
施策別自由意見（問１３）

番号
施策
コード

施策 部局名 具体的な内容

1 121 保健・医療・福祉ネットワーク 福祉子ども部
夫婦共　双極性障害があり、子も発達障害がある為、医療の充実と福祉の簡素化。

2 121 保健・医療・福祉ネットワーク 福祉子ども部

独居老人の問題

3 121 保健・医療・福祉ネットワーク 福祉子ども部
へき地に住んでいても医療や介護がすぐ受けられる安心して住めるサービスが欲しい。またすでにあるサービス（介護や医院への送迎
等）をあればわかりやすく紹介してほしい。

4 121 保健・医療・福祉ネットワーク 福祉子ども部

健康で長生きが理想ですが、その為の自己努力はもちろんですが、一人ではなかなか楽しく健康づくりが出来ないので地域あるいは
同じ気持ちの人と一緒に出来れば、長生き出来ると思います。
高齢者にとって、健康は第１ですが、生活していくうえでは、医療や買い物等、生活に身近な生活環境も大事になって来ます。今は車
の運転も出来て不自由を感じませんが、交通手段がなくなると、住みにくくなると思います。今後はもっともっと互助体制の充実が重要
になって来ると思います。
今、出来ることは、助けてあげ、自分が出来なくなった時助けてもらう。それが出来る地域になる事を願っています。

5 121 保健・医療・福祉ネットワーク 福祉子ども部

地域を今より一段良くする為には人手がいる。当町内では昔より女性の民生委員が良く活動しています。ありがとうございます。恐らく彼
女たちは手一杯でしょう。特に住民の年齢が急速に高齢化しますから、女性ばかりに頼り過ぎると困るでしょう。民生委員の手助けする
補助する男性も必要でないか。退職者お多いでしょう。何かそんな形の人を区に１人位作る事が出来ないか。

6 121 保健・医療・福祉ネットワーク 福祉子ども部

母はデイケアでお世話になっております。担当して下さってる方々は本当に親切に接して下さいます。介護施設などは本当に多くなっ
てきておりますが、どうやったら利用できるのかまだまだ知らない方がおられます。もっと発信して下さい。　それと共に介護に携われる
方が少ない状況ですので、年齢も70歳位まで元気でお仕事を希望される方にはお手伝いしてもらったらいかがですか？
その為にはこういう勉強や資格取りませんか？の発信をどんどんして下さい。「こんなお仕事もありますよ」の発信を待っています。

7 121 保健・医療・福祉ネットワーク 福祉子ども部
子供もいなくて、一人暮らしなので、いろいろ相談できる所が町中にあると助かるのですが（例えばイオンさん）。

8 121 保健・医療・福祉ネットワーク 福祉子ども部

名張市は、比較的犯罪や災害が少なく、介護・福祉施設もあり、自然もそこそこに恵まれている街だと思います。が、一番大事なことは
住民１人１人が心安らいで、近隣の人に対しお互いに助け合い、許し合い、思いやることが出来るようになることではないかと思います。
どんな政策や行政をするかというよりも、心のある政策・行政を望みます。

9 121 保健・医療・福祉ネットワーク 福祉子ども部
１人暮らし、単身世帯が安心できる支援をお願いします。

10 122 健康づくり 福祉子ども部
最低限の健康診断はタダに！！

11 122 健康づくり 福祉子ども部
歩道（自転車道）を整備し、安心して歩いたりジョギング、サイクリングできる場所が増えれば、健康づくりに役立つのでは。（医療費減に
もなる）

12 122 健康づくり 福祉子ども部

健康診断を３か月に１度してほしい。まちの保健室は月１度必ず訪問してほしい。とくに１人暮らしの方にお願いしたいです。

13 122 健康づくり 福祉子ども部

特定健診等の案内等に骨密度測定も案内するべきだと思います。知らない間に骨折してしまい「寝たきりになった人」を介護支援する
のも大事ですが…。若いうちから自分の骨密度に関心を持って治療して「骨折しない体作りをする人」を増やすことに取り組むことも重
要だと思うのです。健診項目に取り入れて治療の必要な人を支援するとか、カーブスなどの〝筋肉を増やして寝たきりを防ごう"とする
ジムなどへの送迎バス（？）を提供するとか、市民が健康で長く楽しく暮らしていくために市は応援して下さい。実家の母が昨年「骨粗
しょう症」と知らずに腰椎圧迫骨折で４ヶ月間ほぼ寝たきり状態になり、現在も介護支援を受けています。もっと若いうちから知っていれ
ば治療することや意識するこもできたのでは…と悔やまれます。

14 122 健康づくり 福祉子ども部

勤めの関係で旧青山町の人の声を聞くと、平成の大合併で単独で合併しなかった事は正しかったとは思いますが、高齢化が進む中に
あって、住民税が減少する地方で福祉に金がかかるようになって行きます。
長生きしても病気がちで終わるのと、他人の助けなしに健康で過ごすのとでは、行政から見てもコスト的にはかなり差がつきます。限ら
れた予算を有効に使うために予防的なもの、あるいは健康を維持するための施策をもっと充実すべきと思います。あるいは認知症の予
防なども良いと思いますが。

15 122 健康づくり 福祉子ども部
健康増進運動（介護予防）の地域定着→医療費の削減

16 122 健康づくり 福祉子ども部

町中元気リーダー研修会に参加してみて、こんなにたくさんの人がこの取り組みに参加してられる事に驚き、この元気が町中に届けば
よいのにと思いました。
今年の研修内容も、とても良く、健康支援室の方々の頑張りに期待します。
唯、こうして研修を受けた方々が自分の町に持ちかえって、もっともっと町中が元気になる様な具体的な取り組みが各町で実践されて
いるのか？
その辺りのフォローをお願いしたい。

17 122 健康づくり 福祉子ども部

大人の人が心身ともに健康が維持されれば市の財政も健全になり、心の余裕もできる。そうなれば、自分以外の人の役に立てる時間が
でき、子育て支援等にも目や手が向けられると思います。お互い様が出来れば良いと思います。

18 123 地域医療 福祉子ども部
名張では救急患者の場合当番制できまった病院へいかねばならないので、できれば地域でみてほしいと思います。なぜかといいます
と上野までつれていかれると時間がかかるし世話しにいく時間もたいへんだから。

19 123 地域医療 福祉子ども部

福祉の現場で、仕事をしています。現在は免許もあり、家族、知人も側にいるので、不安はさほど感じませんが、市内の高齢者（特に独
居）が、心配していること、
名張市在住でかかりつけが名張市立病院であるが、救急車が輪番制なので、伊賀市に搬送されるのは仕方ないが、検査後すぐに帰
宅するように病院側から言われた。一泊入院を頼んだが、受けつけられず、一人暮らしであるため、夜中、タクシーもなく、知人にも連絡
とれず、大変困ったと聞いています。
昼間であれば無理言って頼めるかもしれないが？
夜中は不安で、救急車を呼ぶのも考えさせられました。もう少し配慮あるシステムにしてほしい

20 123 地域医療 福祉子ども部
医療機関が不便です。

21 123 地域医療 福祉子ども部
病院が良くない。良い病院がなく足の便利が悪い。

22 123 地域医療 福祉子ども部
健康に問題はないが、安心して任せられそうな病院がないみたいだ。

23 123 地域医療 福祉子ども部

救急医療について
名張市には大きな総合病院があるにもかかわらず、救急車で上野まで連れて行かれる事に対する不安、医師不足

24 123 地域医療 福祉子ども部

地域医療の充実。

25 123 地域医療 福祉子ども部

市民病院の先生の定着を願う
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26 123 地域医療 福祉子ども部

市民病院の充実化

27 123 地域医療 福祉子ども部

医師や看護師の増加

28 123 地域医療 福祉子ども部

名医がいない。市立病院に行くのが不安。

29 123 地域医療 福祉子ども部

医療機関を増やしてほしいです。
（特に耳鼻咽喉科は、もっと充実させて下さい。耳鼻咽喉科の病院が少ないのか、早朝から並ばないと順番が取れないため。）
↑病人が長時間待つのは、辛いです。

30 123 地域医療 福祉子ども部

医療では名張では無理。（市外へ行く）色々な噂も聞く

31 123 地域医療 福祉子ども部

・名張市民が名張市でいつでも治療を受けることができる医療体制
・名張市民が名張市で安心して出産できる医療体制

32 123 地域医療 福祉子ども部

医療についても、市立病院の現状も大変だと思いますが、外部の新しい感覚をもっと取り入れて改善される事を望んでいます。

33 123 地域医療 福祉子ども部
身近で一人住まいの方が死亡又、病気で病院も少なく将来一人になった時の事を感じると不安である。

34 123 地域医療 福祉子ども部
市立病院の医師の確保と患者に対する対応をもう少し患者の気持ちを重視してほしい。

35 123 地域医療 福祉子ども部
病院に安心してかかれるよう、優秀な医師を確保してほしい。

36 123 地域医療 福祉子ども部
二次救急当番が名張市立病院の時は安心できるが、伊賀市の時は不安に感じる場合が多いと思われる。

37 123 地域医療 福祉子ども部 産婦人科を増やしてほしい。

38 123 地域医療 福祉子ども部

医療について
　①伊賀地域は大きな病院がないので、将来家族や自身が大きな病気をしたときに、治療できる病院まで遠いのが不安。
　②訪問診療してくださる医療機関が少ないので、通院できなくなった時が不安。

39 123 地域医療 福祉子ども部

最近子どもが行っていた市立病院のアレルギー科が急になくなる事になりました。津方面の病院をすすめられましたが、遠すぎます。
Drが急にいなくなったりするのはとても困ります。どうにかならないでしょうか？次のDr決まってからとかならないものですかね？

40 123 地域医療 福祉子ども部

・医療の充実、救急体制の強化
市立病院は地域住民にとって安心となるべきなのに、医師、職員共に信頼できない。今までに何回か幻滅させられた事があり、信頼に
値しない。特に医師は横柄な態度を取る人が多い。他の都市病院の医師に比べ未熟な感じがする。

41 123 地域医療 福祉子ども部
名張市立病院に優秀なお医者さんを入れてほしい。救急で病院にかかった時に研修医に見てもらうのは少し不安です。緊急な医療体
制を、もっと揃えてほしいです。

42 123 地域医療 福祉子ども部
病院は市立病院がありますが、あまりいい事は聞かれないので、医師の充実も考えてほしいです。ここの病院へ行けば安心だと思える
ように・・・。

43 123 地域医療 福祉子ども部 市立病院を紹介制にせず誰でも行けるようにしていただきたい。

44 123 地域医療 福祉子ども部 病院の不満。市民病院の体制を考えて欲しい（紹介状がいる時点で市民の病院では無いような気がする）。

45 123 地域医療 福祉子ども部 地域医療の充実を図るために、良い医者、高度医療を受診できるように取り組んで欲しい。

46 123 地域医療 福祉子ども部
年令を重ねるとともに、原因不明の病状が増えてくるので、どの病院で見てもらったら良いかわからず不安になる。総合診療科を増やし
て対応してほしい。

47 123 地域医療 福祉子ども部 各地域の医療体制

48 123 地域医療 福祉子ども部

以前主人が夜にけがをした時、救急で診察ができる病院が津方面へ行かなければならないことがありました。これから、年をとっていく
中で、この名張で急に何かあれば…すぐに市内で対応出来ない事が現実に起こると思うと、年を老いて住めない場所なのだろうと不安
です。安心して名張市内で対応できる病院や設備の整った病院を是非希望します。

49 123 地域医療 福祉子ども部

昨年、乳がんステージ0～1で部分切除で済んだのですが、後の放射線治療は名張市ではできないということで、不便と感じました。で、
最初から大きな病院で手術をしたのですが、やはり5年間は経過を見るということで通院していますが、遠いので大変です。年齢と共に
動けなくなった時のことを考えると、近くにそういった設備があるといいのにと思っています。

50 123 地域医療 福祉子ども部 ガンにかかっても診てもらえる病院がない。

51 123 地域医療 福祉子ども部

税が高く今後年をとっていくとつらくなるような気がする。医療機関のレベルが低く、今後高齢化が進むにつれこの体制では成立しない
と考える。津の病院までは遠いし…。

52 123 地域医療 福祉子ども部

自分や親きょうだいの将来を考えると、現在の救急医療体制に大きな不安を感じています。平成９年に市立病院が設立された時は３６５
日２４時間救急の体制でしたが、その後医師不足などから伊賀市との輪番制になり、そのまま現在に至っていることが残念でなりませ
ん。せっかく市立病院が目の前にあっても、救急当番日でなければ伊賀まで搬送されなければならない現状は、著しく救命率を下げて
います。私は名張が好きです。これから先も、みんながいざという時安心して病気になれるような地域になってほしいなあと、心から願い
ます。体への安心感が人生を左右すると思います。医療体制以外で特に差し迫って不安に思ったり、望むことはございません。

53 123 地域医療 福祉子ども部 医療に対する不安が以前よりありましたが、現在もあり、大都市への移転も考えに入れています。

54 123 地域医療 福祉子ども部

名張で暮らしていて一番不安に思うことは、医療体制が極めて不十分であるということです。特に救急医療体制の充実が望まれます。
現状は市立病院を含めて３病院の当番制になっているが、救急搬送の基本は最短の方法で直近の病院に搬送することだと思います。
極論かもわからないが、名張に住んでいれば助かる命も助からないという話を聞いたことさえあります。最近では個人病院は多くなって
きておりますが現状を充足させるには至っておりません。むしろ個人病院は乱立ではないかとさえ思えます。そこで、名張の医療体制を
充実させるための一環として大阪市の例等を参考にして近隣の市町に先駆けて「名張市総合医療センター」的な機関を設立して地域
医療の充実、整備に取り組んでもらいたい。このことが正に安心・安全なまちづくりの中核となる対策と考える。

55 123 地域医療 福祉子ども部 市民病院ありながらすぐみてもらえない。

56 123 地域医療 福祉子ども部

名張市での多くの友人や親戚を亡くしたが、医療体制の不備、欠陥が要因のひとつである。大都市の体制と比べると市民病院の脳外
科等命にかかわる診療科目のレベルに問題があるのではないか。改善が必要である。

57 123 地域医療 福祉子ども部
かかりつけの医者、病院がない場合、市立病院では内科等は診療はことわられるので、いつも不安です（年を重ねる毎に）。この要望を
なんとか考えてほしいと願っています。
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58 123 地域医療 福祉子ども部

結婚して名張の地に引越してきました。２年と少しですが、医療の面で昔よりは良くなっていると聞きますが、お医者さんの数が足りてい
ないこと、子ども赤ちゃんができて、産婦人科が少ないので、大丈夫なのかと不安に思うことはあります。そうした面を少しずつ改善して
頂けるよう、皆が協力したり連携して、安心安全な名張市にして行って頂けたらと思います。

59 123 地域医療 福祉子ども部
医療の充実に力を入れて下さい。

60 123 地域医療 福祉子ども部
伊賀地域で一つの拠点病院を設置し、現在の救急医療体制を見直してほしい。

61 123 地域医療 福祉子ども部 医療の質の充実

62 123 地域医療 福祉子ども部
まず、救急医療をなんとかしてください。名張市民病院がいつでもしっかりと受け入れできる体制を取って頂きたい。

63 123 地域医療 福祉子ども部
ろくな病院がない。そのくせ市民病院への紹介状もなかなかかいてくれないので大きい病院へもいけない。

64 123 地域医療 福祉子ども部
大きな手術を安心してまかせられる病院を市民病院以外にも欲しい。

65 123 地域医療 福祉子ども部
産婦人科が市内で１件とは里帰り出産もできず、安心して子どもが埋める環境の充実を望みます。

66 123 地域医療 福祉子ども部 医療関係が非常に不安

67 123 地域医療 福祉子ども部
名張市の財政難は大丈夫ですか？伊賀市は岡波の建て替えもあって、名張市と伊賀市共同での輪番に不安がある。そのうち名張市
受け入れられなくなるのでは…？？

68 123 地域医療 福祉子ども部

専門の病院をもっと増やしてほしい。耳鼻科にしても朝９時からなのに９時に行くと、午前中の診察は終了しましたと言われる始末で
す。何かと駐車場も狭く利用もしにくい。大阪などに行くと待ち時間５分ぐらいで診察してくれます。後、年寄りの先生が多すぎます。

69 123 地域医療 福祉子ども部
病院をもっと大きくまとめて、実力のある医者を選んでほしい。何かとなると他県に行かなければならない事が多い。

70 123 地域医療 福祉子ども部

医療関係で勘違いか分かりませんが、開業医にかからないと市立病院にかかれないことは違和感を感じます。

71 123 地域医療 福祉子ども部
医療の充実

72 123 地域医療 福祉子ども部
産婦人科の設置（市立病院に）

73 123 地域医療 福祉子ども部
救急搬送の病院が遠い

74 123 地域医療 福祉子ども部

救急体制について上野へ搬送することなく名張市民病院で全日受け入れるように体制整備を希望する。

75 123 地域医療 福祉子ども部
救急輪番において伊賀市2.名張市1というのは少し不安

76 123 地域医療 福祉子ども部 緊急医療体制の充実不足。

77 123 地域医療 福祉子ども部 救急医療の充実（伊賀市との共同ではなく、名張市単独で）

78 123 地域医療 福祉子ども部
救急医療車の搬送でのお願い…名張市民で救急で車でお願いすれば、名張市民病院への搬送することが出来るように考えて頂きた
いです。

79 123 地域医療 福祉子ども部

救急医療体制について、名張市に住むことが他の地域に住む事よりマイナスにならないようにして欲しい。ドクターヘリ等大阪や名古屋
への救急搬送もできるような体制を確保してほしい。（先日、交通事故で滋賀の病院へ搬送され、亡くなられた方がおられます。名張市
民病院は当番ではないと断られ、上野市民病院は処置できなかったとのこと。）

80 123 地域医療 福祉子ども部 土日祝、夜間の応急診療所は大変有難いと思い、利用させて頂いている。是非この体制を維持して欲しい。

81 123 地域医療 福祉子ども部

先日、百合が丘と１６５号線の交差点で死亡事故があり、当日の救急当番が伊賀だった為、上野の病院に搬送されて、それから滋賀の
病院に転送されたそうです。なぜすぐそばに市民病院があるのに当番制だからと上野に行かなければならないのでしょうか疑問です。
助かっていたかも…

82 123 地域医療 福祉子ども部

救急医療の体制が不十分。名張市民病院に救急を頼んだら先に一般の病院に行くように言われた。重病患者しか診ないのか？又、
上野の総合病院に行くよう言われた。遠いので名張市内で診れる様にならないの？市民病院の医者がよく変わる

83 123 地域医療 福祉子ども部 救急が名張以外の当番だと遠い。

84 123 地域医療 福祉子ども部
急病になり、救急車で運ばれるとき、岡波にならないように、名張市民病院の救急受入体制の充実。名張市民病院だと後々便利です
が、伊賀市へ行くのは大変です。

85 123 地域医療 福祉子ども部 緊急時での医療体制及び医者不足への不安

86 123 地域医療 福祉子ども部

医療が心配。

87 123 地域医療 福祉子ども部

信頼できる医療機関が少ないことも不安である。

88 123 地域医療 福祉子ども部

不安に思っていることは、大病院が近くにないことだと思っています。大病したとき、皆様多くの方が他県の病院に行っており近くにはあ
まり高度の医療が受けにくいのでは・・・。

89 123 地域医療 福祉子ども部

これだけ高齢化社会になっているにもかかわらず、市政は何をしているのか？早急に医療（在宅）の充実を。

90 123 地域医療 福祉子ども部

救急で運ばれるのに名張から伊賀までは遠いと思います。

91 123 地域医療 福祉子ども部

医療に関してかなり不満がある。医療環境の充実にしっかり取り組んでほしい。

92 131 高齢者福祉 福祉子ども部

高齢化に伴い介護の必要性、重要性をわかりやすく教えてもらえる場があると安心です。
いつ、何をどうすればよいのか知っておく事で将来の不安がなくなると思います。
介護経験者、医療の現場から、施設やデイサービスなど、いろんな方の意見が聞けたら分かりやすいです。
名張をより良くするには地域でのコミュニケーションから土台を作っていくしかない。
困っている人、助けてほしい人が市政に相談できる窓口を増やしてもらいたい。
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93 131 高齢者福祉 福祉子ども部

高齢になり先行き不安を覚えるのが　介護　そして一人になった時施設に入る事が出来ない。と言うのも　金銭の問題です。
健康で有ればいいのですが、そのために今頑張って自分で出来る運動しています。
老後安心して入る施設（誰でもが）

94 131 高齢者福祉 福祉子ども部

高齢化が進みます。施設の充実を。

95 131 高齢者福祉 福祉子ども部

現在、自家用車の使用により買い物等を行い生活しているが、今後どのような高齢者対策がなされるか検討してほしい。

96 131 高齢者福祉 福祉子ども部

現在健康であるが身体の自由がきかなくなった時に入ることの出来る低価格の施設があれば安心して豊かな自然の残るこの地に住み
続けられる。

97 131 高齢者福祉 福祉子ども部

　今後老齢化に向けての不安
現在の特別養護老人ホームは、基本的にユニット（個室）ケアーが中心になっていますが、（部屋の料金が必要）
年金が少ない等の理由で低所得の人が、入所困難で今後に向けて不安を抱いている人が沢山いると思います。
今後施設運営にあたり（部屋の料金がいらない）従来型（４人部屋等）の特別養護老人ホームの建設を希望します。

98 131 高齢者福祉 福祉子ども部
夫婦の高齢化と病気

99 131 高齢者福祉 福祉子ども部
将来の介護施設に入居できるかが心配

100 131 高齢者福祉 福祉子ども部
高齢者の孤立や生活（買い物、公共機関、病院）していくのに不便な状況なので、私たちや、私たちの親世代の老後が心配になる。

101 131 高齢者福祉 福祉子ども部 介護、福祉サービスの充実

102 131 高齢者福祉 福祉子ども部
高齢化が進むなか、年金生活者が多くなってくると思いますが、介護保険料や住民税、医療費の負担が、年金生活者にとって大きな
負担になってき、生活がしにくくなるのでは不安が大きいです。

103 131 高齢者福祉 福祉子ども部

約10年ほど、他県で働いて最近Uターンして感じたことは、福祉に関しての市民のレベルの低さです。市民だけでなく、福祉に関わるス
タッフの低レベルに他県とこんなに差があったのかととても驚いたとともに、ショックでもありました。
高齢者が多いにもかかわらず、意識の低さ、優しくない環境（車がないと生活できない。買物もバスを待っている際の時間つぶしの場な
ど）は、改善していって欲しいところです。
子どもから高齢者までに優しい環境を築くのは難しいとは思いますが、まず心の部分、意識の部分から、自分も含め変わっていかなけ
れば、もっと住みやすい「まち」になるのではないかと思います。
行政の方が先頭にたって、意識レベルを向上していって欲しいです。お願いします。

104 131 高齢者福祉 福祉子ども部 老後の生活も不安です。

105 131 高齢者福祉 福祉子ども部

定年金受給者が入れる介護施設少ない。
将来安心出来る環境を望む

106 131 高齢者福祉 福祉子ども部 福祉施設やサービスは充実してると思うが、月額利用料は年金だけでは、無理なので考えてほしいです。

107 131 高齢者福祉 福祉子ども部
よその県、市等は高齢者に色々とサービスが有りますが名張には何も有りませんね。考えてほしいと思います。

108 131 高齢者福祉 福祉子ども部
高齢化社会でこれからますます認知症の方が増えつつあると思います。認知症対応型のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑは特養に比べ費用が高すぎて、
長期では入れないので、もう少しなんとか安くなって欲しいと願っております。

109 131 高齢者福祉 福祉子ども部

名張市民も大半は老人が多くなり、スーパーにて買物も力がなく重い物が持てなく、自宅まで配達車が出来れば幸せに思い、又病院
に行くにもタクシー利用で費用がかかり、送迎車を時間きめて送迎していただけたら助かります。よろしくお願いいたします。

110 131 高齢者福祉 福祉子ども部
高齢の為、通院に交通が不便の為タクシーを使っている。治療費よりも通院の為のタクシー代が食費代よりも高くついている。

111 131 高齢者福祉 福祉子ども部

これから市内でも高齢化が進む中、老人間のコミュニケーションや独居老人への病院や買い物など安心して暮らせるか、今後不安があ
ります。

112 131 高齢者福祉 福祉子ども部
年をかさねるごとに思うことですが、老後、安心して（精神的にも身体的にも金銭的にも）、毎日を過ごすことが出来るまちづくりを望みま
す。よろしくお願いします。

113 131 高齢者福祉 福祉子ども部

高齢者の援助金を廃止してほしい。

114 131 高齢者福祉 福祉子ども部

名張で産まれて、育ち、名張以外では住んだ事のない生活を続けています。他所での暮らしがないので比較はできませんが、旧町の
街並にどんどん空地が増えて悲しいです。自分自身も旧町から新興住宅地に住居を移しましたが、名張には先祖の墓があり、この地で
死にたいと思っていますが、子供達が仕事のために名張には戻ることもなく、独居老人にはしたくないので、子供の近くで住んで欲しい
と言われています。
年老いてから他の場所で生活する事は大変むずかしい事だと思います。
独りでも最期まで住める環境がまだ名張には整っていないと思います。

115 131 高齢者福祉 福祉子ども部

名張は年をとると交通手段がタクシーにたよるしかない様な現状で家から外へ出る事が不便になる様な気がします。また小さな医院は
あっても入院できる病院が１つしかない為、病気になる事への不安も大きい。
年金生活になったら…日常生活を送る事への不安は大きい。少子化の今、子どもにたよる事も出来ず、施設に入る事も出来ず、どうす
れば良いのかと将来の事を考えると名張を出て、生活しやすい街へ行き暮らす事が今はベストな事かと考えています。
これからの名張は伊賀市の様にこれだけはという物に力を入れ市全体で協力できるものが必要かと思います。名張って…と問われても
説明できなのが現状です。

116 131 高齢者福祉 福祉子ども部

現在、私は６６才で定年退職後６年になります。母の介護で会社を辞め３年ほど面倒をみましたが、次に自分の順番が近づいていると
なると不安です。子ども達は独立して遠くに住んでいる中、１０年、２０年後どうしてるのだろうと考えるときがあります。老人が安心して暮
らせる環境
・医療体制が整っている。
・住みやすい（買物）環境
・治安がいいこと
・地域に活力、元気があること
など数えたらきりがありませんが、みんな前向きに地域で考え、協働していくことが大事だと思います。

117 131 高齢者福祉 福祉子ども部 老人福祉の充実。
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118 131 高齢者福祉 福祉子ども部

名張に移住して、３０年以上たちました。学校でのＰＴＡの活動、自治会の役を通じて親しく交流する事が出来ました。でも移住をしてき
て大変だったのは物の高さでした。以前住んでいた町の１割から２割程高かったように思われます。今現在、スーパーは多く作られ値段
も格安になり、利便性は広がり、選択肢も広がり買い物がしやすくなりました。大半の方は現在住んでいる町に根をおろし終の棲家と考
えておられると思います。年齢が上がるにつけ、体力の衰えは勿論、進歩する通信機器の扱いに苦慮致します。高齢者も自立して生
活していくうえには、病気の予防や体力の維持の他に、通信機器を通じて関心事の情報を得て、より良く快適に暮らしていく事が課題
だと思います。生活全般のサービスは各自治体で取り組んで下さっていますが、地力（情報弱者にならない為）の分野でもサポートがあ
れば助かるのではないでしょうか。

119 131 高齢者福祉 福祉子ども部

親が高齢になるとき、介護サービスや地域コミュニティなどが充実しているのか知りたい。

120 131 高齢者福祉 福祉子ども部

老人が増えつつある世の中で福祉施設が多くできても年金の少ない人達が入所できるような施設を作って欲しいです。

121 131 高齢者福祉 福祉子ども部 高齢のため、あとどのぐらい生きられるか不安です。

122 132 障害者福祉 福祉子ども部
重度身体障害者　特に中途障害（20才～50才）が安心して暮らせる市にしてほしい

123 132 障害者福祉 福祉子ども部

私は障害者です。市民センターに入りたいのですが館長に入ったらだめいわれ習い事をしたいのですが
車椅子は奥の方にあり、取りにいけないのです
なぜ手前に置かないかたずねたら、玄関は盗られるいいました。スーパーや、医院は玄関に置いている
電動車椅子でも入れるように各市民センター作ってほしい
市民センターで各会合があっても行けない。
前例がないと言って拒否された
障害者でも入れる施設にしてほしい

124 132 障害者福祉 福祉子ども部
障害者による就労が少ない。もっと働き口があったらいいと思う。市内、地元で仕事がしたい。交通がだんだんと少なくなってきた。もっ
と利用者のために交通機関をなくさないでほしい。

125 132 障害者福祉 福祉子ども部

社会は健康な人達ばかりではありません。障害の人達もたくさんいます。何気ない言葉、態度、視線で悲しい思いを何度となくして来ま
した。誰だって好き好んで障害になったのではありません。産まれてきたのではなくありません。どうか暖かい優しい気持ち、おもいやり
の心でお願いします。

126 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部

夫婦共、地元が名張ではないため、友人が少ないので少しさみしい面がある。子育て広場は行っているが保育園に入ると行けなくなる
ので、休日でも行けるような場所がたくさんあるといい。

127 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部

１ヵ月ごろの自宅への赤ちゃん訪問、せっかく来てもらえるなら身長.体重ぐらい測ってほしかった。
（他の市（津、松阪等）に住んでいる友人たちはみんな測ってもらったと聞いていたので期待してた分少しがっかりしました）
住んでいる地域にも測ってくれるような所はあるけれど、体がしんどい、歩きでは行けない距離、１人で行くのは不安。なのでなかなか行
けず…でも大きくなっているかは気になる！とても。
自分でメジャーで測る、だっこして体重計ではかる事もできるけれど…
ちゃんとした人にしっかり測ってもらいたいのです！大きくなっていればそれでとても安心でき、心にゆとりもできると思います。
きっと２人目も名張で産むと思うので、期待しておきたいです。

128 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部
保育所の充実に力を入れて欲しい。

129 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部

名張市は伊賀市と比較して、子育て応援が充実していると思います。育休中も保育園の利用が出来る点が、本当に助かりました。名張
に住んでいて良かったと思いました。
小学校の児童クラブですが、１８時までのお迎えになっていて、現在、私自身、伊賀市で仕事に勤務しているので、１８時丁度の迎えが
間に合わない状況です。保育園のように１８時１５分まで、又は１９時までと時間をもう少しで良いので伸ばして欲しいです。もちろん延
長時間分の人件費のこともあると思うので、有料で良いと思います。

130 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部
高齢化に伴い、医療の充実と子どもが育てやすい環境の充実。

131 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部

名張市は今、大変な高齢化を迎え、数十年前とはとても変わってきている。そのため、いろいろな施設を増やしたり、古くなった物も手
を加えたり、お金がとても必要になってくる。これからその税金を納めてくれる、子どもに対しての手当てなどをもう少し考えてほしい。と
いうか、多子家庭に対する手当を厚くすることによって、１人より２人、２人より３人と子どもを産みたくなるようなそんな街にしていってほし
い。我が子、我が孫だけでなく、「子どもはみんな町の宝」という意識付けをし、もっと大切に育てられる町であってほしい。「男性も女性
も働ける町」を目指すよりも、母親が働きに出なくても安心して子育てに専念できる町であってほしい。小さなうちは、しっかり我が子を育
ててほしい。

132 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部

働く母子家庭への助成等について不満！！子どもを育てるために資格取得して一生懸命働いているのに、市や元夫などの助成で収
入を減らして申告している人が優遇されているように思う。しっかり調査していますか？本当に働けない理由が有れば、しっかりと市が
助成をしてあげれば良いと思うが、書面の調査だけでなく、しっかりと情報収集して欲しい！！

133 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部

今回の選挙で、候補者3名の公約の中で、小中学校の教育、若者の定住、呼込みは力を入れてる様には感じたが、誰一人として幼稚
園、保育園の待機児童について公約に掲げていなかった。だから正直、今回市長が誰になろうと良かったです。
若者の定住、若い夫婦（子育て有も含む）の移住を公約に掲げるなら、待機児童を何とかしないと無理だと思います。ましてや安心でき
る子育て環境を整備するみたいな公約もありましたが、意味があやふやすぎて、待機児童解決には全然期待できません。
　今後の市政で、待機児童について早期解決してくれる事をお願いしたいです。

134 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部

ひとむかし前に比べると、ずいぶんと離婚率が増えたように思います。一頃、こどもと関わることをしていましたが、小学1年生のこどもが
「どうせ」と自己否定していたのが印象的で。全体的にみても、いきいきしているはずのこどもがなんだかネガティブ。親の問題が原因だ
とわかっているのに、深入りできないし…ただただ「だいじょうぶだよ～」と見守ることしかできなくて、とてももどかしいおもいをしました。
泣いて笑って怒っていいんだよ～と　こどもたちがすなおになれる空間、環境が増えたらいいなーと思います。
はたまた、こどものともだちのような、おとなが増えたらいいな。とも思います。
わぁわぁはしゃいで　どろあそびして　たくさんケガして…ということができなくなっていることが、とても心苦しいです。なんとかして下さ
い。
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135 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部

私は体が健康ではない為、子どもを諦めました。決して「要らない」なんて思ったわけではありませんし、「産む事を放棄した」わけでもあ
りませんし、「楽をしたい」わけでもありません。しかし現実は、その様に誤解して、残酷な言葉で傷付ける人は少なくありません。母親に
なれば、子育てを通しての交流ができます。なので、私にはそれがなく、ずっと孤独でした。人と交流したい、話したい、なのにそう言う
場がない。子どもを産んで母親になった人達は、その人達同士で仲良くなり、私には入れませんでした。何故私は子どもを作れないの
かを説明しても、理解されないどころか笑われたり、本当に辛かったです。今４６歳です。４０過ぎればもうそんな思いをせずに済むのか
と思ったのですが「孫を産んだれ」と言われたり、ネット上でも私の事を名指しで「産む事を放棄したくせに」「年金もらうな！」などという
暴言を浴びせられたのは、今でも心の傷は癒えることなく思い出すだけで、心臓がバクバクして涙が出る事もあります。その書き込みを
見てしばらく立ち直れませんでした。いっぱい泣きましたし、この様に「産めない」「産めなかった」、子どもを持たない人生を選ぶしかな
かった人達の事ももっと考えて頂ければと。肩身の狭い思いをして生きるのは本当に辛いです。結婚している人皆が子どもを持てるの
が当たり前だなんて思わないで下さい。「少子化を促進している」と批判されても、こればかりは意思や努力の問題ではありません。負い
目を感じてしまいます。せめて、こちら側を傷付けないで頂きたいです。次世代の役に立つ事って何でしょう？その役目を果たせば心
ない言葉に傷つく事はなくなりますか？それだけでも教えて下さい。辛いです。

136 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部
子育てに力を入れすぎて、子のいない家は、何の恩恵も受けない。

137 134 社会保障 福祉子ども部 医療補助の充実不足（例えば65歳以上のインフルエンザ予防接種時の補助が、他市に比べ少ない。）

138 134 社会保障 福祉子ども部

介護保険を使わない人には何割か返金してほしい。

139 134 社会保障 福祉子ども部

生活保護について
医療　病院に行く時連絡を入れ、その病院に行きますが、他県のサービスは医療券を発行して行くので何かと携帯電話を持っていな
いので連絡するのが手間がかかるので少しでも見直してほしい
あともっと市民のための行政サービス等充実してほしいです

140 134 社会保障 福祉子ども部 生活保護の増加

141 134 社会保障 福祉子ども部

福祉を本当に求めている人に届いていないのでは？仕事をするまで名張が福祉にどのような取組をしているか知りませんでした。現
在、サービスを求めていない人も、いずれはと考え、もっと情報を広めて行くべきなのではと思う。

142 134 社会保障 福祉子ども部
高額医療の助成金が少ない。今働いても給料の半分とられる。働けなくなったら絶望的である。働いていても貯金を切り崩している。

143 134 社会保障 福祉子ども部
医療補助の充実は大変助かっています。

144 134 社会保障 福祉子ども部

仕方ないですが　税金が重くのしかかり　年金が絡むと家計がよりしんどくなり　幸福感が更になくなってきました
まじめにやってきた家系なのに…と思います。
少しゆとりのある生活したいですね

145 134 社会保障 福祉子ども部
生活不安（収入面）

146 134 社会保障 福祉子ども部

現在、夫婦共、持病があり通院生活をしております。又、夫婦共に障害認定を受けており、福祉/年金課　他の部署の方には大変お世
話になっております。

147 134 社会保障 福祉子ども部

うちは母子家庭です。行政ってほんとにお金の無いところからお金を取ろうとばかりします。無くてなくて困っていて相談に行ったにもか
かわらず、延滞金平気で1万円も付けられました。「相談に行きましたよね!?」と言っても、決まりですので！の一点張り。同じ母子家庭で
も、偽装離婚や、彼氏と住んでても手当満額もらってる人たくさん知ってます。中途半端に収入あれば手当も満額もらえず苦しい苦しい
生活です。ましてや、私は今病気で仕事が出来ていないので生活できません。弱い者いじめだなぁとつくづく思います。都会のように住
宅補助や子供の無償での塾もないですしね。

148 134 社会保障 福祉子ども部 足が不自由で痴呆症です。施設へ行くのもサービスを受けるのも嫌です。でも家では転倒して不自由です。

149 134 社会保障 福祉子ども部

一人ぐらしなので生活（年金ではやっていけない）
病気でもしても　どうしていいかわからない

市ホームページで見ることは　どうしていいかわからない

今は早く死ねたらいいなあ
そんなことを考えています

150 211 環境保全 地域環境部

市の中心地やニュータウンの中はきれいになって来ましたが、ウォーキングなどで少し離れた所を歩くとまだまだゴミの不法投棄が目に
つきます。

151 211 環境保全 地域環境部

八十才過ぎの老人です。リビングウイルに入会し（10年前に入っています。）ガン以外の老衰でも緩和医療を受けてやすらかにこの人
生をまっとうしたいと常々思っております。
空気のよい環境のよい所を求めて23年前桔梗が丘へまいりました。その頃2階から見える山々空気もよく、本当にうれしかったです。で
もここ数十年窓を開けます日も少なくなりました。PM2.5で山々は霞み、これからの子供達の健康が心配です。

152 211 環境保全 地域環境部

川が以前に比べてよごれてきている。泳げない！（これが名張の魅力で宣伝できる）町の発展＝環境の破壊を理解していない。どちら
も両立はできない。そんな国、世界中探してもどこにもない。もっと別のアプローチがあってもいいのでは？

153 211 環境保全 地域環境部
ゴミ袋が道路に平気で捨てていく人がいる。そこへ車に引かれて、あっちこっちにちらばり汚い。拾って行ってくれる方もいるのですが、
あとをたたない。どうしたらものかと思います。

154 211 環境保全 地域環境部
国道に面した所で住まいしているが運転マナーの悪さからタバコの吸い殻、空ペットボトル、空缶、ゴミ等が無造作に敷地内に捨てられ
困っている。時折広報等で指導してほしい。

155 211 環境保全 地域環境部

県、市、農道の田、畑、山すぐの端には何年過ぎても空缶、空ビン、中にゴミの入ったビニール袋がいくつもポイ捨てになって困ってい
ます。一人一人が気を付けて持ち帰るかごみ箱に捨ててほしいです。
７０年以上名張市に住んで桔梗が丘が山々やった頃、電車で名張まで学校（中・高）へ通っていました。それから随分変わって団地が
沢山出来て名張駅も変わり鴻之台が中心になり便利になりました。名張は素晴らしい町です。生まれてきて良かったし、名張で住んで
良かったです。

156 211 環境保全 地域環境部
夜間に、R368アピタ方面へ向かう道路での暴走行為（騒音）が激しい。非常に迷惑です。生活環境が良くならない一因です。
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157 211 環境保全 地域環境部

亀井利克市長には、市政にご苦労されている事と存じます。扨、私の拙い希望ですが、現代は名張市に住む人も多様化しています。
年金生活者や他県で収入を得て生活を行い、自然豊かな住宅環境を名張市に求める人も多く居ます。経済発展についても意見が異
なる事をご理解頂いて名張市の舵取りをよろしくお願いします。浸透性農薬による生態系の破壊や、森林伐採による環境破壊が心配さ
れています。名張市の長所は自然豊かな環境で、大都会の様な快適な暮しでは無いと思います。自然は放置すれど自然ですが、「人
間に快適な自然」とはどの様なものかを追求して次世代に残す事が大切と思います。巨大な煙突から煙を出す工場や、巨大なビル
ディングは似合わないのが名張市です。求めるものはこの世のユートピア、人間も自然動物も安心して暮らせるまちづくりです。

158 222 循環型社会 地域環境部

ゴミの分別は特に悪い。私が住む地域は皆さんが協力して下さってるのでほとんどそんな事はないのですが、マンション　アパートなど
は、誰かがやってくれるだろうと思われてる方が多い。何度か管理されてる方のところへ住人の方に注意をして下さるようお願いしまし
た。出し方がわかってられないのも事実なので、もっと1から教えてあげられる場を設けて下さい。

159 222 循環型社会 地域環境部
ごみ問題、資源ごみの再利用分別をきっちりしてきれいな町にしていく。

160 222 循環型社会 地域環境部

ゴミ収集の件ですが現在、ごみ収集所に出すようになっています。カラスに荒らされないようネットの組立と掃除とするのです。各家庭ご
とにゴミを出せばその当番もいらないし分別されてなくて残されていても自分の家のゴミなので責任を持って処理されると思います。各
家庭ごとに収集をしてほしいと思います。

161 222 循環型社会 地域環境部

ゴミ袋が名張市は高いです。もっと安くして下さい。燃えるゴミ以外のゴミ袋が指定なのにびっくりしました。伊賀では普通の袋で捨てて
いたので名張も透明や半透明の袋で捨てられるようにお願いします。ゴミの分別の紙の記載がわかりにくいです。もっと何日、何曜日に
何をどうやって出すかを詳しく知りたい。市役所が１個所しかないので駐車場や窓口が混むのをどうしたら良くなるか対策を考えてほし
いです。

162 231 防災・減災 危機管理室

特に災害についてお願い。近年風水害の被害が減少しています。これは関係する職場の方々の配慮によるものであり感謝致しており
ます。去る２１号の台風で私達も避難するため４km近くある体育館に向い受付を終えましたが避難所とは思われず１枚の毛布で寒さを
凍えている現状でした。避難所であればそれぞれの設備も完備していただきたいと思います。その現状を市長も見ておられました。

163 231 防災・減災 危機管理室 南海トラフ地震に対応する備え、及び市民への具体的行動例の周知、訓練の実施

164 231 防災・減災 危機管理室
錦滝橋、名張大橋付近の土砂の堆積を撤去して頂き、ありがとうございました。今後河川管理をよろしくお願い致します。

165 231 防災・減災 危機管理室

市の管理ではないと思うが　名張川に土砂の堆積が著しく進んでおり洪水の危険を強く感じている。早急な除却が望まれる。

166 231 防災・減災 危機管理室
名張市は自然災害が今のところないので安心しているが、油断大敵。

167 232 防犯・交通安全 危機管理室
予算が厳しいとは思いますが、道路標示が消えかけているところが多いと感じる。事故防止のため、表示は消えかけてきたらすぐに塗る
などの対応をお願いしたい。

168 232 防犯・交通安全 危機管理室

Ｒ368から桔梗が丘～西原へ行く道中に有る信号、右へ北中方面に行くのに信号が右折できる⇒矢印を信号機に付けて欲しい。交通
量が多い為、右折する時にキケン。

169 232 防犯・交通安全 危機管理室

　赤目保育所と錦生赤目小学校前の道路の幅が狭く、保護者が小学校で行われているサッカー等の送迎で使用されることもあり、車の
対向時に住民である私は非常に不便さと危険性を感じている。
水路（溝）上にグレーチングが敷かれているのは一部なので、車の通行をスムーズにするために、市の予算で水路上に全てグレーチン
グを置いて安全性を高めてほしい。

170 232 防犯・交通安全 危機管理室

名張で住むようになって、8年くらいですが、道路環境が悪いので、びっくりした。
みぞにフタがない道路がほとんどといっていいくらいなので、そのせいか、車がみぞにはまりこんでいるのを今までで何台も見たことがあ
る。
街灯もとても少ないので、夜歩いて出かけるのはとても無理な状況ですね。
もっと予算をとって、整備してほしいです。

171 232 防犯・交通安全 危機管理室 いきいきから夏秋に向かう道路に街灯が欲しい。

172 232 防犯・交通安全 危機管理室

（美旗）小学校の下校なんですが、夕方になると下校している子どもたちの姿をよく見ますが、本当に子どもだけでその横では大きなト
ラックは通るし、信号を無視する車も通っています。他の団地などで話を聞くと、゛見守り隊″などの地域の方々がきっちり子ども達の横
をついて一緒に帰ってくれているみたいです。つつじや百合より、美旗地区は本当に車通りも多く、トラックもたくさん通ります。本当に
危ない地区なのに、誰もついて帰らないのが不思議で仕方ないです。学校を出てすぐの小さい信号の交差点にノーベル、トナミの大き
なトラックが通ってます。もうちょっと考えていただきたいと思います。

173 232 防犯・交通安全 危機管理室

駅前から錦生赤目小学校までの道路が夜間は明るさが乏しいので、ブルーライトの街頭をつけてほしい。

174 232 防犯・交通安全 危機管理室

すみませんがお願い致します。
ふくにし老人病院で介護の仕事をさせて頂いている者です。時々、自転車で通勤する時もあります。帰り遅い時はＰＭ８時すぎになる
時もあります。（週３回）ふくにし病院の裏の道から帰って来ます。あの道は街灯がついていても大変暗くて怖いです。すみませんが蔵
持の農協の手前まででも明るい街灯をつけて頂ければうれしく思います。高校生も通っている時もあります。よろしくお願い致します。こ
の場をおかりして大変申し訳ありません。

175 233 消防・救急 消防本部
救急、当番制（救急車）を 市内に住んでられる方はできるだけ市内へ搬送してほしいです。

176 233 消防・救急 消防本部
緊急体制に不安があります

177 233 消防・救急 消防本部

何年か前のお盆に主人が手に大けがをして、救急車を呼ぶのが悪いと思い消防署に問い合わせしたのですが、いろいろタライまわし
され、最終的には救急車で上野まで行くことになり非常に困りました。そのあたりの事ももう少し整備いただけたら助かります。

178 233 消防・救急 消防本部
救急体制の充実。

179 233 消防・救急 消防本部
ドクターヘリに関して市のとりくみを知りたい

180 242 都市計画 都市整備部
旧町の街づくり（水路）整備

181 242 都市計画 都市整備部

近所でも一人暮らしの方がおられるので、買い物等、身近な事が出来ない人がこれから増えて来るので統計をとって、半径何キロ位に
何があれば生活しやすいか、調べては？外国（先進国の一部）みたいに一極集中せずに生活できるかも。
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182 242 都市計画 都市整備部

効率的な都市計画の実現…公共機関、施設や商業施設を同一地域に集中した都市計画を望む。例えば、市役所、市民病院、武道館
など、距離が離れており、交通の利便性も悪いため、高齢者にとっては市役所に行くことも大変な苦労となっている。高齢になり、運転
免許証を返納し、自家用車も廃車しており、買い物にも不便を感じている。先般、住宅の長い坂道を高齢の老婆が市内のスーパーで
食品を買い込み、手押し車に積んで一歩一歩押して歩いているのを見ました。この老婆に話を聞くと、重い荷物を抱えてバスにも乗れ
ないし、生活のためには致し方ない状況とのことでした。(近い将来の我が身と重なる思い）行政は個々の問題に対応出来ないことは理
解できますが、今後、高齢者が激増する現実を踏まえて市民の生活実態に適応した対策を市政に反映して欲しい。

183 242 都市計画 都市整備部

私は大阪から約27年前にここに転入して来ました。電気、水道、GAS、水洗トイレは常識として設置出来ていると思っていましたが、現
実は違っていたのでショックを受けた事を覚えています。
土地価格が下落した今、水道引込、下水道放流等の費用が土地代を上回る場所も存在する。市として生活インフラ設備の再設備を検
討して頂きたい。

184 242 都市計画 都市整備部
おおむね「そこそこ」の街。名張駅周辺の古い町並みをもっと活かせないものか？

185 242 都市計画 都市整備部

生活するのには住みやすいのですが、それ以上でもそれ以下でもありません。関西方面、名古屋方面どちらにも行きやすいけど、愛着
があるわけではないので、何となく住んでいる。といった人が多い気がします。私もそうです。名張市のカラーが必要なら、まず駅前を整
備するところから始めてはいかがでしょうか。入口が雑然としすぎているので。

186 242 都市計画 都市整備部 景色がきれいで散歩にも良いので心がゆったりして良い。

187 242 都市計画 都市整備部

旧町のインフラの整備を。空き家問題より、町の生まれ変わりです。各家に車が４台ぐらい停められるような広くて明るい住環境になれ
ば、若者も戻って来ますし、活発な町になります。道路の付け替えや、上下水道等々の整備は市でなければできないでしょう。

188 243 交通計画 都市整備部

・高齢となり車に乗れなくなったときに買い物が不便になりそうで心配

189 243 交通計画 都市整備部
三交バスの最終便がなくなりました…？以前の様に0：00過ぎの最終バスを発車させてほしいです。〈百合が丘行です〉

190 243 交通計画 都市整備部
交通、バス料金、他県とくらべて高い

191 243 交通計画 都市整備部

この先免許証を返納した場合の、日常の買い物や病院通いにも不安があります。（はたっこ号は料金も高いし本数も少ない）

192 243 交通計画 都市整備部

70歳以上の人のバス代を無料にする。

193 243 交通計画 都市整備部

老人になった時に住みにくいと感じる。
（坂が多いので、どうしても車を運転しないと不便）子どもたちを育てても、みんな就職や交通の不便を感じて都会へ出て帰ってこない。
体が不自由になってきた時に、不安を感じる。

194 243 交通計画 都市整備部

車に乗れない状態になった時、市立病院に行く為の交通がとても不便で、車に誰も乗せてくれなければ時間通りに通院する場合タク
シーしかなく、往復１万円くらいはかかる。それが今でもたまに来院するが出費が多く公共のバス等の充実を切に希望します。
名張に住み続けるのは無理になると思います。

195 243 交通計画 都市整備部
市内の大きい商業施設と住宅地を直結するバス路線をつくる。高齢化して家の中に閉じこもる環境にならないよう、家から出やすい状
況をつくる

196 243 交通計画 都市整備部

現在時々、桔梗が丘の駅を利用しており、自転車を使いたいのですが、近鉄百貨店が閉店してから周りの自転車置き場から自転車、
バイク等が閉め出されています。
月極めの場所はありますが、時々使いたい人の自転車置き場がなく困っています。
時間制で料金を払っても良いので、設置の検討をよろしくお願いいたします。

197 243 交通計画 都市整備部

名張市にきて38年ぐらいになりますが、あまり変わらない事が多くあります。
これから車が乗れなくなった時や、病院に行くのも歩いていけなくなる事も多くなって、一大事になった時に困ることになります。
若い時にはいい所だったのですが　今になってみたら車で行かないと買物にも困りますし、電車に乗るにも（駅）まで歩いて行かないと
いけない事にすごく困ることですね。
交通の便利が一番ですね！

198 243 交通計画 都市整備部

これから高齢になり、車の運転が出来なくなった時に、買物、病院、市役所等へ出掛ける足が無くなるのが不安。
特に駅から遠いマーケットしか無くなった今は、買物難民になりそう。
自然がある名張に住み続けようと思っていたけど、便利さを優先して大都市に戻る事も考え始めている。

199 243 交通計画 都市整備部

振興住宅で住んでいては住宅地に買い物に行ける店舗もなく自動車に乗れなくなると買い物難民になってしまいます。
行政のサービスが無くては大変生活が難しくなってくるのが想像できます。
コミュニティバスが走っているのは一部地域のみで、名張市全域が平等に利用できていないように思います。
名張市内には子供も減少して、老人が増えています。
もっと若者が住める魅力のある街づくりをしてほしいと願います。

200 243 交通計画 都市整備部
赤目地区にもコミュニティーバスがほしいですネ…

201 243 交通計画 都市整備部

「名張市は車社会だ」と時どき聞くが、すずらん台は特に車社会であり、通学・通勤のとき、自家用車なら１０分～３０分で済むところを公
共交通を利用すると、場所によっては１時間以上かかることがある。
バスが美旗や青山町に向かわず、桔梗が丘にしか行かないのが原因だと思う。外出しようにも、一時間に一本しかないバスや、その交
通費がネックとなり、思うように動けない。

202 243 交通計画 都市整備部
現在は車に乗っていますが、乗れなくなった時の買い物等不安に感じております。

203 243 交通計画 都市整備部

75才をすぎれば運転免許証を返納したいが、買物や通院手段がなく不便になる。

204 243 交通計画 都市整備部

近鉄が桔梗が丘を放棄した。
大阪への通勤通学がよりひどくなった。
バスの運用が一部地域のため、高齢者になれば引っ越すしかない。
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205 243 交通計画 都市整備部

もっと公共の交通機関を増やしてほしいです。
（運転することができない人や、お年寄りの方がもっと行動しやすくするために）

206 243 交通計画 都市整備部
ひとり暮らしになった時の生活でいつまで車を運転できるか？

207 243 交通計画 都市整備部

高齢者がどんどん増加し、車の運転も出来なくなった時に市内の病院、ショッピングセンター、福祉会館など、拠点を結んで走るコミュ
ニティーバスはとても便利で助かりますが、もう少し走行箇所を細かく、常に循環している様に時間（運行数）を多くして頂きたい。

208 243 交通計画 都市整備部

車がないと住めない町。コミュニティーバスがあっても今まで自分たちで車に乗っていたようには動けないですものね。

209 243 交通計画 都市整備部

バス代無料にしてほしい

210 243 交通計画 都市整備部

通勤時間のバスの本数が減って不便

211 243 交通計画 都市整備部

生活環境の多くを車での移動を条件に整備されている。車の利用が困難な高齢者にとって買物や医療機関への移動手段を確保でき
るような取り組みが必要だと思います。

212 243 交通計画 都市整備部
青峰高校（バス+近鉄）交通費が高すぎ（近いのに…)

213 243 交通計画 都市整備部

名張は静かで環境はいいし、外食産業も多種多様であると思いますし、車さえあれば便利な街であると思います。
但し、最近スーパーが減ってきている。また、根本的な問題として高齢になり車の運転が困難になった時には非常に不便な環境に変
わってしまうでしょうし、不安を感じます。
そこで、難しい面もあると思いますが、買い物に行くためだけではなく、医療機関に通院しやすいということも含め、公共交通機関の充
実を望みます。

214 243 交通計画 都市整備部

名張市内のバスの本数を増やしてほしい。車移動ばかりでなく、高齢者がバス移動出来るよう路線の見直しが必要でないか。

215 243 交通計画 都市整備部

もっと年老いて、自動車の運転が無理になったら、買物　他の外出には不便だなーと、少し不安があるが、コミュニティーバスや、地域
の方の車手配など、知恵を出し合って対処していけると思っている。

216 243 交通計画 都市整備部

これからの高齢化に向けて、自動車を運転出来ない高齢者及び障害者の日常生活が不安であり、そういう市民に対応する為に、「市
営コミュニティーバス」の増設と路線見直し、また、三重交通バスの路線及びダイヤ見直しの働きかけをしてほしい。
また、名張に人が集まりやすくする為に、子育て世代に対し、環境の良いベッドタウンとしてのアピールを行い、衣食住の環境整備は勿
論、近鉄に対して通勤のしやすいダイヤを整備してもらうように要請すると共に、公共交通機関と協力しての「生活しやすいまちづくり」
を推進していただきたい。

217 243 交通計画 都市整備部

環境が良い地域で住み続けたいと思う街にするためには老後の不安を少しでも解消する必要があり、交通機関の整備充実とりわけ救
急体制の充実が急務と思われる。

218 243 交通計画 都市整備部

高齢化による交通事故、交通違反の増加

219 243 交通計画 都市整備部

今は主人に、病院、買い物は行ってもらっていますが、主人もいつまで車に乗れるかわからないので不安です。電車を使うにしても、駅
までの時間、又、名張駅から病院、買い物の時間、足が大変ですのでいつも不安です。タクシーを使えば楽ですが、お金がかかるので
困っています。

220 243 交通計画 都市整備部

団地は坂が多く、お年寄りや障害のある方は、買い物や通院などが大変そうだと思う（自分の将来にも不安がある）。また、住宅地は昼
間など特に人気が無く、危ないと思う。防犯パトロールを増やした方が良いと感じる（出来れば防犯カメラも）。　バスの時刻と電車が
合っていないため、通学、通勤に無駄な待ち時間が出来てしまうので非常に不便（特に名古屋方面は大阪方面以上に）。衣服や化粧
品（ブランド）を購入できる店が無いのが不便。レジャー施設が少ない。高齢者の自動車の運転は、適性検査を行い、不合格者は公共
交通機関を使った方が、自動車事故を減らせると思う。公共交通機関や、定額のバス、タクシーなどを増やす必要があると思う。

221 243 交通計画 都市整備部

移動手段について
　今は自分で運転していますが、将来運転できなくなった時、自宅からバス停まで遠いし坂も多いので、買い物、通院等が不安。

222 243 交通計画 都市整備部 コミュニティバスの充実、タクシーの半額とか、よろしく。

223 243 交通計画 都市整備部
バスの本数が少ない。

224 243 交通計画 都市整備部
桔梗が丘駅における近鉄電車と三交バスの連携が悪い。トラブルで電車が遅れてもバスは出発してしまい、乗り遅れがある。バスは待
つべき！

225 243 交通計画 都市整備部

朝夕の交通渋滞について　交通手段が車に集中し、道路が限られている中、ある程度は仕方ないとは思いますが閉口しています。公
共交通機関の充実や、いっそ市全体でのフレックス制に大胆に取り組んでみては・・・とさえ思います。

226 243 交通計画 都市整備部
土日のバスについて　コミュニティバスが土日には運行が極端に少なく不便です。割高でも良いので運行を増やしてほしいです。

227 243 交通計画 都市整備部

大阪のベッドタウンとして開発されたと聞いています。ここ何年かの間で、近鉄電車のダイヤ改正により、大阪方面、中川方面への通勤
が不便になった様に感じます。津方面からだと中川の乗り継ぎがなかったりするので、本当なら津にでも引っ越したいところですが、子
どもの医療費が中学生まで無料になったり、子供の医療体制が整ったりと、子育ての面に関してはよくなってきていると感じるので、決
心がつかない状態です。若い間はいいですが、蔵持はバス停も少なく、公共交通機関で出かけるのは大変です。老人になった時、病
院通いが必要になった時、車を手放したい時・・・移動手段を考えると不安です。

228 243 交通計画 都市整備部
コミュニティバスを増やしてほしい。

229 243 交通計画 都市整備部

コミュニティバスのもう少し細やかな運行を希望します。現在私はマイカーで多くの行動をしていますが、近隣の私より高齢の方たちが
ナッキー号に乗るために相当早く家を出られます。私の地域にも停留所が有ればと日頃感じています。自分自身遠くない将来に利用
させていただく事になると思いますし・・・。

230 243 交通計画 都市整備部

運転をして通勤をしていますが、いずれは運転免許を返納した場合。お買い物や地方に行く為の交通手段がない時など、どの様な措
置をしていただけるのか心配します。現在はコミュニティバスが運行していますが、なくなった時はどうするのでしょうか。今は近くの駅ま
で行ってくれているようですが、コミュニティバスがなくなった場合、不安を感じます。
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231 243 交通計画 都市整備部
私たちの住んでいる地区は交通の手段がないのでかんがえてほしい。年令が上がって行ったらどうなるかと考えると不安でたまらない。
他地区（市内）に移住も考えている次第です。

232 243 交通計画 都市整備部

公共交通について、年々バスの運行本数が減って、土日祝には電車下車後、駅で３０分ほどの待ち時間を要する。利便性が悪い→乗
客が減る→本数削減　まさに負のスパイラル。

233 243 交通計画 都市整備部

将来の交通の利便について
村落在住の私にとって現在は、市役所や病院などへの交通手段はマイカーですが、老齢になり自動車の運転が不可能になった時のこ
とが不安です。地域運営のバスを利用するようにも心がけていますが便数が少なく便利とは言えません。

234 243 交通計画 都市整備部
公共交通について、高齢化社会の為、買い物、通院など地域コミュニティバス、三重交通の路線バスなど考え、快適に生活が出来る様
にしてほしいです。

235 243 交通計画 都市整備部 交通の便利が梅が丘迄100円バスがあればいいなあと。将来お金が不安、生活していけるか心配です。

236 243 交通計画 都市整備部

バス等の不便（赤目から名張のスーパーなどに行く）です。今はまだ元気ですが、車がないとどこにもいけません。もっと中心地だけで
なく細かい交通網が欲しいです。

237 243 交通計画 都市整備部 バスが少ない。電車と合わない。

238 243 交通計画 都市整備部

市がどんな催し物を計画して下さっても田舎の年寄りには何にもならない。第１、バス停まで１時間ぐらいかかり帰りは坂道なため時間
はもっとかかる。

239 243 交通計画 都市整備部 高齢化になり病院や買い物など車の運転ができなくなる不安があり、バスなどもっと運行してほしい。

240 243 交通計画 都市整備部

近鉄電車の時間帯別本数や急行本数など以前より悪くなっている。バスの運行内容（便数や時間別など）も悪くなっており、公共交通
機関としての役割を果たしていない。

241 243 交通計画 都市整備部
年寄りが多くなるので買物バスを各地区で月１度運行してほしい。

242 243 交通計画 都市整備部
公共交通機関が不便すぎる。三重交通バス代高すぎる。家と駅の往復でかなりの時間とお金がとられる。不便すぎて、祖母（運転免許
書変換済み）の生活が心配。

243 243 交通計画 都市整備部
車でしか移動できないので、バスの本数を増やしてほしい。

244 243 交通計画 都市整備部
山間である為第１に交通の便が不安。現在は自動車の運転が出来るので不便を感じないがこれから何年か先どうなる事だろうという不
安はいつもある。若者がいない老人ばかりが残ってどうしていけば良い事か。

245 243 交通計画 都市整備部
高齢による運転免許証の返納したくても都会のように交通の便が悪いの返納しにくい対策。

246 243 交通計画 都市整備部
団地の多くは高齢化がすすんでいるし、交通の移動方法は自家用車に多くたよっているのが現状であるので、これから先、生活してい
く上においてとても不安に感じている。

247 243 交通計画 都市整備部
交通不便などで車を使用できなくなってからの不安。（今は車を使って行動しているが、自分で運転できなくなった時の不安）

248 243 交通計画 都市整備部
今は車に乗っているが、車に乗らなくなった時、病院へ行ったりが不便になる。バス代も高く、本数も減り、タクシーになると費用もかさ
む。

249 243 交通計画 都市整備部

いつも市民の為にご尽力いただきありがとうございます。
名張市に引越して来て３０年になります。引っ越してきたころはスーパーも少なく不便に思っていましたが、今は「住めば都」とてもいい
市だと思います。しかし近い将来、車に乗れなくなった時、通院や買い物等色々不安になりもっと便利な市へ移住しようと考えている人
はたくさんいます。私もその１人です。そのような人のために行政と市民が一丸となり何か考え実行していけば名張市を出ていく人も減
りもっと魅力のある市になるのではないでしょうか。

250 243 交通計画 都市整備部

今は車の運転ができるので、市内移動に不便は感じませんが、車がなくなったら本当に生活しにくい町だと思います。それで名張を離
れた友人もいます。市民になにか還元されているとは全く感じられず、申し訳ないですが、市政は給料どろぼうだと感じています。

251 243 交通計画 都市整備部

地域によっては、車のない方が住みにくいと思う。バスの本数が少なくて、外出できる時間が限られるのでは…。

252 243 交通計画 都市整備部
コミュニティバスなど買物バスなどないので交通が不便です。名張駅とか市役所回りのバスがほしいです。不便な所で高齢者には交通
の不便です。

253 243 交通計画 都市整備部

交通のバス代が高いこと。バス代は利用する子育て中の家族になると家計に大きな負担がかかり、自動車で送迎となっています。

254 243 交通計画 都市整備部
７時頃の名張駅東口の待つ車の渋滞はすごく、バスがとても困りますし、警察も見回りもありません。

255 243 交通計画 都市整備部

高齢者が免許証を返上するとバス代が割り引かれる制度は良いかなと思いますが、地域の立地状況を考えると返上することもいかがな
ものかとも考えています。

256 243 交通計画 都市整備部

高齢者の免許証返納が言われていますが、名張市の場合はコミュニティバス等の取り入れている地域もありますが、地域差があり二の
足をふむ人も多いと思われますので、テレビのコマーシャルでしている乗り合いタクシーの導入等を考える必要が急務と思います。

257 243 交通計画 都市整備部 バスが廃止となり、極めて不便である。コミュニティバスのもう少し便利な運行を検討してほしい。

258 243 交通計画 都市整備部
マイカー時代といっても運転出来ない私たちは交通機関がすべてです。年々、バスの回数が減り、歩いてばかりです。もっとバスを走ら
せて下さい。

259 243 交通計画 都市整備部
年がいってから病院にかかったり買い物が不便である。大きな病気になった場合、近くでみてもらえない。電車が近鉄だけなので止まる
と困る。

260 243 交通計画 都市整備部

現在はまだ50代でまだまだ元気で車にも乗り働いているが、60才、70才になり車が乗れなくなった時、梅ヶ丘の様な坂の団地には不安
を覚える。
現在病院もおおふち先生のみ、高齢になってなくなったらどうしよう？
大阪の様にバス等が安く乗れる様になれば少しはいいのかな？

261 243 交通計画 都市整備部
団地内にもコミュニティーバスを走らせてほしい。
小規模なスーパーしかない。もう少し駅前に衣料品などをあつかうお店がほしい。

262 243 交通計画 都市整備部
交通手段は、自家用車がなければ生活できない。
老後は不安を感じます。

263 243 交通計画 都市整備部

駅前のロータリーが利用者に不適切。一般車が待機（子どもの送り迎えなどの）する場所がどんどん狭まっている。（特に西口は有料駐
車場が拡張されて非常に不便）西口はバスの出入りが占めているので歩行者が非常に危険な目に合いやすい。（ロータリーの整備が
必要）

264 243 交通計画 都市整備部

公共交通の不備が心配。
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265 243 交通計画 都市整備部

私は、現在53歳でおかげ様で健康に日々を暮しています。しかし当市では車がないと掛かり付けの医院や日々の買い物にも苦労する
ため、いつまで運転ができるのかと老後を考えた場合、漠然とした不安を感じています。
　そのためにも百合バスや地域コミュニティーバス「ナッキー号」等の充実を望みたく思います。

266 243 交通計画 都市整備部

いわゆる住宅地に住んでいるので、日常生活で車は不可欠。今後高齢になっていった時に、自力での運転が困難となった時、バスの
入用しかない。バスは運賃が高く、本数も少なくかなり不安がある。

267 243 交通計画 都市整備部

交通の確保

268 243 交通計画 都市整備部

路駐が多くて困っているので市営駐車場を作って利用しやすいように料金を安くするなど路駐を減らしてほしいです。
よろしくお願いします。

269 251 住宅・住環境 都市整備部

市営住宅とか「住」に関して何かできないか？意外に家賃とか高い。「空家バンク」も結局は不動産屋に「まるなげ」機能していない。

270 251 住宅・住環境 都市整備部

高齢化に伴う、土地、住環境をどのようにしていくか？空地、空住宅の問題をどのようにしていくのか、どのように活用していくのか。

271 251 住宅・住環境 都市整備部

空家対策

272 251 住宅・住環境 都市整備部
空き家が多くなりそうなこと。

273 251 住宅・住環境 都市整備部

空家が増加し、雑草等が放置されている。
防犯、　防火等において不安がある。

274 251 住宅・住環境 都市整備部
住民の高齢化により、空き家が少しずつ増えてきているのが、この先どうなっていくのか不安です。

275 251 住宅・住環境 都市整備部
空家対策

276 251 住宅・住環境 都市整備部
空家対策への取組み強化

277 251 住宅・住環境 都市整備部
桔梗が丘には空家が増えているが、壊れかけた家を放置しないように（法律上のこともあるかと思いますが、もし火災などが起こると大変
なことになる。）指導して欲しい。

278 251 住宅・住環境 都市整備部

少子高齢化による空き家問題…先日も広島で脱走犯がなかなか見つからす、その近辺の空き家の多さにも問題があると思った。空き
家を放置しておく事は犯罪の温床にもなり得る。また、放火なども心配な要因である。実際、私の住んでいる地区にも何軒か空き家があ
るので、心配です。

279 251 住宅・住環境 都市整備部

隣に40年前に不在になり、2階が崩れ、室内が丸見えになっている空家があります。以前そこから人が出てきたこともあり、火災も心配で
す。区で所有者を探してもらっていましたが、今はわからなくなっているようで、手を打ってもらっていません。道にゴミや屋根が落ちた
り、台風の度にトタンなど飛んできたりします。子供達には上に注意して通るように言い聞かせています。（瓦が落ちて来るので）いつま
でこの不安な状態が続くのか。一日も早く解決することを願います。

280 251 住宅・住環境 都市整備部
空き家対策を早くして下さい。（入居できそうな所もあってもったいないので）

281 251 住宅・住環境 都市整備部

私の死亡後、残された自宅が速やかに売却できるか、現在も空き家が多いなか心配です。又、長く空家になると防犯上も気がかりで
す。

282 251 住宅・住環境 都市整備部
学校統廃合により若者は学校近くに移り住み、田舎は空家が増えてきている対策が要。

283 251 住宅・住環境 都市整備部
高齢化に伴い、空家の増加があり、草木などが荒れほうだい（草木除去費用等確保するための固定資産税等の増加を希望）

284 251 住宅・住環境 都市整備部

当団地も高齢化が進み、空家が散見されます。この空家の有効な活用はないでしょうか。私有財産との関連で難題かも知れませんが。

285 251 住宅・住環境 都市整備部

団地の空き家や土地を何かに利用できませんか？

286 252 道路整備 都市整備部
梅が丘内の路上駐車と、朝（出勤時間）のS字坂から57号線に出るまでの渋滞をどうにかしてほしいです

287 252 道路整備 都市整備部

マックスバリュー以外のスーパー等、道も坂が多く歩くのに不便を感じている。

288 252 道路整備 都市整備部

名張から名阪国道へ直結の道路の施策を真剣に考えてほしい。名張の経済発展の為。大変な事業とは思うが…。取り組みが遅いくら
いで20年程前から思っていたが、いっこう市の施策に上がってこないように思える。（市長の息のかかった地域の発展ばかりが目につ
く。）

289 252 道路整備 都市整備部
自転車走行レーンの未整備（歩道との共用以外）

290 252 道路整備 都市整備部

R165の交通混雑解消への取組み

291 252 道路整備 都市整備部

特に夕方以降の名張駅付近、交通混雑の解消への取組み（バス、タクシー通行区域と一般車両区域の分離など）

292 252 道路整備 都市整備部

名張市から伊賀市に行く道路を増やしてほしい。通勤時の渋滞がひどい。

293 252 道路整備 都市整備部 国道１６５号線の片側２車線化

294 252 道路整備 都市整備部 R368　道路開発20年以上かかっても4車線出来ない。

295 252 道路整備 都市整備部

歩道をつけるべきところが各所にあると思います。路上駐車が最近増えてきているようです。三交バス、マナーの注意はよいと思います
が、過剰でうるさい。（携帯電話の場合などは緊急に連絡が必要な場合もあるので）

296 252 道路整備 都市整備部 道路環境も整備が進んでいなく、交通停滞が解消されていないままです。

297 252 道路整備 都市整備部 赤目口駅から赤目の滝までの道路の整備の充実化をお願いします。

298 252 道路整備 都市整備部 １６５号線も四車線にして、他県から多くの人が渋滞なくこれるようにして下さい。
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299 252 道路整備 都市整備部
特に、大阪、奈良方面の道路整備・利便性を高めてほしい。

300 252 道路整備 都市整備部
街灯が少なく、夜普通に歩くのも怖い。車社会ではあるが、歩行者等への対応もお願いしたいです。また、奈良、伊賀、津等の周辺都
市へのアクセスが良くなると便利になってありがたいです。

301 252 道路整備 都市整備部

道場から蔵持マックスバリューの方に抜ける道
途中で工事が止まりあまりに長すぎます。一日も早くつくって便利にしてください。
先日も細い道を通る車が田んぼに落ちたり、すれ違いにぶつかったり、一日も早く仕事を進めて下さい。

302 252 道路整備 都市整備部
道路の凹の補修を進めるパトロールをする。

303 252 道路整備 都市整備部

家の前の道路、割れ目が出ている。昔に比べ車の通る数も多く振動も激しい。
昨年役所に依頼し、職員はすぐ見に来たが、予算がないと言った。再度区長に言い補修してもらった。が、別の所が割れ目が出てい
る。
市民が強く言わないと市は補修してくれないのだろうか？

304 252 道路整備 都市整備部

われわれの地区は、高齢者の方が増えて来ているので、将来どのようになるか心配です。
観光地への道路の整備、PR、地区によっては、あまり道路が整備されていないところがあると思います。例えば、家まで自動車が入れ
ないなど、道が狭いなど…道路整備の必要性。

305 252 道路整備 都市整備部
道路整備（第二路線の確保、関西方面への道路他）

306 252 道路整備 都市整備部

西原の信号辺りから桔梗駅までのルートで歩行者が歩いたり自転車に乗って行くことが、歩道がなく恐ろしい！！
たまに歩いている方がいますがこわいです。
どうにかなりませんか？

307 252 道路整備 都市整備部

名張市外から引越してきたのですが、名張市は道路整備に力を入れてないと思いました。私の住む地区は道路がボコボコで小さな子
供を乗せて車で走ると少し不安に思うことがあります。また、名張中央公園に子供を連れてベビーカーで散歩に行きますが、歩道が整
備されておらず歩きにくいです。もっと整備すべきです。私の家族は転勤族ですので、様々な県、市町村に住んできましたが、名張市
が住みよいとは正直思いません。子育てに関しては支援が充実していると思います。ブックスタート、予防接種の助成金など助かってい
る部分はたくさんあります。子どもを育てていくには良いと思います。

308 252 道路整備 都市整備部

道路の補修の件で、穴の所だけ埋めて、外の所はそのままにしているのは段があって足元に不安を感じる。町の中は美しくしている
が、外の地域にはひび割れや段々になっていても直してくれない。もっと地域外でも、もっと道を直してください。トラックの出入り多い道
路はガタガタの道が多いので、もっと舗装に力を入れて欲しです。（私個人の問題です）

309 252 道路整備 都市整備部 道路施設の不備（桔梗が丘地区）

310 252 道路整備 都市整備部 道路整備、路駐（住宅地内）

311 252 道路整備 都市整備部 道路の区画線の修繕をお願いします。

312 252 道路整備 都市整備部
道路の拡充、名阪道路への近道、赤目滝県道拡充促進

313 252 道路整備 都市整備部
上野→名張間の国道拡幅の早期完了を。

314 252 道路整備 都市整備部
団地の廻りの市道の整備をお願いしたい。年寄の散歩道に…。猿に野菜を盗られたり、最近は向かってくるのでこわい。

315 252 道路整備 都市整備部

先は交通事故を起こし、歩行困難になり、自動三輪車をと思っているが、現在住んでいるつつじが丘はカートの通れるような歩道が極
一部で、身障者の住める町ではなく困っている。どうしたら良いものか思案にくれている。

316 252 道路整備 都市整備部
道路の整備が悪い。凸凹で車で走っても危険です。病人が横に乗っていても「ウー」と言って肉体的につらく感じています。

317 252 道路整備 都市整備部
道路状況が悪い所があるのに、そこは整備せずに、整備されている道路を何回も工事している時（年）があるのはおかしいと思う。

318 252 道路整備 都市整備部

歩道が全国で一番悪い（桔梗が丘）。車イスで歩くと割れ目にはまり一苦労します。ガクと止まるので怖いです。生活歩道がこんな状態
です。ブログで公開してみようとも考えております。生活歩道がこんな状態です。市長一度歩いてみて下さい。
車イスが安心して歩ける歩道にして頂きますようお願い致します。

319 252 道路整備 都市整備部
県道、名張～笠間線の道路管理が全く出来てない。これからの時期、両端の草が伸び、草刈りも遅く水はけの処理が出来ていないと
思う。

320 252 道路整備 都市整備部
道路整備。映画館作ってほしい。レジャー施設が少ない。老人ホームもっと作ってほしい（国民年金で入れる程度）。空き家を整備して
売出してほしい。市の財政に不安がある。

321 252 道路整備 都市整備部

道路の整備
・私がよく使う伊賀コリドールロードの美旗中村地区の凸凹を何とかしてほしい。
・松原地区から薦原地区に抜ける名張川沿いの道路もずっと何十年も変わりがない。１７年の台風による大雨で通行止めにもなった。
川の方に道を広げればいいのに。奈良県側に入ると道幅は広がる。曽爾方面も同じ。

322 252 道路整備 都市整備部 橋や道路の老朽化が目立つので、整備して欲しい。

323 252 道路整備 都市整備部

つつじから藤が丘に転居して３年、とても不思議な道路状況です。
美旗郵便局近くの場所は、信号の場所なのに、道じゃなくてとても不便。利用者、交通量多いのにどうしてこのままなのか？教えてくだ
さい。

324 252 道路整備 都市整備部

近隣地域の連携の推進に薦生橋が広くする事で名阪国道に連なる道路が速くなり交通対策が充実する。雇用確保、労働環境も変
わってくると思う。

325 252 道路整備 都市整備部

市道に面している水路が雨がふれば落葉等で水が道路にあふれている。雨降り後の巡回をして処置をしてほしい（いつも同じ場所）。

326 252 道路整備 都市整備部
市道の側面の樹木の枝が道路にはみ出している交通支障の所がある。巡回して処置をしてほしい。

327 252 道路整備 都市整備部
早くバイパスを４車線にしてほしい。

328 252 道路整備 都市整備部 道路が悪い。

329 252 道路整備 都市整備部

上野名張バイパスが朝・夕通勤で伊賀に行く時毎日混んでよく玉突き事故が起こっているので不安になります。

330 253 公園・緑地 都市整備部

街路樹の問題。あまり手間がかからず、散らからず、日陰になる。景観も良く。と欲張った意見ですがそういう物であって欲しいです。

331 253 公園・緑地 都市整備部
山川草木を利用した「健康の森」的な場所をつくる。あまり手をかけず、出来る限り現状を維持したものを

332 253 公園・緑地 都市整備部
中央公園全体のリニューアル（整備)と園内歩道の設置（又は全面一方通行化にし、歩道帯の確保
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333 253 公園・緑地 都市整備部

朝日公園により安全な幼児など子供向け遊具を設置してほしい。数年前に朝日公園の遊具が撤去されました。孫がいますが、朝日公
園は子どもの遊び場としても最適です。しかし、遊具のない公園もさびしい。このため、より安全な遊具を再度設置していただければ幸
いです。

334 253 公園・緑地 都市整備部
公園を整備して年寄りがゆっくりくつろげるベンチと花のある噴水公園やコミュニティ広場の充実を希望します。

335 253 公園・緑地 都市整備部
公園と名前がついていて、広い場所なのに遊具が１つもないのは公園と言えるのでしょうか？

336 253 公園・緑地 都市整備部

川の活用がなされていない。河川敷を整備して市民が自然とお互いに交流できる環境をつくったらどうか
札幌市の豊平川の河川敷のように。

337 253 公園・緑地 都市整備部

4番町公園の平戸ツツジ？毎年楽しみにしているのに根本から切ってしまって花が咲かないので悲しい。ひどすぎます。（桔梗が丘）

338 253 公園・緑地 都市整備部

公園とか遊具があるような公園ではなくて、大人がゆっくりとできる自然を生かした公園。ジョギングをする人がいたり、芝生の上でくつろ
いだり、都会にあるような公園。

339 253 公園・緑地 都市整備部

廃校がたくさんありますので、ぜひドッグランを作って頂きたい。犬と散歩していても公園など、ボール遊びしていて文句を言われます。
ノーリードで遊べる広場が欲しいです。

340 253 公園・緑地 都市整備部

正直、どうでもいい。あまり必要としていないところでばかり工事が行われている。もっとガタガタの道など、他にすべきところがある。
よく他の地区で見かけるのですが、名張市ではバスケットボールをしたり、スケートボードも使用できる地面が草や石、砂ではなくコンク
リートやアスファルトになっている。広場、公園が全てなくて、そういうところがあったらいいのになあという声をよくきいています。バスケッ
トボールは、わざわざ体育館を借りたりして、また学校の体育や部活動でしかやる機会がなく、もっと気軽にできる環境があった方がい
いと思います。スケートボードは悪いイメージがあると思うのですが、オリンピック競技にもなるくらいメジャーなスポーツです。する環境が
ないから、するのにはふさわしくない場所でする。そして、他の人が不快な思いをして、イメージが悪くなるという悪循環。健全育成や、
スポーツ活動を目指すのであれば、同じような施設や公園を作るのではなく、別のものを作るべきです。
はま寿司近くの公園の隣の広場があまり使っているところを見たことがないので、一部そのように変えることも可能ではないかと思いま
す。小学生のころから同世代の子とずっと話していたことなので、自分の同世代はもちろん、今の、小、中、高校生は感じてくれていると
思います。

341 253 公園・緑地 都市整備部 名張川で泳げるように。

342 253 公園・緑地 都市整備部

市内の公園、自然公園等の活用（公園の整備）「子ども、年配者」の楽しめる環境の整備

343 253 公園・緑地 都市整備部
駅前の美しい桜がどんどん斜めに成長して、傷だらけなのに手入れをされているのか心配。駅前にあれほどの大きな桜の木があるのは
魅力の１つ。写真映えのする名所としてもっと工夫、アピールする余地がある。

344 253 公園・緑地 都市整備部

子供数が減少しているので同じ年代の友が見つからず、小学校に入る子で保育園生活を送りましたが、園が休園の日も友達と遊びた
く、地域の公園、中央公園、ジャスコのUSランド、かぼちゃ公園等々に出かけます。充実して遊べるのは、友達の沢山集まるかぼちゃ公
園でした。色々な遊び方が出来るので気に入っていました。空いた土地をかぼちゃ公園のような広い公園を何ヶ所も作って頂けたらと
感じました。小さい公園は30分～1時間以内で帰りますが、かぼちゃ公園では3ｈ～4ｈ遊びました。子供達に遊べる場をもっと開放して
欲しいと思います。幼児～高学年まで、縦横の関係で遊べました。

345 254 上水道 上下水道部

水道代が高い

346 254 上水道 上下水道部

水道料金の大幅値下げをして欲しい。

347 254 上水道 上下水道部
上下水道高い。

348 254 上水道 上下水道部

水道メーターから道路側の漏水修理に来て頂いた時に、「メーターボックスのまわりにタイルが貼ってあるからやりにくくて仕方ない!!」と
怒って言われました。タイルを貼ったらいけない規定があるなら先に教えてほしいですし、ずっと文句を言いながら工事をされているの
を見ているのはとても不快です。市の水道サービスから来たと言われたのですが、もう少し何とかならないものでしょうか。

349 254 上水道 上下水道部

水道、上下水道の完備を行ってください（安部田）。生活の基本を支えてもらわなければ安心して暮らすことはできない。安心、安全な
水の提供を名張市が責任を持って行っていただきますようよろしくお願いします。

350 255 下水道等 上下水道部

現在トイレの排水は簡易浄化槽で浄化して排水しています。生活排水は溝を通して河川に排水しています。浄化槽の管理費（点検、
清掃等）も結構かかりますし、溝の清掃もかなり負担になっています。一日も早く上下水の整備をお願い致します。

351 255 下水道等 上下水道部

下水道管理を行政に早期移管してほしい。

352 255 下水道等 上下水道部

下水道料金、奈良地域より3倍

353 255 下水道等 上下水道部

平成27年に、住宅地汚水処理施設分担金という名目にて高額を支払いました。しかしその後、つつじが丘の中で未納のままの住民が
多数いる中で、何の報告もないままになっています。本当に支払う必要があったのかも不明なまま、現在に至っています。きちんとした
説明を頂きたいものです。

354 255 下水道等 上下水道部

私の地域の公共下水がいつできるのか。管理組合の人に聞いても明確な答えがない。市の計画、方針を明確にしてほしい。

355 255 下水道等 上下水道部

上下水を整備するのは良いのですが、一緒に雨水路も整備して下さい。やなせ水路も、どうにかして下さい。水が流れてないことも多
く、衛生的にはとても悪くなっています。ネズミ、ヘビ、虫、アライグマなどの住処や、通り道となり家に入って来ます。蚊なども発生しま
す。

356 255 下水道等 上下水道部 下水の完備

357 255 下水道等 上下水道部

水道の一括にする工事代、市民が出す意味分かりません。
破綻しそうならやめればいいのに、市の業者は嬉しいでしょうが住人は？

358 255 下水道等 上下水道部

上下水道部より受益者負担金ということで26年3月より27年7月まで6回つつじが丘に住んでいる者、土地を持っている者に対し、封書
が送付されました。最後の封書には銀行の口座番号記入7月30日までに引き落とすとの亀井市長の名前で送ってきました。引き落とし
金額もビックリする額でした。その後何の報告もありません。
払わない人には利息を払ってもらうということでしたが何人からいくら。払わなかった人は何人。どのようなことになっているのですか？

359 256 斎場・墓地 地域環境部

東山墓園の崩落、老朽化、日々の管理の不足はなかったのか。
現在、墓の再建を使用にも、高齢化、定年前が進んで個人の財政では無理がある。
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360 311 農林資源 産業部
耕作していない土地が草がおおいしげっている。

361 311 農林資源 産業部

赤目地域に住む者ですが、私の家の近くには、荒地、空家がふえてきています。そこへ動物が住みついていると聞きます。
又、田、畑も、動物の被害にあって、作物を育てる意欲も半分失せています。

362 311 農林資源 産業部

どんどんと名張市内の田畑が消えていっているが、名張市は物流がストップしたらたちまち困る地域なのに、これ以上田畑を減らしてい
くことに不安がある。農業従事者をもっと増やしてほしい。農業が儲かるなら若者の選択肢も増えるのではないか。都会や市街地と同じ
ことをしようとしても、行き詰ると思う。

363 311 農林資源 産業部
林道の拡充と鹿の害を減らす対策強化して欲しい。

364 311 農林資源 産業部

稲作の行われない田畑が最近各地に広がっている。特に山間地で多く見受けられる。市の方で借り上げ、一般市民に野菜、畑として
転用してもらえれば、会社勤めのかたわら野菜作りを楽しんでもらえるのではないかといつも思っている。以前、比奈知ダムの下でお借
りしたことがある。もっと近くでもやってもらえないか。

365 311 農林資源 産業部

農地、山林の管理について
老齢に伴い、農地、山林を充分に活用出来ない現状です。特に山林の管理は困難で、息子に相続するにも難があり不安です。

366 311 農林資源 産業部

猪、鹿、猿による農作物等への被害で困っています。区等を通じて、獣害柵の設置を申請しているのですが、設置遅れの所へ鹿は集
中して被害を発生させます。又、最近では猿が家屋内へ浸入した事がありました。（他の家へ）

367 311 農林資源 産業部
獣害が心配です。

368 311 農林資源 産業部

近くの山林などでいろいろな開発が行われているが、どこが、何を、いつまでになどの情報がわからない。看板等で掲示できないので
すか？

369 312 商工経済 産業部 買物などが不便。

370 312 商工経済 産業部

店舗が次々と閉店していきます。若い子を中心に（特に女性）雑貨店や衣料品の店がなくなってます。わざわざ近郊のイオンモールへ
1時間以上かけて、商品を探しに行かなくてはなりません。若い子は、こんな名張市にいたくないとよく耳にします。専門店等の入った施
設を作ってほしいものです。名張と伊賀の間にイオンモールが来ればと思います。　空店舗（リバーナ、元近鉄百貨店）に保育所が入
ればいいと思います。後、子供達が遊べる室内施設を…例えば、大阪のアジア太平洋トレードセンター内「ATCあそびマーレ」の様な
雨の日も遊べる所があればと思います。

371 312 商工経済 産業部

商工業が閉鎖的になってきているのもどうにかならないかと思う。
国道筋の地主が高い地代をとるためいろんな店がつぶれてしまうのはどうかと思う。

372 312 商工経済 産業部
映画館を作ってほしいです。

373 312 商工経済 産業部
例えば　イオンモールアルルのようなショッピング施設があればいいと思う

374 312 商工経済 産業部

JA　まほろばキッチンのようなところもいい
ひぞっこもがんばってほしい。
地元に行かずにわざわざ奈良へ買物に行く自分がくやしい、アルルで名張の人に会うことが多いのは仕方ないことだろうか？

375 312 商工経済 産業部

スーパーはたくさんありますが、映画館やファッションモールがないため、若者が楽しめる場がなく、大都市にはなれていってしまってい
る気がします。

376 312 商工経済 産業部

桔梗が丘駅前に日常的に買い物が出来る施設がなくなり住民は困っている。
早急に商業施設を誘致して活性化を図らないと魅力のない町になる。

377 312 商工経済 産業部

近鉄ハーベスの撤退による商業施設の減少により、市内購買機会の減少、ジャスコ新名張店の再活性化への取組み強化に期待

378 312 商工経済 産業部

専門店がたくさん入っている大きな大きなイオンモールの様な所が出来れば楽しいと思います。若い方から年配の方までが買物出来
てゆっくりくつろげる場所。洋服も色々なお店があれば楽しいし、雑貨も色々な国の物などが買えばより楽しいと思います。

379 312 商工経済 産業部 高齢化が進んでいるので、スーパーの誘致など市全体で取り組んでほしい。

380 312 商工経済 産業部 次々と商業施設が閉店しており、かなり不安を感じる。

381 312 商工経済 産業部 娯楽施設が少ない。

382 312 商工経済 産業部 温水プールや映画館etc、アミューズメント施設を作って欲しい。

383 312 商工経済 産業部 買い物など利便性

384 312 商工経済 産業部

当初、名張に移住した時の名張の発展予想が現在と大きく離れている。縮小して行くと考えられる。子供達に長く住んでもらう対策を考
えていく事が大切と考えます。商業施設、経済の充実に力を入れて、工場、商業施設の誘致に力を入れるべきではないのか。住みや
すい土地も大事だが、生活をエンジョイできる方にも力を入れるべきである。

385 312 商工経済 産業部
商店街の活性化を考えられないか？他市から他県から若手の有志に格安で店をかして、運営してもらうとか（アートなどコンセプトがあ
るとなおよい）。大規模なフリーマーケットを開催するとか。

386 312 商工経済 産業部

大型ショッピングセンター（イオンモール、アウトレットなど）の誘致を是非、お願いしたい。若い世代の雇用も増え、他県、他市からの移
住、就労も期待できると思われる。現状は食品、日用品は主に市内で購入しているが、衣料品、装飾品などは、県外のアウトレット、又
は県外のイオンモールなどへ足を運んでいる。中学生、高校生もすでに市内ではなく、県外まで映画を見に行ったり、買い物に出かけ
ている現状では、若い世代にとって魅力を感じている人は少ないと思う。

387 312 商工経済 産業部
土地が沢山あるように思う。実はなかなかひとつの施設では物品を揃える事が難しく、隣の奈良や鈴鹿方面に出向く事がある。名張に
も大型のショッピングモールなど誘致して頂けませんでしょうか。

388 312 商工経済 産業部

年々、年をとってきますのに、桔梗が丘での買い物が不便になりました。車を乗りませんし…。主人も年をとってくると、免許を返上する
ことになるでしょうし…。桔梗が丘駅前に商業施設の設置をのぞみます。
桔梗が丘駅がなんとなく寂しく感じられます。付近をいつもボランティアの方たちが、お花を植えたり、きれいにして下さっていますが、
西側は販売センターもとりこわされて殺風景です。一考をお願いします。

389 312 商工経済 産業部
近鉄さんが撤退し、駅前に活気がなくなりました。せめてカフェ店やコンビニでもあれば少しは賑わいが戻るのではないでしょうか。誘致
等ご検討おねがいします。

390 312 商工経済 産業部
大きな商業施設の誘致をしたら、名張に人が沢山来てくれるのではないか。

391 312 商工経済 産業部 名張は財源が少ない。大型スーパーを招致し、地域活性化を図るべきである。若い世代が住む魅力がない。

392 312 商工経済 産業部
休みになると奈良のアルル等市外に出てお金が外に出ている。

393 312 商工経済 産業部
若い子育て世代を増やすために、子どもの教育の充実と地元の若者が仕事ができる、企業の誘致がこれからの名張市には必要だと思
います。
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394 312 商工経済 産業部

名張市内のお店で、２０代後半くらいからの人たちが購入できる様な服屋さんや雑貨屋さんがどんどんつぶれたり、撤退してしまって
困っています。急に必要なった時に購入できる様にどうにかしてほしいです。何か欲しい物がある時には名張市内で購入せず、県外に
行きます。名張市内にもなにかあればいいのになと思います。

395 312 商工経済 産業部

相次ぐ商業施設の閉鎖（近隣も含む）等で、日常生活における自由な選択肢が限られる。市が増えてきているように感じています。移
動手段の限界も含め、高齢の方々や小さい子ども達にとっても、これからも豊かな街であり続けて欲しいと願います。難しい事であると
は思いますが…

396 312 商工経済 産業部
福祉ばかりに力を入れないで、市内の若者が市外に流出しないように、職場の充実を望みます。

397 312 商工経済 産業部

福祉都市を目指していると聞いているが、福祉を充実させるためには市の収入を増やさなければならない。少子高齢化の中で収入を
増やすのは、さらに困難である。困難ではあるが、それをやっていかなければ、益々若者が都市へ流失し、高齢者のみが残る。この悪
循環を断つには、やはり市税を多く納めてくれる人や企業を活発にせねばならないだろう。
そのためにも、生産性の低い農耕地を商工業地域にし、産業を活発化する以外にないと思う。
いろいろな制約が今の農地にかかっているとは思うが、計画的に少しずつ進めていくべきである。

398 312 商工経済 産業部

名張に「ショッピングモール」を作ってほしいと思います。以前新聞で「ショッピングモール」を作るという記事を見ました。そして、雇用も
名張市民からと記事に書いておりました。「ショッピングモール」が出来れば、映画を見たり、若い人たちが服や靴など、買い物を楽しめ
る場所が出来て良いと思うのです。今現在、駅前の近鉄も無くなり、ジャスコの中の服屋さんもなくなり、靴や服を購入できる所が近くに
ないのです。奈良の方のイオンモールまで足を運ばないといけないのです。福祉の事も大事ですが、若い人たちの集まる場所も考えて
ほしいです。どうかお願いします。

399 312 商工経済 産業部

工業団地の空地活用して関し、工場誘致を活発に勧めるため単価引き下げを断行し、将来の財政への寄与と雇用先の確保につなが
る施策は一考の価値はないだろうか？一時的な損を長期の永続的な得となればと思います。

400 312 商工経済 産業部

企業誘致を最優先にして若者の定着を図る
若者の定着と人口の増加以外名張の発展はない

401 312 商工経済 産業部 県外（市外）からいろんな施設を誘致すればどうか。

402 312 商工経済 産業部
名張市内に工場誘致。（市民の働く場所）若者が市内で働く事の出来るようにする。

403 312 商工経済 産業部

ターゲットはお金を持っている世代、中高年層
一箇所で一日遊べる施設（温泉、ボーリング、映画館、パチンコ、買い物、麻雀、ビリヤード、ダーツ、カラオケ）を造り外部（名張市以外
の人々）のお客様が名張市でお金を使って頂く方向を考えるべきである。
こて先の街づくりなど不必要である。いかに外部の人々からお金を集めることが必要不可欠であるか。
でももう遅いかもしれない。改革意識不足だから。亀井市長の意識も変革すべきだ。

404 312 商工経済 産業部

私の住む桔梗が丘西地域は、桔梗が丘駅前にあった近鉄百貨店が３月末で閉店になり、車の運転ができない私は本当に買い物難民
になりました。
大阪から１８年前にこの地で終の家と決めたのも近くに百貨店があったからです。
それに年を取ってから歩いて行く所が減ってしまって困っています。
街の顔である駅前が何もなくなってしまって本当に淋しい思いでいっぱいです。
何とかあの建物を生かして、商業施設が出来ることを切に願っています。
行政の方でいろいろ検討をお願い致します。

405 312 商工経済 産業部

赤目口駅前が閑散としているので、コンビニを設置して利便性を高めてほしい。

406 312 商工経済 産業部

本年3月末で桔梗が丘近鉄系スーパーが閉店した。近くのスーパーまで行くには時間を要し、大変困っている。
早急に食品スーパーの出店を望む！

407 312 商工経済 産業部

住みたい名張市へ！！
　・映画館
　・スポーツ観戦ができるスタジアム
　・祭りをもりあげる（花火、えびす）←年々すたれてきてる気がする
　・大型レジャー施設の誘致

408 312 商工経済 産業部

駅前商店（近商）なくなり、めっちゃ不便になった。

409 312 商工経済 産業部

近鉄百貨店閉店
駅前に何もないことが不安。

410 312 商工経済 産業部

休日に市内で出掛けられる場所があれば良いなと思います。名張はほんとうに休日に遊べるような所がなさすぎる。中途半端な大きさ
の同じようなスーパーばかりちょこちょこ出来て、ドーンと大きいイオンモールとかアウトレットモールのようなお店を作ってほしい。

411 312 商工経済 産業部
桔梗が丘の駅前に、コンビニがない。

412 312 商工経済 産業部 近鉄プラザが閉店したので、代替店の早期入店を行政から支援してほしい。

413 312 商工経済 産業部 桔梗、近鉄店舗の再利用不明。

414 312 商工経済 産業部 どうして同じスーパーばかり出来るのですか？

415 312 商工経済 産業部

近所にイオン系ばかりのスーパーになっていますので、もっと色々な会社のショッピングセンターを誘致してください。市営の温水プー
ルも必要です。

416 312 商工経済 産業部

80過ぎのひとり暮らしです。近鉄百貨店が閉店になり、日々の食料品買物ができなくなりホトホト困っています。杖をついての買物、一
日も早く販売店が速く出てくださることを願って居ます。出来れば、喫茶、軽食のコーナーもあれば駅前の活気が出る事と思います。是
非多数の希望です。折角の場所柄を考えて発展を切に祈ります。
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417 312 商工経済 産業部

桔梗が丘駅前の近商プラザが閉店になり、日常の食料品などの買物が不便になったので、跡地に新しい店を開いて欲しい（食料品だ
けでも）。駅前がゴーストタウンになっている。駅前の空地（近商のB館の跡地）は、公園や森または運動場（公園）などにするのも良いか
と思います（近鉄の土地でしょうから近鉄と相談して）。ともかく、駅前をあのような（ゴーストタウンのような）状態にするのは、電車の車窓
からの町のイメージが良くないと思います。車窓から見た人が「こんな町に住みたい」と思う様な駅前風景にしてほしい（私自身、車窓か
ら見た景色が好きになってこの町に引っ越して来ました）。

418 312 商工経済 産業部 住宅周辺にスーパーやコンビニエンスストアがない。

419 312 商工経済 産業部
夕方から仕事として深夜に終わるので、全然飲食店もしくは（コンビニ以外で）スーパーやっている時間が少なすぎます。とても不便で
す。もっと増やして欲しいです。24時間オープンしている店。ぜひお願いします。

420 312 商工経済 産業部

名張市駅前や鴻之台地域はさまざまな施設が集まり、充実していると思います。しかし、桔梗が丘駅前からは百貨店の撤退により、買
物難民に。駅前での待ち合わせをするにも喫茶店もなく、とても不便な地域になってしまいました。高齢者の購入単価は若い世代に比
べ低いと思いますが、その高齢者が増える一方です。

421 312 商工経済 産業部

10代、20代の子達が喜ぶような施設があればいいのにと思う。伊賀市の映画館もなくなったので、若い子が遊んだり買物が出来るところ
があればいいのかと思います。集客が難しいのかもしれませんが。
ペットを飼っている方も多いので、ドッグランもあればと思います。同じようなスーパーばかり出来るので、少し高くても新鮮な魚などが買
えるところが欲しいです。

422 312 商工経済 産業部 上野にあった映画館がなくなってしまい、さびしい。

423 312 商工経済 産業部 近くに映画館が無いので建設してほしいと思います。

424 312 商工経済 産業部 観光バス等、駐車出来る（道の駅）等のような施設があればいいと思います。

425 312 商工経済 産業部

名張のワイン誰が好んで飲むのか！！イオンに行くと、１０００円前後でおいしい外国産ワインが売っている。クオリティとしては確実に
上である。

426 312 商工経済 産業部

駅前に休憩や待ち合わせができるような喫茶店のようなお店が必要。駅前は名張の玄関のようなものなのに、居酒屋ばかりが散らばっ
ていて見映えも悪い。

427 312 商工経済 産業部
通勤でバイパスを利用する人が多いので、バイパス沿いにスーパーをつくってほしい。

428 312 商工経済 産業部
秋頃にはスーパーが出来ると聞いていますがほんとうでしょうか。今はとても困っておりますが、とにかくお店が近くにあってほしいです。

429 313 観光交流 産業部

観光に力入れて下さい。前に他県から来られた方が、江戸川乱歩の生誕地へ行くのにたどりつけなかった。観光がヘタなとこだねと言
われました。本当そう思います。ききょうとどうでしょう？むらさき一面は他にないですよね。
ナッキーはかわいいので、ナンバープレート名張市のを作ったらいいのでは。

430 313 観光交流 産業部

大阪の難波には外国の方達が沢山来日して日本の良いところをさがしています。名張は近鉄電車で折角つながっているのだから
その方達を取り込んでいく計画を立てて実行してほしい

431 313 観光交流 産業部
観光客等々多方面からの集客

432 313 観光交流 産業部

ちょっとでかけるなら　つい奈良へ行くことが多い
ショッピングや観光地として奈良は魅力的である。
名張も赤目滝というスポットがあるが、何か自然を生かした人を呼べるものはないだろうか？

433 313 観光交流 産業部

長期の赤字財政が続いているが、他地域や外国人等が名張地域に来て楽しめる施設、イベント、観光の目玉的な提案できる企画が必
要である。
名張市の人口も減少しており、納税額も先細りと考えられる。
外部から人が集まり「お金」を落として楽しめる観光都市への変化が今後重要である。「人をよびこむ」都市づくり！

434 313 観光交流 産業部

観光を創生する
　　誘致するのではなくリゾートを創る。

435 313 観光交流 産業部

伊賀上野観光協会が発行している季刊の情報誌『いがぐり』は、毎号とても内容が充実していて、伊賀市のことがよくわかり、地元の歴
史や文化に誇りが持て、観光にも役立つ地元の情報がいっぱい載っています。毎年の『いがぶら』の企画も充実して、魅力が感じられ
ます。一方で名張の場合は、「観光に力を入れていて、旅行企画に力を注いでいる」と言っても、『いがぐり』のようなＰＲ誌はないし、『い
がぶら』のような取り組みもないように思います。地元の魅力を発信し続けるような観光戦略がもっと前面に、名張市民にも目に見える形
で示していただきますよう、ぜひお願いいたします。

436 313 観光交流 産業部
名張市をＰＲできるようなキャラクターコンテンツをもっと活用すれば良いと思います。（松尾芭蕉、江戸川乱歩、壬申の乱など）

437 313 観光交流 産業部

名張に引っ越して１０年になります。ずっと感じているのですが赤目滝に行くまでの赤目口駅～滝自慢～風呂屋橋の道がせまくて、溝
が深く車どおしが交差するのに落ちないかこわいです。せっかく赤目滝に他県からこられているのに、観光地として考えて欲しいです。
大阪からこちらに来た時、赤目四十八滝に行って、自然のすばらしさに感動しました。でも駐車場の料金が高いのがすごく気になりまし
た。名張の駅のコインパーキングの方が安いです。せっかく遠くから来られた方に申し訳ないなと思います。お店ももっと特色のある楽
しくワクワク散策できるお店が出来て欲しいです。

438 313 観光交流 産業部 インバウンド等の政策を実施し、名張でお金を使ってくれる人を増やす

439 313 観光交流 産業部

財源となる市税を減収させないための努力が必要となってきます。
　大型企業の誘致も当市は伊賀市の様に面していないデメリットもあり、名張市が誇れることを今一度考えた場合、歴史.伝統.文化.自
然環境のジャンルかと思い、伊賀市と共に忍者の町として、赤目四十八滝や香落渓の景色を、そして映画のロケ地誘致を実施してSNS
等を通じ広く国内外に発信し、国内からの観光客やインバウンドによる収入増を目指して頂きたく考えます。

440 313 観光交流 産業部

これだけの景観がありながら勿体ない。USJのある関西から、ナガシマスパーランドへ、入場者が多い市は注目点（ジェットコースター日
本一、年中変化のある花園、一日楽しめるショッピングモール）。赤目四十八滝と青蓮寺湖をセール。第一に道路アクセスの整備。大
人を対象としたリクレーション設備。女子会メーンの宿泊施設。観光地はファミリー指向が多く云われるが、結局中途半端。大人、女性
に特化して感動を与えられる手を企画したい。以上の如き、特化したものが強いと思う。大人対象のアスレチック。素泊まりオンリーの宿
泊施設（自炊OK）+地元食材の食事処設置

441 313 観光交流 産業部
名張市のゆるキャラ「ひやわん」は、発案者がしっかり考え、よくできていると思いますが、他県者からみて魅力に欠ける、暗い、評判が
悪い、変えるべき。
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442 313 観光交流 産業部

名張市はとても良いところだと思いますが、観光になる所がないと思う。子どもが近くで楽しめる動物園や公園など全くない状況。外部
からの観光の魅力が全くない。あと、以前奈良市でモニターになり道の渋滞している所など報告すると、すぐに対応してくれた。名張で
も毎日ある、数ヶ所通勤時間帯で渋滞してるが全く改善されていない。☆西原のオークワ、一つの信号は右折の信号に変わったが、も
う一方はいつも右折できず渋滞している。☆八幡工業団地で働いておられる方の車（夕方）が初瀬街道に出るのに渋滞。・・・特に思い
ついて場所です。友人を名張に呼んでも、子どもが喜ぶ観光がない為、県外からも来てもらえるように、もう少し力を入れてほしい。

443 313 観光交流 産業部

名張を活性化するためには、名張の農業を充実、発展させること。名張の歴史、観光を積極的に広めていく事しかないと思います。近
鉄特急の停車駅であるにも関わらず、依然として大阪への通勤圏としか活用されていません。観光誘致の面では伊賀市に遅れをとっ
ていると思います。

444 313 観光交流 産業部

駅前の名張の観光案内所がバスの出入りが激しい奥にある上、真っ暗で非常に入りにくい。せっかく名張へ観光に来ても、ウエルカム
な印象が全くない。

445 313 観光交流 産業部

名張市行政に求めるもの及び今後の施策提案
グローバル化が進みラグビーワールドカップや東京オリンピックを控えた今、名張市に限らずインバウンドの海外観光客を誘致そしてリ
ピーター化できるかどうかが今後重要なポイントになってくるだろう。IT革命以後、インターネットの普及によりFacebookやInstagramなど
のSNSツールが生まれた。SNSというものは私たちが考えているよりはるかに優れた広報能力を秘め、外国人は日本人以上にこれらを使
いこなしている。ハッシュタグマーケティングやMLMといった手法が生まれたように、今や「SNSを使いこなしたものはマーケティングを制
す」といっても過言ではない状況である。
僕が現在住んでいる大分県別府市では市役所がこのSNSを活用した海外観光客の誘致に乗り出している。まず重要なのは「来てもらう
こと」ではなく“見てもらうこと”を重点に置くということだ。これは僕が通う大学の授業の一環で行ったアンケートの結果だが、海外観光客
は日本への旅行プランを計画してから場所を決めるのではなく、日本のこの場所に行きたいから日本を訪れたいと考えるようだ。つまり
海外観光客が訪れた際にと施策を考えている県又は自治体は、まず見られていない可能性に気付いていない。
ではどのようにして「見られる」発信を行うのか。それは日本と海外共通のSNSを使用し、インフルエンサーを育て発信することである。
Facebookであればフォロワー数が3000人を超えるインフルエンサーは十分な広報能力を備えているといわれている。しかしこのインフ
ルエンサーはアイドルやゆるキャラなどであっては効果が半減してしまう。なぜならそれらから発信された情報や評価は"生の声"ではな
いというイメージを持たれてしまう可能性があるからだ。したがって最もインフルエンサーにふさわしいのは、一般人やプロガーたちであ
る。彼らが県や自治体がPRしたい観光資源を写真に収めハッシュタグをつけ投稿することで、訪日以前の海外観光客の目に留まる。も
ちろんこのハッシュタグというものにも見られるものと見られないものが存在する。ポイントは英語表記で日本人にもわかりやすいものを
使用すること、そしてビックキーワードを含めハッシュタグを二つ以上つけることだ。ビックキーワードとは簡単にいうと検索されやすい
キーワードであり、海外旅行客が日本に訪れる際どういったキーワードを検索して計画を立てるのかが分かれば話は早い。しかしながら
海外から観光地として認識され、温泉やお城といった観光資源が目立つものであればいいが、それらが目立たない、またはSNS映えし
ないものであった場合はこういった効果は得られないのだろうか、答えはNoである。なぜなら私たちがおもっているより海外は“日本好
き”だからである。たとえ小さな村でも、最高に居心地がよく日本の心を感じられるとSNSに投稿するケースをある。また城下町でにぎわ
いは無くとも景観が優れていれば彼らはこう投稿するだろう「日本の侍がでてきそうだ!まるで映画の世界に来たみたいだ!」と。例えばそ
こで着付け体験や、茶道の講習会、一日武士などの企画があればどうだろうか、#samuraiという投稿で海外が注目しはじめるのは時間
の問題だ。

446 321 雇用創出 産業部

名張市の今後の発展には、若者の定住が大きなウエイトを占めています。近隣を見回しても、若い人が少なくなっています。その原因と
して、雇用に問題があると思う。非正規雇用の期間が長く、手当てを含めた賃金の差が大きい。仕事そのものも正社員とそんなに変わ
らない。そんな不満も多い。非正規の期間が長ければ長い程、生活目標がたてられず、将来の夢も持てず、その日暮らしの生活になっ
てしまう。若者が職場でも、日々の暮らしも希望に輝く姿にならないと地元離れが止められないと思う。雇用が多くても中身が問題です。
私の考えでは、３年も真面目に働き特に問題がなければ正社員にすべきと思います。行政が各企業にはたらきかけ、正社員になる期
限を早めるよう勧めることと、できれば正確な回答をもらえることを希望します。

447 321 雇用創出 産業部

会社、企業などもっと働ける場所を増やしてほしい。
他府県から名張市に移住するしてきたものの働き口が少なく就職活動するのに不便である。

448 321 雇用創出 産業部
僕は名張育成園レインボークラブに行っていますが、将来就職できるか不安です。働く場所をもっと増やしてください。若者が定着でき
るよう遊ぶ場所を作ってください。

449 321 雇用創出 産業部 名張市の人口が減少しつつ、若い人の働く場所、確保をしてほしい。

450 321 雇用創出 産業部

工業団地への産業の誘致を積極的に行い雇用の確保に力を入れてもらいたい。そうすれば若者も地元に根づくと思われます。高齢者
が増え若者が少なくなる一方です。若者が生き生きと生活出来る、安心してくらせる、名張市を目ざしてほしいと思います。

451 321 雇用創出 産業部
年寄りが働く所をもっとふやしてほしいです。

452 321 雇用創出 産業部

高齢者でも働く場所をふやしてほしい。

453 321 雇用創出 産業部
少子高齢化がますます増えると思われる。若者の雇用の定着の企業の誘致。

454 321 雇用創出 産業部

現在、パートで働いていますが、以前ハローワークで働き口を探しましたが、なかなか見つからなくてとても困りました。年齢で断られた
事の何と多い事にがく然としました。今の時代、他の人もこの問題で働きたいのに働けない気持ちをわかってほしいです。平均寿命の
延びた時代だからこそ、働き口の幅をもっと広め、定年後ももっと延ばしてくれないと年金だけでは生活はやっていけません。そう思っ
ている人は他にもたくさんいるので、今後もっと考えてほしいです。

455 321 雇用創出 産業部
雇用の拡大→生涯名張で住み続ける人の獲得

456 321 雇用創出 産業部

名張は徒歩や自転車で通える仕事が本当に少ない。企業自体が少ないです。私はバイクしか乗れないのですが、車があればどんな仕
事にも行けると思いました。免許をとりに行くヒマとお金もなかったです。車があれば市外にでも働きに行くことができる。

457 321 雇用創出 産業部
最低賃金の大幅増額をして欲しい。

458 321 雇用創出 産業部

働く場所はあるが、賃金最低だと思う。

459 321 雇用創出 産業部

現在、市外の学校に通っている。今は市外に住んでいる。将来就職を考えたとき、地元でどんなしごとがあるのかがわからない。地元就
職はあまり考えていない。

460 411 学校教育 教育委員会事務局

スクールバスの充実。

461 411 学校教育 教育委員会事務局

桔梗学園について、良い考えなのかも知れないが、あまりにも情報が少なく地域の人間には簡単な説明だけで決定事項がトップダウン
でおりてくるだけ、というイメージが強い。
校区再編についても、地図上で区切っているだけで小さな子供達にとってきびしい地区が今までよりも増加するのではないか、と思い
ます。
上記の事について広く市民全体に開示していただきもっと市民の意見を吸い上げていただきたいと思います。

462 411 学校教育 教育委員会事務局

学生の塾もたくさんありますが、低レベルの子供達も行きたくなるような塾（各地域で学校の先生で定年になった方等が教えてあげれば
月謝も高額ではなく、家庭が裕福でなくても行けるように！とか考えて行けるようにしてあげればもっと名張の子供達の能力アップにつ
ながるのではないでしょうか？）
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463 411 学校教育 教育委員会事務局

小学校の合併問題、反対者のが多いのに市は勝手に進めてる
周りの声聞いてるんですか？自分達のやりたいようにしないで。

464 411 学校教育 教育委員会事務局

中学校の給食も名張だけお弁当ですよ。いつ変えるの？
若年層はこれが嫌で伊賀へ住むのが多い現状しって

465 411 学校教育 教育委員会事務局

春日丘通学バスをふやしてほしい

466 411 学校教育 教育委員会事務局

給食を中学でも実施してほしい

467 411 学校教育 教育委員会事務局 学童バス　巡回式ない。

468 411 学校教育 教育委員会事務局
小中学校の再編について不安があります。現状の規模を維持し、目が行き届く規模での学校教育であり続けてほしい。

469 411 学校教育 教育委員会事務局

桔梗が丘地区の学校の統合等住民の意見をきかずにものごとがすすんでいくのをやめてほしい。中１問題等の理由は小中一貫校の
理由にならない。現在のままの校区、小学校、中学校で子ども達を学ばさせてほしい。中学校の給食も早期に実現を望みます。

470 411 学校教育 教育委員会事務局

子どもたちの学力が低すぎる。モラルも低いと思う（道路で遊ぶ、自転車で道いっぱいに広がって通学するなど）。公立校の先生のやる
気も低いのでは？より良い街にして頂けるよう、期待しています。

471 411 学校教育 教育委員会事務局

美旗の喫茶店アンビアンス～南古山の通学路で何度か子どもを含む事故が起こっているのに改善されない理由を知りたいです。
美旗小１、２年校舎の老朽化は何年後に改善予定など具体的に知りたいです。夏（７月中）（９月中）は熱中症になりかねないぐらい学
習しづらい環境だと懇談会でお話がありました。学校生活１年目で勉強しづらい環境をどうにかして頂きたいです。

472 411 学校教育 教育委員会事務局
教育の質の向上（特に高等教育）

473 411 学校教育 教育委員会事務局

名張市内の小学校校庭にあるトイレが老朽化してきている。かなり不衛生であり、冬場には凍結し流れない事もある。建て替えが必要。
スポーツ少年団の指導をしているが、子ども達がトイレに行く事にストレスを感じている。がまんをしてしまう為、間に合わない事もある。
早急に対応をお願いしたい。

474 411 学校教育 教育委員会事務局
小学校の学童の利用範囲を全小学校同じくらいにして欲しい。例）小学６年まで可。土曜日の利用可など

475 411 学校教育 教育委員会事務局 中学校の給食提供。

476 411 学校教育 教育委員会事務局

小中学生の健康と安全面では市内の病院が充実されてきていますが、学校教育において、他地域で行われている。フッ素洗口が名張
市へも導入されないか不安です。アレルギーや薬に敏感な子どもがいる中、一律に集団でフッ素洗口を行うのは、とてもキケンです。
安全な学校生活が送れるよう、時代に流されずしっかり吟味してほしいです。

477 411 学校教育 教育委員会事務局

教育委員会に対して
桔梗が丘西から桔梗が丘東小まで歩かせて通学させるという発想はどこからきているのか。今の時代の交通状況、不審者の状況から
考えられない。自分の足で歩いてますか。小学生が毎日歩く事を考えましたか？普通の神経だったらこんな事をしようと思う事が考えら
れません。名張市の人口がどんどん減少しています。こんな自治体だったら、子どもに住む事をすすめられません。現在、私には小学
生はいませんが、もしいたら大変な憤りを感じます。

478 411 学校教育 教育委員会事務局

名張市内の中学校は、以前より給食制度がなく、全国でも数少ない中での一例となっており、栄養面上、成長の大事な時期には、栄養
士による食事を考慮していくべきなのでは、と思います。
私の回りでもこの様な意見が多々あるので。

479 411 学校教育 教育委員会事務局
中学校のお昼ごはんを給食にしてほしいです。

480 411 学校教育 教育委員会事務局 小中学校の通学路の安全性の確保をお願いしたいです。

481 411 学校教育 教育委員会事務局
教育水準の向上→課外活動や研修を増やす

482 411 学校教育 教育委員会事務局

なぜ、社会で生きているのか。環境全体における人の存在意義も含め、そのような意識を持てる教育

483 411 学校教育 教育委員会事務局

学校関係は、学年に関わる先生など充分ではなくなってきているように4～５年前から感じています。まずは子供達の健全な成長、教師
の目が充分に届かない所に、学級崩壊やイジメなどが起こるのではないでしょうか、又、先生のスキルについても、そういう事態が発生
していることをふまえて、もっと上げる努力をするか、多くの人員をあてるなど（やっているのでしょうが）前向きに考えてほしいです。
→大人（関係する）が既得権益に目を向けすぎなのかも

484 411 学校教育 教育委員会事務局

学校が廃校になると地域のコミュニティが全くなくなる。

485 411 学校教育 教育委員会事務局

桔梗丘高校の統合など、子供の数の減少は前かわ分かっていながら、なぜ名張西高校を開校したのか？現市長には関係ないことだ
が、学校の統廃合にもおおいに疑問が残り、市議会議員は何をやってきたのか？と思わざるを得ない。地域活性化に学校は主要であ
り、むやみに廃校してはならない。地元住民の声を聴き、学校政策は慎重に時間をかけて行ってほしい。

486 412 青少年健全育成 教育委員会事務局

名張市に住んでいて、特に困る事はありません。が、時々爆音を出して走るバイクが耳障りです。彼らにしてみれば何かの主張なんで
しょうが、迷惑なうえに危険であります。蛇行運転や信号無視をする姿を何度か見ました。若者がこの様な事をするのは、我々大人にも
責任があると言えなくもありません。しかし取りかえしのつかない事故が起こる前に止めて欲しいものです。取り締まりを強化すれば、一
時的には無くなるでしょうが、おそらく網の目を抜けてくる者も出てくると思われます。根本的に解決する為には自覚を促すのが一番で
しょう。教育のさらなる充実が望まれます。今している人には制裁を、予備軍あるいは次の世代には教育を以て対処して頂ければと思
います。

487 421 生涯学習 教育委員会事務局

図書館をもっと大きく！！

488 421 生涯学習 教育委員会事務局

図書の充実を望む
借りたい本があっても1年近く待たされると読みたいという意欲がなくなってしまう。せめて多く借りられる本は2冊入れてほしい。

489 421 生涯学習 教育委員会事務局
図書館で学生が利用できるスペースをもっと作るべきだと思う。

490 421 生涯学習 教育委員会事務局
生涯教育の推進。
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491 421 生涯学習 教育委員会事務局

既に老いて病院通いが多くタクシーを利用しますので家計の事やお互いに１人になった時老人ホーム入居等の費用や突然死等心配
ありますが、懸命に習い事に精を出しています。主人は老人会に入っていますが私は入ってないので月１回の習い事（教えて欲しいで
す）特に短歌が好きですので教えて頂きたいです。

492 422 生涯スポーツ 教育委員会事務局

高齢化社会において市民が自由に参加出来る健康（スポーツ）施設やプールがあればいい。（高いお金を払わず）

493 422 生涯スポーツ 教育委員会事務局

スポーツクラブ施設がもっと増えたら老人の病気予防にもつながると思います。

494 422 生涯スポーツ 教育委員会事務局

（希望として）
現在スポーツクラブに行ってますが、名張には一つのスポーツクラブしかありません。
今の時代、年配の方が多く、更にスポーツクラブもあふれています。もう1つ位あっても良いのではないかと希望します。

495 422 生涯スポーツ 教育委員会事務局

スポーツ等の開放日等（無料）が平日の午前中しかなく、これでは老人しか参加することが出来ない。夜間や土、日、祝日も無料開放
日を作ることで若年層も参加できるようにしてほしい。

496 431 文化振興 教育委員会事務局

文化の振興、文化的なイベント他

497 431 文化振興 教育委員会事務局

芸術への関心が低いと感じます。
芸術＝敷居が高いと思われがちですが、その敷居が高い芸術に触れられる街にもっとなってほしいと感じます。
一人一人がさまざまな面での美意識を高く持っていられる街になって欲しいと思っています。

498 431 文化振興 教育委員会事務局
名張の歴史、伝統、文化等を紹介して欲しい。

499 431 文化振興 教育委員会事務局
文化・芸能・娯楽面の充実

500 431 文化振興 教育委員会事務局

芸術に関するものがないので残念です。（映画、観劇など、大阪、奈良に行かないといけない）

501 511 都市内分権の推進 地域環境部

町づくり協議会及び自治会について、次の事項を点検してほしいです。
1.役員数…2万人と、3千5百人の世帯数の地区が、同数の役員を確保しなければならないのですか？
2.行事数…16年前と一昨年に役員を担当した際、行事数は約2倍になっていました。一昨年の役員としての参加日数を記録してみた
結果、すべて参加すると年間96日の土日曜日中、46日参加することになり、異常と思いました。夫婦共働き、子育て世代にはあまりにも
負担増であり、役員への不参加が増加する要因にもなっています。少子高齢化が進む中、町協、自治会の破戒につながると思いま
す。
3.意見…自治会等は本当に必要な行事、担当項目に絞る必要があると思います。例えば、担当班内の世帯状況の把握、日本の文化
伝統（盆踊り、敬老会、餅つきなど）の継承を図る。また、自治会等で必要とされている労働奉仕の有料化を図り、個人の財布を直接増
してみませんか！消費が向上します。

502 511 都市内分権の推進 地域環境部

各まちづくり協議会について
高齢者への配食サービスや地域でバスや車を走らせたり、有償のボランティアで何でも屋みたいなことをするのはどうかと思う。ボラン
ティアで何でもしてしまうと、便利屋さんが廃業したり、高齢者の弁当屋さんや乗りあいタクシーなどの産業の進出がなかったり、産業の
発展が見込めない。まちづくり協議会は、あくまでボランティアじゃないとできないことをおぎなっていくべきだと思う。

503 511 都市内分権の推進 地域環境部
自治会費が高くなっている。最低限のことだけやってもらえればいいのだが、行政から仕事が降りてきているのか、自分たちで仕事を増
やしているのかわからないが。

504 511 都市内分権の推進 地域環境部
市への要望が区長を通じてしか取扱いしてくれない。一般の市民でも受付しやすいようにしてほしい。

505 511 都市内分権の推進 地域環境部

将来、人口減、高齢化により、村の各種作業「公園、道等の草刈、水路整備」等に支障がでてくるのではと心配です。又、神社等の担
い手減により、「収入減、労働力減」となり、運営に支障がでてくるのではと心配です。

506 511 都市内分権の推進 地域環境部
限界集落と言われるが、居住する住民の年齢等を考えると、もっと市行政も積極的に関わってほしい。

507 511 都市内分権の推進 地域環境部

富貴ヶ丘に住んでいますが、地域名称が比奈知地域は不満である。
他に川西・梅が丘地域、青蓮寺・百合が丘地域と同じ扱いにしてほしい。
比奈知・富貴ヶ丘地域に！

508 511 都市内分権の推進 地域環境部

まちづくりは公務員（市職員）だけの力では無理で、地元住民の声を聴きつくってもらいたい。そうした意味で、今般のアンケートはよい
試みであり、当然耳の痛い意見もあろうかと思うが、すべての意見を参考にし、また次回以降も機会をみて、またテーマを変えながらで
もいい、住民アンケート等を実施し、住民の生の声を聴く機会を作ってみると良いと思う。

509 512 市民公益活動の促進 地域環境部

ボランティア活動を増やしてください。

510 513 多様な主体による協働の推進 地域環境部

仕事を退職後は地域の活動、ボランティア活動などに参加させて頂きたいとも考えています。住みやすいは自分の積極的に関わって
行くことで実現するとも思います。行政まかせにするのではなく、みんなで考え取り組むことと思います。勝手なことを書きました。ありが
とうございます。

511 514 情報共有の充実 秘書広報室

行政が勝手すぎ。

512 514 情報共有の充実 秘書広報室

これから子供をと考えているので、保育の充実、仕事との両立できる様、名張地域、鴻之台、希央台地域に保育所や、他県から引越し
で住みだしているので、勉強会などの情報を大々的にほしいです。仕事と家の往復なので。アパートの近隣住民との交流もないので。

513 514 情報共有の充実 秘書広報室
名張市の魅力を市民に教えてほしい。

514 514 情報共有の充実 秘書広報室

市の行政について、方針とか計画とかは何を見れば良いの？〝広報なばり"などに載せれないのか。例えば名張市の課題は何なの
か、市民に明確にしてほしい。市民に行政に関心がないのは、情報が少ないからだと思う。

515 514 情報共有の充実 秘書広報室 広報なばりは月１回でも良いのでは？内容量、緊急性から見て、又配布費用の面から。
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516 514 情報共有の充実 秘書広報室

・アンケート調査の開示はホームページ等で見てください…そもそもこの考え方が間違いでは…？
（市の広報誌をもっと充実させて下さい。）
・平成28年度から取り組んでいるとの事、
「新・理想郷プラン」の詳細を全くしりませんが…？
案内があったのでしょうか。
又、すでに2年位経過しているので、何かこの2年で集約された資料があるのでしょうか？

単にアンケート調査実施でアピールしている事は理解でいきますが、よくある手法と思います。
アンケート調査を取りまとめ、具体的施策を立案、市民に公開する事をすべきと思います。
（市議会は一体どんな仕事をしているのか全くわかりません）
地域の考え、意見を吸い上げる事が1番の仕事ですよ。

517 514 情報共有の充実 秘書広報室
市長さんも忙しいですけれど一般の方の語る会をしてほしいです。

518 514 情報共有の充実 秘書広報室

広報の充実。

519 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

こんなんなら伊賀と合併したらよかったのにって思う。
「名張」を残したいなら　住人の声聞かなきゃ　だれも住みたいと思わないですよ。

520 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

人が集まる地域作りを考えて欲しいと思う。
コンパクトでもいい　魅力的な町に。

521 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

私は都会からこの街に移り住んだ者の一人であるが、この街に住む方々、自然環境など、古き良きコミュニティが数多くあると思ってい
ます。これを活かさない手はない。必ずしも、“便利さ”だけが、「良い街づくり」となる訳ではなく、古くからある、このような素晴らしい地
域の方々や自然を十分に市外、県外、日本中にアピールできるものを創り上げていければと思います。

522 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

もっと名張の良いところを全国に広めて、みんなが、行きたいと思えるような市にしてほしい。そのことによって、名張市が、うるおうと思
う。

523 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

若年層ほど老後のビジョンに不安を抱えているように思う。
国の施策、特に年金制度に関する不安が大きく、十分なビジョンが示されないと、国の言う消費拡大などありえない。
若者の車離れや、結婚、出産の低下は、将来不安の何ものでもないと思う。
国や県、地方自治体の手腕により、将来が明るいものであることを示すべきときであると痛感する。

524 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

人口減が一番心配です。若い方々の子育てもそうですが、折角いい仕事場があっても妊娠したら会社を辞めなくてはならないとなれ
ば、なかなか子供も産めないのでは。行政と会社とがうまく連携出来ないものでしょうか。
昔の様に大家族で生活出来ればいいのでしょうけれど

525 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

今後、ますます老齢化が進む為　福祉、介護の充実が必要です。
住みやすい名張、安心して住める名張を望みます。
また　子育て支援も大事です。
障害者への支援も大事です。
自慢できる街になると、また若者も帰って来るのではないでしょうか。

526 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室
若者の地元離れ

527 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

若者の流出を妨げ
企業誘致。コンサート会場の充実と確保。

528 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

子育てと活発な仕事（就業）が同時に安心してできる街づくりをしていくところであることを望む。

529 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

全国的な人口減少と同じく、名張市の人口減少もある。人口減少により、働き手の人口減少もあるため、名張市の税収減少にもつなが
る。
工業や働く場所の確保、働きやすい環境づくりをして、税収増加ができれば、福祉や医療サービスの充実をしてもらいたい。

530 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

まず人口減少を防ぐ方策、全国から人が集まる又は商業施設が増える、特徴ある方策をとっていく必要がある。先日市長選挙があった
が何も取り上げることなく決まっている。
全国から注目されるような取り組みがないのでぜひ、注目されるような取り組みをして頂きたい。
名張市はこのような特徴があって名張に住みたいという人が出てくるようにして頂きたい。

531 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

私は名張で30年近く住んでいます。
子供も18才と20才の子供がいます。30年の間にお店も増え、住まいもたくさん増えましたがまだまだ充実したお店がないと感じます。子
供もいつも「奈良のアルルみたいなお店があるといいな」と言っています。
だからお店がないのでわざわざ奈良や大阪まで行って服などを買いに行ったりしています。
後、子供もその子供の友達も将来は便利のいい所へ行って住むと言っているので、子供達や若い人に名張に住んでもらうには、お店
の充実さや仕事の充実さがあればもっともっと人口も増え10万都市を目指したいですね。少子化なので名張も頑張らないと過疎化して
いく一方で税金だけが沢山払い将来が不安です。

532 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

財政難と言われて久しく、努力されていることもわかっています。しかしながらいろいろな面で「財政がない」との一言で片づけられてし
まっている事が多くあるように感じ、さみしい気持ちになります。
①子育てへの支援する市として、人口がふえ、保育が充実し
②介護する人が充実した気持ちで携われるような仕事になっていけば、うれしい事です。
私個人、三人の子育てを終えましたが、その時三人も子育てしていてよかったと思えたかわかりません。保育料も最高額を払い、時間も
長いので延長保育料を多額払った記憶しかありません。保育園の時間も4時で終了。その後は延長して多額の保育料！！
もう、一人分の給料がなくなるほどでした。
女性が働く「フルタイム」で働く人が少なかったからでしょうか。
③働く女性をしっかり応援して下さい。

みんなが「幸せ」感を持って生活できるように願っています！
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533 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

企業や大学を誘致し若者が名張に定着できるような環境をつくらなければ、人口減少に歯止めはかからないのでは。

534 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

若い世代の転出による人口減少

535 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

少子高齢化が今まで誰も経験したことのない状態に加速している。「他に例がない」と、市民の意見に対した回答としてよく見受けるが、
他と同じことをしていて生き残れるだろうか。もっと世界にも目を向けて、広い視野で名張市が生き残れる道を探してほしいと思う。また、
市民にも考えさせるべきだと思う。

536 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室
若者の定住促進

537 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

様々な施策の取り組みを行っているのは理解できるが、最重要課題が何なのかわからない。名張のブランド？お土産？子育て？環境
保全？・・・どれも十分な成果があがっているとは感じられない。地域のコミュニティ力があがっているが、市がそれに追いついていない
ような気がする。

538 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

若者が定着し、都会や近隣市町村等から呼び込める政策が必要ではないでしょうか。
名張市は今後、増々高齢化が進み、高齢者中心の施策が多くなってくると思いますが、同時に市内に若者を呼び込まないと、税収も
増えず、先細りの自治体になると思います。（既になっているかも…）
その為に若者が魅力的に感じる街づくり、例えば、景観だけでなくＩＴやレジャー施設等活気のあるモノをまずは呼び込むことで、若者
が集まり、文化が生まれ、雇用も生まれてくるんではないでしょうか？
攻めている名張市を見せてもらいたいです。

539 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

現在の名張市は救急医療や障害者、高齢者福祉が充実しているとは思われないし、大いに不安を感じる。また日常生活においても商
業施設等においても魅力的、便利であると言い難く、市外に出て行く事が多いので、市外から人を呼び込める町づくりが出来ていない
ので、町自体に活気もなく、住みやすい町とは言えない。

540 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室 若者の流出が激しい。このままだと人口減に歯止めがかからない。

541 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

良いまちづくりに取り組まれている姿勢が伺われ満足しています。少ない予算の中で、これ以上望むのは無理かと思いますが、人口減
を止める政策には年令を重ねた者にとっては大いに取り組んでいただきたいと願う次第です。

542 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室 名張市の人口減少と財政政策

543 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室
人口減少を食い止める

544 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室 若者にとってよりよい政策をしていただきたい。

545 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

ベッドタウンとして大阪へ通勤する人も多かった桔梗が丘…
駅前に近鉄プラザもあり買い物にも便利で住みやすい街でしたが、今では住む人たちも熟年が多くなり、街全体が落ち着き過ぎていて
活気がないように思います
近鉄プラザも閉鎖されてこれから跡地はどうなるのか、市としても魅力のある街づくりに力をいれてほしい

546 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

空家対策を名張市は着手して頂いているそうですので、これからその成果が現れて来るのだと思いますが、魅力のある生活環境をまず
整えることにより、より多くの住人に移住してもらえると思います。これからの次世代確保に期待し、高齢者にとっても住み良い環境をお
願いします。ずっと住み続けたいと思ってくれる住民が増える環境になりますように。

547 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室
名張市の財政は赤字だと聞きましたが、これからどのように良くなっていくのでしょうか？？
市民のためのまちづくりなど力を入れていってほしい。

548 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

老若男女すべてが満遍なく安全、安心に暮らせるまちづくりをお願い致します。
市内に息子一家もお世話になっており、孫達がおおらかにすくすくと育っていける環境であることを切に希望致します。
そのためにも微力ながら地域貢献に努めたいと思っていますが、そのためにはどの様な方法があるのかお教え頂ければ幸いです。
これからもよろしくお願い申し上げます。

549 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

はっきり言って、市長はもう交代してほしかったです。これだけ市民にお金の負担をかける市は最低です。
つつじが丘は予定地すら決まっていない処理場のお金を払わされました。
固定資産税もあげられ、普通のサラリーマン家庭、年金暮らしの方にどれだけ苦しい思いをさせるんですか！！
市民が住みよい町にするのが仕事でしょ？
市民に負担をかけないように、まずは自分から給料減らしてください。いらない議員は切り、給料も減らす！あなた達は、苦労しないお
金をもらってるから私達の気持ちがわからないんです！
一生懸命働いても苦しい家庭はいっぱいあるんです！
医療手当も何故、未就学児までなんですか？小、中も、病気、ケガ多いんですよ。
ギム教育無料とかはいらない。親の責任、ギムですから。
しかし、生活保護など、調査がすぎるくせに。現に医療費の出費に苦労している子供の親のことをもっと分かってほしいです。
　同じような施設ばっかりいりません。若者は、何も名張ではそろわないから、奈良や、大阪、名古屋方面へ買い物へ出るんです！市
民が満足できる制度にできるように仕事できる議員から育ててください。市長ももっとええ加減考えてほしいです。自分の給料から減ら
して！！

550 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

　私は大阪生まれで主人の仕事の都合上、名張に転居しました。
　この名張の財産は「自然＝田舎らしさ」だと思っています。
しかし、多くの田畑が「家＝居住物件」と変化し続けています。
大阪、名古屋（近隣都市）のマネをしている様に見えてすごく残念に感じる事が増えています。
　ＴＶで成功例を見た中に、田舎なのに、時間を掛ける事を苦に思わず都心から多くの「客」を引き寄せるものがありました。
それらは地元食材、特産品を他府県に提供していました。大きな投資があったようには見えないものばかりでした。
必ず成功するものばかりではないでしょうし、簡単でもないんだろうと思いますが、それを見つけた地域は「賑わい＝元気な町」を手に
入れていました。
　この名張で「何か」を見つける事が出来たら、「田舎らしさ」を捨てる事はせずに維持できるでしょう。
　とても難しい宿題であるとは思いますが…

　他者の私は、田舎らしい名張にとても魅力を感じています。
　皆が何らかの「思いつき」を口にする場は、必要かもしれません。
　ここに住む者の課題ですね。

551 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室
ファーストフード、パーマ屋、コンビニ、愛すべきものがない。人々も愛着がないのでは？

552 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

なにか画期的なことをしてほしい。なにもかも「そこそこ」でつまらない街。

553 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室
何よりも、“可能性のある”街だと思っています。名張というところは…！！

554 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室
住み良い環境づくりと災害時の安全性と住みごこちの良い名張市であってほしいです。
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555 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

孫をつれ関東から名張に引っ越して来てくれたが
名張になれて子供、孫にも住み良い名張になってくれるか　又、私達の住んでいる所は高齢者ばかりで人口は減るばかりの限界集落
です。草刈の出来なくなった田、畑等、荒れるばかり。又、道路もどうしても後まわしになって荒れほうだいです…なんとかしてもらわな
いと生活している者は大変です。

556 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

少子・高齢化が急速に進んでいる中、人口減少が尚危機感を感じます。
加えて、外国人の流入、難民申請や不法入国の増加が懸念されます。
女性の地位向上や、働き方改革も必要かと思うが、結婚したがらない若者、子供を産みたがらない夫婦、離婚家庭の増加、国の方針と
何か矛盾を感じてなりません。
子供を産み育てる環境作りの重要性を思います。
人口増加は家庭の調和からしか生み出されません。家庭の役割が何よりも増して重要且つ価値あることに覚醒していかなければ人口
減少は家庭崩壊、社会崩壊に連動していると思います。
「足るを知る」精神で、自然とと共に暮らす豊かさを真の幸福感の様に思います。年の功かも知れませんが。

557 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

現在も今後も名張にて生活を続けていきたいと考えています。
高齢者夫婦の終いの住かとして安心できる街造りをお願いしますと共に、若者達の参加出来る議会を開いて下さい。
（今の議員の年齢が高いので、新しい意見が通らないのでは？）
宜しくお願い申し上げます。

558 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

映画館がほしいです。

子育てできるようしやすいようにしてほしい。
学校も良くしてほしい。

559 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

道路整備の遅れ、人口減による税金up等の不安がある。特に住宅を処分するのに公的な制度を設けてほしい。名張市ではリバース
モーゲージの制度はあるのでしょうか？

560 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室
長年名張市に住んでいますが、名張市が変わるとは思えません。何も期待していません。引越しできるならそうしています。

561 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

市長のトップダウンによる政策が多くて市民の声を聞いているとは思えない。人口減や高齢化に陥っている現状をどのように打破してい
くかのビジョンがない。若い世代が大学等を卒業した後も名張に住んでいきたいという魅力がない。企業の誘致など伊賀市に比べて
劣っている。市長、教育長が長期政権になっており、新しい考えが入りにくい等、弊害が多くなってきている。

562 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

少子化の対策は無駄。何をしても防げない。少子化を前提として考えるべき。今の子どもたちが名張に留まれるよう考えたい。

563 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

主人の定年で桔梗だったら子供も大阪、東京で就職しているしと戻ってきました時は浦島太郎でした。２０年たった今は駅前開発はだ
め、電車、バスの回数はへり、高校がなくなり、小中学校も学生が減りさみしい町となりつつあります。市長さん、子どもたちが住みたくな
る様な町の環境にしてください。老人でも福祉の施設が出来てきているけど、国民年金で入れる様な施設は程遠いです。市長さん、桔
梗の駅前に立ってみてください。市長さんも名張で育った人だから何か気づいて明るい町にしてくれることを願っています。

564 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室 少子高齢化

565 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

名張市に住んで１５年以上経ちます。その間に子どもも社会人になり、大阪へ就職して行ってしまいました。また、最近桔梗が丘の近鉄
も無くなりさみしい限りです。最終の売り出しという事で、買い物に行ったのですが、お年寄りばかりでびっくりしました。（近鉄ハーベス
ト）へ買い物のためカートを押していたのですが、何度もおばあさまにぶつかりそうになりました。ミスタードーナツもなくなり、またそれも
さみしい限りです。この先この町はどうなるのでしょうか？子どもたちは名張には帰ってこないでしょう。私はこの町がこれからどうなるの
か不安です。

566 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

県内他市より転入してきましたが、基本的に住みやすい街だと感じています。ありがとうございます。

567 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

名張に住んで30年たちます。見渡す限り田んぼや空き地だらけだったのが、コンビニができ、大型スーパーができ住みやすくなりました
（相変わらず車必須の土地柄ですが・・・）。今はインターネットで何でも買えるようになり、店舗で商売するの大変難しい時代ですが、名
張は特に商売が難しいように思います。つい先日開店した店がもう閉店!!というのが非常に多いように思います。私はそういうのを見てき
て、若者には「やっぱ大阪へ・・・名張はダメ・・・」と思うことがあるんじゃないかな・・・。少子高齢化と言え、名張の人口が10万人を超え
ないのも分かる気がします。子育てには良い街になったと思いますが・・・。仕事先も工場ばかり求人出てますものね・・・。お店がつぶれ
ていくのは街に活気がなくなってしまうので残念です。自分は母子家庭で福祉には色々助けていただき感謝しています。ですが、日頃
から健康に気を付けているつもりですが、（なるべく病院には行きたくないので・・・）病院へ行かなければならない時に、情けない話で
すが、手持ちのお金がなくて病院へ行けない事が多々あります。小学生の子供が39℃の熱を3～4日出してた時も行けませんでした。
生活がいっぱいいっぱいで医療費をねん出できません。後日返金されるとはいえ、医療助成が窓口負担なしだと助かります。そうする
と無駄に病院通いする人が増えるとかの問題もあるでしょうが・・・。

568 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

地方の長所でもあり、短所でもあるけれど、しがらみは一部の人の特権になり（人間だれでも長くいればそうなる）、他から外国人を入れ
て新しい血を入れたら新しい発想により、また別の発展をするのでは？また道を外れたら即交代するような法令を作っておけば健全で
いいのでは？
※えらそうな事を書いてすみません！問題があまりにも山積しているので、現状の状態を打破するにはもっと若い人の発想と行動力が
必要かと（時間は止まってくれない）。

569 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室
これからの名張市を支えてくれるのは若い力です。子どもに力とお金を使って下さい。もう私たち大人は自分たちでなんとかする。文句
を言いすぎない！

570 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

″将来の不安″…①市の財政赤字による税負担の増大。②高齢化による「街の活力」の衰退
″行政に望む事″…財政力指数が県内市町村で１０位以下であるのに、市職員、議員の年収が県内で上位であると言う現実⇒①市
職員の人件費の見直し（人数、給与）②議員改革の実施…議員定数の削減と「３期」迄とする定年制の実現（長く市議をやる事の弊害、
新しい活力、発想を生む仕組み作り）③″老人に住みやすい街であっても、決して若者や子ども達が住みやすい街ではない″現実⇒
老人福祉費を削って、若い世代（子ども）の住みやすい街の実現の為の投資の実施→（１）教育環境の整備（小中学校の統合も含め）
（２）公園の整備（現状、遊具等が不十分であり、何より環境維持が出来ていない。）④老人の仕事（雇用）の創生（働く事での健康増
進）→子どもの保育等への参加等。　以上

571 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

桔梗が丘駅前、近鉄がなくなり１Ｆにぎゅーとらがオープンとの事を聞いていますが、駅前をもっと活性化させて欲しい。老人ホームが
出来るとか聞いたりもしますが、あえて駅前にする必要が有るのかと思います。一番町の（特に）老人の方が歩いてお買い物が出来る
町づくり希望します。今のままでは大阪より名張に最後の住まいとして、住居をかまえたのに淋しい限りでおります。駅前の治安にも不
安を感じます。小さな子ども達が安心して住める町づくりをどうぞ宜しくお願い致します。
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572 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室
三重県政は伊賀地域に目を向けていない。ならば名張は関西圏の市としてもっと行政活動を行うべきである。

573 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

若者、子ども、年配者含む市民、皆んなが集える場所、ＡＤＳホール等のリーホーム又スポーツ等を含む多目施設の創造する。

574 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

大阪から子育ての為（田舎生活に縁が無い為）子ども達に（小学生３年、１年、１０ヶ月の３人）自然豊かな名張を選び引越して３７年。
すっかり名張に慣じみ満足した人生を過ごせて来ていると、つくづく思います。名張バンザイ！！人生最後までよろしくお願い致しま
す。

575 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室
名張市の人口増減が気になります。（増の手立て）

576 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

①高齢化、人口減少による税収入の不安定化を防止するため、名張市の知名度を上げ、集客、人口定着に資する方策を期待します。
その為には近鉄線のアクセス向上、道路網の整備を国や三重県、奈良県と協調した整備を望みます。県都津市にばかり目を向けるの
ではなく、大阪、奈良、和歌山からのアクセス向上を計画していただきたい。Ｒ25、Ｒ165、Ｒ368、Ｒ369、Ｒ166の環状アクセス、伊勢自動
車道、勢和多気Ｉ.Ｃとの連携や関空からの観光客等導入も狙上にとがればと思います。
②学童減少による保育所や小学校の統合により廃園廃校となる施設の教室、体育館、プール等を活用した夏休みや春休み等の宿泊
キャンプや天体観測会、野鳥観察会、工作教室等、周辺施設を巻き込んで、大阪、奈良等の過密住宅の親や子ども達に体験学習の
機会を提供し、名張の良さを理解してもらい、併せて地域活性化につながれば良いと思います。（※資金や債投入ではない知恵と手
づくりの良さを活かしたものが望ましいと思います。）
③医療施設の近代化投資と優秀な人材育成プログラムにより地域の中核医療センターとしての魅力を発信できる傾斜再生産方式の計
画推進を望みます。（優秀な人材は良い環境を求めて移動していくので腕を発揮できる環境を構築して下さい。）
④科学的思考を発展させるための博物館機能を持った施設を（廃校となった高校を活用するも一案かと）整備して下さい。
⑤図書館機能の充実と拡大を図って下さい。
③④⑤は市の知的財産として後世に残るものであり、都市の魅力度を測るバロメーターでもあると考えます。

577 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室
将来の名張のビジョンは何でしょうか？そのあたりをもっと市民にうちだしてもらえたらいい方向に行くと思います。

578 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室
若者がいなくなってきている。

579 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室
大学、就職での若者の流出

580 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

伊賀市に入らなかったので伊賀から名張に引っ越しする時手続きが大変でした。将来伊賀市に一緒になってほしいと思います。

581 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

大阪から結婚を機に移住してまいりました。名張に住み始め、１年と半年になります。日常生活においては何不自由なく過ごせていま
す。想像以上に住人も多い市内と感じていますが、やはり中心地から離れるにつれて高齢化を中心とした過疎化の進行も今後加速し
ていくことが実感することもあります。
赤目四十八滝のボランティア活動の一貫で、大阪府からの移住促進もかねたキャンプイベントの際に、来られた参加者と会話する機会
がありましたが、やはり移住後の仕事の有無に強い不安を抱かれていました。後はやはり単発のキャンプイベントだけでは日常生活の
インフラなどの状況を把握することは難しいと感じられていたように思います。そういった人達を獲得する案としては、空家を改装し、体
験型の住居提供、サービス、例えば一週間空家とレンタカーを低コストで借りれる環境を作り、短期間の名張での生活を体験できる機
会を提供し、移住への不安を解消する取り組み。空家の階層にコストがかかりますが、フランスなどでは知識や経験のある大工さんを先
生にし、ＤＩＹが好きでスキルアップの意欲のある人を集め、「改装技術を学ぶ」機会とすることで、人の確保をコストレスで行うことで、や
る気のある人材が低コストでどんどん古い家を改装し、参加している人もスキルアップするといった、相乗効果を狙った取り組みがされ
ているようで、そういった活動も可能性があるのでは？と思いました。ご参考までに。

582 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

とにかく早く他市へうつりたい。このまま名張市が存続するか不安である。

583 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

高齢者が増え、その後子ども達が大丈夫か？

584 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

１０年後の旧町は老人ばかり。バラバラにマンションと駐車場が作られて、住むだけの町になるでしょう。

585 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室
インフラ整備の充実。子育てのお金がたりない。少子高齢化について（名張に魅力がないので若い人が県外に出ていってしまう）

586 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

子供達、孫達が住み易い環境と治安の良い生活を送れる様に　又　青少年の充実した健全な育成の充実を引き続き　さらに学校教育
の充実と働ける場の充実を確保続けて頂きたく思います。

587 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室 とても住み良い環境で有難いと思っています。

588 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

成人した子どもがいるが仕事をしていない為将来が心配である。

精神的に不安な事も含め先が見えないのがつらい。

親はこの先もこの土地で生活していくつもりだが子どもたちには魅力がないようだ。

589 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室

目先の利益にとらわれず、名張らしい行政

590 521 「新・理想郷プラン」の推進 総合企画政策室
本質のあるまちづくり

591 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部

市役所は横社会ですか？
　各課が独立している様に思います。
　連絡しあう事はないのでしょうか？
　　　　例．税務会社（税務課）
　　　　健康保険〃　（健康保険課）
　　といった様に！！

タイムカードは無いんですか？
出退勤が自由なんですか？

592 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部
市役所の職員の対応が冷たい感じがする。聞きづらい。事務処理が遅い。
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593 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部

地域の自治会活動をして感じたのですが、行政（市役所職員）の人たちは、あまりにも諸課題を区や自治会に押し付けすぎるのでは…
地域の問題点などを相談する窓口もなく、職員の転勤や異動も多いので、ウヤムヤになる事も少なくない。例えば「すぐやる課」のような
行動力、実践力のある部隊が市役所に必要と強く思います。

594 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部 住民税の納税額に対する市行政サービスのアンマッチ。納税額に対する対価がなし。

595 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部
住環境や道路の整備→一旦済んだら終わりではなく、定期的な見直しを続けていってほしい。

596 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部

国がしないなら県がする、県がしないのなら市がする、ぐらいの気持ちを持ってほしい。たくさん税金を取られても、暮らしが豊かなら不
満はない。今は、税金が高くなって収入は増えず、物価も高くなる一方。不満を持つなという方がひどい。

597 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部
年金のことなど、親に変わり手続することがあるが、とてもわかりづらい。年のいった高齢者になると、もっと分かりにくいと思う。もっと簡
単な説明を望みます。

598 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部

名張市の行政サービス（支所などが近所にない為）

599 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部

最小のinput（税金）で、最大のoutput（サービス）
望めないなら、無い方が良い！！

600 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部
公共工事の持続性を望む。

601 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部

職員数についても努力してると思うが、窓口の混雑などを見るとまだ減らせると思う。室や課の総合で少なく出来るのではないか。

602 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部

一部の地域から〝設備投資費〟などの費用を当然の様に徴収するのはおかしいと思う。（下水処理、ゴミ関係等）

603 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部
市の町づくりを考えてほしい。たとえば市役所を中心に集中して機能を集結してほしい。

604 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部
名張は古い考えがまだありそう。市の中の取組みも、個人の幸せより、利益を優先している感じ。古いならわしを変えようとせず、お金を
使いすぎ。時代に応じた取組みをするべき。

605 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部 市役所の窓口業務は丁寧親切にお願いします。

606 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部
名張市職員の給与が高過ぎる。

607 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部

固定資産税を引き上げた分その予算が生かされてない。早く戻してほしい。

608 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部
財政の経済状態が悪いのでは、一人一人の負担＝税の負担が多すぎて、住みづらさは、感じます。

609 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部

お金が無いのであれば、市役所など公共機関の人数を可能な限り少なくしてほしい。市役所にいく度に、その人数の多さに民間との差
に驚いています。

610 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部

財政の赤字（？）固定資産税　税率改定による財源の確保？あまりにもサラリーマン家庭に負担？
市役所職員多すぎる感がありますが…
余り行かない方も多くいられると思いますが
4Fの農林課かな？たまに行くことがありますが、いつも作業服の人がいすに座り、足を組み、しゃべってる姿が多々見られます。
私たちサラリーマンの市町村税の余りの高さに毎回ゾッとしていますが、ああいう方への給与に使われていると思うと腹立たしい限りで
す。
市職員のスリム化、議員の人数も減らしては？
もっと足元から見直していただきたい。

611 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部
ごみ袋の料金を減らしてほしい。市役所の時間を長くしてほしい。週１回でも。仕事終わりの時間では間に合わない。

612 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部
市が運営する喫茶店、食堂をしてほしいです。

613 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部

市役所に行った時に無駄口をたたいてる職員が多い。しゃべるなとは言わないが、窓口に行けば職員は目をそらしたり待ってる人が多
いのに対応してる人が限られる。

614 522 成熟社会に対応する行政運営 総務部 行政は終わりまで一生懸命に果たして下さるようお願いします

615 523 持続可能な財政運営 総務部 市立病院維持の為の増税をやめて欲しい。

616 523 持続可能な財政運営 総務部

どんどん住民税や固定資産税などの負担が大きくなっていて、子育てして、住環境を整えて、生活していくのがすごく大変だと思いま
す。持ち家なら、税金はあたりまえで仕方のない事だとは思いますが、これ以上負担が増えていかない様にしてほしいと思います。

617 523 持続可能な財政運営 総務部

ゴミ袋も高い。行政破綻しそうなの知ってるけど、もっと見直すべき

618 523 持続可能な財政運営 総務部
人口は減ることはあっても、もう増える事は望めないと思います。よって、人口が7～5万程度の市としてやっていけるように、健全な計画
を立てて欲しい。小さくても自然豊かで、市民が心豊かに暮らせるような町に。

619 523 持続可能な財政運営 総務部

亀井市長の任期中に福祉系の整備により充実された。しかし、名張市の赤字は最悪の状態となっている。若者が仕事を選べない名張
市に我慢できず、地方離れが目立っている。
名張市は何を目指しているのかよく理解できない。
人口減なのに固定資産税を上げて家計を苦しめている。税収入が無いのに議員報酬や役人のサラリーが高額である。
名張市の為に活躍した後に、または赤字減引に貢献した者であればその支出は納得できる。しかし、市長をはじめ他の議員の活動は

620 523 持続可能な財政運営 総務部

名張市の固定資産税が高すぎる。

621 523 持続可能な財政運営 総務部
名張市の借金→減らしていく方向を続けてほしい。

622 523 持続可能な財政運営 総務部 税金（個人の）でなく、入を図ること。

623 523 持続可能な財政運営 総務部 税金が他市町村と比べ高い。

624 523 持続可能な財政運営 総務部 市民税高い　奈良地域1.5倍

625 523 持続可能な財政運営 総務部 市民税が高いのでは？
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626 523 持続可能な財政運営 総務部 市の財政の健全化に努めてほしい。

627 523 持続可能な財政運営 総務部 名張市の財政問題の改善及び、必要性。借金経営は将来の人口増加等のぞめない。

628 523 持続可能な財政運営 総務部 固定資産税が他の市町村より高い。

629 523 持続可能な財政運営 総務部

現在の市の財政が非常事態なのに、市長、市職員、市議会議員の報酬が三重県の中でもランク上位を占めているのが現状である。そ
んな中で市民の固定資産税を引き上げている事に納得が出来ない。最初にするべき事は、市長、市職員、市議会議員の報酬を下げ
てから市民の理解を得て、固定資産税を上げるのが筋ではにのかと思う。

630 523 持続可能な財政運営 総務部

少子高齢化と世間様が声高らかになっている状況の中、我々、老年者の保護の充実、税負担、国民健康保険料等の軽減をはかり、生
きがいのある街づくりに努めて欲しい。
固定資産税、国民健康保険料、介護保険料→年金生活者の年金収入からみた負担割合は市として計算しておられるとは思います
が、現状の公表等を願いたい。

631 523 持続可能な財政運営 総務部

固定資産税の軽減してほしい。

632 523 持続可能な財政運営 総務部
財政難は自ら身を切って赤字の穴埋めにしてほしい。

633 523 持続可能な財政運営 総務部

住民税、所得税の減額をして欲しい。

634 523 持続可能な財政運営 総務部
固定資産税をもう少し下げてほしい

635 523 持続可能な財政運営 総務部

何かと財政難でとの市の返答には聞きあきた。財政難を乗り切る方法をよくよく考えるべき。企業の誘致や若い人の増加をしていかな
いと衰退の道をたどるのではないでしょうか？

636 523 持続可能な財政運営 総務部

税金のむだ使いを洗い直して下さい。

ゴミ袋が高すぎる（値段）

今回、亀井市長に半数以上がNO!をつきつけたことに関し、よく考えて頂きたい。
これ以上の赤字を増やさないでほしい。

637 523 持続可能な財政運営 総務部 財政の健全化

638 523 持続可能な財政運営 総務部 税金が高いのはしかたがないと思いますが、出来るだけ財政が早くよくなるようになってほしい。

639 523 持続可能な財政運営 総務部 財政の健全化。名張市が夕張市の二の舞にならぬこと。

640 523 持続可能な財政運営 総務部

行政に望むことは、固定資産税の増税はかなりつらい。財政が非常事態であることは理解できるが、固定資産税の増税以外での財源
の確保や創出、また歳出の削減、予算の見直し等により、なんとかしていただきたい。

641 523 持続可能な財政運営 総務部

ついでに、市政とは別の問題だか、近鉄の閉店で買い物がおおいに不便になった。近鉄不動産の話だが、誘致できる情報等があれ
ばぜひ、協力していただき、従来通り、徒歩で買い物を楽しめる状態になればと願うし、法人税の税収増もあわせて市としての税収増も
見込め、ぜひ開店してほしい。

642 523 持続可能な財政運営 総務部

全てが中途半端な市であり、産業等の発展は望まれないため自衛隊等の基地を誘致した方がいいのでは？
福祉に力を注ぐのもいいが、財源を確保できてからではないのか？新しく事業所が出来ても老人福祉施設が大半なので、名張市の未
来は暗いなあと感じる。

643 523 持続可能な財政運営 総務部

大阪に勤務している為、市税を納めるだけでほとんど市サービスを受けていない。生まれ育った場所なので税金納めるだけでもよいが
名張の産業、農業の発展→法人税などの税収入増を求む。

644 523 持続可能な財政運営 総務部

税金が高い。

645 523 持続可能な財政運営 総務部

固定資産税の増税が行われ、かなり不満がある。他に節税に取り組むべきことがあったのではないか。

646 その他 - -

現在59歳の私は母の介護をする為仕事は一切しておりません。これまでにも仕事を探してやっとの思いでやりかけても、母のことが頭
から離れずストレスがたまる一方でした。私自身もある病気でもう5年目になりました。通院する度、今日で終わらないかといつも思いま
す。

647 その他 - -

お年寄りが遊べるカラオケ　レインボーは残してほしかったとよく耳にします。小さな町だけど、便利でここから出なくても充実している
よ。という町になってほしいですね。

648 その他 - -

コンビニが偏って存在していること。

649 その他 - -

アンケートに回答しましたが、正直ほとんどの項目について、それぞれが具体的にどういう事業内容であったり、政策であるかわかりま
せん。直接それぞれに係っている人には理解できるのでしょうが…たとえば問12の20項目について、各項目が現在具体的にどういう活
動なり考え方なのかつかめず回答に迷ってしまいます。
名張市がめざす（1）の項目（例えばとして）10人が異なる意味で理解しているなら○が入っても問われるべき政策と一致するかはわから
ない。
詳細に明記するのは難しいだろうが、もう少し具体的に把握できるような事例や補足がないと、自分が期待する思いと行政側の認識が
違う可能性も大きい。
スローガン的なものではなく、具体的に提示されれば自分の意思も表現しやすいと思います。
　10年先20年先はいろんな面で、切実な状況になることは想像されます。（これから日本はどこも同じでしょうが）そういう意味でも、具体
的な内容や表現、方向性だけでなくタイムスケジュール的な側面も提示していく必要もあるのではと考えます。

650 その他 - -

回答したかったのですが本人が認知症のため嘘は書けませんでした
残念です
申し訳ありません
グループホーム（名張）で幸せと言って生活してくれています

651 その他 - -

どこでもそうかもだけど、光熱費はずば抜けて高い。プロパンは特に高い。普通に毎日フロなんかは入れない。冬なんて入りたいのに特
に高い。

652 その他 - -
名張市に住み45年　住めば都の通りです。
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653 その他 - -

住みよい町にして下さい。市民の声を聞いて下さい。
　市民病院の事、病院、市役所行のバスの件
　よろしくお願いします。

654 その他 - -
年金が少ない

655 その他 - -
物価が高い

656 その他 - -

赤目口駅に現時点では階段のみしかなく、現在妊娠中のため、利用時は非常に不便である。バリアフリーな駅づくりを意識し、エレ
ベーターの設置を検討してほしい。

657 その他 - -

市内にある名張駅と桔梗が丘駅を１つにして、市としての起点をつくる：市を分断していると思う（駅が２つあると）

658 その他 - -

市議会議員の人員２０人から１８人位に
議員報酬５％カット望む

659 その他 - -

市長が再選でマンネリ化です。
新しい人を望みました。長い間の市長職たら何等変わりない名張市にガッカリしています。
市の運営を全部民間に任せて何かメリットありましたか？
財政の他に？
朝日新聞の記事にも市長としての品格と節度を疑います。支持率過半数もないのにも少し謙虚に反省してほしいですね。

660 その他 - -
高専の音がうるさい

661 その他 - -

名張市の運営につきましては、大変な時期だと感じておりますが、市政の内容、議員さんの活動がほとんど見えてきません。
地元出身の議員さんが多い為か、視野のせまい内容になっている様に感じます（議会中継や報告会を見て感じた事）

662 その他 - -
ポストが少ない。

663 その他 - -

同じ人物が２０年も市長をやっていては効率的な行政サービスなど不可能。誰でも良いので新しい人に期待したい。今回の市長選は
良いチャンスだったのにとても残念。これを機に今後すべての地域の役員などは固くおことわりするつもりです。（区長、組長、防災委員
など・・・）

664 その他 - - 個人の宅地内の大木（ケヤキ）に悩まされる！（３０年）　電線以上、屋根以上木が伸びて日陰になる。

665 その他 - - スーパー万代さんがいつまでも営業するように頑張ってください。

666 その他 - - 特に気が付くことはありません。

667 その他 - - 人口減少

668 その他 - -

今回行われた市長選挙では、市会議員との同一選挙や議員定数の削減が提案されていたと思うが、一部議員の反対で没となったよう
である。市財政が大変厳しい中で、財政改善に率先して取り組むべき市会議員の一部議員のレベルの低さや建前に執着する無責任
さに情けなさを感じる。このような者たちに投票した善良な市民が居ることを忘れないで欲しい。残念である。今の市議会議員に市運営
のチェックを任せられない。何とかこの提案が復活されるよう方策の検討を願うものである。

669 その他 - - 議員定数の削減

670 その他 - -

住民の数は減少しているのに、市会議員の数はそのままなのはおかしいと思う。財政危機の中、議員の必要数を精査するべきだと思
う。

671 その他 - -

名張に居住までは神戸、北海道（一応全道）、東京、千葉、愛媛、京都、兵庫（伊田）当地には５６年に日本各地を転々と居住をそれ成
りに土地の特色もあり実に良き人生を得て来ました。私は人生の歩みは自分が他人からの事は参考にしあるものは自分の財産として、
不満を覚えた事はなし。社会に出て１９才～７９才の間を有意義に貢献をして来た自信があります。大変に自分の事を述べ役く立ず申
し訳ありません。私のモットーは１.人生は自己満足。２.自然と女性には勝てない。

672 その他 - -
議員の数が７万都市としては多過ぎる。

673 その他 - -
どんな小さな命も大切にし、（動物）など平和な中で生きていけるすばらしい所であってほしいです。

674 その他 - -

自分が直面していない事は分からない事ばかりです。子どもも老人もいないのでよく分かりません。仕事に行って帰って寝るのくりかえ
し。全く分からない事ばかりであせります。睡眠時間も毎日４～５時間で勉強する時間もありません。あせります。

675 その他 - -

市民から税金をまきあげすぎです。議員さんの給与って本当に妥当でしょうか？給与にみあった仕事をされている方は少数と感じま
す。

676 その他 - -

市の財政が厳しい中で、現在も再建に取り組んでいるわけですが、一番の無駄な支出は市会議員の給与と思われる。定数を理由に無
能な議員が多すぎる。市の将来を良くするには、主となる運営サイドの人材の資質をあげなければ変わらない。市外から有能な人材を
議員に立候補させ、無能な議員の排除が必要である。

677 その他 - - 梅ヶ丘に住むのをやめて、下に降りて生活したいと思う。

678 その他 - -

現在は高齢化に入って居りますので色々とご都合があり他の市との都合もある事ですので市の方も中々ご苦労様です。又市民のすべ
ての事も市民調査となりますのに本当にご苦労様です。よろしくお願い申し上げます。
昔の人に、喜べば又、喜び人がよろこび事を持ってくると言われました。
苦情ばかり言っていると良い事はありません
感謝の生活が出来ると言う事は自分もうれしくなります。

679 その他 - -

近年中国の存在に不安を感じている。例えば中国の軍事費はこの１５年で日本の３倍以上となり、航空自衛隊のスクランブル回数は平
成２８年度に過去最高を記録している。また国土の２％が中国に買われている。このような状況であるからこそ国民が国防意識を持つこ
とが必要と考える。私が名張市で義務教育を受けた頃は、国家すら教わらず、日本人は朝鮮人慰安婦にひどい事をしたと自虐的な教
育を受けた。慰安婦は朝日新聞の虚偽の記事であり、平成２６年に朝日新聞社社長が謝罪をしているが、名張市や三重県の教育委員
会は当時教育を受けた人達に間違った教育をしていたと訂正や謝罪をしたのか。人権教育より愛国教育に力を入れてはいかがか。


