
市民意識調査(令和２年２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 539 人（回収数 1,265 人） 

２．自由意見欄への記載率       42.6%

（参考）H30 年 4 月 40.4%（408 人/  1,011 人） 

R 1 年 4 月 35.5%（334 人/  941 人） 

３．自由意見の件数 延べ 912 件（非公表意見を含む）

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

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。

順

位 

件数

（件） 

割合

（％） 

① 交通計画 135 14.8 ・車がないと生活できないのは将来的に不安。 

・高齢ドライバーに免許を返納してもらいやすいようバスの充実。 

・ナッキー号の本数を増やしてほしい。土・日・祝も走らせてほしい。 

② 地域医療 93 10.2 ・救急医療体制を名張市内で完結できる体制にしてほしい。 

・市立病院に早く産婦人科をもうけてほしい。 

・市立病院内科で紹介状がなくても受診できるようにしてほしい。 

③ 商工経済 55 6.0 ・税収や雇用の確保の為に、企業誘致に力を入れてほしい。 

・名張特有のブランドが全国に広まってほしい。 

・名張市に映画館がほしい。 

④ 「新・理想郷 

プラン」の推進 

54 5.9 ・若者が名張市から出ないような魅力ある街づくりをしてほしい。 

・教育・経済・文化面で行政の独自性、積極性を示してもらいたい。 

⑤ 持続可能な 

財政運営 

53 5.8 ・名張市の財政難が心配。 

・住民税が高く、負担に感じる。 

・子育て世代や年金世代以外は税金の恩恵が感じられにくいので、税金を安くしてほしい。 

⑥ 道路整備 43 4.7 ・道路のセンターラインや横断歩道が消えている。 

・名張・伊賀間の国道の 4車線化を早速に実施してほしい。 

⑦ 高齢者福祉 36 3.9 ・経済的に入れる老人ホームが無いと思う。特別養護老人ホームの数量的な充実。 

・高齢者が集える場所を増やしてほしい。 

⑧ 循環型社会 35 3.8 ・ごみの分別方法が変更され戸惑っている。 

・有料ゴミ袋の値段設定、もう少し下げてほしい。 

⑨ 子育て・ 

子ども支援 

32 3.5 ・名張市は子供を産んで育てやすい町だと感じる。 

・共働きのため、子供が小学校にあがってから学童保育に入れるかどうかが不安。 

・もっと保育所を増やしてほしい。 

⑩ 防犯・ 

交通安全 

30 3.3 ・名張の人は車の運転が荒い。なかなか横断歩道など止まってくれず歩行者に優しくない。 

・夜中、車やバイクが暴走している時があるので警察のパトロールを強化してほしい。 

・幹線道路の路上駐車を取り締まってほしい。 

上位 合計 566 62.1 

施策 主な意見 



施策別自由意見（問14）

番号 施策コード 施策 部局名 問14　具体的な内容 性別 年齢

1 111 人権尊重 地域環境部 部落対策にいくら位市の予算を使っているのか目に見えない。 男性 無回答

2 121 保健・医療・福祉ネットワーク 福祉子ども部
高齢1人世帯・障害者世帯・空き家の掌握と生活対策の検討。近所の人に任せきり、及び、個人情報保護を
盾に、1人暮らし隣地者の対処が出来ない。(ただただ、心配の日々。)

男性 60～64歳

3 121 保健・医療・福祉ネットワーク 福祉子ども部
高齢化に伴い、独居老人、引きこもり、空家の増加など地域コミュニティーの維持が低下して来ていると思
う。独居老人の健康や安否状況など定期的な巡回などを民生・児童委員、社会福祉協議会、NPO、NGO法
人、各自治会などの協調によりコミュニティの形成に尽力して欲しい。

男性 75歳以上

4 121 保健・医療・福祉ネットワーク 福祉子ども部 民生委員の方が、お年寄りの場合、いざとなったら、活動出来るのか疑問に思う。若い人も活動してほしい。 女性 75歳以上

5 122 健康づくり 福祉子ども部 伊賀市の方が、医療の無料化が進んでいるように思う(ピロリ菌検査等々) 女性 60～64歳

6 122 健康づくり 福祉子ども部
岐阜から名張に来て1番感じるのは高齢化です。70代以上の方が多いのに驚きました。ご近所にも御主人に
先立たれた奥さんの１人暮しの方とかが気になります。日中あまり外出されている様な感じもしないので、短
い時間で体操したり散歩が出来ると良いのではないかと思います、

女性 60～64歳

7 122 健康づくり 福祉子ども部

ケンコーマイレージの取扱いに疑問があります。買物券として使用できますが、個人情報が記入してあるこ
のカードを店頭ではどういう管理がなされてるのか、疑問です。個人情報保護の観点からも、一般の店での
やりとりは、ありえない事だと思います。店頭でカードを渡すのではなく、市役所で回収し、買物券と交換する
なり、して欲しいと思います。現在迄、何も問題が起きてなくても、至急改善して欲しいです。市役所は市民
の個人情報保護をしっかり考えて下さい。

男性 65～74歳

8 123 地域医療 福祉子ども部 医療体制が不十分です。夜、病院へ行きたくても受け入れてくれない。 男性 18～29歳

9 123 地域医療 福祉子ども部 物資補給(マスク・アルコール消毒液)。不足しています。医療施設の設備をしっかりとしてほしい。 男性 18～29歳

10 123 地域医療 福祉子ども部 地域医療体制の整備、救急医療の整備をしっかりしてほしい。 男性 18～29歳

11 123 地域医療 福祉子ども部 伊賀と名張を行き来するのに30分かかるのに市立病院の交代制はやめるべき!! 男性 18～29歳

12 123 地域医療 福祉子ども部

団地の年齢層があがってきたので、新しく人を増やすべきだ。そのために、子どもへの手当てなり、救急制
度であったりが発達することが良いのではないか。まず、伊賀と名張の市民病院を分担で救急車を使用する
ことはとても不安だ。自分でも家族でも不安であり、名張市の一番の不満点だ。ドクターヘリのヘリポートを
共有したり、増やしたりするべきだ。

男性 18～29歳

13 123 地域医療 福祉子ども部
コロナウイルスになった場合の受診可能な病院の有無。これからのまちづくりを考えていくうえで子供、高齢
者を重点に置き住みやすくしてほしいと思います。現在は独身ですが将来家族ができ安心安全に暮らせる
街になっていてほしいです。

男性 18～29歳

14 123 地域医療 福祉子ども部
救急医が少なくて二次救急の役割が保てていないと感じました。だから、救急医を増やして、どのような疾患
を持つ患者にも対応できるようにしていただきたいです。

男性 18～29歳

15 123 地域医療 福祉子ども部 病院の患者さんが多すぎる→社会的入院が多い。 女性 18～29歳

16 123 地域医療 福祉子ども部 病院がどこも駐車場がせまい。 女性 18～29歳

17 123 地域医療 福祉子ども部
出産や急病時に対応できる病院が遠く(奈良や三重大まで行かないといけない)不安が大きい。医療体制を
整えて欲しい。

女性 18～29歳

18 123 地域医療 福祉子ども部 病院の待ち時間が長い。ネット予約をどんどん導入してほしい。 無回答 30～39歳

19 123 地域医療 福祉子ども部
高齢化社会に向けて若い世代が、名張市に安心して居住できるよう、出産、保育医療など充実した環境が
必要だと思います。

男性 30～39歳

20 123 地域医療 福祉子ども部

先祖代々続いている為名張市に住み続けなければならないが、その為もっと良くしていかなければならない
事も多いと考える。①医療環境についてですが、症状が軽い病気については名張で見ていただきますが、専
門的な場合は他府県の病院へ行き見てもらう事が多いと感じています。②子どもを育てていく時、妊娠期に
ついても名張市では見ていただくことはなく、となりの伊賀市へ行って見ていただいています。③高齢化の
為、救急車、消防車についてもギリギリ入ってこれる状況で道が非常に狭く、両親など心配になっています。
まだまだ改善していただききたい事が多いと考えています。私達子育て世代には多くの不安があります。一
つ一つ良くして頂きますようお願い致します。

男性 30～39歳

21 123 地域医療 福祉子ども部
医療も悪い、名張市立病院ものすごく悪い。患者を受け入れてくれない。救急車を呼ぶと言ったらやっと受け
入れてくれた。あとMRIの機械も名張市に1しかない?ものすごく混んでいる。確かに高い機械だが、MRIをと
れなくて、仕事に行けなかった日数がある。

男性 30～39歳

22 123 地域医療 福祉子ども部
子供のかかりつけ医が選ぶのが難しい。(0-3才)専門性の必要な子供の病気であるからこそ信頼出来る、相
談出来る環境があると良いと思います。

女性 30～39歳

23 123 地域医療 福祉子ども部 救急、夜間救急時に精密な検査をしてもらえる医療機関が近くに欲しいです。 女性 30～39歳

24 123 地域医療 福祉子ども部
産婦人科の大きな病院がないため、今後子どもをもつことになった時、万が一の際にきちんとした医療をうけ
れるのか心配である。早く市民病院の婦人科開設を進めて欲しい。老後サービスの充実もいいが、若い人も
住みやすい町づくりを目指して欲しい。

女性 30～39歳

25 123 地域医療 福祉子ども部

子供が体調が弱く、地域の小児科や名張市立病院を利用させてもらっているが、名張市立病院に入院させ
てもらった時、人手不足感をとても感じる機会が多くあり、せっかく、すばらしい先生や、職員の皆さんが勤め
る場所であるのにとても残念に感じてしまいました。現状の状況から、将来、大丈夫なのか?上野市民病院
の様にならないか、とても不安になっています。今後も安心して家族が過ごせる名張市であっと欲しいと願っ
ています。

女性 30～39歳

26 123 地域医療 福祉子ども部

・医療の充実を望みます、名張で診てもらえる病院がない、あるが待ち時間が長いので自分で通える範囲の
病院を探して、他市または、他県まで行かなければならない。
・設備が古くて、より良い診察が受けれない。町づくりの変化を望みます。

女性 30～39歳

27 123 地域医療 福祉子ども部
救急体制、救急車に父親がたらい回しの結果となった。幸い、心筋硬塞で奈良の病院に受け入れてもらえた
が、運が悪ければ確実に亡くなっていた。子どもや、また同じことが起きたら、など不安。至急の改善が必要
かと思う。

女性 30～39歳

28 123 地域医療 福祉子ども部
検診から入院、出産に至る迄ほぼほぼ武田産婦人科が一強なのが気がかりです。それも双児は診ていただ
けず出産となると津迄行かねばならず・・・。ちょっと不便ですね。

女性 30～39歳

29 123 地域医療 福祉子ども部 出産ができる産婦人科がない。 女性 30～39歳

30 123 地域医療 福祉子ども部 産婦人科の増院希望。 女性 30～39歳

31 123 地域医療 福祉子ども部 医療機関がとぼしい。 女性 30～39歳
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施策別自由意見（問14）

番号 施策コード 施策 部局名 問14　具体的な内容 性別 年齢

32 123 地域医療 福祉子ども部
高齢になるにつれて生活が不便になる。病院も市立病院くらいしかなく、特別な病気の場合県外などの遠方
まで行かなければならない、病気を持ちながらの生活はつらい。

無回答 40～49歳

33 123 地域医療 福祉子ども部
全国の病院などで患者や看護師や介護人や先生の病院内の暴言や暴力があるそうです。病室、廊下に防
犯カメラの設置をお願いします。

男性 40～49歳

34 123 地域医療 福祉子ども部

私は、両親子供2人の6名家族です。80才代の両親は、津市にある三重中央医療センターがかかりつけ医に
なります。理由としては緊急に容態が変ってもネットワークで迅速に対応できると思うからです。(医師も充実
しています)また、子供は開業医で全く問題はないですが、やはり緊急時は、大病院がたよりになると思いま
す。(当然、私も妻も)名張市民病院では全く対応ができなく医師も少なく、将来性がありません。中央や天理
よろずの様な体制をとってもらえればもっと名張市に移住したい方とかが増えていくと思います。高齢化の社
会では必要不可欠です。

男性 40～49歳

35 123 地域医療 福祉子ども部
救急で家族などが上野の病院に運ばれたら車の運転に自信がないので市内の病院に診てもらえるように体
制を整えてほしい。

女性 40～49歳

36 123 地域医療 福祉子ども部

市立病院小児科入院の際の個室料、付添いの際の親の負担の大きさ(目が離せず、食事等を取ることや買
物にも行けない)
→保育士さん等の見守り支援が少しでもあると助かる。
→個室を希望していないにもかかわらず個室料の負担を強いられる。

女性 40～49歳

37 123 地域医療 福祉子ども部 医療体制のことも思うと大きな病気をした時、不安で心配。 女性 40～49歳

38 123 地域医療 福祉子ども部
土日の医療を市立病院だけではなく多くなってほしいです。専門医の方がもっと多く市立病院に常駐してい
ただきたいです。

女性 40～49歳

39 123 地域医療 福祉子ども部 医療（市民病院）体制 女性 40～49歳

40 123 地域医療 福祉子ども部
病院については名張市の中でとなると選択肢が限られてしまうので、大阪など他地域と連携してもらえれば
非常に有難い。救急制度に関しては伊賀へ運ばれた際も、数日入院となったときには名張へ転院(家族が見
舞に行く必要があるとき)できるシステムになれば良いなと思った。

女性 40～49歳

41 123 地域医療 福祉子ども部
安心して通院出来る病院がほとんどない。誤診が多く感じる、将来通院しないといけない病気にかかるとと
ても不安を感じます。

女性 40～49歳

42 123 地域医療 福祉子ども部
救急で保健所へ行った時、「小児科は専門外で全くわからない」といった老医師は、もう使わないで下さい。
苦しんでいる子をつれていくのではなかったと、とても悔やみました。

女性 40～49歳

43 123 地域医療 福祉子ども部 名張の市民病院があまりいいうわさをきかないので何かあった時の医療が心配です。 女性 40～49歳

44 123 地域医療 福祉子ども部
医療の充実。人口の多い少ない、大きい病院の数などで、受けられる医療の地域格差がないようにしてほし
い。

女性 40～49歳

45 123 地域医療 福祉子ども部
信頼できる病院がなく、近くても天理まで行かなくてはならない。名張市立病院に、もう少し優れた医者を連
れて来て欲しい。

女性 40～49歳

46 123 地域医療 福祉子ども部 これから少子高齢化に伴い、市民病院や介護施設の強化をお願いしたい。 無回答 50～59歳

47 123 地域医療 福祉子ども部
・休日、年末年始の医療体制をもっと充実して欲しい。
・毎年インフルエンザ等でいっぱいになっているので医師を増やす等、考えて欲しい。

男性 50～59歳

48 123 地域医療 福祉子ども部
救急体制に一抹の不安を覚えます。医師数不足はもちろん理解していますが、目の前に名張市立病院があ
るのに３０分以上も離れた上野に輪番制で転送される点は不安以外何ものでもありません。

男性 50～59歳

49 123 地域医療 福祉子ども部 救急医療体制に不安、せめて市立病院における伊賀地域二次救急の常時実施は行って欲しい。 男性 50～59歳

50 123 地域医療 福祉子ども部
しっかりとした病院もなく市立病院での一時しのぎなど・・・老後は、都会に戻る予定。単なる子育を田舎です
る場所という感じがします。

男性 50～59歳

51 123 地域医療 福祉子ども部
市民病院も続々と看護師が辞めています。なぜ中堅クラスの看護師が辞めていくのか病院として、考える必
要があるのではないのですか?新人ばかりの看護師ではこちらも不安になります。名張市民病院はいい病院
だと言える病院になってほしいです。看護師の休みとれてますか?残業代つけてもらってますか?(特に新人)

女性 50～59歳

52 123 地域医療 福祉子ども部 医療病院が心配、個人病院の医師の高齢化医療、救急体制が不安です。 女性 50～59歳

53 123 地域医療 福祉子ども部
名張には結婚をして30年住んでいますがかかりつけの病院(内科)がありません。名張市立病院が行きやす
い病院になれば将来も安心なのですが…。

女性 50～59歳

54 123 地域医療 福祉子ども部
夜間の救急病院の輪番制についてです。高齢者が同居しているので急に思いもよらない事が起きたりしま
す。その時たまたま当番の病院が遠いと不安です。諸事情あるとは思いますが、どうにかならないものかと
思っています。

女性 50～59歳

55 123 地域医療 福祉子ども部
地域医療体制の整備、充実を切に望みます。輪番制を止め、名張で全て受け入れてほしい。また、診療科
の充実を望む

女性 50～59歳

56 123 地域医療 福祉子ども部
病気になった時の病院をどこに行けば良いのか。入院等必要になった時、近辺の病院で充分治療してもら
えるのか心配です。

女性 50～59歳

57 123 地域医療 福祉子ども部
今、新型コロナウイルスが流行しており、こういう感染症に対応できる医療関係の充実と高齢化が進んでい
るのでお年寄りにやさしい未来をになう子供たち、若者が住みやすい名張市のまちづくりをしてほしいです。

女性 50～59歳

58 123 地域医療 福祉子ども部 大きな病院が少ないので不安。 女性 50～59歳

59 123 地域医療 福祉子ども部 救急体制:輪番制。本市で毎日対応できるようにしてほしい。他市への移動は時間がかかり不安であった。 女性 50～59歳

60 123 地域医療 福祉子ども部 救急医療の充実。 男性 60～64歳

61 123 地域医療 福祉子ども部 救急の輪番制をやめて、名張市独自での医療体制を作って欲しい。 男性 60～64歳

62 123 地域医療 福祉子ども部
名張市立病院に診察に行っても高齢者ばかりで待ち時間の2時間～3時間は当り前、だから電車で奈良県ま
で行きます。周囲どこを見ても高齢者ばかりこんな名張市に未来は望めない。だから今、次の移住先を探し
ています。高齢者ばかりの町に未来はなし。

男性 60～64歳

63 123 地域医療 福祉子ども部 医療環境が不安。(公立病院の運営「診療項目・内容」が弱い。) 男性 60～64歳

64 123 地域医療 福祉子ども部
二次救急、三次救急、周産期、小児救急の整備。親が名張市立病院、入院後2週間で退院を迫られ、2日後
に死亡した。無理な退院調整はすべきでない。なんのための二次救急か。また老健施設は全く機能していな
い。必要な時に入所困難

男性 60～64歳

65 123 地域医療 福祉子ども部 市民病院のレベルアップを図ってほしい。 男性 60～64歳

66 123 地域医療 福祉子ども部
救急医療の充実をお願いします。名張市と伊賀市で二都市で受けいれられるように。どこかよそに行ったと
よく聞きます。

男性 60～64歳

67 123 地域医療 福祉子ども部 産婦人科が1件しかない。市立病院に早く産婦人科をもうけてほしい。子ども達は上野にいっているので。 女性 60～64歳
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68 123 地域医療 福祉子ども部

平成に移住してきて数十年になります。年々救急車の音がよく聴えるようになりました。職業上救急車で搬
送された方のお話しをお聴きする機会があり、今後、私生活においても不安であると考えています。高齢化
社会になり交通の不便を感じながらも免許証を返納しなければならない。夫婦2人暮しで相方が夜中急病で
救急車で伊賀市の病院に運ばれた。結果、入院に至らず夜中帰える事になったがタクシーも呼ぶ事ができ
ない。待つ場所もない状態で非常に不安だったと数人にお聴きしました。ますます高齢化する中で病人も多
くなると思いますが、一緒に付き添うご家族の事もご配慮頂ける、地域社会に発展していけたら良いと考えま
す。

女性 60～64歳

69 123 地域医療 福祉子ども部 医療の充実 女性 60～64歳

70 123 地域医療 福祉子ども部
名張市の病院について非常に不満があります。私自身も病気治療のため県外の病院に行かざるをえない状
況で、今後このまま名張に住み続ける事が出来るのか思案中です。

女性 60～64歳

71 123 地域医療 福祉子ども部 子供達が県外に出て、夫婦だんだん年をかさねるごとに医療休制にすごく不安がある。 女性 60～64歳

72 123 地域医療 福祉子ども部 医療環境、福祉サービスの不安を感じます。 女性 60～64歳

73 123 地域医療 福祉子ども部 百合が丘に住んでいるが、市立病院内科で紹介状がなしても受診できるようにしてほしい。 女性 60～64歳

74 123 地域医療 福祉子ども部

現在の名張市の医療について一言。最近(いや以前から)私より先輩の人曰く、救急で市民病院に行くも、そ
の後の手術等は奈良県の病院(奈良医大、天理よろず等)へ行かないと名張市では、大きな手術が出来ない
とのこと。この様な状態がこれからもずっと続かざるを得ないのか?それとも名張市で将来設備も完備し著名
な医師を招くことができるのか。これらは私達が今後将来的に思う大きな不安材料です。

男性 65～74歳

75 123 地域医療 福祉子ども部 信頼できる医療機関があまりない。 男性 65～74歳

76 123 地域医療 福祉子ども部 病院施設の充実度、救急医療体制に不安があります。 男性 65～74歳

77 123 地域医療 福祉子ども部 市立病院の医療人員、器具の充実を願います。 男性 65～74歳

78 123 地域医療 福祉子ども部
伊賀地域に血液内科がない。名張市内の医療機関で初診を受けたがん患者はよく死ぬが、これが原因では
ないか。?

男性 65～74歳

79 123 地域医療 福祉子ども部
市立病院に対して何かと話題になっているのが累積赤字だと思うが、赤字だからと言って医療体制の縮少
のようなことはやってはいけない。

男性 65～74歳

80 123 地域医療 福祉子ども部 市民病院が今のまま存続していけるのか不安。 男性 65～74歳

81 123 地域医療 福祉子ども部 救急医療体制を名張市内で完結できる体制にしてほしい。 男性 65～74歳

82 123 地域医療 福祉子ども部 この先年齢を重ね、体調的に不安を感じた時に、安心できる医療が望めたら幸いです。 男性 65～74歳

83 123 地域医療 福祉子ども部
高齢化が進む中で、医療施設の充実(特に市立知院)、健全な運営

男性 65～74歳

84 123 地域医療 福祉子ども部 市民病院をみんなが自由につかえないか? 女性 65～74歳

85 123 地域医療 福祉子ども部
当地は自然環境はとても良いと嬉しく思いますが、医療面での不安はあります。内容的に高度な医療と申し
ましょうか、難易度の高いと思える病気に関しては、他地域の病院（奈良、大阪、愛知)の医療機関を考えて
しまいます。

女性 65～74歳

86 123 地域医療 福祉子ども部
市民病院が近くに有るのに、紹介状がないと診てもらえない。安心して治療、手術出来る病院であってほし
いです。他の地域の病院に行くのでは問題です。

女性 65～74歳

87 123 地域医療 福祉子ども部
名張市は住みよい所だと思っております。しかし、医療に対して不安は多く残ります。まず、名張市立病院が
総合病院でない所といつでも誰でも受診出来ない事が不安です。身近な医療充実は一番に考えてほしいと
思います。

女性 65～74歳

88 123 地域医療 福祉子ども部
市立病院の婦人科でなく産婦人科の設置。市長選挙の、地域の演説会で、4月から(2019年)取り組んで設置
と聞いたが、…?　果たして無い！！

女性 65～74歳

89 123 地域医療 福祉子ども部 公立病院の待ち時間が長いので、その間に病状が悪化するのではと不安に感じた事がありました。 女性 65～74歳

90 123 地域医療 福祉子ども部
大きな病院がありながら個人の病院からの紹介状がなかったら診察してもらえないなんておかしいのではな
いですか？救急車でないと診察してもらえないから軽い病気でもよぶのではないですか。

女性 65～74歳

91 123 地域医療 福祉子ども部
・医療体制の見なおし
今のままでは上野や奈良県の病院で診察してもらう人が多い。名張の医療に期待ができない。見直しと充
実を。

女性 65～74歳

92 123 地域医療 福祉子ども部 高齢社会で医療に力を入れてほしい。 無回答 75歳以上

93 123 地域医療 福祉子ども部
市立病院の医師は専門医がいない様に思う。私は先般入院して、わかりました。20日間の入院でしたが専
門医なら半分の日数で済むところです。退院して4日目で岡波病院へ救急搬送で一命を救われた。市民の
安心安全と考えて技術のある医師が必要です。

男性 75歳以上

94 123 地域医療 福祉子ども部

・医療に関して
病診連携の医療体制が伴っていない名張・伊賀地区。私は兵庫県から移住して16年経ちますが今だにかか
りつけ医師より近郊(名張、伊賀)に自信を持って紹介できる病院が無いので奈良、大阪方面の病院を紹介さ
れます。今回で3回目です。住居地にとっては基幹病院である市立病院に期待しますが、かかりつけ医師よ
り自信を持って紹介できません。それは何故か?総合診療科・麻酔科(手術に関して)無くて、臨床経験豊富な
医師が少ないと聞きこの先不安です。

男性 75歳以上

95 123 地域医療 福祉子ども部
市立病院が名張市にありながら、日頃別の病院にかかっていて脳のMRIは、紹介状を持っていっても軽い病
状の人は検査をことわられると聞き、岡波病院で受けました、どういう事か?非常に腹が立ちました。本当で
しょうか。

女性 75歳以上

96 123 地域医療 福祉子ども部
第二次輪番病院の廃止して。名張市単独の総合病院の開設を望みます。現在の重症専門分野の疾病は
県・内外の病院に頼っており、通院・入院が大変なことがあります

女性 75歳以上

97 123 地域医療 福祉子ども部
現在「ガン」（肺）闘病中。久居三重中央医療センターにお世話になっています。もう少し近くに病院があれば
と思います。子供も遠く通院が大変です。市立病院のグレードアップを願います。早くケア病棟を望みます。

女性 75歳以上

98 123 地域医療 福祉子ども部 病院で待ち時間が長く体調のすぐれない時は大変です。 女性 75歳以上
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99 123 地域医療 福祉子ども部

91歳の父親、88歳の母親と同居してましたが今回この調査表が届いた母親は昨年6月より認知症で施設へ
入所しました。父親は自宅でほぼ寝たきり生活で訪問看護、ヘルパーさんに助けてもらってます。父親は現
在寝たきりのなかでも安定してますがここ数年何回も救急車にお世話になり入退院の繰り返しです。1年ほ
ど前名張市立病院が当番の時症状が重い旨、救急隊員より病院へ伝えた所、検査する機器はあるが使え
る医師がいないとの事で天理の高井病院まで運ばれました。名張市立病院は入院時の説明等も若い（たよ
りない）医師で十分納得できる時は少ないです。看護師も人手が足りないのか育成が不十分なのかわかり
ませんが頼んだ事も伝わってないことが多く気持ちの良い対応をしてくれる人は少ないと思います。退院後、
ショートステイを依頼してもなかなか入所も思うように行きません。市長の揚げる「福祉の理想郷」にはほど
遠い名張市だと思います。病院、老人施設を市長自ら詳しく分析し早い改善を望みます。老人と同居する家
族として日々苦悩しております。

女性 75歳以上

100 123 地域医療 福祉子ども部
高齢(90才)となり1人暮らしは無理な為、腰骨折車椅子。娘に厄介になる為に名張市にきました。外に出ない
ので市の事は分りません。1ヶ月に一度(かかりつけの先生)見てもらうようにしています。(糖尿があったので)

無回答 無回答

101 131 高齢者福祉 福祉子ども部
少子高齢化は避けられない課題だと思います。自分の両親が老後も安心して生活できるまちづくりを望みま
す。

男性 18～29歳

102 131 高齢者福祉 福祉子ども部
福祉サービスの充実につとめてほしい。タクシーチケットなど、ありがたいが歩くことができない状態でタク
シーではなく、自家用車で行かないといけない。しかし、病院は３箇所以上という制限がありタクシーチケット
でしかサービスを受けられない。

女性 18～29歳

103 131 高齢者福祉 福祉子ども部 高齢者にやさしい街(医療、生活、消費等)を作ってほしいです。 男性 30～39歳

104 131 高齢者福祉 福祉子ども部 高齢者が集える場所を増やしてほしい。 女性 30～39歳

105 131 高齢者福祉 福祉子ども部 介護の問題(マンパワー不足、費用の不足)を日々感じる。 女性 30～39歳

106 131 高齢者福祉 福祉子ども部
老後も入所できる場所が名張にもあるのかとか、人口は少ない町ですが、介護施設、老健がこのままでは、
不足ではないかと、不安に思いますので、また広報などで２０年後の高齢化（名張市の）状況、受入れ予想
など案内を頂けると有難いです。

男性 40～49歳

107 131 高齢者福祉 福祉子ども部
少子化社会に力を入れすぎ。もっと、高齢化社会のことにも力を入れてほしい。福祉関係など・・・金銭支給
面など・・・幼稚園、小学校・中学校など無償じゃないですか。なのでもう少し、高齢者・障害者などにも、目を
向けてほしい。色々、不自由で困っていることたくさんあります。

女性 40～49歳

108 131 高齢者福祉 福祉子ども部 介護施設について、グループホームのレベル低すぎて、もっと優秀な人材育成を市町村でお願いしたい。 女性 40～49歳

109 131 高齢者福祉 福祉子ども部 高齢化への福祉対策の充実をお願いします。 女性 40～49歳

110 131 高齢者福祉 福祉子ども部
名張市やそれ以外の地域でも高年齢の人々が増えていきます。住みやすい街、安心安全な街としてどの地
域にも負けない街(町)づくりとして頑張ってほしいです。

女性 50～59歳

111 131 高齢者福祉 福祉子ども部 子育て支援は充実していると思う。今後は福祉・介護方面への充実を期待する。インバウンド参入にも期待 女性 50～59歳

112 131 高齢者福祉 福祉子ども部

私の現在の住む地域は、環境もまあまあ良く住みやすいと思います。ただ、将来的に近所づきあいもあまり
ない中で年をとっていき、子供も遠くで住んでいると、不安を感じる時期が来るのではと思います。主人の両
親もまだ健在ですが、老夫婦もだんだんと弱っていくと思います。介護サービスもまだまだ充実していない
中、何かあった時に、すぐに預かってもらえる施設を作ってほしい。また、子育て支援も、進んではいます
が、高齢者にももっと優しく住みやすい町づくりを期待します。

女性 50～59歳

113 131 高齢者福祉 福祉子ども部
高齢者が増え、買物や病院通い等に不便さを感じている人が多くなっています。各地域ではコミュニティバス
等でその対策を行っておられますが、まだまだ不自由です。もっと便利になって外出出来れば楽しくなると思
います。

女性 50～59歳

114 131 高齢者福祉 福祉子ども部
福祉介護のシステムもよくわからない。市が窓口なのか社協とはなになのか。施設も多くあってどこがどこな
のかも分からない。別件かもしれないけど以前役所の介護の窓口でお客様と言われた。なんというか、なり
たくてなった介護者ではないのにお客様と言われるので不快。なんとかしてほしい、言い方を。

女性 50～59歳

115 131 高齢者福祉 福祉子ども部
介護が必要となった時の施設が不足し、老々介護となった時、入所がスムーズにできるのか。独居となった
時の支援は、足りているのかと心配します。

女性 50～59歳

116 131 高齢者福祉 福祉子ども部 高齢化が進んでいるので、福祉・介護の充実を推進してほしい。 男性 65～74歳

117 131 高齢者福祉 福祉子ども部 68才のおじいさんです。老人にやさしい環境を充実して頂ける事を希望します。 男性 65～74歳

118 131 高齢者福祉 福祉子ども部 介護が必要になった場合に、安心して介護を受けられる名張になっているのか不安も多少あります 男性 65～74歳

119 131 高齢者福祉 福祉子ども部
ベビーブーム世代が高齢者になってゆく2025年頃、看護老人ホームなど福祉施設の運営がどうなってゆくの
かとても心配です。

男性 65～74歳

120 131 高齢者福祉 福祉子ども部
一人で暮らす事が困難になった時、今の所得ではどこにも入所出来ないんじゃないかと思います。もう少し
低価格の老人入所施設が出来ればいいのにと、今から先の事を心配しています。

女性 65～74歳

121 131 高齢者福祉 福祉子ども部 経済的に入れる老人ホームが無いと思う。特別養護老人ホームの数量的な充実。 女性 65～74歳

122 131 高齢者福祉 福祉子ども部
・不安に思っている事
1人世帯になって、健康が害された時どのように生き抜くか。

女性 65～74歳

123 131 高齢者福祉 福祉子ども部

母の介護で大阪の茨木市から引っ越ししてきて2年半になります。名張には妹もいるので母の希望で来まし
た。残念ながら母は家で4ヶ月この間には介護施設も利用させて頂きました。病院に3ヶ月入院で寺田病院で
最後を見送りました。主人の協力もあり母の望みがかなえられよかったと思っています。今は妹の家族達に
助けられながら暮らしています。

女性 65～74歳

124 131 高齢者福祉 福祉子ども部
今後10年で80才を超える高齢者が爆発的に増大し、高齢者の1人、夫婦での生活実態から、受入施設、介
護職員をどう確保して行くのか心配である。

男性 75歳以上

125 131 高齢者福祉 福祉子ども部
今私は健康ですがだんだん老化していきます。その時の福祉介護のあり方を今御指導賜ります様お願い申
し上げます。参考資料ありましたらお願いします。今回の名張市市民意識調周査(アンケート)に感謝御禮申
し上げます。

男性 75歳以上

126 131 高齢者福祉 福祉子ども部 老人の手伝いをしてくれる 男性 75歳以上

127 131 高齢者福祉 福祉子ども部

一人住まい(独居老人)の問題
・病院に入院する際保証人が必要
・子供、孫等係累がない場合どうすればよいか。
・このような場合、市は相談に乗ってくれるのだろうか。

男性 75歳以上

128 131 高齢者福祉 福祉子ども部
年金暮らしで後何年間で介護施設の入所考えねばならない状態です。現状では、入りにくいです。もう少し
入所出来る様に考えてもらいたいです。

男性 75歳以上

129 131 高齢者福祉 福祉子ども部 老人にやさしい市になってほしい。 女性 75歳以上
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130 131 高齢者福祉 福祉子ども部

私は79才女性。夫は同年でそれぞれ持病、脚力の老化で転ぶことが多く、二人共救急車で搬送治療を受け
ました。救急搬送をして下さることは大変助かり、ありがたいことと思います。また、母は、98才でショートステ
イ、ロングショートを利用して、長期に入所しており、それは老々介護が無理な状態ですのでありがたく思っ
ております。ただショートステイ、ロングショートの場合は、外部からの応診看護は出来ない制度になっている
とのことで、車イスでの受診も無理な母は、食事も1～2割程しか食べられない状態(老衰)となっていますが、
点滴のため、医院の送迎車で行きましたが、かえって体力消耗するようです。特養は月に1回医師の回診が
ありますが長期のショートステイへの適用は出来ないのでしょうか?

女性 75歳以上

131 131 高齢者福祉 福祉子ども部 高齢者一人暮らし高齢者が万が一の時に入居できる施設がない。日々、不安に暮らしている。 女性 75歳以上

132 131 高齢者福祉 福祉子ども部 老人介護についてより前進した施策をお願いします。 女性 75歳以上

133 131 高齢者福祉 福祉子ども部 まだ元気だが介護施設に入らなくてはいけない時不足でなかなか入れてもらえないのではと不安です。 女性 75歳以上

134 131 高齢者福祉 福祉子ども部

現在でも日用品の購入がとても困っておりますが、将来もっと、もっと困ると思います。ちなみに今は親せき
の人に頼んで過ごしておりますが、倒えば食品であればスーパーに頼んで配達してもらう等の手配をお願い
してほしい思います。車の返納も間近に人を何時までもたよるわけには行きません。もう一点は、高齢者の
お助けの制度が出来ておりますが、これも加減が悪い様です。近所の方もそうおっしゃっておられます。例え
ば病院行きも高額なタクシー代で困っております。色々な事情があると思いますが、何とかもう少し便利に計
らってほしいものです。以上の二点どうかよろしくお願いいたします。

女性 75歳以上

135 131 高齢者福祉 福祉子ども部

自分は現在82歳、市の介護施設には条件が厳しく順番も程遠いと聞いています。25年前のバイク事故で腰
椎を痛め2～3年前から腰痛で不自由しています。日常の料理は何とか出来ますが歩行困難と掃除機など特
に困っています。介護認定は医師から頑張って下さいと受けられなく、いつ寝たきりになるか？介護施設に
はいれないのではと不安です。ご理解の程、施設を増やして下さい。よろしくお願い致します。

女性 75歳以上

136 131 高齢者福祉 福祉子ども部

名張に住み36年がすぎました。その間、緑があり水はきれいでおいしい、とても住みやすい町と思い、自分ら
しくいろいろ活動してまいりましたが、年を重ねていくうち、老いて来た自分に改めて生活の不自由さ…を感
じています。買い物は福祉バスが走っていますのでとても助っていますが、これ以上老いて来ると生活が出
来なくなります・・・・。その時は全員にくる前にとなり同士何か自分たちで出来ることを協力しあうと何かあっ
た時のことを考えて仲間づくりをすることが老いて行く人達のためにとても良いことではと思います。気がつく
と空家が多くとても淋しいと思います。いつの間にか知り合いがいなくなってしまいました。その前に日頃から
近くでお茶のみ会などで困りごとを話し合うところがほしいです。私は現在ひとりぐらしです。いつでも家に呼
んで語り合いたいです。公民館とか集会所に歩いて行くのは大変です。いつもなんとかしなければと思って
いる間、自分も老いて来ました。受け身ではなく自分たちで立ち上がってはどうでしょうか？

女性 75歳以上

137 132 障害者福祉 福祉子ども部 自立支援が他の市に比べて少ない。 男性 18～29歳

138 132 障害者福祉 福祉子ども部 障害があるので親が亡くなったら、自力で生きていけるのか心配。 男性 18～29歳

139 132 障害者福祉 福祉子ども部
私は、障害をもっています。現在働く所が少なく、B型作業所に通っています。もし、おねがいができるなら
ば、理解してくれて働きやすい場所、(職場、A型(A型作業所増してほしい)です。）※名張と伊賀で現在3つの
A型作業しかないのでとてもこまります。

女性 18～29歳

140 132 障害者福祉 福祉子ども部

名張市の障害者への支援、就労についてもう少し改善されることを期待します。病気で障害をもってしまった
為に仕事が続けられなくなり退職し(以前の職場が遠方だった)住んでいる名張市で雇用を探しているが見つ
からないといった話を聞きます。同じように名張市では障害者雇用がなく他府県へ引越しされたという方もい
らっしゃるようです。障害者の気持ちは障害をもっている人にしかわからないそうかもしれませんが、そんな
寂しい言葉を言わせる必要のない町になるよう行政が改善されることを期待します。

女性 30～39歳

141 132 障害者福祉 福祉子ども部

夫が現在、身体障害4級ですが、中々家族5人を養っていける収入がありません。わたしもパートに出てはい
ますが夫の障害による病院代などで余裕のある生活はできていません。障害年金は3級からのようでせめて
通院や投薬の分だけでも補助金のようなものがあれば良いのにな、と思います。夫婦共働きで保育園児が3
人いるので確定申告などもなかなか行けないので通院費は結構な家計の負担です。貯金もできず将来子ど
もたちの教育費などを考えると生活することも自体が不安です。

女性 30～39歳

142 132 障害者福祉 福祉子ども部
軽度な障害をもちながら働いている者への給与支援をして頂けたらうれしく思います。軽度な障害の為、障
害年金も、もらえず、安い賃金で働いていて、月の給料もあまり多くなく、今は親と暮らしているが、将来の事
を考えると不安でしかたがないです。

女性 40～49歳

143 132 障害者福祉 福祉子ども部
・桔梗が丘駅前で身体障がいの人を乗せたり降ろしたりするスペースがない。
・重度身体障がい児を預けられる短期入所施設がない。

女性 40～49歳

144 132 障害者福祉 福祉子ども部

聴覚障害者のコミュニケーションの場にあたって・・・ろう唖ほどのレベルでない難聴の人との交流の場が欲
しいです。口話で話せるレベルで、手話は必要のないレベルの人との交流で普段の生活の不便さをどう対
応しているのか聞きたい時があります。例えば・・・加齢で聴力どのくらい落ちていくのか、班会議などで、ど
うしているのか、など。

女性 40～49歳

145 132 障害者福祉 福祉子ども部
障がい児童が学校を卒業した後の生活支援の為の施設が少ない様に思うのでもっと増えると安心してくらし
ていけると思います

女性 40～49歳

146 132 障害者福祉 福祉子ども部
車イス利用者ですが、駐車スペースが少なく思いやり駐車と一緒では、ほとんど利用できない。車イス専用
と別にしてもらいたい。もしくは、屋根ありの乗降スペースを作ってほしい。

女性 50～59歳

147 132 障害者福祉 福祉子ども部

家族に障害者がいます。交通事故で障害者になりましたが、仕事は続けさせて頂いています。幻肢痛が20
年以上続き、毎日痛みと闘っている状態です。定年後の生活が不安で仕方ないです。障害者が利用出来る
(人目を気にしない)運動施設(ジムや水泳など)があればいいのにと思います。健常者と一緒のジムに行くの
を嫌がるので・・・。少しでも痛みを忘れてしまう時間を(何かに熱中して)作ってあげたいのですが、本人の意
欲がでる様な工夫をおしえてほしいです。障害者に「こんな運動施設がある」とのお知らせとかありましたら
おしえて下さい。個人的にだととてもありがたいです。

女性 60～64歳

148 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部 子供の養育費の補助を充実させて欲しい。 男性 18～29歳
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149 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部 小さい子供がおり共働きであるため子育て支援の施策はさらに充実を望んでいる。 男性 18～29歳

150 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部 核家族での子育てに不安を感じているため、子育てサポートの充実は今後も必要であると思う。 女性 18～29歳

151 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部 もっと保育所を増やして欲しい。少子高齢化に手助けを。 女性 18～29歳

152 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部

・現在妊娠中です。子どもがうまれたら、子育てや教育について、不安に感じます。
・アパート暮らしなので、子どもの通園、通学を考え、引越しを考えていますが、居住地の決め方がよくわか
りません。
・保育、介護識の離職率が多いので、給料をあげるなど対策をとってほしいです。やむをえずやめたという知
り合いがとても多いです。保育料無償化も良いですが、結局、職員がそろっていないと、充実しないと思いま
す。
・働くには、園を決めないといけない。でも園を決めないと、就職先が決まらない・・・この予盾を解決してほし
いです。

女性 18～29歳

153 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部 定員割れしている公立幼稚園を魅力ある園にし質の高い保育を目指してもらいたいと思います。 男性 30～39歳

154 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部 保育士の地位向上による保育士の確保。上記の事柄により、子供の産みやすく、女性の働きやすい環境。 男性 30～39歳

155 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部
特定不妊治療の助成について夫婦会計金額730万円が低すぎる。この夫婦の所得ぐらいなら治療もあきら
めてしまう。800万程にあげてほしい。

男性 30～39歳

156 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部 子供の病院窓口での支払いを無くしてほしい(後で返ってくるけどその場で払わずに) 女性 30～39歳

157 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部
名張市は子供を産んで育てやすい町だと感じます。10年前に長女を出産し、2年前に三女を出産しました
が、段々と妊娠中～産後、育児中のサポートが充実してきていて他の市町村と比べても子育てしやすいと思
います。

女性 30～39歳

158 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部 共働きのため、子供が小学校にあがってから学童保育に入れるかどうかが不安 女性 30～39歳

159 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部 子育てしやすい町づくりに力を入れてほしい。保育園に預けることができないので働くこともできない。 女性 30～39歳

160 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部

子育て中の女性で仕事を持つ方が増えているのに、子供向けや子育てサービス、イベントが平日の昼間に
集中している。もっと、土日に開催するなどしてほしい。子育て世帯に利用できる家事援助サービスが欲し
い。(既にある高齢者世帯向けサービスの利用可能世帯拡大など)。名張市は核家族が多く働く母親も多い
がファミリーサポートは子供の預りのみ、家事援助を受けようとするとシルバー人材センター等でﾞ平日昼間ﾞ
に見積りや定期利用が必要などハードルが高い。

女性 30～39歳

161 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部

夫の仕事の都合で結婚を機に名張に移住しました。本当なら子供を預けて仕事をしたいのですが待機児童
がいる上に求職中では応募もできないとのこと。求人も少ない。このまま子育てしていくのが非常に不安で
す。妊婦応援都市宣言をしているが検診の助成以外特に何のフォローもないのが気になります。他の市な
どでは両親学級や様々な集まりが積極的に開催されていてうらやましいと思いました。特に父親向けのフォ
ローがほしいです。

女性 30～39歳

162 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部 今は育児休暇中だが、この先仕事が始まって安心して子供をあずけられるかどうか。 女性 30～39歳

163 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部
子育て広場やマイ保育ステーションなど、子育て支援が充実していてとてもありがたいです。地域のボラン
ティアの方もみなさん優しくかかわってくださるのでとても安心しています。ありがとうございます。

女性 30～39歳

164 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部
・子育て支援の充実
シングルマザー等特定の人(対象を絞った)対策又他の地域と違う取組を行い、人を名張に呼び込む。空家
を使った低所得シングルマザーの支援、及び就労先支援

男性 40～49歳

165 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部
保育園への入園を希望する乳児がいますが、0歳か3歳からでないと、希望する園には入れない状況に不満
を感じます。1、2歳児になると、ガクッと受け入れ人数が減ります。希望する園に入れなかったので、今年は
待機になりそうです。

男性 40～49歳

166 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部 母子家庭の生活安定を強く思います。 女性 40～49歳

167 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部
子育て支援について、かがやきなど、休日に開放してほしいです。乳児期は夜間に、こういう場所があれば
と良く思いました。求めている時に支えられている感じがしませんでした。

女性 40～49歳

168 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部
公立幼稚園の3年保育希望!!市立幼稚園が無償化になり、公立幼稚園の入園児が激減しています。このま
まではなくなってしまう。公立幼稚園にもいい所がたくさんあるのにもったいないと思います。なぜそれが実
現しないのか?

女性 40～49歳

169 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部 医療も中学生までですが、せめて高校卒業するまでは助成してほしい。 女性 40～49歳

170 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部 年寄りには優しいかも知れないが、子育ではしやすいとは言えない。 女性 40～49歳

171 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部 学童保育が地域で違うのは、問題です。(時間など)女性が安心して働けません。 男性 50～59歳

172 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部
子育て支援施設ですが、仕事を持っていて土日しか休みがない親は、利用できない。平日しか活動していな
いから。働く母親にも悩みがあるのです。仕事を休んでまで、参加できない。

女性 50～59歳

173 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部
子育ての時、自分の困り感の助けになる場所、窓口環境がなく非常に辛かった。今は子育支援の状況も少
しは改善しているが、十分でないと見ていて感じる。

女性 50～59歳

174 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部

現在コロナウイルスの感染で全世界で騒がれている中で少し不安になってる事を書きます。孫が保育所に
通っています。排泄後の紙オムツを袋に入れ一日園内に置かれ、その使用済のオムツを持って帰ってくると
いう園ですが、知人のお子様の園では、汚れた紙オムツは、園での処分となり一切持ち帰る事はないそうで
すが、名張市内に住んでいて市内の保育園で、なぜこのようなシステムの違いがあるのでしょうか?もし感染
性の下痢とかの場合、とても怖いことであり不衛生であると思います。園で交換してもらったオムツなどは密
封などし、まとめて専門業者に出すべきではないでしょうか?以前から、おかしいと思っていました。今後、統
一などして頂き、汚れたオムツを持ち帰らなくてもよくなる事を願っております。どうかよく考えて下さい。

女性 50～59歳

175 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部
孫の保育所入所について、現在1人目が保育所に入所していて2人目を出産しました。2人目の出産後6ヶ月
で仕事に復帰しないと、1人目の孫が保育所を退所しなければならないと聞いています。せめて2人目出産後
1年の猶予がいただけたらいいと思う。

女性 60～64歳

176 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部 散歩している時学童さんからあいさつして頂きました。子供達が穏やかに成長できる名張を作って下さい。 男性 65～74歳

177 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部 子育て世代が住みにくい 男性 65～74歳

178 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部
子育てに対する取り組みは、高い評価を得ておられる等、徐々に若い世代の定住へ繋がる傾向に向かわれ
ている様にも感じます。

女性 65～74歳

179 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部 子供にやさしい市になってほしい。 女性 75歳以上
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施策別自由意見（問14）

番号 施策コード 施策 部局名 問14　具体的な内容 性別 年齢

180 134 社会保障 福祉子ども部
所得より病院の費用が多いため、生活は困窮している。相談しても冷たい対応が多く、これから先居住する
ことに不安を感じる。

女性 18～29歳

181 134 社会保障 福祉子ども部
年金心配。とにかくお金が心配。将来、ちゃんと年金もらえる?子育てのとかで育休をとったときの手当ては
ちゃんと出るのか。

女性 18～29歳

182 134 社会保障 福祉子ども部 少子高齢化による財政悪化などで、十分な社会保障を受けられるのか不安。 女性 18～29歳

183 134 社会保障 福祉子ども部

まだまだ若い世代なので将来、年金に関する事が一番、心配でならない。望む事は少しでも給料が上がり、
景気がより良くなること、生活水準が上がればより豊かでより楽しく毎日を送ることが出来ると思います。将
来、子供がたくさんほしいと思っているので少子化の問題もあるが貢献したいと思う。そのためには今より
もっと暮らしをサポートするような制度ができるといいと思う。妊婦さんがもっと負担にならないような産休、働
くことができない期間は国からの支援で給料をもらえるような制度ができればと思う。そういう事をしないと、
少子化はなくならないと思う。

女性 18～29歳

184 134 社会保障 福祉子ども部 自分たちが高齢になった時に年金がきちんと支払ってもらえるか心配。 女性 30～39歳

185 134 社会保障 福祉子ども部
病院での治療費、自己負担額がもう少し少ないと助かります。夫が自営業で私が病院へ行くと金銭的に負
担になるので行きづらいです。少々の事なら我々でしようと思ってしまいます。夫の仕事が大変な時期で金
銭面に余裕がないです。

女性 40～49歳

186 134 社会保障 福祉子ども部
年金生活者にとって、税金が高く保険料も高く生活が苦しい、すべて吸い上げるのではなく市民へ還元して
いただきたい。

男性 65～74歳

187 134 社会保障 福祉子ども部 国民年金のみの収入なので医療費が必要な状態になった時の不安が一杯です。 男性 65～74歳

188 134 社会保障 福祉子ども部 介護保険料を安くしてほしい。生涯利用しない者もいます。互助の気持ちはありますが? 男性 75歳以上

189 134 社会保障 福祉子ども部
現在の医療体制。福祉介護の件。年金から差しひかれる保険料が多すぎます。生活が苦しくなりますの
で・・・・

女性 75歳以上

190 211 環境保全 地域環境部
市内環境について、ゴミのポイ捨て非常に多い。清掃活動の強化だけでなく啓発活動の強化も希望します。
本当に市内は吸い殻や菓子の袋、空き缶ペットボトル等ポイ捨てだらけで深刻。

男性 30～39歳

191 211 環境保全 地域環境部
名張川の雑草、春から秋にかけてほとんどかられることなく遊歩道がとても歩きにくいです。また、台風など
で増水した後流れついた枯れ草などもずっとそのままでした。管理は市ではないのかもられませんが景観と
してもよろしくないのでは。

女性 30～39歳

192 211 環境保全 地域環境部 太陽光パネルのソーラーばっかりで、先のことを考えているのかよくわからない 無回答 40～49歳

193 211 環境保全 地域環境部

名張市民は環境問題や動物福祉に対しての意識が低すぎると思います。見て見ぬふり、我れ関せず・・・
で、次の世代に何を残していけるのかと疑問です。もっともっと、名張の市政は市民に対して問題提起をして
いくべきではないでしょうか。エシカル・サスティナブルなどの認識がなくて、どうなっていくんだろうと感じま
す。温暖化や海洋プラ・・・もっともっと市民が取り組めることを発信してほしい。

女性 40～49歳

194 211 環境保全 地域環境部 ムダなソーラーパネルの工事もこわく、景観も悪い。 女性 40～49歳

195 211 環境保全 地域環境部 道路・山中へのゴミのポイ捨て取り締まり。町をきれいに保って欲しい。 女性 40～49歳

196 211 環境保全 地域環境部

こちらに引越してから、水のきれいさに感動しております。赤目四十八滝や藤堂邸など歴史的な文化財も多
く、なにより人が優しいのがありがたいです。ただ少し不安なのは災害時に備えての川の整備等で、今まで
のような生態系を保てるのか、守っていけるのかが若干心配です。すごくいい町なので、大切にしていきたい
と思います。

女性 40～49歳

197 211 環境保全 地域環境部
地域ネコを飼えるようにして欲しい。野良ネコのエサやりを禁じているが、意識の低い人に捨てられた猫に飢
え死にさせるのは、むごいと思う。

女性 40～49歳

198 211 環境保全 地域環境部
住宅地、例えば春日丘地域の宅地に太陽光パネルが設置され出した。他の宅地も、太陽光パネルが設置さ
れ出すと、そこには住宅、商業施設その他住民が利用する施設が設置できなくなる。もう少し、宅地への開
発について、市としてチェックし、街づくりの環境が悪くならないようにしてもらいたい。

男性 60～64歳

199 211 環境保全 地域環境部 近隣でねこのえさを与える方がいるので「野良ネコ」がふえて家の庭は「ふん」をされ被害。 女性 60～64歳

200 211 環境保全 地域環境部
百合が丘でソーラー発電設備の建設が強行された時に市当局は何もしなかった。市幹部並びに職員に対
し、不満があるし怠慢とも思う。

男性 65～74歳

201 211 環境保全 地域環境部
環境保全に重要な里山を切り開いて設置される太陽光発電設備の抑倒を。(設備所有者の多くは名張市外
の住人！)

男性 65～74歳

202 211 環境保全 地域環境部 これ以上の自然破壊はやめてほしい。住宅地や工場の増設で山河の破壊をしないように 女性 65～74歳

203 211 環境保全 地域環境部
・森林開発の規制を望む
ソーラーパネル設置が目に余る。土砂崩れなどの災害の素となるおそれがある。

女性 65～74歳

204 211 環境保全 地域環境部 市の土地、雑種地の環境が非常に悪い！ 男性 75歳以上

205 211 環境保全 地域環境部
とくに男の人の一人ぐらしであまりにも汚く何とか片づけたいです。たのまれれば私一人でも草かりとゴミ出し
をしたいです。私の近所があまりにもきたないので一人で草ぬきをしています。何とか近所がきれいになって
しほしいです。私の家の前は車がたくさんとまっているので気になりますが家がつまっているよりましです。

女性 75歳以上

206 221 低炭素社会 地域環境部
地球規模で温暖化の問題は深刻となっています。国全体の問題と考えます。各市町村がどのように対策を
とるかも必要だと考えます。名張市はこの問題に対して何か対策をしていますか?、市役所の屋上にはソー
ラーパネルがあって停電時(災害時)市役所は自家発電で役所の機能は維持できるとか・・・ありますか?

女性 60～64歳

207 222 循環型社会 地域環境部 ゴミ袋が高い。 女性 18～29歳

208 222 循環型社会 地域環境部 ゴミ袋が高い。 女性 18～29歳

209 222 循環型社会 地域環境部
・ゴミの回収について
収集日を、増やしていただけると、ありがたいです。特にプラスチックは現在の週一の回収では足りず困って
います。せめて、溜まったゴミを収集日以前に出しておいてもよいことにしていただけると助かります。

女性 18～29歳

210 222 循環型社会 地域環境部
旧市内で住んでいます。車道から入った路地裏に家がある為にゴミ出し等すべて表の道路まで持参しており
ます。雨の日や重い物・高齢者には同じ税金を払っている者に不公平にも感じます。そんな所にも目を向け
てほしいと、常々感じてなりません。

女性 18～29歳

211 222 循環型社会 地域環境部
4月からのゴミの出し方について。理解はできる。だが子供も2人いてゴミの量が多い。それを全て有料の袋
を使うとなると家計の負担が少なからずあります。袋の料金を下げるか何か対策があってくれれば嬉しいで
す。

男性 30～39歳

212 222 循環型社会 地域環境部 ゴミ袋の有料、プラゴミで負担増は反対。これも市民の声は聞いたのか? 男性 30～39歳

213 222 循環型社会 地域環境部
プラゴミをなくして全て可燃ごみに、という取り組みは賛同できるが、ゴミ袋(黄色の有料のもの)が高すぎる。
値下げをしてほしい。でなければ不法投棄や庭で燃やす人が増える。

女性 30～39歳

214 222 循環型社会 地域環境部 指定ゴミ袋が高い。 女性 30～39歳

215 222 循環型社会 地域環境部 ゴミ袋がプラも名張指定ゴミ袋になり消費が多くなるのでもう少し安く値下げしてほしいです。 女性 30～39歳
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216 222 循環型社会 地域環境部
ごみ袋が高い。プラスチックごみを分けなくなったので消費も増え、ごみ捨て場所が溢れているので不安もあ
ります。

女性 30～39歳

217 222 循環型社会 地域環境部
ゴミの分別問題において、プラと可燃をまとめるに当たり十分な説明がされていないため、怒りを感じてい
る。(東京都などでは指定の袋を義務づけられていない。)指定の袋を買わせることに必死になっているので
はないかとさえ考えてしまう。

女性 30～39歳

218 222 循環型社会 地域環境部 ゴミの袋の代金が高すぎると思います。 女性 30～39歳

219 222 循環型社会 地域環境部

4月1日よりプラゴミ回収がなくなり、もえるゴミと一緒に出すということを聞いています。一回に今までよりもえ
るゴミは出す量が増えるとどこの家庭も同じ状況だと思います。市で考案されたことで、市民はそれに服従
せざるをえないことを強要だと思います。ゴミ袋の販売金額は伊賀市と比べかなり高く設定されているのにも
疑問を感じます。一緒にすることによりゴミ袋の容量大きいものを購入せざるをえなく、各家庭に負担を強い
られるばかりです。名張市へ県外から引越してきて10年過ぎました。市の行政をみていて、この市へ越して
きて、損をしたなという思いは、ずっとありますね。今回のゴミの件にしても。家計負担増にしていくことは、誰
しも心よくは思わないと思います。将来的には、名張市に住みつづけたいとは、あまり思いません。

男性 40～49歳

220 222 循環型社会 地域環境部

ゴミの減量化には取り組みたいが、店や企業がプラスチックゴミとなるものの減量に取り組んでもらわない
と、選択肢も少なく、結局買わざるをえない状況になる、有料ゴミ袋でかさばるプラゴミを出さないといけない
ので個人負担は増えるが、購入の場で選べないと減量したくてもできないので積極的に取りくんでもらいた
い。

男性 40～49歳

221 222 循環型社会 地域環境部
4月からのゴミ回収変更に伴うゴミ袋の値段を安くして欲しい。プラゴミの回収BOXを各スーパーに設置して
欲しい。(卵パック・トレー・発泡スチロール等)各スーパーの回収設置BOXの一覧を配布して欲しい。

女性 40～49歳

222 222 循環型社会 地域環境部 ゴミ袋の価格が隣の市と同程度には下げて欲しいです。 女性 40～49歳

223 222 循環型社会 地域環境部 ゴミ分別方式見直し、容器包装類の有料化廃止 女性 40～49歳

224 222 循環型社会 地域環境部 ゴミの収集について、お金がないからとプラをやめるのはいかがなものか。 女性 40～49歳

225 222 循環型社会 地域環境部
消費税も10%に増税され、子育てにはとても負担が大きいのに、プラゴミと可燃ゴミが一緒になり、ゴミ袋の有
料化で増々ゴミ袋を使うのに名張市は袋が高すぎる。ゴミを捨てるのにも負担になり、苦痛だ。

女性 40～49歳

226 222 循環型社会 地域環境部 ゴミの回収方法や変更について非常に不満に感じている。もっと市民の意見を尊重して頂きたい。 女性 40～49歳

227 222 循環型社会 地域環境部
プラゴミをもやすゴミにするらしいが、それならゴミ袋の値さげをして欲しい。過剰包装の食品を消費したら大
量のゴミが出ます。今の時代、簡易包装の商品なんて、ありませんよね?そこのところ考えて下さい。

女性 40～49歳

228 222 循環型社会 地域環境部
ゴミの分別も、ビン・缶・ペットボトルも月に1回しかないことや、プラゴミも、週1回だと、ゴミがたまり分別せず
燃えるゴミに何でも入れるんじゃないかと思う。

女性 40～49歳

229 222 循環型社会 地域環境部 ゴミ袋の代金がなぜ伊賀と比較し高額なのか? 男性 50～59歳

230 222 循環型社会 地域環境部 ゴミ袋の代金が高いです。 男性 50～59歳

231 222 循環型社会 地域環境部 ゴミの分別がゆるくなる考え方が理解出来ない。議会での議論はどうだったのか、議会のチェックは? 男性 50～59歳

232 222 循環型社会 地域環境部
ゴミ分別、プラ回収を一般ゴミ回収になって、集積量が多いのに保護ネット追加だけでなぜゴミ容器が設置
出来ないのか?共働きが多いのにゴミ回収後のネットは、収集者の人は、道にちらしている場合があって、当
番の人は夕方にしか片付けられない。対策(早急)してほしい。

男性 50～59歳

233 222 循環型社会 地域環境部
ゴミ全て有料化とはどうなんですか?プラゴミはきれいにしなくてもどうせ全て焼却すると聞いた事がありまし
た。間違った情報だったのでしょうか?だとしたら、市からもっと情報発信すべきだったのでは?

男性 50～59歳

234 222 循環型社会 地域環境部
日本ではそれぞれ地方自治体がゴミの削減に取り組んでおり、3R(リデュース・リユース・リサイクル)につい
ても注力している中、名張市は4月よりゴミ分別方法を変更するとの事に大変疑問を感じる。年間経費の問
題ではないのでは?

男性 50～59歳

235 222 循環型社会 地域環境部 有料ゴミ袋の値段設定、もう少し下げてほしいです。プラも燃やすごみになり、けっこうかさばります。 女性 50～59歳

236 222 循環型社会 地域環境部
現在ゴミは伊賀市において焼却しているようですが名張市のゴミは名張市で処分するべきではないかと思
う。

男性 60～64歳

237 222 循環型社会 地域環境部 ゴミ袋も、どうして、伊賀市より、あんなに高いのか? 女性 60～64歳

238 222 循環型社会 地域環境部
４月からごみの分別方法が変わるのが理解できない。できるだけ資源として有効利用する方針からの方向
転換は納得できない。プラスチックを再生しないで燃やすと有害ガスが出ないか不安。有料ゴミが増えると
不法投棄が増えるのではないか心配。時々、地域のゴミを拾っているが、今以上に増えるように思う。

女性 60～64歳

239 222 循環型社会 地域環境部 プラごみが問題となってきているが、市としてレジ袋の有料化等効果的に推し進めて下さい。 男性 65～74歳

240 222 循環型社会 地域環境部

ごみの分別方法が変更され戸惑っています。田舎では、民家の近くで野焼きの煙を見かけることがよくあり
ます。家庭から出たごみを焼却していると思います。ごみを野外で燃やすことにより発生する煙や悪臭は近
隣住人に迷惑をかけます。さらにプラと一緒に燃やすことにより有害物質(ダイオキシンなど)が発生する場合
もあり、健康への影響も心配されます。「野焼きは法律で禁止されている」ことを市民に周知徹底を促して頂
きたく思います。できれば野焼きの煙がないかパトロールしていただけないでしょうか。肥料コンポスト容器
の配布も一考の余地があると思います。

女性 65～74歳

241 222 循環型社会 地域環境部
住民の負担は増えていますが、また、ゴミの出し方が変わりゴミ袋の負担が増えるようです。これ以上住民
の負担が無く名張市の赤字を減らす方法を今以上に考えて下さい。

女性 無回答

242 231 防災・減災 危機管理室
梅が丘の下の名張川の工事はいったい何を目的としているかわからない。毎日通っていて無意味に思う。
金の無駄に感じる。(そもそも市が行なっているかどうかも知らない)。

男性 18～29歳

243 231 防災・減災 危機管理室 （近年起こりうる大震災等）市としての防災の備えがどの程度整っているのか知りたい。 女性 18～29歳

244 231 防災・減災 危機管理室 名張川の氾濫対策。 無回答 30～39歳

245 231 防災・減災 危機管理室
コロナの影響でマスクが不足しています。小、中、高は休校になったが保育所や学童は毎日開いています。
医療関係、教育、保育の現場への供給をお願いしたいと思います。

女性 30～39歳

246 231 防災・減災 危機管理室
土砂災害が起こりうる場所の整備を徹底して行ってほしい。家の近くの山に3年程前から土砂災害防止の
為、ブルーシートや土のうをしてる(実費)がいつまで経っても整備をしてくれず、雨や台風がくるたびに不安
に感じてる。安心して住める環境ではない。

女性 30～39歳

247 231 防災・減災 危機管理室
どの薬局、ドラッグストアに行ってもマスクがありません。市で住民の分を支給出来る様にしてもらえません
か。

無回答 40～49歳
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施策別自由意見（問14）

番号 施策コード 施策 部局名 問14　具体的な内容 性別 年齢

248 231 防災・減災 危機管理室 災害対策の充実。 女性 40～49歳

249 231 防災・減災 危機管理室
青蓮寺ダムは街の中心部からとても近いダムである。ここ最近の豪雨、異常な気象が更にひどくなる事が予
想される中で未曽有の事態に備えて、ダムが決壊した時の対策、防災マップの作成し直しを早急にお願いし
たい。

女性 40～49歳

250 231 防災・減災 危機管理室
防災体制に不安がある。大きな災害時、名張市が迅速な対応ができるようにしてほしい。新型コロナウイル
ス対策にも尽力していただきたいです。

女性 40～49歳

251 231 防災・減災 危機管理室

公立の学校の登校時や下校時の天候の基準についてですが、暴風警報が発令していなくても、危険だと思
われる時があり、その場合、各学校が安全かどうか判断した上で、登校させて欲しいです。学校によっては、
通学路が安全ではない所もあると思われます。今は、「メール」を使って学校側から連絡がスムーズに行き
渡らせる事ができるので、それらをおおいに使うべきだと思います。

男性 50～59歳

252 231 防災・減災 危機管理室

新型コロナウイルス対策に関して、マスク備蓄を尋ねたがしていないとの事。ウイルス対策にマスクは役立
たないとの事だがこれは違いマスクは震災対策非常時対策である。また、私がこういった事を聞いているの
にまったく違う事が返事される。窓口対応のまちがったマニュアルで対応しているようで残念である。またマ
スクに関してまたは新型ウィルスの対応部署はHPを見る限り子育て支援室のようだが、マスク備蓄に関して
は危機管理室に聞けというような対応で、一切の危機感がなく、また県とも連携をしていないとの事でまった
く機能していませんでした。またこういう事があるたびに市には進言していますが、その声が生かされるのか
どうかも不明で明らかにされません。この調査もどう市政に役立てるのか明らかにして下さい。またその実績
はどうやって調べたらよいのか教えて下さい。

男性 50～59歳

253 231 防災・減災 危機管理室 新型コロナ対策は大丈夫でしょうか 女性 50～59歳

254 231 防災・減災 危機管理室 災害時の食材のストック。アレルギー対応食品をストックしてほしいです!! 女性 50～59歳

255 231 防災・減災 危機管理室
・防災対策
被災者の受け入れ体制(市内何ヶ所・人数)身障者の介護。希望として防災の強い町づくりと人にやさしい町
づくり

男性 60～64歳

256 231 防災・減災 危機管理室
今、コロナウイルスが大流行中です。市内でも感染者が出ましたが、入院できるとか検査できる病院がある
のか心配。医療難民だと痛感してます。

女性 60～64歳

257 231 防災・減災 危機管理室
防災訓練に参加したが避難所には必要とされる物はほとんどない。備品がないなら、その事を情報公開して
自助努力・自己責任で対処するよう公報すべきである。

男性 65～74歳

258 231 防災・減災 危機管理室
大震災にみまわれたとき病院のベットが足りなくなると思いますが、廃校になった教室を一時的な病室にで
きるよう簡易ベットを備えておけば良いと思います。

男性 65～74歳

259 231 防災・減災 危機管理室 武道館は川の近くあるが避難先として大丈夫なのか。 女性 65～74歳

260 231 防災・減災 危機管理室 自然災害になった時の対応 女性 65～74歳

261 231 防災・減災 危機管理室
・災害に備えよ
備畜品の充実を。今回マスクなど中国に送る自治体がかなりあったが名張市民ファーストで考えてほしい。

女性 65～74歳

262 231 防災・減災 危機管理室
危機対策についての可視化が全く出来ていない。ハザードマップが配布されてレッドゾーンの地域対策は危
険ですよと言うだけで何をどうするのか全く判らない。何か事故発生すれば役所として危険地域と言って表
示していたと言い訳のハザードマップ配布としか思えない。行動を起こして欲しい。

無回答 75歳以上

263 231 防災・減災 危機管理室
自然災害、特に大地震｡団地全体が地すべりで崩壊しないか・・・。古代から当地域に人が住んだ形跡が皆
無に等しい。

男性 75歳以上

264 231 防災・減災 危機管理室

最近、災害がどこでも多発するとき、私共、停電が起こることが、電化万能の時代に一番心配されます。去る
三重県知事と市長さんとの懇談会で電柱が災害に倒れないように国津地区から危ない杉.、檜の伐採を手が
けかけていると聞きましたが、これは我々の住んでる山地では、こちらの地区でも実施されることを望んでい
ます。不要な杉、檜を災害に備えて処理してもらうのは大変効果的で、災害防止につながると思いますので
よろしくお願いします。

男性 75歳以上

265 231 防災・減災 危機管理室 名張川の改良は、すごく良い事だと思います。 女性 75歳以上

266 232 防犯・交通安全 危機管理室 夜中に、爆音で車かバイクが165号を走っている。何とかしてほしい。 男性 18～29歳

267 232 防犯・交通安全 危機管理室 高齢者の危険運転・・・・一時停止線の無視、標識の無見が多発しているのが心配。 男性 18～29歳

268 232 防犯・交通安全 危機管理室 ヤマダ電機から富貴ヶ丘バス停までの道路が危険(狭い、見通しが悪い)。 女性 18～29歳

269 232 防犯・交通安全 危機管理室 仕方のない事ですが、狭い道でバスとすれ違うので、毎日事故しないかヒヤヒヤします。(滝之原や比奈知) 女性 18～29歳

270 232 防犯・交通安全 危機管理室
夜中、車やバイクが暴走してる時があるので警察のパトロールを強化してほしいです。とても不安です。現在
もパトロールしてくれているとは思いますが・・・。名張はとても良い所です。名張にきてよかったです。ありが
とう。

女性 18～29歳

271 232 防犯・交通安全 危機管理室

土地柄、車がメインの生活とは言えど歩道がないorせまい場合が多いため、ちょっとそこまででかけるのもこ
わいですし、街灯も少ないので、子供ができた時などは、とても不安でこわいです。また、スーパー前などの
信号のない横断歩道では、大半の車は止まってくれないのも、不満に感じます。過疎化する理由は、こう
いった不便さもあるのではないでしょうか?まずは、ガードレールをたてるなどの、歩道の確立、街灯や信号
機などの設置を増やして頂ければ老若男女とわず、もっと住み良い「まち」になるのではないでしょうか?どう
ぞよろしくおねがい致します。

女性 18～29歳

272 232 防犯・交通安全 危機管理室
車ありきの町になっている。車がない人の事も考えた町づくりをしてほしい。歩道が整備されていないので、
困る。高齢者ドライバーの近くを通るとき、いつも引かれそうになる。うら道に入ると車のスピードをかなり出
していてあぶない(高齢者だけでなく、若い人も)街頭が薄暗い所があり、夜道がこわい。

女性 18～29歳

273 232 防犯・交通安全 危機管理室 外灯を増設してほしい。 無回答 30～39歳

274 232 防犯・交通安全 危機管理室 交通事故を減らし、市民が安心して暮らせる街作りをお願い致します。 男性 30～39歳

275 232 防犯・交通安全 危機管理室 通学路の歩道の整備、道路標識や、カーブミラー付近の木の伐採。 男性 30～39歳

276 232 防犯・交通安全 危機管理室
住宅地の中を高速で走る車がいるので怖いです。一旦停止や減速の表示がもっとあった方が良いと思いま
す。(桔梗が丘西に住んでいます)交通事故が多発している場所には標識をつけたり、危険を警告して欲しい
です。(父が交通事故多発の住宅街で死亡しました(県外))。

女性 30～39歳

277 232 防犯・交通安全 危機管理室 交番に警察官が必ずいつも1人常駐してほしいです 女性 30～39歳

278 232 防犯・交通安全 危機管理室
小学校に一番近い横断歩道に歩行者用の信号がついていないのでつけてあげた方が見やすいのになと思
います。放課後もたくさんの子が行来しているので。

女性 30～39歳

279 232 防犯・交通安全 危機管理室
高齢者の運転事故増加がさけばれる昨今、名張市の道路表記、消えかかった白い文字が放置されている
事態はメディアにとり上げられてもおかしくない状況であることを市は把握しているのか。とても信じられな
い。

女性 30～39歳
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施策別自由意見（問14）

番号 施策コード 施策 部局名 問14　具体的な内容 性別 年齢

280 232 防犯・交通安全 危機管理室
マルハンとジュンテンドーの交差点の信号に矢印をつけて欲しい、信号がかわっても右折、左折ができな
かったりして不便。4月からニトリも出来て交通量も増えると思うので、早急に対応してもらいたい。

女性 30～39歳

281 232 防犯・交通安全 危機管理室
名張の人は車の運転が荒い。なかなか横断歩道など止まってくれず歩行者に優しくない。優先駐車場にも
普通のおじさんおばさんが駐車しており迷惑な人が多い気がする。

女性 30～39歳

282 232 防犯・交通安全 危機管理室
事故が多いイメージ。名張に越して来て、良いと思ったのは最初だけで今はかなり後悔している。名張市は、
柔軟性が不足している様に感じる。

無回答 40～49歳

283 232 防犯・交通安全 危機管理室

百合が丘団地内に居住しています。車の駐車について以前より不満があります。当方は家の前に車3台分
の駐車場を造りそちらに来客も含め、駐車していますが前の家に住んでいる方、となりに住んでいる方、児
童が通る通学路の横に家がある方、近辺で路上駐車をしている方が目立ちます。車の所有には駐車場の証
明が必要なはずなのに毎日、毎日家の前、道路の道端に路上駐車をしています。家の前に駐車されこちら
が車を出し入れの際、駐車場をつくっているこちら側が気をつかいながら駐車している状況です。子供もよく
通る道路で事故が起ったりしてからではおそいと思います。近所づきあいも難しくなると思います。もう少しお
互い様の気持ちで住みやすり街にしていただきたい。その為にルールは守って生活していただきたいです。

男性 40～49歳

284 232 防犯・交通安全 危機管理室 道路の線が消えていたり、歩道がなかったりあぶない所が沢山あるのでもっと見直してほい。 女性 40～49歳

285 232 防犯・交通安全 危機管理室 幹線道路の路上駐車を取り締まって欲しい。駅前、市役所前、公園周辺。 女性 40～49歳

286 232 防犯・交通安全 危機管理室

子供が通う学校周りの道路・通学路が著しくひどいと考えています。学校周りの道路を車がすれ違うのも困
難です。交通は多いのに道が狭く、校外への持久走は中止になりました。親が学校へ行く機会はとても多い
のです。多くの保護者がその際車も使用します。通学路は大変な坂道で崩れるような道です。別ルートを検
討しましたが、道にガードレールがなく、整備中である為道路の使用許可が下りないと言われました。武道館
いきいきの前に広い道路があるのに、子供たちが利用できないのは不満です。蔵持地域の途中で放り出し
てある道路整備を進め、1日でも早く完成させて下さい。

女性 40～49歳

287 232 防犯・交通安全 危機管理室

名張市のバスがエンジンをかけたまま長時間停車している。アイドリングストップをお願いします。　名張市
のコミュニティーバスの女性の運転がマナーが悪い。ハザードを出している車に数回クラクションを鳴らしたり
している。　上久保病院のある交差点ですが、南町（イオン）から東町方向への赤信号を無視する車が多
い。南町（イオン）方向から見ると信号が2つ見え、間違えやすい。信号位置の改善をお願いします。

男性 50～59歳

288 232 防犯・交通安全 危機管理室 街中をもみじマークの車がよく走っていますがとても怖いので、何かきまりがあれば良いと思います。 女性 50～59歳

289 232 防犯・交通安全 危機管理室 名張育成園から桔梗が丘駅まで歩行者、自転車が安全に通行出来る歩道を至急作って頂きたい。 無回答 60～64歳

290 232 防犯・交通安全 危機管理室 赤目駅前の自動車の通行が、危険に感じる時がある 男性 60～64歳

291 232 防犯・交通安全 危機管理室

以前の住居は雨の際、庭の水はけが悪く大雨の際は出る事が出来ず犬も庭で遊ばせない状態でしたが、こ
ちらは大雨でも水はけが良く土地も安くて広いので犬も十分遊べます。ただ車を自宅前に駐車する方が多く
て当方の前の方も軽四ですが駐車場がなく前に置いてますので当方ガレージに出入りに邪魔です。また、母
のデイサービスの車が来た際に通行の車が通れず待たすので是非ガレージに入れてほしいです。近くにガ
レージ(貸)有ります。

男性 65～74歳

292 232 防犯・交通安全 危機管理室
小学生の通学路の安全を確保してほしい。中学生が新桔梗中学まで行くのに、大分遠いし、自転車の通学
路は危検だと思う。

女性 65～74歳

293 232 防犯・交通安全 危機管理室 学校、幼稚園周囲の停止線が消え横新歩道の停止線同様。 男性 75歳以上

294 232 防犯・交通安全 危機管理室
関係ないかも知れませんが固定電話への勧誘電話がよくかかってきますので困っています。(不用品とか保
険とか住宅関連とか)電話帳には番号をのせていないのですが。

女性 75歳以上

295 232 防犯・交通安全 危機管理室 何かあったときなどのベルなどで知らせるようなものがあれば安心かなと思う。 女性 無回答

296 233 消防・救急 消防本部

名張市には消防団がありその中には女性の方もいると聞きました。しかし、災害訓練など参加しても見たこと
はありません。男性の方は地域とコミュニケーションをして一緒に活動されている姿は見ます。女性の方は
何をされているのですか?!着ぐるみに入ってダンスなどして私たちを災害があって助ける気はあるようには思
えません。私たちの税金で活動されているのだからしっかりとしてほしいです。

女性 40～49歳

297 241 土地利用 都市整備部 遊休土地の対策 男性 75歳以上

298 242 都市計画 都市整備部

今後はインフラの整備にもっと力をいれてください。地域の活動(ボランティアなど)が活発であってもインフラ
が整備されていなかったら、安心して名張市に住むことができません。財政難であることは重々承知であり
ますが、生活の基盤はやはり、しっかりと整えてもらいたいのでインフラの整備に力をいれてください。お願い
します。

男性 18～29歳

299 242 都市計画 都市整備部
良い土地がたくさんあるように思うので、例えば海外よりな街なみの団地を作ったり、おしゃれな要素を取り
入れるともっとすてきな場所になるかなと思います。

女性 18～29歳

300 242 都市計画 都市整備部 駅前(名張駅前)に、若者が興味を持てる何かが欲しい。今は飲み屋しかない。 男性 30～39歳

301 242 都市計画 都市整備部
ここ近年、ソーラパネルの設置量が増えて車で走っていると景色の良かった所も奇抜な景色に感じる所が増
えた。

無回答 40～49歳

302 242 都市計画 都市整備部 桔梗が丘駅周囲の店の閉店に伴い、駅の雰囲気(特に夜)が暗くなり、買い物客も減少し、さみしく感じる。 男性 40～49歳

303 242 都市計画 都市整備部
駅前に買物出来る所が少ないので車が必要になり、車が運転出来きなくなると生活しずらくなるので駅前に
商業施設を作ってほしい。

男性 40～49歳

304 242 都市計画 都市整備部
道路の整備、街灯が暗い。駅前周辺だけでも、きれいに整備して明るいまちづくりを望みます。古いだけで活
気もなくて死んでいる街。

女性 40～49歳

305 242 都市計画 都市整備部

名張駅、桔梗が丘駅前に、カフェや喫茶店、スーパーなど仕事帰りに立ち寄れる場所を作ってほしい。車が
ないとどこへも行けない地域なので大変不便に感じている。また、名張駅前に居酒屋ばかりでもう少し学生
が立ち寄れる所もほしい。仕事帰りにひと駅前で降りて、ウォーキングしたくても、どこの道も暗くて危ないの
でできないのは残念だ。運動したくても時間がない場合、通勤を兼ねてできたらありがたいので町全体がもう
少し発展して住みよくしてほしい。名張市は、とにかく他の地域に比べおくれている。

女性 40～49歳
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施策別自由意見（問14）
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306 242 都市計画 都市整備部

これまで２７年間のサラリーマン人生の中で９つの東京を含めた都市で生活してきました。行政サービスに、
都市の利便性については、東京以外は総じて似たりよったりです（東京は別格です）。今後（１０年以上先）の
名張の姿については、やはり高齢者対策、いろいろありますが、早い時期（年齢的に）に車での移動をやめ
させ、自転車、徒歩での移動を推奨すべきと考えます。健康によく、事故を少なくします。その為には、市中
があまりに暗い、歩道が少なすぎるので、電灯と歩道の整備が不可欠と思います。さりげないですが、かなり
多くの問題を解決するものと考えます。以上。

男性 50～59歳

307 242 都市計画 都市整備部 地理的、特性上、ある程度の自己完結的都市圏を考える必要があるのではないかと思う。 男性 50～59歳

308 242 都市計画 都市整備部 歩道や公園の整備にもっとお金を出して欲しい。 男性 50～59歳

309 242 都市計画 都市整備部 電柱・電線が目立ちます。地中に埋めすっきりときれいな名張市をめざしてほしい。 女性 50～59歳

310 242 都市計画 都市整備部
・桔梗が丘駅周辺
もっと魅力あるきれいな駅にしていただきたい。百貨店元B館の後地はそのまま放置。撤退した店舗の後も
むなしくそのままで本当に通るたびに空しいです。活気ある団地にしてほしいですね。

女性 60～64歳

311 242 都市計画 都市整備部

住宅地周辺の景観、駅周辺は３０年の間全く変わらず何１つ進化していない。色々な地に再度訪れると美し
く便利に変わっていっている中、美旗地区は時が止まっているように何１つ進歩していないように思う。住む
ということは、周辺の景観が日々目に映り、その時の気持ちに影響を与えられてしまう。より住む心地の良い
環境を整えてもらいたい。納税義務ばかりはたして、何も自分にとって、その甲斐があるとは思えていない。

女性 60～64歳

312 242 都市計画 都市整備部

現在の名張市は人もそこそこ暮らし大型店の進出もあり以前とは比較にならない程便利になった。しかし、
名張市内全体から見て場当たり的で一連性が感じられない。旧町のさびれた様子の将来性どういう町に
なっていくのか。旧町のひさんなまでの、衰弱した姿を見ると、目をふせたい気持ちになる。今からでも古い
まちなみ保存に着手すべき、古いからすてるのでなく、逆にそれを利用した改革をするべき。道路の整備・小
さな道はたくさんあり、ある程度まとめて整備すべきである。

男性 65～74歳

313 242 都市計画 都市整備部

桔梗が丘在住者として　近鉄不動産は駅前に百貨店等があるとのPRで住宅販売されたにも関わらず現在
は駅前は寂れる一途を辿っています。プラザ跡にスーパーぎゅうとらさんがありますが、噂によるといつ退店
するか判らない状態です。私を含め、現在のところは、まだ車での買物は大丈夫ですが5～10年先、免許証
返納になった時の不安は皆様あると思います。買物難民になるのではと・・・不安です。名張市と近鉄さんで
駅前店舗充実をお願いしたい。

女性 65～74歳

314 242 都市計画 都市整備部

前、現市長が、165号線、近鉄線路の下側の場所、(コスモスドラッグ、道路、はさんだ前辺り)散歩道を繋ぐ
構想で造ったと聞いてるが、市民がこの道、そして、緑の木々のある場所を歩いているのを、毎日、車、又は
自転車で通るが見かけた事が無い。自分の利益の自社経営者だったらこのような、無駄な計画しただろう
か?しないでしょう。とにかく、納得いかないと主婦達は口々に言ってます。

女性 65～74歳

315 242 都市計画 都市整備部
都市計画が他地域と比べて出来ていない。道路の道幅は他市と比べて狭い上に住宅街が余裕がなく住宅
地の散在することで交通網がバスのみで商業地と散々で機能的でない。地域振興を真剣に取組んで欲し
い。無難に例年通りの継続でなく、思い切って地域を生かす政策に取組んで財政改善してほしい。

無回答 75歳以上

316 242 都市計画 都市整備部
名張市に住んで50年弱になります。その間に3回住所も変りました。47年に桔梗が丘に住み始めた時は桔梗
が丘小学校もなく長男は蔵持小に通いました。その頃に比べれば色々と大分便利なりましたが、桔梗が丘
駅周辺の商店街や、お店も余りなく、死の駅（街）みたいです。

女性 75歳以上

317 242 都市計画 都市整備部
桔梗が丘駅の不便さを感じます。土・日のバスの運行がなくタクシーもなかなかつかめず、さびれていく様子
がみられます。せっかくきてくれたギュートラさんもまた移店のうわさ。しっかりして下さい。もっと考えた町づく
りをして下さい。おこってます。

無回答 無回答

318 242 都市計画 都市整備部
名張駅から「名張の湯」周辺までの土地整備後、一戸建の家が全体に建つのだと思っていましたが、アパー
トばかり建てられました。それでは永年住み続けてもらえない為人口増加は不安定です。お店も除々に減少
しています。

女性 無回答

319 243 交通計画 都市整備部

現在思っている事は、交通環境についてです。現在私はつつじが丘に住んでいますが、バスを利用していた
時に少し疑問に思う事が多々ありました。まず最終時刻の時間が早い事です。また土日は、夜の12時を回っ
ていない時にも深夜料金をとられる事です。もちろんこれはバス会社の問題でもありますがそこは市からな
んとか言ってもらえないかなと思います。それのせいで、市外に遊びにいったり学校の帰りなどで名張に帰っ
てくる時にすでにバスがもうないという事が何回もありました。今年はオリンピックの年でもあるので、名張に
も観光客は全然来ないというわけでもないと思ます。名張にも紹介できる所はあると思います。そういう面で
交通環境については少し改善してはしいと思いました。

男性 18～29歳

320 243 交通計画 都市整備部
通勤時の道の渋滞がすごい。夏見の交差点の信号が、165号が長く、なかなか変わらず、変わったとしても、
短く、なかなか車がはけない。

男性 18～29歳

321 243 交通計画 都市整備部 高齢化による交通手段の充実。 男性 18～29歳

322 243 交通計画 都市整備部 JRを通して欲しい。 男性 18～29歳

323 243 交通計画 都市整備部
公共交通機関についてですが、利用する人が少なくなったとはいえ、この市内の賃金が低いにも関わらずバ
ス代が少し高いと思います。山に住んでいる地域の方は特にバス代や時間帯など考えて頂ければと思いま
す。

女性 18～29歳

324 243 交通計画 都市整備部 高齢者になった時、車が乗れなくなった時に交通手段がない。 女性 18～29歳

325 243 交通計画 都市整備部
・土日祝の深夜バスを出してほしいです。
・バス賃が高いです。

女性 18～29歳

326 243 交通計画 都市整備部 バスなどの公共交通機関の充実を希望します。 女性 18～29歳

327 243 交通計画 都市整備部 バス1時間に1本しかないところが多いのでもうすこし本数を1時間に2本とかにしてほしいです。 女性 18～29歳

328 243 交通計画 都市整備部 ナッキー号の経路拡大。 男性 30～39歳

329 243 交通計画 都市整備部 車が無いと生活出来ないので交通機関を優れるようにしてほしいです。 男性 30～39歳

330 243 交通計画 都市整備部 バスの本数を今以上に増やし、若い世代の雇用の足とし、雇用の活性化につなかればと思います。 男性 30～39歳

331 243 交通計画 都市整備部 車優先になりがちで、歩行者の事をあまり考えていないように感じる。 男性 30～39歳

332 243 交通計画 都市整備部
三重交通バスのダイヤが乱れがち。乱れるのは仕方無いので、今どこをバスが通っているのかＩＴで分かる
ようにして欲しい。

男性 30～39歳
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333 243 交通計画 都市整備部

現在、桔梗が丘西5番町に住んでいるのですが、子供が小学生で、桔梗が丘小学校に通っています。家から
学校までの通学路が、桔梗が丘駅を通る道しかなく30分はかかります。桔梗が丘駅から美旗駅までに線路
を渡れる横断歩道橋があれば、時間短縮になるのにと思う日々です。子供が中学生になる頃には、前の桔
梗が丘高校の場所まで通うことになります。西5番町からはとても遠いです。線路を渡れる道を作ることはで
きないのでしょうか?

女性 30～39歳

334 243 交通計画 都市整備部 高齢ドライバーに免許を返納してもらいやすいようバスの充実。 女性 30～39歳

335 243 交通計画 都市整備部

桔梗が丘から伊賀市へ通勤していますが、渋滞が多く時間が長くなってしまっています。(バイパスではなく
名張街道)朝、伊賀市方向へ行く時は三交の伊賀車庫前の交差点で、バイパスの方へ左折したい車が多く、
混雑してしまいます。夕方、名張へ帰ってくる時は北中学校の付近にある歩道橋のある交差点で、北中学校
方向へ行くのは青信号、または赤信号でも左矢印が出ているので常に通行できるはずなのですが、桔梗が
丘西方向へ行きたい車が右折レーンに2、3台いると道がふさがってしまい、北中学校方向に行く事が出来
ず、その交差点からトヨタカローラ三重あたりまでずっと渋滞しており、約10分ほどかかります。バイパスの4
車線化の事業の方がメインになっているとは思いますが、一部の交差点を改良するだけですごく効果がある
と思います。また、名張市から伊賀市に通勤している人はとても多く、名阪の伊賀一之宮ICに近い会社でも、
従業員の約半数は名張から通っていますので、伊賀市へのアクセス向上は名張市民を増やす効果もあると
思いますので、ぜひ前向きにお考えいただければと思います!!

女性 30～39歳

336 243 交通計画 都市整備部
桔梗が丘西の方面にもバス循環してほしいです。親が免許を持っておらず市役所や病院に行くのに困って
います。今はまだ歩けていますが年をとるにつれだんだん厳しくなってきたと言っています。

女性 30～39歳

337 243 交通計画 都市整備部
将来、例えば60歳を越え、健康的な問題などから運転が不可能になった際の移動手段を考えると、名張市
からは確実に離れるべきであると考える。

女性 30～39歳

338 243 交通計画 都市整備部
地域のコミュニティバスをもっと充実してほしい。現在は車がなければどこにも行けない状況である。いずれ
車の運転ができなくなったときに不便である。

女性 30～39歳

339 243 交通計画 都市整備部 年をとってから車の免許を返したとき、その後の生活の不安。 女性 30～39歳

340 243 交通計画 都市整備部 はたっこを高齢者無料利用できるようにしてほしい。 女性 30～39歳

341 243 交通計画 都市整備部
車がなけれは行けない所も多く、移動に時間がかかる。タクシーなどを利用すれば、高額になり、通院だけ
でも医療費より高くなってしまう。年金生活者が病気になってしまうと、生活に支障がでる。

無回答 40～49歳

342 243 交通計画 都市整備部 バス代がどんどん高くなるのが不安です。 男性 40～49歳

343 243 交通計画 都市整備部
将来買い物に関しても車がなければ日々の買い物も大変な距離になる店が多いのでコミュニティバスなど、
今のルートだけでなく年齢層が高くなる地域に合わせて、ルートもふやすなどしてもらいたい。

男性 40～49歳

344 243 交通計画 都市整備部
高齢者の車の運転者が多すぎて危険。しかし免許をとりあげたら、交通機関がなさすぎるため返納する人が
少ない。ナッキー号の本数を増やす、土日なども運転するなど、考えていただきたい。

男性 40～49歳

345 243 交通計画 都市整備部
市内の細かい所まで行ってくれる無料バスを走らせてほしいです。大型でなくていいので10人乗りくらいの車
をたくさん走らせてほしい。

男性 40～49歳

346 243 交通計画 都市整備部
名張は車がないと生活が不可能な所。いつまで車の運転が出来るのだろうかと思うとこの先、すごく不安に
なる。

女性 40～49歳

347 243 交通計画 都市整備部
ナッキー号の本数を増やしてほしい。1時間半に1本は少なすぎる。土・日・祝も走らせてほしい。小型バスで
なくて普通のバスにしてほしい。

女性 40～49歳

348 243 交通計画 都市整備部
私はまだ40代ですが、足を手術して車の運転ができなくなり、大変不便な思いをしました。高齢化がすすみ、
高齢者の運転も問題になっています。車がなくとも生活できる手段を考えていただきたいです。

女性 40～49歳

349 243 交通計画 都市整備部 車がなくても不便にならないシステム作り。 女性 40～49歳

350 243 交通計画 都市整備部
・コミュニティバスがない。
・バス代が高い（三交）
・自宅にいる高齢者に対して優しくない（例えば買い物する所が遠いので 足″をつくってほしい）

女性 40～49歳

351 243 交通計画 都市整備部

結婚を機に大阪から名張へ引っ越してきて、ペーパードライバーから急に運転が必須となり行動範囲が狭く
なりがちになってしまった。健康の為も考え、徒歩で移動できる所はなるべく歩くようにしているが、圧倒的に
車の交通量が多いのでつい頼ってしまうことが多い。車での移動手段を持たない方々のための充実した環
境があればもっと暮らしやすくなるのではと思う。

女性 40～49歳

352 243 交通計画 都市整備部 車がないと生活が出来ない環境にも不便を感じています。 女性 40～49歳

353 243 交通計画 都市整備部 交通について、車がないと生活できないのは将来的に不安。免許返納率は低いのではないかと思います。 女性 40～49歳

354 243 交通計画 都市整備部

いつか車に乗れなくなった時、きっとバスを利用させてもらうと思うが、市バスは料金が高く、行き来するバス
も少ない。コミュニティーバスも少ないしタクシーも高いスーパーへ行くのも歩くには遠いし、小さくていいので
小さなスーパーがもう少し近い距離の間に増えてほしい。お年よりが住みやすいと思う環境に近づけば誰し
もが住みやすい町に近づくと思う。例えば、バスでなくても大きめの車が低料金で町をまわってくれたり、買
い物の委託サービスが低料金であったり家事、代行が低料金であったりなど。いつか皆年をとります。弱い
立場の人が安心して暮らせる環境になればいいなと思う。

女性 40～49歳

355 243 交通計画 都市整備部
高齢者の運転が問題視される中、自動車が無ければ生活できない地域も多い。免許証返納が出来ない状
況が現実なのでそういった高齢者には格安に利用できるタクシーなどあれば心強いと思います。

女性 40～49歳

356 243 交通計画 都市整備部

・不安に思っていること
バスの本数が少ないので、これから子どもが電車通学になった場合、自力で帰宅できないので、どうやって
通学させるか考えている。ちなみに車は、1台しかなく、主人が仕事に乗っていっている。　まちづくりについ
て:名張市は、車がないと不便というイメージ。歩道も途中でとぎれたり歩いていて突然歩道がなくなったりし
ます。「市内中歩ける市」を、コンセプトに、市内中歩道がある市をつくって全国にPRしたらどうでしょうか?免
許返納も進んでいる中、「歩ける市」「交通(バス)が充実」していることはとても重要だと思います。

女性 40～49歳

357 243 交通計画 都市整備部
私は、自動車で通勤しているので大丈夫ですが、高齢の方や、小・中・高生等が、通勤・通学・その他で、外
出する時に、交通の便が悪く、不便なので、改善してほしい。

男性 50～59歳

358 243 交通計画 都市整備部
桔梗が丘西に住んでますが、年を取って、車を運転できなくなった時、代替の方策がない。高台から平地へ
の引越しが必要かなと思います。

男性 50～59歳
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359 243 交通計画 都市整備部
高齢者が車の運転をしなくてすむ環境。今の名張市では高齢になる前に住む場所を変えないと生活できなく
なる。

男性 50～59歳

360 243 交通計画 都市整備部
車がないとスーパー等にも行けないロケーションも不安です。老後は都市部に引っ越しせざるを得ないと
思っています。

男性 50～59歳

361 243 交通計画 都市整備部 バスの便数がすごく減ってきている。また、名張駅でのバス連絡を徹底するべきである。 男性 50～59歳

362 243 交通計画 都市整備部
地域でも高齢者が増え続けています。バスがないと買い物できない所に住んでます。運転できなくなったら
どのように生活していけばいいのかと不安になります。

女性 50～59歳

363 243 交通計画 都市整備部
ここ数年で交通の便の悪化を感じる。特にバス。本数が激減。運転手の不足などで減るのはしょうがないか
とも思うが、電車との連絡が悪すぎて、数十分待ちなどが多い。公共交通機関をもっと充実させてほしい。車
がない家は買い物もままならない。本当に不便で住みにくい町になってしまった。

女性 50～59歳

364 243 交通計画 都市整備部

高齢の両親にも名張市に住んで欲しいのですが、車を手放してしまいましたし、運転も危ないので、こちらに
住むと、家に閉じてもってしまうのではないかと心配です。足腰も弱くなっているので坂道も大変です。駅まで
は今後高齢の方が、増えた時に、生活の足をどうしていくのかを、考えていただけると、良いと思います。私
自身もこれから、年を重ねた時に、ここに住みつづけられるのか、不安です。駅周辺も、スーパーが一軒ある
だけなので、本当に車か、もしくは、高齢者も乗れるような次世代の乗り物がないと生活が大変です。コミュ
ニティバスがあってもやはり、使い勝手が悪いと考えます。難しい問題ですが、よろしくお願いいたします。

女性 50～59歳

365 243 交通計画 都市整備部

車社会のこの街に大きな道を作り運転しやすくするねらいはわかります。でも乗らなくても生活できる人たち
もすぐ近くでも車を使ったり高齢者が運転したりして、ヒヤリとすることをよくみます。どこへ行っても車を運転
する人が、優先な気がします。駐車場はあっても駐輪場は端の方に少しあるだけ。仕事も車の運転ができな
いと雇ってくれなかったり子どもの学校の行事も、車がないと送って行けなかったりしてとても不満に思いま
す。歩いて行けるところは歩くように高齢者は、免許を返す。そんな街にしてほしいです。そのためにも日中
にバスや電車など誰もが利用できる交通機関の充実を願います。

女性 50～59歳

366 243 交通計画 都市整備部 車がないと生活出来ない、など多数の不安要素あり 女性 50～59歳

367 243 交通計画 都市整備部
赤目地区にはコミュニティーバスがなく、老いて免許証返納したいのに買い物、病院等に行けないので返納
できないのではと不安に思う。

女性 50～59歳

368 243 交通計画 都市整備部 高齢化社会にむけ、交通手段の整備、充実 女性 50～59歳

369 243 交通計画 都市整備部 交通の便がないので年をとったとき運転免許証を返納した後買い物に行くのが困ります。 女性 50～59歳

370 243 交通計画 都市整備部 公共の交通機関も利用しづらい。 女性 50～59歳

371 243 交通計画 都市整備部
今は、車に乗れてるので不便に感じる事はありませんが免許を返納した後、バスや電事で移動するのが、
今のままでは不便に感じる。名張は坂道も多いし、買い物、病院に行くにも大変な面がある。

女性 50～59歳

372 243 交通計画 都市整備部

・交通手段の不安
自分で運転出来る間は良いが、将来免許返納しなければならなくなったら、途端に“買い物難民”になる。バ
スの便数も少なく、更にバス停まで遠く、とても高齢者が簡単に歩ける距離ではない。タクシー利用は、料金
面での負担が大きく無理だ。免許返納後の特典も名張市にはほとんど無いと聞いている。実際に、ご高齢の
方が、住みやすい環境を求めて、転出していくのを知っている。子育て支援はもちろん大切な事だが生涯住
み続けられる環境が整わない限り人口減少は止められないのでは?子どもたちも大学進学をきっかけに市外
へ出ると必然的に就職でのUターンは無い。若い世代に頼らずとも高齢者が安心・安全に暮らやる街でなけ
れば自然豊かな―は何の意味も無い。

女性 50～59歳

373 243 交通計画 都市整備部
・駅から（美旗）バスを運行してほしい。
・今は車の運転が出来るので不自由はしていないが将来を考えると歩いて買物にも行けない。

女性 50～59歳

374 243 交通計画 都市整備部

・免許証を返納したが、返納特典が無さすぎ。バス停や駅まで車でないと行けないのでバス料金割引では意
味が無い。
・コミュニティバスを利用したいとは思うが主要道路だけでなく、もう少し町内を走る色々なルートを考えてもら
いたい。バス停まで遠くて行けない。
・ガンリンチケットをもらうが、ガソリン代の高騰に見合う金額を見直して。
・車の運転ができなくなったら、暮らし難く引きこもってしまう。

女性 50～59歳

375 243 交通計画 都市整備部 ナッキー号を梅が丘まで走らせてほしい。 女性 50～59歳

376 243 交通計画 都市整備部
名張市で生まれ育った人間として、愛着もあり住みやすい街だと感じています。ただ高齢社会に向けた医療
介護の体制は不可欠だと思いますし、車がないと生活がしづらい街として、コミュティバス等は継充していた
だきたいです。

女性 50～59歳

377 243 交通計画 都市整備部
公共交通網の整備について、市の施設、商業施設、医療施設など、人の動きを考慮しながら、バス路線など
の見直しを検討し、提案してもらいたい。今のバス路線では、色々な施設を結ぶようになっていないと思う。

男性 60～64歳

378 243 交通計画 都市整備部 ナッキー号を増やしてほしい。 男性 60～64歳

379 243 交通計画 都市整備部 週末、休日の渋滞緩和。 男性 60～64歳

380 243 交通計画 都市整備部 高齢となって車の運転が出来なくなった時、買い物等不便になりそう。 男性 60～64歳

381 243 交通計画 都市整備部

バスの便が悪い。
①運行便が少ない。
②近鉄電車との乗合時間「接続」が不親切。(交通事情での遅れでは、納得も、通常でも、電車が出た後に、
駅に着く・電車が駅に着くと同時位に、バスが出発する。「後、30分以上待って、次のバスに乗る。」など、極
端な特急電車に併せた(一般論も、特急利用者は、自家用送迎で、通勤者のように、毎日では無く、たまの
事。)不親切ダイヤ。←利用者減る→バス収入減る→便が減る。)
③高齢社会で、免許返納要請時代も、現状のバス運行状況では、生活は、ままならない。

男性 60～64歳

382 243 交通計画 都市整備部
車が無いと生活できない。歩いて行けるよう歩道の整備、公共交通(バス、タクシー)の利便性の向上を望み
ます。

男性 60～64歳

383 243 交通計画 都市整備部 年を重ねるとともに、車も運転できなくなるなど移動手段としての公共交通機関の充実。 男性 60～64歳

384 243 交通計画 都市整備部 高齢になり、車の運転が出来なくなった時の生活が今の一番の不安です。 女性 60～64歳

385 243 交通計画 都市整備部
私はすずらんに住んでいます。バスを利用、バス運賃も高いし、１時間に１本しかないのでとても不便です。
せめて２本位は欲しいと思います。

女性 60～64歳

386 243 交通計画 都市整備部 名張市の道路は2車線、4車線でも右折レーンがないので混む。左折可能の標識もあれば良いと思う。 女性 60～64歳
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施策別自由意見（問14）

番号 施策コード 施策 部局名 問14　具体的な内容 性別 年齢

387 243 交通計画 都市整備部 免許返上後の生活に不安を感じております。公共通機関の充実を強くお願いしたいと思います。 女性 60～64歳

388 243 交通計画 都市整備部
私は、丸之内の職場まで、アシスト電動自転車で、通勤させて頂いております。お天気の時は、心地良いの
ですが、雨天になりますと、少し大変です。そこで、できましたら、バスの交路をひいて頂ければ、助かりま
す。ぜひ、考案して頂ければと願う所であります。

女性 60～64歳

389 243 交通計画 都市整備部

私は今、なんとか車の運転をしますが、後10年もすれば主人も私も自由に車での移動は無理になってくると
思われます。その事を思うともっと便利な都市に居を構えればよかったのかと後悔しています。子供達は自
立して都市へと移り住んで行きました。30年前たつと色々と変わるのですね。不安のない老後を送りたいも
のです。いつも私達市民の為にご苦労様です。ありがとうございました。

女性 60～64歳

390 243 交通計画 都市整備部 この先、年齢が上がった時に、買い物、病院、その他への移動手段が心配です。 女性 60～64歳

391 243 交通計画 都市整備部
運転免許の返納を早くしようと思っていますが、夫婦二人なので便利な足が無くなるのは困ります。コミュニ
ティバスの充実をお願いします。

女性 60～64歳

392 243 交通計画 都市整備部
歳をとって免許返納したら買い物に行くにも足がなくなります。もっとコミュニティーバスとか路線バスとかの
数をふやして欲しいです。

女性 60～64歳

393 243 交通計画 都市整備部
車の運転もやがて出来なくなる。交通の便、病院、買い物の事を考えるとこのまま年を重ねて生活は出来な
いと考えています。

女性 60～64歳

394 243 交通計画 都市整備部 交通の便利性が悪いと思う。 女性 60～64歳

395 243 交通計画 都市整備部 年金生活者への公共交通料金の値下。特に市内のバス料金等!年齢65才以上も対象願いたい。 無回答 65～74歳

396 243 交通計画 都市整備部

つつじが丘在住の７２歳男性です。現在の主とする移動手段は車です。運転免許の返上を考える時期にき
ているので、市内の公共交通機関の路線がどうなっているのか知りたいです。たまに旅行に出た時、結構地
元のバスを利用することが多いです。埼玉県の行田市では、市がバス会社に委託して、利用料金１００円と２
００円で市内循環バスを運営しています。また岡山県の早島町ではタクシー会社に委託して、早島市と南岡
山医療センターとＪＲ中庄駅を結ぶコミュニティバスを運営しています。市民病院、岡波病院を利用する際、
不便を感じてます。免許返上し易い環境整備考えていただければと思います。

男性 65～74歳

397 243 交通計画 都市整備部 コミュニティバスの推進強化が大切 男性 65～74歳

398 243 交通計画 都市整備部 名張市内の公共交通の整備の充実を。 男性 65～74歳

399 243 交通計画 都市整備部
少子高齢化が進みバスの便数が減って行くのか。車の免許返納により移動する手段があるのか等老後のこ
とが心配である

男性 65～74歳

400 243 交通計画 都市整備部 市独自での免許返納者の細かな移動応援のあり方を計画していただければと思います。(66才男性) 男性 65～74歳

401 243 交通計画 都市整備部
高齢になって、マイカーにも乗れなくなった時に、買物や病院に行くのが不便にならない様、交通手段の充
実を図ってほしい。

男性 65～74歳

402 243 交通計画 都市整備部
公共交通機関が弱点である。交通弱者が現に発生しているし、今後急激な増大の局面を迎えるのは必至で
ある。

男性 65～74歳

403 243 交通計画 都市整備部
高齢化による自家用車に乗れなくなった時の移動手段(通院宅・買物等)の充実

男性 65～74歳

404 243 交通計画 都市整備部
高齢化に伴うマイカーでの移動の困難が予想される今、日常の買い物や通院に不安を感じている。車の運
転が出来なくなると、ここでは生活していけない。

男性 65～74歳

405 243 交通計画 都市整備部 高齢化から免許返納したいが通院、買い物に支障をきたす。 男性 65～74歳

406 243 交通計画 都市整備部

コミュニティーバス(100円バス、ナッキー号)が1台で今も使われて、土日、祝日、年末年始も休みという所
が、なんとかならないのか。伊賀市の「しらさぎ」みたく、200円で土日も動いてるのに。三重交通のバス運賃
の高さも問題と思う。100円バスの維持費に費用がいるなら、募金か協力金という形で集めたらいいし、その
ような所を置いてほしい。ふるさと納税で、100円バスの方の費用にあててくれる項目があるとか。タクシーも
高すぎるし、気軽にスーパーや外にいけない。

男性 65～74歳

407 243 交通計画 都市整備部
将来免許返却後の公共交通を充実してほしい。特に富貴ヶ丘へのバス時刻が最終が早すぎる。また、日中
1時間に1本はほしい。

男性 65～74歳

408 243 交通計画 都市整備部

私たちは夫婦二人ぐらしですが両親の介護生活の15年がおわり、共に70歳を目前としています。近々、自家
用車も手放す予定(あと数ヶ月)です。そうなると、日常の買い物も、バスを利用となります。が、バス停まで10
分程歩き、バスをおりてからも、乗り継ぐか、さらに数分歩徒が必要となります。病院に行くにも、市役所に行
くのもタクシーを利用しています。今後は文具を買うにも、下着を買うにもタクシーを必要とするでしょう。月に
数万円使う時もあります。これでは、80歳よりも以前に、どうして日常の生活がおくれるかと悩む日々が来る
でしょう。せめて、行政窓口や、市立病院や、身のまわりの品物や食べ物が入手できる店舗に、簡単に、自
分の足で行けるところに、行きたい。暮らし場を移したいと思っています。

女性 65～74歳

409 243 交通計画 都市整備部
病院、買物（食料品etc）桔梗が丘駅まで徒歩で２０分近く歩かなければ、コミュニティバスも乗れないので大
変です。もう少し桔梗の所どころでバスが止まってくれればと思います。

女性 65～74歳

410 243 交通計画 都市整備部

市民の安全、健康等、高齢者が住みよい行政をお願いしたい。車を運転出来ないと日常生活が困る。市役
所、市立病院等の公共施設へ行く交通機関を充実すべきです。市長の言動は理想論ばかりです。長期政権
の弊害です。私利私欲の政治は不用です。市民の声をもっと聞いて行政を行うよう希望する。名張は財政難
なのに不要な道路を整備しないで下さい。美旗からすずらんへ行く道路は一日に何台の車が通りますか？
この地域の人達も不用と思っている。市長並びに市会議員の質を問います。市民はもっと真の市を考えて行
動できる人を選ぶべきです。

女性 65～74歳

411 243 交通計画 都市整備部
運転免許返納の時期を思案する年齢にぼちぼちなり、交通機関に不安を感じています。ずっと住み続けて
いきたいですが大さな課題です。

女性 65～74歳

412 243 交通計画 都市整備部
交通の便を考えてほしい(特にバス)。特に市役所方面について。近い将来、免許返納後のことを思うと不安
になります。

女性 65～74歳

413 243 交通計画 都市整備部
各団地内の買物等に行けるコミュニティバスを運営されている個所があるようですが三重交通だけでは、買
物や病院等に行くには少し不便さを感じます。高齢者に対して無料とまでは云いませんが月に数10回以上
に乗ることが可能な（大阪市、名古屋市などのように)フリーパス等を発行していただいたら良いのでは。

女性 65～74歳

414 243 交通計画 都市整備部 コミュニティバスの増便をお願いします 女性 65～74歳

415 243 交通計画 都市整備部 コミュニティバスをもう少し小さくして回数を増やしてほしい(夕方遅くまで) 女性 65～74歳
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施策別自由意見（問14）

番号 施策コード 施策 部局名 問14　具体的な内容 性別 年齢

416 243 交通計画 都市整備部

高齢化と共にいずれは車を手離す時が来ると思うが、免許を返納した折りに買物やその他知人を訪問する
など、不自由な行動しか出来ない。特に日常買物は移動販売車etcあれば良い。コミュニティバスの運行を
増やすなどしてもらわねば地域の市民センターへ行くのも不自由。特に子供世代が市内に在住している
人々はまだ良いが、我家のように関東や大阪へ住んでいる場合には難しい問題。今後の課題。つまり、当初
の回答のように大都市周辺へ移り住みたいが、金銭的に難しい…。

女性 65～74歳

417 243 交通計画 都市整備部 75歳～から電車・バスを無料化してほしい。 女性 65～74歳

418 243 交通計画 都市整備部

箕由中村は、村の中の道路が狭く、以前公民館で倒れた人がでたため、救急車を呼んだが、公民館まで
入って来ることがてきなかった。火災の場合、消防車も同じことであると思う。一番大事なところが整備され
ていない。道路を広げるには住民自身が土地の提供、協力する気持ちをもたなければならないが、行政の
強い働きかけを求めるものです。村の中を走る、マイクロバス等は、高齢化が進み免許返納者が増えていく
ことを考えると、ぜひとも実現させたいことである。以上よろしくお願いします。

女性 65～74歳

419 243 交通計画 都市整備部
自動車運転免許を返上すべき年令になっているが、車がないと生活できない環境である。買物難民になる。
病気になれば通院に困る。人的交流が出来なくなる。地域住民(高齢者)の足の確保・支援をお願いしたい。

無回答 75歳以上

420 243 交通計画 都市整備部
交通の便利が悪く免許証がかえせません。年をとっていて返したいのに病院等、買物等行くのに不便でこま
ります。

無回答 75歳以上

421 243 交通計画 都市整備部 交通の便をよくし買いもの通院などもっと楽に出来るようにすべき。 男性 75歳以上

422 243 交通計画 都市整備部
高齢になり、将来自動車免許返納をした場合、日常生活に不安がある。コミュニティバスや交通機関の割引
等のサービスを拡大してほしい。

男性 75歳以上

423 243 交通計画 都市整備部 団地内も高齢者が多くなり自動車の免許がない人が多くなれば買物と病院行の乗物が必要になります。 男性 75歳以上

424 243 交通計画 都市整備部

運転免許証を返上して以来生活が不便になった気がします。名張はマイカーが無いと生活出来ないと聞い
たことがありますが、全くその通りです。年を取ると傾斜のキツイ坂道を歩くのが苦痛であり、転倒の不安が
あります。市に望みたいことは、市営バスの充実です。ナッキー号、他の地域(大型団地)で持っている小型
バスもありません。大津時代には病院がバスを走らせており、10数路線で走らせておりました。病院による
通院者の送迎を義務化して頂けるとありがたいと思います。スーパーは駅のすぐ近く設置すべきとする方が
良いと思います。今後の課題は高齢者に少しでも快適な環境を築くことです。

男性 75歳以上

425 243 交通計画 都市整備部 買物の利便性 男性 75歳以上

426 243 交通計画 都市整備部

・不安要因
高齢化に比例して、移動手段として、現在マイカー利用が主流だが、それが出来なくなった場合が多くの住
民で発生する事が必然と成る事が全く予想されるので、その対応策は現在も行われているが不充分であ
る。抜本的な対応策の構築化が必須です

男性 75歳以上

427 243 交通計画 都市整備部 高齢になると通院の時、交通の便がないのが心配 男性 75歳以上

428 243 交通計画 都市整備部
名張駅前の西口のバス停をなんとかしてほしい。人が全部通るまで待つうえ信号待ち（すぐに替わる）もしな
いといけない。２人目、３人目を送る時、時間に追われるのでイライラする。

男性 75歳以上

429 243 交通計画 都市整備部 交通機関と一体となった交通のりもの等の充実。現状では運転免許の返上は考にくい。 男性 75歳以上

430 243 交通計画 都市整備部 高齢者が運転免許証を返納しても、買い物通院等安心して出掛けられる公共交通網の充実をしてほしい。 男性 75歳以上

431 243 交通計画 都市整備部 (うぐいす台の住民)コミュニティバス(はたっこ号）運行台数が少く不便です。土曜日も運行して下さい。 男性 75歳以上

432 243 交通計画 都市整備部
ナッキー号はとても便利ですが目的地に着くまで色々と寄る為、時間がかかって、トイレが心配です。途中ト
イレの為、降りられる所を作ってほしい。一度降りたらまた料金がかかるし。

女性 75歳以上

433 243 交通計画 都市整備部
高齢者の一人暮らし二人暮らしの家庭が比較的多いと思います。病院通いや、買い物等の足が不便です。
交通面でのもう少し考慮した対策を願い致します。

女性 75歳以上

434 243 交通計画 都市整備部
コミュニティバスナッキー号を利用していますが、市の運用なので、土日、祝日は無理とは思いますが、どれ
か1日でも利用できる日を作ってほしいと思います。平日だけでは不便です。

女性 75歳以上

435 243 交通計画 都市整備部 現在は車の運転が出来ますが、今後それが出来なくなれば買物とか外出が心配になります。 女性 75歳以上

436 243 交通計画 都市整備部 コミュニティバスも停留所をもう少し充実させて欲しいと思います。 女性 75歳以上

437 243 交通計画 都市整備部 自動車に乗らなくなった時の通院・買物どうするか。 女性 75歳以上

438 243 交通計画 都市整備部 自動車の免許証返上の人に対しての何かがあれば幸いですが。一老人より 女性 75歳以上

439 243 交通計画 都市整備部
老人になり外出（交通機関）についてとても不便を感じて居ます。一人暮らしで大変な毎日ですが元気に
日々を過ごしたいと思って居ます。

女性 75歳以上

440 243 交通計画 都市整備部
車の便が少なくお医者さんや買い物に行くのに不便を感じているので割安でつれていってもらえる便があれ
ばと思っております。

女性 75歳以上

441 243 交通計画 都市整備部

私達夫婦は現在85才半ば過ぎです。２人共カーライセンスは持っていてドライブし通院、買物をしています
が、もう少し歳を重ねると、それが不可能になりタクシー等の使用が必要になるかと思っていますが、年金だ
けの生活で、それも無理になると思うと、毎日とても心配しています。役所の方でも、お考え頂ければ、とても
嬉しく思います。

女性 75歳以上

442 243 交通計画 都市整備部
とにかく交通の便が悪い事です。路線バスは通っていない。近鉄の駅は30分以上かかるし、買物や病院に
は、タクシーを利用するしかありません。現在の生活は宅配や通販にたよっています。

女性 75歳以上

443 243 交通計画 都市整備部
病気のため医院や病院に診察してもらうのに現在は家族で連れてもらい送迎してもらえています。これから
それができなくなるとどうしたらよいか心配です。まちづくりで実施されていますが曜日が限られ週に2回だけ
である。

女性 75歳以上

444 243 交通計画 都市整備部
現在７６才運転免許を手放す年齢になっているが（便利）生活を考えると迷っております。仕事を持ってない
けれど、買物、おつき合い等考えると市内に出にくい。コミュニティバスがあればよいかと思います。

女性 75歳以上

445 243 交通計画 都市整備部 ナッキー号がもっと広範囲運行されたらありがたいです 女性 75歳以上

446 243 交通計画 都市整備部 バスの回数も多くなり安くなったと思っております。 女性 75歳以上

447 243 交通計画 都市整備部
現在、車を運転しますので、お買物、病院へは一人で行けます。免許返納した場合、美旗町中地区では、日
常生活に、直に困ります。どうにかして下さい。

女性 75歳以上
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施策別自由意見（問14）

番号 施策コード 施策 部局名 問14　具体的な内容 性別 年齢

448 243 交通計画 都市整備部
今までは車で風呂へ行っていましたが来年80才になるので運転をやめるので風呂へ行けなくなってしまいま
す。私の家では風呂がないのでその事が心配です。今は元気ですけど体がうごけなくなったらと思います。

女性 75歳以上

449 243 交通計画 都市整備部 運転出来る内はいいけど返納後、買物・病院行が不安。 女性 75歳以上

450 243 交通計画 都市整備部 八十五才と八十八才の夫婦暮らしで買物の交通が不便な所です。ちょっと心配です。 女性 75歳以上

451 243 交通計画 都市整備部
市内の団地が急速に高齢化しており、病人や高齢者にとって優しい名張市になってほしい。免許返納したが
タクシーは少なくバス等の便が悪い。ナッキー号のコース見直しを希望する。高齢化で足腰が弱ってくるので
歩くのに苦労し買物をしている。

無回答 無回答

452 243 交通計画 都市整備部 車は昨年返上してこれ又、不自由なことこの上なしです。 無回答 無回答

453 243 交通計画 都市整備部
公共交通機関の不便さ、料金の高さ、本数不足。どうしても車がなくては暮らしが成り立たない状況。免許返
納したくても今の状況では無理。

男性 無回答

454 251 住宅・住環境 都市整備部 空き家や空き土地は安く地元民に貸したり、売ったりして、地域がさらなる発展ができるよう願っています。 女性 18～29歳

455 251 住宅・住環境 都市整備部

隣接する空き地除草作業遅すぎ、電話したが、なかなか、持ち主が動いてくれなかった。（６ヶ月もかかりす
ぎ。）敷地まで草が伸び迷惑だ。その後刈った後始末がおろそかでそのままの状態で放置されていた。刈る
のはいいが、後始末をしっかりして。土地の手入れができなければ手放すべきだ。持ち主にしっかり業務づ
けるべき。

女性 18～29歳

456 251 住宅・住環境 都市整備部 空地や空家の対策。 男性 30～39歳

457 251 住宅・住環境 都市整備部
周辺では、高齢化して空き家が増化しているのでもっと若い人が家を購入したり、借家として使えるようにな
ると良い。

男性 30～39歳

458 251 住宅・住環境 都市整備部 あき家などの問題も防犯などの観点から取り組んでいただきたいと思います。 女性 30～39歳

459 251 住宅・住環境 都市整備部 旧町にある空家が気になります。倒壊しそうなものもいくつかあり、子供と散歩していると怖いです 女性 30～39歳

460 251 住宅・住環境 都市整備部

・空家対策
名張は土地が安いので、古い家を壊す費用が高くて空家を買わない←補助金程度ではまかなえない。
市が空家を土地ごと安く買う→壊して売るorリフォーム、リノベーションが得意なメーカー呼ぶ。 女性 30～39歳

461 251 住宅・住環境 都市整備部
旧町一帯の空き家対策。（昔からある伝統的な行事は旧町しかない。なくさない為にも旧町にもっと人を呼べ
るように）

女性 30～39歳

462 251 住宅・住環境 都市整備部
高齢者がふえていくことで空家も増え、町として機能しなくなる。治安も悪くなる。空家は、雑草、木が荒れ放
題で、空地には不法投棄、山に住宅地を作ってしまったことに間題あり。

無回答 40～49歳

463 251 住宅・住環境 都市整備部
団地内の空き家対策。隣の高齢夫婦が亡くなってから一度も管理されておらず草が生い茂りネコも多数住
みついている。

男性 40～49歳

464 251 住宅・住環境 都市整備部
高齢化に伴い空家も増えています。私の近所(2軒となり)は廃墟になっており、一時市役所の方にお願いに
行きましたが何の対応もなく、諦めました(動物のすみかになって不衛生)よって平成28年から施策を行って
いる割には、あまり進化している様に思えません。（個人的な意見ですがご了承下さい）

男性 40～49歳

465 251 住宅・住環境 都市整備部
空き家で壊れかけている家を持ち主がいるのはわかりますが小さな子ども達がそばを通るたびに落ちてきた
らどうしょう、危ないのになぜこんな危ない状態で放置してるというのが子どもを持つ親としては、怒りを覚え
ます。なんとかして下さい。

女性 40～49歳

466 251 住宅・住環境 都市整備部

家の前の市有地の手入れがされておらず、木が電線に引っかかって危険です。草ものび放題で、近隣住民
が草刈りをせざるをえない状況です。市が所有している土地は定期的に管理して、住民が安心して住めるよ
うな環境をととのえて下さい。桔梗が丘８番町１区の災害危険区域に指定されている崖のようになっている
土手の土地ですが、木の枝が電線に当たり危険なため、電力会社に電話したところ、土地の所有者の許可
がないと切れないと言われています。一度市の方でちゃんと現状を確認して対処して下さい。（以前電話でも
お願いしましたが、何の対応もないままです。）重ねましてよろしくお願いします。

女性 40～49歳

467 251 住宅・住環境 都市整備部 すずらん台は不便で、将来は住めないので転居に資金がかかる。 女性 50～59歳

468 251 住宅・住環境 都市整備部
名張旧市内は住む人がいない家がたくさんあり破損がひどい物件もあり危険です。行政だけで難しいと思ま
すがお願いします。

男性 60～64歳

469 251 住宅・住環境 都市整備部
昔は子孫に引継ぐ財産であった土地・建物も今は負の財産となり、全国の行政の足かせになっている。一刻
も早く所有者(相続人)を見つけて対応させなければ、歳出の激減と住環境の悪化につながる。(新町での強
制徹去で満足しないように)

男性 65～74歳

470 251 住宅・住環境 都市整備部
名張地域に住んでいますが、老朽化した空家が数年放置されており、市の方へ連絡するも改善されていま
せん。通路に面しているため、事故、ポイ捨て等(火災)危険が、いっぱいです。事前に解決策を考えていただ
きたいです。

男性 65～74歳

471 251 住宅・住環境 都市整備部 空き家対策に全力でお願いします。空家の税金等はどうなって居るのでしょうか。 女性 65～74歳

472 251 住宅・住環境 都市整備部
現在はここで良いと思っていますが、車等の運転が出来なくなった時は、駅、近くに移動したいと思っていま
す。歩いて買い物、電事に乗れることが可能な場所をと考えます。情報等有りましたら知りたいと思います。

女性 65～74歳

473 251 住宅・住環境 都市整備部
空き家も沢山あるけど友達とか知りあいにはよう勧めたくありません。私達のまわりの人も便利のいい都会
に移りたい人が多いのが本音です。

男性 75歳以上

474 251 住宅・住環境 都市整備部 人口減少の為空家対策を考える。 男性 75歳以上

475 251 住宅・住環境 都市整備部 空き家が多くなっているので、パトロールなどお願いしたいと思います。 男性 75歳以上

476 251 住宅・住環境 都市整備部
空地空家が沢山あるので、少子化の中大変とは思いますがなんとかなりませんか。上野に比べると観光の
人も大分少ないと思います。上野は、空家と仕事を提供して移住する人がいるようですが。

女性 75歳以上

477 252 道路整備 都市整備部 歩道の整備が不十分で歩きにくい。自転車専用コース(レーン)を作ってほしい。 男性 18～29歳

478 252 道路整備 都市整備部 歩道を増やしてほしい。 男性 18～29歳

479 252 道路整備 都市整備部
名阪からのアクセスが悪いため市内にレジャーがないが県外に出ようとするも行きにくい。もしくはこちらへ
来てもらいにくい問題が大きい。

男性 18～29歳

480 252 道路整備 都市整備部
道がぼこぼこなのなおしてほしい。(ゲームチャオの交差点のとこ)マック2個もいらん日立化成の前の通りの
とこ道ぼこぼこすぎる。マンホールのとことかいろいろ。

女性 18～29歳
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施策別自由意見（問14）

番号 施策コード 施策 部局名 問14　具体的な内容 性別 年齢

481 252 道路整備 都市整備部

最近普通自動車免許を取得したのですが、道路の白線が消えていて右折レーンの有無が夜だと分からない
場所があるのが気になります。桔梗ヶ丘西付近の368号線の車線が増えたことも、あれでは意味がないとい
う声が多数ありました。すぐに車線が減少してしまうのでは混雑緩和等の目的は果たせているのか分からな
いように思います。

女性 18～29歳

482 252 道路整備 都市整備部

百合坂を下った165号の交差点は信号無視or信号が変わるギリギリに右左折する車が多く、横断歩道を利
用するのが怖い。死亡事故も発生しているのにその後特に対策されているように感じない。夏になると歩道
の半分以上が木や草に覆われとても不便。視界が悪いので人とぶつかりそうになったことがある。どうにか
してほしい。「百合坂下った１６５号の交差点のマックスバリュー側（ベビーフェイスの反対側）歩道ら辺の木
や草」

女性 18～29歳

483 252 道路整備 都市整備部
伊賀コリドールロードでメイハン交通名張営業所の前の道が1番ガタガタで舗装して欲しいのにその手前で
終わっているのはどうして?

女性 18～29歳

484 252 道路整備 都市整備部 青山高原、165号線を2車線にして欲しい。通勤に不便すぎる｡ 女性 18～29歳

485 252 道路整備 都市整備部 道路の整備。 無回答 30～39歳

486 252 道路整備 都市整備部
道路の穴や劣化を補修して欲しい。二輪車があぶないと思う。センターラインとかも消えているところ多々あ
り、対向車がはみ出して来てヒヤリとした事もある。何とかして下さい。

男性 30～39歳

487 252 道路整備 都市整備部
最近運転免許を取得し、運転をはじめて気づいたことですが、交通量の多い道路の車線が消えており、夜間
や雨天時は見えにくく、少し不安な気持ちです。また、歩道が少ないので、路かたを歩くこともあったりして、
道路状態を整備してほしいです。

女性 30～39歳

488 252 道路整備 都市整備部 道路に穴があいている所に早急に直して欲しい。 女性 30～39歳

489 252 道路整備 都市整備部 道が途中まで完成している所がある。早く、道を完成させてほしい。 女性 30～39歳

490 252 道路整備 都市整備部
もうずっと蔵持の公民館付近この工事が止まったままですがどうなっておりますか??私が学生時代の頃から
止まったままのような・・・

女性 30～39歳

491 252 道路整備 都市整備部
小さな子どもがいるのですが歩道が狭くガタガタでベビーカーなどを押す際に不便や危険を感じます。（特に
松崎町～名張駅までの道など）順次舗装されると良いと思います。

女性 30～39歳

492 252 道路整備 都市整備部
道路は手入れのされていない枯れた大木のナラの木が放置されておりいつ道路に倒れて来るか心配してい
る箇所が多く見受けられます。危険と判断される所は行政代執行ででも切って環境整備していただきたいと
思います。

男性 40～49歳

493 252 道路整備 都市整備部 道路の白線、横断歩道の塗り直し 男性 40～49歳

494 252 道路整備 都市整備部 名張市内の道路を車で走っていてあらゆる道の悪い箇所が多く走りにくさを感じます。 女性 40～49歳

495 252 道路整備 都市整備部 道路、歩道がボコボコしたり、アスファルトが陥没、歩道の雑草などが目立つ気がします。（大通り以外で） 女性 40～49歳

496 252 道路整備 都市整備部
・街路樹の伐採をお願いしたいです。
1.木々が育ち、根を張っているため、歩道が平坦でなく歩きにくい。
2.葉、枝等、季節毎手入れ清掃が必要になり、コスト、労力が必要になるため。

女性 40～49歳

497 252 道路整備 都市整備部 道路への白線で消えかけている所を直す。 男性 50～59歳

498 252 道路整備 都市整備部
名張市に入る道路は、R368とR165しか無い。他県、他市からの進入として2ルートしかないのは異常だ。市
の行政担当者はこの事に気づいているはずなのに何の手も打ってない。または打てない事に不安と不満が
ある。

男性 50～59歳

499 252 道路整備 都市整備部
市内の道路が歩道側の方へ傾き頃向になっているので、雨の日の走行時の歩行者への水しぶきが気にな
る。165号線で歩道スペースをしっかり確保できていない道が危険だと思うので何らかの対策を取っていただ
きたい。

女性 50～59歳

500 252 道路整備 都市整備部 道路整備が遅い。(でこぼこ公道が多く、危険に思う事がある。) 男性 60～64歳

501 252 道路整備 都市整備部 住環境の向上の為、歴史的な遺産、商業施設、公共施設などを周遊できる歩道整備。 男性 60～64歳

502 252 道路整備 都市整備部 名張・伊賀間の国道の4車線化を早速に実施してほしい。 男性 60～64歳

503 252 道路整備 都市整備部 国道165号線、368号線の複線化を急いで下さい。30年以上過ぎてもまだ出来ません。 女性 60～64歳

504 252 道路整備 都市整備部
家の前に穴ぼこがあり整備はされるのですが半月すると元の穴ぼこになり、砂利が道路に。掃除するのが
大変、車が通るため、また、歩いて行される方にも不安定です。真剣に整備をお願いします。

無回答 65～74歳

505 252 道路整備 都市整備部
夜間車の運転をするとき白線（センターライン）、信号、横断歩道手前の停止線が見にくい所があり、きれい
にして欲しいです。

無回答 65～74歳

506 252 道路整備 都市整備部
自宅前の歩行道路及び地内道路が非常に悪いと思います。できるなら少しでも早く悪路の整備を願って居り
ます。

男性 65～74歳

507 252 道路整備 都市整備部 道路が非常に悪いので、修理する。 男性 65～74歳

508 252 道路整備 都市整備部
高齢者が健康のために歩きたくても歩道はなく狭い溝蓋の上で雑草が繁茂している。路面は凹凸で水溜り
が出来て、走りづらい。センターライン等は摩擦して区別出来ない。(道路環境の整備)

男性 65～74歳

509 252 道路整備 都市整備部 名阪国道に早くいけるアクセス(名張街道4車線化は時間かかりすぎ) 男性 65～74歳

510 252 道路整備 都市整備部 道の舗装が少しずつしか行なわないので、割高になると思う。 女性 65～74歳

511 252 道路整備 都市整備部
桔梗が丘団地内の道路の支線の舗装が悪く、散歩していても転びかけたり、つまずいたり大変です。少しず
つでも良くして下さい。

女性 65～74歳

512 252 道路整備 都市整備部 東山ふれあいの森、散歩道として安心して歩けるように整備して欲しいです。 女性 65～74歳

513 252 道路整備 都市整備部 幹線道路のセンターライン、追い越し車線が消え運転に支障あり。 男性 75歳以上

514 252 道路整備 都市整備部 道路のセンターラインや横断歩道が消えている(塗料） 男性 75歳以上

515 252 道路整備 都市整備部
毎日の様に美旗町より伊賀市上神戸に車で移動しており、ルートとして、きじが台または新田より庄田道を
通行しており、特に庄田道は道中が挟く接触事故又は落輪等を何件も見ております。きじが台上神戸に抜け
る道路工事が25年以上中断したままです。この道路は何時工事の再開、完成を予定しているのですか。

男性 75歳以上

516 252 道路整備 都市整備部 すずらん台の歩道が、デコボコだらけで足の悪い人間にとっては、あぶなくて歩けません 女性 75歳以上

517 252 道路整備 都市整備部 道路整備(特にオーバーレイ)を充実してほしい。注（市長の自宅前は整備され凹凸がほとんどない) 女性 75歳以上

518 252 道路整備 都市整備部
名張市内の道路で、交差点の中心ラインが消え、市外から来た観光バスなどは、交差点の通行はやりにく
いと思う。

無回答 無回答

519 252 道路整備 都市整備部 道路幅の拡張、　川沿いの道で、すれ違いは危険を感じる。 無回答 無回答
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施策別自由意見（問14）

番号 施策コード 施策 部局名 問14　具体的な内容 性別 年齢

520 253 公園・緑地 都市整備部
公園が桔梗が丘地区には大きいものがなく、車で遠くに行く必要があり、子どもをつれていくのに不便。野鳥
公園はあまり活用しているように思えないので、色んな世代が活用できる公園に改良してほしい。

男性 30～39歳

521 253 公園・緑地 都市整備部 公園の遊具を増やしてもらいたいです。鉄棒・うんていが少なく県外の公園まで出かけていくと聞きます。 男性 30～39歳

522 253 公園・緑地 都市整備部 名張川沿いが整備されたら、人が集まりそう。 女性 30～39歳

523 253 公園・緑地 都市整備部

もう少し子供が満足できるような公園、室内施設などを作ってほしい。子供を遊ばせるような冬など寒い時期
に施設がないので、市外の施設に行く事がほとんどです。かぼちゃ公園なども、半分の敷地あそばせている
状態なら、もっと子供たちが寄ってくるような楽しい街にして頂きたい。他の市の良い所を真似して親子で楽
しめる街にして頂きたいと期待しています。

男性 40～49歳

524 253 公園・緑地 都市整備部

公園が少なすぎる。遊具が少ない。土地がせまい。市外の公園のように大きな遊具でのびのび遊べる公園
が欲しい。後、公園の駐車場が少ない。鴻之台のかぼちゃ公園!!公園でのんびり遊ばせてあげれるような、
県外からもあそびに来る人がいるようなそんな公園があって欲しい。夏見の展望台は…。何のためにあるの
か…。あの予算で夏見の公園をもっときれいに整えてほしかった。公園がせまい。ベンチも少なく、大人がの
んびりくつろげない。大人も楽しめる公園が欲しいんです。お金を払ってもいいので、例えば駐車料金として
など、欲しいです。

女性 40～49歳

525 253 公園・緑地 都市整備部 子どもと安心して一日遊べるような、大きな公園があるとい。 男性 50～59歳

526 253 公園・緑地 都市整備部
川ぞいや、歩道、公園など、草が多い時などあぶなくて行けない（セアカコケグモなど）ので草がすごく伸びて
から手入れするのでなく伸びたら手入れするなどきれいな名張市になってほしいと思います。

女性 50～59歳

527 253 公園・緑地 都市整備部
大人も子供も集える公園がない。ジョギングしたり、散歩したり、自然を活かした公園があれば交流も多くな
るのではないかと思う。

女性 50～59歳

528 253 公園・緑地 都市整備部

地域に公園が多くあるが無駄な(使用の少ない遊具があり)定期的に交換しているが補修等しては?緑地、住
宅地の棚の外の雑木が成長早く家屋に損害を与え兼ねない状態が多くの箇所で見られる。事故の起こる前
に処理願いたい。開発当時の役所考え方では40年程経過した現在資金不足で出来る事が微量で市民は苦
慮しています。市会議員、市職員の上の人達が頭を使い住民が安心して永く住む事の出来る名張市に早急
に出来る様頑張って欲しい。期待してます。

男性 75歳以上

529 254 上水道 上下水道部 水道代が高い。 男性 18～29歳

530 254 上水道 上下水道部 水道代が高いと感じています 女性 40～49歳

531 254 上水道 上下水道部
・水道について
数年前に、突然値上げになり、倍ぐらい支払い額が、増えました。水道管の老朽化でしかたがないとは思い
ますが、この先ずっと、このまま高いままなのか？広報などで教えてほしいです。

女性 40～49歳

532 254 上水道 上下水道部
他の地域とくらべて水道料金が倍以上。計算法が桔梗の方とは計算法がちがいます。かりに2ケ月分で2805
とすると、2805÷2=1403ですが、2805+2,805、上下水道、2805、1ヶ月分、毎月2805+2805、5,610支払とのこ
と

無回答 75歳以上

533 255 下水道等 上下水道部 つつじが丘に住んでいる人が汚水処理代を支払うことはおかしい。 女性 18～29歳

534 255 下水道等 上下水道部
下水道の市への移管を早くすすめてほしい。問い合わせをしてあと何年ぐらいでできると思うという回答があ
るがほとんど進んでいない。

男性 30～39歳

535 255 下水道等 上下水道部
上下水道の整備が順番に行われていると思いますが私の団地では当初の予定ではとっくに済んでいるはず
なのに未だ始まってもいません。何故なのでしょうか？

無回答 65～74歳

536 255 下水道等 上下水道部

つつじが丘の問題で10年以上も先の汚水処理施設の分担金とやらを住民に押し付けて、納めたお金も一搬
会計に入れ、すでにもう使っているとのうわさ、色々聞きます。施設を建てるのに集めたのではないんです
か。多数の人は不満に思っていても納めなかったら延滞金がプラスされるそうですね。名張市が大変でも?
私達夫婦は選挙は欠かしたことははないです。主人が政治に関心があります。

女性 65～74歳

537 255 下水道等 上下水道部
団地に汚水処理施設はあるが老柄化が進んでおり、何時損壊するか不安を感じている。上水は一時的に止
まってもなんとかなるが、汚水の通水は人の生理的にも待ったなしである。早急に市の管理下に置いていた
だきたい。いくらかの個人負担(受益者負担)も然りと考える。

無回答 75歳以上

538 255 下水道等 上下水道部
・下水道について
下水道は、本管に接続する義務はないのでしょうか。経済的な問題があるのかもしれませんが下水道が
通っているのに接続の工事をされていない家庭はある。それはそのままでよいのですか。

男性 75歳以上

539 256 斎場・墓地 地域環境部 葬祭を無料にしてほしい。 女性 65～74歳

540 256 斎場・墓地 地域環境部
子供が遠い所に行き墓の管理も希めない。家、土地、墓など全てが非相続の対象となる時代なので心の安
らぎが欲しい。

無回答 無回答

541 311 農林資源 産業部 農業に対する発展をもっと応援し、地場産の食べ物を日本に広めていきたい。 男性 30～39歳

542 311 農林資源 産業部

名張市の少子高齢化で空家が多くなり、また、耕作放棄地が目立ってきました。田畑も耕作をやめてしまえ
ば、野生の動物がさらに増え民家の近くまで出て来たり住んでいる団地の斜面を荒らす状況です。耕作放棄
地などは市が積極的に仲裁して、ある程度整備して、家庭菜園として市民に開放、耕作してくれる人を募集
してはどうですか。

男性 40～49歳

543 311 農林資源 産業部 農産品の物価が高い。 女性 40～49歳

544 311 農林資源 産業部
山林所有者の管理に対する通告書をもっときつくしてほしい。（何度か市から所有者に手紙を送ってくれてい
ても管理に来られない。火事が起きてからでは困る）

男性 50～59歳

545 311 農林資源 産業部 食べ物はお米も、お肉も、お魚も安くておいしいので暮らしやすい。 女性 50～59歳

546 311 農林資源 産業部

私の住む地区は小さな農村集落で、20町歩余りの水田が周りにありますが、私を含め多くの農地所有者
が、諸々の理由から自作水稲を断念し、第三者に水田利用を委ねています。現在自作されている方も「いつ
まで続けられるかわからない。」と不安を持たれており、また、作付を委ねているその第三者も将来続けてい
ただけるかどうかが心配されるところです。とりわけ一枚当たりの水田の面積も小さく、また、水の巡りも十分
ではありません。これらのことを考えると、地域全体の農地のゆく末が大変不安と感じられます。そこでこれ
はあくまで個人の私見ですが、地区の農地所有者が力(それぞれ金銭的出資であったり、機械の出資であっ
たり、労働力の提供であったり)を出し合って集団的農業経営を行なって、地域の農地の有効的活用と環境
保全をしていき、もっと地域のコミュニティーの強化も図れるのではと考えます。また、今後機会があれば地
区内でその提案も行なっていきたいと考えます。できれば水稲以外の作物を収穫出荷することを事業化した
い。このことについて、市当局やＪＡに助言、提言、助成等の支援をいただき、市内の同様の不安をかかえる
地域のモデルケースに発展できれば幸いなのですが。

男性 60～64歳

547 311 農林資源 産業部 耕作放棄地利用について・・・対策をおきかせ下さい。 女性 60～64歳
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548 311 農林資源 産業部
農地の管理委託がふえ、農排水路の管理がなおざりになっており、排水路が雑草土砂で埋っている。土地
改良区の動きもみられない。災害がおきてからでは遅い。市土地改良区、所有者、地区での総合的な取組
みを。また農道についても路側の管理が不十分なところが多く通行のさまたげになっている。

男性 65～74歳

549 311 農林資源 産業部
名張は身近に自然がたくさんあるのだから子供達に、農家、山林の仕事とか、食のたのしみといった、農業
の体験とか言うふれあいの場を持ってほしいです。

女性 65～74歳

550 311 農林資源 産業部
農業従事者の高齢化に併う地域農業の衰退が進んでいます。加え、近年の鳥獣被害に苦しんでいるのが
現状です。地域農業を守るためJAと協同して将来の農業の担手の育成に是非取り組んでいただきたいと思
います。

女性 65～74歳

551 311 農林資源 産業部
かつて、林業が盛んで、それなりの思恵があった時代はとうに過ぎ去り国産材の利用が盛んになる方策は
ないのかと思う今日この頃ですが、時代を読む能力が不足していることを反省する。

男性 75歳以上

552 312 商工経済 産業部
大きな書店がないからわざわざ奈良に行かなくてはいけないのが、しんどい。利用者が少ないから致し方な
いかもしれないが。休日に行く所がないから暇。もうちょっと遊ぶところがあればうれしい。

男性 18～29歳

553 312 商工経済 産業部 労働環境の改善。 男性 18～29歳

554 312 商工経済 産業部 娯楽施設が少ない。 男性 18～29歳

555 312 商工経済 産業部 夜でも遊べるところを増やしてほしいです 男性 18～29歳

556 312 商工経済 産業部
電車の利便性は本数もあり特急や急行が止まることやバスもあり良いが、名張市内でのアミューズメント施
設、商業施設が少なく県外へ出てレジャーを過ごそうとなってしまう。せめて映画館やリバーナを規模拡大
し、アパレルブランドも積極的に参入してほしい。

男性 18～29歳

557 312 商工経済 産業部
マック2個もいらん。もっといろんなごはん屋さんほしい。スタバほしい。映画館ほしい。でっかいプールほし
い。(温水プール)ショッピングモールほしい。遊ぶところ少ない。

女性 18～29歳

558 312 商工経済 産業部
こちらに引っ越して来て一番困ったのは買い物ができる商業施設の少なさです。スーパーなどは充実してい
ますが、衣料品や雑貨など取り扱う商業施設があったらもっと人も増えていくのでは・・と思っています。

女性 18～29歳

559 312 商工経済 産業部 若者に魅力のある町作り(ショッピングモール(など) 女性 18～29歳

560 312 商工経済 産業部 税収や雇用の確保の為に、企業誘致に力を入れて欲しい。 女性 18～29歳

561 312 商工経済 産業部 伊賀市にはホテルがあるのに名張市は何故ないのでしょうか。 女性 18～29歳

562 312 商工経済 産業部 ドンキができたのは良き。 女性 18～29歳

563 312 商工経済 産業部

若い人向けの店が少ない。ここ５年ぐらいで国道沿いなどさびれてきた感じがする。同じようなスーパーや薬
局ばかりでオシャレな服屋さんや雑貨屋さん、カフェなどが少なくなって、名張でそういった買い物ができなく
なった。個人的にはイオンモールや映画館などの娯楽施設が増えてくれたら、名張でもっとお金を使おうと思
えるし、雇用も増えるんじゃないかと思う。駅前などももう少し店があれば活気が出るのになーと思う。

女性 18～29歳

564 312 商工経済 産業部 飲食店の種類が少ない。コンビニ多すぎ映画館ない。サイゼリアとびっくりドンキー復活するべき。 女性 18～29歳

565 312 商工経済 産業部

最近ゲームセンターや、デパートのゲームコーナーが充実してなくて困っている。特にアーケードカードゲー
ム。SEGAもアピタに代わって建ったドンキホーテー以前より縮小している。ゲームチャオもタバコ臭がひどく
利用しづらく、さしあたっては新たなゲームセンターの誘致をお願いしたい。それと、薬局「コスモス」建ちすぎ
です。近鉄百貨店に代わって建ったぎゅーとらの2階等もずっと空白なのも気がかり。

男性 30～39歳

566 312 商工経済 産業部 これからのコロナによる経済対策。 男性 30～39歳

567 312 商工経済 産業部 映画館がないのが、残念。小規模ではむずかしいかもしれないが、あると良い。 男性 30～39歳

568 312 商工経済 産業部
休みの日は、映画を観に行く事が良くあるんですが遠くのイオンモールまで行がないと観れないので、イオン
モール等のショッピングモールを建てて欲しい。

男性 30～39歳

569 312 商工経済 産業部
休日を過ごす施設が無い。映画館等娯楽施設があれば良いと思う。同業種が多く目新しさがない（コンビニ
やドラッグストア、葬儀場ばかりで面白くない。）

男性 30～39歳

570 312 商工経済 産業部 名張特有のブランドが全国に広まって欲しい。伊賀米・伊賀牛など伊賀にはブランド化した特産物がある。 男性 30～39歳

571 312 商工経済 産業部 家族で遊べる施設ができると嬉しいです。 女性 30～39歳

572 312 商工経済 産業部
市民のためを思うなら、もうドラッグストアばかり作らないで、イオンモールや映画館などファミリーで過ごせ
る場所を名張市内に作った方がよい。どこに行くにも車で1時間…正直めんどくさいです。

女性 30～39歳

573 312 商工経済 産業部

名張市には子供が遊べる公園がたくさんありますが、室内で遊べる場所が少ないように思います。雨の日、
暑い夏の日、風が強く寒い冬、名張市に遊べる場所がないため、家にこもりがちです。リバーナのUS.LAND
ゲームセンター・ジョーシンのおもちゃコーナー(狭い、桔梗西にある児童館かがやきは乳思幼児向け、本当
にありません。商業施設は増えたり、リニューアルしていても、子供の遊ぶ場所は変わりません。子育てがし
やすい名張市を目指してほしい

女性 30～39歳

574 312 商工経済 産業部 名張市に映画館が欲しいです 女性 30～39歳

575 312 商工経済 産業部
パチンコ屋さん以外で何か楽しい施設を作ってほしいです。パチンコ屋さん、私は行きませんが少し多いの
かと思います。

女性 30～39歳

576 312 商工経済 産業部 市内に映画館を作って欲しい。 女性 30～39歳

577 312 商工経済 産業部
暮らすという面では生活に必要なものは整っていると思うのですが娯楽の面では物足らなさを感じます。もう
少し名張市全体が発展し活気づいていってもらえると嬉しいです。

女性 30～39歳

578 312 商工経済 産業部 名張市には、ショッピングモールや映画館などがなく、不便です。よろしくお願い致します。 女性 30～39歳

579 312 商工経済 産業部
産業の育成(IoT等を活用した企業を名張に誘致)

男性 40～49歳

580 312 商工経済 産業部
もっと飲食系のお店を増やしてほしい。名張は飲食系の店が少ないので食べる所の店が限られるのでとて
も残念です。

男性 40～49歳

581 312 商工経済 産業部 大型商業施設の誘致 男性 40～49歳

582 312 商工経済 産業部
名張市は観光が少なく、ＰＲ的なものも、あまり力を入れていないとおもいます。なので、少しでも、人を寄せ
てお金を使ってもらうようにしては？映画館や少し大きなモールを作って、他からお客をよせて。

女性 40～49歳

583 312 商工経済 産業部
ドラッグストア・イオン系スーパーが多すぎ。もっと名張市にないものを造ってほしい。名張市民が喜ぶような
ものを…。生活にプラスになるものを…。

女性 40～49歳
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584 312 商工経済 産業部

アピタがなくなり、名張市には、「少し高くても安心・安全な」良品を買える大型スーパーがなくなりました。市
民の健康を推進するなら、まず良い食品が買えるスーパーを誘致してほしいと思います。高級住宅地ではな
いので、そのようなスーパーが入ってこないのかと思いますが、富裕層にも住みたいと思える街にしないと財
政もますます厳しくなるのではないでしょうか。高級スーパーでも、ただ高い物や輸入食品を置いているとい
うお店ではなく、オーガニックや無添加を積極的に置こうとするスーパーがほしいです。個人商店はあって
も、働く世代はスーパーでないと買いに行けません。しかたなく加工食品ばかりを置くスーパーで、なにか少
しでも良い物を…と血眼で買い物しています。どうか市民の健康を考えるなら、同じような商品を置いて、価
格だけで競い合うスーパーでなく、他の店にない商品を置いてくれるスーパーを誘致して下さい。津のマルヤ
スさんを希望します。

女性 40～49歳

585 312 商工経済 産業部 同じスーパー、同じドラッグストア、同じチェーン店ばかりで買物も楽しめない。 女性 40～49歳

586 312 商工経済 産業部 同じような店舗が多すぎると思う。（薬局、美容院、中途半端なスーパーなど） 女性 40～49歳

587 312 商工経済 産業部 桔梗が丘商店街がシャッター街となっており車で通る度寂しく思います。 女性 40～49歳

588 312 商工経済 産業部
駅周辺,市内に大型テバートがあると便利。市内で買い物が出来ない(欲しい品物が全くない)衣料品やプレ
ゼント等は、市外へ買いに行く友人も多く、若者にとっては、とても不便を感じています。

女性 40～49歳

589 312 商工経済 産業部

165号線を毎日通勤で通っていますが(鴻之台の辺り)景観が悪く、活気がないように感じます。有名なカフェ
店や若者に人気なショップなどがあればもっと活気づいた街になるのではないでしょうか?スーパーやドラッ
グストアばかりはもういいです。市が積極的に店の誘致などしてもらえれば明るく楽しい街に変化していける
んではないかと思います。

女性 40～49歳

590 312 商工経済 産業部 同じ様な店ばかりできて、土地の利用の仕方がへたくそすぎる。 女性 40～49歳

591 312 商工経済 産業部

福祉や教育、高齢者への福祉的な取組は市として行政が取り組むべき事であるのは当然です。しかしなが
ら、根本的に名張市を豊かにしない限り、限界があるし、行き詰まりがあり、負担を背負うのはこれからの若
者です。でも、名張に働く所は十分にありますか?子供達に今の名張に残って働いてほしいと言えるだけの
企業はありますか?工場や支社はあっても名張市の財政はうるおいますか?名張は大きな災害もなく安全に
住める住宅が多い町ですがせっかく安全で関西や東海のまん中にあるのに企業誘致ができていないと思い
ます。広い土地もまだまだ多く残っています。大手企業を誘致して、働く場所を提供して、子供達が名張に残
れるような、町づくりをして下さい。労働人口の減少に対しての取組をしなければ、観光地でもない名張市は
衰退すると危機感を持ってもらいたいと思います。

女性 40～49歳

592 312 商工経済 産業部 若者が働ける企業ができるといい。 男性 50～59歳

593 312 商工経済 産業部
・名張市の土地に企業が入ってきたら(工場、商業など)最低40年くらい撤退しないまたは、名張市民を優先
的に雇うこと、また、障がい者雇用も多く受け入れる条例をっくってほしい。
・名張市民全体で社会が活性できる市になってほしい。生産、消費が市内でまわる社会。

男性 50～59歳

594 312 商工経済 産業部
大規模商業店舗の立地により車の所有者は便利であるが将来の商圏減少による徹退の懸念と、その際の
日常の買い物の確保が心配。

男性 50～59歳

595 312 商工経済 産業部 若者が名張にとどまって働きたいと思える一流企業の誘致をぜひお願いしたい。 女性 50～59歳

596 312 商工経済 産業部
映画館がほしいです。　名張駅西口に活気がないのと桔梗が丘駅周辺も閑散としているので何か変化がほ
しいです。

女性 50～59歳

597 312 商工経済 産業部
・商業施設がない。スーパーばかりで何か食品以外の買物は大阪に行かないと何もない残念な所です。
・老人の施設ばかりで、それを支える若い人が住みたくなる街づくりが大切。無印良品やスターバックス等が
あればうれしいです。

女性 50～59歳

598 312 商工経済 産業部
高齢化や若者の転出による人口減少で街に活気が無くならないか心配です。住環境は良いので、若者が定
住したくなるよう、労働環境の充実及び商業施設などの誘致で楽しい街作りをお願いします。

男性 60～64歳

599 312 商工経済 産業部 商業、工業に力を入れてほしい。 男性 65～74歳

600 312 商工経済 産業部

・長期的な産業育成(特に製造業と情報通信、生物、医療、エネルギー)を行うこと、形だけの長期目標は不
可。
・産学官連携による産業振興を行うこと。現在では、政治的な配慮が大きすぎる。気の合わない相手であっ
ても必要な時は一緒に行うのが仕事との原則を忘れない様に。

男性 65～74歳

601 312 商工経済 産業部
元気な時にある程度の定期的な収入が得られやすい市内での65才以上のビジネスモデルが組まれればと
願います。(66才男性)

男性 65～74歳

602 312 商工経済 産業部

私は桔梗が丘在住の主婦です。車の免許はもっていない為、毎日の買物はもっぱら自転車か歩きです。今
は自転車に乗って買い物にいっておりますが、加齢とともに徒歩でしかいけなくなると思います。（近い将来）
桔梗が丘駅前に「ぎゅーとら」さんが存続して下さることを強く希望します。主婦として生活に欠かせないお店
が近くにあるということはとても大事なことだと思います。アピタが営業していた頃は週１土曜のバスで時々ア
ピタバスを利用していましたが、手で持ち帰るのには限界があります。どうか買い物難民にしないで下さい。
切なる願いです。

女性 65～74歳

603 312 商工経済 産業部 企業の誘致 男性 75歳以上

604 312 商工経済 産業部
桔梗駅前の近鉄ストアがなくなりぎゅうとらが出店していますが2020年11月に蔵持里に店舗を移動とのこと。
車に乗れない高齢者は、買物難民になります。早く次の出店者が来るよう努力願いたい。

男性 75歳以上

605 312 商工経済 産業部 若者が楽しめる商業施設(イオンモール等)の誘致を考える。 男性 75歳以上

606 312 商工経済 産業部 地場産業のPR。 男性 75歳以上

607 313 観光交流 産業部
名張の観光地といえば赤目が有名なのに、道路がせまいのと、駐車料金が高くて、行けない。名張のお土
産を持っていくのにいつも悩む、赤目にはいろんなお菓子が売っていたりするので、市内でも買えたらうれし
い。

男性 18～29歳

608 313 観光交流 産業部
忍者が隠れていた場所として観光業に力を入れてもおもしろそうです。なかなか財政的にも手は回らないか
と思いますが・・・期待しております。

女性 18～29歳

609 313 観光交流 産業部 名張市を観光で人を呼ぶには弱すぎる観光地。 男性 30～39歳
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610 313 観光交流 産業部

今、日本全体が外国旅行者からの収入に向けて対策をしているが、名張は何か政策として動いているの
か？大阪・京都からもアクセスしやすい点をもっと有効利用してほしい。現有の設備（電車）が使えるメリット
がある。
・シティホテル撤退→民泊システムを有効に使い、昔の「宿場町」名張をしてみては
・食事・遊び体験場所（特に駅前～旧市街）の新設・誘致
・季節ごとのイベント
・日本酒の蔵が多い。イベント費だしてＰＲ
・外国人に忍者ＰＲが有効だが、伊賀市はアクセスが難しい。このニーズを取り入れてみては。

女性 30～39歳

611 313 観光交流 産業部
国際的な取組を積極的に進めてもらいたい。例えば、国内だけではなく海外への情報発信。外国人観光客
の受け入れ・交流。異国の文化・芸術に触れる機会の創出。子供達が国際人になれるようなきっかけづくり。
観光・交通環境の充実。目玉の創出。例えば、近年減少傾向にある路面電車の誘地など。

男性 40～49歳

612 313 観光交流 産業部

名張市は子育て世代が多いのに子供達を連れて遊べる場所をなぜ造らないのか不思議。みんな、隣の奈
良県にものすごくスケールの大きいアスレチック（恐竜の森公園）や、動物とふれ合える（宇陀アニマルパー
ク）施設、キャンプがフリーサイトで楽しめる場所があるので他県まで遊びに出かけます。宇陀市や榛原は子
供や家族がお弁当持って１日中遊べる場所がたくさんあるのになぜ名張には１つも無いの。１つ大きな恐竜
の森公園のような無料でスケールの大きいアスレチックや夏場は水遊び、キャンプのできる施設をつくれば
いいのに。地元にないので隣の県や市に遊びに行くっておかしいなと。今、こんなにキャンプがブームなのに
キャンプ場もない。隣の奈良は自然を生かしてダム湖沿い、湖はんキャンプ場、川沿いキャンプ場、高原、野
原、たくさんフリーサイトキャンプ場があり年中にぎわっています。名張にダム湖、川、山、たくさん自然があ
るのに全く生かされていないのが残念。せっかく大阪、京都の街と近く、自然のそういった施設をつくれば他
府から人が来るのによその県にとられてる。とにかく楽しめる場所が1つもない。

女性 40～49歳

613 313 観光交流 産業部
・観光の推進
　「名張」の地名入りの農作物を作って下さい。手土産で持って行ける「名張」ブランドの物が欲しい。青蓮寺
湖等インスタグラムで映えるスポット、ポイントをもっとアピールして下さい。インスタフレーム設置希望！！

女性 40～49歳

614 313 観光交流 産業部 名張の観光のPRをもってしてほしい。 女性 40～49歳

615 313 観光交流 産業部

昨年、名張市に引っ越しましたが、外の人間からみると、名張市は観光資源を生かしきっていないように感じ
ます。旧町などの歴史ある町並みは、壊れつつあるのが惜しいです。赤目四十八滝は魅力的ですが、他の
観光地に比べて駐車場料金が高く、客足を遠ざけています。若者や移住者の視点を入れた魅力づくりをして
いただけたらと思います。また、伊賀市に対するライバル意識があると感じます。外から見ると、伊賀・名張
は一体で、「忍者コンテンツがある地域」という印象です。伊賀市と協力し、忍者コンテンツを打ち出し、研究
者にアピールしていただけたら、私たち住民にとってもさらに魅力ある街になると思います。

女性 40～49歳

616 313 観光交流 産業部 美旗の古墳を活かした観光を考えてみれば良いと思う。 女性 50～59歳

617 313 観光交流 産業部

伊賀市は観光で発信していますが、名張市の方向性が良く分からない。近鉄本線などの交通機関もあり、
大阪へのアクセスについても利便性が良いので、若者がもっと定住出来る様な施策を取って欲しい。また、
大阪等の都市部へ名張の森や湖等の環境の良さを発信し観光地としてのアピールも必要と思います。(キャ
ンプや青蓮寺ダム・比奈知ダムなど水辺の活用)カヌー、カヤックの聖地にするとか・・・。

男性 60～64歳

618 313 観光交流 産業部 名張市主催で音楽イベント等(ロック)若者中心で年に一回でも。伊賀市でやっていたような。 男性 60～64歳

619 313 観光交流 産業部
名張市のたくさんの各地域の豊かな自然（山林・川・古神社など）や歴史を、市外者よりも、市内者にもっと
もっとアピール・紹介して下さい。地域内のみならず、学童や一部の関係者・継承者のみならず、市民全体で
共有したいです

女性 60～64歳

620 313 観光交流 産業部

名張にコンサートのできる大きな音響のしっかりとしたホールを作ってしまいましょう！たとえば人気のある
ミュージシャン、その他話題性のある方を呼びましょう。たくさんのイベントを企画しましょう。名張は大阪、京
都、名古屋を結び近鉄を使えばストレートにファンも来れます。外からの新しい風を吹き込みましょう。外の
方々に名張の良さを感じ取って頂きましょう。住民にとっても良い刺激になりましょう。子ども達の将来の参考
にもなりましょう。

女性 60～64歳

621 313 観光交流 産業部
名張市も観光事業に力を入れてはどうかと思います。上野市の様に観光の目玉がないのは、残念ですが、
名張市しか無いものもあるので市内外の人達にもっとアピールしてはどうかと思います。

女性 60～64歳

622 313 観光交流 産業部

名張市には、赤目四十八滝、青蓮寺ぶどう狩、香落渓など多くの観光資源、さらに、赤尾岩神社、延寿院、
勝手神社、弥勒寺など忍者と関係のある神社仏閣、さらには上忍、忍者の祖であった百地三太夫(丹波)の
生家、天正伊賀の乱の砦であり、終戦の城としての柏原城、江戸川乱歩生誕碑(象)、観阿弥顕彰碑、藤堂
邸など数多くの文化史の施設がある。これらの施設は、現在活用されているものであるが、それぞれ、点の
活動であり、名張市一体となって活用がされていないのではないか。これら施設を線で結ぶことによって面
的な活用がなされ、名張のにぎわいがとりもどせるのではないでしょうか。特に線。大変重要であり、この
線、施設と施設を結ぶ、道の整備が不充分ではないでしょうか。

男性 65～74歳

623 313 観光交流 産業部
市内には国定公園も有り自然がとても豊たかにもかかわらず活かされていない。宝のもちぐされである。山、
川も清よらかにもかかわらずあるのはダムと行きあたりばったりの取組しかない。昔の頭の堅い人達の赤目
四十八滝、香落渓谷=自然豊ではダメ。違った目線での観光事業を考えるべき

男性 65～74歳

624 313 観光交流 産業部
・サッカーの山口さんの記念館が出来たそうですが、名張市民が見られる身近な場所に設けるべきだと思
う。(よく利用する、市役所の一階のスペース)
・上野では、忍者が全国的に有名だが、名張にも百地三太夫も、もう少しアピールすべきだと思う。

女性 65～74歳

625 313 観光交流 産業部
名張市の財政を確保する為には、また活性化、若い人達を名張で居住してもらうには、もっと、観光等に力
を入れたらどうか。それには、観光バスが通れる道路の整備。

女性 65～74歳

626 313 観光交流 産業部
観光への対策、歴史的史跡などを観光施策に活用し、集客策を進めてもらいたい。山や野原田園風景をう
まく活用してハイキング・トレールを創ることで、名張市の自然の豊かさを近隣の都会者にＰＲし来訪者を増
やせばどうか。

男性 75歳以上

627 313 観光交流 産業部
折角の景観、青蓮寺ダム、比奈知ダム、赤目周辺等をもっと整備して市民の憩いの場を提供すべき。(途中
ベンチのひとつもない)

男性 75歳以上

628 313 観光交流 産業部 観光都市の積極対策 男性 75歳以上
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629 313 観光交流 産業部
昭和26、27年頃と思う(読売新聞主催?)滝の日本観光100選があり赤目四十八滝が第一位に選ばれたと思う
(当時私は奈良県で学生だったので確かな事は分からないが)数多くの観光資源がありながら放置しておい
たのはなぜか。88才の老人の思い。

男性 75歳以上

630 313 観光交流 産業部
生活する中で何才まで生きるか、周りに、迷惑かける事なく終わるか。名張にシンボルがない。以前、赤目
四十八滝で知れていました。

男性 75歳以上

631 313 観光交流 産業部

観光客が赤目四十八滝へ行くのもバスが少ない為、紹介しにくいです。名張の物産品は、市役所と名張駅
西口改札を通った所に紹介されていますが、他の観光地のように近くで一度に見たり買ったりできません。
青蓮寺の桜が咲いているころ、近くに1件だけあるお店は閉まったままです。特急が停車する駅なのに、ホー
ムからコンビニがなくなってしまったのは残念です。(特に観光客の方には)

女性 無回答

632 321 雇用創出 産業部
名張市は、若い人たちが少なくなっている。就職や住みやすさなどから市外へ行く人が増えた。そのため、
名張市内で働いている方(パートやアルバイトなど)の年齢が高めなイメージがある。そのため若い人たちが
名張に戻ってきて働けるように、企業を増やすことができれば、と思います。

女性 18～29歳

633 321 雇用創出 産業部 高卒でも働ける場所の拡大(正社員)。 女性 18～29歳

634 321 雇用創出 産業部
働く場所が少なすぎる。転職がスムーズにいかない。監査やチェックが不十分なのか、放ったらかしの会社
が多いからか。ブラック企業が多く、ハローワークや行政からの情報もないので仕事さがしが困難。公開され
る企業も伊賀市の方が多く、結局、人が流出している。

男性 30～39歳

635 321 雇用創出 産業部
もっと子どもを育てながらでも働きやすい環境作りをして欲しい。子どもが居ても働きやすい職場環境の企業
が少なすぎる!!就職活動がすごく大変!!

女性 30～39歳

636 321 雇用創出 産業部
今、現在仕事が無い状態やから、もっと仕事場所を増やしてほしい。通勤近くにもっとほしいです。仕事した
いのに、出来る環境がありません。将来、この先、不安です。

女性 30～39歳

637 321 雇用創出 産業部

あと今回のコロナ関連で思ったことがリモートワーク可能な雇用を増やしてほしいです!私は県外に通勤して
おりますが名張で働けるものならもっとIT関連のリモートワークもあればいいなあと今回しみじみ思いました。
無駄なアナログ多そう・・・。名張高校もPCスキルに力入れてるようですし市を挙げてIT事業に参戦する気は
ないのかなあと。若者が県外流出しきってしまう前に、あとは30代～の中途採用も給料下げたりすることなく
スキルをちゃんと見て判断してほしいです。雇用は大事～!

女性 30～39歳

638 321 雇用創出 産業部 定年後、働く意欲、能力がある人が積極雇用してもらえるような仕組みを作ってほしい。 女性 30～39歳

639 321 雇用創出 産業部 定年後、働く意欲、能力がある人が積極雇用してもらえるような仕組みを作ってほしい。 女性 30～39歳

640 321 雇用創出 産業部
医療の不充実さ、医療職の賃金の安さ、業務のしんどさ(残業が多すぎる、なのに残業代が取れない、夜勤
手当が安すぎる)等々激務の割に賃金が安くてモチベーションが上がらない。しかし大好きな名張で働きた
い。

女性 30～39歳

641 321 雇用創出 産業部 働く場所がない（働きたいと思うような） 女性 30～39歳

642 321 雇用創出 産業部
色々不安はありますが、一番思うのは“仕事”が、ないように思います。なるべく、自分の住んでいる街で働
いて、通勤時間も少なく、緊急時も自宅へ早くもどれるような環境になれば、もっと幸福感を持てるのではな
いかと思います。

男性 40～49歳

643 321 雇用創出 産業部

子供にかかるお金を考えた時に、母子家庭であるため非常に不安に思う。、子供を育てながら働ける環境が
少しきびしい。名張よりも上野の方が働ける場が多い。そのための通勤時間に要する時間がもったいない。
名張市内でもっと働ける場が欲しいです。活用されていない空さ店舗が多い。そのため町がさびれてみえ
る。もっと活用出来たらと思う。

女性 40～49歳

644 321 雇用創出 産業部
伊賀市に、比べ、中高年の雇用が少なく、遠方へ仕事に行ってます。給与面、定年廷長等を充実させてほし
い。

男性 50～59歳

645 321 雇用創出 産業部
子育てを計3人しましたが高校大学において県外をめざし、学校の地域での就職となりました。子育をしても
若い世代が地元に残ることのできる、仕事や就職先もなく大変残念です。

男性 50～59歳

646 321 雇用創出 産業部
名張市は就業場所が非常に少ない。また仕事も限られている。家庭の都合、人生の都合で同じ職にとどま
れず働いてきた事で家計的には苦しいものがある。

女性 50～59歳

647 321 雇用創出 産業部 働ける場も選択肢が少ない。 女性 50～59歳

648 321 雇用創出 産業部

高齢化がすすみ、且つ工場等々の働き口が少なく若い人が流出しており、将来像に不安をだいている。名張
市は適当に店があり、自然豊かで適当に交通の便もあり、住みやすいと感じているので、なおさら将来に不
安を感じる。若者が流入あるいは流出せずに名張が活性化することをのぞむ。そのためのひとつは働き口
が質、量共にふえることだと思う。

男性 60～64歳

649 321 雇用創出 産業部
福祉行政に力を入れすぎでは。将来を担う若い人材が関西圏で働き、定住している現状である。お金がか
かる福祉行政が成り立っていくとは思わない。何よりも働く場所がない名張市である。商工業の充実を。

男性 60～64歳

650 321 雇用創出 産業部
・人口が減となると思うので、若者の就職先の確保。(正職員での採用)
・高齢者が働ける職場(最低70才まで、厚年、社保を含む職場）。

男性 65～74歳

651 321 雇用創出 産業部
現役では理解出来ないだろうが、OBとなって判る現役との格差。解消策として、高齢者だけの会社を作る。
行政がトリガーとなって作っていく。あらゆる特区を活用して、休耕地や空き家利用するのもー考だと考え
る。

男性 65～74歳

652 321 雇用創出 産業部
就職先の少ない地域に人は集まらない。“あたり前”のことを重視する様に。住居環境の向上だけでは若い
人は生活できないのです。

男性 65～74歳

653 321 雇用創出 産業部
市内に働ける会社の誘致を推し進め、若い人達が名張市内の会社に勤められる環境(その点では上野に完
全にまけてる)

男性 65～74歳

654 321 雇用創出 産業部 子ども達には職場が手にいれにくい。この地に戻れとは言えません。 女性 65～74歳

655 321 雇用創出 産業部 若者の就職先の少なさ等、地域状況に於いて高齢者のみが増える要因かと思えます。 女性 65～74歳

656 321 雇用創出 産業部
子供(男)30才仕事を失って1年余りです。就職活動をしていますがなかなか正社員の雇用が決まらずあせっ
ています。募集に応募しても返事がこず電話したら審査中という返事なのでいつまでも待ちます。会社の雇
用の体制が分かりません。どうなっているのでしょうか。

女性 65～74歳

657 321 雇用創出 産業部
名張市内には、子供達が進学する大学及び就職して、家庭を持てる会社や、企業が少なく他の市町村に目
を向け名張を出て行く子供達が多く、残念に思う。

男性 75歳以上

658 321 雇用創出 産業部
若い人が働ける会社を市にどんどん定着してもらい、遠いところへ働きに出なくてもよい有望な会社に定着し
てもらいたと思います。私も若い頃から、大阪の会社へ通い定年まで無事務めあげましたが天気悪い日など
の苦労は思い出されます。大阪行きの電車は今空いていて座れて通えていると云われます。

男性 75歳以上
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659 321 雇用創出 産業部
私の息子は50歳になりますが無職です。以前に市長へのお願いで仕事をお世話下さいと書きました。返事
はハローワークに行って探しなさいとの事でした。私も年がいってとても不安です。ハローワークに行っても
年の若い人が先の様です。

女性 75歳以上

660 411 学校教育 教育委員会事務局
将来的にも現在の仕事を続けたい為中学校でも学校給食を始めてほしい。豊かな子供の成長にもつながる
為。大変なことも多い中ですが何卒宜しくお願い致します。

男性 18～29歳

661 411 学校教育 教育委員会事務局 中学校も給食が出るようになればいいなと思います。 女性 18～29歳

662 411 学校教育 教育委員会事務局 お金の勉強や、働き方についての知織を中学生のうちから学ばさせてあげたい。 女性 18～29歳

663 411 学校教育 教育委員会事務局
中学校の給食事業を取り急ぎすすめて頂きたい。共働き世帯が増える中、毎日の弁当作りはかなり大きな
負担となるため、給食は何よりも子育て世帯への支援となると思います。

男性 30～39歳

664 411 学校教育 教育委員会事務局
中学校の制服が一式で数万するとのことですが、制服の廃止や私服と選択できるなど配慮があればと思い
ます。

男性 30～39歳

665 411 学校教育 教育委員会事務局 新桔梗中学校の部活動の数を増やしてほしい。数が少なく思いました 男性 30～39歳

666 411 学校教育 教育委員会事務局 桔梗南方面は小学生の通学の時間にボランティアの町の人がたくさん見守ってくれていて安心だった。 男性 30～39歳

667 411 学校教育 教育委員会事務局
子供が大きくなり小学校、中学校へ進学となると、学校教育の充実を考えると少し不安な面もあるので、更
なる充実に期待します。

女性 30～39歳

668 411 学校教育 教育委員会事務局

小学校の事ですが、台風時等の判断時間が遅すぎる。１１時までに警報解除になった場合、登校させる決ま
りになっているが、それでは、仕事に行けなくなるので、変えて欲しい。奈良県等は朝６時等決まる時間も早
く分かりやすい。名張市はややこしい。台風の時だけではなく、今回のコロナの事でも名張市は判断が遅
かった。さらに２段階での休校延長になり、子供の精神的ショックがとても大きかったです。大人の都合では
なく、本当に子供の為の判断をしてもらえる事を強くお願いします。

女性 30～39歳

669 411 学校教育 教育委員会事務局

私は子供を育てている母です。学校までの距離が遠いので交通ボランティアを募集してほしいです。そのよ
うなのがあることを知らない方もいらっしゃると思います。母、帰宅時間、地域の方のお手伝いをのぞみま
す。つつじが丘は上手にシステムをつくっていると思いうらやましいです。鴻之台1番町から名小へ通わせて
る母です。

女性 30～39歳

670 411 学校教育 教育委員会事務局

中学校の風紀が悪いとよく聞くので子供達には県外への受験を考えています。その期に家族で県外へ移ろ
うか相談中です。実際の所、小学校でも悪さをする子がいて程度もなかなか悪質で地元の中学校へ進ませ
たくない気持ちが日に日に強くなっています。同じ子が悪さをくり返す状態で改善があまり見られない所も学
校に対して不信感がある所です。実際に学校へは伝えていませんが、う～ん。名張ちょっとなぁ・・・と思う所
です。

女性 30～39歳

671 411 学校教育 教育委員会事務局 中学校での給食サービスの実施をしてほしい。(共働きの家庭も多くなっているので) 女性 30～39歳

672 411 学校教育 教育委員会事務局
小学校まで3kmは遠い。暗い時間や暑い時期の下校に不安を感じるため、バスの運用を考えてほしい。中
学校でも給食を提供してほしい。学童利用者人数の割に部屋が小さすぎるため何とかしてほしい。子どもが
増えているように思うので、児童館を各学区に設置してほしい。

女性 30～39歳

673 411 学校教育 教育委員会事務局

小・中学校の校区や中学の統合等、親としては、どうなるのだろう?これで本当に決定なのか?と思うことが多
い。少子化でいろいろと難しい事も多いかと思うけれど、子どもたちにとって良い環境を、安心して子育てで
きるよう整えてほしい。高齢化も進み、財政も厳しい名張市ですが若い世代が生き生き活躍していけるよう
な活気のある市になればと思っています。

女性 30～39歳

674 411 学校教育 教育委員会事務局

居住学区内の学校の荒れが気になる。安心して、子どもを送り出せるようにしてほしい。夜、10時をすぎても
子ども(学生)がブラブラたむろしていたり、奇声を発したり、バイクで駐車場を走りまわったりしている時があ
る。市外から引っこしてきたがとても気になっています。保護者の考えもあるかもしれませんが、対応してい
ただきたい。

男性 40～49歳

675 411 学校教育 教育委員会事務局

小学校での「フッ化物洗口」についてとても不安を感じています。保護者への説明が後まわしで決定されてい
たり、学校への負担、子どもの健康被害についても納得できる説明が市民にされていないことに憤っていま
す。名張市の臨時職員(学校の自立支援員)を10年続けていますが、昇給が、一切ないこと。他市では賞与
があるのに名張市は財政が苦しいため、ないと説明があったがそのような中で、「フッ化物洗口」は実施する
という矛盾を感じている。学校の冷房も、来年度からやっと整備されるが他の市に比べて遅すぎる、もっと市
民の声を聞いてほしい。

女性 40～49歳

676 411 学校教育 教育委員会事務局

子供が学校に足が向かなくなり、車で送る分には、学校に行くので、毎朝送っています。毎朝他のお子さん
も、同様な状況だったりする姿も見かけます。今となれば、学校に行ってくれる事だけで十分だと思っていま
す。大人数の生徒ですと、そういった子は、環境になじむことに気苦労がたえないだろうなと思います。親も
無駄な心配もあります。自分が子供の頃は、休むという概念がなかった。選択肢がなかったので、その頃
は、我慢していましたが、今の時代、枠からはみだす自由さがもっとあってもいいんじゃないかと思います。
子供の将来を心配する気持ちもありますが、心の成長が１番優先であってほしいなと思います。今が幸せで
あることが、未来の自分を幸せに、また過去の自分に感謝できる心満たされた人でありたいと思います。

女性 40～49歳

677 411 学校教育 教育委員会事務局 大学進学ができる高校がない。 女性 40～49歳

678 411 学校教育 教育委員会事務局 4月から新桔梗が丘中になり、2021年に娘も入学予定ですので登下校等の安全面等よろしくお願いします。 女性 40～49歳

679 411 学校教育 教育委員会事務局 教育（施設、給食など）充実 女性 40～49歳

680 411 学校教育 教育委員会事務局 小学校のトイレの改修工事!!臭いがすごい!! 女性 40～49歳

681 411 学校教育 教育委員会事務局 今時、中学校で弁当を作ってると言うと笑われる。早く給食センターの話も進めてほしい。 女性 40～49歳

682 411 学校教育 教育委員会事務局
小学校へ入学するのに制服代も結構かかり、学校側から制服も準備してもらえたらいいのになあと思ってし
まいました。

女性 40～49歳

683 411 学校教育 教育委員会事務局

・中学校の給食の実施
・フッ化物うがい反対
・土よう日の登校時バスに乗れない事が多発しています。スクールバスをもっと、ちゃんとして下さい。不安で
す。

男性 50～59歳

684 411 学校教育 教育委員会事務局
公立小中学校の土曜授業は、無しにして、夏休みを短かくしてはどうか。来年度からは、エアコンも使用でき
るので、可能だと思う。土曜日学校を行きしぶりする子供もいるし、習い事の発表会や、スポーツの大会とか
ぶり、そちらを優先するご家庭もある。

男性 50～59歳
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685 411 学校教育 教育委員会事務局 中学校の給食はまだですか?(私は白山町出身です。)中一の息子は毎朝自分で作ってます。 男性 50～59歳

686 411 学校教育 教育委員会事務局 中学校の給食の促進を望む。 男性 無回答

687 421 生涯学習 教育委員会事務局

私は読書や勉強が好きなので、よく名張市立図書館をよく利用しますがあそこの環境は劣悪極まりない。最
初にことわっておきますが図書館司書の方達ではなく一部のご老齢の方(往々にして男性)や近隣学校の高
校生です。前者に関しては声を立てながら読書したり、規則を破って飲食をする。後者に関してはたいして勉
強もしないくせに大人数で席を占有し、談笑やスマホをいじったりして、もう最悪です。以上の現状を鑑みて
図書館内における規則の強化や読書と勉強スペースを別々に確立するなどといった改善をしてくださること
を切に願います。

男性 18～29歳

688 421 生涯学習 教育委員会事務局
・図書館について
子どもや、高齢者が、行きにくい山の上にあります。不便です。

女性 40～49歳

689 421 生涯学習 教育委員会事務局

学びたいことや取りたい資格があっても、通信教育でしか学べないという現状が改善すればありがたいと思
います。(大学の誘致など)　図書館が１ヶ所、しかも山の上にあるので交通に不便を感じます。子供が歩いて
行ける範囲に自習室のあるきちんとした図書館(大きくなくても良い)があれば、世代間のコミュニケーションな
ども生じる可能性が出てくると思います。地域交流も少しは活発になるのではないかと思います。名張市内
の住宅地の多くは、他所から移住してきた人が多いためか、近所のおつき合いもマンション並みに希薄で一
部の人達だけで自治体を動かしているという印象があります。それはそれで気楽で住みやすいことでもあり
ますが老人人口が増える中、もう少し近所のおつきあいをしていける場所が必要なのではないかと思いま
す。「何かの行事にだけ参加する」のではなく「いつも行ける場所」でないと消極的な方は取り残されていくば
かりだと思います(地域に「図書館」が必要な理由)

女性 50～59歳

690 421 生涯学習 教育委員会事務局
桔梗が丘近鉄百貨店の後、今スーパーぎゅうとらさんが入ってますが空いてるペースに図書館を併設しては
どうですか?名張市のためにいつも頑張って下さってありがとうございます。ますます元気な名張になります
ように。

女性 65～74歳

691 421 生涯学習 教育委員会事務局
・図書館について
多くの人が座れる椅子、また、勉強ができる広さがほしいです。

女性 無回答

692 422 生涯スポーツ 教育委員会事務局 運動する子どもが少なくなってきているのでスポーツがより栄えるような町にしてほしい。 男性 18～29歳

693 422 生涯スポーツ 教育委員会事務局
青蓮寺湖駅伝はこれからも続けて欲しいです。名張市自ら参加してみるのもありかもしれません。頑張って
下さい。

男性 18～29歳

694 422 生涯スポーツ 教育委員会事務局
夏見のテニスコートが3面使用中止の為早く直して下さい。運動施設で黒字なのに使用中止のままだとさら
に収益が上がらないと思います。(黒字なのはテニスコートぐらいと聞いています)

男性 30～39歳

695 422 生涯スポーツ 教育委員会事務局

市営テニスコートGHIコートを一刻も早く修理してほしい。つぎはぎではなく貼り替えをしてほしい。元桔梗高
校のテニスコートも一般開放してほしい。小学生を教えていて、ABCDコートのハードでは足元に負担が大き
いため、EF・G・HIのオムニを早く修理して頂きたい。つぎはぎではまた、修理のくり返しになるので貼り替え
でおねがいします。カベ打ちも造り直してもらいたい。伊賀の小田コートがすばらしいのでモデルとしてもらい
たい。カベ打ちがなくなり、名張市のレベルが下がっているのは明白です。

男性 30～39歳

696 422 生涯スポーツ 教育委員会事務局
スポーツ施設の充実。（特に野球場）県の高校野球の主催が伊賀地域であった際決勝戦を名張で行ったが
他の市と比べ明らかにグラウンド状態が悪く観光席の他地域の高校の保護者からもあきれられていた。

男性 40～49歳

697 422 生涯スポーツ 教育委員会事務局
子ども達が遊べる場所を作っていただきたい。サッカーや野球など、思いっきり走りまわれる所をふやしてほ
しいです

女性 40～49歳

698 422 生涯スポーツ 教育委員会事務局
高齢になりリタイヤで自由になりました。軽めの運動が出来る所(グラウンドゴルフ・ターゲットゴルフ・ゲート
ボール)等が雨天でも出来る所がほしい。河川敷を早く整備して作ってほしい。今は陸上競技場と百合が丘
と美旗位しかありません。雨はダメなので考えてほしい。

無回答 65～74歳

699 422 生涯スポーツ 教育委員会事務局

・つつじが丘運動公園の使用について
①.「現在、つつじが丘自治会ソフトボール愛好会」として、会員相互の体力の維持と増進を図り、地域の輪を
広げる目的として、132名(2019年時点)が登録して活動している。
②.同上、運動公園を試合場所として、年間使用調整会議で他のイベントチームとグランド使用の割り振りを
実施している。
③.県・市主催のサッカー試合が多くなってきており自治会として優先的に使用できなくなっており、県主催の
イベントは、他の競技場・グランドの使用を優先すべきと考えます。

・スポーツ施設の充実について
①名張市においては施設の拡充に取り組まれてはいますが、プール施設については、市民プール1ケ所の
みです。
②年間を通じてプール施設を利用できる、温水プール施設を願うものです。
③近隣には、榛原市しかなく距離も離れているため利用しづらい。
④焼却場の排熱を利用した施設が一般的ではありますが、ご検討下さい。

男性 65～74歳

700 422 生涯スポーツ 教育委員会事務局 日々楽しくスポーツを楽しんで生きています。 女性 75歳以上

701 422 生涯スポーツ 教育委員会事務局
独居老人が参加出来る行事をスポーツ、会話等が出来る機会を数多く近くでやってほしい。引きこもりにな
れば体力が落ち食べるものも少なくなる。スーパーも成り立たなくなって行く。集会所や市民センターで毎日
でも行けるようなサークル活動が出来ないものか。

無回答 無回答

702 431 文化振興 教育委員会事務局
住宅地が整備されていて、人が多く住んでいる割には文化施設や図書館など、少ない。小さいなぁと感じま
す。自然も多く、住みやすい場所であると思うので皆がもっと豊かに生活できるよう環境が整えばと思いま
す。

女性 18～29歳

703 431 文化振興 教育委員会事務局

貴重な文化財や歴史的価値のある地域や建物が多いので、もっとアピールしても良いと思います。「名張」
は古書などにもでてくる重要な歴史的地域なので、市外県外からの観光客を増やせると思います。引越して
きて、名張は山と川しかないって思っていましたが、神社やお寺、城下町もあったりしてステキな所だと思うよ
うになりました。もっと多くの人に知ってほしいです。

女性 30～39歳

704 431 文化振興 教育委員会事務局
文化的な側面が弱い。図書館など貧弱である。福祉面は他市と比較して整備されていると思うので、文化行
政の充実が必要である。

男性 65～74歳

705 431 文化振興 教育委員会事務局
・文化、芸術、伝統芸能などに対する取り組みが全くできていないと感じている。
・武道館への交通手段がないなど、文化・スポーツに対する充分なサポートが不足している。

女性 75歳以上
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706 431 文化振興 教育委員会事務局

「そよ風コンサート」への補助などの文化活動に対する支援がなく、参加者が自己負担になっています。参加
費が高いという理由で、参加者が増えません。また、どのサークルでも高齢化していて、若い人のいるサー
クルは少ないので、若い人に参加してもらい易い形にして行く必要があると思います。市からの補助だけの
問題ではありませんが、活気のある市にしてゆく為には、文化活動に対する補助は大事だと思います。

無回答 無回答

707 511 都市内分権の推進 地域環境部
高齢者世代と、子育て世代のギャップをうめる取りくみが必要では?自治会に参加し、必要なものや考え方の
ズレを強く感じた。

男性 30～39歳

708 511 都市内分権の推進 地域環境部
市の施設を業務委託されているが、ちゃんと業務をしているのか内容を改めて確認して頂きたいと感じる時
がある。

男性 30～39歳

709 511 都市内分権の推進 地域環境部 地域や自治体への委託事業をもっと減らしてほしい。 男性 30～39歳

710 511 都市内分権の推進 地域環境部
2025年、団塊の世代が高齢になるため地域の過疎化にも注目し、近隣みんなでまちづくりできたらと思いま
す。

女性 30～39歳

711 511 都市内分権の推進 地域環境部 自治会活動が多すぎて働きながらは役員などあたると負担が大きく住みにくい。 無回答 40～49歳

712 511 都市内分権の推進 地域環境部
街づくり協議会の活動の点検・評価。自己満足。関係者のみのための活動になっていないか、ローリングが
必要

男性 60～64歳

713 511 都市内分権の推進 地域環境部
地域福祉、地域共生社会やコミュニティのあり方は、日本全国や県においては、最先端の状況だとうれしく
思っていて、大満足です。

女性 60～64歳

714 511 都市内分権の推進 地域環境部

高齢になって、自治会、活動に参加するのがとても苦痛です。特に百合が丘は市民センター活動が、盛ん
で、班長制度から、脱退したい高齢者が増えてきてます。若い人達は協力的ではない!人に住かせて参加で
きる行事には参加しますが自分達は協力しない。名張市も高齢者が増えて来ます。地元の生活環境も考え
る時期ではないでしょうか?

女性 60～64歳

715 511 都市内分権の推進 地域環境部

地域づくり協議会の推進もいいが、古い協議会に問題が出ている。集会所が築28年～29年になり建て替え
が必要となり、市の助成(立替)は2分の1になっているが、金額が低くて、協議会の負担が多い為、建て替え
が出来ない状態である。地域づくり協議会のことではなく、将来を考えた場合、資金ぐりがつかなくなる事が
考えられる。現状、各地域づぐり協議会にアンケートを取って対策を考える必要あると思います。

男性 65～74歳

716 511 都市内分権の推進 地域環境部
自治会に対して名張市は色々と行政サービスの代行のようなことをさせているが、職員をなまけさせている
のではないかと思っている。

男性 65～74歳

717 511 都市内分権の推進 地域環境部 同じ地域内で旧町と新しい住宅地で自治会等の財源に差があり一体感が生まれない。 女性 65～74歳

718 511 都市内分権の推進 地域環境部

住民自治について、若い方々には、周知が行き届かない一面もあるが、自覚を持っていない人が多い。一
方、高齢者もまた、他人まかせで、自ら、中心になって動こうという気概のない方が多い。住民全体が一丸と
なって、・・・というのは非常に難しい。自治会の将来に大変大きな不安を持っている。任意参加では無理な
時代が来るのではないか。

女性 65～74歳

719 511 都市内分権の推進 地域環境部 活気ある地区にするには、どうすれば良いのか考えてゆきたい。皆で参加できる行事を増やしてほしい。 女性 65～74歳

720 511 都市内分権の推進 地域環境部
・まちづくり委員会の補助金の見直し
NPO団体への不正がありえる。きちんと調査すべき。

女性 65～74歳

721 511 都市内分権の推進 地域環境部

10年前に今の住所に引越して来ました。今までの住所は道と家まで階段が多くて主人の車イスでの生活で
歩く事が出来ず介護するには80才の私には困難のため今の住所に来ました。前の住所の時は地区の行事
も色々参加しましたが、今の住所は地区にも入る事が出来ないとの事にはびっくりしました。そのため近所の
人達とのおつき合もなく淋しく主人は昨年亡くなり80才の私には淋しい事です。他にも私のような人達がおら
れると聞いておりますがその方々達は、どう生活されているのだろうかと思います。近所のおつき合が無い
事は本当に淋しい事です。

無回答 75歳以上

722 511 都市内分権の推進 地域環境部 地域づくりに参加しているが、福祉関連の課題が多いと感じている。 男性 75歳以上

723 511 都市内分権の推進 地域環境部
地域づくりについて、地域も行政からの支援にたよりすぎ。支援をするなら監査も強化すべき。金を支出する
だけでなく、地域民が自発的な活動をするよう指導するべき。

男性 75歳以上

724 511 都市内分権の推進 地域環境部

大阪迄電車で60分名古屋・京都へは90分、生活するには最適地です。紀伊半島の真ん中、自然災害にも比
較的軽微、歴史文化に関わり深く、好奇心を駆り立てる地域、バブル時代多方面からの流入人口急増を受
けて今、多様な人材が多数定年を迎えている、旧市村落の住民は、比較的安楽であり過疎化人口減少化に
鈍感である、従って危機感に薄い傾向にある。まちづくり協議会の発足から15年経ち、住民の意識が変化し
てきている、今こそ強くリーダーシップをとって改革する時である。20歳代～30歳代の若者は危機意識をもっ
て変革を待望している。今、行政はあらゆる手立てをもって、改革を模索しているが役人の思いは空回りをし
ている。もっと地域の自主性を尊重するべきである、今旧地域では新年度を迎えて地区総会が各地で開か
れているが、20年ほど前は議論100出状態であったが、最近は全く意見が出ない、意見が無い、迫力が無
い、原因は45歳～75歳の年代は病的に気迫が無いように見える。私は今30歳代の人達との議論する関係
のボランティア活動に関係しております、今の若者は正常です、しっかりした考えをもっております、もっと年
寄りは若者を信じるべきである、若者の活動に協力すべきである、15年ほど今の活動をしてきましたが、うま
く表現できませんが、行政の方針は正しいです、市民も理解して何とか良い世の中にしたいともがいておりま
す、しかし失われた20年と呼ばれる世代が、全体を押しつぶしている状態です、しかしその世帯もあと少しで
引退です、今こそ30歳代の実力者が出てきます!予言します!

男性 75歳以上

725 511 都市内分権の推進 地域環境部
・田舎で一人暮しの困る事、出合です。85才を過ぎると大変です。地区として大変だと思います。
・一人暮しのつどい中止してもらって出合費にまわして下さい。

女性 75歳以上

726 512 市民公益活動の促進 地域環境部

まちづくり組織、活動が充実してきていることは、とてもよいことだと感じています。しかし、組織運営等に参
加している女性が少ない事、農林部でもあるので男女平等の考え方が風土的には昔のままと思われること
がある。山間部のため、交通が不便なところもあるが、ボランティア組織が発足のおかげで、外に出にくい人
たちの助けになっていることは、とてもよいことであったと思います。明日は我が身で、ボランティアに参加し
ていることは私の生きがいでもある。この事業のため、市からいただいている補助は、うれしく感じます。名張
市に住み続けていくため、名張の目標、安心して住み続けられることを、これからも充実して進めて行ってほ
しいと思います。

無回答 65～74歳
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727 512 市民公益活動の促進 地域環境部

高齢者が、家でテレビ等にかじりついていると、会話も少なく、早く、ボケてくるのではと思います。高齢者
が、外に出て何か、役に立つ事が出来ればと、多くの機会を作って頂ければ、良いのにと思います。無給
で、身体を働かし、人とふれ会う事は、何かなと、退職をして考えるようになりました。仕事中心の生活を終
え、市の広報等を良く読んで、身軽に参加出来る事をさがしている毎日です。

女性 65～74歳

728 512 市民公益活動の促進 地域環境部

住宅地といわれる所に住んでいますが、一日においてとても静かな、車のエンジン音は聞こえてきますが、
あまりに人の気配を感じられる事が少ないように感じています。地域の交流、隣近所との付き合いも少ない
ように思います。共稼ぎも増えて、日中、家に居るのはお年寄りが多いように思います。「まちづくり」の方か
らもいろいろな交流の場として案内もたくさんありますが、参加される方が少ないように聞いています。各世
代の交流を増やすには…、地域を盛りあげるにはどんな事が効果があるのかと日々悩んでいます。

女性 65～74歳

729 513 多様な主体による協働の推進 地域環境部

住みやすい町だと思います。私は主婦です。地域の民生さんのサポートもあり育児のサークルも充実してい
ます。横のつながり、ご近所さんの顔や名前を覚えていく環境、あいさつ等大切な時代だと思います。今社
会情勢が複雑な中、私達に問われていることは何なのかと考えた時賢明な行動が重要だと思います。“自分
さえよければ”という人間がいるとパニックが起こります。それは自分にも言える事ですが一度深く深呼吸し
落ち着いた行動を心がけたいと思います。今後高齢者の方々が増え社会保障の観点からも課題はたくさん
あることと思います。“無駄遣いはしない。社会は皆で支えあっている”という考えを一人一人が自覚したと
き、より住みやすい町になるのではないでしょうか。私自身も子どもがおりますが常識にそった行動を心がけ
たいと思います。財政も見極めて頂き本当に必要としている方にと思います。乱文で申し訳ないです。ありが
とうございました。（30代主婦）

女性 30～39歳

730 513 多様な主体による協働の推進 地域環境部
コミュニティ形成のために幼児・児童・中学生を中心においた活動ができないか。学校行事への協力、地域
行事への学校の参加を促進できないか。地域教育力の向上にも。

男性 60～64歳

731 513 多様な主体による協働の推進 地域環境部

日頃は名張市の活性に向けてご迅力いただき大変感謝を申し上げます。2/25付の毎日新聞(地域特集)の
記事の中で関西NGO協議会事務局長高橋美和子氏の言葉に心動かされました。「セーフティネットからこぼ
れる人をみつけられるのはむしろ地域コミュニティです。地球規模の課題は地域の課題と密接につながって
いる。自分ごととして行動を。」抜粋内容です。今までの私は「まちづくり」なんて難しそう・・・専門の方や担当
の方にまかせておけば大丈夫と考えている部分が大きかったです。しかしそれではいけないんですよね。
「自分ごと」なのです。自分の事としてまちづくりも、また、他の色々な事も考えていければ何か一歩踏み出
せる気がしてきました。

女性 65～74歳

732 514 情報共有の充実 秘書広報室
固定資産税の使われ方が明確にされていない。0.3%の上乗せが理解できません。収支をきちんと公表して
ほしいです。

男性 40～49歳

733 514 情報共有の充実 秘書広報室 いろんな取組をするときには、十分に市民の意見を聞き、反映させてほしい。 女性 40～49歳

734 514 情報共有の充実 秘書広報室
いろいろな行事や発信など中途半端な気がする。市からの発信も名張市民が全員把握できる様なツールと
かないのかな。こちらから求めなければ得られないものが多い。

女性 50～59歳

735 514 情報共有の充実 秘書広報室
今回の新型コロナウイルスの情報が名張市から発信されていないようで（知らないだけかも）詳しい正確な
情報を知らせてほしいと思います。高齢になるとパソコンから遠ざかりホームページ等無縁なものになってし
まいます。このような者にもわかりやすい市からの情報を流してください。

無回答 65～74歳

736 514 情報共有の充実 秘書広報室
広報なばりが3か月以上届けてもらえてませんが誰が配ってくれてるんですか?市役所にも何度を連絡してま
す。重要な事柄が載っていたりごみの予定もわざわざスーパーなとで配布してる所までとりに行かないとい
けないので非常に不便です。いいかげんに配達して下さい。

女性 75歳以上

737 514 情報共有の充実 秘書広報室

名張市政向上の為に日々、研讃して頂き、誠にありがとうございます。地方より名張に移住して、かれこれ50
年がたとうとしております。約半世紀の間に名張はすばらしく、発展して来たと感じており、衣食住の生活面
において、快適な地域であることを誇りに思っています。もし欲を言うならば市政に関心を示すのは悲しいか
な老人ばかりのように見うけられます。市長、市議会議員の選挙の時に見られる方針演説の熱気はどこへ
やら、時折名張広報での議会内容の記載を見てもピンとこない感があります。公約に挙げられた事のみの
追求も良いのですが、その時々に応じた、倒えば今流行している新型肺炎に対する名張市の取組・医療体
制などを早く市民に示し適度の不安を鎮める努力等をはっきりと出して頂ければ名張市民としてこれほど心
強い市への信頼はないと思います。これから名張を担う若者にも、きっと良い影響が及ぼされると思います。
何卒、これからも市政の一助と市民がなっていける様、お願いいたします。

無回答 無回答

738 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

人口が減っていくことで地域経済の衰退につながっていくと思うので、お年寄りのための行政もいいけれど、
やはり若者に向けての行政をしていただきたいと思います。詳しいことはあまりわかりませんが、例えば子育
て支援を充実させるとか、仕事をしやすい環境を整えるとか。私は名張の出身なのでこの町が好きですが、
人口を増やすためには、外部からの人たちを取り込むべきだと思うので、外部の人から見て魅力的な町づく
りをしていってもらいたいと思います。名張に住み名張で働く者としてできる限り協力していきたいと思いま
す。

男性 18～29歳

739 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室 トップダウンで決めるのではなく、もっと市民の声を聞いて何でも行っていってほしい。 男性 18～29歳

740 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室
若者が名張市から出ないような魅力ある街づくりをしてしてほしい。大阪府民のような新しい取り組み、政治
をしてほしい。

男性 18～29歳

741 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室
まちづくりに対して田舎をイメージするより生活がしやすい町としてのイメージを大々的に広げるのも良いか
も。

男性 30～39歳

742 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室
若年層が住み良い街、環境づくりをしていかなければ、いずれ高齢世代しかいないような街となり、ますます
魅力も無くなる負の連鎖が続くと思います。もっとこれから背負う世代の意見に耳を傾けるべきです。

男性 30～39歳

743 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室
人口減少、高齢化が顕著に表われている中で、名張市の対策が見えてない。高齢者中心の生活では名張
に住む価値が無いと感じる。

男性 30～39歳
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744 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

名張に住んで35年になりますが、最近の名張市は25年前と比較して活気や魅力がものすごく低下していると
感じます。その一つは、少子化が大きな要因があると思います。もう一つは、名張市は大阪のベッドタウンと
して人口増加が急激に進んだ20～30年前とは現状は異なり、その間企業誘致や観光に力を入れなかった
事が今の名張市につながっているのかと私は思います。少子化を食い止めるにはどのようにすればいいの
かはわかりませんが、他の市町村より魅力のある政策が必要かと思います。もう既に参考にしているかまし
れませんが、京都府木津川市はすごい勢いで人口増に成功しています。成功例を真似るのは一番の近道
かもしれません。個人的に思う事は、名張市の学校は老朽化が進んでおり、見た目では全然魅力を感じま
せん。給食も魅力を感じません。なんでもよいので日本一をアピールできる事があれば魅力を感じるかもし
れません。例えば学力日本一、体力日本一、給食日本一美味しい、日本一幸福な学校となんでも良いので
日本一を作れば、それに魅力を感じて人口増につながるのではと個人的に思います。昔のように子供達が
増えれば、名張市に昔以上に魅力あり活気ありの町になると思います。偉そうな意見をたくさん書いて申し
訳ありませんでした。みんなで名張市を盛り上げましょう。

男性 30～39歳

745 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室 とにかくもっと若い世代が活躍できるようにしてほしい。 男性 30～39歳

746 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

人ロが減少していく中で税収の確保が必要となります。その中で他府県へのアピールを行い名張市への移
住推進が必要だと感じます。現在も推進活動は実施されているとは思いますが中身が見えないので名張市
として人口減少していくことに対して、どのような取組みをして、どのような結果が出ているのか、数値として
の目標はどこなのかが知りたいです。もはや人口減少は日本国における問題ですので市民と一緒になって
取り組み活動していくべきだと考えます。観光事業も同様です。アイディアひとつで名張市はもっと魅力的な
場所になると思います。今までとは違うタイプの人間を名張市として採用して組織の中から変革していくとい
うのもおもしろいのではないでしょうか。

男性 30～39歳

747 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

子供を育て、成人し、その子が名張に住むかどうかは今後難しいと思う。人口が少なくなってきているため、
産婦人科も1つしかなく、保育園にもなかなか入れず、学校だけでは学力が上がらずに塾や習い事に行き、
両親共働きでも充分な教育費ができず、大学へは他府県へ行かせて、そのまま他府県で仕事を見つけてく
る。今、子供をたくさん産んで育てないと名張の人口は減っていくだけなので、出産するには世帯主の充分
な収入が必要だが女性はすぐに仕事復帰ができにくいので、やはり当面の生活費があれば、出産してもい
いと思えると思う。茨城県利根町はすごいと思う。産んで育てるにはお金が必要。桔梗が丘の駅前を有効活
用してほしい。電車がくるまでの時間に、コーヒーや本を買ったりする所がほしい。複合施設などが良い。人
があつまればお金流通するので、もっとにぎわってほしい。小・中・高の若い子向けだと、親も行くし、学生が
もっと名張で楽しむと、将来も、仕事したり、戻ってきてくれると思います。

女性 30～39歳

748 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

名張が、活性化し発展していったのがそれぞれの町並みを見るとわかります。約30年前とは全く違う景色だ
と、長くお住まいの方々は口々に言われます。これから、未来に向けて、町ごと変わっていく時期に入ってい
ると思います。古くても、残すべき物は、大事にしていくこと。新しい物を取り入れ、皆がより良くなるなら、ど
んどん変化をしていっても良いと思います。“名張にしかない”、物がもっとたくさん増えれば、それを求めて、
人々が集まって、活性化につながると思います。独自の町づくりを望みます。

女性 30～39歳

749 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室 若い人口が増えるような取り組みがもっと必要。 女性 30～39歳

750 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

人口の減少と高齢化が年々進み、お店などもどんどんなくなって来ており、将来的には不便な環境になるの
ではないかと心配しています。名張市に限らず、日本全国的にそのような状況であるため、仕方のない部分
もあるかと思います。しかしながら、名張は幸い、大阪や名古屋のような大都市に挟まれた場所でもありま
す。何とか若い世代が名張へ訪れる、あるいは名張で働く場所を作ることができればと願っています。

女性 30～39歳

751 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

・大阪・京都の人を呼ぶ。
名張に住む若い人を増やすべき。
今はタワーマンションの維持費（１０年ごとの改修）などの問題があり一戸建てが再び注目されている。
テレワークなど出社しないで自宅で働く動きもある。
大阪・京都でマンションを買うお金で、一戸建てプラス子育て環境が良いなどＰＲできる点はいくらでもある←
低・中所得者でも家を持てることも大事。
ハウスメーカーと組んで若い人を呼びこむべき←田舎をＰＲした広告を見たことがあるがそれでは老人しか
住まない、医療費など市の負担が増えてむしろマイナス。

女性 30～39歳

752 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室
・ＰＲ方法が微妙（近鉄難波で田舎おしなポスターを見て）
・市外・県外から見ての魅力がない。
・人が移住してきたくなる政策が欲しい。

女性 30～39歳

753 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

政令指定都市から引っ越ししてきた身からすれば当初なにもない所という印象が強かったですが現在子ども
も育ちメインの生活の場となると住みやすい場所に変わりました。ただ魅力的な街かといえば非常に弱く感じ
ます。なぜなら若い夫婦を見かけないからです。働く場所でも感じましたが工場系が目立ち商業施設も少な
いので営業を得意とする人、販売を得意とする人が見当たりません。子どもに対しての施策は非常に充実し
ていますが次は若い夫婦が市を離れない。他府県からも入ってくる魅力的な場にして頂きたい。具体的には
IOTを率先して進める都市や5Gの適用するなどです。今の子どもたちは外では遊びませんが最先端の道具
を使いこなすことには長けています。それに触れる都市がこの名張にあるのは離れたくても離れられないの
ではと思います。また遅いなと感じる事はインフラ整備です。全国的なものであると十分感じておりますが大
災害に見舞われにくい反面道路整備（4車線化）も遅いと他府県からの援助の遅れ、また逆もしかり。山林に
ついても生い茂り過ぎて開発中の道路も道を塞ぎかねません。野山も当然管理しきれてない状態が目に見
えてわかります。また一個人しか儲からない太陽光（大規模）よりもこの名張の水力発電にも力を入れて頂き
たい。（松村公太郎奢、水力発電が日本を救う。抜粋）

男性 40～49歳

754 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室
少子化や人口の減少に対策が伝わってこない。回りの人間も私と同じく他府県に働きに行っている方が多く
このまでは若者がどんどん他府県に出し行ってしまう、対策急務。

男性 40～49歳
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755 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

大阪→名張→一大阪→名張と来て現在に至るが乳幼児、老人に全く親切、優しい町ではない。仕事、トイ
レ、歩道、道路とにかく怖く苦労した。自分は今、仕方なく住んでいるが自分が年をとり子供が大きくなっても
この町に住みたいかと言われても住みたくない。何度戻って来ても、何年たっても良くならない名張市。よくな
るどころか赤字やら何一つよくなっていなかった。住んでがっかりした。そんな中でも、1番好きな所は自然と
犯罪が少ない所。子供がいる家庭なので治安の良さはありがたい。住民だけがあれこれがんばっている様。

女性 40～49歳

756 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室
年々、若者が都会に出て行き、この町も高齢化が進んでいます。どうか高齢者が住み良い社会を目指して
欲しいです。また若者と共存できる町としても発展してくれればうれしいです。

女性 40～49歳

757 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室
老後の不安もありますが、全ての負担が子らへかかってくるのではと心配しています。若い世代の移住が進
み、人口が増えていくことを望んでいます。

女性 40～49歳

758 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室 名張市自体がどういう未来を考えているのか伝わってこない。 女性 40～49歳

759 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

私が名張を出たのは２４歳の時でした。それまでもガソリンは高くいつまでたってもコンビニ１つ出来ない、レ
ンタルビデオ店、映画館もなく車移動しなければ買い物１つ行けない名張の事を一度も好きだと思えた事は
ありませんでした。その後、一時期は活性化した様に見えましたが、それも一時の事ではっきり言ってお先は
真っ暗です。名張のいい所って何？と聞かれ、何１つ答えられないのは４０年前と変わっていない。何も変え
てこなかったからふるさと納税の品物も全然魅力がない。高齢化がますます進む名張。子供達の未来も老
いて行く私達の未来も見えない。まずは駅前を活性化させて下さい。それが必ず名張を変えて行く。

女性 40～49歳

760 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室 名張市の住民がこの地に住むことを誇りに思い自慢できない様だと人口が増えることなどあり得ない。 女性 40～49歳

761 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

「新・理想郷プラン」で、名張市は高齢者や、障がい者、子育て世帯にとって住み良い町になっていると思い
ます。その一方で、そのどこにもあてはまらない単身の働きざかりの自分は、納めている税金に見合うだけ
のメリットがこの名張に暮らしていてどんなことがあるのだろうと正直感じてしまいます。社会的弱者を社会
全体や地域で支えるのは当たり前のことですが、負担感だけが増えると、名張市の担い手になる年代層の
流出にもつながると思います。だれもが生活する上で、必要なごみ収集の残念な改定もそのひとつです。救
急医療の当番制もそうです。自分たちの納めた税金が、一部の限られた人たちへのサービスだけでなく、全
体に還元されていると実感できる取組や広報の発信の仕方を望みます。

女性 40～49歳

762 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室 子育て支援、高齢者等の支援は、もちろん充実してほしい。単身者へのフォローもほしい。 女性 40～49歳

763 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室
人口減少に共い、都市部(大阪など)と名張市とのあらゆる差がひろがり、名張市が魅力がないになっていか
ないか不安。

男性 50～59歳

764 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

街づくりについて、どうしたいのか市民にはわかりません。名張は、旧の町並と団地があり、位置的にも点在
しているので、難しいとは思いますが、どの様な市にしていくのか市民にわかるようしして欲しいです。さら
に、市内には近鉄の駅が4駅もありますが、もっと駅を中心にした拠点づくりをしてもいいと思います。商店街
や繁華街が名張にはありませんので知人友人が来たときも、説明に困ります。このままでは、若い者たち
が、市外へどんどん出ていき高齢者ばかりの過疎地になってしまいます。若者たちが働いて遊べる名張市を
造って下さい。観光の話がよく出ますが、赤目をもっとメジャーにするため一点集中で考えた方がいいと思い
ます。高齢者が多くなるのに、病院が少ないと思います。いろいろ要望書きましたが、応援しています。頑
張って下さい。

男性 50～59歳

765 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室 教育・経済・文化面で行政の独自性、積極性を示してもらいたい 男性 50～59歳

766 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室 伊賀市と合併すれば良い。 男性 50～59歳

767 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

子どもの減少により、色々な事が縮少されていかないか不安である。家族ですごす場所がない。ボール遊び
したり、サイクリングしたり、小さな川が流れていたら夏に水遊びができる。大きな公園があればいいと思う。
無理だと思うが温泉があったり食事施設があったり(現在はばらはらだ)。現在は、田畑を手放す高齢者も増
えてきている。子どもや高齢者が元気になる魅力的な“まち”にしてほしい。

女性 50～59歳

768 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室
高齢になっても安心して暮せる、住環境いろいろな世代が交流できる市であればいいと思います。若者が住
みたくなる、名張、仕事も教育も名張でできる。そんな名張市を期待します。

女性 50～59歳

769 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

将来を担う子どもたちや子育て世代にとって、住みやすい街であることも重要です。亀井氏は福祉の街づくり
をかかげていらっしゃるので、充分考えてらっしゃると思いますがその間の、独身者の人たちにとっても、福
祉の街であることを感じられる市政でないと納税の意欲は高まらないと思います。一生住み続けたい街づく
りをお願いいたします。

女性 50～59歳

770 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

団地内でも空家・空地が目立ち、また、子供が少なく団地全体の高齢化が進んでいると感じる。近い将来、
老人ばかりの町になり、人口が戚少し過疎化を危惧せざるを得ない。財政的にもひっ迫すると何の施策も取
れなくなると思うので、今すぐにでも若者に住んでもらえる町づくりに向けて皆で知恵を絞り施策を出して実
行してもらいたい。子供や若者は町の宝です。

男性 60～64歳

771 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室
人口減少傾向となっているが、魅力ある街づくり、特産物の発堀などにより、若者が住みたくなるような街作
りを進めていただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。

男性 60～64歳

772 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室 高齢化による地域活力の低下の打策。人口低下による地域活力の低下の打策。 男性 60～64歳

773 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室
街づくり・ゆめづくり・地域コミュニティー・子育て・教育環境(マイレージ)・広報なばり・福祉、防犯などの改善・
向上の取り組みへの努力は、それなりに感じ取り、一部を除き、私としては、評価できますが、我々の税金
で、今後とも、より良い改善、向上へお取り組み下さいませ。

男性 60～64歳

774 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室
私は今、桔梗が丘に住んでいますが、高齢者の町となり駅前はさびれ、学校は生徒がいなくなり今後どう
なっていくのかと心配です。空いた桔梗が丘中学校を使って、桔梗が丘が元気な町にならないものかなあっ
て思っています。

女性 60～64歳

775 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室
少子化、高齢化社会における、子育て対策の充実や高齢化対策の充実などは、なされていますが、それら
から漏れている中高年世代の厳しく苦しい低所得世帯への支援対策を、ぜひ、切に望みます。

女性 60～64歳

776 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室 都会の人達が一日、二日とゆっくりできる場所に名張がなったら良いなあ～と思っています。 男性 65～74歳

777 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室
・人口増を狙うのではなく、人口減少下での地域振興を基礎にした行政を行うこと。
・近鉄の電車をよく見、世の中の流れを判断すること、遠距離通勤が成立しない時代になっている。

男性 65～74歳
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778 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室 伊賀市、山添村、津市、曽爾村、御杖村、宇陀市との連携を向上させること。 男性 65～74歳

779 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室
現住まいは百合が丘地域に移住して、数十年周りの環境が、ゆっくり移行しているのが、良いように思う。こ
の状況を保って頂きたい。名張市の職員様に御礼申し上げます。

男性 65～74歳

780 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室
この先、10～20年後は、半分以上が老人になるのでは?もっと子供達が名張に根づいていつまでも子供達が
たえない街づくりも必要です。

男性 65～74歳

781 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室
新しい建物を建てるのではなく、空き家や使われていない施設を老人ホームやこれからのためにより良い使
い方で市が繁栄するよう考えていっていただきたいと思います。よろしくお願いします。

女性 65～74歳

782 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室 若い人の転入や職業誘致をもっとふやす。 男性 75歳以上

783 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室
名張市は空気も緑も多いけれど車がないとすごく便利が悪いしバス代も水道代も高いように思います。空き
家も沢山あるけど友達とか知りあいにはよう勧めたくありません。私達のまわりの人も便利のいい都会に移
りたい人が多いのが本音です。

男性 75歳以上

784 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室
・人口減の対策
・街の活性化

男性 75歳以上

785 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

私は農家の家の次男として名張で生まれました。県外で就職し40年間勤め退職し現在の所で30年となりま
す。名張の良い所は①災害が少ない所と、大きな地震がないまた、大災害が無ない。悪い所①農地が荒れ
ている所が多い。②高齢者が多くなっている。③名張に魅力ある所が少ない。④名張に住んでいた人が名
張から出て行く。⑤名張の税金が高い⑥高齢者には交通費が大変である。私は今は車を運転出来るので良
いが乗れなくなると大変である

男性 75歳以上

786 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室 政府機関の誘致。 男性 75歳以上

787 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

緑が多くって人口も住みやすい、環境も良く、桔梗が丘駅の周り、住宅、自然が心よく、落ち着いた生活がで
きました。（40年前）
現在は桔梗が丘全体が静かになりすぎ。活気がなく高齢者が多く住宅も木が生い茂り草がぼうぼう、空き家
も多くさびれていく感じ、自動車も少なく夜の駅前など暗くて人通りもなく歩けない状態。若い家族が増え小
学生は桔梗が丘西、緑が丘、さつき台、新しい団地から学校まで、旧・家屋はひっそりと田・畑も小さくなりこ
れでいいのでしょうか。工業団地への勤めも若い人がどしどしと。時代は変わっていくのでしょう。　代妻が書
きました。81歳女。アドバンスコープ、音楽、踊り、楽しみがありがたいです。

男性 75歳以上

788 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

本年2/3、金婚式を迎え、2/16～18東北へ金式旅行に無事に行って来ました。名張市へ移住して45年、20年
前定年退職を機に故郷広島へ帰郷するつもりでしたが妻子の反対で実行出来ず諦めました。が、今になれ
ば本当に名張で、生活出来た事に感謝、感謝です。長男も滝之原から嫁を授かり立派に名張市民となりまし
た。これからも名張市民として頑張ります。ありがとうございました。

男性 75歳以上

789 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

「新・理想郷プラン」と云うのであれば調査票の前に「そのプランの概要とコンセプト」を示す(添付)べきだと思
います。（1)8万人を切った名張の人口動態は?高齢化が一段と進む中で世代別セグメント別の要望、不満
は?(2)これからの5年先、10年先のライフスタイルの変化をどう見ているのか。(3)人口的に名張市と同規模で
活性化されている市のキーワード、アイディア収集、又は共同調査等されているのか。(4)最終は財政でしょ
うが、智恵・アイディア≧財政が必要。(5)夢づくり地域づくりの為にその地域にまかされた実態・状況を市とし
て適正にフォロー管理されているのか、現地・現物を把握していないと支援が支援となっていないと存じま
す。無駄遣いの恐れあり。

男性 75歳以上

790 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

私は現在76才の高齢の女性です。おかげ様で健康で日々楽しく暮らしています。でも時々不安になることが
二点あります。一点は将来の事。人生100年の時代と言われています。晩年元気であれば退屈せず日々ど
うして暮せるか心配です。また、家族構成も昔と違い核家族が多くなって来ました。介護の担い手もいない
等々思うを不安で一杯になってきます。議員のみなさんも、市政の活動に大変だと思いますが、この様な思
いも取り組んでいきただければ、と思索願っています。今、国会では安倍総理の「桜を見る会」、また、「森友
学園」等々疑惑で国会紛糾珍答弁連発、高齢となった私は、どうなっているか詳しい事は分かりませんが、
お偉い方ですが、何を信んじていいか分からない時があります。名張市の議員さんも選挙時は、それぞれ立
派な声明宜言訴えられ私達市民も安心して投票に行きます。名張の市政は問違っても疑惑のない様、頑
張って市民を守って下さい。心から望んでいます。

女性 75歳以上

791 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室 これから少子高齢化が進むことに対して、もっと対策をしてほしいです。 無回答 無回答

792 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部
ムダな人員の雇用ではなく、企業、新たな企業参入に取り組んで頂き、多くの人が一人一人やりがいを感じ
る職場作りをしてほしい。

女性 18～29歳

793 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部 市役所職員の対応が悪い 男性 30～39歳

794 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部
市役所の1階の人達の対応が悪い、住民票を発行するところ手が出そうになった。もう少し市長から教育して
はどうか?市役所が悪いのに財政難が直るはずがない。

男性 30～39歳

795 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部 市役所の窓口の態度が悪く適当に話を聞いている感じがしてとても不ゆかいに思う。 女性 30～39歳

796 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部 市役所の人の対応がちょっと…たよりない。もっと知識のある人を増やしてほしい。 女性 30～39歳

797 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部

・市役所の効率化
窓口の作業が非効率的と思う（今だに古いＰＣを使っているなど）。人のコストが一番高いので、ＰＣの性能を
良くして効率が上がるなら確実に買い変えるべき。効率化を最大限し、それで余った人材は市の活性化をし
て欲しい。ＡＩなどの活用もある（保育園の人選などのときに）。他の市（海外も含む）が取り入れて成功してい
る例があるなら、もっと積極的に利用してみては。
・働き方対応
決められた期間以外はエアコンをつけない…など市役所で働く人の環境が良くない。一部のクレーマーの意
見など気にせず市役所の人が働きやすい環境作りをするべき。クレーマーには弁護士などに協力してもらい
毅然とした対応を。モチベーションの低下が業務効率を下げて、それが一番税金のムダ使いに思う。

女性 30～39歳

798 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部
名張市役所は市の顔だと思います。特にトイレが今の時代にあってなさすぎると思います。おむつ替えシー
トもうす汚れているし、和式トイレもしょっちゅう汚れています。洋式も便座が冷たい・・年配の方に優しくない
と思いました。授乳室などの案内もあると良いと思います。

女性 30～39歳

799 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部 市職員の通勤時自動車の使用減らす(市役所駐車場不足) 男性 40～49歳
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800 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部 名張市役所で処理できないということで伊賀庁舎まで出向かなければならないのはなんとかしてほしい。 女性 40～49歳

801 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部 身の丈に合った地方公務員の年収に改めるべき 女性 40～49歳

802 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部
市の職員の態度の悪さはなんとかなりませんか。みんなではないけど、一部ひどいのがいます。期待してま
せん。

女性 40～49歳

803 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部

２０１４年～２０１６年の頃になりますが、ゴミの収集について市役所へ電話で連絡をさせていただいたのです
が、（時々、ゴミの収集が忘れているようです。と直接、課に電話をかけて伝えました）その時の電話の対応
をされた女性が逆ギレされて、強い口調でおこってしまい、結局、話も最後まで出来ずに終わってしまいまし
た。もう少し、冷静に対応して欲しかったです。ゴミに関する問い合わせは、市民にとって身近な問題だと思
いますので。

女性 40～49歳

804 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部
市役所、病院など公共機関のお役所仕事的な所を参加(いろんな公共事業etc)していない私でも感じる。御
身大切に・・・の精神か、人の暖かさとかこの市において感じる事が少ない。市の事業等もっと活性化、充実
を望みたい.

女性 50～59歳

805 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部
グローバル社会。情報化社会、少子高齢化社会等の進展につれ、家族構成の変化と様々な角度で生活に
影響を及ぼしていると思います。生活に、環境の充実が何よりも重要と思います。行政方、よろしく、御指導、
お願い申し上げます。

男性 60～64歳

806 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部

福祉の面での市役所職員の対応について。身内に障害者がいますので申請書類提出に私がつきそったり
代理で届け出したりすることがよくありますがその時の職員さんの接客が人により憤慨する場合があります。
例えば上司の男性ですが障害の級が上がり届け出たとき「おくさん、よかったですね。2級から1級になると無
償のサービスが増えます。いわば特典ですね。これとこれがタダになります。」と言われました。（2級から1級
になるということは障害の度合がひどくなるということをその方はわかっているのでしょうか？）また補助金を
つかって障害の備品を申請した場合も若い新人男性が「丁寧につかって下さい。これは耐久年数2年ですか
らね。」と言われました。壊れたから届け出しているのに障害者の気持ちを逆なでする担当者に唖然としまし
た。他にもいっぱいありますが福祉を大切にする事を市長は揚げているはずなのに嘆かわしい現状です。

女性 60～64歳

807 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部 若い方々が議会運営に参加し、力を発揮しておもしろい、活気ある名張になることを望みます。 女性 60～64歳

808 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部
つつじが丘地区において、今後高齢化が進んでいく中で、市役所までの足の便がなく、不便である。例えば
伊賀市が取り組んでる市民センターでの住民票などの交付手続きができないかを、検討してほしい。

男性 65～74歳

809 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部
市職員の地元の行事へ参加が少ない。地域定着が大切といわれ共存共生と言われているが地元の公務員
の意識が低い。税金の意識がない。あたりまえと思っている。協働意識の欠如、なさけない!

男性 65～74歳

810 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部
コンサルの意見は重要ですが、もっと伸びている経営者の意見を聞く様に、また、政治はサービス業であり、
世の中を作る存在ではないことをよく認識する様。

男性 65～74歳

811 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部
各課にいてる人の勉強不足が見える。プロに適してほしい。公務員特有の四角四面の判断ではなく、臨機
応変に行なってほしいと、願います。

女性 65～74歳

812 523 持続可能な財政運営 総務部
市民からうばった税金の使いみちを教えてください。税金たかすぎる。公務員の給料高くないですか?一般の
会社員はそんなもらってませんよ。

女性 18～29歳

813 523 持続可能な財政運営 総務部 名張市の財政難が心配 女性 18～29歳

814 523 持続可能な財政運営 総務部
税金も高く住みにくい(住民税など)。市役所の方の対応は良いですが、上記に書いているとおり、年々高く
なってきて、住みにくい町になっていると感じております。できるだけ、改善していただきたいです。

女性 18～29歳

815 523 持続可能な財政運営 総務部 住民税が高く、負担に感じます。 女性 18～29歳

816 523 持続可能な財政運営 総務部 意議のある会議の開催につとめて頂き、しっかり現実を見て、資金運用に取り組んで頂きたい。 女性 18～29歳

817 523 持続可能な財政運営 総務部 子育て世代や年金世代以外は税金の恩恵が感じられにくいので、税金を安くしてほしい。 女性 18～29歳

818 523 持続可能な財政運営 総務部
名張市の赤字をプラスにできるのかどうか。黒字になった後の計画や子育てに対しての福祉の充実の拡
大。

男性 30～39歳

819 523 持続可能な財政運営 総務部
税金など生活において、料金が高く、生活に余裕がありません。何か対策を考え実行して頂きたいです。医
療費の無償化なども、理想です。どの県や市も行っていない大胆な策を期待しています。

男性 30～39歳

820 523 持続可能な財政運営 総務部

市の財政が厳しい厳しいと言うが、市民にばかり皺寄せがいくようになっているのはどうなのか。議員がまず
多い。高齢の人は長くいるべきではないと考える。考え方が古いし、次に出てきた世代の議員がやりにくい
のではないか。こういう所から、市民へ負担がいくような発想しかうまれない原因ではないか。役所職員とい
うより(給与はそう多くないと思うので)議員の給与削減を望む。

男性 30～39歳

821 523 持続可能な財政運営 総務部 市民税が高いので、下げてほしい。 男性 30～39歳

822 523 持続可能な財政運営 総務部
名張市は住民税がとにかく高いです。もっと安くして欲しい。財政難であればもう少し収入を得られる何かを
すれば良いと思う、多少の犠牲はともなってもかまわない。治安が悪くなってもかまわない。住むだけで税金
が高い町はだれも住みたがらない。税金が安くなればまた住みたくなる。

男性 30～39歳

823 523 持続可能な財政運営 総務部 住民税が高い 男性 30～39歳

824 523 持続可能な財政運営 総務部 住民税の軽減 女性 30～39歳

825 523 持続可能な財政運営 総務部 固定資産税が高い。 女性 30～39歳

826 523 持続可能な財政運営 総務部
他県から結婚のため引っ越してきたが、財政状況に不安を感じている。税金が高いため、市の財政が厳しい
と思っている。

女性 30～39歳

827 523 持続可能な財政運営 総務部
住民税が伊賀市、宇陀市と比べると高すぎます。固定資産税も高いです。名張市自身へ観光に来て、収入
になる事業が少ないのが原因だとわかりますが、このままでは名張市から人々が出ていってしまうと思いま
す。市として、大変なことだと思いますので、一つでも原因の解決のために動いてほしいです。

女性 30～39歳

828 523 持続可能な財政運営 総務部

住民税が他に比べると、非常に高いのに反して、それに比例するようにこどもの保育料が他の市に比べ全
額が上限の幅も高く、働いているものとしては正直子育ての全額にかなり年間も高額にかかり、近隣でいう
と、伊賀市は安く、おとなりだかうらやましく思う。税金が高くなったにもかかわらず保育や、住民税も今後あ
がるときいており、すごく不安を感じます。これ以上住民税をあげるのは本当にやめていただきたいです。他
の地域に比べかなり高いと思ってます。(調べた結果)

女性 30～39歳

829 523 持続可能な財政運営 総務部
固定資産税の上乗せはダラダラと延長せずに、期限通りに終了して下さい。家を建てる子育て中の方で、
「固定資産税の上乗せで一度味をしめると下げないだろう」と、見限って伊賀市に家を建てた世帯が複数居
た。

女性 30～39歳
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830 523 持続可能な財政運営 総務部
・名張市の財政不安
・対策が見えないし、動きが遅く感じる。

女性 30～39歳

831 523 持続可能な財政運営 総務部 固定資産税の加算されていた分は今はどうなっているのでしょうか。詳しくは、わかりませんが。 男性 40～49歳

832 523 持続可能な財政運営 総務部 役所の人件費、及び、市議の費用の削減 男性 40～49歳

833 523 持続可能な財政運営 総務部 市民税が高い!! 女性 40～49歳

834 523 持続可能な財政運営 総務部 ふるさと納税寄付金を集めるための施策 女性 40～49歳

835 523 持続可能な財政運営 総務部 固定資産税の独自課税の早期廃止 女性 40～49歳

836 523 持続可能な財政運営 総務部 住民税、固定資産税などが高いと思います。 女性 40～49歳

837 523 持続可能な財政運営 総務部

・税金が高い。
1.若い人が働ける仕事を増やして欲しい。
2.名張ならではの住み易い環境が有ると思うので、老人でなく若い家族の囲い込みをできる子供達への福
祉環境を（夫婦共働き推進）整えて下さい！！税収増やす為に！

女性 40～49歳

838 523 持続可能な財政運営 総務部 税金もしっかりとられても、返ってきていない損していると思ってしまう。 女性 40～49歳

839 523 持続可能な財政運営 総務部 土地、家に価値がないのに固定資産税が高い! 男性 50～59歳

840 523 持続可能な財政運営 総務部
人口減少が続く中で市政運営が気になります。市民税はこれ以上払いたくないけどこれから市として成り立
つのか不安です。なにか対策はされているのでしょうか?

男性 50～59歳

841 523 持続可能な財政運営 総務部 高い市民税を取るだけでなく、もっと市民の為の仕事を市として実施して欲しい。 男性 50～59歳

842 523 持続可能な財政運営 総務部
・必要以上の税負担をしないこと
・働く世代の負担の少ないこと(18才～65まで)

男性 50～59歳

843 523 持続可能な財政運営 総務部 将来の市財政が懸念。伊賀市との合併を再検対すべきでは。 男性 50～59歳

844 523 持続可能な財政運営 総務部
財政がきびしいと広報等で住民に時々周知されているが、支出が生活に密着した事業に使用されていな
い。ゲードボール場、ホッケー場など、とても財政がきびしい市政の支出で使うべきものではないと思う。もっ
と必要不可決なものに大切な税金を使用して頂きたい。または元の税率に戻して頂きたい。(固定資産税)

男性 50～59歳

845 523 持続可能な財政運営 総務部

名張市の財政赤字解消
①名張市立病院の経営見直し
②市職員を削減する・市職員の仕事の見直しをする、仕事のしない職員、仕事の出来ない職員を減らして請
け負い会社や臨時職員に仕事をしてもらう。

男性 50～59歳

846 523 持続可能な財政運営 総務部 税金が高い。ゴミ袋も高い。 男性 50～59歳

847 523 持続可能な財政運営 総務部 税金が高い(固定資産・介護保険) 男性 60～64歳

848 523 持続可能な財政運営 総務部
市民に負担を求める政策ばかりで行政には不満。市民税固定資産税ゴミ袋等、何故名張市以外の企業の
広告を行うのか?広告料数万円の負担をできないのか?

男性 60～64歳

849 523 持続可能な財政運営 総務部 多額の住民税を納めているが、全く、貢献されていない。税金の使い道を示してほしい。 女性 60～64歳

850 523 持続可能な財政運営 総務部 住民税他税金が高い。 女性 60～64歳

851 523 持続可能な財政運営 総務部

・行政に望むこと
最近広報誌で見ましたがまた来期より健康保険の納税が増加するとのこと。このままではどこかで歯止めを
かけないと　①納税者がどんどん減る　②高齢者の医療にかかる負担がどんどんふえてくる。そのため税が
ふえるばかり。歳出をいかに減らすか、又減らすためには市民にいかに協力が必要かをうったえていく必要
がある。

男性 65～74歳

852 523 持続可能な財政運営 総務部 名張市単独で将来、財政が健全化されるのか?伊賀市と合併されますます、住環境が悪くならないのか？ 男性 65～74歳

853 523 持続可能な財政運営 総務部 市税や健康保険料が他市町村より高い。 男性 65～74歳

854 523 持続可能な財政運営 総務部

1.市の財政の再建は「目標を持つ」。健全化を強力に推めるべし。
2.財政はいつまでも貧乏ではいかんです。
3.市では誰が、リーダーなのか?名張市のインフラはぼろぼろではないか。
・職員の給料は年金ベースまでもっとカットすべし
・教育関係者の人員も多すぎる
・地域づくり、各館もイベント予算を削減して市に金を吸いあげるべしと思う。以上

男性 65～74歳

855 523 持続可能な財政運営 総務部
人件費を減らす事ばかり考えずにほんとうに必要な事に行政は特に考えてほしい。(市立病院職員を大事に
する事）

男性 65～74歳

856 523 持続可能な財政運営 総務部
人口増加率「日本一」は過去の栄光。若者・子供の減少と高齢者の増加、歳入の減少と歳出の増加、これら
を解消するのは、高齢者が安全に移動出来て、働ける環境作りだと考える。高齢者が働き、そこから納税
し、福祉等は企業と折半する。(歳入の増加と歳出の減力)

男性 65～74歳

857 523 持続可能な財政運営 総務部
空き家の固定資産税率を上げて、有効利用を促すのも一つの方法。ただし、利用不能な空き家まで税率を
上げるのはどうかと思う。

男性 65～74歳

858 523 持続可能な財政運営 総務部
財政難はわかるが高額の固定資産税に加え、また国民健康保険の値上げらしい。これではいくら名張に住
み続けたいと思っていても他の町に移りたいと考える人も増えてくると思う。

男性 65～74歳

859 523 持続可能な財政運営 総務部 伊賀市と比較して、税金が高い(固定資産税・国民健康保険税等の値上げ) 男性 65～74歳

860 523 持続可能な財政運営 総務部
名張市の税金が高すぎる。他地域の知人からもびっくりされます。住民票だけ大阪において、名張に住んで
いる方もいっぱい居られます。所得税、市民税、その他の税金で年金はほとんど消えてしまっています。市
民をこれ以上苦しめないでほしい!!

女性 65～74歳

861 523 持続可能な財政運営 総務部 行政が行っている事業について、余りにも国や県の援助にたよりすぎている感じがする。 男性 75歳以上

862 523 持続可能な財政運営 総務部

・行財改革について(行財政改革)
市立病院を独立行政法人(独立採算)モデル病院は全国各地にまた、大阪府内で旧公立病院が赤字から黒
字(単年度)になったところもあります。病院の運営財政は保険料で行う事を目標にして、市からの財政負担、
赤字補填を軽くする(市立病院に対して)ことによるメリットとして・有能な医師の確保と診療科の増設(お金儲
け)・スポーツ施設のメンテナンス費用(特にテニスコート)・道路のメンテナンス費用（市道の修繕）・若い世代
を呼び込む起爆剤として（市の財政金）人口増になる将来の展望につながります。

男性 75歳以上

- 31 -



施策別自由意見（問14）

番号 施策コード 施策 部局名 問14　具体的な内容 性別 年齢

863 523 持続可能な財政運営 総務部

・財政状況の改善への取組みが必要
名張市の台所事情は極めて悪いと思う。税収拡大が大きく望めない中で、やりたい事業、やらなければなら
ない事業が増加する一方、予算がないので思い切って出来ないというのが実態だと推察される。そこで提案
です。
①支出内容をゼロベースで見直して大幅に削減すること。その為には民間企業の経営感覚を取り入れる事
が大切。市役所内部（職員）では、その発想を期待するのは難しい。(例)組織の削減→人員削減など!市議会
議員含む。
②市議会組識運営の抜本的改革実施をすること。→あるべき案について市民も混じえた議論をし改革案を
策定し行程表、数字目標をつけて市民に示し（たたき台）市民参加した形で決定すべき。

男性 75歳以上

864 523 持続可能な財政運営 総務部
名張市の「非正規職員」の雇用数は理解していませんが4月から新設の「会計年度任用職員」への移行との
ことです。ボーナス支給により財政状況も悪化する様ですが国保税、雇用保険料の値上げや医療行政の低
下などを来たさないよう、住民サービスの維持向上に努めて欲しい。

男性 75歳以上

865 - その他 -
近隣の市町村(奈良や津市など)と比べると、明らかに名張市のガソリン価格が10円程高いです。何故でしょ
うか、何か理由があるのでしょうか?

無回答 18～29歳

866 - その他 -

これは、本来は、国に対して訴えるべきなのですが、術が分からないので、名張市さんから橋渡しをして頂け
れば、幸いです。私は浪人の末やっと志望大学に入れ、家庭の所得は低いですが、学業も頑張り、授業料
の免除を受けておりました。今年度より、修学支援新制度が始まり、高校卒業後、2年以内の学生しか支援
を受けられないという制限を設けられてしまい、突然、免除してもらえなくなり、大変困っています。あまり成
績のよくない人達も免除を受けられるようになったのにあまりの仕打ちにショックを隠し切れません。親にも
顔向けできません。コロナ対策等で大変な時期だとは思いますが、どうか救済措置をとって下さるよう、国に
お伝え頂ければ幸いです。何卒お願い致します。

女性 18～29歳

867 - その他 -
名張市の時給を上げてください。小学校給食を市役所の食堂で食べれるようにしてほしいです。「限定何人」
でも良いので。卒業しても食べたいと思うのでお願いします。

女性 18～29歳

868 - その他 - せっかく特急がとまる駅なので、新しくきれいになったらいいなと思います。 女性 18～29歳

869 - その他 - こうしたアンケートを行いどういう対応をされるか2850名に返していただきたい 男性 30～39歳

870 - その他 - ガソリン税が高い事が不満。県外に車で通勤しているが、交通費の問題で県外に引越す予定。 男性 30～39歳

871 - その他 - 休日に外で選挙演説しないで欲しい。とてもうるさくて休めない。 男性 30～39歳

872 - その他 -
夏に虫(ガ、カメムシ、ゲジゲジ、バッタ、くも等)が多すぎる。大阪の自然が多い地域はもっと虫が少ないの
で、虫が減るようにがんばってほしい。

男性 30～39歳

873 - その他 -
名張市に結婚を機にすむことになりましたが、ガソリン代（車がないと生活をしにくいにもかかわらず）が高す
ぎます。

女性 30～39歳

874 - その他 - 県の最低賃金低くすぎる。 女性 30～39歳

875 - その他 - 名張市のアパート代が高い。 男性 40～49歳

876 - その他 - お店で自分は市議会員だといばっているのをよく見る。とても腹立たしいです。 男性 40～49歳

877 - その他 -
財政が厳しい中、議員報酬が高くないか、活動内容があまり伝わらないし、選挙前の公約実現しようとしてい
るのか途中報告もなくわからない。

男性 40～49歳

878 - その他 - 名張市公認キャラクターなばりん、初めて知りました。 女性 40～49歳

879 - その他 - 名張市公認キャラクターなばりん、今、はじめて知りました。 女性 40～49歳

880 - その他 - ガソリンも高い。 女性 40～49歳

881 - その他 - 市長の指導がない。 女性 40～49歳

882 - その他 - 生まれ育った名張が、私は大好きなのでずっとずっと名張で住み続けたいと思っています。 女性 40～49歳

883 - その他 -

・ひやわんについて
ひやわんのファンです。Tシャツを購入したい気もありますが。絵柄が大きすぎます。Tシャツのすそにワンポ
イントか胸もとにワンポイントのものを作ってほしいです。ひやわんのうちわ作ってほしいです。他県で使用し
たりで、認知度も上がると思います。ゆるキャラグランプリの宣伝、もっとハデにしてほしいです。知らない間
にはじまっていることがあります。

女性 40～49歳

884 - その他 -
市会議員は、何の仕事をしているのか知らないが税金がもったいないと思う。そのお金で歩道を作って欲し
い。

女性 40～49歳

885 - その他 -
選挙(市長、県議、市議)前の公約演説で住民に良い事を言っているがいざ当選すると、演説した公約が実現
出来ていないと思う。なのに報酬が多いのはなぜ?税金のむだ使い。

男性 50～59歳

886 - その他 -
仕事で住んでいるだけで、職場と住居の往復だけのため、思い入れが持ちようがありません。これといった
提言ができず、申し訳ございません。

男性 50～59歳

887 - その他 -
名張市会議員は税金ドロボウだ!!高い住民税は、市義の給料の為に払っているわけではない。今の市の行
政なら市会議員など2名で出来る!

男性 50～59歳

888 - その他 -
今回のアンケート、無作為に選んだとありますがよくアンケートにあたるのはなぜでしょうか?もっと色々な人
に送って下さい。

女性 50～59歳

889 - その他 -
産業廃棄物処理業者がのどかな平和な村に入り込んでくる不安でいっぱいです。実際に、ゼンリンの地図
会社を名のって、住んでいる家をチェックに回り、区長を通して菓子を配ったり、こわいと思います。もし、そう
なったら出ていくことを考えなければと思います。

女性 50～59歳

890 - その他 - 名張市のガソリン高くないですか？市長が関係あると、人からよく聞きます。 女性 50～59歳

891 - その他 -
地域的なものか職場的なものか仕事でやる気を出したり工夫したりをしても生かせない。これは自分自身が
必要とされる事とやろうとしている事がずれている為か。

女性 50～59歳

892 - その他 - 市会議員の人員削減もしくは減給 男性 60～64歳

893 - その他 - 特にありません。市役所の活動についてはよくしていただいていると思います。 男性 60～64歳

894 - その他 -
自宅周囲がに高齢者が多くて大変迷惑しております。高齢者が運転する車が道の真ん中を走って来て、よ
けもしない、二台の車が左右によれば行き違い出来るのにそれにしない。おまけに大きな声でどなる。こん
な高齢者の多い町から、出て行きたいです。

男性 60～64歳

895 - その他 - 住宅街の中で英語塾を行なっている家があり送迎車の自動車の往来で大変迷惑しています。 男性 60～64歳

896 - その他 - 定年後市内で過ごす事がより多くなると思います。これからじっくりと名張を味わいたいと思っています。 女性 60～64歳

897 - その他 -
税金をたくさん支払っているのにそんな人には厳しくて税金を支払わない人が得をするようなこんな日本は
嫌です。将来海外で住むことを計画しています。名張市大嫌いです。

女性 60～64歳
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施策別自由意見（問14）

番号 施策コード 施策 部局名 問14　具体的な内容 性別 年齢

898 - その他 - 市長、副市長が自から読み、考えてほしい。 男性 65～74歳

899 - その他 - もっと行政が色々な意味で頑張って下さい。特に、市会議員県会議員の活動が全くわからない。 男性 65～74歳

900 - その他 - 市会議員多すぎであるが(議員達は自分の首をしめるような議決をしない)　もうあきらめているけれど… 男性 65～74歳

901 - その他 - 議員の数が多すぎる。 女性 65～74歳

902 - その他 - ご近所の人間関係は円満で不満はありません。 女性 65～74歳

903 - その他 - 生活する中で何才まで生きるか、周りに、迷惑かける事なく終わるか。 男性 75歳以上

904 - その他 -

・行事などの推進
ア、NHKラジオ体操の地となる。開催。
イ、NHKドラマの地となる。PRしてよびこむ。
ウ、NHKのど自まんの地となる。開催地となる。

男性 75歳以上

905 - その他 -
・このアンケートについて
設問の設定が限定されていて、答えにくいものが多い。市のＰＲをよく知らないままに答えたものが多いので
解答が正確でない可能性がある。

男性 75歳以上

906 - その他 -
市の発展と住みやすさを考えて下さっている事を感謝しています。ますますよくなる様お願いします。遅くなり
まして申し訳ございませんでした。

女性 75歳以上

907 - その他 -

安心して住める地域と思っています。事故、災害もなく、周囲の人間関係も良く本当に住みやすく現在まで何
の不安もなく生活出来てました。ですが、これから、高齢になり皆様に迷惑かけないよう健康に注意し、少し
でも、これからも他人の手助けになれるようにと思っています。ぷちとまと、おたがいさん、民生委員等皆様と
共に充実した生活が何より私の宝です。残念ながら年齢には勝てません

女性 75歳以上

908 - その他 -
団地の空地を野菜や花を自由に使えるように出来ないものか。行政で取組んでほしい。保有者が希望すれ
ば何時でも返すという条件付で。

無回答 無回答

909 - その他 -

私は現在について十分だと思っていますが87才になり１人暮らしで、自炊生活の男性で話し相手も居なく、
毎日新聞見る、テレビ見るだけで声を出してお話し相手がないのが1番の欠如で、声を出す必要から昔の昭
和バブル時代の歌謡曲を想い出して練習し始めました。庭のかたづけや軽い運動でもと思うがこれも相手が
いる月2回のサロン集会がありこれも民生の方々が良く働いて下さりとても気に入っています。古い歌を思い
出して唄う練習です。

無回答 無回答
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問2-2「あなたが名張市に住み続けたい理由は何ですか。」　その他意見

番号 内容

1 １０年前に家を建て直ししたから、現在どうしようもない

2 60～65の女ですからこの年で他の土地に移るのはちょっと

3 しかたなく

4 ずっと住んでいるから、なんとなく

5 ずっと名張に住んでいるので

6 そんな器用に引っ越せないから

7 どこに行っても変わらないから

8 マイホームのため。薦められて、名張をそれまで知らなかった。

9 まだ引っ越してきて２ヶ月しか経っていないから

10 一戸建の家があるから

11 永住の予定で移住したから

12 永年暮らしているから

13 何世代も前から名張市内で暮らしている

14 家、土地があり離れられない

15 家があるから

16 家が混んでいないので

17 家を建てたから

18 家を建てたから。現在勤めているのが名張だから。
19 家を建ててしまったから
20 家を購入したから
21 家を購入してしまったので
22 家賃が安い
23 家庭環境の維持
24 気候風土が良い。人口密度がほどほどで良い。生活物価が安い。住宅が安い。
25 経済的な問題
26 結婚のため
27 建てた家が気に入っているから
28 今は車を運転できるから
29 災害の被害が少ないから
30 三重県内でも関西圏に近いから
31 仕事の都合上
32 仕事場が名張だから
33 仕方がないから
34 仕方ないから
35 子どもが近くにいるから
36 子どもが市内の学校に通ってるため
37 子ども達が近くに住んでいる
38 子供が名張に住んでいるから。
39 子供の学校があるので
40 子供達が学生の間は名張にいたい。
41 子供達が名張で結婚したから
42 市外に出たくなるほどいやな理由がないから
43 市内で働いているから
44 資金面
45 持ち家があるから
46 持ち家があるのでなかなか引っ越せない
47 自営をしている為
48 自治会が、しっかりしていて、風通しがよい。
49 自然がまだのこっているから
50 自然災害が少ないから
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問2-2「あなたが名張市に住み続けたい理由は何ですか。」　その他意見

番号 内容

51 自然災害が比較的少ない
52 自然災害に強そうな地域だから
53 自分の家を持っているから
54 実家があるから
55 実家が近く子育てを協力してもらえるから
56 主人の会社の転勤状況と高齢の親が近くに居る為
57 主人の実家が名張だから
58 趣味のスポーツ場が近くに多い
59 周辺に観光地も多い
60 住み慣れた土地だから
61 住み続けざるをえない為
62 住めば都と申しますか生まれ育った所より年数が長くなったから
63 住居があるから
64 住居は簡単に変えられない
65 住宅購入した為
66 住宅地の価格が予算内にあてはまった事
67 障害者が通う作業所があるから
68 職場が名張だから
69 職場が名張のため
70 親が住んでいるから
71 人がほどよく少ない
72 人が優しいから
73 生まれが名張市だから
74 生まれ育った所だから
75 生まれ育った土地だから
76 生物資源が豊かなため
77 昔から住んでいるため、住みなれている。職場が近く家を購入したから
78 他に行くところがない
79 他に住む場所が確保出来ない
80 他県に住んだことがないので
81 大阪、名古屋への電車のアクセスがよい
82 地震、災害が少ないから
83 通園圏内の為
84 定年で他に移れない
85 適度な田舎感
86 田や畑などの耕作地が有るから
87 土地が安く家を持つにはよいと思う
88 働く場所が近い
89 特に引っ越しを考えてないから
90 特に理由はありません
91 特急１本で、なんばに行けるし、ドンキもあるしＯＫ！
92 特別優れた面はないが、静かだから
93

独身時代の大阪を除き、誕生から現在迄名張での生活のため、外は考えたことがない

94 比較的、自然災害が少ないから（水害、津波、地震、地すべり等）
95 夫の職場が名張だから
96 別の地域へ行くだけの経済力がない
97 防犯が良い。犯罪的なことが少ないと考えています。
98 名張に生まれ名張に嫁いで他に住むという選択肢はないから。
99 両親が近くに住んでいるから
100 両親が名張市に住んでいる
101 老人でも出来ることは自分達でという考えでありたいと願っている。
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問2-3「あなたが名張市外へ移りたい理由は何ですか。」　その他意見

番号 内容

1

・選べる学校が少ない。特に進学校へは電車で通わないといけない。
・交通が不便。車があって住みやすいが、車がないと夜遅くまでバスが何本も出ておらず、通学で夜8時以降帰宅となると、どうやっ
て帰らせるのか、今から不安に感じている。
※名張市の自然や、人は、好きなので、上の２点のみが理由です。

2 ゴミが他の自治体より値段が高い

3 ごみ袋高いです

4 旦那の仕事の都合

5 やがて運転できなくなると生活することに不便なことが多くなる

6 やりたい事をやれる場所が市外にあったから

7 移動手段が少ない

8
・伊賀市の映画館がなくなってしまったので
・水中ウォーキングなどができる福祉のスポーツ施設がほしい

9 何もなくてつまらないから

10 海外移住を考えている

11 岐阜から名張へ来ているが、主人が仕事をやめたら岐阜へ帰ります

12 休日の通勤が不便

13 交通が不便

14 交通の不便

15 行政（人件費、市議会議員費）

16 高齢になり車の運転が出来なくなった時、徒歩圏内での買物・医療を優先したい

17 今のままでは老後をすごせなくなる

18 仕事のため
19 子どものそばで住みたいから
20 子供が皆出ていっているから
21 子供の近くに住みたい
22

子供達が県外に出て、老後の事を考えると不安でなるべく子供の側で生活したいと思っている。

23 市外に家を建てる予定であるため
24 市政策に不満
25 時間給が安い
26 自治会参加費が実質強制だから
27

自治会制に不満があるため。市民センターの活動が大きすぎる。班長制には負担が大きい。動員させられる。

28 実家にいずれ帰るから
29 実家のサポートを受けたいから
30 実家の近くで住みたいから
31 車が運転できなくなると不便だから
32 車の免許を返納後の生活が不便だから
33 就職
34 就職するから
35 就職で引っ越すことになったから
36 住民税が高い。行政サービスが悪い。市議が何してるかわからない。
37 住民税が高いから
38 職場が市外のため
39 新しい環境で人生経験を積みたいから
40 進学のため
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問2-3「あなたが名張市外へ移りたい理由は何ですか。」　その他意見

番号 内容

41 生活費が高いから。ガソリン代やゴミ袋等。
42 税金がたかい。
43

税金が高い。住民税が高い。伊賀市に住みたい。まともな医療がない。医術のレベルが低い。

44 税金が高い+ガソリン税
45 他に住みたい土地があるため
46 大阪の人間なので大阪が良い。イヤイヤ名張へ来た。
47 単身赴任で住んでいるだけで、いずれは自宅（市外）へ戻ることは決まっている。
48 長く住んでいるので新たな環境で生活したい
49 転勤族で住み続けることはできないため
50 都会に出てみたい
51 夫の実家の近くに家を建てるので
52 物価が高い
53 歩道の木が邪魔。伐採して平坦な道、使い易い道にして欲しい
54 墓から遠い。
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