
市民意識調査(平成２７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 432 人（回収数 991 人） 

２．自由意見欄への記載率       43.6%

（参考）H25 年 4 月 41.9%（442 人/1,056 人） 

H26 年 4 月 42.4%（435 人/1,027 人） 

３．自由意見の件数 延べ 576 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 1-4-2 地域医療 85 14.9 

② 3-4-1 交通対策 59 10.3 

③ 3-4-2 道路整備 49 8.6 

④ 5-3-1 戦略的な都市経営 36 6.3 

⑤ 1-5-3 子育て・子ども支援 31 5.4 

⑥ 1-5-1 高齢者福祉 24 4.2 

〃 4-1-1 学校教育 24 4.2 

⑧ 3-5-1 都市産業 21 3.7 

⑨ 1-5-5 雇用 16 2.8 

⑩ 1-5-4 社会保障 15 2.6 

上位  合計 360 63.0 

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。 



施策別自由意見内容（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 生活環境部 同和対策か？ 内容が、同和の事の質問が多すぎる。同和問題は過去の事です。今さら対策は必要なし。

112 男女共同参画社会 生活環境部
子供が居る女性の仕
事について

仕方がありませんが、子どもが小さいお母さんは子供の行事や病気で仕事を休まざるをえない状況
が多々あります。行政も頑張ってくれていますが、私の職場を見てるともっと家庭内での協力、特に
父様の協力がもっと必要だと感じます。
子供に何かあった時に呼び出されて、仕事を中断せざるをえないのは、いつも母親です。父親が子
供のために動いて協力してくれれば、彼女たちももっと働きやすいのでは？ と思います。（それがあ
たり前の世の中になってほしい）名張市も子育てにもっと協力してくれる男性が増えるような市になる
といいな。

112 男女共同参画社会 生活環境部 男女平等（共同参画）
当たり前の事であるが、云い過ぎである。男には男の、女には女にしかできないことがある。私に子ど
もを産めと云っても不可能である。勘違い、履き違いをしているのではないか。

121 地域づくり 地域部

まちのイベントや町内
会活動が多過ぎて仕
事を持っている人に大
きな負担

まちのイベントが多過ぎて、仕事を持っている人には負担である。無理やり予算をつけて、まちの活
動やイベントをやっているが、市民はそんなことを望んでいない。もっと有意義なことに予算を活用し
て欲しい。イベントや係が苦痛で、退職したら市外へ引っ越ししたい。

121 地域づくり 地域部 地域づくりについて
地域づくりの担い手は、高齢者が多く、若い人たちのフレッシュなものが入りこみ辛いように思う。役
をされているのは同じ人たちばかりの集団という気がして、何かに参加しようとしても入りこめないもの
を感じている。遠くから、眺めているだけで参加もし辛い。

121 地域づくり 地域部
中山間地域の人口減
少

・団地人口が増え、田舎は老人ばかり。田舎住みに何か特典があれば団地への流出が防げるか
な？
・現在のまちづくりも、若手の手助けや助言が必要。

121 地域づくり 地域部 地域ビジョンについて
私の住む地域でも、すでに地域づくり組織が設けられ、活動されていますが、地域をあげて取りくむ
べき方向や内容がはっきりしていません。これは、地域の問題でもあるわけですが、市内各地区それ
ぞれに遜色のないよう、研修など先進地に学ぶなど市として積極的にすすめてほしいものです。

121 地域づくり 地域部

住んでいる地域の高
齢化が進み将来どん
な町になるのか不安で
ある。

現在は、自分たちが中心になって、自治会・町会の活動等を行っているが、5年～10年先の後継者
がいなくなり、いつまでもやっていけるか心配である。

121 地域づくり 地域部
まちづくりに参加する
人材の高齢化

毎年同じ顔触れのため、人材の育成と参加への促進啓発が必要

121 地域づくり 地域部
桔梗が丘の区の組長
について

高齢化が進む中、何歳まで組長を引き受けるべきか？　健康であれば何歳でもやるべきか？

121 地域づくり 地域部
まちづくりの予算につ
いて

以前は、書道など徒歩で、友達と習っていましたが、当時もう少し若かったので、歩いて行けました
が、現在は近くを散歩するのが精一杯です。近くの公民館活動の方が老人にとっては今思えば、そ
ちらの方がいいと思う。
まちづくりのために多額の予算がありますが、個々に楽しく使えたら、いいのにと思います。
話は別ですが、介護保険でも介護を受けることのない老人には健康であるのだから、割戻しがあって
もいいのでは？と思います。

121 地域づくり 地域部 これからのまちづくり

前回もこのアンケートに参加した記憶があります。その後の大きな変化は錦生地区では小学校が廃
校になり、若い力・伸びゆく力は地域の大きな活力でもあったように思います。あれから、私自身にも
健康に問題が生じましたが、高齢になれば仕方のないことのようにも思えます。
高齢者が住みやすいと感じることは、地域とのコミュニティーが保たれているからだと思います。
これからもこの安定した生活を維持するために、楽しく集う場所が身近にあればと思います。公民館
や集会所は遠く、坂道があったりと気軽に利用は難しいものです。

121 地域づくり 地域部 -
自分の住んでいる地域では、独居老人が大変多く、若者は地域を離れていく現状がある。子供の数
も減り、地区運営も将来的には不安である。

121 地域づくり 地域部
子育て支援と雇用の
場の確保、充実。コミュ
ニティ活動について

コミュニティ活動については、その活動の核となる方の定期的な研修と人材育成の必要性を感じて
いる。
コミュニティ活動費（ゆめづくり協働事業費）が、27年度が大幅に削減された。この様な事は、やるべ
きではないと思う。地域に根付こうとしているコミュニティ活動に対するモチベーションの低下につな
がる。改善をお願いしたい。

131 健康福祉ネットワーク 健康福祉部
地域包括ケアについ
て

地域包括ケアについて医療・福祉が主体だから、市の行政では健康や福祉部門が担当されていると
思われます。
名張の将来を考えますと町づくり、商工業から全体を検討する必要があると思います。地域包括ケア
システムにまちづくり協議会や商工会議所もプロジェクトに入ってもらい、街づくり計画を作ってみた
らよいと思います。
この地域にクリニックはここ。集会所はここ。グループホームはここというように・・・

141 健康づくり 健康福祉部
10年後の生活の有り
方

健康。現在は元気でおりますが、それなりの努力もしておりますが、急病になった時、体が不自由に
なった時など、どうすれば良いのかと考えます。今から出来ることは何なのか。考えられる事は実行し
ていきたいと思っています。サポートとして行政の力を期待しております。

141 健康づくり 健康福祉部 健康のために
市営の温水プールを作ってほしい。お年寄りの健康のため。
安くて利用できれば、もっとお年寄りが外に出て、お友だちもでき健康保険も使わずに、体と心を満
たされるのではないでしょうか。

141 健康づくり 健康福祉部 予防医療について
高齢化が進み、医療費が増加する中で、予防医療を行う事によって削減できると思います。具体的
には、健康診断の徹底化と、結果に基づく指導を行ってほしいと思います。

142 地域医療 健康福祉部 医療 肝心なところを理解せず、税金の使い方がよくない。

142 地域医療 健康福祉部 医療体制の充実 市民病院を総合病院とすること。

142 地域医療 健康福祉部 医療環境について 市民病院など、救急で利用するときに医者の信用度が低すぎる。

142 地域医療 健康福祉部 地域医療 救急体制は全く不満である。

142 地域医療 健康福祉部
救急医療での医師不
足

医者を養成、確保して救急時の短時間対応ができるように。たらい廻しを無くす。



施策別自由意見内容（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 健康福祉部 病院の充実
市民病院の医療体制が大阪府内、奈良県の様に専門性ある先生がおられれば病気の時の不安が
やわらぐ。現状はどうしても遠方に行かねば、及び遠方ゆえにかかりつけ感がなく、病院の事が不安
であり、年配になると病院選びの選択肢が多くある大阪市内が羨ましく思う。

142 地域医療 健康福祉部 医療
市の医療体制は最低です。市はかかりつけ医を推奨していますが、救急の時、当番病院に搬送され
ても後に不便です。市民病院の充実に努力すべきです。

142 地域医療 健康福祉部
救急時での一次・二次
救急の対応状況

たまたま救急になり、一次で名張市立病院だったが、二次の時に名張市は三重県としてあるが、ほと
んどが大阪圏で、近くでは奈良との方が近いにもかかわらず、三重の病院しか対応せず、こちらとし
ては奈良の病院も候補として上げて欲しく思った次第です。救急の程度が、大・小が有るとは言え、
思いました。

142 地域医療 健康福祉部
地域医療について不
安がある（名張市民病
院）

紹介状等が必要なわりに、体制が整っていない。
病人とのコミュニケーションが不足している。
人の話を聞かない、説明が不足している。
今後高齢社会になっていくと思われるが、医師不足で人員（を集めれば良いというものではなく）だけ
では良いというものではない。

142 地域医療 健康福祉部 日常感じている希望
・救急病院が輪番制になっているが、常時名張の病院で受け入れられる体制にしてほしい。
・入院できる病院が少ない、耳鼻科、皮フ科が少ない

142 地域医療 健康福祉部 老後

今現在の医療にも不安があります。名張市立病院の先生が増えたと思うのですが、まだ紹介状がな
ければ診てもらえないのでしょうか？市立病院が赤字と聞いた事がありますが、本当でしょうか？本
当なら、黒字になるように努力はしないのでしょうか？病院が民間なら、普通黒字になるようにもって
いくと思いますが、どうなのでしょうか？

142 地域医療 健康福祉部
名張市立HPを中心と
した医療ネットワークの
充実をはかる

電子カルテ、PACS画像、RIS、HIS等の医療情報の共用化を早急にはかり、市役所、市立病院、名
賀医師会が立ち上がらないと対応できなくなりますよ。市内にその関係に携わった日本でも有名は
OB/OGが沢山おられます。

142 地域医療 健康福祉部 医療 救急病院の輪番制ではなく、名張市内で充実した医療体制の確立

142 地域医療 健康福祉部 救急体制 輪番制ではなく、市立病院で対応を望む。

142 地域医療 健康福祉部 - 札幌市の救急安心センター推進事業のような取組みをして欲しい。

142 地域医療 健康福祉部 - 高齢化になるにつれて交通の不便さ、医療制度、病院の選択ができないので不安・・・

142 地域医療 健康福祉部 地域医療について

夜間・休日の医療体制に不安があります。二年前、高令の母が夜間吐血性胃かいようを発症しまし
た。その時、当番の岡波が受け入れ出来ないということで奈良天理市の病院に入院する事になり、
入院中通うのが大変でした。車に乗らないので電車での移動でした。また今でも胆石があるので、い
つ、発作が起きるか分かりません。地元に立派な病院があるのに他市に行かねばなrないのは大変
残念です。

142 地域医療 健康福祉部 急病の時

昨年、骨折をしました。夜間11時頃救急車に来ていただきました。上野市民病院へ搬送して頂きまし
た。処置をしていただき終わったのが夜中の2時半頃になっていたのですが、その時タクシーは時間
的にいませんし、大変困りました。福祉タクシー？とかを病院の夜警さんに紹介してもらい帰ってきま
した。家まで\7,000かかりました。金額よりも夜中の2時半に老婆が手の痛みと精神的な不安とでとて
も心細かったです。こんな場合誰か手を貸していただけないものかと本当に不安でした。救急車で連
れて帰っていただきたく思いました。絶対だめだと云われました。

142 地域医療 健康福祉部 今後の救急について
名張市立病院の医師の対応について。公務員であるためか、患者１人１人に対しての治療・対応
が、不適切である事があるように思う。

142 地域医療 健康福祉部 医療体制について
自分も地域も高齢化していく中、一人暮しの人も多く、いざという時に心から信頼できる病院がない。
医者自身の力量も問われるものがある。

142 地域医療 健康福祉部 救急医療
現在輪番制で救急搬送されてますが、名張市だけで対応できる様強く希望します。高齢者の場合、
車の運転等不便である為、せっかく市立病院があるのに宝の持ち腐れである。

142 地域医療 健康福祉部 市立病院 いざという時に救急車で市立病院ではなく、伊賀の方に連れていかれる（当番制で）かもと言う不安。

142 地域医療 健康福祉部
高齢化対策の具体的
推進

市民病院の医療レベル向上（一般的評価悪い）

142 地域医療 健康福祉部 - 「小児科」と掲げながら、水ぼうそうも分からない病院があることに疑問を感じる。

142 地域医療 健康福祉部 -
医療について、市の病院へ直接来院しても見てもらえない決まり、一度町医者に見てもらい紹介が
いるとの事ですが、この制度は理解しがたい。

142 地域医療 健康福祉部 -
大阪のベッドタウンとして昭和50年代～続々と新しい住宅地へ入居が始まったが、その人たちが高
齢になり再び大阪へ帰るという状態になっている。主な原因は病院が充実していないことだと思うの
で、益々の拡充をしてほしい。

142 地域医療 健康福祉部 老後の不安 救急医療の不安（市内での診療・治療）

142 地域医療 健康福祉部 救急体制 一日も早く、名張市立病院が365日対応できるようになって欲しい

142 地域医療 健康福祉部 -
病院の当番医も良いですが、とりあえず自由に選べるゆとりが欲しい。優秀なお医者様で有名な市
であって欲しい。

142 地域医療 健康福祉部
医療と介護福祉につ
いて、議会活動につい
て

年令を重ねるにつれ、名張市民病院に救急医療体制を整えて頂きたい。

142 地域医療 健康福祉部 救急の件
名張市内に住んでいながら何故急病人を市外の病院に搬送するのですか。名張市民病院は名張
市民全員の病院ではないのですか。他の病院に搬送されて困っている人々沢山います。このような
事で住みよい名張といえるのか、皆が安心して暮らせる街づくりをやってほしい。御願いします。

142 地域医療 健康福祉部 救急医療体制
極めて悪いと感じている。市民病院の開かれた利用を切望する。久居への救急搬送、所要1時間は
もはや救急ではない。

142 地域医療 健康福祉部 -

一番の不安は、医療体制が十分ではないという事です。救急病院、医師不足、市民病院におけるス
タッフの人員不足と経験不足を非常に感じます。患者側の不安を増幅させる要因があると思います。
介護施設との連携もいまひとつの感じがします。続々と施設が増える中でも病気にならない様な健康
づくりや、病気になった時の初期の段階での医療的なアドバイスを受けれる様な市としての取組をお
願いしたいです。

142 地域医療 健康福祉部 -
老後、この市に住み続けるのは不安があります。それは救急体制や医療機関の面でです。また、車
を使用しないと不便なところもその理由です。



施策別自由意見内容（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 健康福祉部
将来に向けての不安、
魅力的なまちづくり

将来に向けての不安
・救急病院が充実されていない。急の病気の際、名張が当番でなかったら伊賀などたらい回し。

142 地域医療 健康福祉部
地域医療機関につい
て

救急患者の輪番制廃止。搬送時間のロス（名張⇔上野）

142 地域医療 健康福祉部 市立病院の件
現状の名張市立病院は個人医院の紹介状がなければ診察が不可能との事。もう少し柔軟な運営を
されてはいかがでしょうか。但し、その場所が老人たちのサロン化となる事には反対です。本来の医
療のための病院として運営をいただきたいと切に願います。

142 地域医療 健康福祉部 医療について 市立病院を紹介型ではなく誰でもいつでも利用できるようにしてほしい。充実してほしい。

142 地域医療 健康福祉部 医療体制

私は施設に勤務する看護師ですが、夜間は看護士がいない為、緊急時の対応で不安を抱いて勤務
している職員が多くいます。夜間は勤務者が少ない為、一人の職員が岡波HP、上野市民HPまで付
き添い、戻ってくるまでに２～３時間かかります。また戻っても再度病院に行かなければいけないこと
もあり、不便です。難しい状況かも知れませんが、なるべく早く名張市立HPが救急を必要とする人の
受け入れが整うように祈い入れます。

142 地域医療 健康福祉部
名張市に少ないものと
切実な願い

大きな良い病院が少ない。

142 地域医療 健康福祉部 医療

名張市に住んでまだ浅いですが、医療にものすごい不安があります。総合病院の評判も悪く、民間
の病院に行ってもすごい人数の患者が来られていますが、専門科目（婦人科以外）に分かれていな
くてどうなんだと思わされました。持病があり経過観察中ですが、名張市に住む前の遠方の病院を離
れることに不安があり、現在も通っています。（かかりつけ医は全て遠方）今のところ地元（名張）の病
院でかかりつけ医はまだ見つかっていない状況です。今後救急にお世話になることもあると思います
が、あまりの評判の悪さに不安です。

142 地域医療 健康福祉部
医療があまりにも充実
していない

大阪より引っ越してきて、医療があまりにも充実してない。救急車で運ばれたら、甲賀の病院だった。
びっくり！まして、苦しんでいるのに、早く帰って下さい、だって！ベットに横たわっていても早く帰っ
てと催促される（市民病院）。名張に医療充実しなければ人口が減る一方ではないでしょうか？ここに
いたら死ぬ確率高いとうわさしてる人結構います。

142 地域医療 健康福祉部 医療について
輪番制の救急体制により、日によって遠くの病院しか行けない不安。
専門医が少なすぎる。

142 地域医療 健康福祉部
議員削減。病院のこ
と。

病院のお医者さんを増やして下さい。

142 地域医療 健康福祉部 -
・名張市の救急医療体制への不満
・産科が少ない。安心して子供が産めてかつ、育てる環境であってほしい

142 地域医療 健康福祉部 病院の充実 総合病院を増やしてほしいと思う。

142 地域医療 健康福祉部 - 病院（夜間救急）の受入の拡充。

142 地域医療 健康福祉部 福祉・医療機関
安心して医療機関を使用したい。
救急体制や病気になったとき、安心して医療を受けれるか不安である。

142 地域医療 健康福祉部
救急医療が心配で
す。上下水道代が高
いように思う。

市立病院の対応が悪い。
入院が必要でも入院させてくれない。
退院の準備もできていないのに、退院させられた。
（容態が悪く、自宅でも介護が必要な状態だったが、退院後２日で亡なりました。高齢の妻と二人暮
らしだった）
名張市内でただ１つの公の医療機関　今後病気やけが老後など不安です。

142 地域医療 健康福祉部
将来に向けて不安な
事

救急車での搬送は名張市立病院へ受け入れてほしい。家族が高齢で患者の病院へ付き添いは交
通の便が遠いため病人を家で見守っているといつも不安です。
市立病院に耳鼻咽喉科を置いてほしい。
旧町の医院順番130番での診察は午後の10時、何時も院内は順番待ちで患者であふれている。

142 地域医療 健康福祉部 医療について 市立病院での救急医療が出来る様にしてもらいたい。

142 地域医療 健康福祉部 救急医療の不安 子供を抱えていて、小児科・産婦人科の閉院は不安である。

142 地域医療 健康福祉部
医療機関の充実が不
安

現在、伊賀地域では医療に対しては不安で、他地域（他府県）で見てもらっている。これには、良い
医者がいないのが現実。

142 地域医療 健康福祉部 医療について

私はこの１０年間肝臓病で市外の病院へ通院しています。その前は市立病院に数年受診していまし
たが、毎月血液検査するだけの診察でそれ以上の治療を望んでも何もしてもらえず、仕方なく、市外
の病院にかかる事にしました。何度かインターフェロン治療をした時も、この名張には専門医もいな
いという事で、上野の岡波病院まで行かなくてはならず、体調の悪い時など、車の運転も困りました。
せめてこの名張で診てもらえないなら、岡波までの交通手段を考えて頂きたいです。また数年前、路
上で顔面から倒れ、その時血が止まらず歯もぐらぐらで、そのことを言って、市民病院で手当てして
欲しいと連絡しましたが断られ、その日が木曜の昼頃という事もあり、県の救急医療情報センターに
も連絡したけれど、診てもらえる病院がなくて、次の日まで病院に行くことができませんでした。その
日の市民病院の看護師に「止血は手で押さえ止めて下さい!!」と言われ唖然とし、税金納めていて
も、いざという時、近くの市民病院も利用できないのかと腹立たしく思った事を今でも忘れません。せ
めて木曜日開業医が休診の時は、どこか診てもらえるところないのですか？このままでは安心して暮
らしていくのは不安で、引っ越しも考えています。

142 地域医療 健康福祉部 防犯、医療体制 緊急時に遠くまで行かなければならない（病院）

142 地域医療 健康福祉部 医療
大きな病院が少ないため、県外の病院へ行かなければならない。高齢になったとき、病院への往復
や受診がしんどい。

142 地域医療 健康福祉部 専門外来について。 市民病院に産婦人科を作ってほしい。



施策別自由意見内容（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 健康福祉部 救急病院について

当番制の救急病院をもう少し改善していただけないでしょうか？　過去に一度、伊賀市内の救急病
院でお世話になった事があるのですが、病院の所在地がハッキリ分からないという事もあり、又、夕方
でしたので、病院に着いたのが家を出てから１時間以上経ってからでした。この時、不便と思ったの
が、正直な気持ちです。病院側の都合もあるかと思うのですが、少しでも改善していただきたいで
す。

142 地域医療 健康福祉部 -
・子供がいないので老後の事が不安。
・市内の医療病院などがわかりづらい。

142 地域医療 健康福祉部 地域医療について 地域医療の中心となる名張市立病院の内容の充実

142 地域医療 健康福祉部 - 救急病院が伊賀と交代になってしまったこと不満。

142 地域医療 健康福祉部 市立病院

冬に寝たきりの年寄を連れていきました。寒いので、本人を車に乗せようと思ったのですが、本人に
医者の話を聞くように言われました。（事務系）しかし、先生と私で話しがついていましたが、それを
言っても　その女は、聞く耳なくついて来ました。
名張市民としては、非常に悲しく腹立たしい思いをしました。
そんな病院には、かかりたくないし、事務的過ぎる。

142 地域医療 健康福祉部 医療体制について
救急搬送の場合、時間帯によって近くであっても遠くに運ばれてしまう不安があります。
伊賀地域で輪番制である事は分かっていますが・・・
名張市病院を出来るだけ充実させていただきたく思います。

142 地域医療 健康福祉部 地域医療について
現在の救急体制が伊賀市と名張市で交代制なのはとても不安。
もし倒れた時、当番が伊賀だったら２０～３０分かかってしまうのは命にかかわると思う。名張は名張
で救急体制を！

142 地域医療 健康福祉部 - 病院（特に救急）が心配です。

142 地域医療 健康福祉部 -
医療環境の充実を切に望みます。
名張市立病院の救急の対応に嫌悪感を覚えます。

142 地域医療 健康福祉部 医療体制

名張市、伊賀市の医療不足は以前に比べ、だいぶ改善され名張市立病院もお医者さんが増えた
事、嬉しく思ってます。
しかし、救急患者さんを運ぶのに、上野・岡波・名張３病院を当番制にするのは、どうかと思います。
医療不足とはわかりますが、例えばお年寄りご夫婦でどちらか病気になり岡波または上野に運ばれ
た。見舞いに行くのに、車、運転できないから、行けないとか。先日、近所の方で、名張市立病院の
駐車場内で交通事故に会い「今日は岡波が当番病院だから」という事で岡波病院に運ばれたそうで
す。目の前に病院なのに、それでも当番病院に運ばなければいけないのでしょうか。
もし命に関わるようなことだたら、どうなるんだろうと思いました。
誰が考えてもおかしい。当番制をなくす事はできないでしょうか。

142 地域医療 健康福祉部
地域医療機関（名張
市民病院）について

義兄が体調を悪くして救急車で市民病院に搬送され入院となりました。１週間位意識がなく先生から
も１度はあきらめて下さいと言われた位でした。その後意識がもどり個室から合部屋に移りました。で
もその間約１か月位は、食事はとれず、点滴の毎日でした。その間、体調は良いとは少しも思われま
せんでした。やわらかい食事が少ないですが食べられるようになりました。でも起き上がることはでき
ずの生活でした。入院から1か月半近くして、先生と２～３回話合いを持たせて頂きました。その後、
看護婦さんが家の方の携帯に「もう退院してください」と週２～３回かかってきましたので、先生にまだ
本人は良くなっていないので病院においてくださいとお願いし先生も了解はしましたが、その後１日
も立たない内に又看護師さんから退院しろの電話の繰り返しで”どうせ病院にいても治らない”からと
ひどいことも言われました。
　先生と会えて病気の状態の説明があり、その時先生も義兄は良いとは言えないとの事でした。でも
その時先生より月末で退院して下さいと言われました。私はまだ義兄も良いとは思われないので、ま
だ病院において下さいとお願いしましたが、これから病院もカゼの季節なので、病室は空けなければ
ならないと、こちらのお願いも入れてもらえず、やむなく入院してから2か月ほどでいやいや退院しま
した。退院後、自宅で病院よりの説明書通りの３回の食事を与えましたが退院から数日後、食後セキ
をして苦しがり始めました。私もその時、息がしていなかったので、私は救急救命士の免許が有った
ので、まずのど元を開いて人工呼吸を行いその間妻に救急車の連絡を取らせました。10分位して救
急車が来てもらったので、引き継ぎをして、救急車の方で処置をしながら市民病院へ搬送して頂きま
した。私も車で病院へ向いました。病院についた時点で先生より亡くなりました」と言われその上に
「解剖をしますか」まで言われました。この事は、お断りしました。以上ですが、今思えば病院にあと
１ヶ月～２ヶ月位おいていただければとその事が今でも後悔しています。今、名張の市民の中であの
病院は市民病院ではなく”死民病院”で老人をへらす為やっているとのうわさがある。私の妻の友人
の夫も”ガン”の病名で手術後１ヶ月位で退院させられたそうです。名張に来てびっくりした事は事実
です。
私の親（男）も最後は病院で一生を終えました。その時は、病院の先生、看護師さんに大変お世話
様でしたとお礼が心より言えた事が思い出されます。長い文章にて大変失礼いたしました。

142 地域医療 健康福祉部

幼稚園・保育所・高校
の廃止、統合化。市民
病院の先生のスキル
アップ等

緊急時の医療の早さも求む！！

142 地域医療 健康福祉部 - 子供の病院が少ない、救急を断られた話を聞いた。

142 地域医療 健康福祉部 医療
総合病院が少なく、三重医大、天理、奈良などまで行かないと検査が受けられない。
救急に関しても、我家にも80を超えた年寄りがいるが、上野市民病院が当番の時など大変困る。
高齢者にとってはとても住みにくい町だと思う。

142 地域医療 健康福祉部 健康

医療機関が少ない
市立病院の医者のレベルが低い（人格も）
百合が丘に住んでいるのに、ちょっとした事では利用できないので、運転できないがバスや徒歩で下
まで行かなくてはならない（市立病院）

142 地域医療 健康福祉部 -

現在は自然が多く住みよいと思いますが、これから先高齢になり、生活する上で不安があります。
医療環境は、とても不満があります。救急体制や市立病院が充実していない。
車社会の為、運転できなくなったら、健康であっても色々な面で生活が困難になることが多くなると思
います。

142 地域医療 健康福祉部
名張の医療の当番体
制

現在、市立病院と岡波病院、上野市立病院の三つの病院が当番で夜間急病などの時は決められて
いますが、上野までは遠い。入院等になれば、上野まで行くのは不便です。



施策別自由意見内容（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 健康福祉部 医療の体制について
救急医療が、名張市立か、せめて伊賀内で全て入院できる体制でできたらと思います。夜中に遠く
まで運ばれるのは、高齢化が進むにつれて大変な事だと思います。

142 地域医療 健康福祉部
医療体制における名
張市立病院の充実と
単独化

高齢者が我家も含めて地域の中で増加し、反対に若い人達が減少し限界集落に近い状況になって
きている昨今であります。
農林業の担い手の問題はもとより緊急時の医療体制において名張単体での市立病院の充実を含め
た対応に期待します。

142 地域医療 健康福祉部 医療 町医者での待ち時間が長い（年寄りの利用度が多すぎる）、病院が年寄りでいっぱい

142 地域医療 健康福祉部
ごみの収集、ごみ出
し。病院、市報等の情
報

紹介型の市立病院はいいのか。医療設備のない個人病院では検査等できないので手遅れにならな
いか。

142 地域医療 健康福祉部 -
医療に対し、大きな不安がある。事前に判断できる時は、大阪へ行っている。高齢者と同居であり、
救急の時は、近隣の病院では不安。

142 地域医療 健康福祉部 救急医療について 現在は健康だが、急病となった時安心して治療できる医療機関があるか心配だ

142 地域医療 健康福祉部 医療について

名張市立病院にて、医師の"判断ミス"があったにも関わらずそれを認めない。
謝罪や面会も一切ない。病院側には「医療ミスではないので落ち度はありません」との事でした。名
張市を背負う、代表する病院がこのような体質で本当に良いのでしょうか？
私たちが病気やケガをした際、最終的にたどりつくのは市立病院なのです。
その病院を信用できないので、これから先もすごく不安です。
名張市は子育て等にも力を入れて下さっているので、ぜひ医療（特に市立病院）の在り方や、従事
者の対応を今一度考えていただきたいです。

142 地域医療 健康福祉部 医療被曝について

最近医療被曝を抑制するために基準作りが行われているといいます。
対象は、CT検査・X線検査・マンモグラフィ・歯科でのX線撮影・血管造影撮影などとなっています。
これから基準の見直しを続けて段階的に減らす事を目指していくとの事です。望ましいことと思いま
す。医療被曝をできるだけ減らしていく事は世界の潮流になっていますが、日本でも病院によっては
すでに医療被曝を減らす工夫がされているそうです。が、私は不必要な放射線検査はしないのが第
一だと思います。「不必要な検査をする」なんて普通では考えられません。でもあるんです。!!

142 地域医療 健康福祉部
医療環境に不安を感
じる、就業の安定

-

142 地域医療 健康福祉部 村の今後について 医療についても遠くまで行く事になるのか等、問題がたくさんあります。

142 地域医療 健康福祉部 医療について

このまま名張に住み続け、重い病気、難病等になった事を考えるととても不安です。
医師不足等、色々と難しい問題があるのはわかりますが、それ以前の問題で、市民病院の対応を、
もっと、まともな物にしてほいしです。以前、家族の事で相談したところ、とても嫌な思いをしました。
優しさのかけらもない対応でした。

151 高齢者福祉 健康福祉部 老人ホーム 特老の待ち体制があまりにも不満

151 高齢者福祉 健康福祉部
人生の最終期に向け
て

サラリーマン生活４０年で最終期に会社倒産となり第２の人生への不安が募り、高令者夫婦生活での
体の老化や置いていく将来への不安等高令者への行政対策の確立を強く望む。

151 高齢者福祉 健康福祉部 - 老人たちが楽しく過ごせるような場所を作って欲しい。

151 高齢者福祉 健康福祉部 老後
私たち夫婦は子供がいませんので、独居老人になる可能性は大いにあります。将来公共の老人の
シェアハウスみたいなのがあればいいなと思ってます。

151 高齢者福祉 健康福祉部
福祉関係の充実度に
ついて

これから高齢化社会が、どんどん深まってきます。精神病など、社会にとけこもことが困難な方々も、
増えてくると思われます。暮らしていく上で、困ることを、どんどん解決していかないと、自殺や孤独死
などが増えてしまいます。国の行政サービスに頼るのではなく、地方でまず取り組むべきことを、率先
して、行っていくべきではないでしょうか。予算の割当も、そういう福祉サービスの充実にきちんと割り
当てていくべきだと思います。国に言われたからとかではなく、我々の住んでいる地域で、できること
は、すぐに行うべきではないでしょうか。名張市に住んで良かったと言える社会にするためには、やは
り交通機関の便利さやサービス、市役所の受付サービスの充実、人権などへの取組み、高齢者への
サービスの充実など、住み易い地域づくりをお願いしたいです。これからも地域の取り組みを充実で
きるようにお願いします。

151 高齢者福祉 健康福祉部 介護サービスについて

今年からおむつの配送業者が変わりましたが、控えをなくして何度もきたり、おむつを持ってきたと
思ったら、枚数合わせのためなのか、１パックと開封したばらをナイロン袋につめて渡されました。衛
生面でも良くないと思います。正直これを使うの？という思いになりました。一度実態を調べて頂きた
いです。

151 高齢者福祉 健康福祉部 - 一人暮しのため、もしもの時の事を考えると不安。

151 高齢者福祉 健康福祉部
ライフサポートクラブへ
の期待

高齢化などで運転ができなくなった時、買い物、病院などの利用について不安を感じる。
ライフサポートクラブの送迎支援・生活支援などがあります。またアピタの買い物バスなどもありますか
ら、大丈夫と思っています。送迎場所や利用時間など工夫も常に利用者の意見を聞きながら改善さ
れるのも事実と思います。
今運営されているリーダーのできるだけ長い活躍とライフサポートクラブ設立の「想い」と「理念」を成
就いただきたいと思います。
リーダーがお元気なうちに、後継者の人材育成にも力を注いでいただき、ライフサポートクラブの活
躍が今後も継続運営されていくことと、活動内容の広がりや充実されんことを期待しています。

151 高齢者福祉 健康福祉部
介護保険の要支援１
～２の対応について

ボランティアなどによる総合事業について具体的なサービス内容や、そのボランティアにどのような教
育をするのか？（しているのか？）事故が発生したらボランティアの責任なのか？市が保証してくれる
のか？など介護保険の問題全体に不安がある。



施策別自由意見内容（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 健康福祉部 老後の不安 介護施設の不足？

151 高齢者福祉 健康福祉部
将来に向けての不安、
魅力的なまちづくり

将来に向けての不安
・介護については今後高齢者が増加の中、名張市としての取り組みが見えない。尚、有料介護施設
を増やしても、将来入所する者が少ないと思う。

151 高齢者福祉 健康福祉部 家族構成と老々介護
少子高令、核家族化が増加し、昔のような大家族が減少している。元気で動ける間は良いが、どちら
かが病気、ボケ等で片方に負担が掛った時の対策が必要であると思う。

151 高齢者福祉 健康福祉部
これからの高令者対策
について

必ず、自分にふりかかる問題の中では、一番大きな課題です。医療費etc

151 高齢者福祉 健康福祉部
高齢者の１人暮らしに
ついて

高年齢になると車で買い物が出来なくなるので心配です。
１人暮らしなので、病気になったとき。介護が必要になってきた場合、心配です。

151 高齢者福祉 健康福祉部 - 高齢社会になり、福祉バスの本数を増やして欲しい。

151 高齢者福祉 健康福祉部
交通機関の充実、介
護施設の不足

安価で入所できる老人ホームなど介護施設の確保

151 高齢者福祉 健康福祉部 介護施設が少ない
全国的に少ないと思うが、個人施設は値段も高く入りたくても入れない現実。老人も増加、施設を増
やしてもらいたい。

151 高齢者福祉 健康福祉部
過疎化の進む地域に
ついて、介護について

実家が、農業を兼業しているが、今後、老いていく親を考えると、いつかは自分たちも・・・と思う。しか
しながら、今と同様にしていくことは難しく、周りでは空き家も出るなど、さまざまな面で不安がある。
今後、始まっていくであろう親の介護を考えたとき、仕事をしながらの状況でできるのか、また施設等
の利用においても、費用など、不安ばかりだ。

151 高齢者福祉 健康福祉部 老人ホームについて。
年金の範囲内で入所できる所を増してほしい。ふれあい施設をもう少し増してほしい。介護タクシー
を安くしてほしい。ナッキーバスも、もう少し範囲を広げてほしい。

151 高齢者福祉 健康福祉部 介護施設について
今後、私達も身近な問題として、家での生活が困難になった時、介護施設に入所する事を希望しま
すが、今の年金受給金だけでは、到底入所する事は不可能です。
将来、介護施設は、どうなって行くのでしょうか。とても不安です。

151 高齢者福祉 健康福祉部
福祉・介護の充実への
不安

福祉・介護のサービス、事業所、施設を実際利用する立場となった時、その内容や施設の不足を感
じ、今後年を重ねていく時、都会に行くべきかと考えたりする。

151 高齢者福祉 健康福祉部 介護施設について
私は昨年３ヶ月程、ある施設を利用しましたが、先日悪徳営業の施設のニュースがありましたがなる
程と・・・全くその通り・ケアマネージャとの話とかは全く違う「待遇」で、体調が悪化、入院に至りまし
た。市の方でも内容のチェックを強化してもらいたい。

151 高齢者福祉 健康福祉部
将来、福祉・介護の設
備やサービス、等につ
いて不安がある。

・サービス内容
・施設数

151 高齢者福祉 健康福祉部
介護、医療、健康、地
域交流

今後、老人になって、一人で暮らしていけるのか？その時行政は、どの様な支援をして頂けるのか？
名張の人口が減っていった時、税金の負担が重くなるのが、心配です。

152 障害者福祉 健康福祉部
福祉（精神の方）進ん
でないように思う。

相談するところ、将来の不安・世話している親が年で子供をこれからどうするか。

153 子育て・子ども支援 子ども部 -

ファミリーサポートの支援会員を地域の心ある高齢者（？）リタイア組（？）を中心に募集を駆けて行く
のはＯＫか？出来れば名張市中の募集が望ましいが、桔梗が丘の住民を中心にまず募集をかけ、
かがやきで、子どもを一時預かりをする場所として、利用できるようにすると、支援会員だけの目でな
く多くの大人の目で子どもを見守り、預かることができると思うのですが。
「かがやき」と「ファミサポ」を桔梗が丘地区を中心に利用するのは資源分配の原理に反するが、ざっ
くり市民全般にコマーシャルするより、実験的に、桔梗が丘で試行するのも良いかもしれない。
とにかく目指す所は、ある資源（建物）とある制度をもっと膨らますことと、地域自治と行政の具体的な
ネウボラ化です。
私は、ネウボラってると呼んでます。

153 子育て・子ども支援 子ども部 学生について
学生のバス代も中学校まで補助がありありがたいですが、一番お金の掛る高校生、大学生にも補助
金を出すべきと考えます。各々卒業し、就職する際、この様なケアをすることによって地元に若い人
がたくさんいて、生活し、子供を設ければどんどん名張市も発展していくのではないでしょうか。

153 子育て・子ども支援 子ども部
高齢者と子育てに関
する不安

より高齢化が進んでいく中で次世代の子育てや教育環境に配慮した取り組みができるのか不安を感
じる。

153 子育て・子ども支援 子ども部
子供の遊び場、ショッ
ピング

小学生が楽しめる遊具が公園にあればいいと思います。アスレチック的な。小さい子と公園に行って
も、上の子は退屈そうなので。
雨の日にも遊べる、屋内型の遊び場があればいいですね。1日中。
大型ショッピングモールが近くに欲しいです。近くても1時間以上かかるので不便ですね。

153 子育て・子ども支援 子ども部 保育の質向上

今、保育園に通わせている者ですが、保育園の民営化により、法人の財政状況により保育室の整
備、遊具の管理などにかなりの格差があると思います。なかなか遊具が整備されず、ビニールテープ
でぐるぐる巻きのままなど、建物自体の老朽化もひどいです。できればどの地区でも同じ環境で子ど
もたちを見守っていきたいです。

153 子育て・子ども支援 子ども部 子育て支援について

名張市は老人福祉は盛んですが、これからの老人社会を支えていくのは子供達です。今の大学生
や高校生が名張に就職できる環境を作ったり、小さい子供のいる家庭が生活しやすい福祉を充実す
るべきではないでしょうか？老人の人口ばかり増やしても将来性はありません。もっと若い世代を呼
んで老人を支えられる市にしていくべきでは。



施策別自由意見内容（問23）

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 子ども部
交通の利便性や子供
の減少高齢者増加、
過疎化問題

子供が減っている、お年寄りが増えているということで、もっと子育てしやすい環境、シングルマザー
の手当てなど、手当を手厚くして、子供がたくさん増えて欲しいと思います。

153 子育て・子ども支援 子ども部
名張市の人口減少へ
の不安

現状の市政のままでは必ず名張市の人口は減少に転ずる。大都市からの人の移住の政策も日本全
体の事を考えれば根本的なものではない。名張の女性がいかに安心して子供を産み育てやすい町
にするかを考えねばならない。親になろうとする女性が不安に思う事の第一には子どもの教育の事
ではないだろうか。小・中・高校の学力レベルが名張市では低すぎるのである。全国の大学進学率は
約50％であるのに、名張では恐らく30％位ではないだろうか（まともな大学）。小・中・高校の学力レベ
ルが全国トップレベルになるようであれば、名張の女性は安心して子どもを産み、育てるのではない
だろうか。もっと学校教育、学力向上に努めてほしい。ただ人口政策のため外国人の定住促進などと
いう政策は絶対してほしくない。多文化共生などという耳ざわりの良い思想で外国人を定住させては
ならない。地球上で多文化共生は素晴らしい事で良い事であるが、国内での多文化共生などは危険
である。欧州でも移民政策は失敗している。どうか、外国人の定住促進政策はやめて欲しい。

153 子育て・子ども支援 子ども部 子どもイベント 子どもが参加できるイベントが月に１度くらいあれば参加しやすいと思う。

153 子育て・子ども支援 子ども部 - 待機児童をなくしてほしい。

153 子育て・子ども支援 子ども部
すべての人に優しい
町作りを!!

例えば、今待機児童を減らす為には、保育士を増やし、保育園の増設をして若い主婦が子供を安
心して預けられる環境作りに力を入れてあげれば、少子化も少しずつではありますが、改善されると
思います。

153 子育て・子ども支援 子ども部 子育て

保育所等の子供を預ける所をもっと充実するべきだと思う。母親が働くことによって市民税がうまれ、
市の収入も増えるし、預けられる所が充実していれば、２人目３人目と子供を産む環境ができるの
に。１人目でさえ、保育所に入れないのであれば、次の子供・・・とは考えられない。
市を良くするためには、市の人口を増やしていかないといけないと思う。そのために子育ての環境を
整えるべきだと思います。

153 子育て・子ども支援 子ども部 出産・子育てについて

２人子供を産んで育てていますが産後とてもお金が掛かり、大変でした。お祝金などの制度があれば
とても助かるのにと思います。
公園ももっと遊べるようメンテナンスしてほしいです。自転車に乗る練習を出来る所がもう少しあれば
ルールなども教えて安全運転の練習などもできるのにと思いました。

153 子育て・子ども支援 子ども部 -

・他県から来た人からすると住みにくい。嫁が実家の方とよく比べる。子供の医療費、助成等。学校
給食（中学校でお弁当のとこを初めてって人が何人か・・・。）、小学校の人数等。うわさばかり流れて
合併するのかしないのかはっきりしない情報ばっかり入ってきて、不安が多い。もっとはっきり、合併
を考えているなら教えてほしい。親より周りがいろいろ言ってきてストレス。
・子供が市の検診で引っかかって市立病院にかかる時ぐらい予約取れるようにしてほしい。一度、検
診で引っかかって、市立病院で検査して治療の必要なしとなっても　その一年後、何年後の経過観
察があってもいいと思う。↑この時、また病院にかかる必要があるか判断してほしい。ほったらかしな
感じがする。

153 子育て・子ども支援 子ども部 児童検診について

かなり前に、先日行った就学児検診の結果で「相談があります。日時にお越しください」と通知が来ま
した。手紙に相談と書いてあったので行きましたが、発達支援担当のある方が、あまりにも威圧的な
話し方に感じて正直イラッとしました。
手紙も詳細は書かれていない。あまりにも聞くと、雑な検査や威圧的な説明。まるで親を追いつめて
いるように感じました。
あまりにも担当の方のレベルが低すぎます。話し方・言い方ひとつで不安な気持ちは大きくなるか、
小さくなるか変わります。
発達担当の去年の担当されていた方、検診をされていた方、親に対して「不安ですよね。でも大丈
夫ですよ」、など安心させるようなことをまず言ってからお話だと思います。子供も、自分はダメなのか
な？雰囲気出したら、子供まで気にしていまいますよ。
子どもの成長は、人それぞれ得意・不得意があるし、その日の気分もある。それに気づかせてくれる
のが、検診ではないでしょうか。

153 子育て・子ども支援 子ども部 -

・子供の医療費受給制度について
一度支払いをしてから振込というムダな作業の意味がわからない。（市から銀行への支払いがゼロな
わけではないですよね？）先日、Youを読んで、あまり利用してほしくないんだ、ということが分かり、
制度の意味のとらえ方が市民と行政との間でズレがあるのを感じた。
・おむつ用のゴミ袋について
４年前に転居してまいりましたが、行政からの案内はいっさいなかった。赤ちゃんを抱いて転居の手
続きに来ているのに！

153 子育て・子ども支援 子ども部 子育て・福祉について
来年４月から、子供を保育園に入れようとしています。ですが、保育園になかなか入園できないとよく
聞きます。もっと保育園を増やすことできないのですか？

153 子育て・子ども支援 子ども部 保育園について 待機児童を減らしてほしい。

153 子育て・子ども支援 子ども部 子育てについて

今年４月より開始となった３人目プロジェクトにより、現在３人目が保育園に通っているのですが、対
象になりました。我が家は上２人はもう大きくて、保育園での保育料は全て払ってきました。同じ３人を
育てる中で同時期に保育園に在園している人には３人目無料で、そうではない人は多額の保育
料・・・とても不公平に思っていました。今回は乳児のみの対象であると聞いていますが、同じ３人を
子育てするには公平に３人目保育料については今後も幼児についても検討していただきたいです。
きっと、子供は欲しいけど、育児費用が心配で産めない家庭はたくさんあると思います。財政困難で
あることは分かりますが、まずは子供の数を増やし、又、名張で子育てをしやすい町としていくこと
が、財政難を打開する１つの手段ではないでしょうか。今回の３人目プロジェクトを通じてたくさんの
子供が産まれ明るく子供の声がいっぱい聞こえるような、そんな町になってくれればいいなあと願い
ます。

153 子育て・子ども支援 子ども部 - 子育てについて待機児童を無くしたり、子育てに優しい市になれば嬉しい。

153 子育て・子ども支援 子ども部
子供たちに対する支
援

子育てにかかる費用がやはり生活を圧迫すると思うので、少子化の流れは否めない。少子化対策に
は、子育て支援をして頂けたらと子供を持つ親として考えるようになった。



施策別自由意見内容（問23）

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 子ども部 子育て支援

以前に比べると、子育て環境がよくなっていると感じるが、名張市特有の経済的（例えば、第３子以
降は、児童手当以外に何らかの支援があるとか。母子家庭、父子家庭、所得がいくら未満であれば
これだけの手当てが支給されますなど）支援を充実させてほしい。
少子化対策として取り組んでいる地域もあるようなので、そうした地域に倣って検討してほしい。そう
するともっと子供を産み育てやすい環境になるのではないかと思う。

153 子育て・子ども支援 子ども部 子育てについて 保育園に子供を預かってもらえないので仕事が探せない。

153 子育て・子ども支援 子ども部 子育てについて

娘が懐妊し名張市で母子手帳を交付してもらいました。私自身の母親学級と同じ保健センターでし
た。初冬でしたが出入り口の寒いロビーでした。親の私でも床のPタイルから足が冷えてきました。見
せてもらったビデオはとても古い内容で、NHKを録画したもののようでした。時代も昭和のもので内容
もひと昔前のものでした。つわりが強い娘にはその時間がかわいそうなものと思いました。赤ちゃんの
実物大の人形が置いてくれてあり、とても良いものなのですが0ヵ月～１０ヵ月まですべてが揃ってお
りませんでした。ビデオもお人形も財政難で少しずつしか揃えられないとのことでした。初期の妊婦は
流産しやすいものです。懐妊から子育てが始まっているとおもいます。
長雨が続き２才になった孫が外で遊べなくてグズるので屋内を開放されているいる無料の施設を探
しました。桔梗が丘の「かがやき」を利用させていただきました。とてもよい施設でした。桔梗が丘にし
かないのが残念です。マイカーがないと利用できにくい施設ですので同じような施設、もしくは開放
園があればと思いました。
百合が丘の子ども支援センターに問い合わすと、一般開放はしていないとのことでした。前の市民セ
ンターにもそのような場所がなく残念でした。

153 子育て・子ども支援 子ども部

幼稚園・保育所・高校
の廃止、統合化。市民
病院の先生のスキル
アップ等

桔梗が丘幼稚園廃止－公から私立、親の負担増おかしい！！
桔梗が丘高校廃止－耐久性ばかり考えて利便性考えてない。百合が丘は不便、通学も大変。

153 子育て・子ども支援 子ども部
子育て支援と雇用の
場の確保、充実。コミュ
ニティ活動について

私たちの多くの方の基本は子育て支援体制と雇用の場の確保・充実かと思っている。私たち、定年
退職者はいずれいなくなる。長く名張市が発展するには、子育て支援と雇用の場の確保・充実がな
ければ若い世代の定着を図る事が出来ない。名張で育った子供達は都会に流出し、名張市の人口
減少になっている。

153 子育て・子ども支援 子ども部 子育て支援について

子育て支援は妊娠・出産から始まり、子育ての為にかかる支出を補う為に、女性が働きに出ると考え
ているのですが、まず、不妊治療をしなければ子を持てないという件数が増えており、名張市に助成
制度はあっても期待できる治療を受ける事が難しく、遠方への通院が当然になってしまい、通院する
ための時間の確保がとても大変です。そうなると、お金もプラスで必要になり、”もういいや”とあきらめ
てしまう結果になっている人も多いのではないでしょうか？（働きながらとなると更に大変）
そしてうまく子を持てたとしても、働きながらの子育ては、もう少し保育所の時間を助けていただきたい
です。
サービス業となると、帰宅は8時は当たり前くらいの今日ではないでしょうか？公務員の方は定時が5
時代ですが、そうでないところが多いのが現状で、だからといって父親１人の稼ぎでは子どもを２人、
3人持つゆとりは出来ません。小学校に上がると学童があるとはいえ、また働きが難しくなってきます。
法はあれど、小企業ではなかなか法を利用することができません。
子どもを増やす（出生率を上げる）必要が無いなら、今の子育て支援でもいいのかもしれませんが、
それ以上を求めるのであれば、妊娠前からの支援が必要と考えます。
高齢化で施設や介護システムの強化も必要とは思いますが、それにより若者が都会へ行ってしまう
原因の１つになるのではないでしょうか？（あくまで個人的な意見です）

153 子育て・子ども支援 子ども部 - 小学生の間の子ども医療費受給に助かっています。中学生でも継続して欲しい。

153 子育て・子ども支援 子ども部 -
消滅可能性都市に選ばれた通り、子どもが少なく高齢社会になっていくのを打開して欲しいです。子
どもを預けられる施設、遊ぶ施設。また県境ということもあり、学力が低い傾向があるので、教育に力
を入れる等、子どもを産んで育てたいと思えるような街づくりをして欲しいです。

153 子育て・子ども支援 子ども部 子供・子育て

子供・子育てのために保育所や幼稚園などの充実させるための話を聞くが、子供を育てる親に対す
る支援も重要と考える。
働く所が無いため、大阪などに勤務し帰が遅く子供が遅くまで預けられる。子供が成長して就職先が
無いため他府県に行き別居となる。町が年寄りばかりとなり活性されない。
若者が住む町!!他府県から名張に移り住む魅力ある町づくり!!子供を育てやすい町づくり!!
行政・市民が一緒になって町づくり!!

153 子育て・子ども支援 子ども部 医療体制 各、保育園にAEDを設置してほしい。危険です。

154 社会保障 健康福祉部
あと10年くらいたったら
老人になり住みにくく
なるのではないか

年金が不安

154 社会保障 健康福祉部
祖母や母が亡くなった
その先はどうなることや
ら？

築約45年の家に住んでいますが、天井や床が抜けてきていて大変ですが、買い替えや建て替えが
できない家庭環境の中で私の代になった時、アパートを借りるにしても保証人がいるし、保証人どこ
ろか家賃が払えないし、本当にどうなることやらです。

154 社会保障 健康福祉部 福祉、介護について
年齢支給年令も上がり、金額も下がりぎみ。年金の担い手である子どもの減少。不安材料ばかり思い
つきます。子供からお年寄りまで、健康を保ちつつ、老後のお金の心配をすることなく暮らせる未来
であってほしいと思います。

154 社会保障 健康福祉部 国民年金、税金
今払っている国民年金はちゃんともらえるのか、年をとると年金生活出来るのか。
税金を安くしてほしい、津市みたいに税金を安くしてもらいたい。

154 社会保障 健康福祉部
介護、福祉対策が十
分でなく将来が不安

介護保険等負担は増える一方で、見返り、恩恵は期待出来ない。

154 社会保障 健康福祉部 年金について
一人生活の為、年金生活になる為、支給額のみでの生活は出来ない。７０歳でも雇用してくれる職
場はあるのか？



施策別自由意見内容（問23）

施策
コード

施策 部局名 件名 具体的な内容

154 社会保障 健康福祉部
医療と介護福祉につ
いて、議会活動につい
て

私は80才近い年令で、頑張って生きていて、介護施設とは今のところお世話になっていませんが、
介護保険料を払っていますが、努力して健康に留意して一生懸命生きています。が、この先老人
ホームや介護施設にお世話になれるのか不安でいます。
国と連携して（私共の気持ちを伝えてほしいと）、介護福祉について充実してほしいと願っています。
尚、ついでに介護保険料を支払っていて、高令者にあって健康に注意して頑張っている人達に対し
て、生命保険料のように割引（少しでも）したり、還元したりしてはどうかと思います。

154 社会保障 健康福祉部 介護料として 年金からの引きおとし料金が高いのでは・・・これから住みにくくなると思い老後の心配があります。

154 社会保障 健康福祉部 介護保険について 年齢動向等による必要性は理解（保険料の下方修正の検討等は）

154 社会保障 健康福祉部 - 将来の年金はどうなるのか

154 社会保障 健康福祉部 生活保護受給

受給者さんが、本当はお仕事できる方であったりするにもかかわらず、就職先がなかったりでお仕事
されていなかったりすることを多々見かけます。第三者から見れば、不正受給ととられかねない状況
を、ケアワーカーさんたちが、キッチリ見極めて、正しく制度を利用すべきだと思います。私自身が働
く職場にも保護受給者（障害有りの方）が、できるお仕事等ありますか？　と、問い合わせを頂いたり
して、少し嬉しく思います。
生活保護は、自立支援の為の制度だと思うので、「本当に保護が必要なのか？」「現在受給されてい
る方は、本当に満額の受給でないといけないのか？」等、きっちりして頂きたいと思います。受給者面
談の前に、Telでの在宅確認してる様では、本当の受給者の状況は見えないかと思います。

154 社会保障 健康福祉部
年金が少なくなり老後
の生活の不安

年金額が減額されていき、将来生活できるかどうか

154 社会保障 健康福祉部 -
年金は引き下げられ、消費税、介護保険が上がります。
生活をするうえに不安を感じております。
また、年金に応じた介護施設もなく大変不安です。

154 社会保障 健康福祉部 生活保護について
本当に困っている人は助けなければならない。安易な気持ちで生活保護を受けようとする人が見受
けられる。
簡単に離婚する原因にもなっているのではないか？

154 社会保障 健康福祉部 -
物価が上がり、年金が下がっており、生活が苦しくなってます。病気になっても病院も治療費も上がり
迷っております。
これからは病院にもいけません！

155 雇用 産業部
高齢化問題・雇用問
題

高齢化社会を迎えるにあたり、年金が期待できない中で老後も自立して暮らしていけるのか不安で
す。福祉の充実は大切だと思いますが、それよりも老後も働ける環境を整えてもらうことが重要だと思
います。
また、労働環境の充実により、若い世代が名張に残り、市外からの流入が増加し、エネルギー溢れる
名張を取り戻せると思います。あと、労働力の確保にしても観光客の確保にしても、外国人がキー
ワードになりつつあるので、市として受け入れる準備を進めてもらいたいです。

155 雇用 産業部 働くところが少ない 若い人が働く場所がない

155 雇用 産業部
各企業による正社員
の確保

名張市内には各企業がありますが、なかなか正社員になる事ができず、派遣社員のまま何年も働い
ている人がいたり、大阪や名古屋へと転職をする人も居ます。何よりも次世代の人々が安心して生活
を定住させられる名張市になって欲しいと思います。

155 雇用 産業部

60才以上になって、年
金はまだもらえないの
に働くところがあまりな
い

まだ60才にはなっていませんが、主人も私も老後の生活がとても不安です。働くところの確保をした
いということと、もし病気になってもお金がある人だけ助けてもらえるというのはとてもつらいです。
60才以上の働くところを、どんどん増やしてほしいのと、病気やケガをしたとき、お金がなくても助けて
もらえるようにお願いしたいです。

155 雇用 産業部 -
主婦ですが、やはり共働きでないと将来生活していくのに、老後なども考えると少し不安です。主婦
の人でも働きやすい場を数多く提供して頂ければと思います。

155 雇用 産業部
人材育成や雇用を促
進する取組について

ハローワークが伊賀まで行かないと、申請等が出来ず迷いました。また、ステップアップやスキルアッ
プのための講座は市外に行かないと受けられず、種類も限られていると感じました。

155 雇用 産業部 １０年後の名張市

・製造業。物流センターの縮小や店等の廃業等が目の前の現実となり、既に名張市は魅力がシュリ
ンクに向かっている。
・企業の誘致が現在手つかずでいれば１０年後の姿は見えないのでは？
・地域の子供達が正社員として地元で雇用されなければ一世代住居ばかりとなり空家の増大、ゴー
ストタウン化が２０年も経たず現実となる。

155 雇用 産業部 -
若者が都会に行って帰って来ないので、定着できるよう活気のある町作りをしたい。雇用を増やせた
らいい。

155 雇用 産業部
名張市に少ないものと
切実な願い

名張市の職情報が少ない。

155 雇用 産業部
もっと働きやすい職場
案内などをしてほしい

-

155 雇用 産業部
商業施設の誘致から
の雇用促進希望

名張でのパートや就職する職場が少ない。大型商業施設等誘致を希望します。

155 雇用 産業部 -
大阪からのベットタウンとして名張に移り住んだ方々の高齢化に伴い税収減となり福祉や行政サービ
スが充実していけるのか心配です。
市としては若者の働く場をもっと多く作ってもらいたいです。

155 雇用 産業部
日々疑問に思っている
事柄

同じ三重県下での賃金の差がかなりあるように思う。

155 雇用 産業部
子育て支援と雇用の
場の確保、充実。コミュ
ニティ活動について

私たちの多くの方の基本は子育て支援体制と雇用の場の確保・充実かと思っている。私たち、定年
退職者はいずれいなくなる。長く名張市が発展するには、子育て支援と雇用の場の確保・充実がな
ければ若い世代の定着を図る事が出来ない。名張で育った子供達は都会に流出し、名張市の人口
減少になっている。



施策別自由意見内容（問23）

施策
コード

施策 部局名 件名 具体的な内容

155 雇用 産業部
医療環境に不安を感
じる、就業の安定

-

155 雇用 産業部 働く環境 仕事をするにあたって、魅力的なものがあまりない。

211 環境保全 生活環境部 動物（ペット）
公のドッグランを作って欲しい。
地域猫の取り組みをしてほしい。
保護動物の殺処分をしなくてよくなるよう譲渡会等広く進めてほしい。

211 環境保全 生活環境部 清流名張川

名張には中心に川が有ります。昔は清流で、エビ、ウナギ、フナ、八ツ目ウナギ、ホタル、アユ等清流
でしか見られない生き物が多く居ましたが、ダムが出来、川の上流に団地が出来、最近では川一面
にあおさが生え、他県よりアユ釣りに来た人が日本一きたない川だと云っています。何とかして、名張
川を大事にしてほしいのです。

211 環境保全 生活環境部 森林を大切に！ 開発ばかりで森林が減ってるように思うので、もっと残してほしい！

211 環境保全 生活環境部
すべての人に優しい
町作りを!!

例えば、今やペットは家族の一員です。一度飼った動物は最後まで飼う規約を作り、捨てる人には
罰金を支払う様にすれば野良猫も減っていくと思います。

211 環境保全 生活環境部 - 広い範囲で山を崩し太陽光パネル設置しているが自然環境破壊に思える

211 環境保全 生活環境部 -
百合が丘へ登る坂への木の伐採
市内を流れる川への汚染（小さな小川を含む）
ホタルが生息できる環境の保全

211 環境保全 生活環境部 緑地帯
幹線道路での、樹木伐採の後工程に、トラック、パッカー車がいて処理はきれいですが、幹線道路か
ら外れた場所では、緑地帯に放置されており、見苦しく、ゴミの不法投棄の恐れがあります。

211 環境保全 生活環境部 街路樹について
秋になると落葉の掃除に困っています。市の物なので掃除に来てもらたいです。毎日風が吹く度、バ
スが通る度に落ちてきて庭にまで入ってきます。ボランティア袋もこちらから取りに行くのではなく、該
当する家には配ってほしいです。年配の方も多く、そうじが負担になっています。

211 環境保全 生活環境部 -
桔梗が丘駅前（西側）にある「桔梗西コミュニティー」（正しい名ではないと思います）が駅前にもかか
わらず、草が伸び放題で景観的にも防犯上も問題がある様に思います。使っている様子は全くありま
せん。市が管理しているかは不明ですが、せめて除草だけでもしていただけたらと思います。

211 環境保全 生活環境部 - 最近山や森の破壊があるが、土地の所有者も大変ですが、自然を残してほしい！！

212 自然環境 産業部 日常感じている希望
休耕地に花（ひまわりなど）を植えて迷路にしたり、夏休みにかぶと虫を戦わせたり、相撲大会など、
もっと市内外に発信できるイベントを考えてほしい。

221 省資源・省エネルギー 生活環境部 地球温暖化について

最近コンビニエンスストアが多すぎるほど新しく建てられました。
コンビニエンスストアや自動販売機などは深夜も多くの二酸化炭素を排出します。又、賞味期限切れ
の食糧が山のように捨てられているのを見たことがあります。日本では年間５５００万トンの食糧を輸
入しながら、1800万トンの食糧が捨てられ、内1000万トンは家庭からのもののようです。これは途上国
の5000万人分の年間の食糧に匹敵するそうです。日本は食糧の半分以上を輸入しながら世界一の
残飯大国と知りました。又この地球温暖化の原因の一つに、肉食の習慣があるといいます。この食肉
の増え続ける需要に対して家畜の餌となる穀物飼料を生産するため、そして家畜の放牧のために伐
採される森林は地球の表面積の30%です。
世界の熱帯雨林は1秒間にサッカーコート２コート分が消失しています。又牛などの反芻動物からは
げっぷとしてＣＯ２の23倍もの温室効果のメタンガスが一日500 吐き出され総出量は1日東京ドーム
1250個にもなりCo2排出量は全体の18%になります。その他肉食による温室ガスの量は地球全体の５
１％を占めています。今地球上で子どもは5秒に一人１年間で１５００万人の人が飢餓で死亡していま
す。食糧不足の原因の大きな１つに世界の穀物の生産量の約1/3が家畜などの飼料として用いられ
ています。
牛や魚を早く太らせるため本来の食べ物でない穀物飼料を与えています。牛の体重1キロ増やすに
は7キロの穀物が必要です。豚には4キロ、鶏は2キロ、大型の魚は1.8キロです。アフリカなどではトウ
モロコシが主食ですが、1/3が家畜の飼料として用いられるため十分手に入りません。言い換えれば
肉を食べるという行為は貧しい国の人々の食糧を奪う事だと知りました。1/3がそれらの人々の食糧
になれば世界の飢餓の問題は解決でき、人の生命を大切にして日本の歴史を誇れると思います。

221 省資源・省エネルギー 生活環境部

再生可能エネルギー
（自然エネルギー）に
よるまちおこし－都市
生活のエネルギーを
自前で！

名張市は自然環境は比較的豊かであるが十分とまでは云えない。しかし市を挙げて自然エネル
ギーの活用に取り組めば市の活性化に貢献できるレベルには存在する。
①森林－計画的に造林すればバイオ発電の計画は可能である。
②小水力－水利権問題がうまくいけば、潅がい用水なども含め電力化は可能
③太陽光－市民の意欲を高めれば、住宅の屋根含め使用電力の相当部分は補える
要は市が積極的にかかわり、推進の姿勢を明確にする。そして市費を投入してもすすめ、環境とエ
ネルギーの都市のイメージを創り出すことである。
国の施策の枠内で無難な行政をでなく、市の積極姿勢で外から見ても共感できる都市を創り出す。
環境・エネルギー問題は原発を無くす条件づくりとしても世界の流れに沿っていると思う。

222 ごみの減量化とリサイクル 生活環境部 ごみの出し方 伊賀市とごみの分別の仕方が異なるのははぜか？

222 ごみの減量化とリサイクル 生活環境部
ホームページの情報
について

ごみ収集について、配付場所で配付されていない。（４月又は９月時点で）事実と異なる情報は公開
しないでほしい。

222 ごみの減量化とリサイクル 生活環境部 -
問6(8)他の市町村では、生ゴミとプラは一緒になっている。そうすることでゴミ出しも楽になるし収集も
もっと良くなるのでは？（資源のプラは別です）

222 ごみの減量化とリサイクル 生活環境部
他地域に比べゴミ袋が
高い。

-

222 ごみの減量化とリサイクル 生活環境部 ゴミ袋 有料は良いと思うが、もう少し値段を考えてほしい。

222 ごみの減量化とリサイクル 生活環境部
日々疑問に思っている
事柄

伊賀市と同じ焼却場を使っているのに、ゴミ袋代が高い。



施策別自由意見内容（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 生活環境部
ごみの収集、ごみ出
し。病院、市報等の情
報

ごみ収集回数は適切なのか？業者任せで収集日を決めているのではありませんか。
ゴミ袋が名張市は高額です。
桔梗が丘は戸別収集で土地を購入しているのに、財政等でしてもらえなくなったので固定資産税を
引き下げないといけないのでは。

222 ごみの減量化とリサイクル 生活環境部
紙おむつ専用ごみ袋
について

①ペットのトイレシート用に使っている家庭がある。
②学校のごみの学習時間の時に、友人が「ピンクのゴミ袋にオムツや他のゴミも入れて捨てている。
黄色のゴミ袋は使っていない」と言っていたと、子供から聞いた。
配付する時に保険証等で該当者が確かにいるのかをしっかり確認すると共に、利用者への利用規
則をきっちり伝える等してほしい。

231 農村環境整備 産業部 不必要な公共工事 交通量の希少な山道及び農道の拡張工事（八幡、薦生）

231 農村環境整備 産業部 -

個人的には随分前から少しずつ取組んでいるのですが、名張の農産物を使って何かできないか
と・・・ぶどう、いちご、なばな、など・・・
今、日本では軽井沢が有名なのですが、「ルバーブ」最近随分話題になってきてます。いわゆる”か
らだにいい”野菜なので、地元の方にお願いして作ってもらって5年以上いいものが収穫できるように
なってきました。利用方法はケーキ等いろいろありますが、今はジャムを作ってます。もう少し拡大で
きたらとは思うのですが、体との相談です。

231 農村環境整備 産業部
農家等を荒らす、サ
ル・イノシシ・シカなど
の対応について

サル、イノシシ、シカなどによる被害は大変なことだと思えます。どうか、これらの動物に対する対応を
行政として考え対応すべきと考えます。よく動物愛護と云われますが、これは全く違います。この対応
は市が考えるべきで個人が対応を考え行ったりしたら、問題が発生してやりにくくなると思います。
以上、よろしくお願いします。

231 農村環境整備 産業部 環境
わが家は山の上にあり、周りは杉の山がほぼで餌のなくなった鹿や猿や猪とまるで動物園みたいで
す。猿も増えていると思うのに、市は何をしてくれているのかと近くの団地にも現れ道を横切る姿を見
ると、もし子供達に何かあればとヒヤヒヤものです。その様なことも考えてもらいたいと思うのですが。

231 農村環境整備 産業部 農林業について 後継者が少なく後何年かで農業、林業はなくなってしまう。

231 農村環境整備 産業部
農業家庭の後継者問
題について

私の実家は農業をしているが私自身、将来後を継ぐ事は考えていない。私と同じ考えを持つ人は他
にもいると思う。仮に将来気が変わって後を継げば何の問題も無いが、現時点で後継者のいない家
庭もあるであろうし、全ての農業をしている家庭において、永遠に続くテーマではないでしょうか

231 農村環境整備 産業部 村の今後について 一段と過疎化が進む中で、農地をどうするのか獣害をどうするのか。

231 農村環境整備 産業部
①猪・鹿対策（相談
先）②ゴミ回収等の対
策

-

311 土地利用 都市整備部 土地活用

＜土地活用＞先見性のある都市開発（企業誘致、観光開発）を行っていくと共に、空家等の土地活
用を有効にしないと、将来の税収はかなり厳しい。
”観光資源を探す”のではなく、”田舎風景”をそのまま生かした観光も今後必ず見直されると思いま
す。

312 都市環境 都市整備部 並木道について

市が管理しているときは美しい道でしたが地域の責任ではありますが、刈りこみすぎて場所によって
は（桔梗が丘）ケヤキが棒のようになってグロテスクでもあり、樹が可哀想で幽霊と評した人も居まし
た。
名張市は素晴らしい自然があるのに、住宅地は自分勝手に木を切ったりしているのかしらと不思議
です。
市全体のイメージが関係してくると思うので、並木を大切にするキャンペーンでもあればと思います。
地域で考えることも大切ですが、全体の調和も大切ではないかと思います。
素敵な街は並木が美しいですね。樹木医の方にアドバイスいただければと思います。

312 都市環境 都市整備部 若い世代の意見
もっと遊ぶ所がほしい。
ボーリングかカラオケか漫画喫茶ぐらいしかない。

312 都市環境 都市整備部
商業・娯楽施設につい
て

街灯が少ない。暗い。

312 都市環境 都市整備部 -

今は、８８才の義母の通院や買い物の手助けができていますが、あと１５年先の自身のことを考えま
すと不安です。
近くの個人商店は、ほぼ廃業してしまって、日々の買い物も不便な現実です。
小さなエリアでも生活できる町づくりをお願いしたいです。
大切に育てていかなければいけない物、守らなければいけない物は、私達市民が利用し、購入する
ことで良い結果がでてくると思います。

312 都市環境 都市整備部
街灯が少ない、特にア
マノの裏の道

-

312 都市環境 都市整備部 -

行政に望む事
名張に転宅し二十五年が過ぎましたが、人口は増えたと思いますが、名張駅はいつまでたっても綺
麗になっていない。伊勢に行く人も多くなっていると思いますが、これは市の問題と関係なく近鉄だ
けの問題ですか。私には良く分かりませんが美しい名張駅になってもらいたいです。名張駅西方向
の山に春は桜、秋には紅葉が見られたら最高なのにと思うのは私だけかも知れませんが！

313 市街地整備 都市整備部 駅周辺について
もっと、名張駅の周りを活動的にして欲しい。「名張の湯」周辺は少し良くなりましたが、駅前にお寺
が多いのはあまり良くないです。カフェテリアや川を生かしtおしゃれな街にして欲しい。皆が。楽しめ
る町づくりをして欲しい。

313 市街地整備 都市整備部 都市開発
＜都市開発＞名張駅周辺とは言え、希央台への一極集中の都市開発では３０数年前の桔梗が丘エ
リア（R165沿い）同様、人口減少に伴う老廃地区に陥る。名張市は”ベッドタウン”故に、空家の増加
も今後見込まれ、老人介護施設ばかり建設し、最悪な方向へ向かっている。



施策別自由意見内容（問23）

施策
コード

施策 部局名 件名 具体的な内容

313 市街地整備 都市整備部 -
希央台などには、チェーン店ばかりで魅力的なまちづくりがなされているとは言えない。より文化的な
環境づくりをしてほしかった（問10に関わって）

313 市街地整備 都市整備部
名張既成市街地の活
性化について

旧町内は、活性化どころか言葉のみ先行するも何等停滞したまま、さびれるばかり。せめて初瀬街道
道筋に至る、新町、本町、上本町、中町、柳町、東町だけでも何か手を打って他から来た人々を迎え
られるような街作りが出来ないものか。空家、家地商店の集合不足など問題は充分市の方がつかん
でいるのだろうが、何の手の打ちようがないのか。
さびれていくばかり死体の旧町何とかならないのか常々、心配しています。

313 市街地整備 都市整備部 -
希央台を名張市の中心にすると言っていたが、あまりというか思ったほど発展せず、イマイチ何をした
いのか分からない。

314 水と緑のまちづくり 都市整備部 公園が少ない

名張川をもっと親しみある河川へ。遊歩道をつくるとか、誰もが無料で気軽に使えるグランドや広場、
バーベキューができる等。せっかく川があるのに遊べないなんてもったいない。遊んでいる人を見か
けない街には活気がない。藤堂邸にしろ、赤目にしろ、夏見にしろ、そこへ行くまで道中楽しくない、
何もない。バスが高い、電車も高い。人に遊びに来てもらいにくい。

314 水と緑のまちづくり 都市整備部
青蓮寺湖の公園につ
いて

先日、気候も良く風が気持ちよかったので青蓮寺にドライブし、以前、子供達とよく遊びに行った懐
かしい公園に行ってみると、すべり台やその他が撤去されていてさびしい思いをしました。新たに整
備して居心地の良い空間を作っていただけると嬉しいです。

314 水と緑のまちづくり 都市整備部 -
桔梗が丘地域に大きな公園がほしい。子どもが遊べる遊具があり、大人が散歩できる道もあり、植物
も生い茂るような場所がほしい。

314 水と緑のまちづくり 都市整備部
かぶちゃ公園（鴻之
台）

かぼちゃ公園の端に、水をためるような感じのがありますが、夏場でも一切水が入ることもなく、一体
何のために作ったんですか？平日、休日でも子供達が良く遊ぶ場所です。これから暑くなってくるの
で、せっかく水遊びが出来る様に作ってるのに、意味がないと思います。使わないのならムダ金です
よね。作ったのなら、きちんと管理してほしいです。夏場だけでも水がたまる様にしてもらえないんで
すか？

314 水と緑のまちづくり 都市整備部 -
バーベキューなどができる場所を増やして欲しい（県外から来れる様な）
フィールドアスレチックを作って欲しい

314 水と緑のまちづくり 都市整備部 -
・公園の整備について
まず市内に公園が少ない。あっても遊ばせたくない。なぜなら、どこの公園もだいたい草ボーボー。
植え込みも伸び放題。遊具は何年モノ？

314 水と緑のまちづくり 都市整備部
子供の遊び場につい
て

原出付近に公園らしきものが有りません。
旧市街地にも、もっとそういった場所を確保して欲しいです。

314 水と緑のまちづくり 都市整備部
日々疑問に思っている
事柄

住宅にある山の管理をしてほしい。

314 水と緑のまちづくり 都市整備部 公園が少ない
他府県ではどこに行っても人が自然に集まれる公園がいっぱいある。せっかく素晴らしい自然がいっ
ぱいなのに、少し手を入れていつでも散歩できる公園を作ってほしい。

321 防災
企画財政部危
機管理担当

国家組織と地方自治
の意見交換の一コマ
は今後強く望まれるよ
うにしたい

以前亀井市長から防災協力市（和歌山県橋本市）とお聞きしていますが、定期的なかかわりについ
てお話をもっと聞きたく思います。

321 防災
企画財政部危
機管理担当

防災と直売所
直売所には新鮮な食材が多く出荷されます。それを利用する形での防災設備体制が全国的に整え
られています。直売所の上にヘリポート、駐車場は物資のわける場所にと考えられてます。
大きな直売所という新鮮な食品を常にストックできる場を防災の一案として考えてみて下さい。

321 防災
企画財政部危
機管理担当

- 災害時の避難経路等をもっと周知するべき。

321 防災
企画財政部危
機管理担当

道路、歩道、今後予想
される震災害等につい
て

震災害等について・・・いつかは分からないが必ず来ると言われている大地震。そして、色々な災害。
かけがえのない命を少しでも、１つでも守る為に、一般市民が一般市民を守る、助ける、協力できる
等を前提に、一般市民向けの救命講習会及び応急手当普及員の講習会の回数を増やして欲しい。

322 消防・救急 消防本部 救急体制
急病は勿論、火事になった時にも救急車や消防車がひと昔より、到着するのが遅い！！高齢化が
進む中、不安で仕方がありません。

322 消防・救急 消防本部 - 救急車は名張市立病院の専有にしてほしい。

322 消防・救急 消防本部
救急救助体制につい
て

救急車の数が少ないと聞いています。万一の場合のことを考えるとすごく不安になります。

323 防犯
企画財政部危
機管理担当

水道料金が高い 赤目町に防犯カメラの設置を数個所設けて欲しい。

323 防犯
企画財政部危
機管理担当

道路

小、中、高学生の通学路に使う道に、街灯をもう少し増加したほうが良いと思う。特に、赤目小学校か
らすみれが丘に行く道中。道が狭くて危険なので、広くするために道路工事は大切だと思うのです
が、中学校の生徒と登校時間がかぶるため、片方走行になると不便なので、工事の期間を短くしても
らいたい。（すみれが丘から百合が丘まで）工事の信号を守らない中学生が多いので、中学校の方
にも連絡していただいて呼びかけてほしい。

323 防犯
企画財政部危
機管理担当

防犯、医療体制 街灯が暗く、危険である。もっと増やして欲しい

331 下水道等 上下水道部 汚水処理について 汚水処理施設の市への移管に関わって、多額の分担金の負担が発生するのは大変不満である。

331 下水道等 上下水道部 下水道
下水道料金が高すぎ。また、使用量に関わらず定額。名張市に移管される時に多額のお金を徴収さ
れそう。



施策別自由意見内容（問23）

施策
コード

施策 部局名 件名 具体的な内容

331 下水道等 上下水道部
上下水道整備につい
て

今、下水の整備が進められていますが、住宅地などは名張市への移管を進めていて、その際の自己
負担金が坪数で決められるとのことでした。坪数で算出する事に何の根拠があるか理解できません。
説明では一律で決まっているとの事でしたが、果たしてこの決まり事は正しいのでしょうか？一度しっ
かり考えたうえで説明、改善して欲しいです。

331 下水道等 上下水道部 水道料金について 下水処理代と水道代がとても高く、家計への負担が大きい。

331 下水道等 上下水道部
幹線道路の早期整備
と宅地内下水の整備、
交通マナーの悪さ

公共下水の整備が進んでいる所、宅地内の下水不備が目につき、汚水のタレ流しが河川を汚す。
新興宅地もリニューアルが必要になっている所で、高い石積裏の沈下や、下水清掃不備で泥水がタ
レ流しが見られます。個人で注意も近所のため出来ず、行政指導でお願いしたい。

331 下水道等 上下水道部
下水道料金の決め方
について

以前住んでいた市では、下水道料金は、その家庭で使用した上水道料金の水量に比例していた。
家族の多い家庭と少ない家庭では、使う上水道量も違っている訳で、処理量もそれに伴うものです。
名張にきて、その不公平を感じ、納得しがたいものです。

331 下水道等 上下水道部
下水道の整備が一番
遅れている地域に住
んでいる。

農業用水と生活用水が一緒に流れている地域で生活をしているが、早く、衛生的にも安心できる環
境を確立してほしい。生活用水の中に汚水が混入し、米づくりにも影響している現状が有る。

331 下水道等 上下水道部 - 汚水処理のことはあまり納得がいかない。

332 上水道 上下水道部 水道料金が高い -

332 上水道 上下水道部 水道料金の値上げ なぜ水道料金を上げるのか分からない

332 上水道 上下水道部 - 水道の水を沸かすと白い物がただよっている

332 上水道 上下水道部
市の水道サービスに
ついて

自分の家ののむ水道の質を調べてほしいとお願いにいったが個人の家は調べていませんと断られ
残念に思います。
（水道管が壊れて直してもらったが、その後水質について不安がある）

332 上水道 上下水道部
ご使用水量のお知ら
せの件

項目が小さく見にくいのでもっと分かりやすい字、誰が見ても分かりやすい字の検討改善をお願いし
ます。
例）電気料金の明細のように見やすくしてください。高齢者が多い社会に成って来ますので、よろしく
お願いします。

333 住宅・住環境 都市整備部 空家 空家が多くなり、少し不用心だと思う。空家を利用して地域活動などに提供したらよいと思う。

333 住宅・住環境 都市整備部
税額、行政サービス、
公共料金

住環境→生涯住み続けられる為に不足している事を考えて対策を。一時居住者より定住者をふや
す対策を。

333 住宅・住環境 都市整備部 街の活性化について
近所に古民家を利用した店が三軒程出来ました。良い事だと思います。今、空家も少しずつ変わっ
てきている様に思います。市の方でも、何かこういう事に応援してもらえるシステムが出来たら良いな
と思います。

333 住宅・住環境 都市整備部 電気料金の適正化
中部電力の基本料金の設定方法には疑問と不満があります。電気のブレーカーのスイッチ数で料
金が決まるというものです。高齢者世帯ではあまり電気は使わないのに、月支払額は高額。市から中
部電力に働きかけるとともに、競合する電気会社の誘致を進めて下さい。

333 住宅・住環境 都市整備部
10年後の生活の有り
方

住居。出来る事なら生涯住み続けたいと思っていますが、不安に思っております。

333 住宅・住環境 都市整備部 土地利用について
土地活用とは異なりますが、近年空家の増加が目立ちます。固定資産税とのからみも有り、壊れる寸
前の家がよく見かけられます。何か良い活用方法はないのでしょうか。地権者との話し合いも有るか
と思いますが、地域に合った取り組み方を考えていただきたいです。

333 住宅・住環境 都市整備部 空家の件
・住民の高齢化に伴い、各市町村で抱えていることと存じますが、空家の取扱いが気掛かりです。
・最近周りで若い世帯が少し増えて喜んでいますが、魅力ある住宅地として認識されるように、今まで
以上に取り組んで下さるよう願っております。

333 住宅・住環境 都市整備部
空家対策についてと、
健康維持のために

名張市は多くの住宅地が有ります。バブルと言われた時代には、たくさんの住宅地や家庭数も増え、
活気のあった所が、今は、若い世代の減少に伴い、さびれてきている住宅地があります。次々に新し
い住宅地が増え、それは活気にもつながるので良いことであるかと思いますが、一方、空家が多くあ
る地域では治安面でも景観からみても、何とか活用できないものか・・・と思います。個人の物なの
で、難しいとは思いますが、何らかの形で利用できる方法はないものかな・・・と日頃思っています。

333 住宅・住環境 都市整備部 - ペットと住める物件を増やしてほしい。

333 住宅・住環境 都市整備部
心身共に元気で暮らし
ている高齢者に特典
を！！

選択肢の一つとして、旧市街地に健康な老人に住宅を提供して欲しい。介護の手を煩わさずに、自
分で考え行動できる生活を送りたい。

333 住宅・住環境 都市整備部 理想郷について

大型集中建造物がほしいです。
家があっても最終的には終の住処にはなりえず。車椅子あるいは老々介護に陥りやすいのが現状。
１Fはデイサービス、２F～４Fは介護士あるいは老人の住家。屋上には再生可能な電池パネルで電
気を起こし、電気を賄い、外は農業、室内にも水耕栽培でレタスや野菜を作り、生産販売を行う様な
ビルの建造物がほしいです。

333 住宅・住環境 都市整備部 古民家保存について
名張には沢山の古い建物がありますが、保存しながら快適に住めるように努力して行ければと思って
います。しかし、いつまでこのまま保存できるかと心配しています。まだ大学生ですので、名張に残れ
るとは限らないですので。

341 交通対策 都市整備部 交通手段について
名張は自家用車がないと生活が不便であるが、将来高齢になり、運転ができなくなった時を考えると
不安がある。
地域のコミュニティバス等あるのは知っているが、十分ではないような気がする。



施策別自由意見内容（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
あと10年くらいたったら
老人になり住みにくく
なるのではないか

車の運転、坂道が多い、子供と離れている。

341 交通対策 都市整備部 -

市内の公共施設等の道路における迷惑駐車
住宅地にある学校の登下校時による生徒の市バス利用について不満、一般住民がバスに乗れず大
変迷惑している。名張西高に統合されるそうだが、ますます市バス利用における不満がある。
今でも、やむなく乗車できず次のバスまで待つことがあります。

341 交通対策 都市整備部 -
車に乗らなければ買い物に行けなく不便です。
バス代がとても高くて困っています。

341 交通対策 都市整備部 交通の不便
車がないと動けない状況、公共交通機関も。行きたい場所に時間内に行けない場合が多い。
ものすごく早く行かなければならないか、遅いかで、時間の調整に困る。

341 交通対策 都市整備部
土日祭日のバスの時
間について

土・日祭日のバス（深夜）が22時で終了している為、せめて23時に１本でもあれば（毎回、タクシーを
利用せずに済む）のにと思います。以前は2本ありまして、この何年か前に2本ともなくなり不便です。
これから先、私たちの年代の人が７０才を過ぎが多くなり、車も廃車や運転されない方がおられると思
います。
土曜、日祭日も働いている方もおられる事も忘れないでほしいです。（乗られる方が少ない時は、ミニ
バスでもいいのでは）

341 交通対策 都市整備部
買い物バスの運行に
ついて

買い物するのに不便な弱者のために、市とお店がお金を出し合って細かい場所まで運行してほし
い。福祉バスの様に利用しやすくしてほしいです。

341 交通対策 都市整備部 日常感じている希望 路上駐車の取締まりの強化

341 交通対策 都市整備部 交通の便
車を運転できるうちはいいが、出来なくなると買い物、病院へ行くのも大変そう。年をとっても名張市
に住みつづけられるのか不安に感じる

341 交通対策 都市整備部 将来に向けての不安
既に後期高令者と呼ばれながらも現在はマイカー運転も出来て日常生活に支障はないが、いずれ
近いうちには身動きがままならぬ身となる。私の住む団地は急勾配で車イスの使用は無理。買物も
自力では出来ない状態となる。通院にも事欠くこととなる。昨今はこんなことばかりが頭の中に騒ぐ。

341 交通対策 都市整備部 ナッキー号について
買い物に利用したいので、もっと村の中まで通してほしいです。病院へ見舞いに行きたいけど、歩い
て行けるあたりまでお願いできないでしょうか？

341 交通対策 都市整備部 交通が不便で困ります

年令が高令になるにつれ荷物を持って歩けない、住宅にはバスが通っていない。
ナッキー号は駅まで歩いて乗っていますが、時間がかかりビバホームや上新電機方面に行く時など
名張駅（電車）から歩いています。近鉄で買い物してタクシーで帰りますが、年金者には大変です。
65才以上の者には割引券や1ヶ月のうち内何枚か補助金が出ればありがたいですが？
道路の木かげなどに休憩する椅子かベンチが所々あればありがたいですが、坂道は大変です。病
院へ行く時にもタクシーが割引になるようにしてほしい。

341 交通対策 都市整備部 医療と交通手段

百合が丘、梅が丘、つつじが丘等の団地について高齢化が進むと思いますが、通院や買い物の手
段である交通機関（バス）がどんどん本数が減っています。利用者が少ない事が原因でしょうが、高
齢に伴い自ら運転が困難になった時、将来の日常生活に不安があります。小型バス又は公営の福
祉タクシー等が有ればよいと思います。若い世代の方が流出しないよう働く場所が増えると良いと思
います。その場合自然環境保護の為、商業ベースで展開したほうが良い。医療に関して病院の件数
は多い割に深刻なケースは都市部まで出て受診される方が多いようです。長く住み続ける為に是非
医療の充実を望みます。

341 交通対策 都市整備部 交通の不便
バスで駅まで350円、往復で700円は高い。高齢になり、自家用車やバイクで買い物等行えなくなっ
た場合、年金生活でこの金額はきついのではないか。歩いた場合でも、今の状態で片道1時間弱か
かる。市営バスがあればいいと思う。

341 交通対策 都市整備部
交通の利便性や子供
の減少高齢者増加、
過疎化問題

私は車が運転できないため、自然と行動範囲が狭まります。バスなどもっと安く利用しやすく発達す
るとありがたいなと思います。またこの辺は車が無いと生活できにくいのも難点だと思います。年老い
ていく両親もいつまで車に乗れるか不安ですし、もっといろいろな施設をコンパクトにまとめた小コミュ
ニティ都市みたいに（埼玉？かどこかにまとまりのある都市？みたいのがあった気がしますが。テレビ
て見ていいなと思いました。）コンパクトでぎゅっと凝縮されていくといいなと思います。

341 交通対策 都市整備部 道路事情
・桔梗が丘（自宅）から駅（桔梗が丘）へ車で行く場合、信号が一定でなく赤から青になっても次の信
号が赤のままの場合が多い。
・路上注車が多い

341 交通対策 都市整備部
今は健康だが、夫婦
が病気になったらどう
しよう・・・

今のところ定期検査を受けているが、いつどんな病気になるかわからないし、出来るだけ病気になら
ない様に趣味を夫婦でいろんな事をしています。旅行に行ったりと楽しむようにしていますが、今猫
が２０年（人間で９６才）で夜中に起こされていて、不眠状態で、その猫が死去したらどうしようとか考え
たり・・・まあその時は、友達とか夫婦で旅行に行ったりとしようと思っています。なんとか家族みんな
が元気で健康にしていけたらいいなあと考えて毎日暮らしています。
名張市は車がないとバス代は高いし時間通りに来てくれないから歩くしかないし、近鉄電車しか通っ
てないから特急代が出るし、地域がシャッター通りでもっと若い人が働ける場所があればいいの
に・・・
武道交流館いきいきに行くのも車がある人はいいけど、ある人に頼むか歩いて行くしかないから・・・
市役所の横の建物に行くにもすごく不便です。

341 交通対策 都市整備部
三重交通バスについ
て

料金が高い・平気で時間に遅れる・お年寄りが多いのに段差が多い（これから高齢化なので）・両替
機（支払場所）が狭い

341 交通対策 都市整備部
交通の利便性向上に
ついて

私は１０年以上名張で過ごし、名張が大好きです。一方名古屋で働いていたことがあり、今は関西地
域で働いています。名古屋圏と大阪圏両方の影響を受け入れることができる名張だからこそ、より交
通の便を改善して両市に行き来しやすい環境を整えて欲しいです。



施策別自由意見内容（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
高齢化対策の具体的
推進

コミュニティバス等の利便性を拡大充実（利用料・範囲）

341 交通対策 都市整備部 市営バスの拡充
桔梗が丘からナッキー号を利用する際、駅まで行かないと乗れない。高齢者にとっては負担になりま
す。ルートのバリエーションを増やしていただきたいです。

341 交通対策 都市整備部 -
・近鉄電車と、バスの連絡（桔梗が丘駅東口）がうまくいってない。（電車から降りてくると、バスは出た
後）
・市内のコミュニティバスは、通勤・通学に利用しやすい時間にも運行してほしい。

341 交通対策 都市整備部 交通環境

現在、市内・外へは自分で車を運転して出かけますが、将来老後で車の運転ができなくなった時、
交通手段がないと病院への通院また市内への用事にも出かけられません。タクシー利用もあります
が、値段的に高く年金生活には負担も大きくなり、タクシーを何度も利用できないのでは・・・・
他地区には地元コミュニティバスや車が運行されていますが、赤目地域にも格安料金で利用できる
車があったら便利かと思います。高齢化社会の中、老人の方の事故も多くなっているのも、車がな
かったらどこへも出かけられないので、なかなか免許を返納できないと聞きます。
安心して生活できる環境が、もっと充実していたらいいと思います。

341 交通対策 都市整備部 （公）交通
バスは小型でも良いので、各団地を結ぶルートを作ってほしい。近くでありながら桔梗が丘に行くに
は？梅が丘に行くには？すずらん台に行くには？車がなければ大変です。一考をお願いします。

341 交通対策 都市整備部
将来に向けての不安、
魅力的なまちづくり

将来に向けての不安
・現在名張は車がないと身動きできない（買い物、ツイン、市役所への手続きなど）高齢者になると不
安でありどこも行けない。

341 交通対策 都市整備部
幹線道路の早期整備
と宅地内下水の整備、
交通マナーの悪さ

駅前の送迎自家用車の違法駐車が警察も見て見ない様で、横断歩道での通行も危険きわまりかね
る。

341 交通対策 都市整備部
鴻之台周辺の道路状
況について

鴻之台周辺に住んでいます。人も家も多いところだと思いますが、カーブミラーが圧倒的に少ないと
思います。又、路上駐車も多く、困っています。市や警察がもっと真剣に取り組んで貰いたい。これだ
け路上駐車がまかり通っている様だと駐車料金を払っているのがばからしくなるのでお願いします。

341 交通対策 都市整備部 - 市内循環の無料バス（シニア専用でも可）がほしい。

341 交通対策 都市整備部 - 市役所への交通の便が悪い。（最寄駅から３０分ごと位にして欲しい）

341 交通対策 都市整備部 交通が不便
今は車が運転できますが、出来なくなった時、タクシーしか利用出来ない。生活費が少なくなり、買
物が行きにくくなったりする。バスが多くなればよい。

341 交通対策 都市整備部 運転免許証について 免許証の返納後の交通手段の確保（他市での交通特典等について考慮）

341 交通対策 都市整備部 -
現在は60才台後半でまだ車を運転出来るが、近い将来車に乗れなくなると生活に不安がある。＜公
共交通機関の不備＞団地内での買い物も坂道が急であり、徒歩では無理となる。

341 交通対策 都市整備部
市内の公共交通機関
について

私の名張市への不満の根元はこれにつきる。家庭内での日常的生活はほぼ支障がないが下記の不
備が家庭外での活動を妨げている。例えば
①ショッピング＝衣類、文房具等、見て、触れて、試すことができない
②文化施設（図書館、ADSホールなど）及びそこにおける教養講座などへの参加不能。
③医療施設での自主的受診＝家族の送迎が必要なため、体調が悪くても我慢をしてしまう。（結果
昨年は入院をする事態に）
④最寄駅に自由に行けない。（時間的、回数的・・・地区のバス利用時）＝市外へ行けないので親
戚、知人を訪ねたり、旧職場での交流行事に行けない。文化的行事へも不可。
⑤その他あげればキリなし。

なお、当該アンケートと類似（同一かも？）のものを過去２回位提出している。調査結果に基づいて適
切な対策を講じているのか見えてこないし、何度も調査する意味が理解できない。

341 交通対策 都市整備部 - 深夜バスの増便（休日も）

341 交通対策 都市整備部 交通便 車に乗らないので役所へ行ったり駅に出るのにバスの便が少ない事です。

341 交通対策 都市整備部
交通機関の充実、介
護施設の不足

自宅を起点として行動する場合、特に老後の買い物など、日常生活が不安。

341 交通対策 都市整備部
名張駅東口のバス停
件

横断歩道に車をとめている人達がいる事です。
人が歩いているのが見えないのでよろしくお願いします。

341 交通対策 都市整備部 信号機について
美旗西原オークワの信号を矢印の付いている信号にしてほしい。夕方、上野方向に向いて右へ曲が
りたいのに、５・６回信号を待たなければいけない。

341 交通対策 都市整備部 安全な街づくり 近年、路上駐車が増えて危険と感じる事が多くなったので、減らす環境作りが必要だと思います。

341 交通対策 都市整備部
公共交通機関につい
て

富貴ヶ丘の住民ですが、ナッキー号でアピタ迄来ていますが、富貴ヶ丘の端です。もう少し中心部ま
で来てほしいです。現在は車の利用でしのいでいますが。将来高齢化が進むと徒歩のみとなりま
す。近辺のスーパー等、買い物に支障をきたします。

341 交通対策 都市整備部 コミュニティバスの充実

私は今50歳で１８年前に県外から転居してきました。当市の豊かな自然の中で子育てが出来ることは
とてもありがたく思っています。
しかし、名張市に住んで老後を考えた場合、医療機関やスーパーへの買い物は徒歩では無理なた
め車が不可欠に感じています。運転免許を持ち自家用車を運転していますが、いくつまで運転がで
きるのか、漠然とした不安があるのも事実です。
そこで現在運営されているコミュニティバスの更なる充実を一考して頂きたく思っています。



施策別自由意見内容（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 子育て支援について
子育て支援をする場所が多くありますが、行きたくてもいけない人への支援をしてほしい。（場所が遠
くて、交通手段がない）

341 交通対策 都市整備部 バスについて

私の住んでいる地域は、市役所に近い地域ですが、村内の高齢化も進み、自転車すら乗れない老
人が、住民の半数以上になるのが目前です。
住民の少ない集落で便利がよいように思われますが、駅にも徒歩で２０分ほどかかります。しかし、バ
ス停もその位歩かないと乗れません。決まった停留所に行かないと乗れないバスでなく、乗合タク
シーのような方法は、考えられないでしょうか。
自身も年齢を重ねていく上で、この交通手段がないという点が非常に不安です。

341 交通対策 都市整備部
買物弱者、交通弱者
の対応

大阪で一人暮らししていて、名張に戻ってきたとき、運転できない人が暮らすのが非常に困難という
印象を受けました。
駅に近い地域での商業施設の整備、病院の集約をすすめてほしいと思います。

341 交通対策 都市整備部
ナッキー号の回数に
ついて

現在６便しかありませんが待ち時間が長いので増やしてほしいです（１時間に１本くらいに・・・）

341 交通対策 都市整備部
名張市民の高齢化に
ついて

問２（１）の回答で２．当分の間住み続けたいと回答したが、車の運転が可能な間はよいが高齢に
なって運転ができなくなれば、買い物など思い荷物を持って毎日バスを利用しなくてはいけなくなる
日常生活に近い将来不安がある。
特に××丘○○台に住んでいる人たちが高齢になったとき、徒歩では、日常生活が困難な名張に
不安を感じていると思う。

341 交通対策 都市整備部 交通面について

名張市内はコミュニティバスなどの運行があり便利ですが、郊外は全くと言っていいくらい不便を強ら
れている。
便利な車社会であると言うものの、日中は年寄りばかりで医療機関の利用さえままならない現状であ
る。郊外の方々にこそ、もっと満足のある名張市を望みます。

341 交通対策 都市整備部
ナッキー号の運行に
ついて

土日祝日も運行してほしい。
運行時刻の検討。
車がないと生活にはものすごく不便であるため。
緑も多く静かで落ち着いた町で、子供を育てるにはとても良い環境だと思います。が、子どもの成長
（高校、大学）、自らの老後に住むには、通学、医療、買い物等、不便を感じ、住み続けるには不安を
感じます。

341 交通対策 都市整備部 - バスがない。

341 交通対策 都市整備部
日々疑問に思っている
事柄

年令が今よりすすむと買い物、医者等へ通うにも車の運転が難しくなり、救急体制にも不安が募る。

341 交通対策 都市整備部 コミュニティバス
近い将来（高令になってくると）車の運転ができなくなる不安があります。コミュニティバスの充実をお
願いしたい。

341 交通対策 都市整備部 - 交通費が高すぎる、不便。

341 交通対策 都市整備部
住宅内道路に不法駐
車が多くなった

-

341 交通対策 都市整備部 -
隣近所は若い夫婦ばかりで、昼は留守で顔を合わせた事なし。私等高齢者は日常不安です。
毎日の買い物は、往復タクシーを利用してタクシー代もばかになりません。いつも一番近い近鉄プラ
ザを利用してますが不便です。高齢者にとってはとても不便です。

341 交通対策 都市整備部 - 100円バスですが、通常のバスが運行してないところを走らせてほしい。買物、病院不便。

341 交通対策 都市整備部
駐車場を作って借りれ
るようにしてほしい

以前、普通車用に借りていた駐車場が売却（販売）されてしまったので普通車を路上駐車していま
す。そのせいで、路上駐車のことを言われてしまい困っています。他に借りれる所はあっても満車で
空いていません。路上駐車を出来るだけしたくないので、駐車場を作ってください、お願いします!!

341 交通対策 都市整備部 老後の生活について
・車に乗れる（運転）うちは良いが、乗れなくなった時が心配だ。買物、通院、等。
・夫婦二人で車に乗れなくなれば、名張では生活出来ない。

341 交通対策 都市整備部 道路標識の設置希望

先月、自分の不注意でケガなしの車同士の接触事故を起こしました。T字路の左折時に、直進車に
接触するという事故で、左折時に一旦停止と確認を怠った為に起きました。但し、そこのT字路は幅も
大きく、道なりにまっすぐと解釈できなくもないので、左折との認識もなく、直進優先と考えていまし
た。その場所は、他にも何度も事故（軽い）が起きているらしいので、どちらかの道に停止線を付け
て、注意喚起を促したらどうでしょうか？
大変遅くなった上に、悩んだ末に勝手な希望も記入しました。

341 交通対策 都市整備部

公共交通について、バ
スの本数を増加するな
ど対策を。又、福祉的
なバスなど

高令者が増加しており、どこの住宅地も交通の便が悪いと買い物に行けない方も多いと思う。又、大
阪方面など遠方まで働きに行っている人も多く、特に夜は帰宅が遅くなるなどバスがなく不便になっ
ている。若い人が名張に留まらないのも「不便」な点が大きな原因になっていると思う。

342 道路整備 都市整備部 - 道・車線狭い。

342 道路整備 都市整備部 道路
公共事業の使い方に考慮を。道路が古くない、でこぼこでバイクで走るとあぶない。いらない道路は
造らず、生活道路を整備してほしい

342 道路整備 都市整備部
道路の整備が非常に
遅れている。

伊勢方面に比べて非常に遅れている。仕事出勤、退社時の渋滞をすみやかに解消してほしい。



施策別自由意見内容（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
横断歩道の白いマー
クの件

横断歩道はだれのための白いマークですか。日本一白いマークが整備されている名張市にしませ
んか。「人をたいせつに」名張にしませんか。
市長さん市内一円を車でなく歩いて見周って下さいな。白いマークの貧弱な事。これでは生命（いの
ち）を大切にしているとは思いません。幼子さん、老人さんが横断歩道で事故したと聞くとつらいで
す。
白いマークははっきりくっきり、標識を増やし、少しでも命を守る名張市であってほしいな。
「日本一をめざす」市長さんガンバレ。

342 道路整備 都市整備部
車優先の道路で歩道
が少ない

特に道路幅のせまい所では歩道がなく、車がギリギリに横をすり抜けて行き危険なところが増えてい
ます。道路幅の狭い所は一方通行にして歩行者を守る歩道を設けるべきです。

342 道路整備 都市整備部 道路整備について R165二車線化等市道路整備に力を入れてほしい。

342 道路整備 都市整備部 日常感じている希望 年数の経た団地は歩道が狭くてだいぶがたがたになっているので舗装してほしい

342 道路整備 都市整備部
税額、行政サービス、
公共料金

道路→土日渋滞解消の施策を考えて下さい。

342 道路整備 都市整備部 道路と環境整備
主要道路を優先に整備し、その他は後回しである（ガタガタも道多し）信号の連携が悪く、渋滞が多
い。

342 道路整備 都市整備部 交通インフラ

交通インフラについて、市外に出る為の道路の整備が進み、改善には向かっているが、市内の交通
網は入り組んだままで、特に線路によって寸断されたような状況で線路を越えるための道路や橋等
が不足していて不便。遠回りを強いられる事も多々ある。また交通渋滞がよく起こる交差点や道路の
整備も進んでいるように思えない。インフラ整備が進めば防災時にも役立つので可能な限り力を入
れてほしい。

342 道路整備 都市整備部
都市計画道路につい
て

昭和38年に計画された道路予定地がまだ遂行されていない。これが大不満です。

342 道路整備 都市整備部
交通の利便性や子供
の減少高齢者増加、
過疎化問題

自転車移動の際、市内や夏見辺りで歩道がなかったり、地面がぼこぼこで危ないところがあるのは改
善していって欲しいと思います。

342 道路整備 都市整備部 道路について

名張駅東出口の道路ですが、計画中に何故もっと広く出来なかったのですか。朝、夕のラッシュ時、
雨天の時は最もひどく、駐車禁止の場所、横断歩道の上等、所構わず車が列をなしています。いず
れは大事故が起きると思うので改善して下さい。又、名張川に沿って夏見から瀬古口、新町橋に至る
県道が相当痛んで歩いていても危険な状況です。所々、補修はしてくれているが雨天の時は水がた
まり、ひどい状態です。また、その間（夏見から新町橋）まで歩道がありません。他県、他市では着々
と歩道が整備されています。一考して下さい。

342 道路整備 都市整備部
高齢化対策の具体的
推進

道路歩道の拡充（安全確保）

342 道路整備 都市整備部 村落地域の道路整備
地域によっては畦道でさえ舗装されているのに名張市道であるのに砂利道のままのところがある。よ
く調査してもらいたい（西田原地区）

342 道路整備 都市整備部 道路の保全

百合が丘の坂道の木、根がもりあがり、毎年修繕しても故意的としか思えない。また、同じ木を希央
台にも植えてませんか？
花の咲く木でもなく、故意的としか思えません。
そのお金、道を広げるとか、通学路を安全にするとか。春前になると工事しているのを見るとイラッとし
ます。他の人も同じこと言ってる人もいます。

342 道路整備 都市整備部 道路整備について

名張市の方が伊賀市の方へ出勤する時、現在のバイパスでは通りづらく、困っているので早く整備
をお願いしたいです。
伊賀市ゆめが丘方面へのアクセスがすごく不便で、バイパスを使っていません。旧道→上野菖蒲池
の細い道→猪田道へと行きますが、ずっと道が狭いので危ないので大きな通り道ができればと思い
ます。

342 道路整備 都市整備部 幹線道路の整備
(1)R165の渋滞の緩和対策。焼肉店とらじ付近交差点。(2)R368の渋滞緩和対策。桔梗が駅口交差
点（エネオス、au、モリヤマ付近）

342 道路整備 都市整備部
スポーツ施設の充実
や道路などのインフラ
整備

・道路については誰もが願っている368号線バイパスの4車線化、165号線の車道、歩道のより充実し
た整備。旧368号線（名張街道）の桔梗が丘駅～西原～東田原郵便局～サークルＫ間の歩道の整
備。桔梗が丘西住宅地の駅前歩道橋の延伸（近鉄プラザ側）西地区の小中学生は駅の歩道用を利
用して反対側の小中学校へ通学しています。
・緑が丘～武道館～旧名張街道（行き止まり）→蔵持マックスバリュー～165号への道路整備
・桔梗が丘駅（里２交差点）－共和産業－蔵持公民館－イトキン-名張高校への道の２か所の片側交
互通行区間の拡幅。歩行者、自転車が何度もヒヤリとさせられています。

342 道路整備 都市整備部 道路状況について

・国道165、368号線と2路線があるが、特に165号線については朝夕と日祝日の交通量が多く、利便
性が低い。
・自動車専用道路への時間が非常にかかりすぎる。
・緊急時の車の移動が不便である。
・旧名張市内への道路幅がせまい。

342 道路整備 都市整備部
幹線道路の早期整備
と宅地内下水の整備、
交通マナーの悪さ

商工業と観光地振興のため、西名阪への連絡道路、R368の４車線化の早期完成が絶対必要。市よ
り強く陳情を!!

342 道路整備 都市整備部 交通網及び道路整備 働きに行く場合、車頼みとなることがほとんどである。

342 道路整備 都市整備部 - 歩道が傷んでいて歩きずらい。



施策別自由意見内容（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 交通の便について 名阪国道までが遠いので、名張まで延ばしてほしい

342 道路整備 都市整備部 道路の件
富貴ヶ丘からリクシル間の道路が狭く普通車ではすれ違う事が出来ないです。もう少し広げてほしい
です。

342 道路整備 都市整備部 道路整備
マンホールの凸凹やアスファルトのへこみ、わだちを修繕して欲しい。美旗（カントリー付近）、桔梗が
丘西、すずらん台

342 道路整備 都市整備部 環境の整備について

名張駅西口側の車道の整備を希望します。
歩道が歩きにくく短い。外灯のの不足、車巾が狭い等。
歩行者、運転者、双方にストレスを感じる道だと感じます。
名張の表玄関としても、恥ずかしくない景観・機能をお願いしたいと思います。

342 道路整備 都市整備部
世代間の交流の場、
機会をもっと作ったら、
核家族的の解消

市内循環できる様な散歩コースの様な道が出来ないか。

342 道路整備 都市整備部
市道（農道）の補修改
良

交通量の多い指導は舗装も十分され車道歩道も整備されているが（旧農道）市道道巾の狭い道巾２
ｍ強の道の舗装に亀裂が出来、夕方の散歩等危険場所有り。道路の補修管理に努めてほしい。

342 道路整備 都市整備部
百合が丘西のセコム
研修センター前の道
路について

百合が丘から中村地区に行く道路の空地または道路の法面に生える木（松の木）に付いて、松くい
虫にやられて枯れている松の木が無数に立っていて雨や風の日には道路に多数枝が落ちている
し、その下を通学の学生や車が通りかかっており、いつ人に当たって事故が起きないか、いつも心配
しています。
事故が起きてからでは遅いので、個人の土地や個人の所有の木であっても市が代金を立て替えて
でも、行政執行で切り倒すべきと思います。市内の道路にこのようなところは多く有ります。耕作放棄
地や、手入れのされていない空地、宅地、山林、竹やぶがよく目に付きます。
あと、野良猫に無責任に餌を与えている人がいて、野良猫が増え庭や花壇植え込みに糞や尿で大
変迷惑しています。
猫も家の中が繋いで責任をもって飼ってほしいです。

342 道路整備 都市整備部 交通、スポーツ環境
針までの道路がもっと整備されたら、もっと住みやすい名張になる。なぜなら、名張から奈良大阪へ
行くのに不便・遠いと感じる。

342 道路整備 都市整備部 道路の整備
・市内の渋滞が多い
・ジョギングしているが、歩道が凸凹で走りにくい（なので車道を走っている）
できれば、ジョギングしやすいコースあるいは公園を整備してほしい

342 道路整備 都市整備部 -
・道路の整備について
白線が消えっぱなし。道路はボッコボコ。今だにドブみたいな溝が存在するなんて考えられない。街
灯もなさすぎ。

342 道路整備 都市整備部 道路の白線
道路の白線が消えかけて、交差点などで右折の所で、対向車との分離線がまったく見えない所があ
る。夜は特に恐ろしい。

342 道路整備 都市整備部 道路の整備
国道、県道にかかわらず市道も含めて車の流れが悪い。少しの区間で渋滞しやすい。県道で道幅の
せまい区間が多すぎる。

342 道路整備 都市整備部 静か
道路の整備。駅近辺は良くなってきている。しかし、その他の道路（農道）大変に悪い。係の人も車で
通るより歩いて調べて見れば。

342 道路整備 都市整備部 防犯、医療体制 道路の整備ができていない（住宅内）。でこぼことか割れがひどい

342 道路整備 都市整備部 歩道の設置について
県道693号線（ミニストップ～ジュンテンドー間）の道路、いつも車が多く、自転車や通行人も多く、は
らはらしています。少し拡幅して、安全を確保してほしいものです（歩道設置など）

342 道路整備 都市整備部 -

・道路の歩道がない道の整備を。
「理想郷プラン」と関係ないですが、伊賀・名張・もしくは三重（関西圏）だけなのか、ウインカーを出
すのが遅い車が多いです。また、出さない車が多くて、ビックリというか、こわいです。他県から引っ越
してきて、この事が一番感じました。警察や自動車学校の指導をお願いします。

342 道路整備 都市整備部 - 車の数に対して道が狭い。道路整備をすすめてほしい。

342 道路整備 都市整備部
商業・娯楽施設につい
て

名張から市外に出ていく際の交通の便が悪い。（R１６５など、、、遠い）

342 道路整備 都市整備部
道路、歩道、今後予想
される震災害等につい
て

・道路について・・・主要道路が少なく、土日祝日、通勤ラッシュ時等、大渋滞があちこちで頻繁に発
生している。緩和策は？
・歩道について・・・百合が丘以前に出来た団地の歩道は、あまりにも狭く路面も痛んでいる。安全確
保が十分だとは言い切れない。

342 道路整備 都市整備部
自転車専用道路につ
いて

自転車が走れる道路を作ってほしいです。最近、自転車ブームということで自転車に乗る人が増加し
ています。しかし、安全に走れる幅があまりありません。私は車と自転車の両方に乗っているので、良
い面、悪い面が分かります。自転車の法制度はだんだん整ってきていますが、道路は整っていませ
ん。したがって、少しずつでいいので、自転車専用道路の重要性を検討していただけないでしょう
か？

342 道路整備 都市整備部
日々疑問に思っている
事柄

道路の拡張に時間がかかっているように思う。

342 道路整備 都市整備部 道路不備 大阪方面へ出るのに時間がかかりすぎる。つつじが丘は、何でも後まわしになっている感じがする。



施策別自由意見内容（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 道路交通機関
現在災害が起こると幹線道路が止まってしまう恐れがあり、地区及び名張市が孤立してしまうので、
生活するのに不安があります。そのため、道路整備を要望いたします。

342 道路整備 都市整備部 -
市民が安全に暮らせるような街にしてもらいたいです。交通手段があまりなく、どうしても車での移動
が多くなるが、道が狭かったり、歩道が無かったり、見通しが悪かったりと、車・歩行者・自転車ともに
危険な思いをして生活している。

342 道路整備 都市整備部 市内交通事情 渋滞しすぎる。

342 道路整備 都市整備部 -
・道路工事、整備に時間がかかりすぎている。
・桔梗が丘駅から西原バス停に行く道に歩道がなく危ない。
・大雨になるとすぐに水が道にあふれ出して洪水になりやすい場所が多すぎる。

351 都市産業 産業部 セブンイレブン セブンイレブンがないのは困る。

351 都市産業 産業部
買い物のためのお店
について

同じような衣料品店とかパチンコ屋ばかりでちょっとおしゃれな店が全然ない。
日常の生活する分には問題ないレベルだが、ショッピングモールに買い物となると1時間の車移動と
なる。
できる事なら、イオンモールが名張にできればいいのですが。
人口減予測では、到底無理でしょうか。

351 都市産業 産業部
一昔前のメイン通のさ
みしい件

旧町のメイン通りがシャッター通りになっており自動車自転車歩きなり通りかかるとさみしいです。新し
く若い世代が新たに出店できたりするとまた活気が出てくるような気がします。

351 都市産業 産業部 文化施設の拡充 2000人収容可能なホール＆駐車場建設（各種イベント開催）・映画館の誘致

351 都市産業 産業部 商業施設の充実化 大手企業とのショッピングモールの設立により他府県からのお客が増加し、市が活性化する。

351 都市産業 産業部 -
私自身余り地域に関わっていないのでよく分かりません。なるべく色々なイベントにでも参加したいと
最近思う様になり夫婦で時々参加する程度です。只、何処かへ行く時何かお土産でもと思っても、こ
れがいいと思う様な物が無いので困ります。

351 都市産業 産業部 １０年後の名張市

・製造業。物流センターの縮小や店等の廃業等が目の前の現実となり、既に名張市は魅力がシュリ
ンクに向かっている。
・企業の誘致が現在手つかずでいれば１０年後の姿は見えないのでは？
・地域の子供達が正社員として地元で雇用されなければ一世代住居ばかりとなり空家の増大、ゴー
ストタウン化が２０年も経たず現実となる。

351 都市産業 産業部 街の活性化について
名張では孫が遊びに来ても、ここといって連れて行く所が有りません。何か一つでも楽しめる所を誘
致して欲しいなと思います。

351 都市産業 産業部 -

大阪のベッドタウンとして昭和50年代～続々と新しい住宅地へ入居が始まったが、その人たちが高
齢になり再び大阪へ帰るという状態になっている。結果空家が増え、手入れがされないと街の景観が
悪いし、防犯上もよくないと思う。他の原因として、交通の利便性もあると思うが、それはコミュニティバ
スにより改善されつつあると思う。
商業施設も、デパートなど、もう少し上質なものが欲しい。パチンコ屋と葬儀屋ばかり増えるように感じ
る。特に駅前は名張の顔だと思うので、健全なイメージの無い商業施設は開業できないなどの条件
をつけられたら良いのにと思う。駅には子どもたちも、他市からの来訪者もいるのですから。恥ずかし
いと思っています。

351 都市産業 産業部 コンビニ、娯楽

サークルKではなく、セブンイレブンが欲しい。
商業施設が欲しい。（大きなイオン、ジャスコは物足りない）
ゴミ袋が高い
スターバックスが欲しい。
結局奈良や大阪、名古屋に買い物に行くので、近くであればいいのに。と思う。

351 都市産業 産業部 土地の活用

・山ばかりたくさんあることも自然がたくさんで良いかなと思いますが、やっぱりショッピングモールや
アウトレットができたらとても良いと思う。土、日など出かけると名張から出ることが多いので、名張で家
族で遊べる場所があればなと毎回思います。
・総合病院が出来ればなと思います。

351 都市産業 産業部 - 映画館もほしい。

351 都市産業 産業部 - 桔梗、美旗地区に大型ショッピングセンターがほしい。

351 都市産業 産業部
名張市に少ないものと
切実な願い

娯楽施設、総合施設（イオンモール的なもの）が無さすぎて、他県まで出ないと遊べない。若者向け
のものも作ってほしい。

351 都市産業 産業部
歴史と文化と個人商店
について

名張は大手スーパーやフランチャイズの飲食店が多いです。しかし個人商店の力が弱く、街並みが
廃れる一方です。全国的にもそうなのかも知れませんが伊賀市ではなぜか個人商店が元気に思えま
す。それはなぜでしょう？もっと伊賀市と交流の場があってもいいのではと思います。

351 都市産業 産業部 商業施設の充実
名張駅前に百貨店等をつくるべきである。
あまりにも駅前の開発計画がなっていない

351 都市産業 産業部 -
わざわざ奈良や鈴鹿まで行かなくてはならない。
大きなイオンモール等の若者や三世代家族が行ける様な施設（人気の服ブランドの店やスタバなど
が入ってる）を建てれば、もっと名張が活気づくと思います!!!!!

351 都市産業 産業部 企業誘致 バイパスの整備（２車線化）を推進し、名阪からのアクセスを確保し、企業誘致を進めるべき



施策別自由意見内容（問23）

施策
コード

施策 部局名 件名 具体的な内容

351 都市産業 産業部 -
高齢なる故、車、自転車も危険になります。近くに小さくてもお店があればいいなーと思います。（食
堂、花屋、本屋、パン、野菜等）

351 都市産業 産業部
商業・娯楽施設につい
て

・イオン・オークワ等の商業施設の衰退。
・休日に遊ぶところがない。

351 都市産業 産業部
日々疑問に思っている
事柄

大型商業施設が出来るものと期待するも、出来るのはワンルームの賃貸住宅ばかりで残念に思う。

352 観光 産業部 観光資源について

先日赤目滝へ行きました。春休み中というのに人がいない。駐車料金は、しっかり取るくせに店はほ
とんど閉まっている。これでは、市外からのお客は来ないし、たまたま来た人はもう一度行こうとは思
わないでしょう。
名張市で観光地、といえば赤目滝くらいのもの。それすら地元任せにして行政は何もしていない。
余計な道を作るくらいなら（青山ゴミ処理場へのむだな道）観光収入をあげるために赤目滝までの道
を整備するとかいくらでもあるはず。

352 観光 産業部 観光について
昨今歴史ブームであるが、伊賀市の忍者ツアーのような１つのテーマで数日楽しめる（体験できる）も
のでないと継続性がないと思われる。他県では、マンガの聖地などとして売り出す時代なので、単一
の施設の寄せ集めではなく、一体的な観光PRが必要である。

352 観光 産業部
もっと観光地としての
「まち」づくりを目指し
てほしい。

名張には、赤目四十八滝のように国定公園として定められたものがありながら、外にアピールできて
いない。
また、そのような観光地へのアクセス（とくに道路環境）はひどく、集客しようとしている様に思えない。
他にも、歴史的なものや自然の豊な部分などとあわせてアピールし、観光を中心としたまちづくりを
目指してほしい。

352 観光 産業部
赤目口駅のトイレにつ
いて

近鉄が赤目口駅を無人化してから、観光客がトイレ利用に苦労しています。駅構内のトイレ利用が出
来ないためが大きな理由です。市が観光政策を進めている中で、市の中心観光地の駅前にトイレが
無いのは最大の弱点であり、乗客の不評の最大のものです。早急に近鉄と談合を進め新しいトイレ
を設置されますよう望みます。

352 観光 産業部
美旗周辺の活性化に
ついて

美旗には、古墳群や観阿弥公園や、週刊誌にも紹介された湧き水など大変有名な場所がたくさんあ
ります。また、巨峰やメロンなど、おいしい物もたくさんあります。美旗駅前にもレンタサイクルをおい
て、自由に散策できるよう、近鉄とタイアップして美旗を売り出しいてもいいのではないでしょうか。お
いしいカフェもあり、ランチも楽しめます。道の駅のようなところで地場産物が買えて、おいしいものが
食べれたら最高です。

352 観光 産業部 観光 伊賀市との連携をより深くし、忍者を中心に、伊賀地域に他地方からの客をたくさん呼び込む。

352 観光 産業部 -

観光地として赤目四十八滝や忍者修行場をもっとPRをし、たくさんの人に来てもらえる様、又、歴史・
文化・物産にもっと力を入れるべきだと思います。
自分や子供たちが住み続けたいと思える町にする為にも、市が発展していかなければいけないと思
います。

352 観光 産業部 -

観光地が増えれば、自然に雇用も増えてくると思う。去年赤目滝に登ったが、従業員のオバちゃん
ですら「半分で引き返して来ても充分やで」と言っていた。確かに後半は何もなかった。せめて雑草く
らいどうにかしたらどうかと思う。いっそ、プロジェクションマッピングとかしたら良いと思う。滝とか岩
で。真ん中辺りが水もないのでカフェにするとか。

352 観光 産業部 -

伊賀市が忍者屋敷や上野城をＰＲする様に、名張市にも赤目四十八滝やその他文化資源をもっと
広め観光客を集めるべきだし、造成した土地をもっと有効に使うべきだし、もっと企業誘致して税金を
増やすべきと思う。
とにかく税金が高くて困る。

411 学校教育 教育委員会事務局 教育について 幼児期から Show and Tellの訓練。

411 学校教育 教育委員会事務局 教育 肝心なところを理解せず、税金の使い方がよくない。

411 学校教育 教育委員会事務局 学校教育の充実
講師の採用が多いからか、経験も少ないのに指導教官（？）もうかない状況で非常に専門性に欠け
る授業が日常的に行われていて、子どもの学力が保障されていないと感じる。

411 学校教育 教育委員会事務局 - 中学の給食を早く進めてほしい。

411 学校教育 教育委員会事務局
税額、行政サービス、
公共料金

子育て→続々学校統合の現状を見て、対策を。

411 学校教育 教育委員会事務局 学校給食について

名張市の中学校でも学校給食を採用して下さい。周辺の市町村で給食が無いのは名張市ぐらいか
と思います。母親も、ほとんど皆就業しています。給食があるとないでは負担が大きく違います。地産
地消の安全な食材の給食を御願いします。実現すれば、全国に向けてPRして頂きたいです。子を持
つ母の最大の関心事だと思います。宜しく御願い致します。

411 学校教育 教育委員会事務局 学習環境の整備 エアコン・給食・中学校のプール・グランド整備（砂場が埋もれている）・学力向上

411 学校教育 教育委員会事務局
名張市の人口減少へ
の不安

現状の市政のままでは必ず名張市の人口は減少に転ずる。大都市からの人の移住の政策も日本全
体の事を考えれば根本的なものではない。名張の女性がいかに安心して子供を産み育てやすい町
にするかを考えねばならない。親になろうとする女性が不安に思う事の第一には子どもの教育の事
ではないだろうか。小・中・高校の学力レベルが名張市では低すぎるのである。全国の大学進学率は
約50％であるのに、名張では恐らく30％位ではないだろうか（まともな大学）。小・中・高校の学力レベ
ルが全国トップレベルになるようであれば、名張の女性は安心して子どもを産み、育てるのではない
だろうか。もっと学校教育、学力向上に努めてほしい。ただ人口政策のため外国人の定住促進などと
いう政策は絶対してほしくない。多文化共生などという耳ざわりの良い思想で外国人を定住させては
ならない。地球上で多文化共生は素晴らしい事で良い事であるが、国内での多文化共生などは危険
である。欧州でも移民政策は失敗している。どうか、外国人の定住促進政策はやめて欲しい。
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411 学校教育 教育委員会事務局 中学校給食について

この4月から中学校へ通う子を持つ母ですが、給食時にいつも、コンビニのおにぎりを持ってくる男子
生徒がいるようです。この育ち盛りの子供が３年間このような生活を送ることが心配です。三重県では
名張市だけが給食がないとお聞きしました。名張市には美味しい野菜たくさんあります。中学校でも
給食にしてもらえると健全な学校生活が送れると思います。

411 学校教育 教育委員会事務局 -

今の小、中学校の先生のあり方、不登校生の多い学校について、市は把握しているのかどうか。先
ほども書きましたが、小、中学校の先生のあり方にどうかと思う事が多々あります。
声の小さい先生、字の小さい先生、小学2年生の子供、やっと字が書けるようになった子供に時間割
を書かずに口で言って書かせる。で、そのチェックをする時に字の間違いを訂正しないので、そのま
ま間違った字を覚えてしまったり、音楽の時間に出来ない子供に何で出来ないのとヒステリックに
怒ったり、小中学校の先生で自分の忘れ物、失敗は一切謝らず、生徒が少し失敗しただけで、皆の
前で怒鳴り散らしたり、イス、机等の上に立たせて見せしめの様に精神的に追い込むような注意の仕
方をしたり、先生を頼りにしてくる子の話を鵜呑みにして、ケンカした相手の話を全く聞かず怒ったり、
生徒すべての立場で話を聞かず、気に入った子の話だけ聞いていじめに気付かず、通り過ぎる先生
がいます。子供を迎えに行き、待っていたら数人の子が２人の子に殴り合わせて、それを見ていた先
生は早く帰りなさいと注意するだけで、殴り合いを止めなかったり。別の先生は「何してる？」といって
リーダー的な子が「遊んでる」って言ったら「早く帰れよ」って言うだけで、止めなかったりと奥深く話を
聞かずに行ってしまった。自分の子供が通う学校が、生徒が先生がそんな感じだと通わせたくないで
すよね。だから、不登校、保健室へ通う子供、生徒が増えているのに、何もしない先生、学校、市に
不安を感じます。大半の子供達は普通に通っていますが、学校に数人（一人でもですが・・・）不登校
がいれば、本人の精神的問題もありますが、他人にいじめられたり先生に疑問を抱いたり、何かしら
の学校での問題があると考えて取りくむべきだと思います。家庭の問題もあるかもしれませんが、家
庭での問題にしても家族以外の大人が助けてあげないといけないと思います。その時に近くにいる
大人は学校の先生ですし、その学校の不登校生の数が多いのは、学校での問題があると思います。
一時うちの子供が通う学校で１０人弱、不登校がいました。クラスで１人であると少ないかもしれません
が、学年、学校で数人いると多いと思います。そういう学校の事を市は把握しているのか！先生達は
生徒が登校できるよう働きかけているのかどうか、以前知り合いの子供さんが中学で不登校になった
時、担任の先生が、自分のクラスから不登校が出るなんてありえないので、学校へ登校させてくださ
いと先生に言われたと言ってました。それってありえません。

411 学校教育 教育委員会事務局

小・中・高生のライン携
帯の使用に関して（い
じめトラブルなど）

現時点で子供が通う（通った）小・中学校でラインが半数以上広がっていて、その中でいじめも出て
いるようです。ライン・携帯に気を取られて学力面、生活面で不安が募ります。２年ほど前に刈谷市の
中学校で、学校・家庭と連携して、携帯、ラインの使用についての取り決めをしたと新聞で読みまし
た。各家庭で考え方も違い、とても難しい問題だと思います。が、取り返しのつかないことにならない
ために、名張市の青少年が健全に育っていってくれるために、ぜひお考えいただけたらと思います。

411 学校教育 教育委員会事務局 - 小学校の統合など早い段階で情報を教えてほしい

411 学校教育 教育委員会事務局 -
・中学校の給食制度
ない、なんて心底驚いたし、意味がわからない。全国的にもない方がおかしい。

411 学校教育 教育委員会事務局
市内中学校、学校給
食について。

保護者の中ではいつもこの話題になります。これから名張に引越してこようとする子育て世代にとれ
ば給食があるかないかは大きなポイントです。給食があるのなら転居してくる家族も増えるはずです。
各中学校に給食室を作るのがムリならば　給食センターを市内に１つ。それがムリなら大阪市内のよ
うにやってみるのも１つの方法だと思います。何をするにしても不満の声はでるかも知れませんが、子
供や子育てしている親には助かるはずです。我が子たちには間に合いませんでしたが、将来給食に
なるように願っています。

411 学校教育 教育委員会事務局
中学校の給食につい
て

現在、夫婦共働きにて２人の子供を育てています。共働きの家庭が多い中、中学生のお弁当作り、と
ても負担に感じます。

411 学校教育 教育委員会事務局 学校教育の不安 三重県、名張市ともに学力が低いと言われているので不安

411 学校教育 教育委員会事務局
小学校の統合の件に
ついて

昨年、子供の通っていた小学校が廃校となり、近くの小学校と一緒になりました。児童数も年々減っ
ているので統合は仕方ない事ですが、やはりもっと住民や親と細部まで話し合いを持つべきだと思
います。「統合ありき」で話を進めていかれ、統合してからは、親や生徒に対して問題点や、今度統合
していく中での課題の意見を聞いてくれる場は全くありません。やはり校名が変わっても、前から校舎
を使っていた方は強いです。行く側はアウェイです。
今回、人事異動で教育委員会の上層部の方が他部署へ異動になった事も不信に思います。充分な
引継ぎはされていると思いますが、もっと統合は住民・親・児童の気持ちを理解して、話し合いや気
持ちを落ちつかせてもらった上で行ってほしいです。

411 学校教育 教育委員会事務局 中学校の給食導入

ここ数年で、三重県内のほとんどの中学校で完全給食が実施されている中で、名張市は一体いつに
なれば完全給食が実施されるのでしょうか？
中学生にもなれば、食べる量も増え、いわゆる成長期であるこの時期に、しっかり栄養のバランスを
考えた給食は必要だと思います。
また、食育という場にもなりますし、家庭の事情で　お弁当を持って来られない子どもへの支援にもな
ると思います。
子育てがひと段落し、フルタイムで仕事に就く女性が多くなるのも子どもが中学生くらいの保護者に
多いと思いますが、毎日の弁当作りは、とても負担です。
朝練があると、早朝からの弁当作り、本当に大変です。
名張市の中学校　完全給食を切に願います。

411 学校教育 教育委員会事務局 - 小学校が遠い。

411 学校教育 教育委員会事務局 学校の環境について

小学校の校区が広い地区に住んでいます。集団登校になってはいますが、遠い地域の子供達は大
変長い距離を徒歩で歩いています。抜け道になっている、車の行き来が激しい道を歩かざるを得な
い場所もあり、大変危険だと思います。スクールバスの整備をしていただけるとありがたいです。そう
すれば、登下校時（特に下校時）の子供達が犯罪に巻き込まれる危険も回避されるのではないでしょ
うか？
それと、中学校の給食の導入です。伊賀市では行われている事が、何故名張で出来ないのかが不
思議です。
家庭の事情でお弁当を持参できず、お昼休みは水でお腹を満たしているお子さんがいる事を知り、
本当に胸が痛みました。
育ち盛りの子供達の健康と成長の為、どうかお考えいただける様お願い致します。
これからも市民生活の為、よろしくお願い致します。いつもありがとうございます。



施策別自由意見内容（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
小学校の通学方法に
ついて不安あり

回答が遅くなり申し訳ありません。
現在2歳の子どもを育児中の主婦です。様々な事件があるこの時代に、徒歩で通学させることに不安
を抱えています。朝は集団で登校し、旗を持った保護者の方々があちこちに居て誘導しているのを
見かけますが、帰りの時はポツポツと一人で歩いている様子です。下校時間が学年によって違うので
集団下校が難しいのは分かりますが、やはり見ていて心配です。
変な人もウロウロしていますし、バスでの登下校を実現して欲しいと思います。

411 学校教育 教育委員会事務局 子供を育てていく環境

子供の学校については、小・中・高すべてにおいて不安です。
小学校の必要だとは思えない合併。中学校の学力低下や設備なども古くなっているように思いま
す。
老人福祉に力を入れている事も必要だと思いますが、子どもを育てるのに、小・中学校と自宅が遠い
と心配も多く長く住みたいとは思えません。だから若い世代がどんどん外に出ていくのではないで
しょうか。
保育所だけでなく、小中学校、学生の一番大切な時への市の政策をしっかりしてほしい。
市の体育館やグランドなども管理会社が入った事ですごく高くなり、使いにくくなりました。

411 学校教育 教育委員会事務局 - 中学校の給食を希望します。

411 学校教育 教育委員会事務局
中学校の給食を早く進
めてほしい

-

421 生涯学習 教育委員会事務局 高齢化社会への対応 生涯学習・スポーツの充実

421 生涯学習 教育委員会事務局 生涯学習 ＰＲと具体的活動できるよう市全体で考えてほしい。

421 生涯学習 教育委員会事務局
税額、行政サービス、
公共料金

生涯学習の機会→勤労者が利用できる方法を考えて下さい。

421 生涯学習 教育委員会事務局
生涯学習、スポーツ活
動の充実

高齢化になった地域、明るく健康で生きがいを持って生活できる環境があればと思う。具体的な意見
はこれからみていきたい。

422 生涯スポーツ 教育委員会事務局 高齢化社会への対応 生涯学習・スポーツの充実

422 生涯スポーツ 教育委員会事務局 スポーツ施設
公民館等で卓球が自由にできる地域もあるのに、桔梗はない。市民がもう少し気楽に参加できる施
設が欲しい

422 生涯スポーツ 教育委員会事務局 -
市内のテニスコートの質が悪い。コートのひび割れ、ネットの破れなど。恥ずかしくて遠くの友人を呼
べない。

422 生涯スポーツ 教育委員会事務局 スポーツ活動の充実
ソフトボール専用球場を新設して頂きたいが、予算の関係もあるため、既存の施設の充実をお願いし
たい。全国的な大会が実施できれば、全国より選手等が名張に来て、ホテルや土産店が賑わい、市
の税収が潤うのでは。

422 生涯スポーツ 教育委員会事務局
市民スポーツセンター
を開設してほしい。

ウエストスポーツ、セントラルスポーツ等無くなり、アクトスやイトマンは有りますが、水泳のできる施設
を市が開設して、市民が自由に利用できるようにしてほしいと思います。いきいき武道館にはジムもあ
りますが、知らない人も多く、でも、プールは有りません。商業施設でアクトスなど有っても会員制で料
金も高く、継続が困難です。介護予防等考えて頂き、健康で長生きの健康寿命を延ばす為にも考え
てほしいと思います。どうぞよろしくお願いします。魅力いっぱいの若者も年寄りも安心して暮らせる、
名張市を期待しています。

422 生涯スポーツ 教育委員会事務局 -
管轄が違うかもしえませんが、夏見の公園の野球場の近くのトイレ、きれいにしてほしいです。他府
県（他市）から来られた方に使用していただくのが恐縮です。

422 生涯スポーツ 教育委員会事務局

スポーツ施設の充実
や道路などのインフラ
整備

夏見体育館や陸上競技場、野球場、プール等、どれも建設してから年数が経っていて、他の市の施
設に比べて大変見劣りしている。比較的最近出来た武道館「いきいき」等は立派ですが、もっともっと
他の施設も充実させて欲しい。又、公園等も遊具等充実した大きな公園、ランニングやサイクリング
等も出来る舗装路の整備をし、市民の憩いの場にして欲しい。

422 生涯スポーツ 教育委員会事務局 - 年配者が手軽に安く利用できるアスレチックやトレーニング場の充実してほしい（父の意見）

422 生涯スポーツ 教育委員会事務局 交通、スポーツ環境

スポーツ環境が悪すぎる。
各市には、屋内プールや運動施設などが充実している。名張にはプールはあるが古びている。屋外
である。
運動施設も 武道館にあるが、施設があまりにも古い。
また、屋内のスポーツ施設（ジム）がアクトスだけで独占企業になっている。　他のスポーツクラブも来
てほしい。

422 生涯スポーツ 教育委員会事務局
スポーツ施設の充実
について

野球などのチームスポーツ施設は充実しているが、個人の健康維持のための施設が充実するとさら
によい。
具体的には、プールは夏季のみのため、公営の温水プールがあるとよい。
民間のスポーツジムは有るが、高価な為、榛原まで行っているのが現状。
よろしくお願いします。

422 生涯スポーツ 教育委員会事務局
空家対策についてと、
健康維持のために

超高齢化社会を迎え、皆ができるだけ健康で老いることができるように、市民が体を動かせる施設の
充実を希望します。ちなみに私はスポーツジムに行っていましたが、今はひとつしかなくなったので、
いろいろなサークルで何とか機会をつくっています。個人の意識と言えばそうなのかも知れません
が、市をあげての環境づくりも大切ではないかと思います。

422 生涯スポーツ 教育委員会事務局 スポーツ
子供、大人、高齢者など、使用したいジムスポーツする所が少ない。
もっと利用する プール、体育室など作ってほしい。



施策別自由意見内容（問23）

施策
コード

施策 部局名 件名 具体的な内容

422 生涯スポーツ 教育委員会事務局
生涯学習、スポーツ活
動の充実

高齢化になった地域、明るく健康で生きがいを持って生活できる環境があればと思う。具体的な意見
はこれからみていきたい。

431 市民文化 教育委員会事務局 -

例えば、クラシック音楽を文化の中心にと考えた場合、コンサート会場だけでなく音楽大学の誘致、
練習施設などを作り、活動としては年一回の音楽祭の実施、大学生と市民の交流、伊賀市と連携し
ての活動、世界に通用する人材の輩出などを目的とするのも魅力のあるまちづくりの一例だと思いま
す。

431 市民文化 教育委員会事務局 芸術・趣味
コンサート会場等の発表する場所や練習できるような場所が少なく機会もないので若者が県外に出
るのが仕方がない。音楽や絵等、現在の流行のジャンルを取り入れるべきだと思う。ライブハウスや
多目的ホールの充実。

431 市民文化 教育委員会事務局 文化芸術活動
市民による自主的参加は大いに結構でありますが、年に一度でもいいですから、市、内外で活躍さ
れておられる方々、または展示品等に接する機会があればと感じます。

431 市民文化 教育委員会事務局
歴史・文化面における
まちづくりの充実

市の設備として、武道館や中央体育館といった運動面の設備はあっても、文化祭（市民）などは各公
民館単位でしか実行できていない。ADSホールはあるものの民間に委託しているのが現状であると
思う。まずは市民文化ホールがあれば、市民交流の場が必要だと思う。

431 市民文化 教育委員会事務局 - 福祉も大事ですが、もう少し芸術・文化をとり入れてほしい。アドバンスホールは音響が悪い。

431 市民文化 教育委員会事務局 文化的な施設 美術館、文化的な講座・教室などを充実させてほしい。

432 文化資源 教育委員会事務局
税額、行政サービス、
公共料金

メジャーな歴史・文化が無い→別の価値を考えるべき

432 文化資源 教育委員会事務局
歴史・文化面における
まちづくりの充実

歴史的財産を広く、まず名張市民に認知してもらう活動（教育委員会）が必要。例えば「名張市の歴
史散歩」（有料）などの冊子の発行など歴史財産を点ではなく線や面として結ぶ遊歩道の整備など。
まずは市民に認知してもらうことによって他都市からの観光客を誘導できると考えられる。

432 文化資源 教育委員会事務局 歴史や文化
とても歴史的に貴重なものが粗雑に管理されていて悲しかったです。日本でも有名な場所や物の扱
いがです。

432 文化資源 教育委員会事務局 - 観阿弥の場所、古墳群の場所、分かりづらい。せめて『分かりやすい看板』を設置して欲しい

432 文化資源 教育委員会事務局
歴史と文化と個人商店
について

名張川納涼花火大会は他地域からも人が来て賑わうが、名張秋祭りでは宣伝もなく露天商の事故が
あった場合の責任は宮司というありさま。神職と商売は別と考えてもらいたい。歴史や文化を残すた
めに市は、知識と行動で守っていくべきだと思う。

432 文化資源 教育委員会事務局 これからのまちづくり 地域の史跡や歴史の保存等、もっと身近に感じられるような取り組みに参加したいと思います。

432 文化資源 教育委員会事務局 名張の文化について

私は大阪から名張に引っ越して一番うれしかった事に、毎年開催されていた「薪能」です。遠く京阪
神からも沢山の方が楽しみに来場されていたそうですね。でも、何年か前から無くなってしまいました
ね。とても残念で仕方ありません。伊賀市には上野城や上野天神祭というすばらしい「文化遺産」が
あります。
名張ですぐ思いつくのは「赤目四十八滝」くらいでしょうか。
名張の「魅力」は何なのでしょうか？若い人達に希望が持てる街に、市にしていかなければならない
と思います。
是非、薪能の再開を願います。

511 地域自治 地域部 - 外国人参政権の見直し望む。行政に言っても仕方ないですね。

511 地域自治 地域部 政治活動について
市町村議会の見直し。本当に市町村議会の機能が良いのか？自分の村、区は自分たちで守り成長
するために、自治活動を活発にするため、区長制度の復活を望む！！→区長制度過去の見直しを
行い、再出発の方が良いと判断する。勿論、市役所の体制と共に考えてみる。

511 地域自治 地域部
すべての人に優しい
町作りを!!

例えば、投票に行けないお年寄りや仕事の都合で行けない方のために、パソコンや携帯で簡単に
投票出来るシステムを開発してもらったら、政治に、関心のない人も、政治に興味を持ってもらった
ら、住みやすい環境になる。

512 開かれた市政 企画財政部 -

広報なばりを、以前のように、ポストに入れてほしいです。私は新聞の勧誘のしつこさにいやになっ
て、新聞を取っていません。ですので、「なばり」に住んでいながら「なばり」のことを知りません。コン
ビニや集会所などにも置いてありますが、そのたびごとに日を合わせて行く事もありませんし、同じ市
民として、新聞を取らないともらえない。というのも、考えものだと思うのですが。この考え方は私だけ
でしょうか？私も市民ですが。

512 開かれた市政 企画財政部 - 市の広報月・４回はだしすぎ。税費削減！

512 開かれた市政 企画財政部
市議会議員さんの活
動について

公報は各家庭に配ってほしい。

512 開かれた市政 企画財政部
ごみの収集、ごみ出
し。病院、市報等の情
報

名張市の行っている事をもっと市民に知らせる必要があると思います。

521 質の高いサービス 企画財政部 市役所職員の怠慢

住民票等を発行する窓口はいつも混雑しているが、それに対する対策がここ最近まったく行われて
いない。これが１つ目。高齢福祉に関する部署の職員がその高齢福祉に対して無知すぎる。これが２
つ目。その上考えて仕事をしていないので意味不明、不必要な質問・行動ばかりし、時間ばかりとら
れる。これが３つ目。年金についても高齢福祉と同様な問題がある職員しか存在しない。これが４つ
目。
以上４点を早急に対応をしてもらいたい。



施策別自由意見内容（問23）

施策
コード

施策 部局名 件名 具体的な内容

521 質の高いサービス 企画財政部
仕事への取り組み、意
識、管理

市役所の仕事（一部であるが）まだまだ”ゆるま湯”状態。民間並みの厳しさが欠如している。より、各
自が責任ある仕事をしてほしい。

521 質の高いサービス 企画財政部
税額、行政サービス、
公共料金

行政サービス→土日利用できる方法を教えて下さい。

521 質の高いサービス 企画財政部 -
市役所での窓口対応について。申し出に対して不適切な対応を過去にされた事がある。市民の申し
出、問合せに親身になって対応してくれる事を、常に望む。（すべての職員ではないが・・・）

521 質の高いサービス 企画財政部 市の行政について

市の行政受付時間をもっと延長してほしい。8：30～17：15でしかも土日祝が受け付けてもらえないの
では、基本8：00～17：00まで働いている者にとっては全く利用できない。17：00に仕事が終わるの
は、やはりお役所仕事の考え方で、お客さんを相手にしている仕事ではチャイムと同時に終わるのは
難しい。せめて、18：00まで受付けてもらえるか、土時日の受け付けも考えては頂けないでしょうか？
平日に休みを取ればよいと市の方は考えるのかも知れないが、職場の状況で簡単に休みを取れな
い。有給があっても自由に取ってくださいという環境ではないのでむ難しいです。
正直、先日送られて来た集団がん検診の予約日も都合が悪いので変更したいが連絡する時間がな
く、大変困っている。せめて、ネットからでも変更できるようシステムは作っていただけないでしょう
か？

521 質の高いサービス 企画財政部 行政サービス
行政「サービス」と言うのに「サービス」意識が市職員に無さすぎる。市役所窓口対応の態度の悪さが
目に付く。通行量と比例しない道路工事の頻度。必要な道路。地域への投資の無さ。

521 質の高いサービス 企画財政部 -
現在は、どうなっているか分かりませんが、役所に何かを問い合わせする時等、民間の会社と同じ様
に担当者の名前を言ってほしいです。そうする事で、無責任な対応が少し改善されるのではないかと
思います。もうすでに、そうされているのなら、申し訳ありません。

521 質の高いサービス 企画財政部
行政、市役所の対応
について

以前より改善されているとは思いますが、職員の対応が良くないことがあった。一部だとは思います
が、ひとりが残念な対応をしてしまう事で、全体がそうであると感じてしまうと思います。
窓口で対応される職員の方は接客マナーの向上をはかるべきだと考えます。

522 地域情報化 総務部
テレビ、インターネット
等のインフラ整備と料
金について

私は名張市は関西圏の認識でいます。しかしながらケーブルテレビが独占している感が否めません
し、大阪のTVを見るのに料金が掛る事がよくわかりません。一定地域のみ格安で提供と差もあります
（本来料金発生がおかしい！！）茶臼山を整備し未来へ向けた整備を希望したいです。インターネッ
トもしかり。大企業工場の誘致も積極的に行い、税収をあげ、すずらん台等中心部より離れた地域住
民の為にも交通インフラ整備をあわせてお願いします。

531 戦略的な都市経営 企画財政部
①市の合併について、
②道路の整備につい
て

①伊賀市や津市との合併計画はあるのか。
②県の中勢、北勢と比較したら格段の差がある。
県や国への働きかけをしているのか。

531 戦略的な都市経営 企画財政部
若い人の働く場の提
供について

・若い人が親世代に続いて名張に住んで生活できる環境が整っていない。人口の流出が続くと思う。
30年前に来た時に10万都市を目指して、市役所や消防所を新築したが意味がない。ハードなど公
共物にお金をかけても仕方がない。ソフト面（生涯学習。スポーツの充実）にお金をかけてほしい。
・お金の使い方を考える

531 戦略的な都市経営 企画財政部
市長の長期政権によ
る弊害

現在の市長が４期目になっており、名張市が際立った発展や成長政策を打てていない。このことは
前市長時に起きた金銭問題が再び起きるのではないかと不安になる。（市長の私的流用により発展
しないのではないかと考えられる為）
もう少しわかりやすい発展を実現する努力をしてもらいたい。

531 戦略的な都市経営 企画財政部

名張を他の地域の方
へ知って頂く為に、素
敵な街だと思って頂く
為に

街の街路樹の整備、雑草の整理等が特に夏になると手が行き届いていなく、雑草が伸び放題で歩
行者の邪魔にいつもなっている。道路の白いラインは消えたままで、夜はどこからどこまでが左側な
のか、分かりづらい。市の外観が悪い。
交通マナーが悪いので、事故も多く、もっと交通マナーを呼び掛ける運動をした方が良い。
若者が市内に増えて活気がある街にしてほしい。花火大会だけでなく、地域の方が多く参加出来る
交流の場が夏のイベントに有ると楽しみが増えると思う。
高齢者が増えるので、ケガ・事故を防ぐような講習、運動の機会が身近に有ると良いと思う。
歩行者が歩きやすい、歩道の整備を丁寧にすれば街を歩く人も増えて活気付くし、ジョギング、ウ
オーキングをして健康促進にもつながると思った。
今の名張市は、どの分野も外の地域と比べて、進んでいるようで進んでなく、住みやすそうで、そうで
もないと言った様な印象を感じます。

531 戦略的な都市経営 企画財政部 -

名張のような地方の一小市が人口減少という大きな流れに逆らって何かできるとは思えません。どの
みち、パイの取り合いでしかないのですから。
ですので、減少人口を大前提に外への発信より、各々の充実を考えることが有効な税の使い方では
ないのでしょうか。無駄遣いもまた、経済の循環とも考えることもできますが、資源が減ることは事実で
すので、そのあたり考慮してください。
一応設問には全部答えましたが、全く関係ない部分も多く、なんとも悩みました。

531 戦略的な都市経営 企画財政部
名張市の住民の年齢
構成と財政

我家もそうですが、名張で育ったこども達が、大学で他府県に行き就職する上で魅力的な企業がな
いために名張に帰って来ず、今後益々高齢化が進み税収は少ない。医療・介護等の支出は増加し
て、住民負担が増えてしまうと思う。

531 戦略的な都市経営 企画財政部
街の活性化の施策に
ついて

居住者の高令化に伴って、街全体が沈滞していく。若者が定住できる様な街になって欲しい。



施策別自由意見内容（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
まちづくりに対する思
い

「名張が大好き！」って思える人が多くなることですよね、と思うんです。そして、大事なことは他から
移住してこられた方に特に思ってもらえることが、歴史のある名張になっていくと思います。人も商業
も少し排他的ではないでしょうか？地元の人は愛するからこそ、守りに入っているのは、わかります
が、距離をおかれてる、わからないように（きっと無意識）区別されてる感はぬぐえません。スーパー、
コンビニ、本屋など、同系列ばかりですよね。でも、名張の自然は、いつも大きく受け止めてくれてま
す。だから、好きで２７年間住ませてもらってます。えもやっぱり、要は『人』育て。世間や家族ばかり
の視野ではなく、個人の思いがもっと出せる。受けとめてもらえる土壌作りが必要なのでは！？

531 戦略的な都市経営 企画財政部 若年層の減少
名張市の外部への歴史的、文化、自然環境について行政が中心となりPRの促進してく事。名張市
の良さをPRし、人口減少に歯止めを掛けて行く事、事業所の名張市への移転の促進等。

531 戦略的な都市経営 企画財政部 -
より良い街「理想郷プラン」が良い結果になりますよう出来る事は協力させて頂きます。住みやすい名
張の街、私は好きですよ。

531 戦略的な都市経営 企画財政部 市民の高齢化対策

少子高齢化対策として、・若者に魅了ある街づくりは困難なので、特徴ある街づくりのコンセプトを掲
げる（オンリーワンの「とんがった特徴」を持つ街）
①税金フリーの市（例えば、住民税が日本一安い）・エネルギー自給率１００％（電気、水道料金が無
料）・65才以上の市内バス無料パス・高齢者の健康診断無料
②電柱が一本もない街（電線の地中化）・名張の強みである景観の良さをさらに強くする。
予算は市を経営していく上での意思を表現しているはずだが、毎年あたりさわりのない数字。生き残
る為に特徴を作り出し、特長にしていって欲しい。

531 戦略的な都市経営 企画財政部
税額、行政サービス、
公共料金

他自治体との格差是正の方策を考えて下さい。

531 戦略的な都市経営 企画財政部
交通の利便性や子供
の減少高齢者増加、
過疎化問題

もっと名張が、こんないいところあるよ！おいでよ！住みやすいよ！というアピールが（アピールポイ
ントがありそうでない！！のがダメ）できる都市にしていく＆アピールしていくのがすごく大事だと思い
ます。廃れるのは悲しいので、みなさんと変えていくことができるといいなと思います。

531 戦略的な都市経営 企画財政部 高齢化

名張には百合が丘や梅が丘など団地は多いけど、若い人が少なくなり、高齢化が進んでいるように
思います。街で新しく建つのは、介護施設と葬儀会館ばかり。たしかに老人にとっては住みやすい街
にはなるでしょうが若い人達がどんどん年を重ねていったら将来名張は老人しかいなくて、働いてい
る人も中高年になりそう。山や丘の上に住宅地が多いと交通も不便で車がないと困るけど、年を取る
と運転するのも危なく、かといって乗らない訳にもいかず・・・もっと若い人達が魅力だと思える名張に
ならないと若者がいなくなってしまいそうなのが不安です。雇用もそうなんですが、昨年再就職すると
きに仕事を探していても、医療・介護系ばかりで今は伊賀市で働いています。名張ってお年寄りメイ
ンになってきていませんか？若い人にアピールできる事が少なそう。

531 戦略的な都市経営 企画財政部 「まちづくり」について

名張には活気がないと思う。勤務先も大阪を中心とした他府県が大半である。人が定着する街づくり
策を早急に、しかも市として希望の持てる方向性を打ち出すべきである。
”名張創成”のために何をどのようにやって行くべきかを、老若男女を集めて市に提言し得る集団を
作るべきと思います。

531 戦略的な都市経営 企画財政部 人口減 人口減を防がないと、町は衰退していく。

531 戦略的な都市経営 企画財政部 過疎化について

住民の高齢化が進み、街全体に活気がない。自宅周辺も人の姿を見ることが少なく、人の声も殆ど
しない。以前横浜市に住んだことがあるが、市の財政は名張よりも余裕があり、身体障害者に対する
優遇制度も充実していました。また、史跡や観光地も多く、公園など緑地が整備されており散歩やウ
オーキングなどリクリエーションに不便しません。
名張でも他の自治体の実態を調査し、地区に反映して下さい。

531 戦略的な都市経営 企画財政部
生活に於ける質の向
上

ファッションや飲食店がローカルな者しか無い。高級な物やレストラン・割烹は大阪まで出向かなけ
れば得られない。名張市自体がまだローカルな為に高級メーカの出店は無理なのかも。
したがって若人の定住が都心に向かって行ってるのではないでしょうか？
名張で子供の時より過ごした成人男女の定住すべき町造りも心掛けねば将来の少子化は止められ
ないのでは。若人が魅力の持てるタウン計画も必要と思われます。

531 戦略的な都市経営 企画財政部
将来に向けての不安、
魅力的なまちづくり

名張市としての魅力的なまちづくりが必要と思う。何か一つ、他の市町村にないまちづくり、モデル市
として全国から注目され、また名張に足をむける仕組み作り（たとえば、介護施設充実の名張市など）

531 戦略的な都市経営 企画財政部 -
私は名張の町で生まれ一度も外に出たことがありません。昔桜の季節には平尾山の野外ステージで
芸人が来ていろいろ催しが有り子供心に楽しかった。今はなにかおもしろいものがない。スポーツや
他にもいろいろ考えたら。

531 戦略的な都市経営 企画財政部 - 名張市のPRとしてインパクトのあるゆるキャラを考案してほしい。

531 戦略的な都市経営 企画財政部 -

少子化のせいで小学校や高校がどんどん減っており、小学校は通うのが遠い。高校は選択肢が少
ないと気になっています。名張はもともと選択肢が少なかったのにより少なくなって住み続けたいと思
える町とは思えません。
医療のことも、子どもの救急の時の対応のひどさが名張に対する信頼を失わせた。仕事のことやいろ
いろより、名張に住んでいるが、機会があれば名張を離れたい。もっと安心して住める町へ移りたい。



施策別自由意見内容（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
名張市の将来のある
べき姿は？

名張市の将来のあるべき姿は？
各地域における市町村の人口は少子高齢化と大都市の一局集中により人口滅少が止まりません。
名張市も例外では無く、将来を見た場合、人口は確実に減少して行き、市としての存続も危ない状
況と思われます。
将来の人口減少に歯止めを掛け、更なる人口増を図る為にも名張市としてのあるべき婆は。
名張市の経営原資（人・観光・※農業・企業）を見直し、強化することが重要と思います。
強化するポイントは、人（住民）と農業であり、その為の新たな仕組みの構築が必要です。
通勤・通学が便利だけでは人は増えません。名張市に住みたい、生活基盤を構築したい欲求を満た
す為の仕組みです。
暮らしやすい生活環境の充実と新たな雇用を生み出す企業の創造が必要です。
現状の名張には、休耕田・休耕地が多くあり、今後は小学校の統合により校舎も余ってきます。
個人による農業から法人組織による生産・販売・開発がシステムで運営できる農業法人が必要です。
その為にも、従来からの習慣を見直し、起業しやすい環境整備が必要であり、大胆な発想が重要で
す。
将来の名張のあるべき姿は、日本一の農業先進都市による若い力の育成と全国の範となるIT農業
の確立です。
全国から名張市に住みたい若者が集まる衡になれば素晴らしいと思います。
※農業（農業・林業・畜産）

531 戦略的な都市経営 企画財政部
これからのまちづくりで
求めること

名張市のまちづくりに対するアピールが周りを見ると浸透していないように思えます。若い世代にもわ
かるような計画のビジョンが大切なように思います。住みやすい名張市を対外的にアピールをするこ
とも大事ですが、先ずは住んでいる人たちのまちづくりに対する意識の改革が必要ではないでしょう
か？会社の都合上、いろいろな場所を転々としていますが、名張市はかなり住みやすいまちだと思
います。私も、仕事上、従業員全員の教育等をやっておりますが、人と人との関係や理解してほしい
ことが上手く伝わらず悩んだりします。いろいろ大変だとは思いますが、住みやすいまちづくりの為に
も応援しておりますので頑張ってください！！

531 戦略的な都市経営 企画財政部
人口減少に対する対
策

福祉サービスが充実しているのは誇れることだが、空き店舗、空室が増加し、老人介護施設ばかりが
増えている街並みを見て、他の市町村、県外からの人口流入を促進しようとしない市政に不安を感じ
ます。
国道沿いに、でかでかとケアセンターを建てさせてしまう土地利用は名張市は老後の町、と言ってい
るのと何ら変わらない。
観光資源のPRが下手すぎで、発展に期待できない。
名張市内だけでなく、大きな範囲でまちづくりを進めてほしい。

531 戦略的な都市経営 企画財政部
現在居住する地域に
ついて

あと数年すると高齢化が今以上に進み、空家も増え田畑山林等荒れ放題になるのではと心配してい
る。市政も団地等人口の多い方に目が行き、昔ならの集落でも人口が少ない我が地域は、過疎地と
して見捨てられるのではと心配する。村民力を合わせて地域の清掃等がんばってはいるが、いかん
せん人手が少なく、負担も大きい。
久しぶりに小学生を含む家族が移住して来てくれ大きな喜びだが、バス通学も冬場は雪で危険な
為、家族の送迎を依頼されたり、過疎地ゆえの理不尽な目にあう。（結局、冬場もバスの送迎をしてく
れるようになったけれど・・・）。名張市内でも空家が目立つようになった。我が地域でも空家利用等、
市と共に考えていけたらと思う。限界集落だからと市政の落ちこぼれにならない事を願う。

531 戦略的な都市経営 企画財政部 名産品などについて

私は20年以上前に大阪から引っ越してきました。
名張は大きく発展しましたが、もう一歩のところで１０万人都市になれずに残念です。
大阪に帰る時にも、手土産にする物にも　これといった物がないように思います。
阿山のモクモクのように　大阪などにもっと発信していく　名産品などを作っていくべきだと思います。
名張だけでなく、上野や青山や美杉などと一緒に町おこししていくべきかと。

531 戦略的な都市経営 企画財政部 市の財政について

一般企業でもそうですが、財政が大変な時には、企業経営者、また、責任者の手腕が問われる時だ
と思います。
市の財政が大変な時であるなら、まさに、市長の手腕が問われている時だと思います。
今一度、市職員をはじめとしての改革をのぞみます。

531 戦略的な都市経営 企画財政部 不便さ
立地が山であり、車もしくはバスと運賃も高く、レジャー等、何も無い。出掛けるのも大阪・名古屋方
面にも時間が掛かる。

531 戦略的な都市経営 企画財政部 -
住宅地に若い世代が少なく、活気がない。
若者世代が集まる政策が必要。そのために就労の場の拡大や若者に魅力ある産業をよびこむ。

531 戦略的な都市経営 企画財政部
公共施設利用の不便
さ

図書館（坂の上）、体育館（坂の上）など、バラバラなので”いきいき”も駅から遠く利用しにくい。市役
所を中心とした地域にすべての公共施設を集めれば（病院など）もっともっと人が集まると思います。

531 戦略的な都市経営 企画財政部 人口の減少

私は、将来、大都市に居を移し、その大都市で働く予定です。
この様に、地元を離れ、人口が減少してしまう要因は、この地域が、まだまだ人の求めている事業が
少ない、集らない等にあると私は考えます。
そのため、この地域が、もっともっと豊かになり、事業の種類や数などが増加するためには、交通機
関の充実（新幹線の開通など）、地域のみならず地域住民の意識改善（原発事故による廃棄物の受
理など）、そしてこの地域で働いている皆様の益々の向上心というものが必要不可欠だと私は考えま
す。
このような大胆ではございますが、他の地域からリスペクトが得られるような魅力ある町に変われば、
きっとこの地域が変わるだろうし、人も集まり、私自身も「この町に残りたい」と感じると思います。
その日が来る事を私は２０年でも３０年でも待っています！

531 戦略的な都市経営 企画財政部

出産・若い人の名張市
内定着の促進等で若
い人を中心に人口増
加策

・件名の解決策として老人福祉を少し犠牲にしても若い人に対する優遇税制・補助策を取る。
・公務員の人件費を名張市内の一般従業員（何人以上の事業所といった制約を設けない）の平均賃
金に合わせて、そのことによって捻出した金額を上記１に当てる。
・名古屋の河村市長の「税金で生計を立てている公務員の賃金の方が納税者のそれより高いことに
違和感を感じる」との主張に一理あると思う。また橋下大阪市長の大阪府市の公務員の人件費節減
の実績と維新の党の公約（公務員の人件費の節減）もあるので、実施は不可能ではないと思う。上記
２の補足。
・教育を充実して、名張市から有名大学の合格者を多く輩出する。また、中・高卒の名張市内の従業
員に技能教育の補助策を立てて、優れた技能者を育成する。---このことによって子供の増加・若者
の市内定着が進むと考える。



施策別自由意見内容（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 -

少子高齢化の影響が現実的となって来ました。３４年間のつけがこれから行政になんらかの影響があ
る事だと思います。７５歳以上の社会保障費が拡大につれて、負担増はある程度仕方ない事です
が、古い機械は故障が付き物です。
（１）社会保障優遇制度はある程度残すべきです
最近、若い人たち、老人含め所得格差が広がっています。一件、別々に思えますが、全て繋がって
います。経済的には、一身同体と思います。
（２）少し遅いかも知れませんが、魅力ある企業誘致と新産業の育成に集中する。
（３）老人の力を活用しつつ、若い人の雇用を確保し、とにかく若い人達を名張市が出なくても生活が
出来る環境作りを各自治体含め討論から早急に始めるべきだ。

531 戦略的な都市経営 企画財政部
名張のことをもっと外
に向って発信し、地域
活性化を

伊賀市や地域起こしをしている他の市町村と比べると名張の発信が弱く、名張の顔が見えていない
ように感じます。例えば忍者は完全に伊賀市のものになっています。忍者の関心は高く、日本だけで
なく外国の観光客にも人気が高まっています。
芭蕉さんや上野天神祭りなどもそうです。
名張にも、赤目だけではなく、乱歩さん、観阿弥さん、廃寺、ブドウ、メロン、平井堅さん山口蛍選手、
米作り、酒造り・・・などなど、工夫次第で発信できるもの、行事の目玉にできるものなどいっぱいあり
ます。
このような名張の宝物にもっと目を向け、活力ある名張市であってほしいと思います。

531 戦略的な都市経営 企画財政部 「魅力ある街づくり」

・TV等で紹介される「名張」は、旧町の紹介ばかりだと感じる。県外の友人に名張って何があるの？と
聞かれて、だれもが訪れたい、興味があるといったものが少ない。
・無難な旧町に逃げるだけでなく、田舎や森林等の上手な活用によって、これからの名張を考えて
いって欲しい。

532 効果・効率的な市政 企画財政部 税金の使い道
人件費の比率を下げる取り組みがされているか。
市会議員の削減の必要はないか。
市職員の数は他市と比べてどうなのか。（人口比、税収比、同じ位の規模の市と比較して）。

532 効果・効率的な市政 企画財政部
市役所等の行政サー
ビスについて

土日に窓口が開いておらず、一人暮らしの社会人では手続きができない。

532 効果・効率的な市政 企画財政部 -
行政に望むことは、ムダをなくしてほしいです。例えば、期日前投票に行った時のこと、受付にいる人
数が多すぎます。用紙に対して人員があれだけいるという感覚が民間とは違いすぎます。

532 効果・効率的な市政 企画財政部 - 市の公共施設でシニア割引を導入してほしい（父の意見）

532 効果・効率的な市政 企画財政部 税金の使用方法 同じ物ばかり建物はいらない。必要なことにちゃんと使用してほしい。

532 効果・効率的な市政 企画財政部 -

いつも私たちのためにありがとうございます。予算が厳しいという事は理解しているが、公共の建物で
老朽化しているところの補修は必要じゃないかと思う。
議員の定数を減らすとか（人口に対して多過ぎないか？）イベントにあいさつまわりすることを減らす
とか（参加するなら意味もあろうが、あいさつだけして帰るのはなぜ？）
他地域と比べて、自然災害も少ないし（海岸線とかないし・・・そこに予算かけなくて済みません
か？）、スポーツも大切だとは思いますが、より多くの人が日常的に関わる部分や生活に密着する所
に予算をあてて欲しいなと思います。

532 効果・効率的な市政 企画財政部
市役所の職員の数が
多過ぎ

市役所の職員の多さにうんざり。民間企業では考えられない。税金で働いているのだから、人件費削
減していただかないと思います。以前に市役所に行ったら、机に座り、お茶飲んでいた。目に入る所
で、お茶など飲むな！教育して下さい。

532 効果・効率的な市政 企画財政部
行政のスリム化が必要
ではないか

少子高齢化がますます進む時代であり、住民に対しコミュニティ費用を移行し行政の職務をスリム化
しているようですが、組織をもっと減らして各職員の能力をもっと広く高く素早く行動を取る積極的な
職員が必要である。
問題解決能力のない人は早く退くべきであり、人件費の削減がもっと出来るのではないか？　名張
市の人口も減少傾向と聞いています。民間では経営悪化すればすぐに「肩たたき」が始まります。親
方日の丸の公務員は、名張市を良くすると口では云っても行動が伴わないのが残念である。又、介
護費用が今後益々増えてくると予想されるが、何事も『入りのチェックは厳しく、出のチェックは甘い』
これが公務員の体質であり、この辺の所も改めるべき行動ではないかと思います。
赤字体質は各幹部の頭の切り替えが常に素早く考え行動が必要と思います。自分の財布と思って
「ムダ」を排除して下さいね！

532 効果・効率的な市政 企画財政部 変ったまちづくり

少し変ったではなく思い切り変えなくては。まず職員の給料を上げ日本一にする。そしてその分、能
力のある人に働いてもらう。50才～55才くらいの人を入れる。定年は65才として、10年くらいで退職す
るので退職金が安く済む。人生長く生きているので専門の能力が高くすぐ使える。
また女性には最も向いていると思う。

532 効果・効率的な市政 企画財政部 行政改革

・市　公務員の人員削減
・市　公務員の人件費抑制（能力を重視した賃金体系）
・市議会議員の定数削減（現状の半分で充分である）
・市議会議員の歳費の抑制
・期限・数値目標を定める

532 効果・効率的な市政 企画財政部
ごみの収集、ごみ出
し。病院、市報等の情
報

今迄市が行っていた事業を民間に丸投げにして、サービスが低下してはいませんか。利益追求では
出来ない事もあります。

533 持続可能な財政運営 企画財政部 -
税金高い。
議員数を減らせ、市の職員の人数及び、公務員数を減らして税金を安くしろ！！働いても税金が多
過ぎる。

533 持続可能な財政運営 企画財政部
税額、行政サービス、
公共料金

税→公共料金が高すぎる。市職員減らして、パート・アルバイト多様によりコスト削減すべき。ルーチ
ン業務ばかりでは？



施策別自由意見内容（問23）

施策
コード

施策 部局名 件名 具体的な内容

533 持続可能な財政運営 企画財政部 - 償却資産税の徴収を伊賀市並みに強化して欲しい。（現状のままだと不公平です。）

533 持続可能な財政運営 企画財政部
名張市に少ないものと
切実な願い

公共料金が高い

533 持続可能な財政運営 企画財政部 水道料金が高い 市民税が高すぎる。

533 持続可能な財政運営 企画財政部 市民税
他の市町村に比べ税金が高く困っている。地域高齢化も加速し、更なる企業誘知、並びに若手を呼
び込む計画が必要だと思う。

533 持続可能な財政運営 企画財政部
老後を暮らしやすくす
る為に

若い人達に対して、少子化対策とか子育て支援とかそういう事も大切ではあるが、若人はまだまだ働
けるし頑張れる。やる気があれば、やる気になれば、不安も解消方向に行けるはずである。
我々シニアと成り、働けず、働く場所もなくなり、年金受給でようやくなんとかと思っても、その年金か
ら色々な税金、保険等を多額もって行かれると生活もままならない。国民市民が不自由なく今のくら
しを手に入れられたのは、シニアの私たちが頑張って税金を払い、豊かにして来たのに、働けなく
なって来たら苦しめるのか。行政指導は間違っている。もう少し年寄りにやさしい税のありかた等を考
えてもらいたい。公務員のサラリーをもっと減らすことを第一に考えるべきだ。

その他 - - アンケートについて

同じ市内でも団地と山間部では考え方にかなりの差があると思います。私の実家もどんどん限界集
落化して、若い人はほとんどいません。田畑なども野生動物に荒らされ、困っています。なのでこの
アンケートはその様な地域の人に役立てられるのか疑問です。
私事になりますが、保健センターの方々の親切な対応に感謝いたします。

その他 - - 経済的 物価が高い

その他 - -
このアンケートについ
て

字が小さい・漢字が多い・ふだんから、行政に目を向けていないと理解できない難しい言い回しが多
いと感じる・カタカナ語がわからない（NPO、コミュニティなど）
答えたい気持ちはあっても問題が難しくどうでもいいか、適当に、という気持ちになってしまいます。
幅広い層に対応した文をこころがけていただきたい。

その他 - - 人間関係 人と人との付き合い、難しい所。名張の人は根性が悪い。もっと思いやりの人間であってほしい。

その他 - -
近所の植木等伸びて
切らない

美化的にも悪いし、迷惑しているがどのようにしたらよいかも相談窓口等市で受け対応して欲しい
（言っても相手が聞いてくれない）

その他 - - アンケート作成

・回答の選択肢がばかげていて答えられない。【例】～の分担に同感しない→そう思う、思わない。～
高まっていると思う→思う、思わない。
・知らない、無関心の場合でも無理に回答させるのはナンセンス。満足である、やや～、満足ではな
いなど
すべて同じ言葉で４つ揃えようとするのは粗雑。関心がある、〃がない、〃、〃。備えがある、〃な
い、〃、〃
いずれの質問もアンケートの作成にこだわり作成者が試しに回答しているとは思えない。
回答するには最低のアンケート、質問は良いとしても、選択肢の回答はすべて×

その他 - - 回答について
一人暮らしになった母の介護の為に、自宅と母の家を行ったり来たりの毎日です。従って市政や地
域コミュニティへのかかわりがほとんどなく、解答欄の、どう思うかの選択に、「解らない」ので、「そう思
わない」と解答せざるを得ない部分がありました。

その他 - - 将来について
今は夫婦とも元気なので特に不安はないですが、相手が欠けた時は大丈夫かなと心配になります
が。これは皆様一緒ですね。

その他 - - 議員定数について
県議会議員は1名で良い。もしくは伊賀市と合わせて1名減にするべき。
市会議員の定数は人口比で決めるべき。最小必要数はあると思うが、現在は多過ぎるように思う。定
数の見直しを！

その他 - - 議員数 市会議員の数も多いのではないかと思われる。議員報酬も高い。

その他 - - -

このアンケートについて。
・「分からない」という項目がほしかった。
・問6(17)「先祖を追想する」とは、どのような環境をさすのか（単に霊園・墓地ではないより高いレベル
のものか）わからなかった。

その他 - - -
夢を持って名張に来ました。交通・学校・水道（汚水）あまりにも予想とかけはなれていました。
今は子供たちも成人していますが、その子供たちは他県や他市に移っています。
親子何世帯で住みたいと思っていたので残念です。

その他 - - - 無回答につきましては、具体的に自分の身におこったことではないので、回答できませんでした。

その他 - -
医療と介護福祉につ
いて、議会活動につい
て

財政について。出来るだけ無駄を省く上で、市民からの不当な要求（予算を伴う）議員・公務員の活
動費について、公明正大に議会活動の衆知できるように（今以上に）御願い致します。お世話さまで
す。

その他 - - ナイトウォーク
夜に街でウォーキングしている人達を集めてイベントを企画してほしい。地域の交流や、夜間の見回
りも兼ねたり、若者が出会う場になると思う。（愛媛の八幡浜で実施していた）

その他 - - -
余り外に出ない毎日。各地域のことは、広報なばり、新聞他で知るくらいですのでお役に立ったかど
うか・・・。



施策別自由意見内容（問23）

施策
コード

施策 部局名 件名 具体的な内容

その他 - - 将来の不安
子供が独立し、主人とは年令差もあり、年金も減る方向にあり、自分がひとりになる老後を思うと不安
になる。

その他 - -
市民意識調査の用意
された選択肢について

実態や状況を問うのではなく、意識を問う調査の選択肢には「分からない」or「どちらとも言えない」等
の中立的回答の選択肢を用意してもらいたかった。したがって、上記無回答（問２，６，８，１０，１８，１
９，２２）はそのような意識の結果とご判断いただきたい。

その他 - -
議員削減。病院のこ
と。

議員をもっと減らすこと。給料を減らす。

その他 - - - 年配の人が集まれるカラオケ喫茶、スナックなど増やす。

その他 - -
世代間の交流の場、
機会をもっと作ったら、
核家族的の解消

・各地区対抗の様な３世代運動会など
・川やダムの水の豊富な地域なのでそれを利用しレクレーション。市民水かけ合戦とか。
・各地区の特異性を出し合って良い方向性に延して行く。
・地区選出の議員は普段も、親しく市民といろいろ接して欲しい。選挙のときにお願いしても、何か
ハッキリわかりません。自分をもっと生かして下さい。

その他 - - -

福祉が盛んになればなる程、年寄りは追いやられる・・・私はそんな事をいつも考えています（世話し
なくても福祉があるからなんて）
昔は三世代とかで一家の家に住み、つらく悲しい日もあったでしょうが　漬物やおはぎの作り方など
皆が覚えたのではないでしょうか。
縫物も、ボタン付け、パンツのゴム入れなどは当たり前、今はどうでしょう。温かい家庭とは・・・何だろ
う。学校から帰ってもいつも誰かいる、温もりとは　身体とは、私も73才になっても分かりません。子供
達（通学団）に「おはよう」「お帰り」と言っても殆んど返事がない。怖いニュースが多いから言葉をかけ
られても返事してはいけない・・・なんて言われているのでしょうか。

その他 - - 期待したところでムダ 市の人間が頑張ろうとする姿勢が見えないため期待できない。

その他 - -
夫に先立たれ、１人に
なった時、不安であ
る。

１人になり、怪我した時（今回足を怪我しましたが、とても不便でした。）

その他 - - -
市会議員の数多すぎる。
アンケートの返信用の封筒に　のりかシールつけて下さい。

その他 - -
自分の健康状態維持
法について

日頃の悩みは現在の健康状態を後何年維持できるかということです。この事について頭一杯です。
維持するために私は毎日１時間３０分程度のウォーキングに励んでいます。雨や嵐の無い限りは実
行する様に勤めています。
畑も家の周囲にありますので、家庭菜園や草刈りに励むと共にウォーキングにムリのない様に努力し
ています。
甚だ勝手ですが市行政策については若年の方にお願いするとして、人生をみなさんにご迷惑をお
かけしないで終点を迎えられる様にと祈ってています。　お許し下さい。

その他 - - 市会議員について 市会議員の給料（手当て等を含む）を減らして欲しい。

その他 - - -
このアンケートが無記名のくせに年齢と居住地をきいてる時点ですでにおかしいと思う。個人を特定
できますよね？

その他 - -
市議会議員さんの活
動について

議員さんがどのような活動をしておられるのか、もっと具体的に市民に説明してほしい。
選挙の時だけは目立って活動されるが、その後の活動については全く伝わってこない。
公報は各家庭に配ってほしい。

その他 - - -

近所の人誰にきいてもアンケートなんか来てないという人ばかりで、前に一度（平成25年）に送られて
きています。同じ物を高齢になる私に又どうして送ってくるのでしょうか？
前にアンケート書いて送ったのに受け取りましたとも何とも言って来なくて、あれは本当に市役所から
送られて来たのか、ずうっと不安に思っていました。その頃ちょうど同じ大きさの封筒が何通か送られ
てきて、電話がかかって来て、その封筒は貴女が持っていても何の得にもならないので、私達にとっ
ては喉から手が出るほど、それがほしいのですぐにその封筒をこちらに送って下さいと、毎日毎日パ
ニックになる位、又いろんな所からも電話がかかって来て、友達にそんなの送ったりしたらダメよと言
われたり。
又、こちら警察ですがと電話がかかり、どうして私の電話がわかるのですかと聞くと、前に何か被害に
あった事はありませんかとか、又貴女の名前や携帯番号が今、売買されていますとか、もう毎日毎日
電話が鳴るたびにドキッとして出られないんです。
毎日が不安で今は、市の方から悪徳の電話がかかって来たらわかるようにと電話に取り付けてもらっ
ているので、今はほとんどかかって来ないのでホットしています。主人が亡くなって、今年15年になり
ます。一人で居ますと本当に不安だらけです。
つつじは何かにつけて便利が悪く、病院に行くのも下まで下りてバス代が高くても先日駅まで行っ
て、今はコンビニで市役所に行かなくてもやってくれると言われてコンビニに行きましたら、暗証番号
がわからなくて市役所行きのバス、今出ましたと言われ、よし歩こうと今年84才、往復歩きました。遠
かったです。すいませんいろいろおしゃべりしました。
どうか高齢者の人たちのため、又地方のお友達に胸を張って名張っていい所よと言える様に住みよ
い名張にして下さい。期待しています。

その他 - - 三重交通バスの件
バス代が非常に高い、本数もほとんどない、勤めていても交通費がもらえない。
もう少しバス代について考えて下さい。市民の立場になって。
梅が丘～名張駅 片道300円

その他 - -
議員に最低限の試験
が必要では？

名張に住んでいれば誰でも知っている事や、政治家として最低限知っておかなければいけない事な
ど、議員に試験を課すべきだと思います。そして、立候補者の点数の公開や、当選後も定期的に試
験を課し、点数を公開するなど嫌でも勉強させる状況を作る必要があると思います。
勉強しない無知のままの議員は邪魔なだけです。



施策別自由意見内容（問23）

施策
コード

施策 部局名 件名 具体的な内容

その他 - - - 近所のトラブルを警察にTELしても対応してくれない。

その他 - - 市職員？
とある店で「私らには税金という予算があるんやからそれは使いきらなあかん」という会話を耳にしたこ
とがあります。かなり気分悪かったです。


