
市民意識調査(平成２８年４月実施)における自由意見の結果について 

１．自由意見欄に記載のあった人数 415 人（回収数 987 人） 

２．自由意見欄への記載率       42.0%

（参考）H26 年 4 月 42.4%（435 人/1,027 人） 

H27 年 4 月 43.6%（432 人/  991 人） 

３．自由意見の件数 延べ 551 件

４．自由意見施策別件数 ランキング ( 上位 10 )（その他を除く） 

順位 施  策 件数（件） 割合（%） 

① 3-4-1 交通対策 66 12.0 

② 1-4-2 地域医療 63 11.4 

③ 4-1-1 学校教育 37 6.7 

〃 5-3-1 戦略的な都市経営 37 6.7 

⑤ 1-5-1 高齢者福祉 34 6.2 

⑥ 3-4-2 道路整備 25 4.5 

⑦ 5-3-3 持続可能な財政運営 23 4.2 

⑧ 1-5-3 子育て・子ども支援 21 3.8 

⑨ 1-5-4 社会保障 16 2.9 

〃 3-5-1 都市産業 16 2.9 

上位  合計 338 61.3 

５．自由意見の公表にあたって 

市民の皆様から頂戴した自由意見については、なるべく頂戴した意見をそのまま 

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

を控えさせていただいた意見もありますことをご了承ください。 



施策別自由意見（問２３）

施策
コード

施策 部局名 件名 具体的な内容

111 人権尊重 地域環境部
部落差別 部落差別についてアンケートでふれているが、そもそも行政が税金で補助金という名目で特典を与えていては解消など出来るはずも

ない。「市民の意識」に責任を押し付けるための設問だと感じる。不適当である。

121 地域づくり 地域環境部

地域と云うキーワードについて 地域づくり、地域のコミュニケーションetcと地域の言葉が多用されて、あたかも進歩的、民主的に活動が進められているかのように思
われるけれども…。いまだ旧態依然とした「顔役」に近い人々が様々を独占しているかの感がある。或る意味「地域」を細分化しすぎて
云うところの昔の隣組的なきゅうくつ感がある。むしろ市全域を一つとして、その中に市民参加をして各地の特色ある地域づくりを全体
に考えていく必要があるのではないか。もっともそれも余り期待はできないかもとは思っている。要は、行政指導者や地域リーダーが
日本型ムラ社会の特質を自覚しつつ、それを克服していくのかが問われているように思うが。

121 地域づくり 地域環境部 高齢者社会 近所でも最近高齢者が増えたように感じます。地域の活動が無理になりつつあり、今後不安に思います。

121 地域づくり 地域環境部

市の予算配分及び地域づくり
事業について

地域づくり事業が本格化して１０年余りになるが、実情は市政から地域への丸投げだという悪評が現在も聞こえてくるのは残念。地域
ごとの事情状況によって、事業内容に差がありすぎて、そのために生じている地域格差に関しては市はどう考えているのか。地域に
よっては全く意味のない活動に予算が使われているケースもあり、それも税金である以上、名前だけの担当者を置くだけで、市の責
任を果たしているとは到底言えないだろう。私の住む地域では、地域づくりの事業内容や決算状況は住民には配布されていないの
で、関わっている人達にしかわからない。それだけを考えても納得のできる税金の使い方とはほど遠い。不要なところへの予算を見直
し、減額して必要なところへ回し、適正な執行を！このアンケートも回答をインターネット利用すれば予算減らせると思いますが？

121 地域づくり 地域環境部

今後の市の発展について 福祉も歴史も地場産業も大切だとは思いますが・・・。あれもこれもで、結局自慢できるものが何もないということにならないといいなあと
思っています。住みやすさの中には隣人との適度な距離感というものがあり、この特性がなくならない程度の地域事業であってほしい
と思います。

121 地域づくり 地域環境部

町内会の活動について ①組長（役員）をしない人が多い②町内会に入会しない人が多い③地区清掃及びボランティアの清掃しない人が多い④20歳以上の
人が多い⑤町内会の行事が多い⑥若い人が組長及び地区参加しない⑦町内会と市の関係が不明⑧町内会行事をする際の市への
手続きが分からない⑨町内会の役員任期が短い（任期１年）⑩市が各町内会の実情を調査して欲しい

121 地域づくり 地域環境部

少子高齢化による地域の担い
手の減少

少子高齢化がますます進んでおり、地域の伝統文化、行事、環境保全等が出来なくなってくる。小学校の統廃合は、地域の過疎化
に拍車をかけるものと思われる。全く逆行している。若者が多く、定住するような、地域づくり、町づくりの施策を強く望む。

121 地域づくり 地域環境部

各まちづくり委員会の再編に
ついて

小学校の統廃合や、4.5制の小中一貫校の計画を、各まちづくり委員会の再編を含めて市民に発信したほうがいいのでは。たとえば
旧赤目小学校と旧錦生小学校が統合されていても、まちづくり委員会が別々なので、小学校とその保護者でいる間しか、人々の交流
がされていないように思う。

121 地域づくり 地域環境部
町内回覧印刷物 紙の版を統一化する。A4版にする、発行元によりB版の紙もある。バインダーに納まらない。B4（B3)→A4（A3)にすることで、costdown

につながる。

121 地域づくり 地域環境部

まちづくりについて ・地域の人が気軽に集まることのできる場所作り（近所づきあいが少ないため）
・あいさつを誰でもできる環境づくり
・近所の人や道ですれちがった人でも誰とでもあいさつできる環境づくり…特に小学生のうちから、あいさつの習慣を身につけることは
躾にもなり、地域の人が気にかけることで防犯にもつながることだと思います。
・安定して店舗が続いていくようにしてほしい。

131 健康福祉ネットワーク 福祉子ども部
形だけの「理想郷」ではなくて、本当に安心して老後を迎えることができる、住みやすい名張市にしてほしいと思います。「まちの保健
室」（良い施策と思います）の充実、給食サービスの充実、交通手段の整備（もう少しきめ細かく）等です。

131 健康福祉ネットワーク 福祉子ども部 福祉介護 将来、単身世帯になったとき、充分な地域医療であったり、福祉、介護に不安がある。

131 健康福祉ネットワーク 福祉子ども部 民生委員の活動が怠っている。高齢者２人暮らしで夫が認知症ですが、民生委員の訪問は一度もない。

131 健康福祉ネットワーク 福祉子ども部 医療、福祉、介護が心配です。

141 健康づくり 福祉子ども部

先日子供の「１歳半検診」を受診しました。所要時間は５時間。子供達（うちの子を含むよそのお子様たち）は機嫌が悪くなり大変でし
た。とても疲れました。二日間に分けて検診しておられるのは知っていますが、二日間では混雑を避けられているとは思えません。あ
と、検診の際、どちらかの学生さんが見学に来られていたのですが、保健師の方が学生さんにえらそうに指示していたのが見ていて
気分が悪かったですし、私もその保健師さんに嫌なコトを言われました。

141 健康づくり 福祉子ども部 歩くことで健康を守れるようになり、年をとっても元気でくらせるのではないでしょうか。

141 健康づくり 福祉子ども部
高齢者医療や介護者への支援を減らして、健康な人、若者、子供に税を使うべきだと思う。高齢者が健康で病院に入らなくてもいい
ような活動、取組みを望む。

141 健康づくり 福祉子ども部

人の幸せは、健やかさに起因
している。思いつくままに…

桜ヶ丘とネーミングされている地域に居住して半世紀が過ぎました。自然環境に恵まれ、特に今春の桜の美しさは幸福感が10！と銘
記した程でした。様々の桜が次から次へと開花し、地域の方達の短冊を見るのも楽しかったです。自然を大切に思う心を生かして生
活し、先人達が築き、伝統を守り通した歴史を引き継いでいくのが希望です。高齢化が急速に早まる中、やはり年相応の健康を保つ
のがまず第一と思います。基本的は生活と意欲的な希望あふれる暮らし、将来の夢etc、その全てが身体の健やかさに起因している
のです。健全な精神は、健やかな身体に宿る！

141 健康づくり 福祉子ども部

これからの人生 近所でも一人暮らしの人が少しずつ増えている。理由はそれぞれだが…。これからは自分の事はいつまでも自分で出来るように、他
人に迷惑をかけずに健康に生活していくように、生きがい、趣味等をもっと充実していくよう努力はしているつもりだが…少し空回りし
ているのが現実。

142 地域医療 福祉子ども部

市立病院における市民の「予
病」に貢献する食堂経営

5月初めに10日間ばかり市立病院に入院し、その時の経験から以下の提案をさせていただきます。特色を持った病院の一環として、
市民の「予病」に貢献する食堂経営を提案します。予病とは、病気を未然に防ぐととらえて、食生活をはじめとする生活習慣を正し、病
や心身の不調に抵抗できる身体を作ることであり、病気になったら治すという「治療医学」に対して、病気にならないように予防する事
です。現在、市立病院は紹介外来制を基本としているので、地域に開かれた病院としての印象が弱いところがあります。そこで、収益
確保と地域（市民）サービスの向上を目的として、あの「タニタ社員食堂」のように、栄養・カロリー・味のバランスの取れたメニューを日
替わりで提供し、さらには付帯のカウンセリングルームでは、管理栄養士からアドバイスを受けることができるようにしてはどうですか？
レシピを積極的に公開することも考えられます。

142 地域医療 福祉子ども部 市民病院について いつでも毎日安心して名張に住めるように、病院が毎日救急に対応していただきたい。

142 地域医療 福祉子ども部
救急車を呼んだ時、上野か名張かどちらの日わからない時、上野までつれていかれるのは不満。名張で救急車を呼ぶ場合は名張で
診てもらいたい。

142 地域医療 福祉子ども部
医療体制の充実を望む 救急体制が伊賀市名張市の3病院の持ち回りになっていること。また病院の医療体制が充実しているかどうかと言われると疑問符が

付くと思う。重い病になった場合、大都市の病院へ行くことになると思う。

142 地域医療 福祉子ども部

救急医療 私自身も年を重ねて健康面の不安が増してきて、名張の救急体制に日頃から大変不安を感じています。救急車を利用しても、どのよ
うな病院に行く事が出来るか？又、受け入れを拒否されないか、日々不安な毎日を送って居ります。どうか救急医療の在り方を考えて
欲しいと思っています。

142 地域医療 福祉子ども部 いろいろ 両親の老後を考えるとやはり医療機関への不安があります。（大きな病院が市民病院しかない。）

142 地域医療 福祉子ども部

救急医療の伊賀市との受け入
れ病院の当番制について

以前、私の父が夜、救急車のお世話になることがあり、そのときは岡波病院が受け入れ先でした。名張市は市立病院という大きな病
院があるにもかかわらず、当番制によって片道３０分以上かかる所に運ばれるという事は、今でも納得のいくものではありません。実
際、取るものもとりあえず一緒に救急車に乗ったばかりに、帰ることもできず、翌朝まで待合室にて一晩過ごすことになりました。市内
であれば知り合いに迎えを頼むこともできますが。そういう点ではやはり不便としか言いようはありません。

142 地域医療 福祉子ども部 安心してかかれる病院がほしい。

142 地域医療 福祉子ども部
緊急の時の病院の件 緊急の時（時間外）名張に住んでいながら、岡波病院まで行った。子供も遠いし迎えがないと帰れないのでたいへんでした。本当に

困りました。上野には2ヶ所病院があり、名張には1ヶ所しかなく大変不便を感じました。

142 地域医療 福祉子ども部 医療について 技術の高い医者が来てほしい。

142 地域医療 福祉子ども部
問8の（2） 開業医はランク付けがあり、小さいほど点数がいろいろプラスされて高くなっていると市役所に問い合わせて言われた。お薬手帳に貼

る明細分も請求された。

142 地域医療 福祉子ども部

医療の質の向上 医療の質というものを真剣に考えていただきたいです。特に名張市立病院の医師の質です。頭数さえそろえたらいいのでしょうか？
正直、知人に相談されたら市立病院はとてもお勧めできません。市立病院はどうなっていくのか心配です。小児科の24時間体制とい
うのは大変よいとは考えます。

142 地域医療 福祉子ども部 名張市の今後について 名張市の医師不足が心配。介護福祉のサービスが十分に受けれるか心配。

142 地域医療 福祉子ども部

在宅介護というけれど、在宅で診てくれる医者がいない。それをすすめている医師会の会長でさえ、理解されていない。現に行ってい
ることを分かっていないのではないか。往診する医者を増やすべき。市立病院の看護師の勉強不足に目に余るものがある。早く退院
させることばかりで。先の事を考えられる人が少ない。受け皿がない。医療、福祉に重点をもっとおいて欲しい。

142 地域医療 福祉子ども部 健康に自信がないので寝たきりになった時、訪問医師が見つかるか、来てもらえるか。不安です。

142 地域医療 福祉子ども部

医療について 以前、自分自身が卵巣出血と診断されたとき、救急車で久居まで運ばれたことがある。名張、上野では診れないとのことだった。婦人
科、産婦人科が頼りない気がします。友人も出産後、久居に運ばれました。私の友人で同年代は同じ不安を持っている方結構いま
す。どうにかして欲しいです。

142 地域医療 福祉子ども部 市民病院 損得だけでなく、市民税を増やしても、市民病院の充実を図ってもらいたい。安心につながる。

142 地域医療 福祉子ども部

市民病院について 手術を要したり、不安な病気の人はほとんど市民病院には行かず、奈良大阪の病院に行っている。特に救急については目の前に市
民病院があるのに、遠方（上野）に搬送されている。助かる命も助からないとの不安を皆が持っている。もっと病院経営を工夫して欲し
い。

142 地域医療 福祉子ども部

医療体制について 一人暮らしの老人が増えている今、特に夜間の医療体制を充実して欲しい。昔の様に、行きつけの医者がなく救急車を呼ぶにもそれ
ほどではない時に、気軽に相談できるシステムが出来れば安心して過ごせるのではないか。有料なシステムは時々広告に入っている
が市でも一考して頂きたい。

142 地域医療 福祉子ども部

救急医療体制 伊賀・名張地域の救急医療体制は貧弱で危機感さえ持つ。伊賀・名張両市の総合病院が持ち回りで当番病院をしているが、担当医
が一人で対応している状況である。特に夜間や休日は重症患者を優先して治療するため、重症者以外の患者は受け入れを断られる
場合がある。当番病院では専門が異なる医者を2名以上配置することを要望する。

142 地域医療 福祉子ども部
参考になると思うがめんどうで
す

名張市が発展することを祈る。美しいいい街である。大阪には住みたいと思わないが、医療がもう少し。１９３７年生まれの女子。

142 地域医療 福祉子ども部
病院の地域連携について 主人が腰を痛めて、市立病院→奈良医大→岡波病院と紹介され、私が車の運転が出来ず、とても困りました。名張市立病院が近くに

あるのに残念でたまりません。

142 地域医療 福祉子ども部 市立病院のこと 悪いうわさしかきかない。

142 地域医療 福祉子ども部 市立病院の改善について 救急病院はたらい回しで時間をかけて他市へ搬送されている現状にあり、全く改善されることはない



施策別自由意見（問２３）

施策
コード

施策 部局名 件名 具体的な内容

142 地域医療 福祉子ども部

市立病院の紹介型について 当該施設の赤字が解消されない現状。誰もがいつでも診察、診療を受ける事が出来ないのか？医師会に気を遣いすぎなのか？市
内の医療を開業医任せにしていないのか？市立病院の医師確保も難しいのかもしれないが、このままでは赤字解消はいつになるの
かわからない。

142 地域医療 福祉子ども部
名張市立病院の直接受診に
ついて

名張市立病院の医師で、病気をよくみてくれる人材が少なく、市内の個人病院からの紹介がないと受け入れてくれないのはよくない。
もっと直接受診を受け入れるべきである。

142 地域医療 福祉子ども部 医療 夜間や緊急時の病院が充実していない。

142 地域医療 福祉子ども部

医療関係 大きな市立病院がありながら体調が悪くなってもまずは個人病院へ行って紹介状をもらってからでないと診療してもらえないのは困り
ます。二重に病院代がかかります。それに結果はまた元の病院へ戻ってからでないとわからないのです。すぐにみてもらえる様にして
ほしいです。

142 地域医療 福祉子ども部

救急患者の受け入れについ
て

家族が体の不調を訴え、救急車を要請しましたが受け入れ先の病院がなく困りました。一晩中苦しんでいる主人を見て、何の為の救
急車なのかと不満がつのりました。それ以前にも、大けがをした主人が救急車を要請したのですが、激痛の中、救急車で3～4時間待
たされ、受け入れ先がなく、奈良県の病院まで運ばれた事があります。救急隊員の方は一生懸命に受け入れ先を探してくださってい
ましたが名張市の救急患者の受け入れ体制には問題があるのではと思います。命にかかわる一番大事な事案ですので、救急病院の
徹底した対策をお願いしたいです。

142 地域医療 福祉子ども部
救急搬送について 現在当番制で名張、上野、岡波に緊急時搬送されますが名張の患者が上野まで時間がかかるし、その地の救急病院で良いのでは

ないか？このような調査で選ばれた者は次回は省いていただくようお願いします。

142 地域医療 福祉子ども部 医療体制 応急診療所で受付てもらえない空白の時間帯があり、何とかしてほしい。

142 地域医療 福祉子ども部
医療 先進的、総合的な医療体制が不充分で遠方や他県にしかない。人間ドックできる病院や、公的補助を市でやってもらえればありがた

い。

142 地域医療 福祉子ども部 「町の活性化」 医療の充実（救急etc当番制でなく、各市町村で解決する）

142 地域医療 福祉子ども部 医療体制が悪すぎる。市民の気持ちを全く理解していない

142 地域医療 福祉子ども部
「かかりつけ医」について かかりつけ医を持ちたいとは思うが、どの病院に行けば良いかわからない。初見の先生に「かかりつけ医になってください」とお願いし

ていいのか？医師会へも積極的に「かかりつけ医」になってあげてほしいと推進してください！！

142 地域医療 福祉子ども部

名張市立病院について 名張市立病院が百合が丘にできた当初は、誰でも普通に（初診料は1,000円払ったと思いますが）診てもらえたのに、現在は他の医
院（町医者）の紹介状が無いと行けません。せっかく立派な施設があるのに（MRIとか最新の医療機具も備えてるとか？）、一般市民が
通常使用できないのはもったいない話です。今では伊賀市の岡波病院か天理のよろず病院へ行く人が多い様です。名張市の財政
状況がよくないのは知っていますが、市民の命及び健康を守る事が行政の最大の責務だと思いますので、市が必要な医者を確保す
る事が急務であり、今後この町に住み続ける人々にとって安心出来る医療体制が求められています。その中心となって名張市立病院
が最大限に活用（利用）出来る事を切に願うものです。

142 地域医療 福祉子ども部
医療の充実 医療については、伊賀・名張は緊急時の病人の受け入れが課題と聞いているので、医療機関の充実化を今後お願いしたい。

142 地域医療 福祉子ども部

医療についての情報が欲し
い。往診してくれる医者は？
在宅看護を応援してくれる医
者は？

かかりつけ医が居ても、自分自身が身動きの取れない状況にあってなかなかそこへ通院出来ない時どうしたらよいか不安が尽きな
い。往診してくれるかどうか。夜間の急病の場合、かかりつけ医は対応してくれるのか。そのあたりの情報がわかっていれば一人暮らし
もそれほど不安は感じないかもしれない。市内の医院で往診に対応してくれる医院はどのくらいあるのか、どこの医院か知りたい。か
かりつけ医を決めるなら、そういうところに掛かりたいと願っている。後期高齢者、独居の者として年々上がる健康保険料、介護保険料
に加えて、初診料の高さもあり、しかも年金が減額される中、少しでも医療費を安くなるよう健康でいたいと努めている。しかし、いつか
は体に故障が起こる。できるだけ、大病院に頼らず、地元の医者に診てもらって、命を全うしたいと願っている。

142 地域医療 福祉子ども部

地域医療機関について 個人病院などは、新しい病院が増えていますが、総合病院など、難しい病気や救急の対応をしてもらえる病院がほとんどないので大
変不安です。自分の父、母ともに名張・伊賀の病院では治療できない病気に何度もかかり、そのたびに奈良県の病院に入院し、片道
1時間半かけて度々往復することが苦労です。この先、自分が病気をしたことを考えると奈良県へ引っ越したいと思いますが、自営業
で店舗を構えていますのでそれも不可能ですので仕方ないといった状況です。せめて、現在ある市立病院をもっと救急や難しい手術
などもできるような充実した病院にしてもらいたいです。それだけで名張市は大変住みやすい町になると思います。

142 地域医療 福祉子ども部 特に緊急を要する脳出血、心筋梗塞、動脈瘤破裂等の対処できる病院があるか？心配しています。

142 地域医療 福祉子ども部 産科の件 名張市内での出産が困難である件：市立病院に産科ができるのは知っているが、出来るだけ早くしてほしい。

142 地域医療 福祉子ども部

病院 名張の現在の医療では不安で他所に移住も考えている。5年前、急病になり市民病院に連絡したところ、亀山に行けと言われ、これ
では死んでしまうと大阪方面に向かった道中、奈良でも3院断られ、いよいよと思ったときにある大病院（奈良）があることを思い出し、
そこに駆け込んで助けてもらった。それ以来、名張の医療体制のお粗末さにあきれている。

142 地域医療 福祉子ども部

医療の充実について 現在のところ、名張市内で手術や治療が困難な病気（食道がん、前立腺がん、尿管結石等）があります。これらの病気は市外の病院
で治療を受けなければならないのが現状です。患者や家族にとっては交通費や時間等の負担がかなり大きくなります。ぜひ市内でも
手術や治療が行えるように、市立病院等の充実を希望します。

142 地域医療 福祉子ども部
地域医療について 私が一番不安に感じてる事は、医療サービスの部分です。せっかく市民病院があるのに、もう少し医療のレベルを上がるように努力し

てほしい。医者の給料をけちらないように努力してほしい。優秀な医者がいなくなってしまうと困ります。

142 地域医療 福祉子ども部

医療について 今、一ヶ月に一度または二度、三重大学病院に通院をしています。生活の質が落ちずに暮らせる事に、三重大学病院の先生には感
謝をしています。しかし希望を申しますと、津に行きます回数が減りまして、市立病院と連携していただけないものかと思います。治療
が長く続く患者には負担になってきます。

142 地域医療 福祉子ども部 産科が1つしかない 女性みんな困っています。それでは安心して出産できません。

142 地域医療 福祉子ども部 医療機関の充実

142 地域医療 福祉子ども部

産院等 子供の出産において、名張市内で頼れる所が一つという点で不便で頼れない印象です。子供のケガ、発熱はいつ起こるかわからな
いという点では、市内にかかりつけ医を持てる信頼ある先生がいてほしい。応急診療所等も無いより有る方がよいが、日により先生も
違うので、夜中の発熱等不安な時は伊賀市のみどりが丘クリニックに行ってしまう。先生もいつでも不安な時に見てあげようというスタ
イルや助産師さんが多く、分からないことも信頼持って聞ける。こんな所が市内にもあってほしいです。

142 地域医療 福祉子ども部 医療体制について 名張で安心して生活できるように高度医療、救急医療がすぐに受けられる医療体制を整えて欲しいです。

142 地域医療 福祉子ども部
救急当番制 伊賀市と名張市に、各大きな病院があるのに、日によって近くの病院を利用できない。助かる命も助からなかったとの話も聞いたこと

があります。

142 地域医療 福祉子ども部

市民病院の利用について 医師不足のために立派な市民病院があるのにもかかわらず、自由に利用することができないということは、他市から入ってくる人間に
とって、右も左もわからない期間、本当に不便な思いをしたものです。長く住んでいても、医療機器の充実している市民病院にかかり
たいと思っている人は多数いると思います。出来るだけ紹介なしで市民病院を利用できるように、取り組んで頂きたいと思っておりま
す。

142 地域医療 福祉子ども部 市立病院 泌尿器科の先生や診察日を増やしてほしい

142 地域医療 福祉子ども部
名張市の医療について 同居の義母が高齢になってきて、病院に通うにも名張には市立病院しか総合病院はなく、科も限られており、市外の病院へ受診せざ

るをえないこと。個人医院でも患者の立場にたって親身に診てくれる先生は少ないように思うのですが…。

142 地域医療 福祉子ども部

医療について 名張だけではないが、子どもを産むにも産科がない。年ごろの娘を持つ身では一大事です。このまま他県へ行ったとしても、里帰りで
きるのでしょうか？産婦人科をよろしくお願いします。あと、救急病院ですが、伊賀との当番制ではなく、名張は名張で出来れば希望
です。

142 地域医療 福祉子ども部 医療・福祉・介護 医師・施設の充実

142 地域医療 福祉子ども部 医師不足、病院不足　町の病院に行っても待ち時間が長い。

142 地域医療 福祉子ども部
医療体制について非常に不安である。不安であるので、将来大阪や医療体制の整っている所に移住することを考えています。

142 地域医療 福祉子ども部

医療について 私はまだ30代で大きな不安はありませんが、市民病院含む伊賀地域の医療に対し、弱すぎるのではと感じます。救急は分散し、大病
院は奈良などに行く必要があるのは「もしも」の時にあまりになさけなく、両親にも医療がひどすぎるためおススメしないと言っていま
す。実家は兵庫県ですが、似たような所であり、（中規模クラスは多いが）、最終的に住んでいた市民病院は北播磨総合医療センター
となって、二市合同型になりました。国道175号と大きい道路上に、三木、小野中間にとっており、アクセスが良くなっています。現在
368号を4車線化しているようですが、集約は考えられないでしょうか？（難しいのは理解してますが）

142 地域医療 福祉子ども部 市立病院の件 市立病院の体制もいかがかと思います。大きい病気をしたとき、不安である。

142 地域医療 福祉子ども部
老後 市のサービスを色々充実させてほしい。病院の設備、医者の人数を増やしてほしい。安心のできる病院を作ってほしい。名張には良

い病院が今のところない。

142 地域医療 福祉子ども部
市民病院について（医療及び
教育について）

市民病院をもっと充実して欲しい。出産時の緊急事態等にも対応できるようにして欲しい。現状では何かあった時、命取りになります。
このような状況では人口を欲し、生活しやすい町づくりを行っているとは言いがたいと考えます。

142 地域医療 福祉子ども部 産婦人科が少ない

142 地域医療 福祉子ども部 救急体制の充実！名張市内で救急体制を作ってほしい。

151 高齢者福祉 福祉子ども部
市民高齢化対策 自宅で安寧な老後を迎えられることを一般市民は望んでいる。高齢者が自宅で安心して生活できる、医療、給食、介護等で充実した

施策が必要。

151 高齢者福祉 福祉子ども部
自力で生活できなくなったとき
の問題

現在、足が不自由で歩きにくい日もあるので、歩けなくなったとき施設へ入れてもらえるかどうか、その時どこへどのように手続きをす
ればいいのか心配です。また老後破産の問題も心配です。

151 高齢者福祉 福祉子ども部
この先福祉に関して不安がある。昔と違い、60才過ぎても就労することが多く、親を施設に預けたいと思っても月１７万近くする施設が
ほとんどの為、預けれない

151 高齢者福祉 福祉子ども部
介護施設が少ないうえに入所
できない

超高齢化社会は日々進んでいるにもかかわらず、公営の介護施設が一切なし。所得の少ない者には入所さえかなわない。そのうえ
住宅で介護を行うとしても訪問して下さる医師不足はいかんともしがたく、在宅介護も不安である。

151 高齢者福祉 福祉子ども部 老人ホームなどの施設で、職員によるいじめがあると聞いたので、年をとっても入所するのがこわいです。

151 高齢者福祉 福祉子ども部

自分自身の将来について 今は昔と違って、福祉関係が充実されていると思うが、独居生活でもあり有料老人施設が多くなっている今、とてもこの先利用できな
いと思って不安です。どうしても年を重ねると身体も弱ってくると思うが、今の施設では高額で入れそうもありません。だから施設に入れ
るような、そんな施設も作ってほしいと思います。

151 高齢者福祉 福祉子ども部
高齢者対策 団塊の世代と言われる昨今、名張市では新旧を問わず、各市街地がある現状において高齢者に対する取り組み（身近な）はそれぞ

れの自治会等に委ねている様に感じます。もっと行政の積極的な取り組みがあってしかるべきと考えます。

151 高齢者福祉 福祉子ども部 老後から死まで 充実して欲しい。財産管理も含めて。

151 高齢者福祉 福祉子ども部
安く入居できる福祉施設の充
実

月20万円以下の人は施設へも入居できない。高レベルでなくても月10万円以下で入居できる福祉施設をボランティア委託なり制度の
確立を望む



施策別自由意見（問２３）

施策
コード

施策 部局名 件名 具体的な内容

151 高齢者福祉 福祉子ども部 介護の充実

151 高齢者福祉 福祉子ども部 入院や老人保健施設の不足。老健待ちをしなければいけない。

151 高齢者福祉 福祉子ども部 これから高齢者の仲間入りをします。高齢者にやさしい街づくりをお願いします。これからもよろしくお願いします。

151 高齢者福祉 福祉子ども部

移動式ミニストアー 私は現在81歳ですが、後期高齢者となり感じたことは、今のところまだ運転できますからここ2～3年は大丈夫だと思いますが、私の住
む町にはちょっとした商店もコンビニもなくこれから日々の暮らしにきっと不便さを感じると予測するのですが、そこで移動式万屋さん
のようなものが週1回でも巡回してくれましたら高齢者には有りがたく助かるのではないでしょうか。

151 高齢者福祉 福祉子ども部

医療の件について　リハビリ専
門の施設の希望

私事ですが、一年前突然主人が脳出血で倒れ、市立病院でお世話頂き、緊急手術を受け幸いにも一命を取りとめることが出来ました
が、その後の治療でとてもとまどいを感じたことがありました。脳外科の先生に説明を受け、勧められるまま、希望を持って遠くのリハビ
リ施設へ転院したものの、先生に説明されたこととはほど遠いものでした。日は過ぎるのみでやり切れず、名張に戻り介護施設で現在
お世話頂いております。要介護5では多くを望めませんが、せめて車いすで外の景色を目にして季節の風を感じたり嚥下訓練などで
少しでもお楽しみ程度のものが口にできれば大きな心の栄養になると考えるのですが、全て叶わぬ事で、本人はもちろん家族にとっ
ても毎日がつらく悲しいです。主治医からは初期のリハビリが一番大切と聞きました。そこで伊賀市、名張市に専門の施設があればと
介護の現実で思い知らされた一年でした。施設や病院で栄養の注入を胃ろうで受けている人の多いことに驚いています。介護施設
はたくさんありますが、リハビリの方はあまり耳にしませんので、希望するところです。少しのスポーツドリンクの水滴を口にするだけで
も、もう一口といった感じで目を輝かせて声を発します。食する楽しみを与えてあげたいと願っているところです。

151 高齢者福祉 福祉子ども部
老いて、運転免許を返納した
後の不安

移動コンビニ等あれば良い。

151 高齢者福祉 福祉子ども部

高齢化社会がますます進む将
来の展望

爆発的に高齢が増える時代（65歳以上）、戦後のベビーブーム真っ只中に生まれた私達ですが、１０年後、２０年後が心配です。娘や
息子達に甘えるのは酷ですが、その頃の医療・福祉はどうなっているのか…。きっと今よりも劣悪な状況になっているのではないかと
思うのです。子供達には出来るだけ負担をかけないようある程度の蓄えはしているつもりですが、それも限りがあります。行政も随分頭
を悩まされるとは思いますが、どうぞよろしくお願いします。

151 高齢者福祉 福祉子ども部
老後 今は夫婦とも元気だが、この先動けなくなった時など、子供は他府県にいるため、生活をどうしていくか今の年金で施設の入居は厳し

いと思う。介護サービスなど、どの程度受けられるか不安です。

151 高齢者福祉 福祉子ども部
年金生活者からはもっと安くしてもらいたい。名張市の住宅介護者の利用するヘルパーは収入出来る事ばかり考えて、介護者をもっ
と楽しく生涯送れる様に施設を探し、入居させる方向に進めていく方針に持って行く事がヘルパーにはない。

151 高齢者福祉 福祉子ども部
自分は一人暮らしです。今のところ、元気で食事も料理も出来ますが、病気になった時の事を思うと、安く入れる福祉施設があれば良
いのですが。その時はお願いします。

151 高齢者福祉 福祉子ども部 介護の充実について 高齢化社会になっていくのに、介護施設が年金だけでは入れないとか、介護する人が足りないという不安があります。

151 高齢者福祉 福祉子ども部

高齢化社会が進む名張市に
ついて（親世代の今度が心
配）

私がものごころついたときの周りの環境と比べて、名張市はかなり「市として」高齢化が進んできていると実感しております。（小学校、
中学校の少子化も目立ってきている問題ではあると思います。）若年層がどんどん年を重ねるにつれて、老年層が増加し、そのような
人（例えば体が不自由になった方など）が受けられるサービスが名張市に十分に備わり続けているのだろうかと、とても心配しておりま
す。

151 高齢者福祉 福祉子ども部

福祉、介護の充実 名張市は同時期に住宅地ができ、年齢層にかたよりがあると思います。これからどんどん介護の必要な方が増えていくと思うので、そ
の受け入れ体制や利用料などが不安に思います。老人ホームも増えてきていますが、いざ利用したいと思ったときに、料金などの免
除などがあればありがたいと思います。（両親の介護が必要になったとき。やっていけるかとても不安）

151 高齢者福祉 福祉子ども部 年配者の余暇について 仕事を定年になったが、まだまだ働ける年配者が余暇を利用して働いたり、楽しんだりできるシステムが欲しい。

151 高齢者福祉 福祉子ども部

一人で生活するにあたり 年金だけでは生活出来ません。働きたくても年齢が高ければ仕事もありません。医療費も重くなり、うっかり病気にもなれません。いつ
までも車を運転できるわけでもなく、市内の交通は高く、かと言って市内に住まうには家賃が高く叶いません。家賃、交通費、医療費
の軽減を何とかお願いします。

151 高齢者福祉 福祉子ども部 高齢化 医療機関の利用等で車の運転ができなくなった時の対応が心配。

151 高齢者福祉 福祉子ども部
福祉面は施設はすごく多くなったと思いますが、もっと金額的に優しく、将来的に手軽に利用できるようにして欲しいです。近い将来
のことなので、この高齢化社会によろしくお願いします。

151 高齢者福祉 福祉子ども部 病院、老人施設 我々高齢化に伴う病院及び老人施設の入所困難。

151 高齢者福祉 福祉子ども部 「徘徊SOSネットワークまつさか」を耳にしましたが、名張市も取り入れてほしい。

151 高齢者福祉 福祉子ども部 福祉、介護 魅力のある施設がない。そうでないと都会へ人が流れる可能性が高い。

151 高齢者福祉 福祉子ども部
高齢者が働ける環境が必要 ６５歳以上の高齢者が働ける環境が充分であれば、健康な年寄りが増え、医療費をおさえることができる。また、高齢者に生きがいを

あたえることもできる。年金の支出もおさえることができる。それが若者に刺激を与え、地域が活発化する。

151 高齢者福祉 福祉子ども部 65才からの仕事について 65才からも働ける仕事があれば、働きたい人に紹介してくれるようなシステムをどんどん作って頂きたい。

151 高齢者福祉 福祉子ども部

働く場所があれば良い 70才台になっても体力、気力があり、何かやりたいと思ってもそういう場所がない。月に7日～10日ぐらい、単純、定型な仕事がないも
のかと思う。報酬は月に1万～3万ぐらいでも年金生活者にとってはプラスになるし、地域の活性化にもつながると思う。

151 高齢者福祉 福祉子ども部
高齢化について 高齢化（認知症含む）に伴い、在宅介護が出来ない世帯が増加するにあたり、費用負担が軽く、終身見てくれる特老の増設を望む。

151 高齢者福祉 福祉子ども部

老人夫婦暮らしで子供が遠方に住み、夫婦どちらか介護必要状態になった時、介護者も老人となり共倒れの不安と心配。施設入所
も入りにくくなっている。最近施設もたくさんできているが、高額な費用で金銭的な面から無理がある。もう少し誰でも入れるような施設
が増えてほしい。自宅介護で介護疲れから痛ましいニュースがあるが、深刻な問題と考えさせられている。

152 障害者福祉 福祉子ども部 障害者施設を増設して欲しい

152 障害者福祉 福祉子ども部

福祉 市は高齢者に対しての福祉は大変充実していると思う。しかし、障がい者にたいしてはどうだろう。民生委員も高齢者に対してのイベ
ント等は広報等にも多々記されているが、対して障がい者福祉がどうだろう。身体しかり知的にハンディのある者には親か施設職員の
みが関わっているように思う。町ぐるみで弱者を守るということがない様に感じるのは私だけか？否、障がいを持つ親からはよく聞く言
葉です。親も恒例になっていく一日一日がとても大切なものになっている。もう少し全ての弱者に目を向けて欲しい。他の地域にほこ
れるような名張市を望みます。障がい者も地域で当たり前の生活ができる様な、地域の（隣り近所の）人達が「笑顔」で見守れるような
…。

152 障害者福祉 福祉子ども部

身体障害者手帳持参者。手足のしびれ、走行困難のため遅れ、事務上にご迷惑をかけました。すみませんでした。はなの里第１の方
に週2回行かせていただいています。今のところでは、何もなく、良くしていただいていますので私も頑張っています。これからどうなる
事かわかりませんが、お世話になる事と思っております。その節はよろしくお願い致します。

153 子育て・子ども支援 福祉子ども部
子育て 色々な方が安心して子育てできる名張にして欲しい。２４時間体制の医療があるが、電話しても朝まで様子を見て欲しい等の対応で

は安心できない。

153 子育て・子ども支援 福祉子ども部
子育てについて 市内に産院が１ヶ所しかないこと、中学校の給食の提供、私立幼稚園第２子の学費半額、これらの問題を早急に解決、改善を望みま

す。

153 子育て・子ども支援 福祉子ども部 病児保育をさらに充実してほしいです。

153 子育て・子ども支援 福祉子ども部 色々です 妊娠から出産までの無償化

153 子育て・子ども支援 福祉子ども部

いろいろ 名張に住んでいる若者は名張で就職するパターンが多いように思う。若い世代が地元から離れないのは市にとってもとても良いこと
だ。若いパパママも多くなってきているので、幼稚園や保育園に力を入れてあげてほしい。バイト先の人が「うちは上の人が入ってい
たから下の子も幼稚園に入れることができてラッキーだった」と話しているのを聞いてこの先名張で子育てをすることに少し不安を覚え
た。

153 子育て・子ども支援 福祉子ども部

子育て世代働くお母さんの急
場のSOSに備える対策は？

インフルエンザなど１週間ほど休業となります。熱が高くて大変な時はしかたないとしても、働くお母さんたちに１週間休業大変です。
職場も大変な状態になります。親が見てくれる場合はいいのだけど、そんな人ばかりではない。急な場合に子供をあずける所があれ
ばいいと思います。

153 子育て・子ども支援 福祉子ども部
保育所の待機児童解消 現在も保育所の待機児童解消に向けた取り組みが行われているが、まだ待機児童はいるので、今後も一層取り組んでほしい。

153 子育て・子ども支援 福祉子ども部 子育ての充実 現在全国的に問題となっている待機児童を「ゼロ」にしていただくよう、適切な税金の使い方をお願いします。

153 子育て・子ども支援 福祉子ども部
経済について 伊賀市よりも物価が高いように思う！子供のインフルエンザの補助金も伊賀市の方が優遇してくれている！子育て家庭にもう少しやさ

しい環境にしてほしい！

153 子育て・子ども支援 福祉子ども部
子育て世代の支援 出産時の一時金の支給や子供手当の充実、住宅取得時の補助金が必要。自然豊かな環境整備、保育所等の充実、就職支援なども

望みます。

153 子育て・子ども支援 福祉子ども部

子育てと保育料について 桔梗が丘西にある「かがやき」を子どもが２才頃までよく利用していました。かがやきがある事で外へでる機会があり、子どもの喜ぶ姿
を見る事ができ、母親の私自身も家に閉じこもる事もなく、随分助けられました。保育料についてですが、３人目無料のサービスを
行っていますが、生活が苦しく２人目を産む事をためらっている若いご夫婦がたくさんいらっしゃることを市は把握していらっしゃいま
すか。夫婦共働きでも保育料の負担はすごく大きくて、３人目無料や母子家庭無料など極端な制度のように思えてなりません。必死
で働いて、優遇されている人の分まで払っているような気がします。配慮すべきではあると思いますが、自分の子どもを預ける以上、
いくらか保育料を払うべきだと思います。兄弟別の保育所に預けていらっしゃる方は、お仕事をされて朝２箇所へ送り、見ていて気の
毒でなりません。改善点としてお考えください。

153 子育て・子ども支援 福祉子ども部

保育所増設　保育士増員 待機児童が多く、私の子どももその一人です。働きたくても働けない、生活が豊かになることを望んでます。保育所を増設したり、保育
士の増員をしていただいて、同じ待機児童の子たちが安心して通える、母親も安心して働ける、そんな地域になってほしいです。

153 子育て・子ども支援 福祉子ども部

子育て 現在１、４、６歳児を育てていますが、医療サポート面は充実させていただいているように感じます。一方で、近隣自治体に比べ、３人
目の優遇が皆無に等しく感じます。３人目を育てるため、妻は働くことが出来ず、２人を育てる同世代の家族に比べ、金銭面では非常
に厳しいです。税等、財政のたいへんさはわかりますが、補助事業への集中投資をお願いしたいです。このことが最近上向きになり
つつある出生率のさらなる上昇につながり、若者が多い活発な市に再びつながっていくのではないでしょうか。このまま高齢者中心の
忘れられたベッドタウンにさせないため、思い切った選択的集中投資を期待します。

153 子育て・子ども支援 福祉子ども部

現在43歳の主婦ですが、私たち夫婦には子供が出来ませんでした。つらい不妊治療の結果なので受け入れるしか方法がありません
が、女性の結婚も最近はしない人も増えていますが、少しでも若い間に子供を産んだ方がいいということをやはり今後の課題として取
り上げていってほしいです。少しでも社会のお役に立てればと思い、勝手な事を書かせていただきましたが、ぜひともよろしくお願いし
ます。

153 子育て・子ども支援 福祉子ども部
名張版「ネウボラ」について 少子化が進む中で、若者の市定住を確保するためにも、この「ネウボラ」の全国にも誇れる行政の実態を、もっと若者にPRをしてほし

い。

153 子育て・子ども支援 福祉子ども部 偽装母子家庭 わざと離婚して母子家庭になり、同じ家で暮らしている人がいる。そういう人を調査して手当を渡さないようにしてほしい。
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施策
コード

施策 部局名 件名 具体的な内容

153 子育て・子ども支援 福祉子ども部

赤ちゃん訪問後の電話対応に
ついて

昨年出産し、赤ちゃん訪問をしていただきました。子供に先天的な疾患があったためだと思いますが、訪問をしていただいてから、1、
2週間後（もう少し後であったかも）、市からお電話をもらいました、その先天的な疾患の確認だったのですが、その方はあまりその疾
患についてご存じいただいてないようでした。疾患は、それ程珍しいものでもなく、インターネットで調べても比較的たくさん病状は出
て来る程度のものだったのですが、電話で応対いただいた会話では、その方がその疾患について知識ももたないまま、こちらに電話
をされたような印象を受けました。市で生まれた赤ちゃんで、その全てのことを把握することは無理だとは思いますが、電話を受けてい
る側としては話がかみ合わないと、「本当にわかっているのかなー？」と不安になります。また、赤ちゃんの状況によっては、不信につ
ながります。せっかく色々な事業を丁寧にしていただいているのですから、もう少し上手く、知識が無いなら無いで知ったかぶりせず、
対応していただければ、と思います。

153 子育て・子ども支援 福祉子ども部 子育て 保育の充実をして欲しい。（短時間、緊急時の保育場所の設置）

153 子育て・子ども支援 福祉子ども部

子育て支援について まず、名張市では子育て世帯に、さまざまなサポート等が考えられていることは、とてもありがたいです。私自身も子育てサポートのお
かげで同じように子育てする人との出会いが増えました。（かがやきにて…）少しの時間だけでも家から出て人と接する時間は母親に
とってはリフレッシュになり、とても心が穏やかになる機会でもあります。また家に帰っても、子育てがんばれます！
２人目の出産は、私の持病もあり、県外の病院での出産でした。産むまでの検診も県外だったために市からの無料クーポンが使えず
とても出費がかさみ、３人目は補助が出ても全額は返金されない為、今現在の生活が苦しくなるので考えられません。できればこの少
子高齢化対策として全国共通でどんな人でも無料で検診を受けれる態勢にしてもらいたいです。
最後に、ママも社会に出てかがやきたい！という気持ちは有ると思いますが、なかなか働く場所はなく、子供が小さいと自由がきかな
いのが現状だと思ます！もう少し企業にも協力してもらい、託児所のある職場が増えればもっともっとママが社会に安心して進出しや
すくなるのではないでしょうか？そんな子育て世帯に優しい名張市であってほしい、そんな名張市なら、この先もずーっと住み続けた
いと思えるはずです。

153 子育て・子ども支援 福祉子ども部 子育て支援について 今年、初子が産まれる予定ですが、子育て支援金などはないのでしょうか？

153 子育て・子ども支援 福祉子ども部
子供の医療費 他県の友人の話を聞くと、窓口で支払いをしてから返ってくるところは少ないとか。窓口で支払わなくてもいいよう、制度を充実して欲

しい。

154 社会保障 福祉子ども部 名張市は国民健康保険料が他の市に比べると高い。

154 社会保障 福祉子ども部
保険料が高い 国保が高い。年間の利用額に応じて、減額などの対応があれば良いと思う。定年した親の保険料も現役の私と変わらないのは厳しい

と感じる。

154 社会保障 福祉子ども部 介護保険及び介護問題 介護保険料が上昇するのではないか。また、介護世話になるのに施設が整っているのか

154 社会保障 福祉子ども部
介護保険を利用して住宅改修
の件

トイレの手すりは利用させてもらったんですけど、2階に上がる手すりや玄関前のみぞ蓋がダメと言われました。その理由はなぜです
か。お尋ねします。

154 社会保障 福祉子ども部
介護認定 訪問に来られても、もう少し親切があってもよいと思う。本人の状態の把握が充分に理解してもらえない。年々酷くなっていることが分

かっていないように思える。国のガイドラインは必ずしも正しいとは思えない。本人の立場に立って考えてほしい。

154 社会保障 福祉子ども部

市民税、保険料が高すぎる。
介護付医療設備の充実

市民税が県内市町村でも名張市は高い又介護保険料や後期高齢者保険料も年々高くなり物価の高騰と消費税額の高騰等生活が
毎年苦しくなりつつあり市民生活の今後について抜本的に対処願いたい。介護が必要な市民の入居できうる医療設備等の建設につ
いて行政として充実を計るべきだと思う。現状では老人ホーム等に入居したくともすぐ入れず又高額経費が必要の為利用できない市
民の方々がおられると思う。今後増々高齢化が進むなかで是非対処方お願いしたい。

154 社会保障 福祉子ども部 年金 年金は支払われるのか。（今23才）

154 社会保障 福祉子ども部 医療、介護、保険（老後の） 将来、病気になった時、仕事、医療費は担えるか。また介護に対する不安がある。老後、保険はもらえるのか。

154 社会保障 福祉子ども部 年金生活

154 社会保障 福祉子ども部 老後の不安 医療、経済、生活不安

154 社会保障 福祉子ども部
保険、税金 介護保険料が高くて生活を圧迫している。固定資産税が高くなったので、生活が苦しい。年金のみの収入者にとっては住みにくい。

154 社会保障 福祉子ども部 年金 年金が年々減額されており、先々不安がある。

154 社会保障 福祉子ども部

自身が高齢化した時の生活と
環境について

夫婦２人の生活世帯の場合、介護の仕組みがうまく機能するかが心配です。介護保険制度がきびしいのは理解できますが、家族の
サポートを受けられない場合等、安心して暮らせるように官民協調して入居施設を充実させてもらえると良いと思います。介護が必要
でない段階の方も共に生活できるようなコミュニティで個々の人々がその様な意識を持てるようになれば、結果的に自身の生きがい
や、やりがいにつながると思います。

154 社会保障 福祉子ども部
高齢者について 定年退職されている方たちへの税金（介護保険）も含め結構な額を納めなければならない実情を知り、自分が高齢者になった時、税

を納める事が出来るのか不安になりました。

154 社会保障 福祉子ども部
年金や税金について ここ数年税金ばかり増加し給料に対しての、負担が大きくなり、生活そのものは全然楽にはならないので、これから先、年金をもらう年

になってからの不安があるのが現実です。

154 社会保障 福祉子ども部

介護の充実　介護制度の見直
し

父が施設にいますが、介護度ギリギリで一つの施設に長い事いるので、そろそろでないと行けなくなりますが、行き場がありません。そ
うとはいえ、家で介護をしながらサービスを受け、仕事をしたりしている人がいるというのも事実ではありますが、面倒を見る側の人生も
あります。名張市だけの問題ではなく、国の問題でしょうが、この国はお金のない人が損をし、お金のある人に優しいと思います。生
活保護の相談や介護の相談にも市役所へ行った事がありますが、その対応の仕方も相談しに行くんじゃなかったと思うほど、みじめ
な気持ちに毎回なります。介護だけじゃなく、弱者に優しい名張市であってほしいと思います。

155 雇用 産業部

若者の就労場所がないこと 私は名張市に移ってきて以来40年近くを大都市までの往復4時間通勤で疲れ果てています。子ども達も地元では働く場がないため
市外へ移り帰ってきません。この地に移ってきた時から何も変わりません。ないない尽くしです。若者が居住しないと活性化しません。
若者が住むためには労働環境、安い住居を手に入れられることなど、いろいろなことが足りないと思います。

155 雇用 産業部
名張市の人口減少しないよう
対策を願いたい

若い世代及び子供が多い市となって欲しい。その為には、働く場所が多いこと。大阪方面への通勤がより便利になるよう。

155 雇用 産業部

名張市が中長期に取り組むべ
き事項

現状、名張市においては福祉面については充実していると感じるが、人口減少が続いており、これに歯止めをかけるためには、雇用
創出が不可欠であり、そのために滝之原地区の工業団地に企業誘致をもっと積極的に推し進めるべきであると思う。その実現のため
に名阪国道と市街地へのバイパスの整備、法人税等の期限付きの優遇等、企業にとってメリットのある条件を出して市長自らがトップ
営業を行う等、目に見える形で政策を推進していただきたい。

155 雇用 産業部

現在から老後の生活が不安 主人が現在、契約社員のため、いつ契約が切られるか心配な上、残業もないので今の生活がとても苦しいです。子供にもまだまだお
金がかかるので、どうすればいいのか不安な毎日です。また、年金もどうなるか心配ですし、老後の貯えも出来ない状況に日々不安
でいっぱいです。

155 雇用 産業部 将来の住環境 今でさえ若い人の働ける場所が少なく市外へ流出しているのに将来年配者ばかりとなり生活、医療に不安がある。

155 雇用 産業部 「町の活性化」 雇用を積極的に推進する。（知名度の高い企業、大学etcの誘致）

155 雇用 産業部

人口減少対策 若者の名張での就労の強力な推進。就労化には、名張市の環境に適した企業誘致。誘致するには道路、鉄道を含めたアクセスの改
善。アクセスの改善化すれば名張市にも観光客も増える。観光客の誘致に伴い、道路はもとより、駐車場の確保。アクセスの第一は、
40年以上経過するが名阪国道へのR368の超早期の完成+α（西方面側）もそして市内道路改善と団地の高齢化で運転が不自由に
なっている現状が更に深刻を予想されるので、安価で便利な移動手段を。
※他県に比べて伊賀地域の道路事情は極めてお粗末。ガソリンを含めた物価高が昨今非常に気になる。

155 雇用 産業部 同居（親・子）したくともここでは仕事、収入面が不安である。

211 環境保全 地域環境部

環境美化について 名張駅前は東口西口共に玄関です。他県、市に旅行した時も駅前は必ず訪れます。その地域の実力というか、市の場合ならば、市
政が反映されていると思うからです。清掃がキチンとなされているか、無意味な看板類がないか等、せめて玄関ぐらいは美しくというよ
り、清潔にしておいてほしい。この街は活力があるなとか、さびれているなとか印象は一見してわかるものだと思います。

211 環境保全 地域環境部 街路樹の秋口に剪定をお願いしたい。家の前に枯葉がたまるため。

211 環境保全 地域環境部 ペットの散歩マナーが悪い 犬の散歩時のフンの処分をしない人が多い。わざわざガレージの前にさせ、処分しているふりをしている人までいる。

211 環境保全 地域環境部 問5の河川の清掃 名張の清掃に参加したいがいつ（日時）が解らない。

211 環境保全 地域環境部 道路の側溝の清掃を定期的に調査依頼

211 環境保全 地域環境部

夜中のバイクの騒音を何とかして欲しい。暴走族風な空ぶかしの事だ。あれだけの音を立てて走っているのだから、警察も気づいて
いると思うし、所有者の特定も簡単だと思うのだが。当然違法な改造車と思われるので、何らかの対処は可能なのでは？

211 環境保全 地域環境部

市の清掃活動、環境整備につ
いて（特に維持管理）

桔梗が丘地区在住です。道路沿いの街路樹の管理や清掃がもっぱらその地点に住む個人に任せられてしまっている。枝は伸び放
題、特に秋になれば日々、膨大な量の落ち葉が自宅の側溝にたまる。（強風の日は1日45リットルのゴミ袋2～3袋）それを掃き寄せ袋
に詰める仕事をひとりで行っている（約1～2時間）バス通りの4軒並びの一番下側の家で上側の家々では関知せずと手伝ってもらえる
日はほとんどない。（1軒については手伝ってくれています。）必ず自宅の方へ吹き溜まるから。区長には「ごくろうさま」の声をもらうが、
両隣の関係をこわしたくないので何も言わず、ひたすら頑張る。約１ヶ月～１ヶ月半ほどか。街路樹をもっと小ぶりにして欲しい。また
その管理方法を共同意識の中で解決する方法はないのだろうか。（考えればあると思う）だが市が関与して欲しい。

211 環境保全 地域環境部

次の世代への不安 温暖化、放射能汚染、プラスチックの氾濫等、環境破壊がこれからだんだん進む。20年後、50年後我々の孫の世代、今のような自然
豊かな生活が出来るのだろうか。今の世代（行政を含め）がもっと何をなすべきか考え実行していかないと取り返しのつかない未来と
なるのでは。

212 自然環境 産業部

農村一人暮の老人や、住まな
くなった廃屋の再利用

川が美しいので、自然と人や生物が調和した生活、赤目の付近で野鳥を見たとき、感動しました！サギ４～５羽、かも７羽程が一つの
水田にいました。車を止めてバードウォッチング。ほとんど逃げませんでした。名張で見る美しい風景です。鳥たちは守られ、エサにあ
りつけているのだろうか？いじめる人が出てこないといいなと願いました。

212 自然環境 産業部
生活環境 自然がある名張市が好きです。でも、年々自然が減っているように思います。生活環境が便利になることも必要ですが、バランスよく

必要なことだけに開発してください。

212 自然環境 産業部
森山、自然をこわさないように
したい

自然をこわさない事を望む（空気が美しい）

212 自然環境 産業部

年齢を重ねると、今まであまり興味のなかった文化面や自然にも接する様になりました。豊かな自然を活かし、気楽に散策できる場所
（桔梗が丘の公園や東山の遊歩道、比奈知ダム周辺）を整備してもらえると健康づくりにも役立つのではないでしょうか？費用の問題
があるのでボランティアが必要かもしれません。

221 省資源・省エネルギー 地域環境部

農地荒廃地の太陽光発電の
促進について

原子力発電をなくしていくには再生可能な自然エネルギーの活用が必要であり、名張市においては、太陽光発電が適していると考え
られます。その用地として、農業放棄地の活用を積極的に進めることが産業の地産地消の観点からも必要だと考えます。

222 ごみの減量化とリサイクル 地域環境部 環境 オレンジ通りに廃品回収の場所があるが、あのメインストリートにあるのは景観に衛生にも問題あり。移動出来ないか？



施策別自由意見（問２３）

施策
コード

施策 部局名 件名 具体的な内容

222 ごみの減量化とリサイクル 地域環境部 燃えるゴミ以外の収集の回数を増やしてほしい。（ゴミの中継所を増やしてほしい）

222 ごみの減量化とリサイクル 地域環境部
初めて名張市に住み思ったこ
と

指定ゴミ袋の値段が高すぎると思う。ごみの減量のためだとは思うが…。

222 ごみの減量化とリサイクル 地域環境部 ゴミ集め 戸別収集を望む。指定の場所に持って行くのが重く、歩くのが不自由。有料でも良いと思う。(個別収集）

223 廃棄物処理
伊賀南部環境衛生組

合
いろいろ 市民が地域ごとにごみの分別に取り組んでいるが、最終的にごちゃまぜにして燃やしているというのは本当でしょうか？

231 農村環境整備 産業部
農村一人暮の老人や、住まな
くなった廃屋の再利用

農村部や林業等、若い人に魅力的な仕事にする努力

231 農村環境整備 産業部

車社会、高齢社会の町になっ
てしまうのではないかと不安

農村部の害獣被害にもっと本腰を入れていただきたい。柵ばかり網ばかりの町になっては若者も魅力を感じないと思う。

231 農村環境整備 産業部
農地の荒廃が進み、有効活用
されていない

農業従事者の減少と高齢化に伴い、農地が荒れている。農地の保全が必要。行政がもっと積極的に関与し地域づくりを通して都市と
農村の交流を図り、農村地域の活性化を図り、農村地域と都市地域の格差をなくす施策が必要と考える。

231 農村環境整備 産業部

これからの農業または地域環
境保存

畑、田、山林を守っていくための人手不足（今の状況では無理）。地域で町おこし村おこしのため、これから荒地になる所を利用し、
皆（地権者）が提供して地域にしかない事を考えだし、他県（例えば大阪、都会から休日を利用出来るなにか珍しいことが出来る）様
な地域をつくればよいと思う。なかなか実現するのは難しいと思うが大きな改革を考え出さねばこのままではほっとけないと思う。

231 農村環境整備 産業部
名張市が中長期に取り組むべ
き事項

田畑、森林他、豊かな自然環境があるのも名張市の魅力の一つであり、それらを活かした地産地消をさらに発展させるべきであると考
える。

231 農村環境整備 産業部
休農地の活用：市街から少し離れると休農地が点在、日本の自給率を考えて、主に定退者で健康な高齢者に農業を、収穫した農作
物の販売ルートを提供。廃屋は農業公民館に。

231 農村環境整備 産業部
特別会計=牛肉 地産地消と云われるがおかしいと思わないのか。おいしくて安価なものを作って頂きたい。伊賀牛の店は近くにもあるが、市の広報を

読めば、市から補助があるように思うが、働く人の費用のみで一般に還元されていますか。

231 農村環境整備 産業部

田んぼに鹿の柵をお願いしま
す。

昨年より田んぼに鹿が入り困っています。名張市には柵の申請は出していただいているようですが、今年は間に合わず、米作りを休
んでいます。国津地区では山も囲い田んぼも囲いをしたそうですが、下の地区には足りません。来年度は米作りをしたいので、ぜひ
支給お願いいたします。

231 農村環境整備 産業部
農業（水田）の利用を考えるこ
と

各地区に水田が荒れているのが多くなっているのと、管理者がいない状況をなくす方法をかんがえること。

231 農村環境整備 産業部

空地対策 ・空いている農地の有効利用。地域で地産地消できるように、定年退職者を雇って（年金受給者）、農作業に従事してもらう。土と触れ
合うことで認知症予防になるのではないかと思う。⇒年金受給者も働くことで、生きがいになるのではないかと思う。医療費の削減にも
なるのではないか？

231 農村環境整備 産業部

農産物の直売所について 名張市内に各地直売所があるが、一ヶ所に集約し、また魚など、他の市町村から直売していただき、売り手の見える直売所を作って
もらいたい。手数料が今、2割の直売所に出しているが、もう少し手数料を下げてもらえれば、もう少し安価で出せると思います。桔梗
が丘で小学校が廃校になるところがあると思うので、再利用できないものですか。また直売所専任の市の職員ができないものですか。

231 農村環境整備 産業部 地産（農作物）などの流通ルートの確保

312 都市環境 都市整備部

車社会、高齢社会の町になっ
てしまうのではないかと不安

伊賀市の旧上野市駅周辺の町づくりや他の市町の町づくり（景観も含めて）を参考にしたり、もっと専門のコンサルタントの知恵を借り
てよいと思う。そのためには税金を使われても生きた使い道になると思う。

312 都市環境 都市整備部

街路樹、（宅地内）道路・側溝 街路樹はやたらと切る。もっと大きく青々とした街路樹、施肥、植え替え重要。道路は重複工事多く、側溝は崩れてきている。要するに
もっと緑化、自然景観を重視すべきである。落葉などの住民クレーム重視しすぎて、事なかれ主義、無気力におちいっている。

312 都市環境 都市整備部
桔梗が丘の幹線道路にある街路樹は、駅からの直線道路では一部切られ、他の所は丸刈りの様な状態になっていますが、誰が決め
ているのでしょうか？信号の邪魔になるところは仕方がないけど、景観が悪くなりました。

312 都市環境 都市整備部

空家対策の拡充 市内の旧町には空家が増える一方、アパートが周辺に新築されていき、町の趣がどんどん減っている。今や名張もチェーン店の乱立
でもはや地域の魅力は減少。どの県どの町に行ってもコピーしたかのような景観になっていくのは故郷がなくなっていくようで残念で
ならない。

312 都市環境 都市整備部 コンパクトな町づくり 市役所、病院、銀行、図書館などを１ヶ所にまとめる。交通の便や利用がしやすくなる。（高齢化に向けて）

312 都市環境 都市整備部 人口減少に向け商業地（名張駅）住宅地（桔梗）農地に分けて整備を行う。インフラ整備（集約集中）

312 都市環境 都市整備部
都市ガスの整備・推進をお願いしたい。賃貸住宅を探す際、プロパンガスの物件がほとんどだ。プロパンガス業者によって料金も様々
（基本的には都市ガスより高い）で家計への影響も大きい。

312 都市環境 都市整備部

区画の整備：行政地区、商業地区、製造（飲食）地区等を１ヶ所に集中整備、例えば家電店（現３店）、ホームセンター（現３店）、食品
スーパー（現５店）等、１ヶ所集中してそれぞれを競うことにより、各店の客足は絶えることはない。現配置の店舗は客足が絶える店舗
が出る可能性あり。名張から撤退が考えられる。

313 市街地整備 都市整備部

名張駅周辺の開発や整備に
ついて

東口は通勤通学客の送迎のため多量の車が集中している
①ロータリー内部に小規模な停車スペースしかなく、大多数は沿線道路に路上駐車している現状のため、渋滞の原因
②希央台エリアの開発が進み駅から徒歩で帰宅する人も増えているため、道路を横断する際に信号機が必要。（歩行者が居ても停
車しない）
③歩道に乗り上げて停車している車もあり、歩行の障害となっている場合がある。歩道がけっこう広いので停車可能スペースにしたら
どうか。（伊賀市の銀座通りのように）

313 市街地整備 都市整備部

名張駅周辺の開発や整備に
ついて

名張市の玄関としての機能強化
①通勤・通学・観光など大勢の人が名張駅を利用するため市域内で一番の集客エリアにも関わらず、滞在施設がなく、単なる通過点
となってしまっている。伊賀市の上野市駅前には整備されたパーキングや複合施設がある。（ローカル地方鉄道路線にも関わらず）
②路線バスの停車場しかなく、観光バスなどの大型車が留まる場所がない。
名張駅前の再開発を望む。

313 市街地整備 都市整備部

旧町に住んでいて思うのですが、もう少し家を建てる時に町並みに配慮して建ててほしいです。市からお金は出さなくても、そのように
アドバイスしてほしいです。きれいな町並みがあってほしい。このままでは上野との格差が取り返しつかなくなります。少しは見習って
ほしい。

313 市街地整備 都市整備部

名張市のシンボル駅を広くし
て、バス、タクシー乗り場を分
離してもっと一般の人が使い
やすく

通勤・通学の送迎に大変です。

314 水と緑のまちづくり 都市整備部

各小公園、街路樹、（宅地内）
道路・側溝

件名についてのメンテナンス、整備状況がお粗末。各小公園は、木のメンテ、植林が全くなく、枯れっぱなし。施肥なく切りすぎ…。
（欧州、日本の大都市の公園を見よ！もっと大木、ベンチなど雑草の刈り取り必要）高度成長期の住宅団地の公園のイメージとはちが
う公園を目指すべき。

314 水と緑のまちづくり 都市整備部 散歩、買物 名張川　子どもと散歩、ベビーカーで散歩できるようにしてほしい。

314 水と緑のまちづくり 都市整備部

市民の憩いの場、他の市町村
の人達が集まれる公園等の整
備

他の市、県等には整備され設備の充実した公園が多々あるが、この名張には全くない。中央公園とは名ばかり単なるスポーツ公園。
昨年約50か所の公園（他市町村）を利用させてもらったが、いずれも緑あふれ広々とした設備の整った立派な公園でした。幼子から
年寄りまで満足げに見えます。なぜ、名張にはないのですか？奈良広陵町の馬見公園は古墳群を利用した大きな立派な公園です。
美旗古墳群？それがどうした？人を呼べる環境をつくり、その中に古墳群がある。夏見廃寺がある。ただあるだけでは駄目です。今の
名張は単に通過するだけの町。どうすれば足を止めてくれるか。胸を張れる施設が必要。赤目だけでは人は呼べません。市民の憩い
の場にもなりません。1号～10号公園など小さなその区域だけの公園など何の役にも立たず、なぜこれをまとめた大きなものが出来な
いのか。不思議。

314 水と緑のまちづくり 都市整備部 公園の充実

321 防災 危機管理室

防災については、熊本の例でも感じますが、起きた後の対応を自治体としてどれだけ迅速にできるのか、何が問題となるのか、は解っ
ていて、ではその対応、具体策はどうするのか、地域住民にとっては頼りになるのは、まず市です。ここが機能しなければ、市民は安
心できません。災害が起こったときに、そこの自治体の真価が問われるのです。残念ながら熊本は遅い。名張はそのようなことのない
ように。役所に勤めている人達は非常時は全員が危機意識を持って、事に当たっていただきたいと思います。

321 防災 危機管理室 地震対策 避難地のキャパ　非常時の物品ストック　トイレ、水、3日間のストックなど

321 防災 危機管理室 台風などで名張川が氾濫しないか…。毎年不安になる地域がある（大屋戸とか…）

321 防災 危機管理室 災害時の備え

321 防災 危機管理室

名張市生活全般 名張に住んで全体的には満足しています。第一は自然、緑、空気、水、米も、人間が住むための最低限度の環境が良い。私個人は
自然災害の多いところで生まれ育ったので、特に強く思うが名張の人々は少し危機意識が薄いか。ここ40年一度台風で小さな被害が
あったがほとんどない。

321 防災 危機管理室 災害がないと思われる 現在の場所（地震は例外ですが）風水害は今迄またこれからもないと思っています。

321 防災 危機管理室
熊本地震に由来して 名張市にも震度７の地震が起こりうる活断層があるか知りたいです。過去数百年にどれくらいの規模の地震があったか知りたい。

321 防災 危機管理室
災害時（地震）のダムは大丈
夫？

旧町内の増水は減りましたが、耐震性は（市内2ダム）？

321 防災 危機管理室 防災 地震が起きたとき、避難場所

321 防災 危機管理室

災害 すずらん台在住。市内の住宅地としては、高地にあり、主要道路はR165のみと心細く、今回の九州の災害を見ても。一番困っている
のが水。当地では井戸と称するものが全くないので、できうれば、公民館または学校でも深井戸があり、災害時でも自家発電で水が
汲みあげられるような設備があったらよい。是非実現してほしいと思います。

321 防災 危機管理室 災害が起きた時の避難場所をもっと伝えたり、崖崩れなど、起きやすい所の補強をしたり防災グッズを配ってもいいと思う。

323 防犯 危機管理室 街灯について 通学路、通勤路が暗くて危ないので、街灯の設置をお願いします。

323 防犯 危機管理室
初めて名張市に住み思ったこ
と

街灯が少ないと思う。夜歩くのは危険と感じる。



施策別自由意見（問２３）
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323 防犯 危機管理室

街の中心から外れると街灯が少ないところ、全くないところがまだまだ多くあり、夜など歩いている人などはすごく危ないと思います。安
全などのため、子供たちのためにも少しずつでも街灯が必要だと思います。街灯のないところを歩いていて道がみえなくけがをされた
方もみえました。特に高齢の方など。

323 防犯 危機管理室 子どもに携わる防犯、 防犯対策

331 下水道等 上下水道部
下水処理について 地区での集中処理費用が5,500円／月と高く、別に水道料金を4,000円／2ヶ月くらいかかっており、市の管理費より高いのではない

か？地区処理から市への移管をして頂き格差の是正をお願いします。

331 下水道等 上下水道部
堀井内科の下の下水道・空家
の件について

堀井内科病院の下の下水道がいつも汚い。もっと水道局の人に見廻ってほしい。

331 下水道等 上下水道部 いろいろ 上下水道の料金が他の地域に比べると高い。

331 下水道等 上下水道部 汚水処理費について 一人住まいでも下水道の費用が多人数でも同一となっておりますが、（月3,564円）少し考えて頂けましたら助かりますが。

331 下水道等 上下水道部

下水道の料金について 何か月前に下水道の市への移管で、8万いくらか支払ったが、その後町内にて違法であるとのチラシ。自治会での話があったが、よく
わからない。実際のところ、適正な話であったのかどうか、普通に暮らしていると判断がつかない。ただ住民から反対があり、いまだに
納得できないと言っている人がいるのであれば、しっかり話し合ってお互い納得できるようにするべきではないでしょうか？大半の人は
何が何かわからないまま、言われた通り、支払いもするし特に文句も言わないが、真剣に考えている人からの反対意見などがあるので
あれば、お互いの意見をオープンにして、住民に示すべきであると思う。（分かりやすく）

331 下水道等 上下水道部
下水処理について 下水処理費用が、家族数や水道使用量に関係なく一律であること。平日仕事をして、一人暮らしの場合はかなり損になる。改善して

ほしい。

331 下水道等 上下水道部

汚水処理施設の公共移管に
伴う下水道受益者負担金につ
いて

団地によって免除されたり、負担させたり、不公平な負担が存在するのは、市政としては問題である。

331 下水道等 上下水道部
下水道代について 節約しても家族が多ければ水道料も多くなりそれに対しての下水道代になるので世帯と考えれば少人数家族よりもたくさん下水道を

払わなければならない。これじゃ少子化の方がよかったかと思う！！！

331 下水道等 上下水道部
自然環境 市内にキレイな川が流れている所は、森林も含めて、住民の意識や人間関係のレベルが高いと感じる。生活排水をキレイにすること

は必要であるが、下水代を下げる努力も考えてもらいたい。

331 下水道等 上下水道部 下水道料金が高い！！住む地域で違いがある。

331 下水道等 上下水道部
下水道の料金 料金、市に下水道が変わるとなぜ、高くなるのか？出来るだけ生活にかかるお金減らしてほしい。他のところで節約できる部分あるの

では。今は100円均一とかあるので、安くて充分使えるものもあると思う。

332 上水道 上下水道部 市の上下水道 水道代が以前より高くなったり下水道料金と合わせて倍の金額になりました。もう少し安くならないものかと思います。

332 上水道 上下水道部 水道料金 上下水道高すぎ。その上、高額な協力金はいじめそのもの。きちんとした説明もないで残念というしかない。

332 上水道 上下水道部 市の上下水道について 水道がないのでお願いします。

332 上水道 上下水道部 上下水道の件 上下水道の料金が高いと感じられます。

332 上水道 上下水道部
私は若い時、愛知県の北区に住んでいました。水道があまりよくなくて、こまっていました。こちらへ来て、水回りがいいので、こちらで
住んでみようと思い、今に至ります。これからも私達のためにしっかり頑張ってください。ありがとうございます。

333 住宅・住環境 都市整備部

住宅地に於ける空地放置の件 当方緑が丘では空地が減少しているものの、所有者不明の空地が点在している。市は所有者追跡を徹底してもらいたい。というのは
雑草がひどく冬場は枯れて火事の危険性、夏は蚊など虫繁殖の温床になっている。所有者不明の空地には、自治会が草刈を請求
している。当地の住民草刈が年２回あるが、そんな放置の空地に汗ダクで何故協力しなければならないか？悪徳所有者にペナルティ
を課して欲しい。

333 住宅・住環境 都市整備部
空家の庭が草がしげって見苦しい。もっと市が持ち主に注意をしてきれいにして頂きたい。
市役所は持ち主にもっとやかましく言うべきです。私は通るたび腹立たしく思っています。だから名張で住みたくありません。

333 住宅・住環境 都市整備部 名張地域の活性化 空家、空地の利用。安価で貸与。市からの補助。

333 住宅・住環境 都市整備部
空家について 桔梗が丘5番町に住んでいますが、近所に空家が増えている感じがします。木や草が伸び放題で見苦しく市の方で対策を考えてほし

いです。

333 住宅・住環境 都市整備部
誰も住んでいない放置された家があります。誰も住んでいなくても適切に管理されていればよいですが、明らかにもう住めない荒れた
状態の家は持ち主に連絡して撤去していただくか（市が処分できるように法律整備して）処分していただきたい。

333 住宅・住環境 都市整備部 空家 空き家の火の用心（草、用地荒れ放題）、上から物が落ちて来ることなどをどうにかしてほしい。

333 住宅・住環境 都市整備部

自宅の近くで引っ越したのか、
そのまま住んでいるのかわか
らない家

夜になっても電気がつかないし、見慣れた顔も一度も見ない。しかし表札はそのままで、外から見るからには住んでいるみたい。近所
の方も同じように思っている様子です。市の方でこんなお宅に何かしるしをつけて近所の人に報告をお願いできないでしょうか。少し
不安です。時々、犬も鳴いていた時もありましたが、とにかく草もそのままだし、チェックお願いします。

333 住宅・住環境 都市整備部
空家対策 動物の住処になっており、植木は伸び放題、持家の人は一度もかえってこず、困っています。（赤目町）私の回りは何軒かあります。

税金だけ払えば良いものでしょうか？

333 住宅・住環境 都市整備部

空地の除草対策について 空地で持ち主が年１回も草刈をしてくれない所がある。火事の他、蜂などの害虫がひどいです。草刈をしてくれない空地のためにこち
らが除草剤をかなりの金額を出して買い、夏時期等の草刈も合わせてしています。今年から固定資産税も上がりました。ほったらかし
の空地の持ち主には、なんの処分もないのでしょうか。年を取ってくると隣の空地の草刈は無理になります。こちらは税金を払ってい
るのに、我慢しなければならないのでしょうか？対策早急にお願いします。高齢化も進んでいますし。

333 住宅・住環境 都市整備部
各住居地の空地問題につい
て

草がそのままの土地がいっぱい有る。所有者に管理の連絡はどうしているのか、わからない。

333 住宅・住環境 都市整備部

市営住宅、入居更新条件の緩
和

私は市営住宅の入居者です。高年齢で友人、知人が亡くなり、名張市で連帯保証人を見つけるのが将来困難な状態です。平成18
年に市長への手紙を書きました。すぐには緩和できませんが意見は尊重します、と返事をいただきました。10年待ちました。私にとっ
ての理想郷は、入居更新条件の緩和が実現した時です。

333 住宅・住環境 都市整備部
上下水道、住宅の整備がなかなか進まない。生活排水や農業用排水が合流している。側溝のふたのない所が多く、常にゴミが流れ
ている。

333 住宅・住環境 都市整備部 空家対策 空家を若い人のための賃貸に。リノベーションして安く提供。

333 住宅・住環境 都市整備部 空家について 市内では空家がたくさんあり見苦しい。持ち主は住む気がない。行政執行で美しくしてはどうですか。

333 住宅・住環境 都市整備部
傷む家屋 一人住まいの年金受給者で、低所得者です。修理をしたくても実現できそうにもありません。身体は元気ですが家が古いので心配で

す。家に応じた担保として借入は出来ないでしょうか。

334 斎場・墓地 地域環境部 問6（17）について ナンセンスな質問。多様化している現在、個々の先祖に対する考え方は千差万別である。

341 交通対策 都市整備部
新興住宅地の高齢化 近所まわりが同年代もしくは上の人が多く、後10年したらどうなるのか。不安。車が運転できなくなると買物、医者通い等不安（徒歩圏

内？にあっても遠い。）

341 交通対策 都市整備部
市民高齢化対策 現在名張市で生活するには必ずクルマが必要。市民の高齢化が進む中、クルマがなくても生活できる、通勤、通院、買い物に便利な

施策が必要。

341 交通対策 都市整備部
コミュニティ・バス 三重交通の支障がないようにして、ローカル・バスの、細かいサービスが欲しい。病院、薬局、買物等にそのようなサービスを応援して

欲しい。共用バス停に、各バスのメールアドレスにアクセス出来るようなシステムを考えて欲しい。

341 交通対策 都市整備部 交通機関について、ゴミ等 バスの本数が減っている。例として電車の時刻にあったバスの時刻（往復とも）が無くなっている。

341 交通対策 都市整備部
公共交通の不足 バスなどの公共交通がなく、駅まで歩くか車になってしまう。せめて駅までのバス路線があれば、駅周辺の駐車場をさがしまわることも

なくなるし、便利になると思います。

341 交通対策 都市整備部 桔梗が丘西地区にバス路線を作ってください。

341 交通対策 都市整備部

名張駅前（西口）及び付近の
駐車状況について

夜になると、名張駅（主に西口）周辺の駐車マナーが非常に煩雑化し、路上駐車等のマナーが非常に悪く、憤りを覚えます。特に車
の中に人がいないのに長期駐車している為、交通、通行に困難してます。また、市の有料駐車のコインパーキングがあるにもかかわ
らず、すべてその付近に駐車されており、非常に迷惑です。取り締まりを強化していただいた上で、あのコインパーキングのあり方、使
いやすさ等を考え直していただきたいです。正直、現在の駐車状況では、あのコインパーキングへの入口へ入る事が困難で使用する
人も減っていくと思います。また、酔っ払いが多く集団でさけんでいる人、さわいでいる人が多く、非常に不愉快です。どうにか改善し
ていただきたいです。

341 交通対策 都市整備部
市民高齢化対策 現在名張駅に出るだけで、片道350円もかかる。全ての市民が市のサービスを公平に受けられるよう、市内均一料金にするべきであ

る。

341 交通対策 都市整備部

ナッキー号の車体改善 高齢者が多数利用している。現車体は乗車高、座席間が狭い、座席半分が高段等に不便を感じている。高齢者が最も利用・活用し
やすい車体にしていただけるよう望みます。お願いします。これは、“------幸せに暮らすまち”を目指してのプランに合致する。
※固定資産税0.3％アップ／値上げ分を活用する。（少額の年金で0.3％負担は、自死に至る高負担）

341 交通対策 都市整備部 色々です ナッキー号の運行について。平日増便、休日運行を望む。

341 交通対策 都市整備部

交通の利便性について 現在40代なので車の運転も出来どこにでも行けるのですが、ご近所の高齢の方や、自分が車の運転が出来ない事が起こってしまっ
たら、買い物や病院等に行くだけでもとても不便になってしまいます。名張駅へ向かうバスはありますが、それ以外の場所へ行くには
とても不便な地域だと思います。名張市内のどこからでもスムーズに移動出来るようにならないものでしょうか？タクシーを使えば良い
のでしょうが、料金が高すぎるので、ひんぱん利用できる手段ではありません。移動が楽になれば、老若男女どの方でも外に出やすく
なり、名張市全体も活気づくのではないでしょうか？

341 交通対策 都市整備部

車社会、高齢社会の町になっ
てしまうのではないかと不安

市内中心にはナッキー号が走っているが、農村部になると独自にコミュニティバスを走らせたり、または何もなかったりする。これでは
高齢者ドライバーは減少せず、事故件数も増えていく。市が全体のことを考えて農村部の住民も利用できる交通機関を準備してほし
い。

341 交通対策 都市整備部

コミュニティバスの運行の改善
について

現行のコミュニティバスの運行時間帯に利用する利用者は少なく、通学やお年寄りの病院向けの利便サービスを改善、向上させて欲
しい。今後とも、常に運行時間帯等は利用実績が増加するべく工夫、努力するべきである。市民自助努力も大事だが、同じお金、資
源を使って、行政の効率的運用に配慮するべきである。

341 交通対策 都市整備部
福祉、交通、買物 障碍者手帳、難病指定等の無い、本当に不自由で困っている人への支援が不足。車が無いと医者、買物が出来ない町作りになって

いる。

341 交通対策 都市整備部
市内公共交通機関について バスの利便性：市内循環（駅、スーパー、飲食店等）が安価に移動できるように利便を図る。そのため思い切った予算をつける。現在

のコミュニティバス程度ではほとんど利用価値がない。

341 交通対策 都市整備部 私はすずらん台に住んでいる者として、車に乗れないのでバスを利用します。バス代が高いです。

341 交通対策 都市整備部
公共交通機関の整備につい
て

バスの整備ももう少しどうにかして欲しく感じます。通勤・通学ラッシュに合わせてもらえるのはありがたいですが、お昼に1時間に1本
ペースなのはかなり不便に思います。

341 交通対策 都市整備部 老後の交通手段

名張市に限ったことではないが、車がないと生活できない土地柄のため、老後、この土地に住み続けるのは難しいと感じている。実
際、近隣も空家が増えていく一方であり、余計に不安を感じる。コミュニティバスの回数、時間の増加や費用の無料化を望みます。車
に乗れない世代になっても、この地で暮らして行けるよう、何か良い手段を考えて頂きたいです。



施策別自由意見（問２３）

施策
コード

施策 部局名 件名 具体的な内容

341 交通対策 都市整備部
初めて名張市に住み思ったこ
と

コミュニティバスを利用したいと思っても土日祝に運行していないのがとても不便。

341 交通対策 都市整備部 桔梗が丘循環バスの回数が少なくなって高齢者にとって不安です。

341 交通対策 都市整備部 交通機関 車に乗らない人にとって近鉄電車からバスの乗り継ぎは重要です。特に土日になるとバスの本数が減り残念です。

341 交通対策 都市整備部
気になる事、減って欲しいこと 車では方向指示器をしない人が増えていると感じてます。とても危ないです。交通ルールが崩れていると思います。

341 交通対策 都市整備部

交通の不便・福祉施設等の不
安

高齢者だけの所帯では少ない交通機関（三交交通）利用で不便。大阪では、福祉の充実と市バス、地下鉄の無料パスがあり、高齢
者に優遇され生活の不便不安なく生活できるような対応がなされていた。上記のような不便不安少しでも充たしてほしいです。

341 交通対策 都市整備部 ナッキー号の便数 土日も走って欲しい。一日の便数を増やしてほしい。

341 交通対策 都市整備部

公共交通環境の整備、充実に
ついて

高齢化により、免許証の返納をしたいが（交通事故防止）現在の名張市内の交通環境は全く整っていないため、80歳、90歳になって
も日常の生活をするのに運転免許は通院、買物等をするために不可欠の物である。よって現実の公共交通環境は整備と充実は早急
の課題であり、議論すべきだと考える。

341 交通対策 都市整備部 交通手段について 自動車運転免許返納後の交通手段がなくなるので、それを補うためにコミュニティバスの運行の増便を考えてほしい。

341 交通対策 都市整備部 公共機関について バスが高齢化によりさらに必要となってくるが、数が少ないので不安。

341 交通対策 都市整備部
老後の生活 車で移動できている現在は、住みやすいと感じていますが、動けなくなってくると本当に生活できるのだろうか？と不安である。

341 交通対策 都市整備部
老いて、運転免許を返納した
後の不安

病院,買い物等で道路（本線）に出ればいつでも、どこでも乗れるバスがあれば良い。

341 交通対策 都市整備部

免許証の返却に際しての実施
願い（市バス1時間に1本では
不便です）

・市バスの年間無料パスの発行（他県なみに）
・タクシー代の代金は1/2市負担（本人1/2負担）

341 交通対策 都市整備部
交通について 高齢のため運転免許証を5月で返納します。買物に行くのも病院へ行くのも不便になります。ナッキー号をせめて赤目口駅まで延長

していただければ幸いに存じます。

341 交通対策 都市整備部 交通 現在は車に乗れますが、近い内にダメになるので、コモコモ号だけでなく、ナッキー号も走らせてほしいです。

341 交通対策 都市整備部

交通の不便さ 近鉄電車の利用が多いのですが、ダイヤの変更などで本数も減り、桔梗が丘からの急行列車も名張からになったり、やはり名張の近
鉄電車の利用客が減ったためでしょう。これからも近鉄さんと市の方で少しでも電車の便利な名張市にしていただけるとありがたいで
す。

341 交通対策 都市整備部

バスについて 比較的新しい住宅地、南百合が丘についてです。だんだん住民も増えて子供も多く見ます。私も毎日駅まで行かなければなりません
がバスが通っていません。一番近くて百合が丘なので、道中のぶどう畑（外灯なし）を歩かないといけません。実際知らない車に追い
かけられたこともあります。お昼も明るいのに怖い思いもしました。バスを利用したいのにタクシーか車を利用しています。活性化した
い！若い人を増やしたい！と思うなら、そういうところを便利にするべきではないでしょうか？

341 交通対策 都市整備部 交通機関（近鉄）の運賃が高い！

341 交通対策 都市整備部 交通の充実 現在、名張での移動手段は車がほとんどですが、今後お年寄りが増え、他の手段をかんがえるべきではないでしょうか？

341 交通対策 都市整備部 交通機関の件 バスの運行が不充分のような気がする。タクシー利用となると、年金暮らしでは少々きつい。

341 交通対策 都市整備部 交通について 市内バスと近鉄電車の時間が合わないので、連絡の良いようにしてほしい。

341 交通対策 都市整備部
利便性 ナッキー号が最寄りの各駅停車出来るよう。現在は名張駅と桔梗が丘駅ですが、私たちは運転もできず、役所へ行くのも一苦労で

す。どうしても家に閉じこもりがちになります。

341 交通対策 都市整備部
日常生活の援助：当市は日常生活は車が必要不可欠であり、高齢化が進むと運転できなくなり、現在ナッキー号があるが、市の全域
には運行されていない。でそれは公営バスの時間割引、高齢者割引を提案。

341 交通対策 都市整備部 史跡、施設等、興味はあるが 途中年齢から名張に移住したため、足がなく、度々あちこち行くことが出来なく、あまり関心がない。

341 交通対策 都市整備部 一応満足しているので不安はありません。足が悪いので、歩いていると名張は坂が多いので、それだけがつらいです。

341 交通対策 都市整備部
交通機関に対して、かなり不
便を感じる

車を所有していない者にとってはかなり不便。コミュニティバスを時々利用していますが、行きは「よいよい」帰りは「こわい」の感じで
す。公共機関を充実させてほしい。高齢になれば便利の良い所に引っ越しを考えている。

341 交通対策 都市整備部

交通の不便さ 75才の主婦。主人が昨年6月に脳梗塞。8月末に脳出血。今はリハビリ中です。体力が落ちてしまって気力も無くしている状況です。
交通費、家賃の支払いetc…年金だけの生活なのでこれから先の事を考えると不安でいっぱい。あれこれ考えると寝られない日も
度々。情けない事ばかり書きましたが、これが現実なんです。夢？これから先何年先かわかりませんが老人が不安なく住める様な町
づくりを願っています。

341 交通対策 都市整備部
交通について 年と共に足が弱り、病院や買い物に行くのが困難になりやはり便利なところに住まないと生活ができなくなるのではと心配になります。

ここでは、年よりだけでは住めない気がします。バスも利用できるように考えてほしいです。

341 交通対策 都市整備部

交通の便 病院、買物etc交通の便が大変不便で困っています。タクシーを頼めばお迎え料100円加算。ゆっくり走り、信号にひっかかると料金が
上がる。西の方はバスが通っていない。郵便局も坂の上。近鉄のATMもなくなった不便。老人になり車を乗らないようになったが大変
日常生活が！これから老後自宅で過ごす事がむずかしい状態。年金生活は……もっともっと日常生活を楽しく交通の便をしっかり考
えて頂きたいと思います。70才以上の方タクシー割引券等市から出して下さい。

341 交通対策 都市整備部 JR名松線 名松線を名張までつなぎ、比奈知ダム他観光線として松阪・名張を全国に知ってもらう。

341 交通対策 都市整備部

道路 せっかく、上野バイパスが4車線化になっても、信号増えたのでは意味がない。深夜１台も通らない信号なら感応式にすべき。信号を
減らす、また、車の流れを考えて、信号機で止まる調整をする。アイドリングストップではなく、発進停止を減らす方が省エネになる。検
討願いたい。名阪国道まで、上野・針まで約１時間では企業は集まらない。名阪で１時間走れば名古屋・大阪まで走れる。観光・商
業・工業・医療面でアクセスの充実は大切と思う。

341 交通対策 都市整備部 交通機関について バスや電車の本数が少ないように感じます。

341 交通対策 都市整備部 交通 老人の運転多い。危ない。→バスの路線本数を増やして

341 交通対策 都市整備部

高齢化について 現在住んでいる住宅地は比較的新しく、若い世代も多く、自分達も車を運転でき、買い物や通勤、送迎などは今のところ問題なく行
えているが、自分達も高齢となり、車を運転できなくなった時、徒歩で行ける店は限られており、坂も多く、荷物を持っているとなおさら
大変だと感じる。大型店には車を使用しないと行けない為、将来日々の生活に対して、大丈夫かなと不安は感じる。高齢者の運転は
危ないこともあるが、そのようなたちまち生活に直結してくる問題もあるため、なかなか手放せないということも、よくわかる。

341 交通対策 都市整備部 ナッキー号の運転のコースをもう少し広げてはいかがでしょうか？

341 交通対策 都市整備部

交通手段について 他県から結婚を機に名張市に来ました。車を運転できないので、通勤（電車に乗るまで）や買い物、子供の送迎、通院などの為、電動
自転車を購入。バスやタクシーもよく利用します。ナッキーは桔梗から名張方面へ一方通行ルートしかないので不便です。往復ルート
にぜひとも改善してほしいです。市役所や市立病院が駅前にないのも引っ越してきて初めはとても驚きました。とくに市立病院は丘の
上で、大変不便なところにあると感じます。ナッキーの本数をもっともっと増やしてほしいです。買物バスなども高齢者を中心とし、地域
で少しずつ立ち上がっているようですが、追い付いていないように思います。これからますます高齢化が進みます。免許を手放す人も
多くなるでしょう。車を持たない人が困らないような交通手段を増やしていってほしいです。

341 交通対策 都市整備部 公共交通について 自動車がないと、どこに行くにしても不便。バス路線を増やすなど、市内の移動が楽になる施策を考えてほしい。

341 交通対策 都市整備部

買物の件 老人の買い物について：私もこの先、切実に不安に思っているのですが、スーパーの近くに路線バスが停まらないので、買い物が大
変だと思います。地域で独自の買い物や病院に行くのを支援するミニバスを作っていますが、充実して欲しいです。これは名張だけ
でなく、全国的な問題ですが。
財政難で大変ですが、頑張ってください。

341 交通対策 都市整備部

伊賀―京都高速バスについて 三重交通から、3月1日から1日2往復すると発表されました。なぜ上野からなのですか！もし名張発にしていただいたら、名張にもたく
さんのお客様が来られると思います。私も一日ゆっくりバスに乗って京都見学したいと思います。三重交通さんへ、ぜひとも名張発に
なるよう、働きかけてください。名張にもすばらしいいい所が沢山有りますので宜しくお願いします。

341 交通対策 都市整備部
公共交通機関の充実につい
て

交通機関の充実についてですが、車を運転できる人ばかりではないので、バスのルートを充実させる（例えば、つつじが丘から桔梗が
丘までのルートを作る）など、車を運転できない人でも不自由なく移動できるようにしてほしいなと思います。

341 交通対策 都市整備部
交通機関 現在、月～金まで巡回バスが走っているが、土日祝はない。休みの日は街へ買い物に出かける予定なのに、交通手段がない。市当

局は現状のコースで良いと思っているのか。

341 交通対策 都市整備部 公共交通がないこと 老人二人で車もないので、何にしても気軽に行動できない。

341 交通対策 都市整備部

名張市内の交通機関の充実
は生活に直結する

現在は夫婦二人暮らしで車を2台所有しそれぞれ通勤、買い物、趣味等々で移動しているが、運転出来なくなった時の交通手段は
三重交通のバス、タクシーのみです。バス停まで500m、昼間や夜間は本数も少なく、タクシー利用しかないのでしょうか。それとも医療
は送迎付きの医院にしかかかれないのでしょうか。買物は宅配利用しかないのでしょうか。高齢で交通手段のない団地住民は引っ越
すしかないのでしょうか。何でも身近にある便利な都会に憧れ、若者が戻らない理由でもあります！高齢者も都会が住みやすい。

341 交通対策 都市整備部

市民の足であるナッキー号に
ついて

市民の足である乗り物は、もっときめ細かい運行をのぞむ。現在は乗車定員が少なすぎる。運行間隔が1時間半は長すぎる。せめて
50～60分で運行すべきである。路線の見直しが必要である。どの路線も、駅、スーパー、病院等を経由する路線を考えていただきた
い。今後はますます高齢者が増えると考えられる。一日も早い対策を希望します。

341 交通対策 都市整備部
交通 ・行政とは関係ないと思いますが、ベッドタウンと誘致しながら、近鉄運賃が他府県に比べると高すぎます。

・若者が減少した老人の町になるのが心配。買物難民にならないか不安である。

341 交通対策 都市整備部

公共交通機関と旧町内の店舗 高齢化が進む中、バス等の便が充実していない。ジャスコをはじめ、旧町内での買い物が老人にとってますます難しくなるような閑散
とした雰囲気を感じるのは私だけでしょうか。環境や観光だのという以前に日々の生活の利便性をもっと考えてほしい。現に私のまわ
りの老人は買物、通院に不便を感じている。

341 交通対策 都市整備部
市バス 以前よりバスの本数が減り将来が不安だ！！バスの運賃料金も他の地域より、値段が高いため利用者がすくないのでは？市町村が

少し負担をし、運賃料金を下げるべきでは？

341 交通対策 都市整備部

名張は車がないと生活するのが難しいため、高齢の方はどうしていらっしゃるのか気になります。ナッキー号で補えているのか？市と
商業施設が連携してできるサービスはないのか？またそのサービスをするにあたり人件費は確保できるのか？様々な考えと不安が自
分の中でありますが、その辺は市民を安心させるだけの対策などはあるのでしょうか？

341 交通対策 都市整備部

コミュニティバス 名張の地は、自然豊かな地。車で10分ほど走れば自然に会え、また買物、病院に行くのも便利です。ですが、いつかは車を手放さな
ければならない時が来ます。名張は盆地のため、坂がとても多く、車を手放した後は、行動範囲が限られ生活していくうえでとても不
便を感じると思います。現在、コミュニティバスが市内を走ってくれていますが、今以上に増やしていただき、きめ細やかなサービスを
して頂けないでしょうか。年老いた人、また障害者にとって気楽に外出を楽しめるような名張にしていただければ幸いです。



施策別自由意見（問２３）

施策
コード

施策 部局名 件名 具体的な内容

342 道路整備 都市整備部

道路 車道が主で、歩くことに関してよく考えられていない場所に危険を感じます。自治会内での対応は早いのですが、そうではない場所で
は歩道がない、または切れている所を見かけ、あってもガタガタで（歩行・自転車困難）よく考えられていないように思います。（直線距
離は近いが遠回りしなければいけない道が多い。）

342 道路整備 都市整備部
道路のセンターライン＆止ま
れ表示ない

つつじから桔梗が丘方面によく行きますが、前は止まれ表示が書いてあったのに、今は消えてなくなっている。また、センターラインも
所々しか見えない。

342 道路整備 都市整備部 道路環境について センターラインや文字が消えている所がたくさんあります。命にかかわる事なので、早急に調査し、整備してください。

342 道路整備 都市整備部 市民高齢化対策 名張は平地がなく傾斜地ばかりの中、高齢者が安心して歩ける歩道の整備は必須である。

342 道路整備 都市整備部 色々です かぼちゃ公園前の通りの横断歩道を作って欲しい。非常に危険。（夜間は路駐もあり危険）

342 道路整備 都市整備部
道路工事の件 無駄な場所の道路工事をやめて、保育士や介護士の給料にまわしてください。自転車専用レーンを作ってもらいたい。無駄な道路

工事をやめて、ホタル増やす活動をしてください。

342 道路整備 都市整備部

夏見から万代までの道路の渋
滞及びバイパスの渋滞

町の発展は道路から！これは不変です！現在、伊賀に働きに行く人が多いのに、朝晩渋滞。名張に会社を呼ぶにも、交通路の整備
が悪いのが一因だと思います。名張は自然が美しいのに、サイクリング道もなく、他から人を呼べない。夏見から赤目の入口までの
山々の景観（紅葉は特に）素晴らしいのに、住んでる人さえ気づけない環境だと思う。サイクリング道路があれば、気づくと思えるので
すが…。

342 道路整備 都市整備部
道路整備について アスファルトの整備なんですが、いつも同じような箇所ばかりで本当に必要な場所が整備されていないような気がします。市民の安全

を考え整備を徹底していただきたいと思います。

342 道路整備 都市整備部

交通・道路 雨が降ると水たまりができ、車のハンドルがとられてしまうほどの所がある。春日丘の道路の街路樹などはいつもきれいにしています
が、植えすぎです。車が通ると車体に傷がつきます。道路の木のせいでつつじが丘の歩道は歩けません。すべるくらい葉が落ちて、
散歩はできる状態ではありません。30年になりますが、道を直しているところはありません。歩けるようにしてほしいです。

342 道路整備 都市整備部 道路等の公共工事が少ない。もっと整備してほしい。

342 道路整備 都市整備部

狭い道路幅での問題改善要
望

当美旗地区に於いて、道路幅が部分的に急に狭くなっている所がある。その為、人、車の通りがスムーズに行かず、特に通勤、通学
時(AM7：00～8：30）には非常に危険な状態です。行政面で色々難しい問題が有ると考えますが、一度、役所担当者が通勤通学時間
帯での３現主義での確認を取り、早急対策していただきたいです。何らかの事故発生してからでは遅いですので宜しくお願い致しま
す。

342 道路整備 都市整備部 道路 名張市から名阪国道への4車線化。名張市全体渋滞が多い。

342 道路整備 都市整備部 車社会と道路整備の充実 30～40年前の市民の車（保有台数）と一人一台時代との道路ギャップの改善を！

342 道路整備 都市整備部 伊賀との交通（バイパスの4車線化）をよくすることで産業が発展するので早期に工事を進めてください。

342 道路整備 都市整備部 道路の整備 名張→伊賀市に続く道路の複々線（4車線）化の早期実施。（朝夕の渋滞を早く解消に向け実現させてほしい）

342 道路整備 都市整備部 道路 土・日に165号線、368号線の混雑。

342 道路整備 都市整備部
大型団地の道路整備（上下水
道含む）

人口の多いところ優先すべき。

342 道路整備 都市整備部 道路改良工事 市道新田南古山線の改良工事が年次計画のもとに実施されておりますが、早期による全線改良をお願いいたします。

342 道路整備 都市整備部

道路整備について 狭い道を太くきれいに舗装工事が進められ、年々住みやすくなってきています。そこでもう少し地元住民の普段の通行でよくしてもら
いたいところを聞いてもらいたいと思います。見た目は広く思うような道路でも、でっぱったガードレールがあることで、対向しにくく、お
互いに譲り合い徐行でかわしています。それはそこを通行する者でないとわかりません。また校区の街頭指導で、立っていらっしゃら
ない所で子供達の通行に問題がある箇所もあります。そんな所にはぜひ歩道の確保が必要だと思います。地元住民の声を届けること
ができるしくみを作っていただき、道路整備だけにとどまらず、地域から名張市全体をよくする活動を希望します。よろしくお願い致し
ます。

342 道路整備 都市整備部 道路の整備 名阪国道まで遠い。

342 道路整備 都市整備部

若いころはあまり何も考えずにいたのですが、年々年を取るにつれ、交通手段が公共交通機関の身になると考えると、すごく利便性
が悪く不安です。この辺は車がないとどこへ行くのも何を買うのも不便です。でも車があるからといっても、道が時間帯によって大渋滞
なので、車がないと不便、でも車を使っても不便という悪循環になってくると思います。道路の改善をお願いします。

342 道路整備 都市整備部
高年齢者への配慮 歩道と車道区別されている所では、段差大きすぎる。また段差が大きい為、各戸の出入口の傾斜が大きく歩きづらい。名張駅～青少

年センターへの道。※特に冬期、積雪、路面凍結時スベりそうになり転倒の危険大きい。

342 道路整備 都市整備部 道路環境の整備 R165号線、夏見橋～百合が丘青蓮寺に抜ける複線が未整備で危険

342 道路整備 都市整備部

団地内の道路がでこぼこで車
の運転に支障が出てきまし
た。

昼間、重量ダンプカーが縦横無尽に走り回るため、幹線道部分は穴だらけで車が左側通行が出来ない箇所もあります。

342 道路整備 都市整備部 蔵持～ジャスコへ行く道路がガタガタで悪すぎます。車で走りにくいです。ここは前からそうです。

351 都市産業 産業部 散歩、買物 イオンモール　買物（洋服）できる所が欲しい。

351 都市産業 産業部 散歩、買物 かた焼き以外で、日持ちするお菓子が欲しい。（おみやげなんとかしてほしい。）

351 都市産業 産業部 空き店舗の再利用

351 都市産業 産業部 娯楽施設が少ないです。就活するときにとても厳しいです。

351 都市産業 産業部 伊賀市のように個性的なお店や食べ物屋さんが増えてくれるとうれしい。

351 都市産業 産業部
初めて名張市に住み思ったこ
と

商業施設が充実していた所から名張市に引っ越してきたばかりなので、商業施設（ショッピングモール）が無いのが非常に残念。

351 都市産業 産業部

若い人の働く魅力ある場所、
会社が少ない

もっと魅力ある会社等の誘致を市が先頭を切ってやればよいのでは。そして若い人が楽しめる場所、施設がないので県外に出てしま
うのでは。若い人が多い名張を目指してほしい。日配（スーパー等）ばかり目につきます。年配の人と若い方達が楽しめる町づくりを願
います。

351 都市産業 産業部 観光地づくりより、商工業に力を入れるべき。人口減少、高齢化が心配。

351 都市産業 産業部 映画館 映画館が欲しい。

351 都市産業 産業部 名張市にイオンモールを作ってほしい。

351 都市産業 産業部 町の活性化 アウトレットや大型ショッピングセンターを建設し、町を活性化してほしい。

351 都市産業 産業部

名張市への観光客増加のた
めに

名張市の特産物であるいちごやぶどうを○○狩りとしてPRするだけでなく、例えば「フルーツ通り」等の名称で、いちごやぶどうを使っ
たパフェ、洋菓子、アイスクリーム、ジュース、ケーキ等を販売する店が並ぶ通りがあれば、観光客はもちろん市民にも大いに人気が
でると思います。特に若い人、家族連れには好評となるでしょう。ぶどうやいちごだけでなく、メロン、栗、柿、さつまいも等を、そのまま
よりは都会的なスィーツにすれば、間違いなくヒットします。あわせてフルーツそのまま、シクラメン等の花、生活小物も。要するに、ま
ずは市民に人気あるエリアを作る事だと思います。

351 都市産業 産業部 商業 商業施設の充実（商業施設、映画館等の娯楽施設がない。

351 都市産業 産業部
今後の人口が減少傾向に対
する財政の確立

個々の負担を増やすだけでなく、工場誘致などの方法をもっと考えていくべき。

351 都市産業 産業部
名張市の全国への知名度の
欠如

商工業の大規模団地の欠如（全国的に知名度が高い製造、商業施設の欠如）

351 都市産業 産業部

市の活性化 市の中心部に、名張市のシンボルとなるような、商業・文化施設があればよいと感じます。チェーン店ができては撤退するの繰り返し
で、名張市ならではの店舗がありません。休日に足を運んで、ゆったりと過ごせる施設も欲しいです。図書館、映画館、美術館など、
巨大複合施設があれば、多くの人が集まると思います。

352 観光 産業部 色々です 観光の目玉を造り出す事に市が力を入れて欲しい。一部の民間まかせな感じがする。

352 観光 産業部

名張に観光客（外国人や日本
に来てもらう）を呼びたい

観光をＰＲするために次のようなことが有効だと思います。名張駅からよく見えるような宣伝を出す。また、色々な体験チケットを売った
り、インターネット使って名張市を宣伝する。インターネットだったら日本や外国人に宣伝することができる。（例）①名張川で魚つり体
験。②野菜畑で体験。③ぶどうといちごの時期にいちご狩ぶどう狩のチケット。④市内のバス乗り放題のチケット（例、美旗古墳、赤目
の滝）④チケット2枚以上買うとスーパー銭湯の券を渡す。

352 観光 産業部 ダム周辺の観光 サイクルロード（ダム周辺）ウォーキングロード他の整備と、名張にはこんな物があるという物を作る。

352 観光 産業部

名張市の観光や、歴史的価値
の市外発信

名張市には、とても魅力のある歴史があるのに、市外、県外への発信がとても下手だと思う。対象物が全国的に有名であっても、それ
が名張市に存在する又は縁がある、という関連付けが全くされておらず、とても残念。県外の友人に「名張はこういうのがあって」と話
をしたときにも、「全然知らなかった」、「市の観光の紹介が下手くそ」と言われた。全くその通りだと思う。

352 観光 産業部
名張市のネームバリューアッ
プ

名張市のネームバリューはない。もう少し名張市を売り込む姿勢を見せてもらいたい。（イベントの企画等）

352 観光 産業部

名張の良さを広く知っていた
だける場所作りについて

名張の観光名所、名産物、史跡、土地柄を案内の形で広く知ってもらえる施設（総合案内所サロン風）を近鉄名張駅前等わかりやす
い場所に、近鉄駅、三重交通バス停とタイアップした施設を計画、商工関係者にも協力していただきながら、中長期にかけて施設を
完成していただければと思います。私の知人等、他県から別件の用で来られるお客さん方に名張の事を知っていただいて観光ととも
に名張に住みたいと思うようになるきっかけになればと思いましたのでご提案させていただきました。私共名張市民宛の案内等は大変
ありがたい事に満足いたしております。これからも名張市の発展を願っております。

352 観光 産業部

町づくりについて 名張の文化、歴史の発信のしかたについて、もう少しアピールできる方策がないでしょうか。名張駅前の江戸川乱歩像など、これで
は？？と感じることがあります。全国各地には町の魅力をアピールし、全国からたくさんの人々を呼び寄せている市町がたくさんありま
す。全国の人々が「名張に行ってみたい！」と思えるような、名張の歴史を生かした町づくりを期待しています。例えば水木しげるの妖
怪ロード（境港）、黒壁スクエア（長浜）などなど…

352 観光 産業部

観光地や市のPRについて 名張にはアンケートにもあったような藤堂高吉を初代とする藤堂家邸跡や江戸川乱歩、観阿弥など、歴史的価値のあるものが在るに
も関わらず、それらのPRが不十分なのか下手なのか、全国的な知名度が全くないように思う。伊賀忍者にしても、上級忍者の拠点は
今の名張市だったにも関わらず、全国的に「伊賀忍者=伊賀市」の認知しかないだろう。名張市についてのPRの仕方についてもっと
検討すべきではないかと考える。

411 学校教育 教育委員会事務局
小中一貫の学校を考えているのであれば、すべての子供達がバス利用で通学可能な路線が必要だと思います。これはスクールバス
ではなく、公共のバスにする必要があると思います。



施策別自由意見（問２３）

施策
コード

施策 部局名 件名 具体的な内容

411 学校教育 教育委員会事務局

子どもが入学式の次の日、学校でトイレの使い方を教えてもらって帰ってきました。しかし、子どもは学校のトイレは使いたくないと…。
理由は臭いから、だそうです。我慢していたらお腹が痛くなるからとトイレに行くように話しましたが、やはり一日我慢して帰宅し、トイレ
にダッシュが続いています。そして学校でお腹が痛くなり、保健室へ行ったこともあるようです。その時は、トイレに行ったら治ったと
…。他にも学校でお腹が痛いと訴える子は多いようです。学校の先生は、慣れない学校生活の疲れや給食への不安、それから朝家
でトイレを済ませてこないから、と言います。たしかにそれらもあると思います。ですが、子ども自身が臭いからトイレに行きたくないと
言っています。まだトイレを使うのも上手ではない低学年。古いトイレはやはりにおいます。整備してあげることはできないでしょう
か？？

411 学校教育 教育委員会事務局

小学校の教師は人を育てる大切さを認識し、意欲を持った先生を育成してほしい。子供達に「みんなちがってみんないい！」と教え
つつ、先生方は子供を型にはめ教えやすい子のみを正常とし、教えにくい子を問題児扱いにしているように感じる。個性の違いは認
めつつも、善悪をしっかり教え、真剣に向き合える人を望みます。

411 学校教育 教育委員会事務局

小学校合併 小学校合併となったら、夏の登下校の下校時の水分が足らなくなります。今も低学年はお茶がなくなり、顔をボーっと真っ赤にして下
校する姿を見ると、熱中症を考えてしまいます。親が働いていれば、どうしてもできない事もあります。体力の面、気温、環境、犯罪か
ら（変質者、事故）子ども達を見守る面をしっかり考え実行していただきたいと思います。名張市は自然が多く美しく大好きです。

411 学校教育 教育委員会事務局

教育について 子供が北中学校に通っているが、塾に行かないと勉強が理解出来ないらしい。教科書はあるが使っていないと聞いている。どんな授
業なのか疑問に思う。小中高校の教育レベルが上がれば、自然と名張市のレベルが上がるのではないか？教育に力をいれて、また
教えていただける先生もレベルを上げていただきたいと思う。全国でも教育レベルの高い地域だと思われる名張市になるよう、子供を
持つ親が移住したくなる街になるようにお願いしたいと思う。

411 学校教育 教育委員会事務局

公共施設について 何故、名張桔梗丘高校を廃校にしておいて新しく学園をつくるのかとても疑問に感じます。学園自体も9年制にしながら学校を一つに
できないのであれば、何故今慌てて合併するのか正直よくわかりません。母校がなくなるということはすごく残念な方が大勢いらっしゃ
ると思います。少子化といえど、もう少し何かできたのではと少し残念に思います。

411 学校教育 教育委員会事務局

教育 名張の高校レベルが低く、安心して子供を通学させることができない。3人の子供は全て大阪市内の中学校高校へ通学させた。次の
世代にも名張の教育レベルが低いので大阪市内に通学させる必要がある。大阪からも逆に名張に来るような学校を作る目標を市と県
が協力して考えるべきである。（センター試験の全国平均を見ても三重県の教育レベルの低さが悲しい。）

411 学校教育 教育委員会事務局
小中学校統廃合 小中学校を統廃合することで地域の過疎化が進む。子どもの教育にとっても良いとは思えない。中1ギャップが小5ギャップになるだけ

ではないか。小規模の良さを生かした教育が行われることを望む。

411 学校教育 教育委員会事務局

桔梗が丘地区における小中一
貫教育計画

子ども達の立場になっての計画ではない。
・通学距離が大幅に長くなり、安全安心が確保できない。
・前期（小1～小4年）後期（小5～中3年）に校舎が分割されることにより、高学年生から低学年生への見守り等が希薄になって、子ども
達のつながりが分断されてしまう。（同一校舎での小中一貫でないといけない。）

411 学校教育 教育委員会事務局

孫が桔梗が丘西に住んでいます。桔梗丘高校の跡地に小中学校が出来るそうですが、安全、安心な通学が出来る体制作りをお願い
します。
※低学年の歩きはとても無理なので、スクールバスを用意してほしいですね。

411 学校教育 教育委員会事務局

小中一貫 子供に自然の多い環境を望んでH26年に越してきたが、学区再編成に巻き込まれた。H22年から始まっているなど聞いておらず、こ
んな迷惑を受けるくらいなら名張には決して来なかった。子供に申し訳なく思う。説明も足りず、市民の意見など聞く気もなく、市長の
一存で推し進めるつもりだと聞く。補助金目当てだとも聞く。行政がこれほどまで不透明で信じられない町は初めてであきれ返るばか
りである。金のためなら何でもする町。

411 学校教育 教育委員会事務局

2020年に向けての校区見直し
について

現在自分の住んでいる池の台地区が、2020年ごろにはじまる小中一貫モデル校のことで学区変更になりました。現在、地区から近い
小学校まで歩いて10分ほどですが、変更後の学校まで歩いて50分くらいかかります。20年ほど前にも池の台に住んでいる小学生達
は美旗小学校に頑張って歩いて通っておりましたが、その当時と生徒の人数が大幅に差があり、自分の子供が通学するころには児
童の人数がかなり少なく、少人数で50分歩いて通学となると、交通量など、いろいろと大丈夫なのかと心配事が尽きません。スクール
バスが出来れば安心できるかなと思います。まだ、この地区には説明会などが開かれておりませんので、詳細は分からない状態で
す。校区変更自体には反対はありませんが、通学方法をよく考えていただければと思います。

411 学校教育 教育委員会事務局 中学校の給食について 早く中学校の学校給食を実現してもらいたいです。

411 学校教育 教育委員会事務局

桔梗が丘、小中一貫化、教育
について

3月13日桔梗が丘地区内3ヶ所で小中一貫教育を行うという提案がありました。桔梗が丘団地は名張市が誘致を行い、市内最も早く
造成し、50年以上が経ちました。桔梗が丘団地の条件とし、近鉄が在り、銀行、百貨店、学校が近くに在り、の売りで近隣から住居を
構えられた方々が多いのが現状です。今回の様に、東小学校及び桔梗丘高校跡地を利用し3小学校統合の小中一貫教育をすると
云う事は、跡地の問題の施策にしか考えられない。小中一貫教育には反対致しませんが、利便性のある場で学校教育を希望致しま
す。前期で行われた過疎化による小学校の統廃合とは異なります。桔梗が丘団地内を活力のある町づくりをお願い致します。若い人
達が入居出来るような環境対策を考えてください。

411 学校教育 教育委員会事務局

桔梗が丘小中一貫について 小中一貫についての説明を聞かせていただいたが、市の職員の方はメリットのみを言っていてデメリットを考えてないように感じた。
（人数が増えれば、デメリットも増えると思います。）小学1年生の足では、桔梗が丘1番町や2番町、桔梗が丘西の子供達は歩けないと
思う。スクールバスも要請があれば考えますとのことだが、その答えはおかしいと思います。実際に歩いてみて、大人の足でも桔梗東
小学校までの往復はつらかったです。教育委員の方や市の職員の方も一度歩いてみてはいかがですか？通学路も危険がたくさんあ
ります。もう一度、子供の目線に立ち、考えてください。市民の方々の声をきちんと聞いて答えを出してください。

411 学校教育 教育委員会事務局

学校教育について、また今後
の名張は…

今小学校等の統廃合が問題になっています。少人数の教育の場より人数の多い学校で大勢の人の中でもまれて育っていく方がよい
という意見、また、いいや今までの少数のところでしか出来ない教育、人とのつながりを大切にした教育、一言でどちらがよいとは言い
切れません。そんな子供達を間近に見ています。若者が少なく、老人ばかりが増える現実、それに歯止めは出来ないのが事実。名張
市の人口も減少傾向にあります。今後の名張の姿に不安が残ります。

411 学校教育 教育委員会事務局
桔梗が丘の小中一貫校設立
について

小学校へ通う距離等を考えて、現在の場所に引っ越してきたが、桔梗小学校、中学校がなくなることで、子供の通学が不安。

411 学校教育 教育委員会事務局
桔梗丘高校の今後について 小中統一については反対である。市民に対して納得のいく理由がない。老人ホームなどの施設にしたらよいのでは？小中は今のま

まで十分、年齢がいっても住みやすい町づくりにしてほしい。

411 学校教育 教育委員会事務局

小中一貫について つつじが丘には団地の中に幼稚園、小学校、中学校があるので子供達にとってはまだ通学しやすく、よいと思いますが、他の地域
は、学校が合併するとか聞きます。小学校の生徒が今まで通学していた学校から他の学校に通学するのは子供にとっても親にとって
も不安だと思います。環境が良く、近くに学校があるからという気持ちで大阪から名張へ転居してきた人もたくさんいると思います。もう
少し若い人達の事を考えてあげてほしいです。

411 学校教育 教育委員会事務局

小中一貫について 子供3人が蔵持小学校に通っています。4年後に北中に変更というのが急に決まって、なかなか親も子供も受け入れることが出来てい
ません。兄弟で違う中学校になることに不安を感じています。緑が丘在中ですが、桔梗中学校に通学する事も踏まえて家をたてまし
た。もう少し具体的な説明があって、市民の意見を聞いてから決定してほしかったです。

411 学校教育 教育委員会事務局
桔梗学園について 小中一貫、合併について、事前の説明が全くなく、戸惑っております。十分な協議がなされないままでは、到底納得できません。断固

反対です。しっかりと住民の意見に耳を傾けた話し合いの場を設けていただきたいです。

411 学校教育 教育委員会事務局
学校の統合について 桔梗丘高校を小中一貫校とする案が進められているが、現在の小中学校をそのままにして現学区を維持すべきで教員の質と教員の

数を再考すべきである。

411 学校教育 教育委員会事務局
教育予算について 予算削減のため、学校統廃合等進めているところだと思いますが、施策を急ぐことなく、教育予算を充実していただきたいと思いま

す。

411 学校教育 教育委員会事務局

教育委員会の件 教師の不正について、教育委員会は相談しても、職員は全く取り合おうとせず、調べもしないで「そんなことはない」と締め括ろうとす
る。人によっては、市議会議員と知り合いでなければ、言うだけムダとはっきり断言する人もいる。一体何のために教育委員会はある
のか？公明正大な仕事が出来ないなら、ここの職員など、全く無用である。

411 学校教育 教育委員会事務局
桔梗が丘地区小中学校統合
の件

反対

411 学校教育 教育委員会事務局

将来の学校について これからの名張の小学校や中学校は廃校になるところがあったり、今では高校が統合したり、学校の数が減っていると思います。今、
1歳の子供がいますが、そんな子どもたちが高校に入学するのは10年以上先ですが、その頃名張の学校の状況はどのようにいなって
いるのか少し不安です。

411 学校教育 教育委員会事務局
小学校の統廃合について 市が考えられる計画に反対なわけではないですが、自然が残る薦原の地より、子供達の声が聞けなくなる様な事が新聞や人の口より

聞きます。残念でなりません。再利用の道を考えてほしく思います。

411 学校教育 教育委員会事務局

市立小中学校の規模・配置の
適正化後期実施計画につい
て

後期実施計画とあわせて、小中一貫教育を進め、桔梗丘地区では3小学校と1中学校の統合、小中一貫校の設置という計画が出され
ていますが、教育委員会及び名張市は市民（現在の対象となる子どもや保護者）の意見を全く聞かず、強引に進めています。地域か
ら小学校がなくなれば、その地域はますます人口が減っていき、まちづくりなど出来なくなります。桔梗が丘は広範囲にわたり、人口も
多いのに、なぜ小学校を一つにしなればいけないのですか？1地域に１つしか小学校を設置してはいけないという決まりがあるのです
か？いくら財政難だからとはいえ、教育にしわ寄せがあっては困ります。もっと他に節約すべきところがあるはずです。理想郷プランと
は何ですか？もっと現実に合ったプランを考えてください。名張から転出する人が増加する前に、教育について考え直してください。

411 学校教育 教育委員会事務局

・名張市内の中学校について、給食を実施し、栄養管理を手伝ってほしい。
・小中一貫教育や、統合について新聞で知ったが、市民に相談して決めてほしい。今の環境が良いため、家を建てる場所に選んだ
のに、教育環境が変わる事になれば住居場所も再検討しなければならない。

411 学校教育 教育委員会事務局
桔梗が丘小学校の小中一貫
に関して

現状のまま、小学校、中学校に通わせたい。

411 学校教育 教育委員会事務局

高校の統合について 名張桔梗丘高校と名張西高校が統合されるが、県の住民説明会は意味がなかった。様々な意見に対して何の回答もない。統合有り
きで話を進めていて地域の事を考えていないごり押しである。また、統合の話が出たとき、伊賀市と連携を取るべきで、交通量を考え
ると上野から名張へその逆の場合でも津方面への通学を選択する声をよく聞く。小中一貫教育構想もこの時点で用意していたので
は？名張青峰高校に於けるクラブ活動をもっとやり易くするためバスの増便と交通費の値下げ（補助）をお願いしたい。

411 学校教育 教育委員会事務局

小学校の統合について ここ数年で小学校数が減ると聞きました。地域から小学校がなくなることはどういうことか、幅広い年代でしっかり吟味してゆっくり時間
をかけて検討する大切な内容です。目先のことにこだわらず、未来ある子どものために大人がしっかり考えて欲しいです。



施策別自由意見（問２３）

施策
コード

施策 部局名 件名 具体的な内容

411 学校教育 教育委員会事務局

桔梗が丘学園について 突然桔梗が丘学園を開校しますと言われ、説明会などでもきちんとした説明がないのに（こちら側の質問に対して曖昧な返答が多す
ぎる）、回数だけ実施して既成事実をつくり、勝手に地域住民の合意を得られたと計画を進めようとしているようにしか思えず、大変不
安に思う毎日を送っています。小中一貫に関して、必要性があるのかもしれないが、4－5制にして小1～小4、小5～中3で校舎を分け
る意味がわからない。桔梗丘高校の跡地を使用したいがために後付された感が否めない。小中一貫のメリットをあたかも4－5制のメ
リットとして説明している教育委員会の態度に不信感を持たざるを得ない。はっきり桔梗が丘学園について、反対の意見を唱えるとと
もに、この政策を白紙に戻していただきたいと考えています。

411 学校教育 教育委員会事務局
小中学校の統廃合について 今以上の統廃合は必要がない。学校がなくなると子育ての若者が住まなくなり、村や町がすたれる。通学路の安全にも問題が多い。

今の計画はやめるべきである。

411 学校教育 教育委員会事務局
学校 学校がなくなる話がある。自然がいっぱい、公民館、保育所が横にある。こんないい所をなぜなくすのか。大きなところに行くじゃなく

て反対にこの学校に呼ぶ方法もあると思う。必ず残してほしい。

411 学校教育 教育委員会事務局

特に学校給食について（中学
校）

夫婦共働きしており、通勤は片道１時間以上かかっています。（15年以上）朝晩帰りが遅く、中学校の弁当に大変さを感じています。
私の友人・知人も学校給食を求めています（中学校）桔梗丘高校が廃校になり、小中一貫で高校校舎を使用計画の説明で、中学校
も給食にすると教育長が言われたようです。桔梗が丘だけではなく、全部の中学校が給食の方が良いと思います。名張で働きたいと
思っている人が多いのですが、中々難しく、名張で働ければ朝晩もう少し時間が作れます。

411 学校教育 教育委員会事務局 情操教育＝文化振興＝地元愛の視点がほしい

412 青少年健全育成 教育委員会事務局
気になる事、減って欲しいこと 未成年のたばこ・お酒。買えないはずなのにこういうこと見かけます。

412 青少年健全育成 教育委員会事務局

家庭教育講座について 岡田まり子先生の家庭教育講座をもっと地域の方でもしてほしい。教育センターで5回の受講でありもっとお話を聞きたい。子育てす
る上で興味深い内容で、家の近く（市民センターなど）でもしていただけたらと思うし、学校の講演会でもしてほしいです。

421 生涯学習 教育委員会事務局 図書館について 図書館の場所が悪く、何十年も前のきたない本が多い。また、小説など、何年も一緒で、読む本がない。

422 生涯スポーツ 教育委員会事務局
夏見の市民プールについて 他の市や県などは、市民プールが屋内になっており、きれいにしてあるので、市民も運動環境に充実出来ていると思うので、ぜひ市

民プールの建て直しを検討して頂きたいです。

422 生涯スポーツ 教育委員会事務局

公共施設について 名張市としての体育館の夏見にある体育館の整備をもう少しどうにかして欲しいと感じる。高校の時、よく利用させてもらい、東海総体
も夏見の総合体育館を利用させてもらいましたが、エアコンの不調で試合が一度中断などが度々あった。スポーツの活性化に取り組
むのなら、まずは場所の確保と整備だと思います。

422 生涯スポーツ 教育委員会事務局 スポーツ もっとスポーツの出来る環境を！学生、成人に関わらず、スポーツに接する機会が少ない。

422 生涯スポーツ 教育委員会事務局 温水プールの設置 低額料金で市民が利用できる市営の温水プールの設置を希望する。

422 生涯スポーツ 教育委員会事務局 スポーツ施設 市営球場の改修をお願いします。

422 生涯スポーツ 教育委員会事務局

夏見の陸上競技場、特にト
ラック部分の維持管理につい
て

野球場は経費をそれなりにかけて整備しているように見受けられますが、陸上競技場のトラックについてはとても競技での使用に耐え
られる状況ではないと考えます。フィールド部分の他競技での利用者のマナーも非常に悪く、トラックを痛める大きな原因にもなって
います。また、その現状を知りながら、委託管理担当者も、名張市当該担当部署も見て見ぬふりを決め込んでいるとしか思えません、
数年前、市当該担当部署に苦情を申し入れ、現場を立会い確認いたしましたが、以降はほとんど改善されないまま現在に至っており
ます。あんな状態のトラックで小中学生他競技会等の使用は無理であるし、ケガの元になると考えます。

422 生涯スポーツ 教育委員会事務局

桔梗丘高校の跡地利用に関しても、じっくりと市民の意見を聞くでもなく、一方的な処理（小中一貫校）と決定している。グラウンド全面
天然芝か人工芝をしきつめ、サッカーグラウンド、ラグビーグラウンド等に（又はゲートボール場）に利用し、校舎と一部宿泊所にして、
近畿、全国から合宿等の誘致を考えてもよかったと思う。

431 市民文化 教育委員会事務局

車社会、高齢社会の町になっ
てしまうのではないかと不安

市民が十分に憩えたり、のんびりと散策するような大きな公園や、文化施設が少ない。退職後に時間的ゆとりが生まれ、もっと文化に
触れたくとも、大阪や京都、名古屋まで出ないと見聞することができない。ADSホールも中途半端な規模である。

431 市民文化 教育委員会事務局

文化・芸術を鑑賞する施設が
ほしい。美術館、博物館など

世界的な芸術家の作品が鑑賞できれば言うことはないが、もっと身近な市内の芸術家や小中高校生の絵画などが、常時鑑賞できる
ような施設がほしい。市民センター（公民館）やリバーナで定期的あるいは不定期に開催されているが、リバーナは営利企業の付帯施
設であり、展示期間も限られており、充分ではない。人口8万もの街にふさわしい施設が欲しいと思う。

432 文化資源 教育委員会事務局 史跡の表示について 私は毎日奈垣地区を散歩しますが、壊れています。北畠城跡、吉村城跡、下山城跡、吉原城跡、城屋敷跡

432 文化資源 教育委員会事務局
伝統芸能もなく、数年に一度でも全国のマスコミをにぎわす行事が全くない。（例　神戸のサンバフェスティバル、ルミナリエ、長野の
御柱行事等）

433 文化交流 教育委員会事務局

青少年の視野をひろげること 2年前東京より転入。名張市の人々はあたたかく気立てもよく、上品と感じますが、名張（三重）の中にだけいて世界を見ていない人が
多いと感じる。～が丘にすんでいると、皆同じような住環境似た考え方にまとまってきてそれがあたかも日本の平均のように思えてしま
う。青少年には広く外へ出ていただいて、大きな大人になって欲しいと思う。交換留学制度、海外姉妹都市などは名張にもあるので
しょうか？

511 地域自治 地域環境部

市の将来像と行政サービスに
ついて

アンケートの項目に従って記入していくのですが、「新しい公」や「計画的な土地利用と景観形成」など、知らないこと、全くどのように
行われているのか分からないことが大変多いなと感じました。ある程度満足して日々を送れているのは、住んでいる名張市がある程度
落ち着いた街で特に刺激はなくとも、暮らすにはまずまずの環境である事が大きいのではないかと思います。が、知らない分からない
ままで放っておくと、良い方向には向かわないでしょう。自分のできることは自己責任で、力を合わせるべきところはできることで、協働
で市を創っていこうという意思はあります。

512 開かれた市政 秘書広報室
広報・情報の発信・周知につ
いて

ITやインターネットとの接点の少ない高齢者への伝達の充実が必要。

512 開かれた市政 秘書広報室

色々です これらのアンケートで聞かれる事が初めて知る内容である事が市民として恥ずかしい。周囲でも「理想郷プラン」という市の取り組みの
存在自体知らない人が多い。もっと情報を様々な場所・方法・対象者に広める努力・知恵を絞って欲しい。
・市議会での内容も色んな形で気軽に知りたい。

512 開かれた市政 秘書広報室 CATVについて 伊賀市の様に、CATV の行政加入等をもうけてほしい

512 開かれた市政 秘書広報室

広報について 新聞折り込みされていたものがポスティング、子供の保育所での配布物としても、2重3重に何部もいただくのですが、新聞の定期購
読が減っている社会状況に対しての配布なのは理解できますが、廃品物が増えるので、ポスティングするのなら折込や保育所を通じ
ての配布はやめていただきたいです。

512 開かれた市政 秘書広報室

名張市の活性化 現在の名張市には、他府県へ行って名張市にはこんなものがある、こんな食べ物があるといってもたいして解ってもらえない。理由と
して考えられるのは、やはりメディアに報じられていない事を念頭に入れていかないといけない。認知度が低いのは少し寂しくもあり、
もったいないと思う。いい街なのに他府県からの訪問者が少なく、名張市民との交流も図れない。もっと町おこし、メディア活動を増や
すべき。頑張れ！！！名張市！！！

512 開かれた市政 秘書広報室
行政勝手に決めてUP→DOWNがひどすぎるように思う。周知は勝手だけではいけないと思う。自分ごととしてとらえるチャンスも与える
べき。

521 質の高いサービス 企画財政部 受付係の方、いつも親切にしていただいてありがとうございます。

521 質の高いサービス 企画財政部
特に行政においても不満を感じる事柄になったようなことはないが、役所の部署で少し勉強不足な職員を感じる。特に窓口の方。

521 質の高いサービス 企画財政部
市役所職員全般について 服装等がラフすぎるのではないか。税金での給与をもらっているという意識がないような態度で対応されるのは非常に腹が立つ。ま

た、国や市政に携わっていると鼻高々な言動も腹立たしい。

521 質の高いサービス 企画財政部

市役所等の受付の表示が見
づらい件

用事で市役所に行った時に、受付の表示がすごく見づらいなと感じました。現在は白地に黒、または青の文字で表示されているので
すが、黒地に白い文字（黒板に字を書いたときの感じ）で表示すると、視力が弱い方でも見やすくなると思います。また、看板の向き
も、現在では横向きですが、通路側に向けて大きく表示した方が見やすいと思います。

521 質の高いサービス 企画財政部

市役所の駐車場の事につい
て

市役所へ行ってまず気になるのは、市職員の駐車場が一般の駐車場より庁舎に近い位置にある事。本来市の行政は市民一般に対
して行われるものであり、一般の者が少しでも利用しやすい位置に設定すべきであると考えます。従って、現在の市職員の駐車位置
は、庁舎から向かってもっと奥の位置に移動させ、代わりに一般の駐車場へと変更すべきだと考えます。まず身近なところから見直し
を進めていただきたい。誰のための市政なのか。市民のための市政であるならば、市民が少しでも市役所庁舎へ入り易い所に駐車
場を設定すべきではないかと思います。「一事は万事に通じる」ところがあるのでは…。市の行政の根本的な部分の見直しをする必要
があるのではないかと感じるありさまです。

521 質の高いサービス 企画財政部
文化も福祉も行政側の意識が低いので、もっと他市やセミナーなど、職員一人一人がレベルUPできるような研修をしてほしい。

521 質の高いサービス 企画財政部

健康支援室、保険年金室につ
いて

昨年、子宮頸がんの無料の証明書の用紙をいただきに市役所に行った時、最初に国民保険の窓口に行きましたが、その窓口で支
援室の方へと言われて、そちらに行きましたが…。その時、定期検診のことも聞こうと思ったら、また国民保険の窓口に行って下さいと
言われて、また其方の窓口で大変長く待って、やっと要件を伝えました。なんかめんどうくさいです。まして窓口が離れていて、ほんと
に不便です。同じ業務で相互の情報交換がないように思います。

531 戦略的な都市経営 企画財政部

赤目地域の総合計画の市民
意識調査案件の総てについ
て

赤目地域には最近駅横に水洗トイレが出来たものの、農協の旧赤目庁舎を再利用した市民センターを除いて、介護に関するものは
なく、スーパー・コンビニ及びお店は１軒しかなく、コミュニティバスも走っていない。あるのは滝と里山だけである。大阪へ通勤をして
いた頃は、駅に近くて便利であったが、定年退職をした今では、地域ボランティア活動をしているものの、人とのふれあいを含めて、
現在並びに将来とも総てにおいて不便・不安を感じている。名張市の西の端の地域にも光の当たった行政をしてもらいたい。また、
ゴールデンウイークのこの時期、伊賀市のにぎわいに比べ、名張市の寂しさは物悲しい限りです。

531 戦略的な都市経営 企画財政部

税金の使われ方 見るからに議員の票取りと思われる事業が必要性の低い集落で行われている。一部の住民だけが恩恵を受けるのではなく、納税者
が広く恩恵を受ける税金を使って欲しい。確実に納税しているサラリーマンの多い団地と地元の集落等への税の使われ方が不透明
で不平等を痛感している。

531 戦略的な都市経営 企画財政部
人口減少問題 これから人口減少で6万人前後になるみたいですが、名張市として存続できるかどうか？消滅都市にも名前がありましたが、そういう状

況になっても伊賀市と合併したりしますか？生き残る為には仕方ないと思います。

531 戦略的な都市経営 企画財政部 名張地域の活性化 若い人が住める町に・・・働ける職場づくり、乳幼児、児童を預かる施設の増加（市立にする）

531 戦略的な都市経営 企画財政部 名張地域の活性化 二世帯、三世帯が住む家族に経済的な支援をしてあげる。

531 戦略的な都市経営 企画財政部

地域振興について 名張市の財政状況が健全になること理由に、歳出削減をここ数年取り組まれていると思いますが、名張市独自の文化、自然、資源を
生かした事業で地域を活性化して頂きたいです。その為の市民負担税なら、貢献したいと思います。（名張市は変わったなあー）と
思ってもらえる市に変革して頂きたいです。

531 戦略的な都市経営 企画財政部 未来の大人へ 進学等して市外へ出た人たちがいつか家族とともに名張市で働き、子供たちを育て、地域を愛する人になっていて下さい。

531 戦略的な都市経営 企画財政部
老人社会 老後について心配です。国の年金制度では生活が成り立つのかどうか。10年後20年後のことを考えて税金を使っていただきたいと考

えてます。



施策別自由意見（問２３）

施策
コード

施策 部局名 件名 具体的な内容

531 戦略的な都市経営 企画財政部

少子高齢化に就き、将来展望 市長にお聞きしたい！！名張市は地方自治体として少子高齢化が全国で進行しているこの問題につき、早急にビジョンを示して頂き
たい。今日が明日では無理とは分かっています。矢張り企業を誘致して若い人達に希望が持てる様に、社員として働ける職場の確
保、収入も安定する様に…。現在独身者が多い。これでは女性も独身が多くなり、増々少子化が又医療の増々の日進月歩で高齢者
が多くなり、僅かな年金暮らしではどうしようもなく人権としての格差も出て来る時代が国の前に迫っている様に思えて、市長はどの様
に考えておられるのか、又そのように行政をして下さるのか、お考えを広報で示して頂きたい。

531 戦略的な都市経営 企画財政部
将来に対する不安 今は夫婦ともに健康で安定した生活ができているが、老化が進んだ時の事、老人がいっぱいの世の中、行政サービスも悪化が進む

だろう。

531 戦略的な都市経営 企画財政部

これからの家族のあり方 子供は2人大阪と東京に在住しているが、孫が3人、順当に育っているなか、名張に帰り、Uターンして住み続けられる魅力ある名張
市、子育て孫育ての住みよいふるさとの再生にしてほしい。今の名張環境では子供、孫は帰ってこない。名張の町はさびれるばかり
で淋しい。

531 戦略的な都市経営 企画財政部
最近高齢者に対する待遇が良くて、若者に対して何もされていないので、若者がどんどん減って高齢者がどんどん増えたら、気が付
いたらこの国は終わりますよ。せめて若者に対してもっと良い待遇をすべきです。

531 戦略的な都市経営 企画財政部
財政難 名張市は全国的に見ても厳しい財政状況だそうなので不安です。ふるさと納税で「クワガタ」が好評だったようですので、他の物でも、

もっとアピールして頑張ってほしいと思います。

531 戦略的な都市経営 企画財政部
名張市について 名張は地元意識が強すぎると思う。他県からの移住者に対して根強いよそ者という思いがいまだに持っている。自分達が意識を変え

ていかない限り発展しないと思う。

531 戦略的な都市経営 企画財政部 老後、名張市で住みたいと思わない。

531 戦略的な都市経営 企画財政部

市の施策について 市の進んでいる方向がわかりません。このアンケートでは、色々な項目がありましたが、福祉を充実させるのか、雇用を増やすのか、
子どもを増やすのか、観光施策に取り組むのか、どれかに特化しないと、全部が全部ではどこの自治体も人口を増やそうと取組む中
で、キビしいと思います。近隣と取り合うのではなく、役割分担して共生していく時代だと思います。名張市の近隣といえば伊賀市しか
ないと思います。伊賀市がやることを名張市もやって、名張市がやることを伊賀市もやってではムダな競争です。そんなことを言って
いる場合ではないと思います。市民感情として名張の人は伊賀と一緒はいやだとか、そういったものは放っておいて、市はこれからの
10年30年100年をどうしていくのか、しっかりと絵を描いて、市民に示すべきです。市民の感情は無視してください。例えば伊賀市は働
くところ名張市は暮らすところでよいと思います。しっかり手を握るべきだと思います。名張に観光は無理です。何でもかんでもではな
く、観光はあきらめて他に注力してください。固定資産税を偉そうに増税するくらいなら、もっとしっかり市がしたいことを市民に示してく
ださい。それと、総合計画の審議委員会をはじめ、市の施策に関わる会議は今後50才台以下（40才でもよい）の方だけを委員としてく
ださい。女川町のように年寄りは口を出さないとするべきです。そうでないと停滞するだけです。お年寄りの話をきくのは本当にムダで
す。固定資産税を上げるならそれくらいはしてください。ですので、この形だけのアンケートは今後不要です。市の方がしっかり勉強し
てよい施策を自信を持って進めてください。

531 戦略的な都市経営 企画財政部

名張は近畿？中部？ 名張は奈良時代から名張川を境に、近畿と化外を分けられたところです。名張は大阪まで１時間、名古屋まで３時間、大阪のベッドタ
ウンです。ところが、テレビも中京圏で染めない。中日嫌いで阪神好き。近鉄も大阪行きが大半で、名古屋方面は切り離し。街の在り
方を考えてはどうですか。

531 戦略的な都市経営 企画財政部

理想郷プランについて 名張市が進めている「理想郷プラン」についての大義は賛成です。具体的ビジョンがぼやけているので、ゴールが分かりにくい。目的
が何で？手段・期間が何で？その結果、市民にとってはどんなメリットがあるのか？を明確にしてもらえると参加しやすい。「豊かな～
を目指して」のお題目に関しては言っていることはわかるが、ピンと来ない。「文化」といっても奈良、伊賀市があり、文化というとそちら
の方が強い。「いきいきと輝いて」とはどういう意味？このプランを持って名張市は「観光」の町にしていくのか、「住宅地」メイン「商用、
都市化」？どれも中途半端に感じる。

531 戦略的な都市経営 企画財政部

名張市の発展は、全国的知名
度アップ作戦しかない

新理想郷プランでこれからの10年間なら十分。詳細までは紙面上カットさせていただくとして、サミットで課題となった三重県の知名
度、もちろん名張においても世界は論外で日本における知名度、周辺地域だけの今までの取り組みで十分と言われる方々もおられる
でしょう。時代の流れもあり、更なる拡大は全てに通じ、進化は将来への名張市の必須事項であります。自然素材・地域づくり等誇れ
るものは今までの成果でありますが、これからは金をかけず手間をかける全国的知名度アピール取り組みで、関係者の力の見せ所か
ら成果へ導く知恵の取り組みでないと名張市の将来は見えて来ません。また、今までの成果の流れの推進ではなく、せめて全国的な
注目を考えると変化を加えた新しい推進が鍵をにぎると思います。
①新規の取り組みを名張市から発信…本年8月11日新祝日「山の日」が議員の力で誕生し、当然次は「川の日」（水の日）しか考えら
れません。意見は少なからずありますが、具体的な動きはありません。名張市から昭和時代は当然だった国旗掲揚の運動も合わせて
実現への取り組み（祝日は唯一なしである6月に設定で歴史的にもずっと残る)
②地域の歴史的魅力や特色から文化、伝統のストーリーを「日本遺産」として申請活動。1250有余年続く関西の春を呼ぶ「お水取り」
行事を東大寺との共同で申請活動。
③赤目四十八滝の渓谷美（滝）を全国の滝全体で「世界遺産」申請活動。（日本の滝百選からチョイス。チェックされても十分候補に
残れる素材。
④本場「夕張メロン」に相乗りして「名張（なうばり）メロン」のブランド化も意外と受けるかも…

531 戦略的な都市経営 企画財政部

都市計画について 名張市は一時10万人都市を目指し、都市計画がなされていたと聞いているが、現在は全国的に人口減少傾向にある中、当市も高齢
者増、人口減少状況になっている。

531 戦略的な都市経営 企画財政部
大学や自然を生かした大型の
公園作り

もっと若者を引き付け、活気ある町づくりにしてほしい

531 戦略的な都市経営 企画財政部

人口構成 名張に住んで25年を超えます。大阪からのベッドタウンとの位置付けで人口流入も多く、若者、働き手も多く、そして子供も居て自然
に恵まれ、いい所だと思っています。しかし最近はそういった人も50～60代になり、子供は大きくなりしかしながら働く場所や大学が少
なく、流出の一途と感じています。また年寄りも多くなり日本の縮図と感じます。やはり町の活性化には若者が多いことが必要条件に
なると思います。その為には労働する場、会社、工場が多くあることが条件になるのではないでしょうか。そして安心できる子育てので
きる環境がそれを後押ししてくれるのではと思います。若者が学び、そして勤労できる場が多くあり、名張市が活性できる町づくりをの
ぞみます。

531 戦略的な都市経営 企画財政部

「町の活性化」 若者の集う町づくりの推進（例：イオンモール,LaLaPort、セブンイレブンetc）若者が集まる町づくりをしないといずれは名張市は消滅
する。
市役所勤務の皆さん、並びに市議会議員の皆さん、よろしくお願いいたします。協力できる場があれば、いつでも協力したい！

531 戦略的な都市経営 企画財政部
魅力ある町づくり 名張の旧町であれ、桔梗丘であれ、活気がない。もっと魅力ある町づくりを願う。具体的なアイデアはないが、私もこれから考えたい。

531 戦略的な都市経営 企画財政部 人口 もっと減って、私が老人になるころには過疎化し、住みづらくなるのでは？

531 戦略的な都市経営 企画財政部
人口減と超高齢化社会への不
安

高い市民税、不便な交通、全てにおいて住み難い！この市で住み続ける不安がわかりますか？でもどこへも行くところがありません。
何とかしてください！！

531 戦略的な都市経営 企画財政部

総活躍に向けての提言　遊休
のモノ、人に再度光を

・空家遊休施設―団地・持家：個人所有　公共的施設等：学校、公民館、JAなど　工場等：企業所有
・土地（農地等非耕作地、工場跡地等）
・団塊の世代等、老人、ニート、他
上記のモノ、人はかつて経済成長を支えてきたものであり、その結果が今無残にも朽ち荒れようとしている。まずはこれらを調査し、ど
こに何があるか、リストアップし、活かす方策を立てねばならぬ。非耕作地と空家があればフクシマなどからの受け入れや新規就農に
も都市部からの田舎暮らしにも。工場跡地や建物にもよるが、地場三次産業の加工場にも知恵を出すのは公私共だが、調整するの
は行政。

531 戦略的な都市経営 企画財政部

名張市の発展について もう少し、専門学校があるとよい。（デザイナーや調理系）サービスでは、社会人を対象としたカウンセリングを行うのが欲しい。人間関
係や、仕事での相談できる場所。いじめや差別も含めて、労基署があるけど、ここは深いところまでは相談外になりそうなので…。あ
と、ニートの人が利用しやすい様に、工夫してもらうと良いかも。カウンセリングも兼ねてその人にあった職業紹介も出来れば良いと思
います。名張市ではニート率をなるべく低い所までもっていって欲しいです。

531 戦略的な都市経営 企画財政部

商業施設、芸術、文化施設
等々の充実に期待

大阪で育ち、横浜から名張に引っ越してきた私にとって、名張は「何も無い」という印象しか受けません、お世話になっている名張市さ
んへ「文句」のようになってしまいますが、もっと頑張って取り組んで欲しいなというより、横浜に戻りたいなと定期的に思います。閉塞
感でいっぱいです。地震があったり日々何が起きるかわからない日常で家族笑って過ごせているだけで感謝ですが、「名張に住みた
いか」と問われたら、「いいえ」です。ベビーカーもガタガタ道で歩きにくい、習い事をさせるにも他県まで1時間、アート、カルチャーも
無い、何も無い。良い所は空気がきれいなところくらいです。ごめんなさい。

531 戦略的な都市経営 企画財政部

名張市は若い人たちが住みた
いと思える市でしょうか？

私は桔梗が丘に転居して25年になりますが、名張市を選んだ理由として駅、ショッピング、病院、小・中・高の校区などさまざまな事を
考え、今の自宅を購入し、子育てをし、子供達が巣立ち、やがて夫婦2人で老後を楽しんで…と思っていますが、今、小学校が統合さ
れるということで疑問が出てきています。なぜその必要があるのか？と強く思います。小中一貫というのも意味がわかりません。私達が
名張市を選んだ時は、「住みやすい元気な街」というイメージでしたが、今は固定資産税を上げて財政を立て直そうとしたり、市民税
や物価もどんどん上がって住みにくい市になってきています。名張市民は奥ゆかしいのか、めんどうくさがりが多いのか、声を上げて
文句をいう人が少ないのか、議会で決まったらどんどん進んでしまいます。若い人が名張市に住みたいと思うでしょうか。財政もキツイ
らしい中、議員や職員の給料は県下でも上位というのも腹立たしい！おかしい！とにかく高齢化は仕方ないけれど、若い人たちが住
みたい市を目指してほしい。

531 戦略的な都市経営 企画財政部
仕事などについて 経済的に苦しい人が増えている。私も安定には遠い生活ですが、もう少し人口が増えて、名張市が豊かなイメージになるようなものが

欲しい。未来に明るい想像がわくような町になって欲しい。

531 戦略的な都市経営 企画財政部 若い人が外に出て、年寄りばかりの生活で全体に皆、将来どのようになることでしょう。

531 戦略的な都市経営 企画財政部
・今の市長さんは名張の地域活性の声が全く聞こえてこない。
・他府県に比べ（伊賀市に比べ）元気がないように思う。

531 戦略的な都市経営 企画財政部

人口増への対応 名張市の発展は、50年～40年前に近鉄による開発による人口増による税収増で栄えてきた場所である。その時、移住してきた人達が
今、税による収入で生きる時代になり、今後人口減が急速に進む。このまま人口が減っていけば名張市は夕張市になる危機感が市
長市議会にはまったく感じられない。
①近くの行政区、近畿（大阪府内）よりも子育てに対する補助を厚くし、働き盛りの移住を推進する魅力ある施策をつくり、広報するこ
と。

531 戦略的な都市経営 企画財政部
せっかく大学や高専があるのに、「大学のある町」を感じられない。学生が親を呼べるような町づくり。学生生活、特に食生活に置いて
不便のない学生生活を送らせてあげたい→まちごとの協力。



施策別自由意見（問２３）

施策
コード

施策 部局名 件名 具体的な内容

531 戦略的な都市経営 企画財政部

名張市の行政について 市会議員の数が多すぎる事と、固定資産税をあげるなら、自ら身を切って欲しい。大手の賃貸住宅業者とか他の業者ばかりが増え、
地元の業者にメリットのない建設は必要ないのでは。アパート、マンションばかりになってこれから名張はどの方向に進むのですか？
旧町内をどのように発展させていくのです？昔からの住民はどうすればいいのでしょう。商店街はシャッターが閉まり、空家が目立つ
町並み、とても不安です。高齢者に優しい町づくりをお願いします。

531 戦略的な都市経営 企画財政部

行政について ①医療行政について：医療行政が充実していること（ex.18歳まで無料　夜間の救急の充実等々）
②福祉行政が充実していること（ex.保育所の充実　介護老人施設の充実）
③教育行政が充実していること(ex.18歳まで無料　校区の廃止）
以上①②③は相当の財源がないと難しいが、少しでも近づく努力が必要と思います。そういう意味では名張市の①②はよくがんばっ
ておられます。

532 効果・効率的な市政 企画財政部
市の予算配分及び地域づくり
事業について

毎年、新聞等に発表される名張市の職員報酬は、伊賀市よりも高く、昇給もされている。今年度より固定資産税にかなりの上乗せがあ
り、市民に負担を強いて、職員には従来通りの待遇というのは市民の誰もが不思議に思うことである。

532 効果・効率的な市政 企画財政部
行政機構のスリム化 市会議員の削減…身を切る改革。現状より5名削減。

議員・市職員の給与の削減…身を切る改革

532 効果・効率的な市政 企画財政部

名張市発注の公共事業に対
する入札制度について

現在、名張市発注の土木工事等の入札方法はくじにより最低制限価格を決定し、落札業者を決定している。その方法では、見積もり
能力のない業者、受注だけしておいて丸投げ状態の業者、また工期を守らない業者、出来栄えの悪い業者であっても、運さえよけれ
ば受注できることになっています。これでは優良な業者に対して不公平である。この制度を行っているのに、工事成績をつけている意
味は何ですか？会社の施工能力、技術者の力量、工事成績の点数など入札に反映させたらどうですか？これは名張市職員、市民
のためであると考えます。税金を使っている公共工事です。入札制度を考え直してください。お願いします。

532 効果・効率的な市政 企画財政部 人件費削減 市役所で働く人、議員が多すぎる。余剰人員はいませんか？給与賞与が高い。

532 効果・効率的な市政 企画財政部

市の財政について、健全化を目指すべきです。人件費の削減についてはその取り組みについて細かい点はわかりませんが、職員
（パートも含め）の削減を進めるべきです。ムダ（作業・会議・資料の作成）はないか、思い切った改善に取り組むべきです。効率のよい
運営を願いたい。

532 効果・効率的な市政 企画財政部

コミュニケーションや学びや経
験を活性化するために

市や市民センターなどで催される講座や行事がありきたりで興味が湧くものが少ないので、名張市民に募っておもしろい内容のもの
を募集して欲しい。いろんなバラエティーにとんだ人がいるはずだから。ボランティアでもやりたいという才能豊かな人を発掘していた
だきたいと思います。

532 効果・効率的な市政 企画財政部 市職員の給料について 名張市が赤字財政になろうとしている時に市職員の給料をあげるのはいかがなものか

533 持続可能な財政運営 企画財政部

固定資産税率を上げて、魅力ある町になるのでしょうか。名張市の職員の平均給与額が全国で何位か知っていますか。アイデアが無
い、市長及び市議会議員が集まっても、魅力ある市ができると思いません。将来の子供達のためにも更なる勉強をするか、進退をお
考えください。

533 持続可能な財政運営 企画財政部

いろいろ 固定資産税が上がったが、全く納得いかない。議員数を減らすべき。現在の人数も必要ないと思う。もっと削られる部分を削っていく
ことをなぜ優先しないのか。今も疑問に思っている。名張市職員の不正支出問題、架空出張…いろんな問題がありましたが、二度と
起きないように徹底すべき。

533 持続可能な財政運営 企画財政部 問１について 景気悪いのに税を上げてくるから

533 持続可能な財政運営 企画財政部 税金をこれ以上あげないでほしい。

533 持続可能な財政運営 企画財政部 住民税、市民税が高い

533 持続可能な財政運営 企画財政部 財政も心配、固定資産税の増税が許せない。市民税が高い。

533 持続可能な財政運営 企画財政部 市民税が高すぎるのに、何に使われているかまったくわからない。

533 持続可能な財政運営 企画財政部
固定資産税は安易に過ぎる 固定資産税を上げることによる、経済的は停滞、地価の下落、人の流出、流入が減る事などで勘案すると名張市にとって大きな禍根

になる。

533 持続可能な財政運営 企画財政部
固定資産税について なぜ名張だけ税がアップになるのか？市の運営のまずさではないのか？ほとんど利用の無い体育館等に税金を使ってほしくない。

市民に税金アップの事後報告はひどい話である。なぜ先に引き上げの事を問い質さないのか？

533 持続可能な財政運営 企画財政部

固定資産税率改定について 名張に移り住んで24年になりますが、その間何度も移転したいと考えてきました。固定資産税がようやく下がり始めた矢先の税率改定
で、古くなって安くなるはず、そして人口が減っている中、市の職員、市議会議員の数がわずかしか減っていない。そして人口が減っ
ている中、市民に負担を強いるのではなく、行政で何とかするのが当たり前だと考えています。紙一枚の説明で今迄の2割も上がるな
んて信じられません。他府県ではこんなに高いゴミ袋料支払ってません。このままだと名張は住みにくい所だと考え、他に移る人が増
えると思います。市民に負担を強いる事が一番楽な方法だと考えている、市の人達（市長も含む）は市民に負担を強いることなくどう
するのかを考えるのが仕事だと思います。改善してください！

533 持続可能な財政運営 企画財政部 市民税が高い。バスの運賃が高すぎる。

533 持続可能な財政運営 企画財政部 税 他の市に比べ住民税が高い！子供手当が少ない。

533 持続可能な財政運営 企画財政部

固定資産税の値上げ 固定資産税もなぜ値上げをするのかの説明も少なく、住宅もローンを持ちながら購入し、生活もきりつめているのにこの上値上げをし
て税をとっていくのが悲しくなる。市職員の給料は他の市に比べていい方だと聞いたのに又賃上げすると聞いたので納得いかない。

533 持続可能な財政運営 企画財政部

名張市民の税負担の軽減対
策

市の財政が豊かでないので、住民への全般税負担がやや重い。隣の伊賀市と比べて企業誘致を進め、法人税の増収合わせて雇用
の拡大へとすることが市の繁栄へとつながるのではないか。財政を豊かにするためへの諸政策のまず筆頭に、「企業誘致」の拡大を
するべきではないでしょうか。財源ありきで諸政策の実行！もちろん市民のために役立つよう。

533 持続可能な財政運営 企画財政部

税金 税金ばかり高くなり、行政サービスとは何か？生活が苦しいのに何も動かない。税金を取るのは早く、払うのは遅い。全体的に行政は
何もしていないと思う。言葉だけ。行動に移そうともしない。ヒマな部署はベラベラしゃべってボーっとしている人目立つ。そんなんに税
金使われてると思うと腹立ちませんか？

533 持続可能な財政運営 企画財政部

増税について 税金を上げるのであれば、医療（特に市民病院）と教育（学童保育などの充実（時間））をより充実する様に使用してください。そして税
収自体を増やすのであれば、市民から増税すると同時に、企業からの税収を増やす事（企業誘致）にも集中して取り組んでください。
また、市職員の給料など市全体で節税に取り組み、それを市民に説明する必要があると考えます。

533 持続可能な財政運営 企画財政部

固定資産について 他の市町村に比べて非常に高いと思う。行政の経営を悪くしたのは職員の給与が高いからで、民間であればすでに倒産している状
況だ。賞与の金額等は現在民間では１ヶ月分程度が主流であるのに、何故２ヶ月分以上も出すのか？固定資産税を上げる前にする
べき事（上記等）が有るのではないか。現在の行政に対し、非常に不満である。足元から行政の経営を見直すべきだ。

533 持続可能な財政運営 企画財政部
固定資産税の値上がりがかなり厳しかった。財政状態が悪いなら、税金を上げたらいいという考えは納得できない。他より高い市職員
の給料を少しずつでも下げて何とか前の金額に戻してほしい。

533 持続可能な財政運営 企画財政部 市の財政状況を心配しています。

533 持続可能な財政運営 企画財政部

固定資産税の税率アップの件 市は1.4％からたったの0.3%アップするだけだというような言い回しで理解を求めていたが、そのような説明では正確な把握はできな
い。今までの税額から21%アップになるという説明をしなかったのは何か市民をだましている様に感じる。

533 持続可能な財政運営 企画財政部 固定資産税が、急に高くなったため、相談してほしい。

533 持続可能な財政運営 企画財政部
市の財政状況について ①早急に赤字再建団体に挙手して下さい。市職員も市議にも目を覚めさせねばならなと思う。

②30％カットしてもらい。市民にも自覚をうながし、がんばりましょう。

533 持続可能な財政運営 企画財政部 ③固定資産税の無料化

541 広域連携 企画財政部
三重県名張市…だけではほとんど通用しない。伊賀市は今でも知名度はあり、その隣の市、奈良県との県境と説明して滝のある所…
でようやく名張市が認知できる。

541 広域連携 企画財政部 近隣市町村との連携に力を入れて欲しい。

その他 - - 山道料金が高く困る

その他 - - 市議会議員の活動内容 名張市の市議会議員がどのような活動をしているか、今一つ見えてこない。もう少し「見える化」をしてもらいたい。

その他 - -
公共のキップを買えるようにし
て欲しい

たとえば、JR新幹線や航空機の指定券（チケット）を市役所などで気軽に買いたいです。市内にチケットを買える店はなく、市役所に
置いて欲しいです。

その他 - - 市会議員の数が多すぎる。

その他 - -

扶養と生活 主夫ともいえる家族の中で暮らしています。今でさえ、一軒屋住まいでいられる主夫です。生活の仲間と等しく接しることが関係者との
すき間があると大旨わかりますと思いまして、身が竦む思いです。この場をおかりしまして何卒御指導をお願い致します。一顔に扶養
と考えましたけれども、年代が過ぎ去りまして、生活の中で３人に成りました。そろそろ家の家屋を住えるべきだと思いますが、今後の
成様ですので、どうぞ、これからもお世話をも考えて参ると思います。どうぞよろしく頼みます。以上

その他 - - 返信用の封筒はのり付にして下さい。

その他 - -

葬式の事 過去に私は肉親を含め（嫁ぎ先での）7回の葬儀を経験というか、体験してきました。葬儀社に支払われる金額については、ピンキリで
すので、文句はありませんが、寺にお支払いする金額がほんとに高額なのでびっくりしておりますもお寺もそれぞれ高低はあると思い
ますが、統一というか、一定額にしていただくことはできないのでしょうか。市が関与することができないかもわかりませんが、一市民と
して声をあげなければ寺社の独占的な布施額（？）は今後ずっと変わることなく、はね上がっていくものと思われます。

その他 - -
色々です 市は、特定の事業者や市長等関係者・関係会社との癒着感を感じる市民がいる事を知っているか？容認しているか？公私混同して

いる議員や職員が多いと思う。

その他 - -

議員報酬について 端的に言って高額すぎる。議員さんは職業でなくて、或る意味に於いてボランティア的性格のものではないか。昔の議員さんは全くの
無報酬で名誉職的な存在であった。故に個人的には経済性が確立されていた。よって汚職とかも一切なかった。現職議員さんに無
報酬的犠牲は残酷だが、もっと低額報酬とはいかぬか。又、その反面市職員の減給には反対である。この人たちは生活が掛かって
いるから、この人たちの意欲の向上に対応してもらいたい。痛みを感じる方向に一考をうがしたい。

その他 - -
どのようにして私（100歳）が選
ばれたのでしょうか？

本人が読み書きできない為、私（甥の妻）が回答しました。本人から見て回答したので、わからないところには「レ」をしてます。

その他 - -
いろいろ 「名張が嫌いだ」と言っている友だちを今まで聞いたことがない。私も含め、若い世代も名張は本当に好きだと思う。地元愛のある若い

世代のためにも！これからも頑張ってください。

その他 - - 名張市の職員の雇用について、コネでの雇用が多い。能力とは別なことなので考えてほしい。

その他 - - 市会議員の報酬を下げるべきです。市民は皆、そう思っています。

その他 - - （アンケートについて）体験・経験がないため回答しにくい箇所があった。

その他 - - このアンケートの問6や問７、問２２について「どちらとも言えない」または「よくわからない」の選択肢が欲しいです。

その他 - - 政治（名張市） 市会議員が多すぎると思う。（18人でよい）その分で、市役所の職員は増やす方がよいと思う。いつも忙しそうに思う。

その他 - - 特にありません。どちらかといえば当市の行政はよく尽力されているものと感じています。



施策別自由意見（問２３）
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コード

施策 部局名 件名 具体的な内容

その他 - - 無駄 沈むだけ

その他 - -
アンケート自体については、不明やわからないとの選択肢は必要。名張市民だからといって名張市の現状をすべて知っているわけで
はなく、知らない事にまでなんとなくの答えを求めるのは、アンケートの方法として不合理です。

その他 - - 市長や市会議員について 悪い噂しか聞きません。良い話を聞きません。市長と市会議員辞めてください。

その他 - - 名張の財政について 議員が多すぎる

その他 - - 選挙会場のスリッパへの履き替えを止め、土足での投票をお願いします。

その他 - -

私的なことですが、ちょっと聞
いてください

・桔梗に住んで約４０年ですが、隣の家が台所の下水を道路に沿ってある玄関の溝に流すので、ぬるついて苔の層が３～５ｃｍでき、
ホースでも流れず、溝蓋を上げてスコップで取り出しています。夏は臭いです。今は89才のおばあさん一人暮らしですが、何度相手
に言っても、こちらが怒られました。30年以上前の新築の際に、雨水を流すべきところに台所の下水を流すようにしたのだと思う。
・新聞の広告で5000円を1500円でミシン直しますとあり、友達とふたりで診てもらったのですが、たいへんな目に遭いました。（２台で
56,000円とられました）直ったどころかモーターから火が出て壊されました。ＴＥＬしたら機械の事わからへんやろ、そのまま使ったらえ
えねんとしかられました。皆様も注意してくださいよ。

その他 - -

議員の仕事と給料について 議員の方の仕事と給料についてよく耳にするのですが、議会にも出ず副業もして、と言われる声や、どんな仕事を誰がしているの
か！や、給料が多い！との声も。私達の給料の倍、年収聞いてビックリです。それだけの仕事されているのですか。一般はものすごく
厳しい。見直してください。

その他 - - アンケートの内容を考える人は、年齢を考えてアンケートの内容を変えてほしい。本人では難しすぎる内容が多いです。

その他 - - お世話になっております。名張市の発展を祈ります。

その他 - - 市議会員は多い。人数がいるが何一つ名張市は発展していないし議員は働いていないので給料もカットすべきです。

その他 - - 財政基盤の安定化 市議定数の削減及び資質の向上

その他 - -
この件は少し内容が違いますが、アンケートの回答欄に、この件は分からない、という欄がないので記入しづらい内容が多かった。推
測で解答することが多かった。

その他 - -

市税のムダ使いをやめろ！怒
りの抗議文！！！

市税のムダ使いが多すぎる（抗議します！！）市及び市民が財政難に苦しみ、これに対応している時に議会において誰として「報酬
を減らしては？」という発言がなかった。市議の報酬は、一時期のみ5%のカット、H17年1月からは再び元に戻り、現行、月46万と年間2
回のボーナス220万円（議会事務局調べ）が支給されている。今日の不況の中、各業界と比べてみても、給与が浮世離れしていて、
分相応ではない。第一、給与に見合った労働とは到底思えず、市民側として、不満が募ります（怒）！！市議のl給与は時給制で十分
である。高給取って働かない、こんな人らに支払う給与は、市税のムダ使い以外の何物でもない。ムダ使いやめろ！！市議の数も多
数減らしてください。高給取って働かない人は名張市に要りません。出来ないのなら、市役所の職員の数、給与、市長の給与すべて
カットしてください。半分ぐらいに。市議も市長もやめてほしい。新しい方に市長、市議をしてほしいです。

その他 - - 千差万別 書きたい事が山ほどあって、ちょっとやそっとでは書ききれません。お許しを。

その他 - - ひとつひとつ住み良い安心のできる街づくり。今後もよろしくお願い致します。

その他 - -
キャラについて 市の公式キャラよりも、「ひやわん」のきもさが「インパクト」があり、気に入っています。一度見たら記憶に残るところと、名張外で持って

いると「これ何」と質問される怖さがあり、面白いと思っています。

その他 - -

85才私　自分を取り戻す 三重県生まれ　22才で結婚。会社勤めで家庭の家事は自信なく一日不安で夜も朝も悪い目覚めで、とうとう病院行き。そしてまわりの
人にいわれ見合い。先方に見込まれ、是非にと式を挙げた。生家に帰り、離婚2回。3度めで名張に。46歳で死に別れ、百姓一本で
夜昼といわず働き現在に。やっと自身を見つめる事が？足も体も変り果て、ぼんやり、毎日がうっとうしい。私は生きる事に負けてい
る。だが負けてたまるか。外に出よう。大きな声であいさつをし、にっこりわらって有りのままで、私なりの私で人生を楽しんでいこう。来
世は良い人生を歩めるように、人につくせるように、残る人生にかけましょう。

その他 - - 市会議員のレベルの低さ 内容の全く無い事を言い続けている議員が多い。またプライベートでグレーな議員もいる。

その他 - -
直接関係のない点（関心）等、ふいに聞かれても解らない事が多く、解答やりにくい点が多かった。解らないと答えたい項目があった。

その他 - -
総合計画 まちづくりの名のもとに、無駄づかいするな。行政の名のもとにまちづくりができた試しはない。大阪を見てみろ。市はなにもするな。

その他 - -

今回のアンケートで、「理想郷プラン」に掲げる評価・成果を問うのなら、概要版かせめてA3サイズ1枚にまとめたものを、アンケートと
一緒に送っていただきたいと思います。すでに各戸に配布しているのかもしれませんが、手元にないと回答しづらい人もいると思いま
す。

その他 - - 今の市長がいる限り、よくなると思われない。

その他 - - 若者がダメすぎる

その他 - -

議員報酬等の下げる対策等
が進んでいない

リタイヤした住民のボランティア活動をお願いして、できるだけ支出を少なくし、また議員は無報酬でするくらいの心構えが必要ではな
いか。私の知る限りでは、会議等の役員報酬は下げるぐらいの考えと同じで、議員が多くなってもよいのではないか。

その他 - - 市会議員の数を半分にすること

その他 - - 亀井市長のマンネリ化は考え物です。

その他 - - アンケートについて 内容が硬すぎて、解らない質問がありました。無作為ではなく、20代～40代までの名張市民にアンケートするべきでは！！


