事、病院）上の交通手段
について

スーパーへの買い物、通院には、現在自動車が必要ですが、料金の安い便利（回数が多
い）なバスが必要だと思う。

341 交通対策 都市整備部 日常生活の利便性
車が無いと市役所や警察署等へは行くのが不便。バスはあるが、本数が少なすぎる。図書
館なども不便。徒歩、電車などでも困らないように改善してほしい。

341 交通対策 都市整備部
③コミュニティバスにつ
いて

③コミュニティバスを一部の地域だけではなく、走行していない地域にも走らせてほしい。車
が無いと市街地へ出かけにくいのでは駄目だと思う。

341 交通対策 都市整備部 -
買い物、病院へ行くのに、バスが不便です。できれば、寺田病院の近くで停めてほしい。

341 交通対策 都市整備部 交通について

富貴ヶ丘団地に住んでいるが、団地は広いです。団地の中を通るバスがあればいいなぁ。
現在は車に乗るが、団地の中を走ってもらえたら有難いと思っています。通勤･通学、買い
物に利用できるように、時間帯を考えて走ってもらいたい。私も車に乗れない日も近いように
思いますので。

341 交通対策 都市整備部
路上駐車があまりに多す
ぎ！

一台分の駐車場しかないのに、何故乗用車２台持てるのか？自身が車庫証明を取得する
のに苦労した事を考えると、警察と自動車販売店との癒着を感じる。アンケートの中で歴史
に関する質問があったが、権力のある上の方々がこんな事も取り締まれないのに、町をもっ
とよく知るよう要求されても無理です。コンビニ強盗２件、取り逃がしたように、これからも不安
な日々は続くと思います。

341 交通対策 都市整備部 -
・道路上に車の駐車が多く、迷惑に思います。団地内でも通行に邪魔になる。

341 交通対策 都市整備部
交通の運転マナーの悪
さについて

ここ名張においても自動車が多い。特に女性のドライバーが多いようです。その関係からで
も無いと思うのですが、運転中のマナーが悪すぎます。特に目に付く違反は、①信号無視
②運転中の携帯電話使用(女性が多い）　③一時停止場所での停止違反　④追い越し禁
止場所での追い越し違反　等ですが、市行政から警察にその取締を強化してもらい、もっと
もっと住み良い名張にしていただきたく思います。

341 交通対策 都市整備部 -

大阪から名張に７年住むようになり免許もなく、大阪ではバス(交通)の便が良く、自動車免
許がなくても便利でした。名張駅からイオン→万代→オークワと循環するバスが出たら買い
物にも行けて便利だと思います。
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施策別自由意見内容（問23）

施策コード 施策 部局名 件名 意見内容

341 交通対策 都市整備部 お願い

・高齢者のスーパーの駐車場を利用するマナーが悪い。『高齢』を都合よく使い分けて、入
り口に路上駐車する人や、Ｒ１６５を横断しないよう、注意を呼びかけてほしい。
・西高校のバス停に街灯と横断歩道の設置。

341 交通対策 都市整備部 コミュニティバスの利用
コミュニティバスは平日しか運行していないので、土曜日や日曜日、祝日にも利用できるよう
にしてほしい。

341 交通対策 都市整備部 交通手段について
今は車の運転もスムーズにできますが、将来は不安で、買い物や病院、孫の駅送迎などで
きるか不安です。

341 交通対策 都市整備部 -

・住宅街の乗用車の路上駐車が多過ぎて、通行できないことがある。歩道の上に平気で駐
車している人がいるが、歩道は人が通るためにあって、車を止める場所ではないので、どう
にかしてほしい。いつ子供が車の陰から飛び出してきて、危険なことになるか、毎日不安で
す。乗用車は車庫証明が必要なはずなので、路上駐車する事自体おかしいと思います。曲
がり角付近に止めている車も多いので、こういうことを無くしていってほしいと思います。

341 交通対策 都市整備部
市内の公共交通環境に
ついて

特に、桔梗が丘を始めとする新興住宅地において、若年者が少なくなり、高齢化が進む中
で、近い将来、運転できなくなる高齢者が増加していく。最低限移動に必要な交通手段の
整備が必要であろう。（現在も着実に行われているが、ルート本数、小型化による小回り、値
段等の運用の検討をより進めていただきたいという意味で。）

341 交通対策 都市整備部
コミュニティバス網の整
備拡充

お年寄りで、買い物･病院等への行き帰りがやっぱり大変との話をよく聞きます。他人に甘え
てばかりもいられないという人も多いです。

341 交通対策 都市整備部
公共の交通の便が少な
く料金が高い

車の運転のできない人の住むところではないと思います。まして高齢者は・・・。買い物、医
療施設、金融機関等、何処に行くにも困っています。市内を巡るナッキー号、つつじが丘に
は来てくれないのですか。大阪、京都の友人は、高齢になると、地域での電車には無料券
を配布されていると聞いています。当市は全く無いのですね。

341 交通対策 都市整備部 交通バス
本数や時間帯が変わり、不便。

341 交通対策 都市整備部
将来に向けて不安に
思っていること

現在住んでいるところは、車がないと生活できず、このまま将来、車に乗れなくなったときの
事を考えると不安になります。近くに子供がいるわけでもなく、病院、買い物、考えただけで
不安になります。これから名張が変わると思いますが、少しでも不安のない名張になる事を
願っています。（でも名張大好きです）

341 交通対策 都市整備部 -
・コミュニティバスの料金が他より高すぎると思う。高いためか、乗る人が少ない。

341 交通対策 都市整備部
桔梗が丘西全域に巡回
バスを通してほしい

傾斜地が多い桔梗が丘西地域に、幼稚園バスのような小回りの利く巡回バスを通してほし
い。今後、ますます増えてくる高齢者対策にもなると考えます。

341 交通対策 都市整備部
年老いてからの車の運
転

バス代が高すぎる。歩くには坂が多すぎるので、年老いてからは住めないと思っている。

341 交通対策 都市整備部 バスの件
日頃よくコモコモのバスを利用させていただいておりますが、よければコモコモのバスの時
間を増やしてください。

341 交通対策 都市整備部
現在の町では交通の便
が悪い

バスの本数が少ない。車の無い者は不便。

341 交通対策 都市整備部 福祉、介護
・行動できる交通機関の充実(無料）

341 交通対策 都市整備部 道路交通
無謀、無法な運転者が多い。つくづく嫌になる。これがこの市に永く住みたいとは思わない
理由。

341 交通対策 都市整備部 -
・距離から算出すると、バス料金が高い。

341 交通対策 都市整備部 -
・車を運転していていつも思うのですが、自転車に乗っている人のマナーがあまり良くない
です。

341 交通対策 都市整備部 バスの運行時間
・本数が少ない。　・土日の最終が早い。　・時間通りに来ない。

341 交通対策 都市整備部 市立病院

富貴ヶ丘では乗り継ぎで行く事になる。朝の百合が丘のバスは学生でなかなか大変で、タク
シーで行くようになる。また、かかり付けの医療がある鴻之台まで歩くのは無理です。何とか
交通のほう、お願いいたします。ナッキー号で上がってもらえたら大助かりなのですが、三
交バスとの関係もあるとのこと、市民の事も考えてくだされば有難いのですが、よろしくお願
いいたします。

341 交通対策 都市整備部 -

名張は自然が豊かで生活するにはよい所。年齢を重ねると交通の便が無いので、生活が
無理のようです。車の運転のできない者は、スーパーに買い物にも行けない。こういう悩み
は解決できないのですか？

342 道路整備 都市整備部
③環境の対策と対応に
ついて

③大きな道路沿いはもとより、一本内に入った夜道の暗さが半端ない。通学の子供たち(特
に冬）の安否が気になる。

342 道路整備 都市整備部 道路
１６５号線の朝・夕の混雑を少なくしてほしい。

342 道路整備 都市整備部 交通手段について

市内は車がないと不便であり、歩行するスペースがあまり充実していないと感じます。自転
車または歩行者に対し、少し広めの歩道等もう少し改善して頂けると有難いです。高齢者だ
けではありませんが、住民が車だけでなく、徒歩・自転車などでも出かけようと思えるような
環境になれば素敵だなと思います。可能な範囲で改善して頂けると有難いです。

342 道路整備 都市整備部 ・道路

・車で比奈知を通る時、バスと対向する際、道幅がすごく狭くて焦ります。滝之原に入る前
のＫＭＣ(工場)を通り過ぎてからの山道も狭く、崖になっている上、ガードレールも無いので
怖い思いをします。

342 道路整備 都市整備部 道路
電車の利用はとても便利だが、車の利用はとても不便だと思います。とにかく名阪国道まで
が遠すぎます。

342 道路整備 都市整備部
道路環境の整備と交通
対策の充実

・名張－伊賀間　名張－青山間　名張市内のタテ・ヨコ道路の整備を早急にしてほしい。

342 道路整備 都市整備部 公共事業
・無駄な道を作りすぎて税金を使い過ぎだ。期間も長い。

342 道路整備 都市整備部 -

学校の通学路になっているのに道が狭いところが多い。道幅の割に自動車の交通量が多
いところもあり困ります。道路を広げることができないところは、側溝蓋をするだけでも、道幅
が広くなり、子供たちが歩き易くなることもあると思います。歩行者も自動車もみんなが安心
して通れる道が少しでも増えてくることを願います。
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施策別自由意見内容（問23）

施策コード 施策 部局名 件名 意見内容

342 道路整備 都市整備部 道路の整備
・どう考えても交通量の少ないほうが本線になっている事が多い。　・近大高専周辺ばかりを
整備している。

342 道路整備 都市整備部 交通
自転車や歩道が整備されていないところがるので危険。車道もガタガタである。

342 道路整備 都市整備部
通学・通勤道路の白線
（センターライン、歩道の
区分）の消滅

通学通勤の道路に書いてある白色センターライン、歩道の区別のラインが、名張市内の多
くの道路で消えているか、または消えかかっている。通行に支障をきたすので、早急に路面
上に書いてほしい。

342 道路整備 都市整備部 道路について
私は梅が丘ですが、表Ｓ字坂の道路が悪くて困っています。バイクしか乗れないのでいつも
気をつけていないと危険です。早く直していただけないかと思っています。

342 道路整備 都市整備部
高速道路へのアクセス
道路の整備

行楽地に行くのには、車利用が便利であり、名阪国道から近畿道、東名阪、第二名神を利
用するため、名張市内から名阪国道に最短につながるアクセス道路が整備されれば、名張
がもっと魅力ある街になると思います。

342 道路整備 都市整備部 道路整備と安全対策
・通学道路整備・・・瀬古口ハートアイランド裏から岩見瓦店に通じる市道(赤目中学通学
道）がデコボコ。何とかしてやって！　・カーブミラーの老朽化は早期に取り替えてほしい。

342 道路整備 都市整備部 交通安全
・緑が丘は駅まで歩ける距離なのに危ない。歩道をつけてほしいです。

342 道路整備 都市整備部 -
梅が丘の表Ｓ字坂の道路舗装、一部行われましたが、全体的に舗装を行ってもらいたいで
す。

342 道路整備 都市整備部 道路の清掃

橋や道路、路肩に土砂が多くあり、夏場は草が多く茂り、通行の邪魔になる場所が見受けら
れる。また、側溝等に土砂が溜まり、大雨の時など、道路が川のようになる場所がある。予算
の関係もあると思うが、清掃よろしくお願いしたい。なお、道路沿いの草刈はだいぶ進んで
いると思いますので、今後ともよろしくお願いします。

342 道路整備 都市整備部
車で広道に出るときのミ
ラーの設置

車で住宅路から広道に出るとき、他の家の方の植木等で見えにくく、ミラー等を取り付けて
欲しい。

342 道路整備 都市整備部 ①工事中止の件

①武道交流館いきいき横の南東行きの道路が、５７号交差後、工事中止となっています。
マックスバリュ側から交流館へ行く時、対向困難は細い道を迂回しなければいけなく、また、
通学路であるため危険が伴います。早く延伸していただくようお願いいたします。

342 道路整備 都市整備部
市内各団地内道路整備
について

私の現住地（桔梗が丘）は開発が５０年以上になりますが、アスファルト舗装がなされてます
が（側道は本舗装ではなく簡易舗装だと思います）、一度も復旧作業がされておりません。
一度行政の方に団地内道路をくまなく廻って、状態を調査して判断をしていただきたく思い
ます。特に、一番町から四番町が非常に傷んでおります。他の道路においては、この間２～
３度舗装をやり替えている所もあります（特に主要道路とは思われないところ）。維持管理の
方へ連絡をしても、アスファルトが取れた所のレミファルトの補修ばかりで、またすぐ取れる
所もあります。ほとんどランマー及びプレートにての作業がなされていないように思います
が？

342 道路整備 都市整備部 -
名張市は、大阪・名古屋・和歌山・北陸へとの中間点に位置し、比較的何処に行くのにも便
利ですが、ただ京都･北陸は今ひとつ道路整備が劣っているようにも・・・贅沢ですか。

342 道路整備 都市整備部 -
③道路などを直し過ぎ。もっと必要な道を直してほしい。

342 道路整備 都市整備部
すずらん台入り口の信
号

右折の矢印をつけてほしい。

342 道路整備 都市整備部
道路の管理ができてい
ない

路上から雑草を無くし、道路の長期利用ができるように。

342 道路整備 都市整備部
名張-上野間の道路に
ついて

車が多く、いつもラッシュになる。４車線用の土地買収ができているにも拘らず、名張市の方
は、手つかずでゴミのポイ捨てが目立つほどである。早く４車線にしてラッシュを無くしてほ
しい。

342 道路整備 都市整備部
道路、路肩部の雑草に
ついて

毎年４月中頃から、道路･路肩やその周辺に、雑草がすごい勢いで背丈を伸ばしていま
す。
①その影響か、路肩部の側溝に車が脱輪しているのを時々見かけます。
②側溝に「フタ」をしていない所が多く見られ、特に深みのある所で、歩行者が足を滑らせ
て大事に至ることがあってはと思ったりしています。
③山間部の連動の路肩に腰を下ろして休憩しようとした際、たくさんの蟻が巣を作ったりして
落ち着かなかったりすることがあります。雑草の影響でしょうか？
・時々除草作業をされているところを見かけます。草刈り機の使用は危ないと思うことがあり
ます。雑草を抑止する方法は無いものでしょうか？

342 道路整備 都市整備部 -
・道路の制限速度が３０㎞／ｈの道が多すぎる（狭い？）。

342 道路整備 都市整備部
道路と町づくり、地域の
イベント

週末の名張はいつも混雑する。普通の日でも通勤ラッシュによる混雑が住んでから全然改
善されていない。沖縄の那覇市内に時間帯で片道１車線～２車線へ変わる道がある。道を
広げることができないならそういう工夫をしてみたらどうか？朝の通勤ラッシュは名張から伊
賀へ向かう車が多いので、朝は名張→伊賀の車線を２車線に、夕方は逆にするなど方法は
いくらでもあると思う。自然のことを考えるなら、週末はマイカーを控えるように、バスの運賃
を下げるなりしたらどうか？名張で暮らした日々はマイカーが無ければ中々不便だと感じ
る。まずあるいていて楽しいかどうか？ＮＯである。当たり前のチェーン店ばかり並ぶ町に誰
がずっと住みたいと思うか？町や川、色々いい所があるが、活かす事が出来ていないのが
今の現状で、実際ずっと名張に住んでいる人達も諦めているか、関心が無いのだと思う。名
張はいい所がたくさんあるが、残念な町である。意見を生かしてくれるのであればいくらでも
書くし力にもなりたい。

342 道路整備 都市整備部 環境
・歩道の整備・・・歩道がないため健康のため歩きたいが歩けない。

342 道路整備 都市整備部 危険な箇所
つつじが丘団地→アピタショッピングへ向かう途中、下比奈知を通って車を走らせていると、
竹が道路に向かって真横に突き刺さっているように思い、いつも危険を感じています。

342 道路整備 都市整備部 朝夜の通勤道について
伊賀市に通勤しているのですが、バイパスと桔梗が丘駅に行く道の交差点（桔梗橋の所）、
どうにか道を作ってもらえないものですか。時間がかかりすぎて困ります。

342 道路整備 都市整備部
市道及び側溝の傷んだ
部分の修理について

個人として大きい問題はよく分かりませんが、自分たちが生活する上で、一番大事な部分と
して、道路のひび割れ、溝の割れ、水漏れ等が最近多く見られます。区長さんを通じて以
前何回かお願いいたしましたが、そのままの状態です。U字溝の割れ目から中に水が入り、
土が流されている部分もたくさんあります。もう少し小さい部分にも市として動いていただけ
れば幸いに思います。

342 道路整備 都市整備部
①市内の道路整備につ
いて

①以前から遅れている道路改良や信号機の狭い場所の拡幅を早くやってほしい。

342 道路整備 都市整備部 ③道路状況
③国道１６５号がいつも混む。抜け道、安全に作ってほしい。
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施策別自由意見内容（問23）

施策コード 施策 部局名 件名 意見内容

342 道路整備 都市整備部 ①道路管理について

①他県にドライブに出掛けた後、名張に帰ってくると、道路がデコボコ、センターラインがあ
ちらこちらで消えていて、補修しているのを見た事が無い。また下水道工事の後、デコボコ
であり、更に砂、砂利等の処理がされておらず、バイクで転倒した事がある。とにかく名張市
は道路がデコボコで、大阪の友人にもそう言われた。

351 都市産業 産業部 町の活性化について

・現在、名張駅を中心とする新しい市街地と言われる場所には次々と建物ができ活性化し
ているように見えます。しかし名張の旧村、桔梗が丘商店街は寂しい限りです。名張は単発
的なイベント(さくらまつりなど)はありますが、長期的あるいは継続的な催しがないような気が
します。伊賀市と合同で、スタンプラリーのようなものをしているようですが、盛り上がりに欠
ける気がします。「名張らしさ」を引き出してもっとアピールできればと思います。期待してい
ます。

351 都市産業 産業部 -
名張市内に映画館を造っていただきたい。

351 都市産業 産業部
税金(生活する中での要
望)

・子供や若い世代が楽しめるショッピングモールや娯楽施設(映画館など)ができてほしい。
皆、都会へ流れて行ってしまうので。
・百合が丘は車が無いとスーパーに行きにくいので、百合が丘にスーパーがあると助かりま
す。

351 都市産業 産業部 ・少子化
・現在名張には、電気屋や葬儀場が多く感じます。もっと人が集まれるようなショッピング
モールや映画館などがあれば、名張で住む人が増えるかもしれません。

351 都市産業 産業部 -
・集中化した施設がほしい。（雇用の拡大）･･･分散化した店舗を集中化させ、活性化させ
る。新たな商業施設を増やす。（映画館、ショッピング）

351 都市産業 産業部 街づくりについて
名張駅と桔梗が丘駅を中心に、各地区を結ぶ広い道路を作り、街は中心部に集め、公共
サービスを効率的に行う。産業としては、老人ホームや保育所を沢山作って、周辺地域から
利用してもらう。

351 都市産業 産業部 生活面
団地内に病院や毎日の買い物が出来るスーパー等を作ってほしい。

351 都市産業 産業部
買い物難民が増大して
いる

商業環境を拡大する
・コンビニなど増やす（住宅地）。御用聞きなど、セブン＆イレブンが目指そうとしている。→
買い物難民の解決。地域の見回り。一人暮らし老人の金銭、生活など管理。
・道の駅開発。農家レストラン、オーガニック栽培、安全企業誘致、体験農業など取り組む
事は山ほどあると思うが、プロモーションが大切である。一例・熊本県のくまもんアピール

351 都市産業 産業部 施設
大型商業施設など、できれば人も出かけ、活気が出そう。

351 都市産業 産業部 -
大きなファッションモールがほしい。

351 都市産業 産業部 商工業の振興
・工場の誘致により、商工業の振興、特に雇用の確保だけではなく、積極的な推進により、
人口の増加を図る。

351 都市産業 産業部
商業･文化施設の充実を
図ってほしい

・映画館　・イオンモール等の大規模商業施設　・美術館

351 都市産業 産業部 -

・新しくつくる道路には歩行者用と自転車を分けて作ってほしい。
・車椅子の方も安心して通れる幅と道なりを考えてほしい。
・ドッグランができる場所があるといいと思います。

351 都市産業 産業部 町づくり

・町づくりが、何にしても中途半端で、店も引越してきた当初に比べるとかなり増えましたが、
どこも同じようなお店で魅力が無く、橿原のアルルのような大きな施設（映画館等）、車で
転々とすること無く一箇所で買い物できる施設があったらいいです。
・市が運営する子供から大人まで一年中利用できる公園と隣接した温水プールなど老若男
女楽しめる、緑豊かな施設があったらうれしいです。
とにかく、名張を出なくても、一日家族で楽しめる町づくりをしてほしい。これからの町づくり
に期待してます。

351 都市産業 産業部 ②買い物先の駐車場
②スーパー駐車場が狭い。

352 観光 産業部
子供と若者の共同による
野外活動やスポーツ交
流

自然に恵まれたこの地理を利用し、キャンプ、オリエンテーリングを通じて元気でやる気の
持てる環境にしたいものです。

352 観光 産業部
自営業の飲食店の紹
介、誘致、推進などをし
てほしい

名張市のおいしい飲食店に関する情報が少ない。更に、チェーン店ばかりが目立ってい
る。結果、外食のほとんどがチェーン店となっており、たとえおいしい飲食店があったとして
も、機会を逃しているのではと思う。もっと「激戦区」といった雰囲気がほしい。牛肉、牛汁、
名張まんじゅう、焼肉、ラーメン、なんでも良いので、どれか1つに絞って、激戦区感が欲し
い。そういった雰囲気があるだけで、住民や市外、県外の人々は「これだけしのぎを削って
いる食べ物なのだから、一度食べてみよう」という気になるし、飲食店同士は味を競っている
から味の保障もされる。このサイクルで自営業の飲食店の数も増えてくれば、それに伴って
人の数も増え、より賑わいを見せてくるのではないかと思う。

352 観光 産業部
名張市の特性について
の独創的な情報発信に
ついて

貴所ではよく理解されないでしょうが、いわゆるマスコットキャラクターの『ひこにゃん』『くまも
ん』や上野の『忍者隠密説』『近江牛』のブランド化(明治期以降）が該地(人)ではどのように
苦労されていて成功に至ったのかなどをよく検討されてはどうか？『B級グルメ』などの安易
な町おこしなどでは既に全国では埋没しています。決定的なキャッチフレーズ、キャッチコ
ピーを項目毎でも広く公募してみては。そのユニークな公募方法なども含めて、一石を投じ
てみては。いずれにしても当市にあるものは極少のマイナーな事項、文化資財ばかりです
ので、井の中の蛙にならず発想の転換が必要です。（必死に皆で立ち上がろう！）

352 観光 産業部
観光収入を増やすことも
大事ではとずっと思って
います。

今回のアンケートでも市外でなく市内に向かってのアプローチにしか感じられず、広報も
『県外でこんなことをしました』のような記事が少ない気がします。私は名張に来てすぐに読
んだ新聞記事で今も気になっているものがありまして（５年前です）、国立公園を年に一度、
一般に公開しているといつの間にか、アニメのコスプレが集まるようになり、その収益だけで
町の借金が１０年かからずにプラスに転じるという試算が出ていたにも拘らず、「国の土地で
なんてくだらない事を！！」という電話のために一般開放が無くなったというものです。名張
の美しい自然や、大阪から電車等のアクセスも良い土地であるのだから、そういうのを呼べ
ば良いのでは？　コスプレの人は、写真を撮りたいそうなので、使ってない学校とかロケー
ションやイベントで、観光収入が増えると思います。テレビでは、アニメイベントは高額が動く
と言ってましたから、アイデアは市民から募って。アニメのプロの人に知識をもらうと成功しや
すくなると思います。会社の人でも、大阪や名古屋のイベントで１０万円２０万円使うのは普
通だと聞くから、大人のアニメファンは凄いですよ。

352 観光 産業部 魅力ある観光地づくり
・全国に自慢のできる自然環境があるので、それを利用して、子供、若者を呼び込める遊び
場を増やしていって、ＰＲにも力を入れて、旅行者の増加を図る。
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施策別自由意見内容（問23）

施策コード 施策 部局名 件名 意見内容

352 観光 産業部 お願い
・無理やり後付けした「牛汁」アピールは正直どうかと思う。赤目の「へこまん」の方が、ずっと
地域に自然にできたＢ級グルメになっていると思う。

352 観光 産業部
名張の歴史的な魅力の
発信

名張は古代からの歴史的に深い場所があります。美しい山間部に山城の城址、点在する
集落を結ぶ古道、美しい河川もあります。これを生かさずには惜しい。名張市近隣との連携
をとり、関西、東海は勿論のこと、全国に発信する事も一考かと思います。

352 観光 産業部 -

他県から友人等、訪ねて来ても案内する庭園も無い。現金を少しでも落としていってくれる
施設、開発に力を入れてほしい。例えば、赤目駅前の寂しい事。５０年前に越して来た時と
何も変わりなく魅力が感じられない。観光地に下車したとは思えない。

352 観光 産業部 -
・何か人を引き付けることができる名所を考えるべきではと思う。

352 観光 産業部 魅力的な観光地

現在５０代の主婦です。子育ての時(３０代の頃）もこの様なアンケートにお答えし、望むとこ
ろを記入させていただきました。子育ての環境も当時と比べ、変化･新化･改良されてきたよ
うに思います。それにつれて女性も殆どの方が社会に出て、何らかの形で就業する人も多
くなりました。５０代になると、また視点が変わり、行政、まちづくりに対しての望むところも変
わってきました。子供の手が離れるにつれ、自分たちが何をし、どのような老後の生活を送
るのかを模索するようになっています。そのときに、この名張のまちが、もっと魅力的で、人
の集まる場所になれないかと思います。現在、飲食店等が点在し、一箇所で終わるところを
集約はできないものか。旧町でも希央台でもいいのですが、そこに一日せめて半日でも、ぶ
らぶらできるストリートの様なものができないか。美術館、ギャラリー、舞台等その中から名張
独自のものを取り入れ、発展していけたらと思います。

352 観光 産業部 ③名張のPR方法
③ケーブルテレビやFM名張だけでなく、中京テレビや他ラジオなど、東海や関西に向けて
発信するともっと広がっていくのでは・・・？

352 観光 産業部
問２１について
魅力ある観光地づくり

観光バスで多くの人がきてくれるような　桜・花畑を大規模に作る。各地区で行っている『ま
ちづくり』でちまちました事をしていないで、名張市が有名になるような事にお金を使ってほ
しい。

352 観光 産業部
名張市の文化、歴史、
名所、旧跡の理解

広報とか伊和ジャーナルでのご案内で、『ボランティアガイドと歩こう』は第４月曜日開催とさ
れているんだと認識しました。しかし日程が合わず参加したくても・・・。これからもたくさん計
画していただきたく存じます。

352 観光 産業部
歴史、文化を活かした街
づくり

名張は、古くは縄文時代からの遺跡もある、歴史･文化の豊かな市です。しかし現状では、
市民にも、他市町村の方にも、充分そのすばらしさを伝えているとは言えないと思います。
隣の伊賀市が忍者を取り上げ、海外にまでアピールしているのに残念です。夏見廃寺、藤
堂家邸、江戸川乱歩等、前面に出すネタはたくさんあります。今の名張の基礎は、藤堂高
吉が築いたと言われています。藤堂高吉祭り等、如何ですか。また、夏見廃寺、藤堂家邸
などを利用し、市民の文化活動に利用するのはどうですか？ADSホールとはまた違った雰
囲気で歴史と文化が一体と成すことが期待されると思います。資源の少ない名張市では、
観光立市も方向性としては有りと思います。

352 観光 産業部 応援
名張市は、歴史が溢れる最高な場所。ご当地グルメなどを増やしてみては？応援していま
す。

411 学校教育 教育委員会事務局 小学校統一について
箕曲小学校を残してほしい。

411 学校教育 教育委員会事務局
少子化による廃校と統合
問題

単に廃校するのでなく、もっと魅力のある町づくりを目指してほしい。高齢者の意見ばかり聞
いていたのでは、若者が離れていくのも当然である。　市長や市議会議員も、もっと若者に
立候補させるべきだ。

411 学校教育 教育委員会事務局 孫の教育
・孫たちの教育、健康が充実していっているのかの不満。

411 学校教育 教育委員会事務局 中学校の給食について
給食センターの建設など、難しい事はたくさんあると思いますが、三重県内でも給食が多い
ようなので、今後導入していただけたらなと思っています。

411 学校教育 教育委員会事務局 -
・木造の学校を！　森林に囲まれているのにもっと活用してほしいです。

411 学校教育 教育委員会事務局 -
三重は学力が低いと思うので不安。（私が住んでいた県は学力が高いので）

411 学校教育 教育委員会事務局
桔梗が丘の中学校とコ
ミュニティについて

桔梗が丘に住んでいます。桔梗が丘は小学校が３校、中学校が２校あり、住民の一体感が
ないように思います。同じ歳の子供がいても、親も子も交流がありません。１，２，３番町や桔
梗が丘西の人をほとんど知りません。２番町の公園でラジオ体操をすると聞いても参加しに
くいです。せめて、中学が同じになれば、学校を通じて地域の交流が持てると思います。北
中学校に統合するか、桔梗が丘地区は桔梗が丘中学校にするとか、できないでしょうか。

411 学校教育 教育委員会事務局 -
中学校も給食にしてほしい。

411 学校教育 教育委員会事務局 教育、子育てについて

学校教育の選択がもっと増えればと思います。現在は何かに特化した教育も無く、特徴ある
『売り』が無いです。公立では特徴ある事は難しいのかも知れませんが、教育施設、スポー
ツ施設も一般的なものばかりです。高校も遠方選択を考えないと特徴ある学校が無いと思
います。
子育て、教育が一般的、平均的でつまらないです。

411 学校教育 教育委員会事務局 子育て環境について
　・学校教育体制の現代化　（ＰＴＡ等活動時間など家庭環境の多様化に対応できるシステ
ム作り、教師のレベルアップ、社会でゆとり世代と呼ばれない人間性づくり）

411 学校教育 教育委員会事務局 お願い

・せっかく百合が丘に育成会ができたのだから、百合小の交流とか、育成会の方と関わり合
いたい。
・中学の学校給食化、スクールバスの運行。

411 学校教育 教育委員会事務局 -

◎中学校の給食を早期実現してほしい。
・中学生まで、医療助成を拡大してほしい。
・合併後の新しい高校名『おきつも』は反対！変更してほしい。
・名張市内にもっとレベルの高い高校がほしい。

411 学校教育 教育委員会事務局 中学校の給食について
中学校の給食を導入してください。

411 学校教育 教育委員会事務局
高齢化対策について、
最大注力が必要

住み良い街づくりのため、子育て世代を如何につなぎとめておくかが大事だと考える。特
に、教育水準向上(現状としては高校）が不可欠である。伊賀地区へ大学をという意見も過
去あったと思われるが、全国的な少子化の中で、通学可能な大学（大阪、奈良、場合によっ
ては京都）も多く、高校までのレベルアップに注力すべきである。小中学校で、本来の自然
と共生する有難さを強調した、特別な教育（態勢）も必要と思われる。型にはまった教育で
はなく、「生き残れる」教育、三世代共に生きていける環境づくりが必要と考える。
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施策別自由意見内容（問23）

施策コード 施策 部局名 件名 意見内容

411 学校教育 教育委員会事務局
発達障がい児の就学と
校区について

娘は希央台に住み、フルタイムで働いています。発達障がい児の孫は、２年後には１年生
になり、学校の送迎は自分たち実父母に頼る事になるが、自分たちは桔梗が丘に住んでい
るため無理になってくると思う。校区を名張小より桔梗が丘南小にできるといいのにな・・・と
思っています。こういう制度はあるのでしょうか。お聞きしたいです。

411 学校教育 教育委員会事務局 ①教職員の態度
①子供たちが道を広がって歩いていても、同じように喋って歩いて、車が来ても注意しない
先生が多数（遠足や集団登下校での事）。

411 学校教育 教育委員会事務局 中学校の給食
現在は設備が無く弁当です。小学校同様、給食があればいいと思います。

411 学校教育 教育委員会事務局 教育（学校）について

公立中高一貫校がなく、私立中学も遠く、現在通学されているご家庭では、子供の身体的
負担や経済的負担が相当あると思います。小学校の算数の習熟度別授業などもなく、勉強
させたい家庭は、不安や不満を抱えています。お母さん同士でそういう話をする事がありま
す。通勤通学、本当に不便です。進学校が名張･伊賀にもう少し増えると嬉しいですが、難
しいのでしょうね。中学高校の事を考えると、奈良大阪へ･･･と思います。

411 学校教育 教育委員会事務局 中学校の給食について
両親共働きの家庭が増えているし、食育も最近はよく言われているので、中学校も給食に
なればいいなと思う。

411 学校教育 教育委員会事務局 小学校の統廃合（校）

私の住む地域の小学校は、統廃合の見直し校になっていると聞く。４，５年前に一度、教育
委員会から来た説明会では、地域(校区）を二分した校区変更は行わないと断言していたの
に、近年の話を聞くと、二分･三分した考え（さつき台は、蔵持小、西田原は美旗小、薦生･
八幡等は梅小）ということを聞く。市は、一度行った説明会で地域全員を安心させたのに、
一体どういうことなのか？私も公務員ではあるが、一地域の名張市民としては、怒りを感じ
る。私の住む地域は、小学校を中心とし、地域の活動も小学校の子供の事をいつも考え、
子供を大切にした活動を行っている。小学校をなくせば、地域は活気が無くなる。市長、市
職員はこの事を知っていますか？何らかの形で説明ください。

411 学校教育 教育委員会事務局 -
孫たちは、何年かしたら小学校がなくなり、中学校は元々無いのでバスで通ってます。バス
代もかかり、出費が多くなり大変な様です。もっと子供達が遊べるような所があればと思いま
す。

412 青少年健全育成 教育委員会事務局 青少年について
仕事もしないでパチンコ店にいる青少年、年金で暮らしている年寄りから年金を巻き上げて
いる。

421 生涯学習 教育委員会事務局
図書館等の文化面の充
実

名張の市民の子育てで図書館を利用していたり、高齢者の方が利用したりして、とてもいい
ことだと思います。また、学生たちの学習の場所にもなっているのもいいことです。ただ、そ
の利用している人の数からいくと、本の数（新しい本や専門の本）が少ないと感じています。
もっと図書館の本の充実をお願いします。

421 生涯学習 教育委員会事務局 -
問７(4)（生涯学習）少々取り組んで行きたく考えています。

422 生涯スポーツ 教育委員会事務局 -

現在はグランドゴルフをコクヨ前の工場団地のグラウンドを借りてやっています。年寄りには
遠いし、車で行かないととても歩けない。そんな中で、下水道処理場の屋上に造っていただ
くことはできないでしょうか？

422 生涯スポーツ 教育委員会事務局 -
廃校になった施設の有効利用として、高齢者の健康づくりのための運動施設に。

422 生涯スポーツ 教育委員会事務局 ②いきいき電灯料の件

②武道交流館いきいきの弓道場の夜間個人の使用料の徴収方法はきわめて不合理です。
団体の使用の場合、基本使用料（８４０円）、電灯料(１２０円）の計９６０円ですが、個人使用
の場合一人当たり基本使用料(１２０円）＋電灯料(１２０円）の計２４０円で、何人使用しても、
同料金で電灯料の重複払いになっています。個人使用の場合も団体と同じで、人数に関
わらず１２０円にするべきだと思います。
アンケートと趣向が違いますがよろしくお願いいたします。

431 市民文化 教育委員会事務局 美術館のような施設
一年を通じて良い作品が鑑賞できる場所。美術、工芸、その他。

431 市民文化 教育委員会事務局
高齢化社会と少子化を
のりこえる市政(国政）

・文化、芸術、市民文化活動、スポーツ活動などを推進し、市民の健康を守り促進する。

431 市民文化 教育委員会事務局 ②祭の事
②名張の活性について、昔は「ソヤテ、ソヤテ、ホンマヤテ」と町全体の祭があって、唄もあ
るのに勿体無いです。もう一度始めたらどうでしょうか。

432 文化資源 教育委員会事務局 歴史保全管理について
特に観阿弥ふるさと公園･･･管理が全くされていない。催事がある時だけ手入れをしている
のではないか。

432 文化資源 教育委員会事務局 -
また、名張にもっと歴史等、外部に向けて発信していただきたいです。私も勉強不足です
が、もっともっと馴染んでいきたいです。

432 文化資源 教育委員会事務局
後継者（家庭、会社、お
寺、神社）

高齢化により、若い人に伝授、引継ぎをしていない為。

433 文化交流 教育委員会事務局
名張市として、国際交流
の取り組みはどのように
しますか

日本の現状を見るとき、グローバル化の進展や少子高齢化が促進する中、日本が成長を維
持するためには、どうしても外国人に力を借りる必要があり、その対策として政府は「外国人
技能実習生の日本で働ける期間を３年から５年に延ばし、介護や家事支援はこの制度の対
象業種に含めることも検討する」としている。外国人の増加は、いろいろなリスクや問題もあ
り、今後どのように展開するかは不明ですが、増加することはあっても、減る事はないと予想
されます。私たち「ゆうあい日本語の会」は、在留外国人にボランティアで日本語を教え始
めてから、今年で１５年目を迎えますが、私が２００８年入会後は、毎年平均２０名前後の各
国学習者があり、会員の方と共に学習指導しています。日本語を指導するだけでなく、日本
の文化や良い習慣などを学んでもらい、春秋には国際交流も実施して相互の親交を深めて
います。帰国後は日本の良さを宣伝してくれるものと期待しています。名張では「ふれあい」
で教室を借りて活動しており、昨年度は延べ２９２回の指導回数でした。「ふれあい」では、
他のボランティア団体も多数登録されて活動しており、我々が独占するわけにもいかず、今
後在留外国人が増加し、学習者が増えても、当会としては現状維持しか期待できない状況
にあります。本年１月１８日津のＭＩＥＦの研修会に参加した時、プログラムの一つに、公益
財団法人宮城県国際化協会の方から、東日本大震災における実体験をもとに日本語ボラ
ンティアと、外国人住民との日頃からの繋がりが、災害時に大きな力になるとの話がありまし
た。私たちもこういう面の協力ができると感じています。大阪で文化庁日本語課主催の研修
会に参加、各府県市など日本語ボランティアに対する取り組みに大きな差がある事を確認
できました。国策で若い外国人が名張市にも多く住み、学習者も増えるとしたら、市としてど
のような取り組みをされるのかをお聞きしたい。

433 文化交流 教育委員会事務局 施設
文化交流の場などももっとほしい。
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施策別自由意見内容（問23）

施策コード 施策 部局名 件名 意見内容

512 開かれた市政 企画財政部 情報に関して

市民生活あるいは名張を訪れる〔訪れてほしい〕方々への本当に必要な情報をよく吟味し
て、できる限り多くの媒体を利用し（ネットや携帯、スマホ等）情報発信をされたい。結果、市
民生活の充実と、もっと県外から人が集まる（観光～居住にいたるまで）街になるべきでしょ
う。

512 開かれた市政 企画財政部
収入の不安、行政の活
動について

市の活動等、様々な取り組みはされているのでしょうが、市民の関心度の問題で、広報や
ホームページで公表していても、見ないことには知る事ができず、どのような取り組みがされ
て、どのように市民が活用できるのか、具体的に判り易く全ての市民が理解できて利用する
ことできるように活動方法を考えていただきたいです。

512 開かれた市政 企画財政部 お願い
・広報は前の「月一回発行、自治会配布」に戻して欲しい。

512 開かれた市政 企画財政部 -

名張市に住んでいて、県外にある職場に日中出ている者です。そのためか、地域で何かボ
ランティア等、活動されていても気づいていないことが多いと思います。今回のアンケート実
施で、私自身がほとんど何も知らないことに気付きました。もっと何を目的にどんなことをして
いるか発信していって下さると嬉しいです。

512 開かれた市政 企画財政部 行政面でのお願い
日頃は大変にお世話になっております。山間地であります関係で行政面では中央と離れて
いるため、情報が遅れる事があり、区長にも申しております。

512 開かれた市政 企画財政部 -

・広報などは各家庭に入っていない。新聞購読者の家庭には入るが、その他の人には入っ
ていないです。そんな事すら名張市は分かってないと思います。もっと市民を大事にしてほ
しい。新聞の広告に入れればいいという考え方はおかしい。一人一人の市民を大切に。

512 開かれた市政 企画財政部 -
・名張市掲示板を見ているが、良い内容が無い。

512 開かれた市政 企画財政部 -
・行政の報告（市は何をしているのかが市民がわかっていない）

521 質の高いサービス 企画財政部 証明関係

住民票等は、市役所に行かなくても手に入れる事は、以前よりは多くなりましたが、パスポー
ト等も市役所以外でも受けれるようにしてほしいです。働いているので、平日の時間内に市
役所まで行くのは難しく、重要な証明書類も、申請すれば別の市サテライトでも取得できれ
ば嬉しいです。

521 質の高いサービス 企画財政部 -

・時々市役所に行くのですが、女子職員（若い方）の服装が、遊びに来てるような服装で、
すごく不快に思います。暇なのか、ボーっとしたり、髪を触ったり、税金を払うのがバカらしく
思うときがあります。もっと気を引き締めて働いてほしいと思います。税金を払う人はみんな
汗水流して働いているんですよ。

521 質の高いサービス 企画財政部 ②市職員の服装（女性）

②プライベートと仕事の服装を分けてほしい。窓口に行っても、ここは何をする所？といった
びっくりする様な派手な人がいる。ネイルもやめてほしい。上司の方は注意できないので
しょうか？見て見ぬ振りをしているのかな？
アンケートもいいですが、まず職員の教育を！市職員として選ばれた方々なのですから。

521 質の高いサービス 企画財政部 ②市職員について
②窓口で立っていても、気づかずに雑誌を見ていたり、机に向きあっている人と話していた
りで、わざわざ市役所に来ているのに、市職員としてどうかと思う。

521 質の高いサービス 企画財政部 市職員
とにかく不親切。他人事のような対応。何様って感じ。一部の人のせいで、親切な職員もか
わいそう。もっと職員教育してほしい。

521 質の高いサービス 企画財政部 -
市役所の内から変えていかないと外にだけ意見を求めないで、まず市職員の一人一人の
姿勢を考えてほしい。

521 質の高いサービス 企画財政部 市役所の職員について

傷病休暇制度を利用して繰り返しの長期休暇をされている職員がいることを知りました。し
かも有休で！名張市は財政難であることも聞いていて、職員の給料も一部カットされている
そうですが、矛盾していると思います。行政サービス云々よりも、まず公務員であるということ
を自覚していただきたい。

521 質の高いサービス 企画財政部 -
市役所職員の皆様の活動･取り組みに感謝しています。どうかこれからもがんばってくださ
い。

531 戦略的な都市経営 企画財政部
市民の意見をまとめて新
たな創造する部署を創
設してほしい

市民と行政がコミュニケーションをとる機会が少ない。市民の意見やアイディアをまとめて企
画化や検討する場がない。結局おもしろいアイディアもききとられないままおざなりになって
いる。

531 戦略的な都市経営 企画財政部 -

この調査の回答を書きながら、知らないことや判らないことが随分ある事に気が付きました。
自分が知ろうとしなかったこと、または興味の無い事なのか判りませんが、もっと住民を巻き
込んでいろんな活動をして下さったらいいのにと考えました。

531 戦略的な都市経営 企画財政部 税金の有効活用
高齢化が進んで、これ以上名張が衰退していくのを防ぐ為に、１００年先を見据えた計画を
立て、人が集まる街づくりに取り組んでいってほしい。

531 戦略的な都市経営 企画財政部 これからの生活が不安
人口が減り、小学校もなくなり、市民が団結する機会も減り、だんだん過疎が進んできて寂
れていく。何か発展して若者が住み良い地域になれば良いと切に願います。

531 戦略的な都市経営 企画財政部
県外への人口流出につ
いて

医療･文化･芸術において、もっと魅力的な街づくりを徹底しないと止める事は難しいと思い
ます。通勤者のほとんどは大阪府内に勤務されている方が多数占めているのが現状である
でしょうし、土地の取得価格が安い、自然環境が良いとか位の要素では人口を呼び込める
ことは難しいでしょう。医療の充実、教育環境の整備、文化、芸術等、他市の持っていない
部分をアピールできる街を作るのが急務だと思われます。住民もどんどん高齢化する中で
不安のない街を作ってもらいたいものです。

531 戦略的な都市経営 企画財政部 少子高齢化について

あと１０年２０年先のことを考えると、名張市もこれでいいのかと思う。自分の孫たちが成長し
た時に、この町の人口はどうなっているのか。子供たちを増やせるような魅力ある町にしなく
てはいけないと思う。年寄りも若い子も楽しく豊かに暮らせる町にしてほしい。買い物にも便
利な町を言えばそうかも知れない。しかし、中途半端なスーパーばかりで競い合っているよ
うな気がする。他県でやっているような、イオンモール＆専門店も必要だと思う。人も増え
る、お金も落ちる、娯楽もある。小さい子からお年寄りまで楽しめるのではないか。気軽にス
ポーツができる施設も無い。これでは年寄りばかりで、人口は増えないし、苦しい財政のま
まだろうと思う。何とかしてほしいです。年寄りも豊かになれように。
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施策別自由意見内容（問23）

施策コード 施策 部局名 件名 意見内容

531 戦略的な都市経営 企画財政部
後期高齢社会問題と子
供の減少

この先、高齢者が増えるこの日本の中で、もっと誰もが働ける環境を充実してほしいのと、こ
れからの子供たちの未来が明るく、生きていくのが楽しいと思えるような日本経済になって
いってほしいと思います。今の日本の状況では、未来の子供たちには高齢者の負担ばかり
で、年金制度も曖昧な感じで、長く生きないともらえないという状況です。高齢者になってか
らも、確かにお金は欲しいし、元気で自分の身の回りの事ができれば良いけれど、介護が
必要な体になってからの受給では、あまり意味が無いと思います。もっと、若者の働き易い
環境にしていき、仕事って楽しいのだと思えるような環境と豊かな生活ができるようになって
ほしいです。子供たちにとってこの先の未来がものすごく夢に満ち溢れた、生活するにも楽
な環境にしていってあげたいと思います。

531 戦略的な都市経営 企画財政部 少子高齢化について

少子高齢化は、単に名張だけの問題ではないが、そんな中で子育て環境をよくする政策を
充分に参考にして、行政だけでなく、市民会議的なものを立ち上げ、市民の声を吸い上
げ、実践し、全国に先駆けて、行動に移していくシステム作りに注力してほしい。少子化の
打破はあらゆる面に寄与していきます。その一方で、介護問題があります。施設もですが、
人員不足も問題です。介護人材が安定しないのは、待遇面が関係していると思われます。
それを改善して、職についていない若い人材を活用する事こそ、打開策と考えます。そのた
め、行政が率先して取り組み、この流れを定着させ、全国の注目となる位の生き甲斐を示し
ていただくことを大いに期待いたします。

531 戦略的な都市経営 企画財政部 人口減少
利便性を求め、都市部への転出。人口減少が進む事で店舗が減ったり、電車本数が減る
など、生活が不便になるのでは？

531 戦略的な都市経営 企画財政部 市民の高齢化が不安
若い市民を増やす取り組みが必要です。

531 戦略的な都市経営 企画財政部 -

①幼･小学校教育の充実　・子育ての予算の確保　・小規模扱いの統廃問題の再検討
②自然環境の充実　・河川の整備
③過疎化対策の充実　・農山村対策についての具体事例、推進への道
④市街地(駅)と山村との連絡道の充実

531 戦略的な都市経営 企画財政部 -

・名張の住み易さ(安全含む）、強み発見→アピール（プロモーション充実）→需要取り込み
→市民へ還元できるシステム流れをつくる（雇用も生み出す）→商業、農業、子育て、住環
境、福祉医療など→強みを作る。
・少子高齢化に合った環境づくりが大切。

531 戦略的な都市経営 企画財政部 ステップ表の作成

こんにちは。日夜、住民のために頑張って頂き有難う御座います。これからますます60歳以
上が増加します。総合的な計画をしないで、最も重要な３～５項目を選んではどうでしょう
か。
例えば、①健康づくり、地域医療の充実　②福祉介護の充実　③雇用の確保と労働環境の
充実　④市内の交通、道路整備について
これらのあらゆる要因を洗い出して、改善する計画表（いつまでやるか、先送りするか）を作
成すれば、今迄と違った福祉の理想郷づくりを築くことができると思います。

531 戦略的な都市経営 企画財政部
若者による名張の活性
化

名張市は将来どのような分野において活性化を進めていこうとしているかがわからない。隣
の伊賀市は忍者。議会も忍者の服装。先日伊賀市のイベントに参加すれば、市長も忍者の
いでたち。親近感を持ちました。せっかくの牛汁。名張市としてバックアップするべきだと思
います。何もかも中途半端。
　先日も名張市立病院に受け入れていただけないとの事で、ドクターヘリがつつじが丘に来
たようです。名張市立病院では対応できないのですか。近隣の地域での医療が無理でも名
張ではできる、そんなポリシーの持てる病院でない事が現状で情けない。市立病院で日本
に誇れるドクターは誰ですか？？
　名張市役所職員の中で、お子様がどこに就職しているか調査された事がありますか。ほと
んど名張市外で就職されていますね。高等学校はどこへ行っているのか公表してはどうで
すか？高校活性化をいうなら、まず自分たちの子供を地元高等学校にやるべきだと思いま
すよ。
　要するに、表面上はいい事を言っていても、現実は、若者にとって全く魅力のない名張市
だと思いますよ。グローバルに発言できる、誇れる職場はいくつありますか？子供の就学援
助率が１割を超えている小･中学校があるように聞きますが。福祉も大切ですが、もっと住民
一人ひとりが名張に住んで働き、満足できる町にしてください。
　今の名張駅近く、飲み屋ばっかり、あれでいいいのでしょうか？？私は個人的に観光面で
は赤目滝の観光アピールとアクセス道路の充実。大企業誘致、文化会館の設立、そして名
阪国道に１５分でつながる道路の整備が急務だと思います。
　本年度のワールドカップ、たぶん山口蛍さんが代表に選ばれると思います。名張夏見運
動公園でいままでにないオーロラビジョンで市を挙げての応援プロジェクトを展開して頂き
たいものですね。
　元気で魅力ある名張市。名張でがんばれや、帰ってきてやっぱり名張はいいとこやと言え
ると名張市に期待しています。

531 戦略的な都市経営 企画財政部 -
若い人を残せる市にしてほしい。

531 戦略的な都市経営 企画財政部
近未来の名張市につい
て

人口の減少で、市としての体制がとれるのかが心配。今この時から、未来を見据えた対策
施策をとるべきだと思います。若者を市内でしっかりと捕らえて離さない施策をお願いしたい
です。

531 戦略的な都市経営 企画財政部 -

文化資源やＢ級グルメに頼り過ぎずに、市民のためになる行政を希望します。市独自の福
祉や介護に対するサービスも考えると、若い方の永住が望めるのでは？子育てに目を向け
つつ、成人、老人になっても、安心して住める、他の市からも移り住みたいと思ってもらえる
ようこれから考えていただきたい。成人に魅力を感じてもらえるようになれば、自然に子供も
増えると思います。

531 戦略的な都市経営 企画財政部 行政について
今後の高齢化と人口減少は避けられなく、予算も減少していく将来に、先を見越した行政
福祉政策を実施願います。

531 戦略的な都市経営 企画財政部 名張市について
もっと住み良い環境へ。

531 戦略的な都市経営 企画財政部 少子化について
老齢化が進むとき、我々は自身で生きていくが、子供世帯の少子化は進んでおり、この対
策を充分に市が取り組んでほしい。学校統合などは、やるべきではなかった。

531 戦略的な都市経営 企画財政部 住み良い名張市

人と人とが支え合う福祉の理想郷名張を掲げておられます。住民自治の中、地域差がある
ものの、頑張った分明るい兆しの元に一歩一歩と進められつつある事を喜ばしく感じており
ます。青少年、子育て、文化等、若者が希望を持って地域に根ざしていけるような名張を望
んでやみません。よろしくお願い申し上げます。
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施策別自由意見内容（問23）

施策コード 施策 部局名 件名 意見内容

531 戦略的な都市経営 企画財政部 名張を大きく変える計画

・スポーツ、文化施設、特に運動競技場、プールの見直しをして、市外･県外からの客を入
れ収入を得る。
・同様に、歴史ある町なのだから、それをもっとアピールして、外部からの観光客を呼び、町
を活性化する。
・市内の空き家を利用し、他県の人に公のものとして借りてもらう。
・サービス業ばかりの職場を増やさず、メーカーなどの仕事場の提供。
・少し大袈裟ですが、旧市内の活性化のために、例えば大手メーカーに空き家または町全
体を買い取ってもらい、全国アピールするような、大規模都市改造を起こす。将来のために
も、未来の子供のために、ある程度予算をつくり、大改造をおこしてほしい。

531 戦略的な都市経営 企画財政部 人口減少について

先日、消えてしまう自治体の三重県１４市郡の中に、名張市が入ってました。老人医療等に
力を注いでいる印象を受けますが、若い世代が流出してしまうのを止めるのは、もっと子育
て支援に力を入れるべきだと思います。女性は比較的地元に残って結婚していますが、男
性は流出しているので、雇用等にも力を入れてほしいです。産み、育てやすい町と言って
おられますが、中学校給食も三重県の市の中で名張市だけ実施していないようです。早急
に対策を考えてほしいと思います。

531 戦略的な都市経営 企画財政部 -

・名張地区の住宅地は、高齢の方が多くなり、将来的に半分以上がお年寄りの方という住
宅地が殆どになり兼ねません。子育て支援とか、市外からも若い人が集まってくれるような
サービスや環境をもっと整えるべきだと思います。観光地としても、何か多くの人が一年を通
して足を運ぶようなものを作ったらいいと思います。

531 戦略的な都市経営 企画財政部 名張市について
存在感が全く感じられない。市長が前に立って、名張市の良い所をアピールしていって存
在感を高めてほしい。それができないのであれば、できる人に変更するべきだ。

531 戦略的な都市経営 企画財政部
少子高齢化に向かって
市が活力を持続するた
めに

私は大阪から結婚を機に名張へ来た一人として、とても客観的に名張を見れます。うれしい
事は、子育てには一人一人に目を向けて教育できたことです。自分自身もボランティア活動
にも長く就けて、人間関係を大切にできました。しかし、育った子供は進学のため他県へ、
同居している親は車に乗れる間は自由に活動できますが、これも免許が無くなると、我々に
依存しなくては病院にも行けなくなり、自宅過ごしで、認知症も重篤していく事は予想できま
す。まずは、自分の足で動けるように（大阪では道路を広げ、自転車レーンが充実していま
す。コミュニティバスの活用も広がっています）、名張中ならどこでも行ける様、道路整備と土
地活用を。アシスト付き三輪車を補助金付きで購入してもらえる支援サービスを発動し、高
齢者がボランティアに励まれることが、介護員の軽減につながる。女性が社会に参画できる
よう、男性も家庭の事に関われる様、男性のコミュニケーション、飲みにケーション等、現役
の労働者も楽しく過ごせる名張、人との繋がりを大切にできる名張、子育てが楽しい名張、
高齢者が施設に行かずに一生楽しく過ごせる名張で、企画を拡げてもらえる事を、私は納
税者の一人として願う。

531 戦略的な都市経営 企画財政部 利権の撤廃

人権やゴミ処理について、潜在的に利権問題があると思っています。そのような点に税金が
使われるのは大変遺憾であると感じています。クリーンな市運営を目指して、まずはそういっ
た疑念を抱かせないような体制作りをお願いしたいと思います。

531 戦略的な都市経営 企画財政部
人口増加に繋がる市政
(若者に対して住み良い
魅力ある町作りを目標）

市職員に対して、経営学の教育を植え付けて、市政に反映(実践）してほしい。例えば、近
隣都市（伊賀市、宇陀市）に比べて財政が悪いのに（名張市は財政規模が小さい）、人件
費が高すぎる（名張市内の企業に比べて）。また、職員が多くて、財政を巧く運営するに
は、人員と人件費の削減を職員が一丸となって努力してほしい。例えば、大阪市、大阪府
市町村との連携で、経営学を勉強してください。名張市に引越してきて１０年になりますが、
市民に対して目立ったサービスがあまりなされていない。特に公共施設のハード･ソフト面が
非常に遅れている。税金をもう少し市民に還元してください。毎年、名張市から若者人口が
流出します。早く何らかの手を打たないと手遅れになります。
平成１６年～平成２６年　人口減約　１５，０００人

531 戦略的な都市経営 企画財政部 -

名張市に何十年も住んではいないので、市政や地域のことに疎い面がありますが、今後
もっと関心を持っていきたい（いくべき）と考えております。このアンケートを通じて、理想的
な街づくりとは、地道な生活環境整備、子育て、医療、福祉、仕事の場等、どの自治体も抱
えた問題に対応していかなければならないと再確認しました。

531 戦略的な都市経営 企画財政部 少子高齢化対策の充実
-

532 効果・効率的な市政 企画財政部
市が保有している土地
が活用できていない

保育所予定地など、市の土地がたくさんあるが、実際は何も建設されず、空き地になってい
るところがほとんどでもったいない。市民が活用できる場所にしてほしい。

532 効果・効率的な市政 企画財政部
公共施設を一箇所にま
とめて欲しい

高齢になってきた時、図書館や市役所、ふれあい等、車生活でなくなった時（車運転が無
理になった時）あちこちの施設利用する場合不便です。

532 効果・効率的な市政 企画財政部 -
・市議会議員も能力制にしたらどうですか。

532 効果・効率的な市政 企画財政部 -

・市役所の玄関口の広場は、こまめに清掃活動をしておくほうが良い。市の顔となる広場で
あるだけに、雑草が生い茂ってだらしない印象がある。手入れが行き届かないならば、広場
を他の事に有効活用してみる等、改善を期待しています。

532 効果・効率的な市政 企画財政部 -
・無駄なハコものの見直しを望みます。

532 効果・効率的な市政 企画財政部 施設の無駄について。

立派な施設や点在する施設(かがやき、百合が丘子供支援センター、母子手帳を配布する
保険センター等)1箇所にまとめないのはなぜか。武道館も夏見体育館と1箇所にすれば職
員も少なくて済むはず。無駄が多過ぎて税金が有効に使われているという実感すら持てな
い。

533 持続可能な財政運営 企画財政部
税金(生活する中での要
望)

・市民税、県民税が他府県に比べて高いです。

533 持続可能な財政運営 企画財政部 公共料金
水道料金がとても高いし、ゴミ袋も高すぎます。

533 持続可能な財政運営 企画財政部 歳出について

市民には「あと○年したら福祉の理想郷を。それまでの辛抱」と言い何年経つか。それに比
べ、①市会議員の報酬は多すぎる〔１ヶ月働いていないのだから日当だけでよい。政務調
査費も廃止している市もあるのに。〕〔名張を良くする会１０人の内７人が市会議員というのは
おかしい。〕②財政逼迫の折、褒められたからと言って毎週「広報なばり」を出さなくてよい。
月一回にして内容を充実すべきだ。

533 持続可能な財政運営 企画財政部 生活費用

不便な場所の上、生活にかかる費用（税金、電気、ガス、水道等料金）が高い。農業用地が
多くあるにも関わらず、農産物の価格が高い。以前住んでいた東大阪と比較しても全般に
生活費が高くつく。
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施策別自由意見内容（問23）

施策コード 施策 部局名 件名 意見内容

533 持続可能な財政運営 企画財政部 税金

市県民税など高い。消費税も上がり、生活していくうえで、電気･ガス･水道全てにおいて値
上がりしています。いくら働いても、給料は変わりません。支払うことばかりが高くなって、こ
れから先、不安を感じています。

533 持続可能な財政運営 企画財政部 公共料金

支払いが一週間遅れただけで、通告など無しに即、止められてしまう。普通なら、『通告』→
『督促』などを経て中止にすべきなのに、名張市は強気のせいか何も無し。水道はとても適
切な処理をするが、ガスは日本一最悪。またプロパンのせいか、冬はとても高く使いづらさ
がある。

533 持続可能な財政運営 企画財政部 税について
税金が高い。固定資産税、市民税。

533 持続可能な財政運営 企画財政部 住民税について
同所得の人と比べて高い気がする。

その他 - - 動物愛護について

最近、ネコの横腹にネズミ捕りの強力なテープが貼られ、ネコが苦しんでいた。動物と人間
が共存をする対策等、大阪のように地域ネコとかをすべきです。地域で動物を育て、人間中
心でない地球の命全てを大事にする心を養ってほしい。健康な犬を身勝手に保健所に
持って行ったり、大阪ではありえない非道な人間性に嫌気がさします。どの命も大切にしな
いと次は人間を殺すと思います。最初の犯罪は動物虐待から始まります。

その他 - -
空き巣や忍びこみが多
すぎて、住むのが怖い
件（カラスも怖い）

駅周辺や住宅の街灯が暗く、歩いている人が少ない。名張駅の看板が恥ずかしい。名張駅
周辺をきれいにして観光客にアピールすべきでは？花を多くして、名張郵便局もどうにかす
べきでは？市役所の暗さも、なんか惨めな感じで、引越してきた人もビックリするので
は・・・。節電するなら、思い切ったエネルギー変換でもしたらいいかも。福祉もいいけど、ま
ともに税金を払う人が出て行ってしまわないように気をつけてほしい。
ホッチキス留めの資料にうんざり。針を取って、不燃ゴミに出す対象者のことを考えるなら、
針なしの留めにすべき！

その他 - - -
・税金のムダになるような市長選は控えてほしい。

その他 - -
市の行政ぶりに変化が
ない

・市長の任期が長い。多選は控える　・よって職員もマンネリ化している　・今回のようにアン
ケートを取って結果に満足しているのでは？
・問２４ は何故必要なのか　・市が持っている情報で特定できるのでは　・何故、糊付き封筒
ではないのですか。一般企業ではあり得ないことです。なんでも削減したらいいと思ってい
るのでは？回収率の低下となりますよ。

その他 - - 生活
昨年の１２月２２日に母が亡くなり、今また父がガンで余命３ヶ月の宣告を受けました。いきな
り一人になってしまって生きていくのが怖いです。

その他 - - アンケートの問について

＊問に答えるのに、概ね２０分とは・・・　答える側のことを考えてますか？
＊解からない問が多すぎる。・問６④⑤⑥⑩
　・問８①③⑨⑪　⑪の文面で『質』や『仕事ぶり』とは、いったい何を想像すれば？　・問１０
地域の特定は差別に当たらないのか。例えば、『次（最後の居住）に住むとすれば、どの地
域を選びますか。希望地域を２～３箇所書いてください。』とかに文章内容を変更されて
は？　・問１８　全く解からない。　※問１０、１８には答えていません。※この問を作成した
方々に聞きたい。私の家庭内の事を２０問ぐらい出したとして、答えられるでしょうか？その
ような内容が多々見受けられます。正直、判らないことが多すぎます。

その他 - - -
福祉の理想郷は大変うれしい言葉ですが、活力ある町がなければ、夢に終わりませんか？
市長４期目の舵取り、よろしくお願いします。

その他 - - 変化なし
書いても言っても変わらないものは変わらない。名張に限らず、２０３０年～衰退する。根本
は国。

その他 - - 項目の設定について

問３、問４、問５は意識的には参加したいと思うが、膝、足が悪く、活動に参加できないの
で、このような人に対する答えがなく記入し難い。障害者に対する意識が低いというか、配
慮が不足している。再考を。

その他 - - -
子育ても終わり、現在関わっていない項目がありました。そのような項目は『３』としておきま
す。

その他 - - 今、静かに思うこと

私は昭和２年に名張で生まれ、名張で育ち、学校を卒業してすぐ、名張市内で学校勤めと
いう事で、井の中の蛙で他地区の事は分かりません。「名張はいい所だ」と思って暮らしてき
ました。小さい頃は、山と田んぼだけの静かな地区でしたが、戦後、山が団地に変わり、人
口（町人）が増し、言葉が変わり、思想が変わり、空気も変わり、あれよあれよと様変わりして
しまいました。歴史的なことは今見直されているようで結構なことです。米寿を迎えようとする
私には、思想や意見を申し述べる事はできません。とにかく、この老人ホームで、その日そ
の日を無事に過ごせたならば有難いと思うだけです。欲を申しますならば、時々演芸等、慰
安に来ていただけたらと思います。

その他 - - -
高齢者であるため、この調査は自分に当てはまらないかも知れません。

その他 - - -
９０歳のお婆ちゃんには大変多いアンケートで判らない事が多い。

その他 - - この調査について

私がこの調査票を作成するなら、この様なアンケートの展開はしません。問に答えづらい。
一般の人が考えるなら、まず各地域の声を聞き、その地域の問題点を全て出し（生活してい
る人が今後の不安や困っていること）、そこから調査テーマを作ると思います。役所の人は、
アンケート内容が仕事かもしれませんが、会社勤め、農業、商業等で生活している人は、こ
こまで考える時間がなく、今後の生活での不安の方が大きいです。各地域の１０年後、２０年
後を予想すれば、どういう対策で活性化すべきか見えてくると思います。見た目のきれいさ
より、思の実現へ。

その他 - - -
このようなアンケートは、真剣に記入する人は少ないと思う。毎日の生活、仕事で忙しく、時
間がかかりすぎる。

その他 - -
①このアンケートでの設
問、選択肢について

①設問において、具体例が無かったので、回答に迷う事が多々ありました。また「１～４」の
選択肢だけではなく、「わからない」という選択肢を設ける事で、回答者である市民の理解度
が量れると思います。このアンケートで「わからない」と感じる設問も多々あり、回答に迷いま
した。

その他 - -
アンケート質問内容　問
２の(1)(2)（継続居住・移
住意向）がわかりにくい

例：問２の（２）の記述の意味がわかりにくいので、もう少し簡単な質問内容を示されては？

その他 - - -
名張市民になってまだ１年に満たないのでよくわかりません。

その他 - - 回答について
該当番号が選べない場合、記入できないが、その場合の回答方法に困りました。記入して
いません。

その他 - - いろいろあります
・問の内容がわからない(難しい）し、答え方も選べない。
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施策コード 施策 部局名 件名 意見内容

その他 - - 問２４-(6)について
今年の４月から名張に住んでいるため、アンケートの殆どがよく分からない事でしたが、２ヶ
月住んでいる中での意見として答えさせていただきました。

その他 - - １～８はよくわからない
-

その他 - -
このアンケートの記入に
ついて

記入にあたって「宛名の方がご記入」とありますが、本人が体が不自由（右手）なため、ペン
を持つことが苦痛です。よって、家族が本人に聞き取り、記入しました(回答のお願いのハガ
キが来たので）。無作為もいいですが、配慮がほしいです。

その他 - - このアンケート

個人を特定するなどしない内容が書かれていたけど、期限(提出）が遅いと提出状況を送っ
てくるなど、返送封筒に番号･バーコードのような記載を表示している。回答者が特定できる
ようになっているような記載があるが、『お願い』の内容に反していないだろうか？
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