
市民意識調査(令和３年２月実施)における自由意見の結果について 

 

 

１．自由意見欄に記載のあった人数 546 人（回収数 1,360 人） 

 

２．自由意見欄への記載率       40.1% 

（参考）2019 年度調査 35.5%（334 人/  941 人） 

2020 年度調査 42.6%（539 人/  1,265 人） 

 

３．自由意見の件数        延べ 894 件（非公表意見を含む） 

 

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

 

５．自由意見の公表にあたって 

   市民の皆様から頂戴した自由意見については、なるべく頂戴した意見をそのまま掲載しておりますが、 

個人情報保護の観点などの点から、一部修正、または、公表を控えさせていただいた意見もありますこと 

をご了承ください。 

順

位 

 件数

（件） 

割合

（％） 

 

① 交通計画 92 10.3% ・車の運転が出来なくなった時、買い物や病院への移動をどうするか不安に思います。 

・ナッキー号の本数増やして下さい。 

・コミュニティバスを土日利用できるようにしてほしい。 

② 地域医療 81 9.1 ・救急搬送において輪番制の病院ではなく近くの病院へ搬送してほしい。 

・産婦人科が少ない。 

・もっと最新医療が受けられる医療環境になってほしいです。 

③ 「新・理想郷 

プラン」の推進 

81 9.1 ・もっと元気で明るいイメージの名張市に変わっていってほしい。 

・高齢者だけでなく、若い世代が住みやすい町づくりをもっと行ってほしいです。 

・人口が増える為の市として努力、アイデアを考えて欲しい。 

④ 道路整備 66 7.4 ・伊賀～名張のバイパス工事を早く終わらせていただきたい。 

・道路の白線が消えている、道路のでこぼこ等を直してほしい所が多い。 

⑤ 商工経済 65 7.3 ・同じようなお店ばかりでなく、映画館や大型ショッピングモールを作って欲しいです。 

・起業しやすい町づくり。 

⑥ 持続可能な 

財政運営 

54 6.0 ・都市振興税を 5年間だけでなく、さらに 3年間延長する事は反対です。 

・名張の財政難が心配。 

⑦ 学校教育 41 4.6 ・中学校給食を実現させてほしいです。 

・学校のクラスの人数が多すぎます。 

⑧ 高齢者福祉 38 4.3 ・後期高齢者になった時、入れる老人ホーム等が本当に有るのか、常々心配しています。 

・現在夫婦 2人暮らしだが、1人になった時が不安、サポート体制の充実を願います。 

⑨ 子育て・ 

子ども支援 

35 3.9 ・子育てにすごくお金がかかります、もっと支援がほしいです。 

・子供が小さいから保育園に入れたくても、すぐには入れない現状。 

⑩ 都市計画 27 3.0 ・桔梗駅前の土地を上手く活用して駅前を活性化させてほしい。 

・商業施設、市役所、医院などの立地が車を使うことを前提としており、車がないと 

生活できません。 

施策 主な意見 



施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

1 111 人権尊重 地域環境部

コロナ禍において、プライバシーの問題が不安であります。福祉
関係で働いていますが、情報の共有は大事だと思うのですが、
そこからうわさが拡がっている印象があります。個々の問題でも
ありますが、不安という点ではその部分です。

18～29歳

2 111 人権尊重 地域環境部

コロナに対する意識が都会に暮らす方などに対する考え方がち
がい、感染した人などに対する心の狭さを感じる事が多い。大阪
で暮らす娘も「今は、名張に帰ってこないで!」とかのSNS等など
での書さ込みなど偏見を感じたり、田舎特有の差別などを感じる
事がある(他人のウワサなどがひどい)(自分の考えを他人におし
つけるなど)将来は、他人を気にせずに生活できる、大阪への生
活も考える気持ちになっています。田舎の悪い部分を感じる事
が多くなったように思います。

50～59歳

3 112 男女共同参画社会 地域環境部

長い間、地域作り組織、自治会活動、市民公益活動に参加し、
最近、女性軽視発言で、女性の事が取り出されています。この
地域も、女性役員が少なく、いろいろな活動に参加して思う事は
もっと女性の“力”を使っていただいたらと思います。この世の中
男女が居て、成り立って、当然、まだまだ、男性の方が、社会に
出ている機会が多く現実、男性の“力”には、およびませんが、
半面女性は、結婚、出産、子育てと女性でなければ、出来ない
事があります。そして、近年、女性の進出、活濯が重要視されて
きてます。ここで、男女が、それぞれの特性をいかし、協力して
いく事で今まで出来なかった事を広げていく事になるのではない
かと思ます。女性の“視”から見た事、女性役員も増し、女性の
意見も取り入れていく事が、地域の為にも、役立つ事につながる
のではないかと思います。"

65～74歳

4 112 男女共同参画社会 地域環境部

今話題になっているオリンピック組織委員会の体制から、「#わき
まえない女」です。市民センターのサークル活動の中でさえも、
男性優位は変わりません。男性が退職したときから日常生活で
暇になり、今まで女性で維持していたにも関わらず、男は偉いん
だとばかり行動します。たかがサークルなのに、「役員」になれな
いことに戦々恐々としています。また女性も、「私は気を使ってい
るから・・・」と平気で進言してきます。「ジェンダー・ギャップ指数」
で女性の地位が121番目というのも頷けます。
確かに男女の差はあります。一般的に体力の差が目立ちます
がが、それが全てに当てはまりません。とりわけ日本従来の家
父長制度の中で育った高齢者は、外国からのオリンピック組織
委員会への批判は理解できないでしょう。
お互いにリスペクトする社会、男女共同参画が当たり前になり、
名張の15の地域コミュニティにおいても理解が深まって、多様性
の中でこそ地域社会が発展していくものと思っています。

75歳以上
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

5 121
保健・医療・福祉ネッ

トワーク
福祉子ども部

30年程この地域に住んでいますが最近親元を離れ引越しをしま
した。実家周辺は地域交流があり挨拶が飛び交うところでした
が、引越した先の地域ではよそ者扱いされている感じがあり、地
域交流もほとんどありません。大災害が起こっても助け合う気持
ちにもならず、頼れるのは親や親戚と思っています。本当にこん
な状態でいいのでしょうか。

30～39歳

6 121
保健・医療・福祉ネッ

トワーク
福祉子ども部

これから、ますます高齢化社会になって来て老人が増えて来そ
うです。あっちこっちに老人を介護したりケアする施設も出来て
来てる感じになるのでしょう。人が人を支えたり助け合ったりしな
がら生活して行かなアカン世の中になって行くのでしょう。若い
世代の人も、子供を出産してものびのびと子育てのしやすい環
境であって欲しいと思いますし、子育て援助、相談みたいなのも
あったら良いなぁと思います。子育ての色んな悩みも相談相手
がそばにいてくれれば良いですが、皆が皆そういう訳ではないと
思いますし、気になる問題です。色んな悩みも相談出来る場所、
コーナーがあるだけでも気分的に違うかな～と思います。それ
は、子育てと限らず仕事の事も色々です。1人1人悩みも様々だ
と思いますし。

40～49歳

7 121
保健・医療・福祉ネッ

トワーク
福祉子ども部

どの地域も一緒ですが、私の住む、桔梗が丘も同様に、一人暮
らしの方が、年々増加しています。決して他人事ではなく自分も
その立場になる事は確実です。
プライバシー上、日常の挨拶程度の関係の度合いでは深く入り
込む事が躊躇されます。いつも何かの形で、地域ぐるみで、出来
る事がないかと考えています。

65～74歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

8 121
保健・医療・福祉ネッ

トワーク
福祉子ども部

市長さんはじめ行政の方々、日々名張市の理想郷プランに基づ
き日夜ご努力されている事、ご苦労さまです。年々隣近所も空家
が多くなり昔のように「向こう三軒両隣」といざの時におねがいす
る事が難しい世の中となっています。色々ご利用を考えていただ
いています。伝統ある名張市を次代に継いでいくようしていきた
いです

75歳以上

9 122 健康づくり 福祉子ども部

いつもいろいろお世話になりありがとうございます。あれもした
い、これもしてほしい、人間の顔がちがうように考える事はみん
なちがいます。健康で笑顔でいられる事、みんな仲良くこれが最
低の願いです。

40～49歳

10 122 健康づくり 福祉子ども部
介護予防で、8000歩、歩ける様な仕組、街の中にベンチを置く歩
くと健康マイレージがもらえる等。

40～49歳

11 122 健康づくり 福祉子ども部

健康・医療面：生活習慣病などの場合、薬だけに頼らず、運動と
か食事面とかをしっかりと伝えていただける部門があれば、例え
ば、病院と、セットになっていて、受診した後、運動ができたり、
食事の話がきけたりする場所があれば、病院に行くという感覚だ
けでなく、運動をしに行くとか健康になるために行く、という場
所、みんなの寄り所となる様な場所(病院)があればいいですね。
そして、その病院で案内したりする人も地域で働きたいと思って
いる、元気な高齢者とか…理想ですが、こんな所があればいい
なあ。

60～64歳

12 122 健康づくり 福祉子ども部

毎年2回かかりつけの病院で健診を受けています。市の健診は
受けてないため、再度受ける様、毎年封書が来るが必要ないと
思う。

65～74歳

13 123 地域医療 福祉子ども部 医療体制の充実。 18～29歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

14 123 地域医療 福祉子ども部

医療体制の充実化を望んでいます。以前祖母が救急で病院へ
と運ばれた際、名張の病院があいておらず、天理の病院へ運ば
れました。母が向かえに行くことになったのですが、深夜だった
こともあり、とても大変そうでした。なので、遠くの病院に運ばれ
てしまう人が少なくなるといいと思います。

18～29歳

15 123 地域医療 福祉子ども部
市立病院はとても不満である。転医させないでほしい。設備、医
者。

18～29歳

16 123 地域医療 福祉子ども部
高齢化が進んでいるので、もっと地域医療に携わる人を増やし
たりしてサポートしていけるようにした方がいいと思います。

18～29歳

17 123 地域医療 福祉子ども部

名張市在中の60歳以上無職の者が市内病院で健康診断(脳ドッ
ク他含む)をうけることができない。おかしいのではないか。市役
所職員ならばうけることができるとも聞いたことがある。その差は
なにか。市民が平等に健康診断をうけられる必要があると考え
ているので、理由、対応(今後の)を教えていただきたい。

18～29歳

18 123 地域医療 福祉子ども部 もっと最新医療が受けられる医療環境になってほしいです。 18～29歳

19 123 地域医療 福祉子ども部
名張市にある産院が一箇所なので産める場所を増やしていただ
きたいです。

30～39歳

20 123 地域医療 福祉子ども部
小児科の充実もお願いしたい。もっと腕のよい医師がいてほし
い。

30～39歳

21 123 地域医療 福祉子ども部 救急車で伊賀まではしんどい。危険。 30～39歳

22 123 地域医療 福祉子ども部 救急体制も伊賀市との体制もとても不便に思う。 30～39歳

23 123 地域医療 福祉子ども部 救急救助体制や医療に関して不安に感じています。 30～39歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

24 123 地域医療 福祉子ども部

今年2才になる子どもがいます。周りの同年齢のお母さたちも同
じことを言っているのですが、市内に信頼できる小児科がありま
せん。唯一信頼ができていた市立病院も初診料が5000円近く払
わないといけなくなり困っています。

30～39歳

25 123 地域医療 福祉子ども部 不妊専門の医療機関が欲しい。 30～39歳

26 123 地域医療 福祉子ども部

コロナがあり、県内の市町では独目の給付金や高校生など対象
を決めたものなどを行っているのに名張市にはない。医療も伊
賀市に頼るのではなく名張市内で医師が育っていくような環境
づくりができていないことを改めてほしい。

30～39歳

27 123 地域医療 福祉子ども部 医療機関が充実していないようで不安を感じる。 30～39歳

28 123 地域医療 福祉子ども部

市立病院ですが、初診の場合紹介状が必要だったり救急車だっ
たら対応しますと案内されたりもっと気軽に診察してもらえるよう
になったらなと思います。

30～39歳

29 123 地域医療 福祉子ども部 分娩できる病院が1つなのは少ないと思います。 30～39歳

30 123 地域医療 福祉子ども部
市立病院の質を上げてほしい。もし大きな事故にあって搬送先
が市立病院だと怖い。

30～39歳

31 123 地域医療 福祉子ども部 乳幼児も対応できる救急病院が近くにほしい。 30～39歳

32 123 地域医療 福祉子ども部 医療環境の改善が必要と日々感じています。 40～49歳

33 123 地域医療 福祉子ども部 市立病院の充実度UPを願います。 40～49歳

34 123 地域医療 福祉子ども部
救急医療体制の改善。名張市立病院で救急の常時受け入れを
行ってほしいです。

40～49歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

35 123 地域医療 福祉子ども部
信頼出来る医療機関が少ないのと、市立病院のいいうわさを聞
かないので救急の際とても心配です。

40～49歳

36 123 地域医療 福祉子ども部
医療に関しては、不安しかない。将来を見すえても、このまま名
張に住む事を考えます。

40～49歳

37 123 地域医療 福祉子ども部

家族が病気、入院になった時に、他府県の病院に入院になる為
(大きな手術が出来ない)通院、介護に通うのに大変でした。名古
屋市内に住んでいた時にくらべて、やはり、医療に不安が大きい
為、自分が高齢になった時は転居を考えています。

40～49歳

38 123 地域医療 福祉子ども部 産婦人科が少ない。 40～49歳

39 123 地域医療 福祉子ども部

・名張市立病院を総合病院に格上し医療科目を充実させる。専
門医を定着させ緊急医療センターを設定し地域住民が健康に生
活し暮らせる医療体制を目ざす政治を行なってほしい。
・環境整備と医療関係に重きを置き税金使用をしてほしい。

40～49歳

40 123 地域医療 福祉子ども部

高齢の親と住み、生活する中感じることは、医療体制の充実で
す。特に診療の際の待ち時間の短縮など、各病院で、体制づくり
をしていただけるといいなと思います。予約制であっても、結構
待つことが多いです。

40～49歳

41 123 地域医療 福祉子ども部 医療機関をもっと充実させて欲しい。 40～49歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

42 123 地域医療 福祉子ども部

子どもがまだ小さいですが、おかげ様で特に病気も無く健康で
育っています。ただ、ケガをした時に急に診ていただける医療機
関が無く困ります。かかりつけの先生は、外傷は診れないと言わ
れ、市立病院も同様のことを言われるので、小児外科を受けら
れる医療機関があると良いと思います。

40～49歳

43 123 地域医療 福祉子ども部 医療体制の充実を希望します。 50～59歳

44 123 地域医療 福祉子ども部 市立病院の今後のこと。 50～59歳

45 123 地域医療 福祉子ども部 緊急医療体制にかなりの問題がある 50～59歳

46 123 地域医療 福祉子ども部 名張市立病院の体制に不安を感じます。 50～59歳

47 123 地域医療 福祉子ども部 病院がない。市立病院もいまいちである。 50～59歳

48 123 地域医療 福祉子ども部

近所に住むおばあちゃんが救急車を呼ばれたので、私と近所の
方がかけつけました。すると救急車に乗ったのですが、なかなか
発車せず心配していました。すると救急隊員の方が上野市民病
院になりますが帰りは一人でタクシーかバスで帰って来れます
かと尋ねられてました。私は心の中で無理、タクシーっていった
いいくらかかると思ってるの?すぐ近くに百合が丘に市立病院が
あるのに・・・やはり、名張住民はなんとか市内の市立病院へ行
ける様になればと思いいます。いろいろと難しい事があると思い
ますがなんとか安心して住める様にお願いしたいです。
P.S.おばあちゃんをご近所の方がご夫婦で上野市民病院へむか
えに行ってくださりました。

50～59歳

49 123 地域医療 福祉子ども部

救急体制が毎日当番で病院の場所が変更される事がなかなか
改善されていない。
市民が7万人以上、いるのであれば、名張市立病院で受けいれ
られる体制にして欲しいです。

50～59歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

50 123 地域医療 福祉子ども部

市立病院について、市政の赤字の原因であると思っています。
近大が名張に来ているなら市立病院を近大にまかせて民間に
するべきだと思います。医療体制が整っておらず医者不足等の
解消のためには近大と話をつけて民営化にする方が市民のた
めにも、市政のためにも良いと思ます。医療環境に大変不安で
す。

50～59歳

51 123 地域医療 福祉子ども部 市立病院の信用性が低いと思います。 50～59歳

52 123 地域医療 福祉子ども部

<不安>
通常の医療は充実していると思いますが脳血管や心疾患の緊
急時の受け入れ病院には少し不安を感じます。市立病院で受け
入れ可能なのでしょうか。

50～59歳

53 123 地域医療 福祉子ども部 高齢化にともない福祉サービスと医療の充実を望みます。 50～59歳

54 123 地域医療 福祉子ども部

病院に関してですが医療の水準が低く名張の病院では、安心で
きる所がないので結局奈良県や大阪まで行くことになってしまい
ます。市立病院に検査に行った時もこんなことで来たのという態
度を取られてガッカリします。都会の病院を見ならってほしいで
す。都会の病院へ行くとこんなに親切なんだ、よく見てくれるんだ
とあたりまえのことに感激しますよ。

60～64歳

55 123 地域医療 福祉子ども部 医療体制の充実の強化等。 60～64歳

56 123 地域医療 福祉子ども部
救急医療体制ができていないと感じます。特に三次救急が無い
ことです。

60～64歳

57 123 地域医療 福祉子ども部
急なけが、病気などの時、救急が上野まで行かないといけなの
をどうにかしてほしい。

60～64歳

58 123 地域医療 福祉子ども部 名張だけの救急救助体制 60～64歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

59 123 地域医療 福祉子ども部
市立病院も、もっと充実させて頂きたいです。今のままでは行き
たいとは思いません!!

60～64歳

60 123 地域医療 福祉子ども部

医療体制も“名張に住んでたら死ぬよ”と言われた事もありま
す。実際に亡くなった方もいられます。高齢化が進んでいるの
に、救急医療もしっかりして欲しい。

60～64歳

61 123 地域医療 福祉子ども部

能力の高い医師のいる「往診専門診療所」を誘致して欲しい。救
急車を呼ぶ程ではないが、動く事が難しい状況の時に助かる。
複数件必要だと思う。

60～64歳

62 123 地域医療 福祉子ども部

奈良市より転居してきました。30年前と比べ、名張にも商業施設
や市立病院等ができ住み良くなったと感じますがこれから先、永
住するのには医療体制が不安です。周りの方も、大阪、奈良か
ら移住されてきた方が多いですが、病気や大きなケガになると、
大阪の病院や三重大病院、奈良の天理よろずなど、車や電車で
通われる現状です。MRIの検査は、予約できるまでに1～2週間
待たなければならず、結果がわかるのがそのまた1週間～10日
後。ケガをしてから20日以上も結果がでないので、万がいちのこ
とがあればと不安になります。安心して暮らせる医療の充実を
望みます。

60～64歳

63 123 地域医療 福祉子ども部
病気になっても安心できる病院が欲しい。輪番制をやめて欲し
い。救急体制をもっと整えて欲しい。

60～64歳

64 123 地域医療 福祉子ども部 病院の質の向上を願う。救急受入体制の当番制は困る。 65～74歳

65 123 地域医療 福祉子ども部
今まで医者にかかることは無かったが、かかりつけ医がいない。
市立病院利用には、ハードルが高いと感じています。

65～74歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

66 123 地域医療 福祉子ども部

特に老人社会になってくると、名張市立病院の充実が必要に
なってくる。医者のスキル・及び医療施設の充実を望みます。(正
直申しまして、今現在が医療の評判が良くなく、全く安心して診
察、入院出来る状況ではないと思われ、どうしても大阪の方の病
院に不便でも頼ることになります。)どうか、安心して年老いても
名張に住み続けることが出来るよう切に望みます。また、救急の
場合に名張と伊賀で輪番制で搬送していますが、これは「助か
る命も助けられない」ことが年に何回か起こっているのでないか
と思います。やはり名張市立病院では名張の市民の命を助ける
ことを絶対に実施して欲しいです。これは市制の「一丁目一番
地」だと痛感します。医者不足、資金不足はあると思いますがた
とえこの件で採算は合わなくても、他の件で必ず補うことで市民
は協力すると思います。

65～74歳

67 123 地域医療 福祉子ども部
緊急医療体制、近くに名張市民病院がありながら、岡波・伊賀へ
とまわされ、緊急を要する場合不安である

65～74歳

68 123 地域医療 福祉子ども部

ますます高齢者が増加する今後、医療体制を整えて行く事は出
来るのでしょうか?〔深刻な病気等では、上野(岡波、市民病院)、
津(三重大)へ通院の場合、考えてしまいます〕

65～74歳

69 123 地域医療 福祉子ども部

市立病院等の上野、名張及び岡波病院を合併し伊賀地区の総
合医療の拡充(医師の拡充、医療機器の充実がはかれる)市民
に愛される施設にしていただきたい。まだまだ色々な事があると
思うが赤字の多い部分を少しずつ解消していってもらいたいと思
います。

65～74歳

70 123 地域医療 福祉子ども部 名張市立病院の財政健全化への早期遠成を望む 65～74歳

71 123 地域医療 福祉子ども部 市民病院の運営について検討すべき。 65～74歳

72 123 地域医療 福祉子ども部 信頼できるかかりつけ医がいない 65～74歳

73 123 地域医療 福祉子ども部
名張市立病院の充実(現行では市外の病院に行く人が多いの
で)

65～74歳

74 123 地域医療 福祉子ども部
市民病院が予約だけけでなく、一時的にでも受診できるような、
病院にして頂きたいと思います。

65～74歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

75 123 地域医療 福祉子ども部
夜間並びに休日に持病が悪化した場合市立病院に掛かってい
ても、当番でなければ市立病院に搬送されない。

65～74歳

76 123 地域医療 福祉子ども部 小児専門の歯科を作ってほしい 65～74歳

77 123 地域医療 福祉子ども部
市立病院をもっと充実してほしい(難しい病気になれば、他市、
他府県で受診する様になる)

65～74歳

78 123 地域医療 福祉子ども部 救急体制の充実 65～74歳

79 123 地域医療 福祉子ども部

名張に住んでいて、救急車で上野まで運ばれるのは、どう考え
てもおかしいと思います。市立病院という総合病院がありながら
一刻をあらそう時、遠くまで運ばれるとは…。

65～74歳

80 123 地域医療 福祉子ども部
市立病院に耳鼻科を設置して頂きたい(天理よろず病院まで毎
日通うのは大変でした)

65～74歳

81 123 地域医療 福祉子ども部 産婦人科が、早く、出来る事を願っています。 65～74歳

82 123 地域医療 福祉子ども部

名張市では多くの医院があります。市立病院での診察を希望し
ても紹介状が必要です。ある医院では紹介状を書いていただけ
なく、現在では、他県を利用しています。団地内は高齢化が進
み、一人暮らしや空家も目立ってきています。生涯を名張市で暮
らせるような医療体制を含めての環環境作りをお願いします。

65～74歳

83 123 地域医療 福祉子ども部 名張市立病院の質の向上をのぞみます。 65～74歳

84 123 地域医療 福祉子ども部 医療環境に不安。 65～74歳

85 123 地域医療 福祉子ども部

個人の意見ですが、安心して救急医療を受ける為には輪番制も
致し方無いとは思いますが、近くに市立病院がありながら、上野
に救急搬送される事についての不便を感じます。

65～74歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

86 123 地域医療 福祉子ども部
市立病院が救急車でしか診察出来ない。市立病院は救急以外
も受入れしてほしい。

75歳以上

87 123 地域医療 福祉子ども部
救急医療で一刻も争う時、持回りで命が無くなる場合がある。私
の妻が救急車の中でなくなった。

75歳以上

88 123 地域医療 福祉子ども部

四月上旬より老々介護となる。妻（要介護３車椅子生活）の介護
に不安が一杯。腰痛がある為。介護施設には入所させずに介助
してやりたい。こうゆう問題を拘えておられる方々が多くおられる
のではないか。広報なばり定期的にアドバイス的なものをのせ
てくださったら参考にできます。どんなことでもよいと思います。

75歳以上

89 123 地域医療 福祉子ども部

現在、78才でいろいろ病気が出てきてかかりつけの病院はあり
ますが、専門の病院で診てもらいたいとか違った角度から診ても
らいたいと思う時に、遠くてなかなか行けないという不便さがあり
ます。地域的に都会から離れていて、しかたのないことですが、
最近感じることです。（実際、何度か遠くの病院を受診した経験
もあります。)

75歳以上

90 123 地域医療 福祉子ども部
夜間休日の救急について、輪番制は不安。名張市立病院を充
実させて頂きたい。

75歳以上

91 123 地域医療 福祉子ども部
救急当番医を上野と名張で交互に実施しているが、名張市民は
市立病院一本にすること。

75歳以上

92 123 地域医療 福祉子ども部 救急病院の取組、名張市内は名張で。 75歳以上

93 123 地域医療 福祉子ども部
救急搬送において輪番制の病院ではなく近くの病院へ搬送して
ほしい。

75歳以上

94 131 高齢者福祉 福祉子ども部
1人で介護するのは時間がかかって大変です。アンケートの時
間がないです。

無回答
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

95 131 高齢者福祉 福祉子ども部

名張は良いところやけど高齢になった時の医療も車がないと移
動できないところとかを考えるとずっとは暮らしていけないと思
う。

18～29歳

96 131 高齢者福祉 福祉子ども部

今は学生だが、近い将来名張市以外で就職した時、自分の親
は名張、自分は県外になった時に親が充分な医僚や福祉を受
けられるのかが不安です。

18～29歳

97 131 高齢者福祉 福祉子ども部

私はおそらく将来、独居老人になります。インターネットによる娯
楽は、年を取ると楽しめなくなっていくでしょう。通院でも遊びで
も、何か市の手続きでも、できるだけ最後まで自分でできるよう
なしくみが、これからも充実していくとうれしいです。

30～39歳

98 131 高齢者福祉 福祉子ども部
高齢化社会になる中、高齢者でも働き収入が得られ、社会に役
立つことができる環境のまちづくりを望みます。

30～39歳

99 131 高齢者福祉 福祉子ども部

高齢者・障害者が単身で公共交通機関を利用して安全に安価
に通院できるまちづくりを早急に実現して欲しい。高齢者が運転
免許証を自主返納しても不便なく過ごしていけるようにする必要
があると考えます。また、そうすることで同居の家族への不安・
負担等が軽減されていくように思います。介護保険等があって
も、病院へ連れていく行く手段に悩まされることがあります。糖尿
病の場合、合併症により細膜症を患い視力を失った人が、腎症
のための人工透析を受けるための通院の介助に問題がでてき
ます。場合によっては仕事をやめる必要性にかられることもあり
ます。施設に入れるにしても、空きの問題や費用の問題によりな
かなか思うようになりません。是非、ご検討と対策の実施をお願
いします。

40～49歳

100 131 高齢者福祉 福祉子ども部 老後の生活費が無く、生きていたら心配。 40～49歳

101 131 高齢者福祉 福祉子ども部 介護などに力を入れて欲しい。 40～49歳

102 131 高齢者福祉 福祉子ども部
(不安に思っていること)
両親の介護について

40～49歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

103 131 高齢者福祉 福祉子ども部

名張市だけでなく日本全国の今後の課題になるであろう『高齢
化社会』に対して、今のままではとても不安に思います。救急や
医療、福祉などにはとても力を入れていただいていると思いま
す。(もう少し近隣地域との連携はとって頂きたいと思いますが
…。)公共交通機関があまりにも少なすぎて、今現在『高齢者』と
呼ばれる方達ですら免許をなかなか返せなくしかたなく車にのら
れていらっしゃいます。そのため、事故をおこしてしまわれる方
が多々おられてます。それでも免許を返納された方達からは、
「出かけるのが億劫…」「買い物が大変…」「ほとんど家にいる
…」などの話を聞いたりしています。そんな声を聞くと、自分自身
がその年令になった時、今の現状ではとても不安だなと思いま
す。ネットスーパーや宅配サービスなども最近はふえてきてはい
ますが、経済的余裕があればそれも可能でしょうが…。若者の
『名張離れ』はそう言った事もあるのではないかと思います。今
後、『お一人様』になった時、現状のままでは住み続けるのはと
ても不安に思います。

40～49歳

104 131 高齢者福祉 福祉子ども部

結婚を機に名張市に住むようになり10年以上になりましたが医
療体制が不安です。約3年前に、義父が急性動脈解離で名張市
立に搬送されたものの、名張市立では直ぐに手術してもらえなく
遠方の病院に再搬送される事になった。父は、状能悪化、かろう
じて命は助けてもらったものの、半年後には他界しました。もし、
名張市立で直ぐに緊急手術してもらえてたら、父はもうすこし、
長く生きれたのではないか、と思ってしまいます。高齢者が多い
市です。医療体制がいっそう良くなる事を願っております。

40～49歳

105 131 高齢者福祉 福祉子ども部

私達には子共がいない為、将来家を売って老人ホームに入ろう
かと考えていますが人口がへっていく中、家は売れないかもしれ
ないし、老人ホームに入れたとしても高額で年金だけではいけな
いかもと心配してます。できれば低額でみとりまでしてくれる所
があればいいのですがこのままでいけばたぶん家で孤独死にな
るだろうと思ってます。色々問題はあるかもしれませんが国又は
市が主になりケアハウスのような町を作りそこに老人達を集め
住む、そのかわりは家土地を譲渡する。そんなイメージです。

50～59歳

106 131 高齢者福祉 福祉子ども部

老人福祉施設の充実。高齢者介護施設はどこも入所順番待ち
だと聞いているが親世代の介護が必要となってきている今、必
要時に入所できないことがあると困る。

50～59歳

107 131 高齢者福祉 福祉子ども部
高齢の義母と同居しており先の介護が自分も年を重ね不安に感
じています。

50～59歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

108 131 高齢者福祉 福祉子ども部

3人家族で80歳以上の高齢者2人と私の1人の構成で生活を
行っています。母は介護が必要で、父は肺がんになり大変な状
況下で仕事を行っています。今後も福祉介護の面での充実をお
願いいたします。

50～59歳

109 131 高齢者福祉 福祉子ども部

年齢も60才近くになり、子供たちも成人し、他県へひとり立ちして
いきました。私たち夫婦は、老後のことを考えていかなくてはなら
ない時期に入りました。高齢になっても、子供たちには迷惑をか
けず今の家で生活していきたいです。体が不自由になり、今の
ように自力で生活できなくなるかもしれません。その時、行政で
気軽に支援できるように周囲の環境も含めて整えて頂きたいで
す。
いろいろな介護支援を受けるのも今は、書類など複雑なように
感じます。
もっと簡素化して、スムーズにしていただきたいです。

50～59歳

110 131 高齢者福祉 福祉子ども部
年を重ねるごとに、医療、買物等の利便性に不安を感じている。
特にすずらん台は、買物に大変不便で将来は不安である。

60～64歳

111 131 高齢者福祉 福祉子ども部
高齢者福祉施設の充実を。特色ある魅力ある施設を増やして欲
しい。良い所は、数百人待ち。

60～64歳

112 131 高齢者福祉 福祉子ども部
老齢化社会も、これから多くなっていますので年金福祉に力をお
願いしたいです。

60～64歳

113 131 高齢者福祉 福祉子ども部 65歳以上の高齢者に対する福祉の充実、医療体制が貧しい。 65～74歳

114 131 高齢者福祉 福祉子ども部 老人センターの充実をよろしくお願いいたします。 65～74歳

115 131 高齢者福祉 福祉子ども部 高齢化社会において将来介護施設をもっと増やしてほしい。 65～74歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

116 131 高齢者福祉 福祉子ども部

一人暮しの高齢者に異変があった場合に行政がすぐに気付くこ
とが出来るシステムを一刻も早く導入する必要がある。(他市で
は監視カメラの屋内での設置や給湯ポットの使用のチェックな
ど)超高齢者の半居が多過ぎます。

65～74歳

117 131 高齢者福祉 福祉子ども部 高齢化対策(高齢者対策) 65～74歳

118 131 高齢者福祉 福祉子ども部 高齢化での介護や医療の不安や年金生活の不安。 65～74歳

119 131 高齢者福祉 福祉子ども部
現在夫婦2人暮らしだが、1人になった時が不安である。サポート
体制の充実を願います。

65～74歳

120 131 高齢者福祉 福祉子ども部
1.病気で1人暮らしはできなくなる
2.生活に不安がある

65～74歳

121 131 高齢者福祉 福祉子ども部

自分の年齢を考えた時に思うのは、福祉介護です。私自身もデ
イサービスに2～3回／週手伝いに行っています。(看護師とし
て）
マスコミで報道される、介護者の利用者に対する行為には恥ず
かしさを感じます。現場でも言葉使い等で不快に思うことが多く
なりました。介護者の不足などで注意することもなくスルーしてし
まうことが多いように思います。介護者への教育、フォロー、聞き
取りなどが充実していけば介護者の地位の向上、意識も改善し
ていくのではないかと思います。

65～74歳

122 131 高齢者福祉 福祉子ども部
現在年金暮らしになり生活の難しさ。今後介護とか病気の不
安。

65～74歳

123 131 高齢者福祉 福祉子ども部

夫婦どちらかが健康を害した時(重大な疾病にかかった時)対処
出来るかどうかの不安(現在も県外の病院にかかっている)
1人世帯になった時、自力で生きていけるのか?子供が遠くに住
んでいるので考えれば不安がつきません。

65～74歳

124 131 高齢者福祉 福祉子ども部
高齢での一人暮らしが多くなるが、その時の生活サポートを望
む。

65～74歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

125 131 高齢者福祉 福祉子ども部

・特養老人ホームへは、審査の結果、入れるようにして頂きた
い。
・生涯現役といいながら、公共関係が年令で頭うち。率先して健
康なら年は関係なく!シルバー人材センター中心に!!

75歳以上

126 131 高齢者福祉 福祉子ども部

いつまでも元気でいられないので老後の事が心配です。私達が
後期高齢者になった時、入れる老人ホーム等が本当に有るの
か。常々、心配しています。お金の事も含めてです。

75歳以上

127 131 高齢者福祉 福祉子ども部 住民の高齢社会で住環境、医療、福祉施設。 75歳以上

128 131 高齢者福祉 福祉子ども部

超高齢化が進む中で、各地区で活動している老人クラブに加入
している名張市老人クラブ連合会に加入しているクラブと共に、
もう少し目をむけていだき高齢者が安心して、希望をもてる様に
生活が出来ることを期待します。

75歳以上

129 131 高齢者福祉 福祉子ども部

名張市に移住して50年を経て、移住した当初は小さい子供達と
一緒にバスに乗っていたのが、最近は高齢者の多くが乗ってお
られるので若い人に迷惑をかけない様な、なるべく自立出来る
(高齢者同士の助け合い)ようにどうしたら出来るかを考えていま
す。

75歳以上

130 131 高齢者福祉 福祉子ども部 もう少し高齢者を大切にして欲しい。 75歳以上

131 131 高齢者福祉 福祉子ども部

いつのまにか後期高齢者の域に達し、一人住まいのため健康
面では不安なことばかりですが、ご近所の方、友人たちに助け
てもらい伊賀市までリハビリに通いながら前向きにくらしていま
す。福祉面ではおせわになりありかとうございます。

75歳以上

132 132 障害者福祉 福祉子ども部 障がい者雇用を増やしてください。 18～29歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

133 132 障害者福祉 福祉子ども部 障がい者(精神)の就職の場がもっと欲しい。 40～49歳

134 132 障害者福祉 福祉子ども部

家族に障がい者がいるが、なかなか就職が決まらない。障がい
者枠の就職先が少ないので、増やして欲しい。働くいきがいを感
じなくなり、引きこもりの原因となる。

60～64歳

135 132 障害者福祉 福祉子ども部
降がい者の社会参加、就職支援など地域で育て、支える社会づ
くりの充実や、再構築をお願いしたい。

65～74歳

136 132 障害者福祉 福祉子ども部

個人的に家計の苦しいことをのぞいてはすごく幸せ。こんなに幸
せでいいのかとふと考える時がある。家族・弟妹に恵まれ、周囲
の人に恵まれ感謝するのみ。これ以上望めばバチがあたると思
う。もし望むなら身障者の子供を持つ家族の人は大変と思うの
で身障者の方の福祉をよくしてほしい。亀井市長さん頑長って下
さい。

65～74歳

137 132 障害者福祉 福祉子ども部
福祉。身体・精神障害の復帰、職場相談所等近くに施設等ある
のでしょうか。

75歳以上

138 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部 子育て世代を引きこまないと将来的に厳しい。 18～29歳

139 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部
今後の人口減少を食い止めるためにも子ども、子育てに優しい
町への取組を強化して頂きたいです。

18～29歳

140 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部
子育ての支援を充実させ、片親家庭でも教育の面などで差がつ
かないようにしてほしい。

18～29歳

141 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部
子育てをしやすいように相談しやすい所をつくったり、経済的に
も負担を少なくなるような支援があればいいと思います。

18～29歳

142 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部 子育てに優しい若い人が住みやすい街にしてほしい。 18～29歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

143 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部

分娩施設、助産施設が1施設であることから選択の余地がない。
又、ハイリスク、搬送となった場合には、名張市から約1時間の
大学病院で出産する必要があることから、名張市での分娩自体
安心したものではないと考える。こども支援センターかがやきで
は、曜日ごとに様々な行事をされており、子育て世代の孤立を
防ぐことにとても有効であると感じていますが、情報を得る場が
市役所の母子手帳交付時、分娩時程度で使いたいときに使える
まで浸透していないと思う。HPなどで分かりやすく掲載するなど
伝わりやすい工夫をして欲しい。(紙媒体だけでなくインターネッ
トでも見れるように)

18～29歳

144 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部
・公立幼稚園の3歳児からの教育を始めて欲しい。
・私立保育園の職員の給与の格差を見直して欲しい。

18～29歳

145 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部

・女性が妊娠出産しても、働きやすい職場
・保育園の預かりを生後2ヶ月からできる認可保育園
・子供1人目からお祝い金5万円
・おむつ、粉ミルク・おしりふきの支給

18～29歳

146 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部 子育て支援、学校教育の充実をお願いしたいです。 30～39歳

147 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部

今後も名張市で住みたいとは思っていますが子供達がいきいき
と育つことができるための仕組みがほしいです。例えば、せっか
く自然が沢山あるのだから、ゲームではなく、外で遊べる環境を
作ってあげてほしい。今は川の遊泳禁止、遊ぶ場所もない。子
供達はどうやって遊べばよいのでしょうか？自分達が体験、経
験できた「外遊び」が大切だと思います。これは行政だけでなく
地域ぐるみで行う必要があるとは思いますし簡単なことではない
と思います。ですが、子供の遊び場づくりをしている地域は沢山
あります。子供は宝です。子供達が未来を作ります。子供達の
ための取組に期待します。皆が意識して、“子供のために”が考
えられる町になる事を願っていますし、自分はそのための活動
があるのであれば協力していきたいです。

30～39歳

148 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部
これからも、子育てが安心してできる街になってほしい。通学路
での見守りや、学童保育の充実、休日の医療充実など。

30～39歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

149 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部
妊娠中です。赤ちゃんグッズの貸出しがあれば、うれしかったで
す。

30～39歳

150 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部

子育てのための資金援助。産休・育休もとれず退職となり家計
が苦しい。正社員以外にも産休・育休をとれるようにしてほしい。
けど、正直公務員がとるのは納得いかない。給料税金でしょ?
だったら、一般企業や小さな企業でも税金で補えばいいのにと
思う。

30～39歳

151 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部
乳幼児を連れての市役所等への手続きをするのが大変だった。
市役所内にキッズルーム的なものがあれば行きやすい。

30～39歳

152 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部 保育園の手続きももっとわかりやすくしてほしいです。 30～39歳

153 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部 子育てにすごくお金がかかります。もっと支援がほしいです。 30～39歳

154 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部

保育所への入所における点数制度にある、居宅内労働と居宅
外労働との点数格差をなくして欲しいです。他の自治体では既
になくしている地域も多く、考え方が古いと思います。ぜひ改善
お願いします。

30～39歳

155 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部

もともと地元が名張でしたが転勤族で再び、５年前にこちらに転入しま
した。その間に子供が産まれて、子育支援などのサービスを市から受
けました。。
子育てで悩んでいたので相談したら、児相の方などに引継がれて元担
当の方は離れ大変心苦しい思いをしました。相談したのが大事になり
かけました。形だけの対応でした。そのような対応は今一度考え直して
ほしいです。結局、伊賀市の児相の方も名刺を私に渡しておわりまし
た。以後、音沙汰なしです。
誰もアフターフォローなかったです。電話で後日担当の方より連絡あり
抗議しましたが、産後の不安定な時期にトラウマです。子育て支援と
謳っていながら、とても残念な1件でした。取調べのように別室で知らな
い男女複数の方に事情聴取されての対応はもっと考え直してほいで
す。その間、担当の方はいないし、犯罪者のように扱われて相談したこ
とを本当に後悔しました。子供を育てる中の不安を話していただけでし
た。電話で担当の方に。もっと寄り添ってもらいたかったです。別の市
（さいたま市）でも子育てしてましたがもっと手厚くフォローして下さりま
した。

30～39歳

156 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部 保育園をあずける体制をもっと増やしてほしい。 30～39歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

157 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部
ファミリーサポートにひとり親の補助がないのに驚いた。高齢者
ばかりに手厚い。

30～39歳

158 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部

児童扶養手当を受けてます。生活をすこしでも楽にしたいと思
い、残業などし、所得が上がると手当の金額が減り、生活が厳し
いです。子供も小さいので夜、働きに行く事も出来ません。手当
を頂いて、なんとか生活が出来てます。所得があがっても、手当
もなくなると生活が出来ないです。男性みたいに、ガッツリ働く事
は現状ムリです。残業をして毎月の収入を増やしても、手当の
金額が減るこのシステムは、どうしてですか?せめて家賃分は保
証していただきたい。１人で子供を育てるには、児童扶養手当は
本当にありがたいですけど、システムの内容を考えて頂きたい
です。

30～39歳

159 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部

障害施設の支援ばかり充実させていて非常に不満です。もっと
一般家庭の方の支援お願いします。特に多子家庭。子育ては小
学校からお金がかかります。就学前3年間無料、ほんといらない
です。小学校給食費無料、中学校自校形式の給食実施、無料、
こちらをしてくれた方がどれだけ助かるか。周りの友人達もそう
考えてる人ばかりです。就学前3年間無料は公立だけなら理解
できるがなぜ私立まで...保育園入れる必要がないのに無料や
しってだけの理由で入れてる子も多く知ってます…。

30～39歳

160 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部
子どもがほしいけれど、2人の生活と親の介護で子どもができて
も養う余裕がなく不安に思います。

30～39歳

161 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部
子育ての券を購入したが、子育てだったら、西松屋等、子供の
用品を買える所にしてもらえたら良かったなと思いました。

30～39歳

162 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部

出産、子育てを中心に他地域では補助される物が補助されない
等出費につながる物が多い。
もう少し住民が求めている所に注力してほしい。

40～49歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

163 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部

子どもがばりっ子会議やばりっ子モールでお世話になりました。
経験させていただいたことで自分で考えることや他の学年の子
どもさんと交流できたり、学びがたくさんあったと思います。

40～49歳

164 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部

子育て世帯に子供1人に5000円の商品券の配布がありました
が、使える店が限られていて、本当に子育て世帯に必要とされ
ている、西松屋、バースデー、しまむら、あかのれんが入ってい
なかった!!!特に西松屋、バースデーは子育て世帯が必ずと言っ
ていい程利用する店なのに商品券が使えない!!又、商品券の配
布をやる時は上記の店も入れて下さい!!!コロナで収入減の世帯
がたくさんあります。今こそ再び商品券配布を希望します。
子育てに力を入れていると公言している名張市なのに、本当に
子育て世帯に優しいのでしょうか!!?赤ちゃんの時だけ色々支援
していて小学生以上になると支援がなくなる。子育て支援という
なら“赤ちゃん”だけでなく全ての子育ての年代に支援して下さ
い。亀井市長は子育て世帯より老人支援に力を入れている。子
育て支援に力を入れて下さい!!!

40～49歳

165 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部 子供に対する助成を増やして欲しい。 40～49歳

166 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部

働きたくても、子供が小さいから保育園に入れたくても、すぐには
入れない現状。
・まずは仕事をさがす。←これが難しい。もし決まってもすぐに入
れるとは限らない
・希望の所には入れないかもしれない。育休中の人が優先って
のが、これから働こうとしてる者からしたら・・・少し残念です。

40～49歳

167 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部

これまでも福祉・教育に軸足をおいた施策をしっかりとっていると
思います。今後も、「出生率」「予算に対する教育費の占める割
合」など、はっきりとした指標がV字回復していく施政を望みま
す。

50～59歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

168 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部

<行政への希望>
少子化の時代だからこそ、大阪では得られないようなゆったり
しっかり子育てできる環境を作り支援していって欲しいと思いま
す。「子どもを育てるなら名張で」と思ってもらえるようになること
で、名張市全体が豊かな市になると思うからです。子育て支援
が手厚い!というアピールができるような取組が期待されると思い
ます。

50～59歳

169 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部 子育て支援の充実 60～64歳

170 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部
子供へのサービス偏重⇒団塊の世代の人口比率高いのにな
ぜ。

60～64歳

171 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部

子供の少子化にもっと力を入れて取り組む事で将来が明るくな
ると思います。病院・学校、福祉いろいろと今も今後も、大変で
しょうが宜しくお願い致します。

60～64歳

172 133 子育て・子ども支援 福祉子ども部 若い方が名張で安心して子供を産み育てる環境ではない。 65～74歳

173 134 社会保障 福祉子ども部
生活保護が多い。生活保護を現金以外での支絡を。(ネイル、車
もっていたり私たちが、がまんでしていることしている人がいる)

30～39歳

174 134 社会保障 福祉子ども部 将来年金や生活面の支援はあるのか。 30～39歳

175 134 社会保障 福祉子ども部

雇用状況が不安定な昨今、生活保護等のセーフティネットが本
当に必要な人に、確実に使用されるようになって欲しい。行政側
の圧迫やしめつけが強いと、市民側が萎縮してしまい、申請に
行く事すらもためらわれてしまう。これでは制度として存在してい
る意味がない。社会的弱者の声に傾聴する名張市であって欲し
い。

40～49歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

176 134 社会保障 福祉子ども部 年金が充分にもらえるか老後が心配です。 40～49歳

177 134 社会保障 福祉子ども部
将来に向けて不安に思っている事は、年金が減額される事で
す。

50～59歳

178 134 社会保障 福祉子ども部

・年金で安心して暮らして行ける生活。
・介護保険が高すぎ。
・健康保険が高すぎ、年金ではしんどい。

65～74歳

179 211 環境保全 地域環境部 通行人に迷惑をかけないような喫煙所を設けて欲しい。 18～29歳

180 211 環境保全 地域環境部
田んぼで何か燃やしている人が多く、外で洗たく物を干せない
(とても煙くさくなる)めいわく。

30～39歳

181 211 環境保全 地域環境部
市のまちづくりに対しては、街並みをもっとキレイで歩きやすい
街にしてほしいです。

30～39歳

182 211 環境保全 地域環境部

百合が丘東8～9にかけて害虫駆除をしてほしいです。春～夏に
かけてゴキブリの繁殖が酷くマンホールから出て来る姿をよく見
かけます。

30～39歳

183 211 環境保全 地域環境部

居住する住宅地において、レース鳩を飼育している方がいます。ふん
や羽が散乱することだけではなく、羽音や、窓を通して光のちらつきな
ど、精神衛生面においても多大な被害を受けています。また昨今の感
染症の不安もあり、早急に対策を考えていただきたいです。(鳥インフル
の心配が大きい。鳥類はパンデミックを引き起こしやすいという研究結
果があります。)数年前から、市役所に相談に行っていますが、取りしま
れる法律がないからと対応していただけません。行政がそう言ってしま
うと、当人に法律で認められているという誤認識を与えてしまいかねま
せん。あまりにも非常識過ぎて法の整備ができていないのが実態でしょ
う。いずれにしても、迷惑を受けて困っている周辺住民が放置され、か
えりみない加害者が守られているような現状はおかしいと思います。こ
のことについて、このアンケートに書いているのに全く対応していただけ
ません。私を含め、近隣の方たちはみんな苦しんでいます。何とか助け
ていただきたいので、何とぞよろしくお願いいたします。

40～49歳

184 211 環境保全 地域環境部 TNRをもっと取り組んで欲しい。 40～49歳

185 211 環境保全 地域環境部

・市内の禁煙徴底
・川沿いに不法投棄できないようにする
・水質や水鳥の生息できる環境をまもる

40～49歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

186 211 環境保全 地域環境部

住宅地域に野良猫がけっこういます。家の庭に入って来てフンを
したり物をたおしたりします。繁殖期には、鳴き声がうるさいです
し、車の下に入るなど邪魔になります。以前猿は駆除がされまし
たが同じ様に駆除できないでしょうか

60～64歳

187 211 環境保全 地域環境部

百合が丘を中心に主人と散歩途中にゴミ袋を持ってゴき拾いを
しています。3年目となりました。ゴミは、多いです。これからも続
けたいです。プラゴミを燃やすゴミとなったので、プラゴミを小さく
して捨てています。めんどうですがハサミで切ってから捨ててい
ます。
今まで年に数回全地域でクリーンデイをしました。またやって頂
きたいです。町を美しくしたいです。名張川・青蓮寺ダムも美しく
したいです。ポイ捨ては一人一人気をつける事で無くなります。

60～64歳

188 211 環境保全 地域環境部
道路わきに、ポリ袋のゴミを多くみかける。法律で厳しく取締って
欲しい。

65～74歳

189 211 環境保全 地域環境部

今年ももうすぐ桜の季節です。体育館の通りですが、桜の木が
弱っていくのが手に取るようにわかります。今、作業している様
ですが、もう少し早く手当てするべきだとずっと思ってました。名
張に住んで37年目ですが桜の木の下を人が歩き根っこがかわ
いそうです。柵は無理でも少し考えて欲しいです。毎年花見がで
きることは幸せな気持ちですごしてきたのに残念です。老木かも
しれませんがもう少し手入れして下さい。

65～74歳

190 211 環境保全 地域環境部

近所に空家が10年前より放置しており、毎年市から写真を撮り
に来ていますが、何の手もせず・庭木等は大きくなり(電話線に
あたり危険であり、又落葉が近所に落ち毎年掃除をしておりま
す。又、犬や猫が巣をつくり子供を生んでいるのでその始末をす
るのに難儀しております。早急に手を打って下さい。お願いしま
す。

75歳以上
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

191 211 環境保全 地域環境部

名張は、京都や奈良の観光都市にも近く、何よりも、「赤目四十
八滝」や「香落渓」等素晴らしい自然の観光名所が有り、訪れる
観光客も、多いと思う。その観光客が、名張って、ゴミが多くて、
ダメだね…って、思われていないか、と心配しています。4～5年
前迄は駅の周辺や道路等、ゴミを週一位で、拾っていたのです
が、今は歳と共に、しんどくなって、やめています。私の住んでい
る所の2～3km四方は、天気の良い日は、ゴミひろいをして居り
ますが、“何で、名張は、こんなに道路にゴミを捨てる人が多い
のだろう…と、思わず、怒れてきます。要はモラルに欠ける、心
の豊かで無い人が多い、という事なのでしょうか。子供の頃から
「しつけ」として、教えていかなければ…。そして何より、大人が、
その手本とならなければ…。

75歳以上

192 222 循環型社会 地域環境部
住んで約2年になるが、リサイクルごみの収集施設が多いのは
良いところだと思う。

18～29歳

193 222 循環型社会 地域環境部 ごみ袋の値下げありがとうございました。 18～29歳

194 222 循環型社会 地域環境部
地球温暖化防止のために、再びごみの分別を徹底していただき
たいです。

18～29歳

195 222 循環型社会 地域環境部 ゴミ袋代ももっと安くしてほしいです。 30～39歳

196 222 循環型社会 地域環境部
プラスティックゴミの有料化も理解できない。ごみの減量を理由
とするのは納得できない。

40～49歳

197 222 循環型社会 地域環境部 プラゴミの分別回収を再開してほしいです。 40～49歳

198 222 循環型社会 地域環境部 資源ゴミの回収がもっとあれば良い。 50～59歳

199 222 循環型社会 地域環境部

粗大ゴミの「粗大ゴミ処理券」を購入するのにすごく不便です。以
前住んでた町はコンビニやスーパーでも買え便利でした。市役
所近いので行ったら住所や名前も書いて面街だなと思いまし
た。申込み時に住所など言っているのに券購入の際に住所書く
のは2度手間です。電話で申込むので後はスーパやコンビニで
券のみ販売して頂けるとありがたいです。

50～59歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

200 222 循環型社会 地域環境部
有料ゴミ袋、今年の2月より値下がりしましたが、まだまだ他の市
に対すると割高に思います。

50～59歳

201 222 循環型社会 地域環境部
ゴミ分別(生ゴミ、プラゴミ)の出来ない市に将来はない。名張市
の行政が全く見えない。

60～64歳

202 222 循環型社会 地域環境部

名張市まちづくりの様々な取組は良いのですが、一番身近なゴ
ミの収集についてお願いがあります。特に資源ゴミ収集の際、小
型家電が追加されてから、回収されない(ルールが守られてない
物)家電ゴミが赤シールを貼られて、置き去りになっています。収
集する方はそれでいいかも知れないですが、残された家電ゴミ
は、ゴミステーションに不法投棄状態になり、周辺に住む者に
とっては、迷惑そのものです。当然出した人が、持ち帰えるの
は、あたり前ですが、現実はそうではありません。まちのあちこち
にゴミが置き去りになっているのは、住み良いまちとは言えない
と思います。そこでお願いとして、小型家電のみでも、個別収集
をできませんか?検討をお願いします

60～64歳

203 231 防災・減災 危機管理室 防災・防犯の体制の充実。 18～29歳

204 231 防災・減災 危機管理室
防災に関する具体的な(避難場所の正確な説明、避難場所にど
の程度、どのような生活物資があるか等)市の対策を知りたい。

30～39歳

205 231 防災・減災 危機管理室

災害も少なく安心ですが台風か大雨の時に名張川が氾濫したり
しかけたりする事を何度か体験しました。私の実家では水害を
経験しその経験をもとに治水に力を入れ川底を掘って安全に暮
らせるようになりました。水害が起こってからでは遅いので何か
対策をお願いしたいです。

40～49歳

206 231 防災・減災 危機管理室

名張は大阪、名古屋の備蓄倉庫として物流の要にもなり得る土
地柄です。地震、津波、台風、大雨、大雪、火山等、災害が少な
い地域なのでそれを利用して大きな物流倉庫を営んでみたらど
うか。

40～49歳

- 27 -



施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

207 231 防災・減災 危機管理室

私は山の近くに住居があり、大雨の際などの土しゃ崩れや川も
近くにあるため洪水が心配です。雨のあとは土地に水分が含ま
れ湿気が家屋の床下にたまるようです。災害にそなえ、山の整
備をしていただきたいと思います。

50～59歳

208 231 防災・減災 危機管理室

現在の住まいが引越してからわかった事ですが、ハザードマップ
地域で水害をおそれている事と、家屋が築後50年以上経過して
いる住宅なので地震とかが大変こわいです。

60～64歳

209 231 防災・減災 危機管理室

防災もお互いに近所付き合いし、分かり合っていますが、いざそ
の時が来たとき、声がけだけでなく、歩けない人をどう移動させ
るか、手助け出来るか、考えても、答えを見い出せないでいる私
です。

60～64歳

210 231 防災・減災 危機管理室
ハザードマップで自分の住んでいる区域がレッドゾーンのため早
急に対策を打ってほしい

65～74歳

211 231 防災・減災 危機管理室 災害対策 65～74歳

212 231 防災・減災 危機管理室

名張市は、古くからの地域と新しく出来た団地があり、特に団地
は高台にあり、大きな水害や、地震に見舞われる事が今の所少
ないのでは。よって、全国で水害被害に困まっておられる地域の
方々に、発信して、誘致活動をしてはと思います。

65～74歳

213 231 防災・減災 危機管理室
山林の中なので市からいただいた防災ラジオが入らないのでな
かなか情報が入らないのが心配です。

75歳以上

214 231 防災・減災 危機管理室 迫っている大きな災害防災体制の充実。 75歳以上

215 231 防災・減災 危機管理室 防災時の対応や、防犯対応の充実を望みます。 75歳以上
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216 232 防犯・交通安全 危機管理室 街灯をもう少し増やしてほしいです。 18～29歳

217 232 防犯・交通安全 危機管理室

車の信号を守らない人が名張は多いと感じる。朝の仕事出勤時
はバスも平気で赤信号なのに車を走らせているのが怖い。バ
ス、タクシーなどの公共交通にも交通ルールをしっかり守っても
らいたい。名張市内での買い物時、駐車場内で歩行者がいても
止まらない車が多くて危ないと思う。自転車の逆走、歩道をス
ピード出して走る学生がいて小さい子供と歩いているときにぶっ
かりそうになった事があるので見直して欲しい。（自転車の乗り
方、走り方）

18～29歳

218 232 防犯・交通安全 危機管理室

高齢者が運転する車が事故を起こしかねない場面を名張市内
で何度も目にする。交通意識を向上させるような工夫が必要だ
と思う。

18～29歳

219 232 防犯・交通安全 危機管理室
住宅地内の路上駐車がとても多いのでもっと取り締まってほし
い。

18～29歳

220 232 防犯・交通安全 危機管理室

夜中バイクや車の音がうるさい日がある。(土日)飛ばしているバ
イク、車も見かけるので怖い。警察等に協力して取り締まってほ
しい。

18～29歳

221 232 防犯・交通安全 危機管理室 街灯のついていない所に街灯をつけてほしい。 30～39歳

222 232 防犯・交通安全 危機管理室

すずらん台の市民センター近くの十字路ですが止まれを止まら
ず、そのままのスピードで直進、右折して走ってくる車を何台も
見かけるので、警察と連携して注意喚起の強化をして欲しいと
思います。

30～39歳

223 232 防犯・交通安全 危機管理室

高齢者ドライバーがとても多く毎日ヒヤッとする事が多すぎる。
高齢者マーク絶対義務や取り締まり、市としても、もっと安全に
生活できるように取り組んでいくべき。

30～39歳

224 232 防犯・交通安全 危機管理室 外国人の自転車運転が気になる。並んで数人で動くので。 30～39歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

225 232 防犯・交通安全 危機管理室

朝日町の夜間診療所の横（アニエス裏手の駐車場）の所にいつ
も路上駐車がいる。通行が見にくい通りにくい。注意してとめな
いでほしい。

30～39歳

226 232 防犯・交通安全 危機管理室 通学路の道が暗い所がある。 40～49歳

227 232 防犯・交通安全 危機管理室 交通弱者が恐怖を感じない街づくり 40～49歳

228 232 防犯・交通安全 危機管理室 名張市全域においての交通マナーの悪さの是正。 40～49歳

229 232 防犯・交通安全 危機管理室

名張市は団地で坂も多く、買い物は、バスより車での移動が便
利です。逆をいえば車がないと不便ということで…最近、高齢者
ドライバーさんもめっきり増え、とくに昼間の交通量が多くなった
と思います。そこでヒヤッとすることもあります。例えば、指示器
なしの急な進路変更や車間距離がおかしいなど、危険運転が気
になります。

50～59歳

230 232 防犯・交通安全 危機管理室

近大高専ができて活気もあるし非常に喜ばしいが、夜にかなり
のスピードで歩道を自転車で爆走している(恐らくサッカー部)→
そう遠くない未来に大ケガする人や死人が出る。近大高専には
末永くあって欲しいので防いで欲しい。

50～59歳

231 232 防犯・交通安全 危機管理室
ウォーキング、ジョギング、タ方～夜にする方は反射鏡を使用し
てほしいです!(安全推進)

50～59歳

232 232 防犯・交通安全 危機管理室

名張地域の街灯がとても少なく、暗いので治安に不安がある。
各町、又は商店街が管理しているところ、市が管理しているとこ
ろとある様ですが、全く灯りがない生活道路も多い気がします。

50～59歳

233 232 防犯・交通安全 危機管理室 おもいやりのある運転(車)をする名張市にして下さい。 60～64歳
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番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

234 232 防犯・交通安全 危機管理室

この地域には、交番がなく何かあった時にどうしたらいいのか常
に不安に思っています。最近では、強引な訪門セールスマンが
来たりと不安が募るばかりです。お年寄の方は特にそう思われ
るのではないかと思います。住みよいまちづくりをお願します

60～64歳

235 232 防犯・交通安全 危機管理室
運転マナーも自分勝手な運転が多々、ルールの遵守を指導さ
れたい。

60～64歳

236 232 防犯・交通安全 危機管理室

先日のこと。お店の前の駐車場で、ゆっくり駐車をされる事があ
り、結局、その車は駐車スペースを大きく外れて駐車、車から出
てきたのは、杖をついたおじぃさんでした。高齢者の運転が全て
ダメとは思っていませんが、やはり身の危険を感じずにはいられ
ませんでした。警察だけでなく、市も一緒に高齢者の免許返納な
どシステムをつくってほしいと思います。

65～74歳

237 232 防犯・交通安全 危機管理室

仕事の都合で色々な場所に引越を繰り返して来ました。そして、
定年を仰へた場所が上野市でした。上野市内で勤務を続けて居
りましたが子供達が成長した為、社宅では手狭になり名張市内
に、住拠を求める事にし、現在に至ってます。名張市の行政に
対し意見及び要望をお求めですが前問に対する返答のとうり
で、至極満足して居り、現状に満足してます。只、世間はおだや
かで無い風聞が伝へられてます。戦前生まれの私には、子供な
がらに恐い話を聞かされて育ちましたが、数年過ぎると、穏やか
な日々となりました。それにもかかわらず、最近のニュースは、
おかしい。残念です。何が良い防犯対策をと、少しですが望んで
ます。

75歳以上

238 232 防犯・交通安全 危機管理室 街灯が少なく、暗い所が多いため、安全かどうか不安である。 75歳以上

239 232 防犯・交通安全 危機管理室

安心して外へ出れない状況が30年以上続いてます。不法侵入、
器物をこわされるということが日常茶飯事にあります。年をとって
も安心して住めない。静かで良いのですが他人の心がこわいで
す。そっとしておいてほしいです。

75歳以上
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

240 233 消防・救急 消防本部

自然災害が発生しにくい地域であるためか、防災意識はあって
も活動までしようと思う方が少ない(消防団員不足等)防災士の
資格を持っている方を有効に活用した方が良い。

50～59歳

241 241 土地利用 都市整備部

この町から次々と自然が失われて行く事が誠に残念でとても不
安に思っています。名張の唯一つの良さは暑い夏にも涼しく過ご
せる事、散歩時に休める、木影があると本当にほっとする物で
す。それがどんどんなくなって行く悲しみをおわかりになります
か?もっと自然を大切に町づくりを行なってほしいと切に願いま
す。

30～39歳

242 241 土地利用 都市整備部
未使用の宅地(空地)は、広域で長期間放置されていると、安全
面など環境的に良くないので、公園などへの活用を考えるべき。

40～49歳

243 241 土地利用 都市整備部 空き地化した田畑のかし出し推進 40～49歳

244 241 土地利用 都市整備部

≪名張市のまちづくりについて≫
まずは適切な対処を望む。
市の土地の個人の利用については禁止を!!
市の土地に木々や花・食物・置物・通路を広範囲で作り、個人利
用する事を容認することを禁止し基本を守りみんなで名張市の
美観まちづくりに協力していく事が大事だと思います。
1地域に1地域の境界線の市の土地。木を植えている個人と自
会長が市役所に出向き説明したところ、市の返答は「あまり増や
さなければ利用可」との事だったそうです。住宅地の中に今で
は、30本に近い木(桜)や高木、低木、花、置物などが植えてあり
ます。まだまだ庭園を作られている例があります。

65～74歳

245 242 都市計画 都市整備部 桔梗駅前の土地を上手く活用して駅前を活性化させてほしい。 18～29歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

246 242 都市計画 都市整備部

桔梗が丘駅周辺が閑散としているため、例えば、近鉄百貨店(旧
ぎゅーとら)跡地をマンション等に建てかえ西松屋跡地を飲食店
(居酒屋等)に変更し、近辺にコンビニエンスストアをつくってほし
い。また、最近名張市内は新しく建物ができても老人ホームや介
護施設ばかりなので人が集まっても年配の方が多く、若い人(こ
れからの地域発展に必要な人々)は名張市に残る人が少なく、
都心部へと出ていってしまうので、人を集客するためには、名張
市にいても不便を感じずに今後も住み続けたいと思えるような環
境、都市作りが必要ではないのかと思う。

18～29歳

247 242 都市計画 都市整備部

駅の近くに買い物が出来る施設がほしいです。将来、車の運転
が出来なくなった時にバス、電車を利用してスーパーへ行けるよ
うにしたいです。

30～39歳

248 242 都市計画 都市整備部
駅前の店舗が閉店してから雰囲気が悪い。夜も暗すぎるしこの
先の名張市がどうなるのか不安になる。

30～39歳

249 242 都市計画 都市整備部 桔梗が丘駅前をもっと充実させてほしい。 30～39歳

250 242 都市計画 都市整備部 桔梗が丘駅前も有効に活用して欲しい。 40～49歳

251 242 都市計画 都市整備部

桔梗が丘に住んでいます。桔梗駅前の近鉄百貨店跡地を含む
駅前開発を何かしていただけないでしょうか。桔梗が丘週辺は
名ばかりの商店街もシャッター商店街となってから長くたちます。
駅前に少しでも何かできれば、桔梗西地区にはせっかく若い世
帯が住んでいるのでもう少し発展するかと思います。よろしくお
願いします。

40～49歳

252 242 都市計画 都市整備部 車中心の街づくりから、ヒューマンスケールの街づくりへシフト 40～49歳

253 242 都市計画 都市整備部 さびれた桔梗が丘駅前をなんとかしてほしい。 50～59歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

254 242 都市計画 都市整備部

桔梗が丘駅前はとてもさびれてしまい、活気がない。
駅まで歩いて行ける魅力があったのに、駅前には何もない。土
地価格が下がるいっぽうである。

50～59歳

255 242 都市計画 都市整備部

2年以上前の話ですが一時期ナッキー号に毎日乗り名張市内を
色々とまわっていました。その頃は名張駅に沢山の飲食店が出
来ていて、キャバクラや金券ショップもあり、かなり変わったなぁ
と思っていました。すると読売テレビのtenと言う番組でますだお
かだの増田さんのコーナー『街かど☆トレジャー』でその頃の名
張駅が紹介され続けて伊賀の上野駅も紹介されました。伊賀市
の放送は昨日も再び放送されました。その事は私にはとても嬉
しかったのですが、コロナ禍の影響でなのか、久しぶりにナッ
キー号で名張駅に行ってみるとまるで活気が失われており、昔
の名張に逆戻りしたように私には感じられました。桔梗が丘の駅
前のぎゅーとらも遠くに行き、メガドンキに行くナッキー号はとて
もゆれるので名張市内でショッピングをする時は何キロも歩くし
かないような場所だけが発展している気がします。イオンに行く
道の途中には去年から安倍総理を批判するような小さい看板が
ずっと置いたまんまでとても暗くあまり歩きたいとは思えなくなり
ました。駅前にカフェひとつないですしね。

50～59歳

256 242 都市計画 都市整備部 桔梗が丘駅周辺をもっと活性化してほしい。 50～59歳

257 242 都市計画 都市整備部

先日蔵持の“いきいき”の前にぎゅーとらがopenしました。緑多
い景観に趣きのある建物があってのんびりしたいい景色だった
のに、その前にドーンとぎゅーとらが出来てしまい少し残念に思
いました。確かに便利にはなったのかもしれないけれど…。雑草
伸び放題の畑をなんとか手を入れて、“いきいき”をバック背景
にした景観スポットにでもすればよかったのになぁ…と少し残念
に思っています。

50～59歳

258 242 都市計画 都市整備部
・桔梗が丘駅前の前近鉄百貨店の活用(整備)
・駅前の活性化(桜並木にするとか)。殺風景です。

50～59歳

259 242 都市計画 都市整備部 桔梗が丘駅周辺の再開発(近鉄プラザ跡地) 50～59歳

260 242 都市計画 都市整備部
桔梗が丘駅前がさびしいので残念です。再開発を期待していま
す。

50～59歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

261 242 都市計画 都市整備部

商業施設、市役所、医院などの立地が車を使うことを前提として
おり、車がないと生活できません。バスはあるが本数が少なく利
用しにくい。

60～64歳

262 242 都市計画 都市整備部

桔梗が丘住宅地について
・駅前の空洞化の改善は?便利な駅周辺に公的機関の出張所、
スーパー、医院などを集めて活性化を図ってはどうか。駅前にコ
ンビニさえなく、とても不便である。
・高齢化の進む住宅地で、空家や手入れのされない住宅が増え
防犯上の不安、景観の悪化を招いている。

60～64歳

263 242 都市計画 都市整備部

旧市街のみPRするのではなく、各々の住宅団地や市全体を見
てのコンパクトシティ化が必要なのではないか。国道沿いのスー
パーの乱立、医院のバラバラで不便な場所での開院など、業者
まかせ場あたり的でなく、住民サービスを念頭において、市が主
導してほしい。

60～64歳

264 242 都市計画 都市整備部 名張駅南側ロータリーの整備、送迎で車が並ぶ為。 65～74歳

265 242 都市計画 都市整備部
桔梗が丘駅前が寂しい。活気有る町づくりを官民一体となって取
り組む必要がある。

65～74歳

266 242 都市計画 都市整備部

図書館を普段からよく利用させてもらっています。本を読んだ
後、桜ケ丘の公園を散歩しています。健康器具などもそなえてあ
り、とてもありがたいと思っています。実は、足が悪くて、杖がな
いと不安になるような足どりです。ベンチの数がもっと多いと次
のベンチまで杖なしで歩いてみよう、次のベンチまで…と思いま
す。以前、関東に住んでいた際、川のサイドに10mおきにベンチ
がすえてあり、歩く練習をしながら腰痛を回復させたことがありま
す。もっとベンチを…勝手なお願いでしょうか。

65～74歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

267 242 都市計画 都市整備部

桔梗が丘に住んでいますが、駅前があまりにも寂しく駅など電車
からおりるとまっくらでこわいです。駅前の活性化をお願いしま
す。

65～74歳

268 242 都市計画 都市整備部
桔梗が丘駅前、ぎゅーとらの跡地などの再利用を一日も早くお
願いします。

65～74歳

269 242 都市計画 都市整備部

市の総合計画「新・理想郷プラン」の効果および効率的な推進を
図るには、生活権を有する住民への各種サービスの提供が不
可欠です。人口減少・高齢化に対応した『住まい・まち・暮らし』
の三位一体が有機的に機能する施策を提案します。
瀬古口にあるハートアイランドは、複合型店輔の一事例として、
諸種の多様性・利便性・快適性といったサービスが提供され、理
想郷プランの一翼を担っています。
しかし、現状では、名張駅周辺についてみれば、上記複合型店
舗が少なく、再開発が望まれます。ロードサイド(沿道)店舗に重
点が置かれ、名張駅や桔梗が丘駅では、域内の消費活動が活
性化しているとは言えません。その背景には、域内における集
客力の増加や人件費の節減に有効活用される経営方針が考え
られます。例えば、ぎゅうとら桔梗が丘店が、ロードサイド店輔と
して蔵持地区に移転したことなどがあげられます。

75歳以上

270 242 都市計画 都市整備部

桔梗が丘駅前の整備、駅前は全て近鉄が所有し空地又はモー
タプールとなっており、客が来てもコーヒーも飲めない。効果的な
開発を近鉄と共にお願いしたい。

75歳以上

271 242 都市計画 都市整備部

桔梗が丘は名張市で1番大きな団地なのにその駅前が閑散とし
てるのは、とても残念です。もっと活気が出るような方策を考え
ていただきたいと思います。

75歳以上

272 243 交通計画 都市整備部

となりの奈良に行けば遊ぶ場所も観光もたくさんあるのに名張
はいちごぶどうとか色々言ってるけど車がなければどこにも行け
ない。バスも少ない、本数もない。バス代も高い。乗りつぎも悪
い。そら人もいかないわ。もう少しがんばってほしいです。名張
市。どんどん人がへりますよ。

18～29歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

273 243 交通計画 都市整備部

名張市は他の市とは違ってコンパクトシティというものが進んで
いると思います。そしてこれからの超高齢化社会において脱
モータリゼーションということを考えた時にこのコンパクトシティと
いうのは力を発揮すると思います。しかしこれを最大限に力を発
揮させるためには公共交通機関の充実が必要不可欠でありま
す。私はバスをよく利用しますが、名張で走っているバスはとて
も上手にできていると思います。理由は駅→～が丘→駅といっ
たような循環になっていて１つのバスで短時間で効率良く人を運
ぶことができるからです。この点を生かして公共交通機関のさら
なる充実をはかっていただきますようお願いします(一説による
と、人が乗らない理由としては数が少ないからで数を増やせば
便利になり人も乗るようになるそうです。）

18～29歳

274 243 交通計画 都市整備部

私が名張市に望む事は一層のコミュニティバスの整備です。現
在、三重交通バス及びナッキー号が運行されていますが人口の
減少により年々減便されており今後高齢化になった後に市民の
足が不足するのではないかと思います。また団地内(富貴ヶ丘)
人の乗りいれも考えてほしいです。

18～29歳

275 243 交通計画 都市整備部 公共交通機関を充実してほしいです。 18～29歳

276 243 交通計画 都市整備部

最寄りのバス、名張駅へ行くバスの本数が年々少なくなっている
こと、値上がり、最終バスの時刻が早いことが県外の大学に通
学する私にとって大変でした。上記のことから、名張市に長く住
むには運転免許が必須であることを実感しました。したがって、
高齢で免許を返納した方へのサポートは大切だと思います。
いつも名張市のために働いていただきありがとうございます。コ
ロナ渦の中大変だと思いますが頑張ってください。

18～29歳

277 243 交通計画 都市整備部 交通の便をよくしてほしい。 18～29歳

278 243 交通計画 都市整備部
年々、終バスの時間が早くなってきているため、とても不便。そ
の為、バス等に乗らなくなった。

18～29歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

279 243 交通計画 都市整備部

電車の本数も増やしていただくと助かります。名古屋方面に行く
ために利用するのですが、時間帯によっては1本逃がすと1時間
後の場合があります。名張に住んでいて車を持っていれば交通
の便は良いですが、電車は不便に思います。免許を持っていな
い学生は電車を使うことがほとんどですが、この不便さゆえに将
来は都会に出たいと考える若者がふえてしまうのではないでしょ
うか。

18～29歳

280 243 交通計画 都市整備部
お年寄りが往みやすいようにバス停を増やして、車がなくても買
い物、カフェなどに行ける町になるのが理想です。

18～29歳

281 243 交通計画 都市整備部 交通環境を早く整備してほしい。 30～39歳

282 243 交通計画 都市整備部

高齢者が、免許返納しやすいように公共交通接関が利用しやす
いようになればと思う。バスでも乗る時の料金が高齢者は、一般
の人より割引されたりバスの本数増やす等。
免許返納しても、頼める人いなくても、自由に買い物、病院等行
きやすいようになればと思う。

30～39歳

283 243 交通計画 都市整備部

交共交通機関を充実させてほしい。車を所持していない者にとっ
ては通勤にだいぶ不便であるから。工場が多いので、その周辺
にバスを早朝から走らせてほしい。

30～39歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

284 243 交通計画 都市整備部

同居の祖母を見ていると、移動に不自由しているなと感じます。
自分が彼女と同じ年齢になり、車を運転できなくなったとき、買い
物や通院に不安があります。福祉バスや介護タクシーを利用す
れば良いのですが、目的地がいくつかあるとき、それぞれの場
所が離れているので、疲れますし時間がかかります。お店も病
院もたくさんあるのに、祖母が名張はアカンなあーと良く口にす
るのを聞きます。

30～39歳

285 243 交通計画 都市整備部 高速道路まで遠く、バス料金も高い。 30～39歳

286 243 交通計画 都市整備部
仕事で名張に来ただけです。生活には困らないし、関西、東海
へよく行く趣味がありますのですごく便利です。

40～49歳

287 243 交通計画 都市整備部

今のままで不満はありません。あれば移住します。大阪在住の
友達には田舎者と言われますが、私にとって丁度いい田舎で
す。人口、車の数、自然、治安など。しいて言うなら、近鉄電車で
大阪へ向かう時間がもう少し短縮できれば移住者が増えると思
います。そんな事難しいですが。

40～49歳

288 243 交通計画 都市整備部

高齢化社会の進行による住民の足の確保に関して不安を感じ
ている。AI技術の進歩により車の自動運転も現実的になってぎ
ているが、実現するまでには、まだ時間がかると思われる。近鉄
沿線の駅の周辺では、公共交通が確保されているが、駅から離
れると唯一の交通手段が路線バスのみとなるが、利用者の減少
により、廃止やコミュニティバスへの転換が行われている。自分
自身が高齢者となり、運転免許を返納した際買い物や通院のた
めの移動手の確保には、非常に不安を感じている。このことは、
若者が「ずっと名張市に住みたい」と考える上でも、大きなマイナ
ス要因となると思われる。このことは、行政だけ、バス会社であ
る三重交通等だけでは対処できない課題であり、住民が自分た
ちの移動手段を自分たちの力によって確保する「モビリティ・マネ
ジメント」の考えが大切になってくると思われる。名張市民の意
識をどのように向上させていくかが大切であろうと思われる。

40～49歳

289 243 交通計画 都市整備部 コミュニティバスの路線を増やす。 40～49歳

290 243 交通計画 都市整備部 交通の便が悪るく坂が多い。 40～49歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

291 243 交通計画 都市整備部
桔梗が丘駅前に駐輪場がなくて非常に不便。以前は150円程度
で一時頂りが出来たが現在は出来なくなっている。

40～49歳

292 243 交通計画 都市整備部

坂の多い街なので、どこへ行くにも車が必須です。運転のおぼ
つかない方もよく見かけるので自分が車の運転をする時はとて
も緊張しています。お年寄りの方が気軽に免許返納出来るよう
公共の交通機関の充実をお願いしたいです。接客をしているの
ですが、足の不自由な方が、運転に不安を覚え免許返納された
のですが、未だに2時間かけて歩いて通ってくれます。足が不自
由だから2回転倒したと仰られたので「バスには乗らないのか」と
聞いた所、本数も少ないし使えないと返ってきました。お年寄り
や体の不自由な人が気軽に利用出来る福祉タクシー等の充実
をお願いしたいです。

40～49歳

293 243 交通計画 都市整備部
車が無いと物資の調達が難しい(地域のバスは日中しかなく便
が少ない)。交通整備。

40～49歳

294 243 交通計画 都市整備部
高齢ドライバーの問題。免許の返納をしても、その後の交通手
段の問題、整備をして頂きたい。

40～49歳

295 243 交通計画 都市整備部

桔梗が丘駅前から、ぎゅーとらがなくなってしまったことが残念で
す。バスも出ているようですが、本数は少なく移動販売車の話も
あると聞きましたが、車を運転出来ない人や、免許証を返納した
方など、買い物難民が増えそうで心配です。駅前にスーパーを
再誘致できないなら免許返納者へのバスやタクシーチケットなど
を考えていただきたいです。

40～49歳

296 243 交通計画 都市整備部
すずらん台のバス本数を増やしてほしい。バス代を下げてほし
い。

50～59歳

297 243 交通計画 都市整備部

高齢者が暮らしやすい町にしたい。(自動車免許を返納しても生
活しやすくしてほしい）コミュニティバスの増便、停留所の増設な
ど。

50～59歳

- 40 -



施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

298 243 交通計画 都市整備部

名張へ来てメインにバスが無い事にとても不便を感じました。鴻
之台に居住してますが駅へ行くにもバスもなくコミュニティバスで
は駅に行くまでぐるっと回りすぎでとても不便です。夜8時ぐらい
に駅へ戻って来ても団地行はありますが居住地区へは戻るバス
がなく困りました。主に自転車を利用してましたが駅も有料の駐
輪場のようで困りました。歩道も段差が多く、パークアベニュー
通りの公園寄りの歩道は街灯もなく真っ暗でこわいです。たぶん
皆さん車生活できづかないのか暗い歩道や段差はもう少し配慮
して頂けるとありがたいです。

50～59歳

299 243 交通計画 都市整備部

市民の交通、移動手段、特に免許返納後の移動手段は皆無に
等しいと感じます。早急に対策を立てないと、名張市は高齢者が
住めない町になりつつあります。

50～59歳

300 243 交通計画 都市整備部

恐らく今後も改善される事はないと思うが、とにかくすずらん台
は車がないと何も出来ない。将来的に免許証の返納を行なった
場合、買い物等が本当に不便になり先が思いやられる。いた仕
方ない部分もあると思いますが...

50～59歳

301 243 交通計画 都市整備部

梅が丘、三重交通バスの終バスが早すぎ。22:23終バス。その
為、大阪勤務を20:20頃に切り上げ大変困っています。コロナを
原因にしてますが、だったら本数を減らし、終バスを遅くして欲し
い。そう働きかけて下さい。

50～59歳

302 243 交通計画 都市整備部

公共交通網が乏しく、自家用車がないと生活が成り立たない名
張で、高齢を理由に自動車免許証を返納した後の生活が成り立
つのかとても不安です。高齢者の生活の足整備が必要だと思い
ます。
・病院などへの通院や買い物等の外出の際の公共タクシーなど
(移動手段)の整備
・商品の移動販売や買ったものの配送サービスの整備

50～59歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

303 243 交通計画 都市整備部

今は、車に乗ってどこにでも行けるが、年をとって、免許証を返
納した後、とても不便になることは、まちがいないと思う。かと
言って、市バスが充実してるとも言えず、タクシーも少ない。

50～59歳

304 243 交通計画 都市整備部 自家用車を使えない人のための対策。 50～59歳

305 243 交通計画 都市整備部

現在は車で買物に行けますが夫婦が年老いて免許証返納する
となった時、今住んでいるところから徒歩でいけるところがありま
せん。とても不安です。住み慣れた自然豊かな静かなところなの
でずっと居たいですがスーパーや病院、バス停等近くにあるとこ
ろに住みたいとも思います。

50～59歳

306 243 交通計画 都市整備部

今は、車を運転出来るから、特に不自由は感じませんが、高齢
になり、免許を返納した後、バスの本数が少ないのと、バス代が
高いので、とても不安です。

50～59歳

307 243 交通計画 都市整備部 車を運転出来なくなる事が心配 50～59歳

308 243 交通計画 都市整備部

現在は車に乗ることができ、移動に困りませんが、この先運転
が出来なくなると、どこに行くにも頼る人もいなく、たいへんにな
るなと思ってます。

50～59歳

309 243 交通計画 都市整備部
現在見直してほしい事は、ナッキー号の乗車ルート、時間帯を
改善してほしいです。

50～59歳

310 243 交通計画 都市整備部
車が無いと不便な所に住んでいるので、老後を考えると活動域
が狭くなり、楽しくなくなる。店が少ないので、物が選べない。

50～59歳

311 243 交通計画 都市整備部 各スーパーまでのバスの時間(帰りも)を延長する。 50～59歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

312 243 交通計画 都市整備部

この先、自動車の運転ができない年齢になった頃、子供も身寄
りもなくなったら、名張のどこにいれるのか、不安に思うことがあ
ります。
明るく希望のある老後を思い描けるよう考えたいです。
名張でずっと暮らしていきたいです。名張の未来に向けた対策を
よろしくお願いします。

50～59歳

313 243 交通計画 都市整備部

いずれ車の運転が出来なくなった時のことを考えると移動手段
は、バスが中心になります。
コミュニティバスの様に、利便性の高いサービスがあると助かり
ます。
夫婦共々高齢になった時のことを思うと、今のままでは便利な市
外へ移り住むべきか、と考えざるをえません。

60～64歳

314 243 交通計画 都市整備部

車がないと不便。バスの利用する人が少ないので仕方ないかと
思うが、三重交通バスの日中の本数が少ない。近鉄との連絡が
悪い。免許返納した老人にとって買い物や病院に行くのに不便
です。

60～64歳

315 243 交通計画 都市整備部

名張は自然が多く、子育てがとてもしやすい地域だと思います
が反面、子供が学校を卒業すると、地元で働く所が少なく、近郊
地へ出ていってしまう。我が家も二人の子供はすでに大阪に居
住地を移し生活をしています。子供達は自分の育った家をその
まま名張に残しておいてほしい。帰る実家が名張にある・・という
事を強く願っていると言います。気持ちはすごく理解できますし、
そうしたいと思いますが、年を重ねる程に、自動車の運転がいつ
までできるかと不安になり、車なしでの生活を考えられない名張
を日々不満に思う事が多くなってきました。公共交通機関のバス
の運賃は高く、本数もあまりない…。駅までのルートはあるが買
い物には行けない!!そんな不便さを感じる様になってきました。
若者も年寄りも、もっと安心して暮らせる市になればと願ってい
ます。

60～64歳

316 243 交通計画 都市整備部
将来車の運転が出来なくなった時、買い物や病院への移動をど
うするか不安に思います。

60～64歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

317 243 交通計画 都市整備部

運転免許返納する年代になった時のバス便の不便さが心配な
ので、大きなバスでなくても良いのでもう少し便数を増やしてほし
い。

60～64歳

318 243 交通計画 都市整備部

桔梗が丘西地区に住んでいますが、コミュニティバスなどが通っ
ていません。高齢になると車が乗れません。ぜひ検討して頂け
ればと思います。

60～64歳

319 243 交通計画 都市整備部

高齢になって買物等に出かける時、車連転ができなくなってくる
ので市営バスを利用する機会が多くなる為、70才以上を運賃無
料にてするサービスを実施してほしい。他府県で実施している所
もあるので検討してほしい。

65～74歳

320 243 交通計画 都市整備部

現在は車の運転して、用事(買物等)をしていますが運転が出来
なくなり免許を返納した時、動きが取れなくなった時に、すごく不
安です。公共の乗物、電車バス等、無料にしてほしいですね。

65～74歳

321 243 交通計画 都市整備部 自家用車運転の免許証を返還した場合のアクセスが不安 65～74歳

322 243 交通計画 都市整備部 コミュニティバスの充実 65～74歳

323 243 交通計画 都市整備部
市営バスの交通費が高いように思います。コミュニティバスの充
実をよろしくお願いいたします。

65～74歳

324 243 交通計画 都市整備部

針インターまで山道を走り、高速道路に乗るのは実に不便です。
都会とのアクセスを改善すれば、名張市に流入する人口も企業
も増えて来ると思います。

65～74歳

325 243 交通計画 都市整備部
今後、年を重ねて車の運転も出来なくなった時、買い物や通院、
福祉、介護の施設など不安に感じています。

65～74歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

326 243 交通計画 都市整備部

現在は自家用自動車を運転して買い物、通院、図書館への訪
問等何不自由なく行くことができるが、近い将来運転免許の返
上の時期を迎えることに、非常に不安を感じている。コミュニティ
バスも通行されているが運行本数が少なく現実的には非常に利
用しにくい状況です。名張市内のバスの利便性向上を特にお願
いしたい。又、運転免許返上者に対して、タクシー等の運賃割引
き等の補助制度があれば名張市はより住み良い町になると思い
ます。

65～74歳

327 243 交通計画 都市整備部 公共交通の無料化、65才以上 65～74歳

328 243 交通計画 都市整備部

今現在車を運転して名張市内ならどこへでも行けます。近い将
来免許返納をと思っていますが、コミュニテイバスがありませ
ん。スーパーなどをまわってくれることを期待します。

65～74歳

329 243 交通計画 都市整備部

坂の多い地区に住んで車の運転がいつまでできるのか、免許を
返上した場合、地域にはコミュニティバスはありますが、暮らしの
質をどの程度保てるのか不安があります。

65～74歳

330 243 交通計画 都市整備部
今は主人の運転で市立病院にいっておりますが病院への交通
の便の改善。

65～74歳

331 243 交通計画 都市整備部 市立病院、直通のバスを復活してほしい。 65～74歳

332 243 交通計画 都市整備部

一人暮らしになって困る事がたくさんあります。何事も健康のた
めと思って歩いて行動していましたが限界があり、今は、ナッ
キー号を利用させてもらっています。でも、日曜、祝日は、バス
が休みなので、仕事の休みの日に買物や主人の墓参りに行くの
に困っています。家から歩くと1時間かかりますから最初は歩い
ていたのですがちょっと体にきつくなりましたから、次の週に延ば
したり……。それから、今はコロナで行けないけれど名張の湯に
も行きたいけれど、足がなくて、桔梗が丘からだと電車で名張に
行って、それから歩いて行かなければならないのでなかなか行
けません。桔梗が丘から直接行けるバスがあればいいのに…
…。普段はここに住んで長いですから一人の生活でも近所の人
達に大変お世話になって暮らしていますので有難いと思ってい
ます。名張に住んでいて良かったと思っています。

65～74歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

333 243 交通計画 都市整備部
ナッキー号について。とれなば&名張の湯に往復もっと行きやす
い様に寄ってほしい。

65～74歳

334 243 交通計画 都市整備部

私はつつじが丘に在中です。今は車に乗れるので市内に買物、
お医者さんに行けるのですが免許を返却したらバスに乗っての
生活になると思います。年金生活になりバス代の高いのはとて
も経済負担になります。つつじはハートバスは有りますがそれだ
けでは対応出来ない時があります。よろしくお願い致します。

65～74歳

335 243 交通計画 都市整備部

名張市に住んで30年です。環境も良く住みやすい町なので(大
都会ではなく、田舎でもない)終身この地で暮らしたいと思ってい
ます。現在は車を運転して、買い物や病院に行ってますが、運
転ができなくなった時には、大手のスーパーや通院に困るだろう
と心配しています。高齢者の交通事故のニュースを聞くと、無事
故のうちに免許を返納した方が良いかなあ…。でも日常生活は
困るかなあ…。ぜひ、料金の安い市営バスの運行をお願いしま
す。

65～74歳

336 243 交通計画 都市整備部

アルバイトをしている身ですが、お客様によく言われるのは「ここ
に来るのに不便で困る」という言葉です。名張市は、人口が8万
人をきり、年々減っていますが若い人が都市部へと移住し、ご高
齢の方が多くなっているようにも感じます。ご高齢の方々が車の
免許を手離したり、そもそも免許をもっていないとなると、買い物
の行き来がし辛く、公共交通機関に頼る他ないというのが現状
であると考えます。できればバス等の機関の停留所や本数を増
やす、市営で安く利用できるというPRを分かりやすく行う等して
いただけると、ご高齢の方々の利便性が高くなることはもちろ
ん、車を利用していない幅広い世代の方々にも喜んでいただけ
るのではないでしょうか。昨今、人口も減り公共交通機関利用の
低下や人員不足等難しい問題であるとも思いますが、ご検討い
ただけますと幸いです。

65～74歳

337 243 交通計画 都市整備部
名張市70才以上には年1回2回位バス無料券などは。自動車に
全部のれる人ばかりではないですが。

65～74歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

338 243 交通計画 都市整備部
今は車で買物に行っていますが運転できなくなったら地域に店
がないので不安です。病院も遠いので不安です。

65～74歳

339 243 交通計画 都市整備部

名張旧市内に住んでいます。今は、役所等に出かける時は車で
行けますが、年いくにつれ車にも乗れない様になれば、市のコ
ミュニティーバス等を使いたいと思いますが、停留所が遠い為
(少ない)利用する気になりません。もう少し旧市内の者にも利用
出来るようなんとかならないでしょうか。旧市内は取り残された
町になって行くような気がします。市会議員に立候補された方
が、この旧市の空き家になるのが気になりなんとかしたいと言っ
て立候補された議員さん、何か一つでも目標の役に立つ事は出
来たのでしょうか、気になるところです。市長はじめ市会議員様、
頑張ってお仕事して下さいますようよろしくお願い致します。

65～74歳

340 243 交通計画 都市整備部

<つつじが丘>
・今後、免許証返還に際して、日常の行動や買物に、交通機関
を利用するに当って(つつじが丘)バス代の高額さに、驚き。今後
は高齢者社会になる為、車が使えずバスを利用する事が必須。
もっとバス代を安くすれば、利用する人も増え、結果バス代も安
くなるよう、改革してほしい。

65～74歳

341 243 交通計画 都市整備部 高齢者になり、車が乗れなくなった時の心配があります。 65～74歳

342 243 交通計画 都市整備部

現状ではお金がないから何を言っても無理でしょう。団地には
スーパー、用地、消防、警察等色々ありますが又小学校も児童
も減少し併合の話も出てるなかで、高齢者がふえて免許返納者
もふえて、医療、買物難民が多数出てくると思います。市民セン
ターが各地域に出来ているが、役員も、ライフサポートにより運
転者も減少すると思われる。

75歳以上

343 243 交通計画 都市整備部 ナッキー号の本数増やして下さい。 75歳以上
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

344 243 交通計画 都市整備部

年老いて免許も返納し老人二人暮しで病院行きや買物等交通
便にとても苦労しています。せめてタクシー券等半額で利用出来
る様なシステムは出来ないものでしょうか。他県ではその様なシ
ステムはある様ですが。

75歳以上

345 243 交通計画 都市整備部
今は車の運転が出来ているが、出来なくなった時、交通手段が
なくなってしまうので心配です。

75歳以上

346 243 交通計画 都市整備部

今後、増々高齢化する社会に次の事を希望します。
1、名張市立病院等の送迎バスを名張市全体に普及して欲し
い。(年をとると車もバスも電車も思う様に利用できない為)
2、コープ宅配便等をもっと拡張して欲しい。

75歳以上

347 243 交通計画 都市整備部
交通の利便性を望みます。年齢と共に車を手離す方も多く(今
後)居られると思います。その対策をお願いします。

75歳以上

348 243 交通計画 都市整備部

運転免許証返却後交通の便が大変不便に感じております。交
通の便がたいへん悪いので不便を感じております。交通の便が
良くなる様タクシーの補助券等の配布の考えはありませんでしょ
うか?(他県は実施中)

75歳以上

349 243 交通計画 都市整備部

高齢者が運転免許を返納したとき、日々の買物医療機関の受
診等、外出時の移動手段としてのコミュティバスの利用に不安が
ある。食料品の買物を中心に大型スーパー、ホームセンター(曜
日限定)等へのコースを検討して頂き、市民が安心して暮らせる
町づくりを希望します。

75歳以上
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

350 243 交通計画 都市整備部

何年か前に亀井市長が桔梗が丘駅前の約束されましたが、現
在はすたれる一方です。買物にも、遠くへ行かなければいけな
い!!(車がない、老人が多い)ナッキー号を桔梗地区に走らせてい
ただければいいなあと考えています(せめて、桔梗センター廻り
の駅迄とか)よろしくお願いいたします。
(追)桔梗が丘駅前の発展お願いいたします。

75歳以上

351 243 交通計画 都市整備部

つつじが丘に住み、35年を迎え、思う。年齢を重ね交通の便が
気になります。この坂道の団地、コミュニティバスは、ハートバス
のみ、交通のバスも少ない回数。

75歳以上

352 243 交通計画 都市整備部 コミュニティバスを土日利用できるようにしてほしい。 75歳以上

353 243 交通計画 都市整備部

出来ることならばナッキー号を市立病院からUターンしてしまわ
ないで百合が丘をぐるりとまわっていただきたいです。市立病院
で降りたら家まで登り坂で帰ることが出来ません。

75歳以上

354 243 交通計画 都市整備部

過疎化が進み、老人の町になっている。一方でショッピングセン
ターが撤退し、日常生活が不便になりつつある。
マイカーを運転できる間はよいが、免許の返上年齢に近いため
近い将来に不安を感じている。

75歳以上

355 243 交通計画 都市整備部

後期高齢者で年金暮らしの者です。勿論車など持っておりませ
んから、行動は全て歩きと、バスです。ところがバス代が高くて
つつじが丘～名張駅前迄380-円往復すると750-円は厳しいで
す。市バスでないのに書いてしまいました。

75歳以上
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

356 243 交通計画 都市整備部

今は、100才時代になってきました。名張市も老齢者者時代で
す。各家庭においてもほとんど一人、二人暮らしが多い。これか
ら老齢者は、生活するのに大変です、そこへ免証返納すると、乗
物に一番の不安と心配です。

75歳以上

357 243 交通計画 都市整備部

コミニティバスの有効活動を望みます。行先、コースの充実。確
充。etc。
市民病院への直行便が必須。

75歳以上

358 243 交通計画 都市整備部

公共交通機関の充実を望みます。市民の高齢化により、運転免
許を自主返納される方も多くなると思われます。バスの路線や
運転回数が少なく1時間に1本もない現実では日常生活が大変
不便になるので、地域乗り合いタクシー等の導入を検討してい
ただきたいと思います。

75歳以上

359 243 交通計画 都市整備部

名張市の住みごこちを問われてますが、今更変わろうとは思い
ませんが、車の運転をしなくなってから車がないと生活が出来な
いのか、今更のように便利の悪さがわかりました。

75歳以上

360 243 交通計画 都市整備部

82才を迎えて、今は車の運転ができるので通院買物等不便を感
じていないが、いずれ免許証返納せざるを得なくなった時、どう
なるか不安です。事故を起こさないように道順を自分に言いきか
せて運転しています。

75歳以上

361 243 交通計画 都市整備部 公共交通(将来に向けて) 75歳以上
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

362 243 交通計画 都市整備部

主人が現在自家用車を利用。しかし高齢のため5年もすれば免
許証返納せざるをえません。
1、バスの運行を増してほしい。
2、高齢者外出支援のため補助券発行してはどうでしょうか。
3、介護施設の利用料は公共と民間と犬きく違いますか。その差
額は援助されますか。その一覧表はありますか。
福祉の充実は嬉しいが老いも若きも自立の精神を持つように指
導してはどうでしょうか。

75歳以上

363 243 交通計画 都市整備部
つつじが丘在住、市立病院に行くのが不便です。つつじのハート
バスにお願いすることでしょうか。

75歳以上

364 251 住宅・住環境 都市整備部

近所の半数が空家になって淋しく暮らしています。特に夜、外へ
出るのが恐い。猿、鹿、いのしし、ハイビシンなど出没して楽しみ
に作っている野菜を荒らされます。自宅も高齢の為、空家になる
と思います。残った住民の方が気の毒でなりません。どうにかな
らないものかと思案しても力に及びません。

18～29歳

365 251 住宅・住環境 都市整備部

何年後になるか分かりませんが、いずれ結婚し子どもが産まれ
たときに子育てを両親に支援してもらいたいと考えています。そ
の際にまだ住む土地があるのかどうか不安に思います。

18～29歳

366 251 住宅・住環境 都市整備部
高齢者の空き家が増え、雑草の管理や、蜂の増加を気にしてい
ます。

30～39歳

367 251 住宅・住環境 都市整備部
名張地域超高齢化。空家も多い。整理し、若者が集まってこれる
ような古民家再生タウンにしてみてはどうか。

40～49歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

368 251 住宅・住環境 都市整備部

あき地の雑草等の除去に関する条例の見直しの件
・環境対策室からは、3年間やるべき事はやったのでこれ以上の
対策はしないとの回答。
・秘書広報室及び市議会からは同じ様な回等で国の動向を見な
がら検討する...との回答。
・地域(自治会)の協力も得ながらとの事であったが、自治会から
は市に移管されたと聞きました。事故が生じた後では遅いので
す。スピード感をもって条例改正願いたい。

40～49歳

369 251 住宅・住環境 都市整備部

旧町に住んでいると空き家の数が増えていると実感します。景
観を維持して対策していくか、住宅街として整備しているのか現
状では見えにくいです。徹底した方針と目に見える進捗が欲しい
です。

40～49歳

370 251 住宅・住環境 都市整備部

現在、名張の旧町に仕事場を持っております。それまでは、いわ
ゆる新興住宅地に居たので、旧町の良さに気付けていませんで
した。旧町に移って10年経つのですが、ややおせっかいとも思え
る人間関係は有ったりしますが、お互いの事を気にかける事で、
防犯面、緊急時の病気などに気付けるコミュニティが出来ている
と思います。新興住宅地に居た時よりも、はるかに居心地が良
いと感じます。只、やはり住んでいる方の高齢化、建物の老築化
も有り、すたれ気味であることはいなめません。見るにつけ忍び
ないのです。今のこの段階で、空家になっているところを市の支
援等でメンテナンスを施し、若い人たちでも入居出来る環境を
作っていって古い町の景観なども残しつつ旧町ならではのコミュ
ニティを保てる様に出来たなら、とても良いのにと思っています。
市の財政が厳しいことも承知していますが、せっかくの市の良さ
を活かして頂けたら、この先の財産になるのではないでしょう
か。他県からいらっしゃるうちのお客様が旧町の町並みを見て、
ほめて下さる方が多いことも有り、書かせて頂きました。

40～49歳

371 251 住宅・住環境 都市整備部 空き家をきちんとこわす 40～49歳

372 251 住宅・住環境 都市整備部 地価が下がり、空家が増える事 50～59歳

373 251 住宅・住環境 都市整備部

住宅誘致をしたのだから、しっかりアフターフォローもしっかりお
願いしたい。住環境の良さをイメージして住み始めたのに己の高
齢化と町の高齢化で、悲みと不安がつのる思いの方も少くなくな
いのではと感じる。

50～59歳

374 251 住宅・住環境 都市整備部 これから増えてくるであろう空屋対策に取り組んでほしい 50～59歳

- 52 -



施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

375 251 住宅・住環境 都市整備部
空き家、空き地を若い世帯に安く使ってもらう方法はないでしょう
か？

50～59歳

376 251 住宅・住環境 都市整備部 年々空家が増え、防災上不安である。 65～74歳

377 251 住宅・住環境 都市整備部

つつじが丘地区では空地、空家、道路の問題があるのではない
でしょうか。空地の除草問題では最近草を粉砕機で刈り、そのま
まにしているところがあり強い風が吹かれてまきちらかせたり、
空地に木が生えるとそのままになったり、空家では家のまわりが
草で生茂り、住まわれている家でも高齢化とともに木々が伸びて
近所に迷惑をかけるなど環境が悪化しています。

65～74歳

378 251 住宅・住環境 都市整備部 空家の清掃と有効利用方法を考えて。 65～74歳

379 251 住宅・住環境 都市整備部

空地が多く、管理者不在の状態になっている。土地の管理者
に、住民が有効利用(農作物の生産、駐車場等)出来るような働
きかけ又は、ルールを策定頂けると有難い。

65～74歳

380 251 住宅・住環境 都市整備部

我家は市道のすぐ近くで、半分は2年前修理してもらったが残り
の半分は下がり亀裂があり大型の車が通ると、かなり振動しま
す。困っています。がまんしています。一方で町などはきれい
で、不公平。

65～74歳

381 251 住宅・住環境 都市整備部

空き家、空き地が多くなり、持ち主が遠方にいられる場合、管理
が行き届いていない。空き地などはゴミ捨て場になっており柵な
どがない場所は道路や、側溝に空きカン、ゴミが散乱している所
もある。

65～74歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

382 251 住宅・住環境 都市整備部

市に期待したい施策として、住まい環境です。具体的には、リ
フォーム、住宅診断士による住まいの実態調査(インスペクショ
ン)、住み替えを推進しつつ、空き家の管理や宅配スーパーなど
の高齢者への公助施策です。

75歳以上

383 251 住宅・住環境 都市整備部

名張市長様にお願いします。私の回りに空屋があり、困っていま
す。火の用心や、動物の出入、そして落葉とか。後を守る人がい
ない物家は早く、取り壊して下さい。

75歳以上

384 251 住宅・住環境 都市整備部 近所の空家の管理が気になります。垣根、ゴミ・植木など。 75歳以上

385 252 道路整備 都市整備部
歩道の整備をお願いします。一部歩道が途切れていたり、危険
箇所もあります。

18～29歳

386 252 道路整備 都市整備部

・道路環境の整備について
現在水道管を新しくしてくれているのはありがたいのですが、ベ
ビーカーでの移動や子供が歩くにはボコボコしすきでは?「産み
育てるにやさしいまち“なばり”の実現」にはまだまだ程遠く感じ
ます。その様な方針を計画したのであればキレイな道、歩きやす
い道にしてほしいです。妊婦さん、子供さん、親、だけでなく高齢
者の方も歩きやすくなると思います。

18～29歳

387 252 道路整備 都市整備部
自然環境の保護のため、税金を使って無駄に道路を作らない方
が良い。

18～29歳

388 252 道路整備 都市整備部
歩道が狭く道路も狭い所が多く、特に夜間は怖いです。白い線も
うすくなっている所が多い。

18～29歳

389 252 道路整備 都市整備部 道路のでこぼことした所が多いので、直してほしい。 18～29歳

390 252 道路整備 都市整備部 名張の道路工事も早急にして渋滞緩和されるようにして欲しい。 18～29歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

391 252 道路整備 都市整備部
名張市の道路環境が非常に悪い。例えば、白線が消えて見えな
い。ボコボコ道が多い。信号の連携が悪い。

18～29歳

392 252 道路整備 都市整備部
穴の空いたままの道をふさいでほしい、長い間そのままになった
りしている時がある。

30～39歳

393 252 道路整備 都市整備部

道路整備などの工期が他県と比較して長いと感じる。予算都合
かもしれないが、工期を長く取ることで結果として費用の増大を
招いていないかが気に懸かっている。また、各地域の生活道路
も劣化が進んでおり、保守整備が必要(轍や段差、アスファルト
路面の穴や荒れが目立つ)。名張市は車での移動が主であるの
で、それらに整備が行き届いていることで日常感じる不満は軽
減されると考える。その際、部分的な補修は逆に不安全な路面
になる事が多い(段差を増やし走行しづらい)ので、計画的に道
路全体を舗装し直す修善を進めて頂きたい。

30～39歳

394 252 道路整備 都市整備部 道路の補修が中途半端。 30～39歳

395 252 道路整備 都市整備部

すずらん台内にある歩道ですが、植木などの根っこが出てきて
ボコボコしている所があり、ベビーカーなど、通りにくい場所があ
るので、歩道の整備をして欲しいと思います。

30～39歳

396 252 道路整備 都市整備部 伊賀～名張のバイパス工事を早く終わらせていただきたい。 30～39歳

397 252 道路整備 都市整備部

蔵持(ぎゅうとらさん前)交差点から鴻之台に抜ける道の工事は
何年ストップしたままですか。費用を使いあそこまで作りストップ
のままというのは納得できない。狭い扱け道を強引に突込む車
が多くとても危ない。道ができるのか、できないのか、さっさと工
事を進めてほしい。

30～39歳

398 252 道路整備 都市整備部

・道路の路面の凹凸をなくしてほしい。
・中途半端のまま道路工事がおわっている(蔵持のぎゅーとら近
くの道路)。

30～39歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

399 252 道路整備 都市整備部
道路工事を交通量が多い時間にしてほしくない。なにか理由が
あってその時間にしているのはわかるけど普通に考えて邪魔。

30～39歳

400 252 道路整備 都市整備部
家の前の道が、ガタガタ、歩道もガタガタ。ベビーカーで歩きにく
い。

30～39歳

401 252 道路整備 都市整備部 道がせまく、アスファルトはボロボロ、車を走らせづらい。 30～39歳

402 252 道路整備 都市整備部

道路整備に力を入れていただきたい。武道館いきいきから蔵持
マックスバリューまでの道ですが、工事の進捗はどのようになっ
ていますか。計画性のない道路整備は税金の無駄です。

30～39歳

403 252 道路整備 都市整備部

現在、主要道路2本ですが昼間混んでて嫌になります。蔵持マッ
クスバリュから武道館前につながる道ず一っと工事とまってます
が早くあの道をつなげてほしいです。かなり便利になると思いま
す。地主がしぶってると聞きますが。

30～39歳

404 252 道路整備 都市整備部 R165、土日になると必ず渋滞していて少し困ります。 30～39歳

405 252 道路整備 都市整備部

県道80号線、大屋戸橋の手前付近が道路の見通しが悪く感じま
す。右折側、直進側とありますが、右折側の車の台数が多く直
進側がすいているかすいていないか分からず右折する車にのみ
こまれてしまうことがよくあります。

30～39歳

406 252 道路整備 都市整備部

道路を広げる事は良い事だと思うのですが、やるなら続けて
やって欲しい。伊賀市までつながる道路で広がった道路は通り
やすいが、まだ広げていない道路に行くと混んでしまう。(通勤
時)

40～49歳

407 252 道路整備 都市整備部
165号線の渋滞緩和を希望します。週末の移動の際、渋滞のた
め、ストレスを感じることが多々あります。

40～49歳

- 56 -



施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

408 252 道路整備 都市整備部 信号機のムダや連携の悪さが気になる。 40～49歳

409 252 道路整備 都市整備部
道路の凹凸、継目が多く走りにくいので改善して欲しい。交通量
に対して道路が見合っていないと思う。

40～49歳

410 252 道路整備 都市整備部

未就学児を2人育てています。旧町の道路を歩くのに車の存在
は非常に恐怖に感じます。現状では道路整備や歩道の確保は
困難かと思いますが、一方通行にしたり侵入禁止時間を作った
りと裏道として使用する車の交通量を少しでも減らしてもらいた
いです。

40～49歳

411 252 道路整備 都市整備部
家の前の道が私道らしく、道がボコボコなのに直してもらえませ
ん。子供も小さいのにジャリ道であぶないです。

40～49歳

412 252 道路整備 都市整備部

道路の道幅を広げてほしい。(株)ハシモト精機三重工場～J-
ONEまでの道路、道を広げてくれると聞いているがなかなか工
事をしてくれない。

40～49歳

413 252 道路整備 都市整備部

・歩いていると途中で歩道が狭くなったり、白線が消えていたりし
て車道と歩道の境目が分かりにくい。車線の明確化。
・自転車が走れる線（道幅）があるとより安全になると思う。

40～49歳

414 252 道路整備 都市整備部
・はげている横断歩道をなおし、白線をきれいにひく
・街路樹を増やす

40～49歳

415 252 道路整備 都市整備部
蔵持から鴻之台につながる道路を早く完成させて欲しい。(中途
半端な状態で工事が中断されていると思う)

40～49歳

416 252 道路整備 都市整備部

昨年出産し、子育てする様になって気付いたのですが子どもが
小さい為、ベビーカーを使用する機会が増え、散歩や買い物に
行く際、歩道のおうとつや、段差がすごく気になります。

40～49歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

417 252 道路整備 都市整備部

名張市内全域の歩道の確保・整備をお願いしたいです。健康促
進・省エネ色んな観点から気兼ねなく安心して歩ける環境にして
欲しい。通学も安心して歩ける歩道にしてほしいです。

40～49歳

418 252 道路整備 都市整備部

車道や歩道が傷んでおり、歩行している時足をとられる等、危険
な所が多々見受けられる。造成された時よりメンテナンスがされ
ていない。

50～59歳

419 252 道路整備 都市整備部
地域によって道路整備など環境保全に格差がある様に感じま
す。是正いただきたいと思います。

50～59歳

420 252 道路整備 都市整備部

道路の整備がなかなか進まないのが残念です。となりの奈良県
から名張に入ったとたん、道が悪くなるのを感じます。夏などは
街路樹のまわりに雑草が高くまで育ち、車の出入の時に視界が
悪くなります。整備をお願いします。

50～59歳

421 252 道路整備 都市整備部
シルバーカー、ベビーカー等、スムーズに通れるよう、木を切り、
道の段差をなくす。

50～59歳

422 252 道路整備 都市整備部
国道165の歩道は凸凹が多く、雑草も生い茂り非常に歩きにく
い。道路の補修と共に歩道の補修もして欲しい。

60～64歳

423 252 道路整備 都市整備部
歩道のない道路をなくすことや、交通量の多い道路の解消の為
に早期に工事途中の場所を進めてほしい。

60～64歳

424 252 道路整備 都市整備部
富貴ケ丘に住んでいますが道路がパッチワークの様になってい
ます。出来れば平らに整えて頂きたいです。

60～64歳

425 252 道路整備 都市整備部

昨年曽爾に行く道路が道中がせまいのでバスが通ったら、上下
が通交が出来なくなったので困りました。感知式の信号でもつけ
たらいかがでしょう?

60～64歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

426 252 道路整備 都市整備部

津、及び、奈良への道路が悪すぎる。医療環境が悪く、家族が
入院する時、重い病気の時、津や奈良へ行かなくてはならない
が車で行く時、苦労する。

60～64歳

427 252 道路整備 都市整備部

とにかく道路を・・・。
とにかく、雨の日や夜は、白線がないのですごーくあぶない!事
故のもとです。
どうして、白線が書けないのでしょうか?事故をするな!と言う前に
道路整備をしっかりとして下さい!高齢化会社と言っているのに白
線(中央線)がないのはあぶないです。しっかり道路整備に力を
入れて下さい!

60～64歳

428 252 道路整備 都市整備部 道路状況も悪い所が長くそのままの所があります。 60～64歳

429 252 道路整備 都市整備部
交通について、道路の整備、特にライン(白線)をきちんとひいて
ほしい。

60～64歳

430 252 道路整備 都市整備部

地域の道路ですが細部まで平等に整備してほしい「市議がいる
地域の道路はきれい」と思っている人は私だけでは無いと思い
ます。センターラインが消えていたり溝ができていたりで地元じゃ
ない人はまん中や溝のない右側を通行したりしているので交通
事故が起きると思います。
よろしくお願いします。

60～64歳

431 252 道路整備 都市整備部
名張市街の道路の整備改善がもっと必要である。曜日、時間帯
によるが渋滞が目立ち整備してほしい。

65～74歳

432 252 道路整備 都市整備部
道路では路面がかなり荒れているし、路面の表示もはげおちて
います。これらの問題の解決に何かありませんか。

65～74歳

433 252 道路整備 都市整備部 これから、増える高齢社会、安全な道を、たくさん作ってほしい。 65～74歳

434 252 道路整備 都市整備部 R368の早期複線化をお願いする。名阪国道への道路整備。 65～74歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

435 252 道路整備 都市整備部

私の住んでいる所は山間部なので名張へ出る手段は車しかな
い。道路周辺の木の伐採をお願いしたい。災害になると道路が
通行止になる恐れ、可能性があると思うので我々の住んでいる
所が孤立すると思います。道路が命のある限り大切だ。

65～74歳

436 252 道路整備 都市整備部
道路の白線が消えている、道路のでこぼこ等を直してほしい所
が多い。

65～74歳

437 252 道路整備 都市整備部
道路の開通が遅い。何年も途中で止まっている。やっと動きたし
たら、いつ頃開通するとか状況をしらせて欲しい。

65～74歳

438 252 道路整備 都市整備部

車の優先道路ばかりで安全に歩く歩道があまりにも少なすぎ
る。まともに歩けない。特に子供達の通学路が大問題である。
まともに対向できない道路を一方通行にして正面衝突や接触事
故を防ぐ。住宅道路は低速でしか走れない。凹凸道路に、追越
車線を多くしスピードを出しづらい道路にする。

65～74歳

439 252 道路整備 都市整備部

大通りから家まで入ってくる道路が狭いのに加えて、水路があっ
て溝ぶたが無い為、とても危検です。反対側には大きな石があ
ります。この車社会でこの様な道路があってはならないと思いま
す。市の仕事として加えてほしいです。

65～74歳

440 252 道路整備 都市整備部 道路表示を明確にして欲しい。(区画線、駐車場など) 65～74歳

441 252 道路整備 都市整備部
街路樹の根が浮き上がり歩道が割れて、つまづき危ないため根
元から切って欲しい。

65～74歳

442 252 道路整備 都市整備部
百合が丘に住でいますが毎日散歩しているが歩道の木の根が
はっていて歩きにくいので街路樹を考えて下さい。

65～74歳

- 60 -



施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

443 252 道路整備 都市整備部

青峰高校横の雑木林を整備して、百合が丘の下迄、通行できる
様にしてほしいです。帰りはバスに乗っても、行きは健康の為に
歩ければと思います。学生も利用すると思います。

65～74歳

444 252 道路整備 都市整備部

道路整備
①名張⇔上野間
②名阪へのアクセス(現在非常に不便）
③道中拡張(市内、村落問わず)救急車が入れない!

75歳以上

445 252 道路整備 都市整備部

道路(国県市)の草をもっと除草してもらいたい。年２回程。草が
生えていたら町(市)がみすぼらしく感じる。
上、下水道の工事後の道路舖装がデコボコの仕上げが見受け
られるが、市は仕上げの検査は行っているのか?
中学生の自転車通学が歩道がなかったり、直路が整備されてい
ないので危険である。通学路の整備が出来ないか?子供は未来
の宝である。

75歳以上

446 252 道路整備 都市整備部

現状
・地震(南海トラフ)発生に伴う生活行動。幹線道路(バス道路)
は、ある程度の修理等が補強されていますが各住宅区分の道
路(表面裏面)は生活道路の為亀列が生じていて、大きな地震が
発生した場合、道路表面がめくれ上り人の移動、自家用車の移
動が困難となり混乱が生じます(山林を開拓した団地も同様だと
思います)

75歳以上

447 252 道路整備 都市整備部 坂道のデコボコ 75歳以上

448 252 道路整備 都市整備部

つつじが丘団地内の道路を通行する車で家が振動し小さな地震
が1日数回～十数回発生している。これは地盤の沈下としか考
えられない。善処を求めます。

75歳以上
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

449 252 道路整備 都市整備部

名張市での独居老人対策を考えておられますか…。桔梗が丘
の南と共に、バス通りの歩道を老人がつまずかづに、歩ける様
にしていただきたいです…。

75歳以上

450 252 道路整備 都市整備部
私は買物へ行く時、原付バイクで行くのですが道路が悪くてヒヤ
リとする時がよくあります。道路の整備をお願いします。

75歳以上

451 253 公園・緑地 都市整備部 中央公園施設で老朽化しているものが目立つ。 無回答

452 253 公園・緑地 都市整備部
大きな公園、遊べる公園、遊具の充実を期待します。木が多す
ぎる公園はもう少し木を減らしてほしいです。

30～39歳

453 253 公園・緑地 都市整備部
広くて、遊具もたくさんある魅力的な公園をつくってほしい。雨の
日でも子どもたちが遊べる室内遊戯施設をつくってほしい。

30～39歳

454 253 公園・緑地 都市整備部 広い公園がすくない。 30～39歳

455 253 公園・緑地 都市整備部

公共施設の美化衛生に努める。小さな子供がおり、よく公園を利
用します。トイレの衛生状態が良くないので、使用をためらうこと
が多々あります。住みよい街づくりの為にも改善を望みます。

30～39歳

456 253 公園・緑地 都市整備部 大きな公園で噴水の様に水遊びできる場所がほしいです。 30～39歳

457 253 公園・緑地 都市整備部 大きな公園を作ってほしいです。 30～39歳

458 253 公園・緑地 都市整備部
選択肢になかったが、公園の整備をしっかりしてほしい。設置す
るだけでなく樹木、雑草の管理や遊具の補修等改善を要する。

40～49歳

459 253 公園・緑地 都市整備部
設備の整った公園が少ない。今後の市の発展を考えるにあたっ
て充実させる必要があるのではないか。

40～49歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

460 253 公園・緑地 都市整備部
旧町内には遊べる公園が少なく整備もされていないと思いま
す。もう少し保全してもらえたらと思います。

40～49歳

461 253 公園・緑地 都市整備部

・公園の遊具をもっと充実して欲しい。
・自宅近くに子供が身体を動かせて遊べる公園が欲しい(小さな
子供も楽しめる遊具がある)

40～49歳

462 253 公園・緑地 都市整備部
小さい子供でも安心して歩ける様な路面の公園などがあれば、
駐車場がある公園などがあればとてもうれしく思います。

40～49歳

463 253 公園・緑地 都市整備部

各地域に小さな公園があって良いと思います。しかし、小学生な
どになると遊べる公園がありません。上記の様な公園は比較的
小さな子供さんが多く、小学生がいると遊び方や運動量もちがう
為、お互い良い思いをしません。料金をとってでも遊べるアスレ
チックの様な所があれば近隣からの集客もあるし、良いのでは
ないでしょうか。名張市は比較的広い土地があるように見えます
が良い土地の活用がされるといいなぁと思います。

40～49歳

464 253 公園・緑地 都市整備部

・街の街路樹の根元等、花を植えて、癒される環境を作る。ベン
チを道に置き、人々が休憩できるようにする。
・公園にイスを置いて憩いの空間を作る。
・花や樹木鳥が集まる公園を作る。芝生の上でくつろぎたい。

50～59歳

465 253 公園・緑地 都市整備部 価値ある公園をふやしてほしい。 60～64歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

466 253 公園・緑地 都市整備部

各家庭でペットを飼う機会が増えているのに伊賀市等はゆめが
丘等に散歩が出来る大きな公園があるのに、名張市においては
その様な物がなく、不満です。河川敷を整備して利用可能にな
れば市民は喜ぶと思いますので一考お願い致します。

65～74歳

467 253 公園・緑地 都市整備部
東山公園を上野森林公園の様に整備。ボランティアとかイベント
で集う。

65～74歳

468 253 公園・緑地 都市整備部

お願いですが、希央台１号公園の池が2年ほど前までは色々魚
が泳いで美しい池でしたが最近はよごれがひどく池の掃除をし
てほしいです。よろしく。

75歳以上

469 253 公園・緑地 都市整備部 サッカー等の運動ができる公園がほしい。 75歳以上

470 254 上水道 上下水道部
水道水がまずく「自然環境の良い所に住んでいるのに」と思うと
大変不満に思う。

50～59歳

471 255 下水道等 上下水道部 上下水道代が高すぎる。 30～39歳

472 255 下水道等 上下水道部 梅が丘の下水道処理問題の解決を望む。 40～49歳

473 255 下水道等 上下水道部 水道料金が高すぎます。 50～59歳

474 255 下水道等 上下水道部

上下水道代が高いです。地域によって違うようですが家計を圧
迫します。他の地域の人に聞いてびっくりしています。(条件が違
うのでしょうが…）なんとか少しでも安くしてほしいです。

50～59歳

475 255 下水道等 上下水道部
私事中心として考える時、後継者のない老人化した家々が多い
旧町に、下水道に力を

60～64歳

476 255 下水道等 上下水道部
名張市の上下水道の進行状況はどのようになっているのでしょ
うか。

75歳以上
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

477 256 斎場・墓地 地域環境部

「名張市民慰霊塔」建設のお願い。故郷に骨を埋めてもらうと決
意して東京から昭和53年に桔梗が丘へ家族を連れて移り住ん
で元気に楽しく暮らしています。いよいよ85才。墓を建てようにも
2人の娘は市外に独立しています。墓守りも望めません。こんな
家族が増えていると思います。いつでも先租を追想出来る心の
拠り所として慰霊塔を建ててもらい自分の名前を刻し永遠の旅
立を名張に残したいのです。どうかご検討下さい。

75歳以上

478 311 農林資源 産業部
名張は自然豊かな場所で有名だからこそ、森林保護をしていく
べきだと思う。

18～29歳

479 311 農林資源 産業部
名張には、こだわりを持ってつくられた質の高い野菜やくだもの
が多くあると思う。ブランド化して、発信しては。

40～49歳

480 311 農林資源 産業部

どの地域でもそうでしょうが獣害がひどく困っています。柵やフェ
ンスを自腹でやるには高額になります。助金を出してほしいで
す。各戸に。米や野菜がちゃんとできないので悔しく残念でモチ
ベーションもさがります。

50～59歳

481 311 農林資源 産業部

家のそばにある森のせいで日が当たらず、大変困っている。そし
てその森の中は鹿が数頭棲んでいて夜になると道路に出てきて
怖い。何度か市役所に相談に行ったが何にもしてくれず名張市
役所は市民に対してこんなものかと残念。

50～59歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

482 311 農林資源 産業部

農地の担い手がなくなる方向から、地域環境の整備を。現状委
託が地域の2/3となっており、草刈もされてない現状に手をつけ
られない。名張市は山間農地地域なので、どこを重点にとはい
かないとは思うが、千枚田のように、希望者をつのり、グループ
で米や畑、花づくり等できるよう市でリードできないかと思う。街
中はいいが、山内部は間違いなく荒廃が進む。

65～74歳

483 311 農林資源 産業部

農業問題：名張の農業年令70才越している。対栄はあるのか。
今、農業用、用水の改修を行なわれているが農業関係のプラン
がない。早急に6次産業をめざすプランを自治体・JA・農機具
メーカー・ホームセンターと共合でプランを出し、新しい名張の産
業となるよう期待しています。

65～74歳

484 311 農林資源 産業部 田畑はだれが管理するの？ 65～74歳

485 311 農林資源 産業部

我が町は農村地域です。田畑の耕作は、ほとんどが地主ではあ
りません。作物収穫後の畦畔、水路は草で荒れ放題、大雨の後
は、大変な事もあります。そして景観も良くありません。若い頃は
お互い自分の田畑に面した公共用地を整備していたのを思い出
します。将来が心配です。ご指導下さい。

75歳以上

486 312 商工経済 産業部

コロナで大学がオンライン1年間あまり。生きがい、楽しみが少な
く、やりがいもなし、早く普通の生活に戻りたい。近くの友人と会
うのみ、バイトに行くのみ、普通の生活に戻ったら大阪の大学な
ので大阪にも行ける。もう少し名張に友人と遊べる楽しい場所が
あればいいけど、どこを見てもスーパー、老人ホーム、アパート
ばかりもう少し発展した町になってほしいです。

18～29歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

487 312 商工経済 産業部

県外へ仕事で出ている身としては、夜遅くに帰った時に外食でき
る店が少なく、早めに閉まる店が多いため、そういった飲食店を
増やすことができるとうれしい。これから名張へ移住を考える人
にとっては、町が活性していると感じられるかどうかも1つのポイ
ントとなると思われるので国道沿いの店がつぶれた状態だとマ
イナスイメージになっていると思う。(特に旧ニトリの周辺)小さな
町なので難しいかもしれないが、商業施設を誘致するなど、住む
のに必要最低限のお店だけでなく、休日にゆとりをもって過ごせ
る町になれば良いと感じる。

18～29歳

488 312 商工経済 産業部
複合商業施設がない。奈良や大阪、鈴鹿まで行かないといけな
い。若者が残らない。

18～29歳

489 312 商工経済 産業部

現在、桔梗が丘地域に住んでいますが、最近近くのスーパーが
閉店し住民の高齢者の方がとても不便であると仰っていました。
また近くの商店街はシャッターを下ろしている店が多く、自分が
小さい頃と比べ、静かです。高齢者の方々にとって住みやすい
環境ともう少しにぎやかであるような町づくりやイベントを企画し
ていってほしいです。お願いします。

18～29歳

490 312 商工経済 産業部 名張市独自による持続化給付金の支給を求めます。 18～29歳

491 312 商工経済 産業部

イオンモールを誘致してほしい。映画館等の娯楽施設を作って
ほしい。イオンモールのような大型商業施設または、観光施設な
ど、何か名張市の目玉になるものを作って人が集まるようにして
欲しい。今の名張には、そのような魅力的なものがない。

18～29歳

492 312 商工経済 産業部 娯楽施設が少なく、増やして欲しい。 18～29歳

493 312 商工経済 産業部
人が集まれるようにカフェや映画館のような娯楽施設をもう少し
増やして余暇を楽しめるような場所がほしい。

18～29歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

494 312 商工経済 産業部

自宅周辺に徒歩で通うことのできるスーパー、コンビニ、病院な
どが非常に少なく、現状として不便を感じています。人口が少な
いため、この状況は当たり前といえるのですが、住みやすくする
ためにもう少し、町自体を発展できたらいいと思います。

18～29歳

495 312 商工経済 産業部
娯楽施設や商業施設がもっとふえてほしい。子どもが楽しくあそ
べるような施設がほしい。

18～29歳

496 312 商工経済 産業部

桔梗が丘駅前の旧近鉄プラザなどの空き店舗をなんとかしてほ
しいです。何もない状態なのでさみしいので、駅前を活気のある
場所にしてほしいです。

18～29歳

497 312 商工経済 産業部

空き店舗の跡地の活用をして欲しい。名張にはないスターバッコ
クスや業務スーパーなど作って名張市内をもっとにぎやかで人
の集まる街にしていって欲しい。

18～29歳

498 312 商工経済 産業部
文化的営みに乏しい名張市のあり方も見直すべき。個人的には
映画館がほしい。

18～29歳

499 312 商工経済 産業部

個人的な意見ですが、桔梗が丘駅前の店舗がほとんど閉店して
しまい、とても閑散としている。例えば、ショッピング施設や名張
の土産(特産品)の店などは、電車待ちの時間を有効活用できる
し、土産の販売は市のPRにもなると思う。

18～29歳

500 312 商工経済 産業部 イオンモールを作ってほしい。 18～29歳

501 312 商工経済 産業部

若い世代が、洋服などをショッピングするにはまだまだ店がない
と感じます。GUなどが欲しいです。大型ショッピングモールがあ
れば、名張から出ることなく、大変満足ですが、人口的に難しい
ですか。ご検討お願いします。

18～29歳
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番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

502 312 商工経済 産業部

今後の人口減少に不安を感じます。人口増加や若者達を名張
市にとどめる為に、商業施設やレジャー施設等を増やしてほし
い。又、大手企業の名張参入があれば雇用の確保や人口増加
にもつながると思います。
広大な土地をもっと有効に使うべきだと考えます。

30～39歳

503 312 商工経済 産業部 商業施設、娯楽施設をもっと作ってほしい。 30～39歳

504 312 商工経済 産業部 近隣の地域に比べると、子供が利用できる屋外施設が少ない。 30～39歳

505 312 商工経済 産業部

洋服など買いに行ける所がなくて、困っています。映画館も無い
ですし、土日に県外に行かなくてはいけないので、いつか名張に
大きいショッピングモールなどできることを、期待しています。

30～39歳

506 312 商工経済 産業部

名張駅西口は開発はしないのですか?正直みすぼらしい感が
いっぱいです。市内には高校が3校あり若い人も多く駅を利用し
てます。若い人には全く魅力がない駅周辺です。飲食店もR165
まで出ないとないし…。何か昭和感が色濃く残ってます。おしゃ
れな雑居ビル建設して飲食店や若い人が好む店等テナントに入
れれば理想ですね。昔の年寄り住人が反対するでしょうね(笑。
田舎は地元民が強いですね。後、駅前～郵便局周辺の電線も
何とかなりませんか?こぎたない感あります。以前奈良の友達が
遊びに来に時駅前はお店何もないやん～…て言われました。少
しずつでも理想に近づけにらいいなあと思います。大阪等の飲
食店チェーンもっと誘致してほしいです。

30～39歳

507 312 商工経済 産業部

近鉄百貨店跡地の利用はないのですか?場所いいのにもったい
ない。映画館誘致とかできないですか。よく友人と映画館できて
ほしいと話してます。

30～39歳

508 312 商工経済 産業部 映画館をつくってほしいです。 30～39歳

509 312 商工経済 産業部
天候を気にせず屋内で遊べる大きな施設があればいいなと思い
ます。

30～39歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

510 312 商工経済 産業部
洋服や雑貨のショッピングを楽めるお店をもっと増やすと市内で
買い物をする人が増えていいと思います。

30～39歳

511 312 商工経済 産業部

若者や起業したい人が名張で暮らせば夢や希望を持てる。また
若者が夫婦で働いても子供を安心して預ける場所があり、そこ
から程遠くなく安定した働き場所がある。働き方がコロナ渦によ
り大きく変わろうとする今、大きな企業が名張でテレワークで仕
事が出来てしまう時代。率先して誘致を促し市民の働き場所を
構築し、人口増加への足掛けをして欲しい。その為にはインフラ
整備(誘致場所やネット環境、交通整備)に投資して、これからの
時代を担う人達に名張に住んで良かったなぁと思ってもらえるよ
うな都市を目指してもらいたい。

40～49歳

512 312 商工経済 産業部

起業した人や、開業したばかりの人が利用できるレンタルオフィ
ス、実積がない人が不動産屋で賃貸はハードルが高い。一月単
位ぐらいの安い料金で使用できる所があれば需要があるはず。
コロナで都市から地方へ移住を考えてる人も多い。

40～49歳

513 312 商工経済 産業部 企業誘致による市の財政改善と街の活性化を希望します。 40～49歳

514 312 商工経済 産業部
同じようなお店(例えば、ドラッグストア、スーパーなど)ばかりで
なく、映画館や大型ショッピングモールを作って欲しいです

40～49歳

515 312 商工経済 産業部 百貨店もなくなり大型ショッピングモールがきて欲しいです。 40～49歳

516 312 商工経済 産業部
桔梗が丘駅前をもう少し活用して欲しい。空店舗がさみしく感じ
る。

40～49歳

517 312 商工経済 産業部 起業しやすい町づくり。 40～49歳

518 312 商工経済 産業部 桔梗が丘駅周辺がさびれているのでなんとかしてほしい。 40～49歳
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番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

519 312 商工経済 産業部

むずかしいとは思いますが、先日の地域のプレミアム商品券の
購入が、平日の9:00～16:00のみ、郵便局での取扱いだったの
で、会社員のみの世帯の我家は購入手段がありませんでした。
地域経済のためにも、共働き世帯への配慮もいただけたら嬉し
かったです。

40～49歳

520 312 商工経済 産業部

・企業誘致をして雇用と税収を増やして行くべき
・現在ではテレワークを主とする企業も増えているので都会から
移り住んでもらえるような環境(緑あふれる町づくり、ネットワーク
環境の整備等々)を作って人口を増やし、増収によって財政を豊
かにするべき

40～49歳

521 312 商工経済 産業部

コロナ渦において、三重県、(名張)は緊急事態宣言の県に囲ま
れており、三重県の感染者は少なくても周りの県にこれだけコロ
ナ感染者が出ていたら外出を控えるのは目に見えており、それ
ならば三重県にも飲食業などの支援を行うべきかと。このままで
は店を閉める決断をする人も多いかと。

40～49歳

522 312 商工経済 産業部

大型商業設施があると良いと思う。スポーツ施設やレジャー設
施に行くのに車を使って遠出しなくてはならず、余暇の時間に楽
しみが少ないので、あれば良いなと思う。

40～49歳

523 312 商工経済 産業部 経済的発展 50～59歳

524 312 商工経済 産業部

要望としても関係ないかもしれませんが、娯楽施設として(映画
館・カラオケ・スポーツセンター)など兼ね備えた一体型のショッピ
ングモールを伊賀名張間であれば、お年寄りも若い方も一日楽
しめると思います。コミュニティバス付きで!

50～59歳
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525 312 商工経済 産業部
リバーナが何故あれ程商業施設の出入がはげしいのか?→名張
の衰退の象徴としか思えない。

50～59歳

526 312 商工経済 産業部

若い人が一生涯くらしたい(都会に出たくない)と思う様な魅力的
な町にして欲しい。例えば魅力的な企業を誘致し、その企業に
勤めたいなどのモチベーションで学業に励む。子供が増え善循
環が生まれる。

50～59歳

527 312 商工経済 産業部

つつじが丘に、コンビニがほしい。大型のショッピングモールなど
がほしいです。名張市はあまり楽しくないです。若い人の為にも
魅力のあるまちづくりをお願いしたいです。

50～59歳

528 312 商工経済 産業部

近鉄が開発してきた桔梗が丘駅周辺駅前にショッピングセン
ターや飲食店等なくとても不便です、高齢者が増えてる中買い
物難民が増えてきています。駅前にイオンでも何かショッピング
センターやカフェを誘致してほしいです。工業団地等に出張で来
られた方が駅前に何もお店がなく電車待ちの時間など困ってい
ると声を何人からも聞きました。

50～59歳

529 312 商工経済 産業部
色々な問題があるのは分かるが、商業施設(アルルの様な)をつ
くってほしい。

50～59歳

530 312 商工経済 産業部 地元の農家、お店、会社等、おおいに利用し、地産地消する。 50～59歳

531 312 商工経済 産業部

桔梗が立駅前の近鉄百貨店が徹退して、ゴーストタウンの雰囲
気が少し感じられる。現在、空屋となっている近鉄プラザの賃貸
料を安くするよう近鉄に働きかけて入店舗を増加、人の流れを
活発化する必要があると思う。高級店舗ではなく、スーパー、百
均、ドラッグストア、ホームセンター等、人が多く集まる店舗を入
れるべきである。

65～74歳
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番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

532 312 商工経済 産業部

人口が減少しており、経済が退化しているように感じる。(皇学館
大学の移転、飲食店等の活性化が乏しい等)人口が増加するよ
うは魅力ある町に発展する事を願っています。

65～74歳

533 312 商工経済 産業部 イオンモールができたら嬉しい。 65～74歳

534 312 商工経済 産業部
企業の誘致を促進し、若者の流出を押さえ高齢化対策にも継げ
てもらいたい。

65～74歳

535 312 商工経済 産業部 駅前にスーパーも喫茶店の1つも何もないのが信じられない。 65～74歳

536 312 商工経済 産業部

私は桔梗が丘4番町で暮らして、30年以上になりますが、駅前に
近鉄百貨店が無くなり大変不便になり、失望しています。駅前が
暗いのはいやになります。どうにかならないのですか。

65～74歳

537 312 商工経済 産業部

名張市でも、核となる様な桔梗が丘団地の駅前のさびれた状態
に、色々と施策を行政として講じるべきではないでしょうか。最近
は、街路樹の伐採しか市はしていない様で、益々、魅力のない
街になっていく様に感じます。近鉄プラザの利用に関して、市は
もっともっと取り組むべきだと思いますが、何か取り組んでいる
様なら市民に、このような取組をしていますので応援して下さい
とか発信して下さい。

65～74歳

538 312 商工経済 産業部

子供達の遊ぶ所が少ないと思います。たとえば奈良のアルルの
用な所を作っていただくと若い人達も遠くまでいかなくてすむと
思います。

65～74歳
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539 312 商工経済 産業部

自然がたくさんあるのは素晴らしいですが、交通の便がもう少し
良くなったらいいです。食事・買物等、食事は特に同じ所ばかり
なのでもう少し飲会店を増やしてほしいです。映画館に行くのも
不便なので映画館も作ってほしいです。大きなショピングモー
ル、又土地活用して遊園地等作くれば子育ての年齢の人が移
住の可能性あると思ます。

65～74歳

540 312 商工経済 産業部

165号線沿いが、空き店舗も多く市全体がさびれた雰囲気になっ
ており、若い世代の人達にとっても魅力のない町になっていると
思います。町全体が活気にあふれた雰囲気になることを望みま
す。

65～74歳

541 312 商工経済 産業部

今、一番不便に思っている事は大型店が相次いで閉店したので
買い物が不便で名張でイオンだけになってしまい食料以外の物
が(特に服など)買いに行けない。やはり近鉄がないという事が一
番大きいです。今の一年はコロナで電車での出かけが出来ない
ので最近特に気持的にスッキリしない。名張には映画館もない
し、ショッピングも出来ずに将来的におもしろみがないです。この
まま年を重ねていくかと思うとむなしいです。是非ショッピングセ
ンターを誘致してほしいです。

65～74歳

542 312 商工経済 産業部 桔梗が丘駅前に商業施設の早期実現を! 75歳以上

543 312 商工経済 産業部

2、3年前、比奈知にある大型店が閉じ、今の店に変わりました。
前のアピタの時は日用品や衣類、洋服など品揃いもよくて常に
利用していました。そういう店がなくなって不便になりました。電
車に乗って出かけなくても、ちょっとした憩いの場でもあり、日常
生活に必要なものでもあり、ほんとうに助かっていました。人口
減など、様々なことでこういうことがおこってくるのでしょうが、寂
しいことです。

75歳以上
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544 312 商工経済 産業部

桔梗が丘駅から歩いて10分以内に住んで大変幸せに感謝して
いたのですが、近鉄百貨店がなくなり、本当にお買物が不便に
なり、通販を頼りに生活するようになりました。ネット通販に慣れ
るとそれはそれで楽しいのですが、実際に見て比べて買う方が
良いですね。駅前・すぐ近くのビルをそのままに放置状態は残念
です。早く近鉄さんよろしくお願い致します。ハルカスや上本町
へ行きお買物をする事も多々有りますが、交通費が高くつくのが
残念ですね。

75歳以上

545 312 商工経済 産業部

桔梗が丘駅周辺の活性化を望む。旧近鉄百貨店の跡利用を前
向きに真剣に見当してほしいと思います。夜は暗くて犯罪の場と
なりかねないと思います。

75歳以上

546 312 商工経済 産業部

桔梗が丘駅前の件です。市長様も大変努力していだだいておら
れますが、電車で帰って来た時殺風景でちょっと買物をしていく
所がなく、1番町の商店街はありますが、バスが待っていると乗
車して帰っております。ほっとする場があればうれしいです。

75歳以上

547 312 商工経済 産業部
住みやすく満足はしていますが、桔梗が丘駅前が何かお店でも
出来ると楽しいのではないかと思っています。

75歳以上

548 312 商工経済 産業部

美旗に住んでいますが、美旗駅周辺は、まったく、スーパーや買
い物ができるお店がなく、車もないので、とても、不便である！！
車をもっていないと、この地域には住みにくいと日々感じている。

75歳以上

549 312 商工経済 産業部

プレミアム商品券先着順のような差別的施策を容認するような
行政は止めてもらいたい。不平等な経済政策や無駄な市会議員
を辞めさせ、効率的な行政運営をしてもらい、若年層も恩恵が受
けられる街作りをしてもらいたい。

75歳以上
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

550 312 商工経済 産業部
もっと活気がほしいですね。それに企業をもっと誘致してはどう
でしょうか？

75歳以上

551 313 観光交流 産業部

名張市を観光立国にしませんか?観光バス(名張駅集合)で、
　・ダムめぐり
　・古跡めぐり
　・観光地めぐり　等
いろいろな企画で集客出来るのではないでしょうか?

無回答

552 313 観光交流 産業部
いちご、米などの特産品、観光地など、もっとアピールして欲し
い。

18～29歳

553 313 観光交流 産業部

名張市の木のモミジと花のキキョウであるからこそ桔梗の森公
園や街路樹規模ではなく、ゆっくり鑑賞や撮影できる全国一の
名所を望む。

18～29歳

554 313 観光交流 産業部

仕事の都合で名張市に居住していますが、周辺の自然が豊富
で買い物等の利便性も良く満足しております。
観光の面では他地域の方に紹介できるところが少ないように思
います。豊かな自然を生かして、現在流行している釣りやキャン
プ関連の施設などがあるとより魅力的だと思います。

30～39歳

555 313 観光交流 産業部

大阪の友人が遊びに来た時、赤目四十八滝へ行きましたがバ
スが不便、牛汁が名物なのに、食べれる場所が少ない。お店が
すぐ閉まってしまうとぼやいてました。観光地化を目指してほし
いです。江戸川乱歩ももう少し街おこしワードに使えそうだなとも
思います。今はコロナ禍ですが先でもう少し楽しい街づくりでき
たらと思いました。

30～39歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

556 313 観光交流 産業部

自然環境は素晴らしいと思うので、もっと道路を整備してツーリ
ングに最適な道路環境を実現してほしい。赤目滝から青蓮寺を
つないだ一大ツーリング自転車道の整備などをして観光の目玉
にしたら面白いと思う。

30～39歳

557 313 観光交流 産業部

自然が多く、住宅地のそばに森や川があるが、自然に触れあい
楽しめる環境は整備されていない様に感じる。住宅地の周辺
に、ハイキングコースや自然と触れあえる施設をもうけてはどう
か。

40～49歳

558 313 観光交流 産業部
赤目自然歴史博物館は、本当に必要ですか?その為に市民に負
担をしいてないですか?

40～49歳

559 313 観光交流 産業部 もっと観光に力を入れてほしい。 40～49歳

560 313 観光交流 産業部

まちづくり単位でのお祭りはありますが、名張市全体が盛り上が
るお祭りを考えて欲しいです。火縄が、全国でここ1カ所のみで
作られているので、それをもっとアピールして、全国から人が来
てくれる、仕組を作って下さい。インスタ映えするスポットを作る
等コスプレイヤーが来て、写真を撮りたくなる様な場所。

40～49歳

561 313 観光交流 産業部 花火大会の継続 40～49歳

562 313 観光交流 産業部

・名張駅中心にもっと特徴のある観光客を呼べる開発をするべ
き。
・名張駅旧町をもっとうまく利用し、たべ歩きして観光できるよう
なルートを開発してほしい。

60～64歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

563 313 観光交流 産業部

市民カーニバル「管民一体で開催」！！
年寄、子供、大人すべての人々がこぞって歌う、食べる、踊る祭を開い
て皆が喜ぶカーニバル形式（市民カーニバル）のイベントを毎年実施し
てみたら、老も若きも生き生きと希望を持ってがんばれるのではと思い
ます。金をかける事なく、あるがままの手作りのイベントの実施を、開催
を望みます。
1）名張の花火大会を変形してする方法を希望。花火に特化しない方法
2)リオのカーニバルの変形してする方法も一案
3）総踊り、盆踊りの変形してする方法も一案
4）秋田、青森のねぶたの変形してするも案
5）郡上踊りの変形してする方法、徹夜でカーニバルも案
6)　1）～5）以外にも、海外のイベントを変形も一案。地域から、10名程
度の委員を選出して、10地域で150名程度の委員で形成、大会を盛上
げ開催に持っていく実行委員を組織として実施。最終的に大会組織委
員会を組織理事として、各地域で2名選出。10地域合計20名選出。

60～64歳

564 313 観光交流 産業部

若い子育て世代や、高齢の者も楽しめるような自然豊かな場所
を整備してほしい。自然はあるのにそれを生かた施設を充実し
てもらえませんか?キャンプができる場所を増やして下さい。

60～64歳

565 313 観光交流 産業部
きれいな所がたくさんあるのに看板等がなく整備されてないとか
もったいない所がある。もっと魅力がある街にできるのに・・・。

60～64歳

566 313 観光交流 産業部

無駄遣いを指摘すると名張駅前観光案内所である。どこにある
かわからない状態でそもそも名張駅で乗降する観光客が年間何
人いるのか? おそらく非常に少ないはずである。人件費、光熱費
などまるで無駄である。あえて観光案内所を設けるのであれば
赤目口駅に設置すべである。もし、この指摘が的を得ているよう
であれば総合企画室及び観光課に猛省をうながす!!!

65～74歳

567 313 観光交流 産業部 キャンプ場とか外からでも来れる赤目以外の観光資源。 65～74歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

568 313 観光交流 産業部

先日松阪市の“河津桜ロード”に行きました。10年程前から地域
住民の方々が植えられたそうでTVでも紹介されたようです。きれ
いな花をみて長い自粛生活疲れが癒されました。名張は大きな
災害もなく、自然に恵まれた歴史ある土地です。大阪から越して
きて30年、本当にもったいないと常々思います。赤目の滝だけに
頼らず、もっと地域の良いところを活して活性化に取り組んでい
ただきたいです。

65～74歳

569 313 観光交流 産業部

・観光名張をアピールして下さい。全国的に見て、名張の知名度
は低いと思います。認知度が低いと思ってます。大変良い町で
すから、自然都市、都会田舎を強く表して下さい。
・山多い山の中の都合ですが森林公園の整備をして散歩楽しめ
る散歩道、遊歩道を拡大して下さい。
・赤目四十八滝の散歩道の拡大して欲しい。赤目滝の無料駐車
場を作って下さい。
・青蓮寺ぶどうの食べる大会、美旗メロンの食べる会のイベント
を開催して下さい。

75歳以上

570 313 観光交流 産業部
昔のように年に1回の夏祭りはその時名張踊り。リズムのある楽
しい物が良いと思います。

75歳以上

571 313 観光交流 産業部

赤目の観光客も減少しています。客の増加をみんな頑張ってく
れていますが。若者が接客に関われるように頑張ってほしいと
思います。

75歳以上

572 321 雇用創出 産業部

私は現在、京都の大学に通っているのですが、就職は地元の名
張市にすることを現時点では考えているため「Uターン」すること
を目標に頑張っていますが、自分の周りの同世代の若者は都市
部の大学に行ったまま名張に帰ってくることがなく都市部で就職
活動を終えてしまう人がとても多いように感じます。このままでは
名張市が今以上に人口流出が加速してしまい少子高齢化が進
んでしまうと考えます。そのためにも今以上に若者の雇用の場
の確保や現在のコロナ禍で人気が上昇している公務員の人員
拡大、更に若者にとって魅力のある商業施設やイベントを執り
行っていく必要があると私自身の目線からは感じました。

18～29歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

573 321 雇用創出 産業部
若者がもっと働ける場所がほしい。ショッピングモールとか。その
ような施設を誘致してほしい。

18～29歳

574 321 雇用創出 産業部

4月から大阪に就職するので、名張を出ます・名張での就職も考
えたのですが経験を積むことを考えるとやはり大阪の方が[上]
になると思うので名張を離れることを決めました。

18～29歳

575 321 雇用創出 産業部

現在大阪につとめにいってます。しかし、転職も視野にいれてい
ます。ただ、地元に帰っての職が正直ない。給与も安価となると
どうしても、大阪へ行くことになる。なので、地元での就職ができ
るような環境整備お願いします。職安も伊賀にしかないですしサ
テライトでは、手続さも(雇用保険)できるようにしてほしい。

18～29歳

576 321 雇用創出 産業部
若者が住み続けられるように働く場所を増やしていただきたいで
す。

30～39歳

577 321 雇用創出 産業部
高齢者の多い名張市なのでもっと高齢者の雇用を増やし活躍で
きる企業を増やすべきだと思う。

30～39歳

578 321 雇用創出 産業部

経済的な不安がある。雇用について、子育て中の主婦は、働き
にくい。コロナもあり、下熱後24Hは休むよう言われ、2日連続休
むことになり7月にクビになった。今はネットワークビジネスに大
きな可能性を感じている。

30～39歳

579 321 雇用創出 産業部 雇用の確保。 40～49歳

580 321 雇用創出 産業部 自動車を持たなくても、働ける環境が欲しい。 40～49歳

581 321 雇用創出 産業部 市内で事務職で働ける所が少ない。 40～49歳

582 321 雇用創出 産業部 仕事が少ないので企業を誘致してほしい。 40～49歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

583 321 雇用創出 産業部 名張で働きたくても給料が安い為市外へ出ないといけない。 40～49歳

584 321 雇用創出 産業部

県内においても、新しい工場の誘致・開場が進いていることもあ
るので、市内にも雇用を生み出す意味でも、県にしっかり働きか
けていくなど長期的な町づくりを実現して欲しいです。

40～49歳

585 321 雇用創出 産業部
名張で働らける所を増やし、若い人が住みやすくなる街づくりを
行ってほしい。

50～59歳

586 321 雇用創出 産業部
若者が地元に定着せず流出してしまうと市は衰退の一途です。
優秀な若者が働ける雇用の場の創出も急務だと思います。

50～59歳

587 321 雇用創出 産業部

名張市は、ハローワークも市役所も他の市に対しておとっている
と思います。伊賀市のようにしっかりしたものを作ってほしいで
す。

50～59歳

588 321 雇用創出 産業部
若い世代が名張で働きやすい環境をつくらないとどんどん人口
が減り、活力のない町になる。

60～64歳

589 321 雇用創出 産業部

名張市に住み続けようとも考えましたが、まず仕事がありませ
ん。64才になると、掃除か、ヘルパーさん以外ほとんどありませ
ん。

60～64歳

590 321 雇用創出 産業部 若者が定住できる環環づくり(会社等の働く場所) 65～74歳

591 321 雇用創出 産業部
若い人達が名張に残る事をあきらめて、仕事がある都会へ出て
行きます。この地域で働ける場を増やして欲しい。

65～74歳

592 321 雇用創出 産業部
子ども達(若者)が地元で輝やいて働ける職場を。若い母親が働
ける場所を。会社・工場の誘致を。

75歳以上

593 411 学校教育 教育委員会事務局
中学校の給食はいつになったら開始していただけるのでしょう
か?

18～29歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

594 411 学校教育 教育委員会事務局
桔梗が丘中学校の生徒数が増えたので、テニス部や卓球部等
部活を増やすべき。

18～29歳

595 411 学校教育 教育委員会事務局

近隣の中学校は給食があるのに名張市にはないことが不満で
す。
小中学校の建物が古く、特にトイレはそうじをしても臭いがとれ
ず汚ないです。清潔な洋室トイレにしてほしい。

18～29歳

596 411 学校教育 教育委員会事務局 中学校も結食にしたらいいと思います。 18～29歳

597 411 学校教育 教育委員会事務局

私は伊賀の企業で大卒の新卒採用を担当しています。弊社の知名度
の問題もありますが特に男子学生の母集団が非常に少なく感じます。
名張・伊賀両市が協力して中学、高校と月1回でも企業研究の授業を
実施し、地元の魅力ある企業を多く学び認知してもらい、U・Iターンした
いと思わせる取組があっても良いのではないかと思います。今すでに
実施している就業体験の様なママゴトではなく、授業形式で授業に2～
3企業がPRを実施し、企業の冊子を毎回ファイリングしていき、高校を
卒業した時点で残しておけば就活時に一生使える企業研究ファイルが
完成し地元就職の選択肢が高くなる取組をしてはどうでしょうか?市内
の企業では、世界を舞台に活躍できるような魅力ある仕事はないと思
われているように感じます。
今の時代は、WEB会議ツールを使えば、全校一斉授業も簡単にできる
のでぜひ検討頂きたいです。人口や高齢化にもつながる重要な課題だ
と思ってます。

30～39歳

598 411 学校教育 教育委員会事務局 中学校を早く給食にして下さい。 30～39歳

599 411 学校教育 教育委員会事務局 中学校でも給食があると助かります。 30～39歳

600 411 学校教育 教育委員会事務局

小学校に通う子ども、通わせている親から、学校への不信感や
通わせることへの不安をよく耳にします。そういった感情、気持ち
になった時に、一体誰に相談したらいいのか、誰が子どもを守っ
てくれるのかが全く分からず日々を過ごしている家庭が多くある
ように思います。これから先、心が豊かな子どもを育てていくた
めに学校での生活環境がもっともっと過ごしやすく、良い物とな
ればいいなと思います。

30～39歳

601 411 学校教育 教育委員会事務局
中学校給食をスタートさせてほい。学童の開設時間が他地域よ
り遅い。台風の時の学校の連絡が他地域より遅い。

30～39歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

602 411 学校教育 教育委員会事務局 中学校の給食を速急に進めてほしい。何年かかっているのか。 30～39歳

603 411 学校教育 教育委員会事務局

教育者の言葉使い、マナーの改善。教育関係の仕事をしていま
すが、教師の言葉使いの悪さ、心無い言葉の発言に驚いてい
す。社会人としてのマナーをもう一度見直す機会を設けたらいか
がでしょうか。

30～39歳

604 411 学校教育 教育委員会事務局 中学校の給食を導入してほしいです。 30～39歳

605 411 学校教育 教育委員会事務局
百合が丘から赤目中学校への通学路は、遠く人通りも少なく暗
い道なのでスクールバスの整備も希望します。

30～39歳

606 411 学校教育 教育委員会事務局
中学校も給食にすべきだと思います。三重では名張だけお弁当
だと聞きました。

30～39歳

607 411 学校教育 教育委員会事務局

中学校も給食にしてほしい。成長期に1日3食の栄養は必要だと
思うが、朝忙しい母がパパッと作った冷たいお弁当だと栄養の
偏りがあると思います。少し費用がかかっても栄養計算された食
事を摂ることが成長期の体作りには良いと思います。

30～39歳

608 411 学校教育 教育委員会事務局
桔梗が丘小学校の桔梗西の児童に対する通学指導の不備。学
校アンケートに書いても改善されない。

40～49歳

609 411 学校教育 教育委員会事務局

教育センターで時々行われる水引細工や科学の祭典など子ども
たちにとって学びの機会もあり、ほとんど無料であることや接し
てくれる中高生～大人の方々もとても親切でありがたいです。た
だ、人数制限や回数もやや少ないし、プログラミングの体験も外
れたりします。平等なのですが、素晴らしいことをしてくださって
るので、もっと学びの場を増やして欲しいという希望があります。

40～49歳
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610 411 学校教育 教育委員会事務局

学校のクラスの人数が多すぎます。改善される予定は知ってい
ますが、今、多すぎます。先生の目が我が子にまでちゃんと届い
てないよなと心配している親、多いと思います。まずは家庭の責
任とも思いますが、そうやって我慢している保護者の方も自分も
含めていらっしゃるんだろうなぁと思います。ボランティアの方々
も助けていただいて感謝しています。でも先生もっと増えて、学
校で居る時間がもっと有意義なものになったらいいなぁーと希望
しています。

40～49歳

611 411 学校教育 教育委員会事務局

2020年、コロナで一斉休校の際（何回かありましたが）、最後ま
で名張市は三重県内で休校にしなかった。子供の命を軽んじて
いる!!子育て支援に力を入れているとよく言えますよね。子供の
命を大事にして下さい。そんな市では子供は増えません。教育
委員会の“長”がかたくなに休校にしないと。一体何を考えてい
るんでしょうね。市民の声に耳を傾ける行政を!!!

40～49歳

612 411 学校教育 教育委員会事務局 中学校をお弁当ではなく給食にしてほしいです。 40～49歳

613 411 学校教育 教育委員会事務局 小学校(低学年)のトイレの洋式化。 40～49歳

614 411 学校教育 教育委員会事務局 公立中学校の給食を導入して欲しい。 40～49歳

615 411 学校教育 教育委員会事務局

春日丘に住んでいて、小学・中学校がつつじが丘に有る為、バ
ス登校をしている子供が4人もいて、バス代(定期代)が高額にな
る。無料にして頂くか、道の整備をして頂いて、歩いても通える
様にしてほしい。春日丘を代表して言いたいです。

40～49歳

616 411 学校教育 教育委員会事務局 市内の高校が少なく、子どもの受験に不安を感じる。 40～49歳

617 411 学校教育 教育委員会事務局 中学校給食を実現させてほしいです。 40～49歳
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618 411 学校教育 教育委員会事務局

小学校でもタブレットを1人1台与えられているようですが、タブ
レット教育の幣害もあるようです。子供達が自分の頭で考える時
間をしっかりととっていただきタブレットはあくまで補強のツール
として使用するようにしていただきたいです。

40～49歳

619 411 学校教育 教育委員会事務局 通学路の危険場所を確認してほしいです 40～49歳

620 411 学校教育 教育委員会事務局
小学校が少なくなっており地域の活性化の勢いがつきにくくなっ
ている

50～59歳

621 411 学校教育 教育委員会事務局
・名張市の会計年度任用職員(学校関係)の待遇が悪い。
・中学校給食が実現していない。

50～59歳

622 411 学校教育 教育委員会事務局

小中一貫教育の推進が行われていますが、メリットばかりを公
表せずにデメリットの面も対応してほしいと思います。現在の状
況では小中一貫教育は名張市内では無理のように思われま
す。子供は9年間逃げ場のない学校に通います。果たして、教員
の方がどの子供にも目が行きとどくのか不安です。35人学級の
推進や中学の給食等、他にもいろいろと子供達に実施してやら
なければならない事が多々あると思われます。子供達が楽しく
通学できる学校を作ってほしいです。7歳の子供と15歳の子供が
同様に学習ができるのでしょうか？

50～59歳

623 411 学校教育 教育委員会事務局
中学校の給食も早く進めるべきだと思います。子どもたちを一番
に考えられない市に未来はありません。

50～59歳

624 411 学校教育 教育委員会事務局
不登校の子、親に対してのケア。児相に行ってしまう場合もある
ので。

50～59歳

625 411 学校教育 教育委員会事務局
・中学校の給食を早くしてほしい。(共働きの為負担)
・土曜日の学童を開けてほしい。

60～64歳
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626 411 学校教育 教育委員会事務局

教育問題：小学校において、専任の方を地域の中で協力して頂
ける方はどんどん協力したら、どうか。特に音楽・美術・体育等、
もっと専門知識を生かしたらどうか。荒れている学校には、地域
ボランティアなどの導入もあっていいと思います。

60～64歳

627 411 学校教育 教育委員会事務局 中学校の給食制を整えてください。 60～64歳

628 411 学校教育 教育委員会事務局
マニフェストで中学校の給食導入と言われてますが、いつ頃導
入してくれるのですか。何年待っていても導入されません。

60～64歳

629 411 学校教育 教育委員会事務局 中学校給食の早期開始 65～74歳

630 411 学校教育 教育委員会事務局 中学校の給食を早急にはじめてほしい 65～74歳

631 411 学校教育 教育委員会事務局

・中学校の給食制はいつごろはじまるのでしょうか。働いている
お母さん達からよく話されています。私の娘も給食があればいい
のにと言っています。是非名張市の総合計画に入れて頂きたく
お願い致します。

65～74歳

632 411 学校教育 教育委員会事務局

余計な事かも知れませんが小学、中学生の朝の挨拶が出来て
ないです。こちらから声かけても無視されます。近所の子供さん
達ともっと仲良くしたいのが現状です。

75歳以上

633 412 青少年健全育成 教育委員会事務局
幼児教育から始り中学生まで人間教育を重点に置いた名張市
が他から参考にされるような取組をするべき

60～64歳

634 412 青少年健全育成 教育委員会事務局
末来を担う子供・青少年に教育だけではなく、教養常識も指導す
ればいかがでしょうか。

75歳以上
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635 421 生涯学習 教育委員会事務局

学生や大人も利用できる学習室が設置されるととても嬉しい。家
ではなかなか集中できない人が多いし、静かな環境で出来る施
設があればいいなと思う。

18～29歳

636 421 生涯学習 教育委員会事務局

子供～お年寄り幅広い年代がコミュニケーションをとれる、一緒
に楽しめる料理教室などあれば交流の機会も増え楽しい町にな
ると思います。(コロナ禍で今は難しいですが・・・)

18～29歳

637 421 生涯学習 教育委員会事務局 中学校に給食を導入して下さい。 40～49歳

638 421 生涯学習 教育委員会事務局
郷土歴史館が楽しかったので、体験で自分の土地のいろいろな
歴史に触れてみたいと思った。

40～49歳

639 421 生涯学習 教育委員会事務局

自分たちが住む地域や名張各地の歴史・文化・伝統など知りた
い。特に外から移り住んだ者にとってその思いが強い。名張は、
このような面で、伊賀市や他の市に遅れているように思う。

75歳以上

640 422 生涯スポーツ 教育委員会事務局 テニスコートを整備してほしいです。 18～29歳

641 422 生涯スポーツ 教育委員会事務局 市営ジム(トレーニング施設)の料金を低くして欲しい。 18～29歳

642 422 生涯スポーツ 教育委員会事務局 eスポーツの誘致など新しいことを行っていくべき。 18～29歳

643 422 生涯スポーツ 教育委員会事務局
高校硬式野球部の夏の大会が名張市で実施されるよう球場の
整備を望む。

18～29歳

644 422 生涯スポーツ 教育委員会事務局

新しい最終処分場(ゴミ)に、温水プールを建設してほしい。わざ
わざ宇陀市の市民プールに行っている名張市民がいます。一部
の武道関係者しか使用しない、武道場より、市民の建設の希望
が高いと思います。

40～49歳

645 422 生涯スポーツ 教育委員会事務局 テニスコート(夏見)の整備を1日も早くお願いします。 50～59歳
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646 422 生涯スポーツ 教育委員会事務局 運動会、祭り等、思い出になる催しをする。 50～59歳

647 422 生涯スポーツ 教育委員会事務局 NOホッケー 60～64歳

648 422 生涯スポーツ 教育委員会事務局

生涯スポーツと体力維持を目的として、テニスをしております
が、名張市の体育推進に対して不満を感じています。1年以上
前から3面の使用禁止、更に数ヶ月前からは2面の使用禁止を
増やし、現在夏見市民コートの8面の内5面が使用出来ません。
他市や他県でテニスを行う機会もありますが、公営テニスコート
でこの様な扱いをしている場を見た事がありません。市及び市
長の体育振興に対する姿勢に対し、大いに疑問を感じます。

65～74歳

649 422 生涯スポーツ 教育委員会事務局
武道館のトレーニング器具が安物で使いづらい物に変わってい
る。

65～74歳

650 431 文化振興 教育委員会事務局

ケーブルテレビでは、伝統芸能や、地域紙媒体では文化活動の
様子を見るにつけ、文化活動も充実したいい町ではないかとい
つも思います。

40～49歳

651 431 文化振興 教育委員会事務局

今はコロナ禍で、医療の大切さが重きにありますが、必ずこの時
期を抜け出した時に心のケアが必要となると思います。名張市
は、文化、芸術の発表の場や活動場所が少ない。心の栄養の
為に、歌、演芸、演劇(ミュージカル等)、そして、芸術絵画や書道
などの展覧会などが活発に行われ我々市民も目、耳にする事が
出来ますように。そして、そのような、芸術を教える教師の育成
も、お願いしたいです。

50～59歳
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652 431 文化振興 教育委員会事務局

文化的な資産がありそうに見えるのに点々でそれらのつながり
が感じられない。文化、自然、歴史と現在が線や面での感覚で
感じれたらなあと思ってます。私自身思いを表現する能力も無い
し、自ら行動する能力も無いまま時が過ぎてしまいました。比較
するのは問題がありますが伊賀市は感覚的に文化が高いと感
じます。行政のトップが何を考えてこの半世紀を引っ張って来た
か?でしょうか。我々住民にも責任ありますが。

65～74歳

653 431 文化振興 教育委員会事務局
市民レクリエーション機能重視型の市営博物館創設(美術館・図
書館・ロビー・喫茶等併設）

65～74歳

654 511 都市内分権の推進 地域環境部

地域づくり組織等に委託するのも減らしてほしい。結局住民の負
担が増えるだけで不満につながる。工夫して地域づくり組織等
への交付金を捻出する等して、市民の負担感を軽減させる取組
をしてほしい。

40～49歳

655 511 都市内分権の推進 地域環境部

コロナで月に1度の自治会の集合が無いが、このまま無くせば良
い。休日の夜に、仕事を休まないといけない人や、高齢者も多
い。自治会は任意団体であり加入義務はない。回覧板の中止。
コロナで他人が触れた物に触れたくなく、内容も必要でないもの
が多い。広報やHPで代用できる。

40～49歳

656 511 都市内分権の推進 地域環境部

全体的に、まちづくりや各種市民団体役員の高齢化に伴い、後
継者不足が懸念される。今後、名張を背負うシニア世代に人材
育成的なセミナーを生涯学習の一環として、市主催で、最低年1
回は開催して頂きたい。

60～64歳

657 511 都市内分権の推進 地域環境部 地域づくり協議会長や区長等のリーダー教育の充実。 65～74歳
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658 511 都市内分権の推進 地域環境部
少子高齢化の進む中での地域コミュニティの低下が懸念され
る。後継者の発掘と育成を早晩に図る必要がある。

65～74歳

659 511 都市内分権の推進 地域環境部

地域共生社会実現に向けての地域の自主的な地域づくりは賛
成で、自ら実践しているが、高齢化に伴ない今後の運営に不安
がある。

65～74歳

660 511 都市内分権の推進 地域環境部 地元各地域での誇れる取組。 65～74歳

661 511 都市内分権の推進 地域環境部

<つつじが丘>
・自治会から脱退する家が増えてきている。ゴミ拾ての利用、2
月に1回の道路掃除もパスと、そして、会費も払わず、脱会者に
とって、メリットばかり。自治会費は、半額程払うのが、妥当だと
思います。改革しなければ脱会する家が増え続けるだけだと思
います。

65～74歳

662 512 市民公益活動の促進 地域環境部 名張において市民活動で非常に頑張っていると思う。 65～74歳

663 512 市民公益活動の促進 地域環境部 いろいろなボランティアの想像と実行する、環境作り。 75歳以上

664 513
多様な主体による協

働の推進
地域環境部

もっと地域でがんばる人を応援できる名張市にしてほしいです。私は中
学生と高校生の計6年間、自分の住む地域でボランティア活動に携
わってきました。その中で、地域活動を引っぱっていく人の存在がとて
も大切なものだと気づきました。最初はみんながみんな地域活動に対
し、熱心がなくても、がんばっている人がいると一緒にやってみようとい
う気持ちがおこります。やってみて“おもしろい”と思ったら、継続して地
域に関わろうとする人も増えるでしょう。人口が減ったり、高齢化がすす
むことは、ある程度しかたないことです。が、住みにくい町になってしま
うことだけはいけないと思います。「自分達の手で自分達の住む地域を
つくる」という意識が広がってほしいです。しかし最近そんな頑張ってい
る人達を否定する人達がいるのも現実です。楽しく住みやすい地域を
つくりたいと思っているのに、カネや権力のしがらみで文句を言う大人
は正直かっこわるいです。どうして協力しようと思わないのか、とても不
思議です。「地方自治は民主主義の学校」だと学校で習いました。私よ
り3倍以上長く生きている方々ならば、もう少し「民主主義とは何か」を
知っているんじゃないかと思います。10年後、今よりたくさんの人が住
みやすい地域にするために、支えあえる人が増えてほしいです。

18～29歳

665 513
多様な主体による協

働の推進
地域環境部

現在はまちづくりに関わる人のまわりの人のみがその内容を周
知しているように思います。もっと広くだれもがこの地域の住民
であることを喜び生活できるよう、望みます。

30～39歳
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666 513
多様な主体による協

働の推進
地域環境部

市全体が活気が感じられません。市民参加の行政と言いなが
ら、私自身もそうですが何をしようとしてるのか伝わって来てない
のが現状ではないでしょうか?もっとPRに力を入れていただき広
報活動にも頑張っていただきたいと思います。参加したいけどと
思われてる方も沢山おられると思います。

60～64歳

667 513
多様な主体による協

働の推進
地域環境部

いろいろな面で世代間の交流(知り合う、近隣住民間)が減って
来ていると思う。同世代間の交流はそれなりに活発だけれども
異なる世代間では、なかなか自然な交流が少ないように思われ
る。

65～74歳

668 513
多様な主体による協

働の推進
地域環境部

住民が主人公の意識が薄い。
国の政策に追随してばかり。住民まかせではなく、地域の意見
を尊重していきながら、市職員としての自覚を持って、住民の健
康・福祉、教育等、サービスの向上に努めてもらいたい。

75歳以上

669 514 情報共有の充実 秘書広報室

地域住民との交流やイベントの参加などほとんどしたことがない
(どのような取組みが行われしているかもあまり知らない)ので、
広報に力を入れて、地域だよりなどでもっとお知らせしてもらえる
とうれしい。市のホームページやフェイスブックなどを見ようと思
うことがあまりないので、駅やスーパーなどで宣伝したり、なにか
ポイントがもらえるなど、自分のようなズボラな人でも気づくよう
な、促進できる何かあれば良いと思う。市が街の活性化のため
にどのような取組をしているかを知らないので、もっと教えてほし
いし、取組を行っているのであれば今後も頑張ってほしい。

18～29歳

670 514 情報共有の充実 秘書広報室

情報発信を工夫してほしいです。全てが分かりにくいです。情報
収集しにくいです。色々かきましたが名張が好きです。行政の皆
様いつもありがとうございます。良い町にしていくお手伝いがした
いです。これからも頑張って引っぱっていってください。

30～39歳
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671 514 情報共有の充実 秘書広報室

高齢社会になっていく今後に備えて、空家活用や移住の推進な
ど、都市部からもっと人を呼び込めるような発信をSNSなど活用
してすべき。インターネットでの発信を接極的にしてくれた方が、
若年層は情報をキャッチしやすい。

30～39歳

672 514 情報共有の充実 秘書広報室
市や地域の情報は家に届くのでありがたいが実際に利用したこ
とのないので、充実したものかは分かりかねる。

40～49歳

673 514 情報共有の充実 秘書広報室

名張市に住んでいるが、伊賀市の情報…例えばコロナのワクチ
ン課ができた…などの情報は入ってくるのに、名張市の情報は、
自分から調べようとしないと、入ってこないのはなぜですか?ツ
イッターのフォローしてますが、名張市でコロナの感染者が確認
されると、毎回同じ文言のものが流れてます。場所の特定や、こ
まかい事を知りたいわけではないが、あれだけおなじだと、フォ
ローしている意味がありません。なにか工夫が必要かと思いま
すが・・・・。

50～59歳

674 514 情報共有の充実 秘書広報室

コロナの影響でいろいろと大変な時期で、法律等もいろいろ変化
があって大変なのはわかりますが市民への伝達等はしっかりし
てほしいと思います。(償却資産税の申告時の説明書が昨年の
使い回しで、年号等は平成のままだったのは名張市だけでした)

50～59歳

675 514 情報共有の充実 秘書広報室 もっと、行政の見える化。 60～64歳

676 514 情報共有の充実 秘書広報室

コロナの情報にしても、他の県、市に比べてかなり少なく、大ざっ
ぱすぎる。市長さんの怠慢な部分が感じる。もう少し、細かく情
報を流してほしい。名張は平和だがそれにあぐらをかかないで
ほしい。

65～74歳
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677 514 情報共有の充実 秘書広報室

(コロナ渦で思ったこと)全国的に緊急事態宣言が出た当時(昨
年)美旗小学校の子ども達が天気がいいのに傘をさして登校し
ていました。聞けばソーシャルデンタンスを守る為だそうで重いラ
ンドセルに荷物、傘をさして歩く子ども達に胸が痛みましたし、先
生方のご苦労をひしひし思いました。こういった心温まる情報
を、ホームページなり広報なりで載せれば会食、カラオケなどガ
マンできない一部の大人の人々にも少しは伝わるのではないで
しょうか、小さい子ども達もガマンしています。

65～74歳

678 514 情報共有の充実 秘書広報室
めまぐるしくかわる情報ツールにもいつついていけなくなるか心
配です。将来に向けて不安がいっぱいです。

65～74歳

679 514 情報共有の充実 秘書広報室 心ある公報のあり方。各個人に伝える大切な事柄の伝え方。 75歳以上

680 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

高齢者が増えてきているので若者が住みくい街になってきてい
るので、それに向けた対策を行ってほしいです。

18～29歳

681 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

高齢者だけでなく、若い世代が住みやすい町づくりをもっと行っ
てほしいです。

18～29歳

682 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

進学などで都市にでた若者が戻ってきたくなるような、若者向け
の支援の充実。

18～29歳

683 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

21才です。周りはみんな関西、名古屋方面に出る人たちばかり
です。若い人向けに、名張に住む人、働く人(の若い世代)を増や
していくために、就職説明会的なものを名張で開催するのは？
名張出身の方がまた名張に戻って就職する時の祝い金など。若
者、移住定住チャレンジの取組はいいと思うが、もう少しこちらに
予算をまわして補助金の額を上げてほしい。（起業したい人はた
くさんいると思うが若い人は、資金が少ないため）若い世代が積
極的に名張で安心して活動できるのが大切だと思う。今のまま
では平均的な給与も高い、就職先もたくさんある都会へ若い人
が行ってしまうと思う。こういったアンケートをするからには意見
をぜひ取り込んで下さい。

18～29歳

684 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

名張はこじんまりしていて生活に便利で好きになりました。異動
がなければ住みつづけるのですが・・・。

18～29歳
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685 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

名張市はとても住みやすい所です。私は、名張市が一番好きで
す。

18～29歳

686 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

若者が一人でもこの街にずっと住みたいと思えるような環境が
ほしい。年々年寄りが増えてきて住みにくく感じる。

18～29歳

687 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

高齢化がとても進んできていると思う。自分達への負担が今以
上に増えるのではととても不安に思う。

18～29歳

688 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室 少子高齢化が進むことが不安な点である。 18～29歳

689 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

日本全国の高齢化にともない、名張市も高齢化してきていると
日々の生活の中で感じます。今後、さらに高齢化になると考えら
れていますが、名張市では地域包括ケアシステムの体制が十分
であるか不安になります。
一方、若い世代は、大都市へ出ていっているように感じます。そ
れは、就業場所が少ないこと、出産・子育てなどの体制がまだま
だ不十分であるからだと思います。
高齢者、若い世代ともに安心して名張市で生活していく上でそれ
ぞれで体制を整える必要があると考えます。

18～29歳

690 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

回答期限をすぎての提出となり申し訳ありません。名張市に転
居してきてまだ間もないですが、とても生活しやすいです。いつ
もありがとうございます。

18～29歳

691 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

福祉に力を入れるのも大事ですが、それで固定資産税割増しし
たり、消費者でもある市職員の給与を削減していては財政の改
善にならないのでは。市内での消費拡大につながる方策が必要
だと思います。

30～39歳

692 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

コロナ禍の対応としてクーポンを発行していただき我が家は助
かっていますが使用していない方も多く、無駄な部分も多いよう
に思う。他の市町村が取り組んでいるような水道代基本料金免
除や、学校給食費免除などわかりやすい取り組みをしていただ
きたい。

30～39歳
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693 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

外国人が増えてきている。安全面や、日本での暮らしに合わせ
ているのか気になる。

30～39歳

694 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

私の娘は小学生なのに、バス代がかかる。公立なのにバス代がかかる。下の子
達が小学生になっても割引きはなく、バス代がかかる。中学生になったらもっと
高くなる。市は、わずかな補助金で満足されいるようですが、毎年同じ地区にも
かかわらずバス代だけで10万近く負担している家庭もあります。子を多く産めば
産むほどお金がかかってしまう地区に来てしまったと後悔しています。若い人も
多く近い将来小学校ができます。幼稚園が出きますと言われ、家を建てました
が、今では多くの太陽光パネルが並んでいます。何がしたかったんでしょうか。お
年寄も多いですが、今の小さな子や若い子たちはほっておいて勝手に大人にな
り、あなたたちの下の世話をしてくれると思っているのでしょうか。私はそうはさせ
たくありません。必ず子供達は名張から出し、楽しく、子育てできる地域で家庭を
築いてほしいと心から願います。名張にこれ以上期待もしていません、いつまで
も自分(お年寄り）の政策ばかりしてる市長さんはいつまで市長でいるのでしょう
か。まだまだあったのに書ききれません。これ以上書いてもどうせ見ても聞いても
くれない市に言ってもしょうがないのでしょうが、せっかくなので一言だけ私の市
民としての意見を書きました。どうか、真摯に名張で住む子どもやその親に向き
合ってくれる勇気のある方に見ていただきますように。

30～39歳

695 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

若い世代が離れてしまうような環境を直すことはしないのです
か?

30～39歳

696 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

なにかで見たんですけどなんかの税を上げるより、そのままの
税で住みよい町にしてほしい。私はまだ名張に住みだした所な
ので病院など1つも行っていません。なのであまりアンケートに協
力できず、すいません。少子化なので子供ができても手厚い環
境やったらいいなーと思います。中学までのお金がかからない、
病院費無料とか…これからもっと住みよい名張に期待していま
す。

30～39歳

697 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

あれもこれも充実させるのではなく、若い世代、子育て世代、子
どもたちへの支援に特化するべきだと思う。
以前に比べれば医療助成があったり、充実してきているが、人
口減少、学校の統廃合が進むのでは転入者が増えないと思う。

30～39歳

698 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

高齢化社会となっていますが、若い人(10代後半～30代)の人が
魅力を感じ、他の市・町・村や他県からも移任者が増えるような
街づくりを目指して頑張っていただきたいと思っています。

40～49歳
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699 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

人口減少、都市税課税等、名張市の未来は絶望的と考えます。
法的な事も踏まえて市を廃止し県による特区として名張区の創
設を切に願います。市長、市議といった無駄を排除し、来たるべ
き人口減少に備えて欲しいと考えます。(失敗はしましたが大阪
での都構想をイメージして頂くと幸いです)。現状でも輪番という
医療体制が崩壊しているのが市民には当り前という認識になっ
ておりこの先30年の未来は特区開設にかかっていると考えま
す。老害、しがらみはあると思いますが将来の為に今までの当り
前を捨てて名張として前進していく事を期待して、その少しでも
一助となれる様に私自身も精進致します。

40～49歳

700 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

伊賀市ともっと連携すればいい。伊賀市と名張市は同じ地域とし
て考えた方がいい。

40～49歳

701 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室 子育て、障害者への支援・住宅補助があれば良い。 40～49歳

702 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室 だれもが住みやすい町づくりを心がけてほしいです。 40～49歳

703 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

住んでいる町並みが閑散として不安が高まる。昔の明るかった
町並みがいつ戻ってくるのだろうか。いつの間にか、人口が減っ
ている。それを取り戻すにはどうすべきなのだろうか。ベッドタウ
ンのイメージが無くなった気がする。市全体の活気を取り戻どす
為には、公務員の方々による腕の見せどころですね。

40～49歳

704 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

名張市はとても魅力的な街だと思います。10万人未満の小さな
町ではありますが、新しい人を排除しない温かい町だと思いま
す。又、赤目、青蓮寺、美旗など、自然や歴史として誇れる環境
がたくさんあり、オキツモやタカキタなど、地元が輩出した素晴ら
しい企業がたくさんあります。しかしながら最も残念なことは、こ
れらの情報をうまく魅力として発信できていないことだと思いま
す。介護・福祉・教育等ももちろん重要なことであると思います
が、産業・商工業の活性化は税収の向上と共に街や人の活性
化と雇用・移住を呼びます。これに名張のみならず伊賀市や津
市、宇陀市とも協力することが必要かと思いますが、「納税する
世代が住む街づくり」の実現が喫緊の課題ではないかと考えま
す。又、産業と観光がひとくくりに示されることが多いですが、そ
れぞれ別のものとして、「産業について」や「観光について」考え
るべきと思います。

40～49歳

705 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室 人口が増える為の市として努力、アイデアを考えて欲しい。 40～49歳
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706 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

雇用の確保(企業誘致)と子育て支援で人口増加(他都市からの
移住増)を目指す。

40～49歳

707 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

名張に住みはじめて17年。人口の増加とともに色々な方との交
流をさせていただき、今なお発展しているこの地域をもっとより良
い町、市、県、日本、世界と広く幸せの所を多くの人に知ってい
ただくよう生活をみなさんと一緒に寄り添い、思いやり、人の幸
せが喜びを生きがいとして生きていけるような人間関係を築いて
いける人として成長して気づいていけるよう、今、自分に何がで
きるのか常識を考えて、笑顔とあいさつを心がけていきたい。名
張はいいところですよ。まだまだ色んなところを改善していけるよ
う積極的に取り組んでいきますよ。

40～49歳

708 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

・名張の立地に対する認知度について
大阪市内に勤めていますが、名張から通勤していることを同僚
に伝えると非常に驚かれ、通勤時間を懸念されることが多々あ
ります。とはいえ地元の給与水準は大阪に比べると低いです。
また、三重県ということで名古屋エリアをすすめられますが、遠
すぎます。関西圏に向けて名張は十分に通える立地であること
をもっとアピールしてほいです。どっちつかず(名古屋通勤圏でも
大阪通勤圏でもない)ようなイメージでとてもやりにくいです。

40～49歳

709 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

名張市は、自然・環境が良く、大阪にも1時間程度で行けるの
と、買物や外食(カフェなど)もしやすく住みやすい地域だと思って
います。

40～49歳

710 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

市は、市民の声を本当に聞いているのか?
色々な事をふまえ、とにかく将来が不安になる事しか考えませ
ん。今のままでは住み続けたくはありません。

40～49歳

711 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

医療の体制と、これからますます増えるであろう空き家問題に、
名張市民として、不安を覚えます。

40～49歳
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712 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

・名張は1つのことだけに力を入れている。
・市長がかわらないのでずっといっしょだと思う。
・市長の考えを新しくしてほしい。
・もっと目の前にあることをやっていって欲しい。

40～49歳

713 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

全く「理想郷ではないプラン」ばかりだと思います。平成28年度
から全く変化のない名張市に魅力はあるのでしょうか?

40～49歳

714 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室 大学の誘致 40～49歳

715 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

2点ほどあります。まず1点目、今年度で期限を迎える筈であった独自課税の都
市振興税を2023年度まで3年間の延長をするという話であるが理解に苦しむ。ど
れだけ集まったお金を、何に取り組んで、いくら使ったのか、今のままではあまり
にも不透明だ。市民に簡潔に分かり易く、お金の流れを見える化するべきだ。そ
のような事もせず、でも市民の人は協力してくれでは全く筋が通っていないので
はないか。効率的な市政の運営、取組が行われていないと感じる。
そしてもう1点。以前、子供の症状が悪化し、紹介状を貰い市民病院に向かった
が、色々な検査を受けた挙句、結局受け入れてもらえず県外の天理病院へ救急
車で運ばれ、そちらで入院した。なんと、その時の検査結果の画像は見せてもら
えなかった。これで3万円も請求された、という事があった。名張市民病院の平成
30年度の医療事故の件数の多さには驚かされる。レベル0からレベル3までで
832件だ、市民病院の価値が見い出せない。名張市民病院の在り方が年々問わ
れてきたが、このままでは重大な医療事故が起こるのも時間の問題だろうなと思
う。
前述した医療が拡充されない事への不安や不満、市政運営の取り組みの見える
化がされず不透明である事、振興税の事後承諾的な事など、市民の不信が暮る
一方で、若い世代の流出や出生率の低下等が防げないとなると、いくら振興税を
集めても名張に明るい未来は無いと思います。

40～49歳

716 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

名張市に来て3年しかたちませんが、今まで住んでいた中で私
には一番住みやすいです。特に子どもを遊ばせる公園やかがや
きのような児童館、又、そちらで開催されるイベント、マイ保育ス
テーション等、お世話になった場所、先生方には感謝でいっぱい
です。どれだけ遊ばせてもらったか、数えたらきりがありません。
今後も名張市から通える範囲の転勤であれば、可能な限り、こ
の市に住み続けたいと思います。"子どもを育てやすい"というこ
とが、私にとっては一番の魅力です。

40～49歳

717 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室 地域の過疎化問題。 50～59歳

718 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室 人口の減少。 50～59歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

719 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

名張市の住みごこちは悪くないが、飛び抜けてワクワクするよう
なものが一年を通してあるように思えない状況の中、将来が飛
躍的に発展する為にどのような取組を行えば良いのかが明確に
描く事が出来ず、このままでより良い未来が開けるのかという漠
然とした不安を抱えています。今以上に名張の特色を活かして
魅力ある街づくりを推進できることが目に見えて分かるようなビ
ジョンを行政として打ち出していただければきっと皆さんが協力
して活力ある街づくりをしていくことが期待できるのではないかと
思います。行政だけで考えつかないのであれば、そのビジョンを
公募してその思いに対する評価を市民全員でしてみると皆さん
がどう思っているかが見えてきたり、街づくりのヒントになったり
するかもしれませんね。

50～59歳

720 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

市民が企画するイベント(ex.コンサート等)について場所、資金補
助等について柔軟に対応頂きたいと思います。
場所→市役所前広場など。
資金補助→運営費。

50～59歳

721 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

定住促進に力を入れ活気あるまちづくりをお願いします。大阪、
奈良、京都、名古屋、伊勢と、ほぼ等距離である利点ももっと活
かすべきだと思います。空家対策は他都市より積極的に行なっ
ていると感じますが大都市の近接でないので抜本的な施策が必
要と考えます。車がなくても快適に生活できる交通施策も急務で
す。名張市が全国でも有数の住みよいまちになるようがんばっ
て下さい。

50～59歳

722 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室 子供も就職したら名張を離れる。高齢化をたどる一方である。 50～59歳

723 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

私は名張市で産まれ、大人になり、結婚・出産・子育てと経験してきまし
た。子供の頃は自然豊かな環境下でのびのびと育ち、成長するにつれ
て、だんだんと名張という場所がとてつもない田舎だと分かりました。何
より強く感じたことは、大学へ進学する時に自宅から通学できる大学が
本当に少なかったのです。家庭的な事情もあり、家から出ることが困難
だった為通学に往復5時間かけて県外の大学へ4年間通いました。その
後県内で就職し、結婚、出産と今に致りますが、私が子どもの頃に比
べると名張市はとても人口も増え、住みやすい街になりました。しかし
我が子の高校、大学進学の時期になると、自分の時と何ら変わりない
現実があり、自分が感じたもどかしさを我が子にもさせているのだと親
として申し訳なく感じました。よく母親友達の中で名張は子供が小さい
頃はとても育てやすくいい所だけど、大きくなってくるとダメだという話を
聞きます。若者にとって魅力ある町でなければどんどんと人材が出て
いってしまうので、商業施設や学校、働く場所など、あらゆる方面で選
択肢を増やす必要があると思います。又、桔梗が丘地区高齢化も進ん
でいて、将来、車を手離した時に、徒歩圏内で生活が成り立たない不
安があります。桔梗が丘駅前の旧近鉄百貨店跡をなんとかして頂きた
いです。

50～59歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

724 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

34年前に結婚で嫁いで来た時は大変閉鎖的な町(集落）に感じ
られ、落ち込みました。その後子供たちを育て上げ今では県外
で働く子供自身が出身地に「名張市」と書くくらい(Facebookで
す）名張が大好きな、大人になりました。全国的にも珍しい移住
者の町でもありますね。多種多様な子ども達が育っている様な
気もします。
長瀬の昔話「せんかりの田」がとてもかわいらしく…。先日比奈
知ダムへ行った時に「猿に食べ物を与えないで下さい」の看板が
所々にあるのを発見しました。この昔話看板に書いてあるといい
なあと思いました。
実家のある京都もいいけどこの環境は捨てがたく、34年経った
今でも住み続けています。

50～59歳

725 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

買物難民、市立病院（医師の確保）、市民の足(交通)の3点を重
点的に早急にすすめてほしいと思います。

50～59歳

726 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

名張市に生まれて小さい頃からずっとおりますので今さら、他の
土地に移りたいとは思いません。今後の病院、福祉、60歳をこえ
てからの労働条件等、色々と取り組んでほしい事が山のように
あります。どうか、よろしくお願いします。そして、住みよく、ごみ
のないまちにしてほしいです。

50～59歳

727 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

将来に向けて子育て世代や、移任者が増え、それぞれの年代
が住みよい街になればと願っています。

50～59歳

728 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

・つつじが丘に図書館や、子供や老人独りで淋しい人の居場所
を作ってほしい。そこに行けば、誰かが居て、お互いに励まし合
える所、休める所が欲しい。ドリンクバー等も置いて。マッサージ
チェア等。
・つつじが丘発で、定期的にバザーやのみの市等催してはどう
か。
・街の人々が、健康で安心して、平安を感じて暮らせる様に、お
互いに支え合える場を作る。違う世代と出会える場を広げる。

50～59歳

729 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室 名張市内だけでも、幸せに過ごせる街づくり。 50～59歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

730 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室 もっと元気で明るいイメージの名張市に変わっていってほしい 60～64歳

731 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

何かにつけて、積極的な街ではない。市民からの税収も大事だ
が、たくさんの企業を誘致し、大きなイベントで人を集めて、収入
を得る事も必要。みんな中途半端で尻すぼみ。(例)ADSホール、
大きさ、中途半端。イベントにタレント等呼びにくい。

60～64歳

732 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

魅力的な名張市になってほいので、今、足りない物をもっともっ
と取り入れる計画もしてほしいです。何か将来、楽しめる町に
なってほしいです。若い人達が住みたくなる町づくりの為に。老
人だけの町では活気がなくなりますよね。名張市の為にご苦労
されているとは思いますが、より一層の発展を楽しみにしており
ます。

60～64歳

733 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

住んでいる地域の高齢化がすすみ、これからどうなっていくのだ
ろう…と不安になります

60～64歳

734 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

市内に魅力のある文化施設やちょっと立ちよりたいような刺激の
ある場がない。自然環境以外の魅力がない。

60～64歳

735 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

やはり若い人が少ないという印象は拭えません。後期高齢化市
に歯止めをかける必用が切羽詰まっている気がします。若者を
どう迎え入れるか、後期高齢者の生活をどう支えるかが名張の
課題かと思います。交通の便利さ、量販店の使い易さ、道路の
開通。今住んでいて、交共料金、特にバス運賃の高さには辟易
します。量販店に関しては不満は無いのですが、近隣住民を呼
びこめるような劇的な有名量販店勧誘を考えてみても良いかと
思います。土地はたくさん空いています。後、なかなか開通しな
い道路があります。希央台中心に動きつつある今、そこへ向け
ての交通整備は不可欠かと思います。コロナ禍の今、大変だと
感じ名張市を運営して下さっている方々には感謝しかありませ
んが、今だからこそ先を見据えて、計画を練っていただけると道
が開けるかと思います。しがない意見で申し訳ありません。名張
が好きで、安心して暮らしている市民の戯言です。

60～64歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

736 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

人口減少にともない街の生活が成り立たなくなるのではないかという不
安があります。(スーパーの撤退、バスの減便等)
①テレワークの普及により大都市から100～150キロ園へ移住する人が
増加していると聞きますが、大阪、名古屋に会社がある人にとって、名
張は最高の移住先だと思います。これらの人々を対象として、当地の
魅力を十分にアピールすべきだと思います。
②美杉村等の限界集落に近づきつつある人々の移住先として、名張市
が低価格、低家賃の住宅を提供し、双方がメリットを得る方法を詮索す
べきだと思います。
③現在更地となっている工場用地をフル稼働させるための企業誘致プ
ロジェクトを立ち上げ、人口20万人の中核都市を目ざすべきです。
※つつじが丘等では1区画(約60～70坪)50万円利度まで暴落している
土地も見受けられれますが、街のイメージは最悪です。極端に値下が
りした物件は市が買いとり、需給関係を調整すべきです。①～③が功
を奏し20万都市が実現すれば市はボロ儲けです。市長のカービジネス
も飛躍的な成長を遂げるでしょう。

65～74歳

737 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

地域が高齢化になり、今後益々、その度合が高まって来る。若
い世代を地域に取り込む施策を考えて実行してもらいたい。

65～74歳

738 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

名張市に住んで住み良いと感じるのは、自然環境がしっかり
残っていることだと思う。毎日、健康維持も兼ねて、ウォーキング
しているが梅が丘の下り、コンビニへの立ち寄り、杉谷神社から
(神社ではお参りしている)梅が丘の登りと、ウォーキングの間に
も田んぼや畑、梅、桜など楽しんでいる。また買物にしても、ヤマ
ダ電機、ジョーシンなどがある。他ジャスコ、マンダイなど、100円
均ーショップも含め、便利である。高齢者には経験や訓練によっ
て培われた技術など貴重な人材が多い。そういった埋もれた人
材の活用など、市政に活用していただくことを切望します。今後
の魅力ある市政の展開をお願いします。

65～74歳

739 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

今後居住人口が増える方がよいのかそうでないのかについて、
市としてどのように考えているのか基本的なところを示してほし
いと思います。

65～74歳

740 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

広報なばりに掲載される名張市民人口推移を見る度に何故か寂しい気
持ちになります。関西から仕事の都合上名張へ移住して30年近くにな
ります。当時は、コンビニ等ありませんでしたが、確か全国市人口増加
ランキングに入る程で市の人口が6桁近くあったと記憶しています。大
阪通勤のベッドタウンとして近鉄桔梗が丘駅前には近鉄百貨店もあり、
1階の喫茶店やカレースタンドに妻と一緒に行きました。現在の変り様
は一体どうしてなのでしょうか?我が家もそうですが子育てが終わって
都会へ就転したので、両親が暮らす名張へUターンしてくることもなく、
親も高齢になり、医療の心配の無い関西へ引越したのでしょうか?私達
夫婦も同じです。しかしながら幸い、娘二人が市内企業へ就職したため
30年前に建てた家へ毎日帰ってきてくれます。名張市も当然把握して
いる人口減だとは思いますが、
・寸断されている歩道の整備と外灯設置
・緊急医療(市民病院と伊賀市岡波病院の交替当番制)病院の名張市
内一本化。
・土地の有効利用(八幡グランドに、ドクターヘリポートを設営)
ete.対策を構じ、若者の流出と高齢者の健康維持の施策を期待してい
ます。

65～74歳

- 102 -



施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

741 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室 高齢化対策。 65～74歳

742 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

名張市の人口減少が続くなか、道路や学校、病院などの公共事
業に要する経費が増大し、行政サービスの低下や税金等の住
民負担が今後さらに大きくなり、益々住みにくい市となっていくこ
とが懸念される。
商工業等の産業を復興し、働く場の拡大により労働者、若者の
流入、定着など人口増加施策を推進してはどうか。

65～74歳

743 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

先ず、この調査に対して非常に問題があります。
私がこれを受け取ったのは記憶にあるだけで3回目です。一度
調査依頼した者は対象から外すべきで、より多くの者から意見を
集めるべきである。無作為に選んだとあるが、年齢層を均等に
振り分けていろんな年齢層の意見を集めるべきでは? 対象を
2,850名としているがせいぜい300名程度で傾向は掴めると思う
ので、税金の無駄遣いである。

65～74歳

744 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

多くの方々が約50年前位からこの名張の新興往宅地へ転居さ
れた事と思います。この環境を次世代へ、安定したローテーショ
ンの維持が感じられる市政をお願いしたい。

65～74歳

745 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

問8～10の項目で番号1～4の内3、4に○印した事項について改
善をお願いしたい。(具体的な内容は一任します)

65～74歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

746 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

この世に生まれてから今まで名張に住んでいます。住人が昔に
比べて、地元の人が本当に少なくなり昔の名張を知っている私
にとっては大変、変化を感じています。良い方向にあればいい
のですがなにかと変だなーとか、昔の名張でないと感じたりして
います。大阪から移転してきた人が多くいると感じていますが、
ちょっとまよってます。今の名張がこれならば、それでいいと思い
ますが悪い方向にいかなければと願っています。住みよい名張
であって欲しいと思います。名張も老人が多く私もそうですが若
人が少ないと感じます。これからが大変かと思いますが、よろし
くお願いします。

65～74歳

747 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

名張に住んで32年余り、主婦は大阪に通勤する主人とはちがい
地元に居る時間が多い為来た時以上に住みやすい名張になっ
たと思っております。他地域と違って何か買物に特化した異常と
思う店舗数だと思っています。だから生活するには住みやすいと
なるのでしょう。これからは次世代のため「子育てしやすい町」」
をめざして未来につなげていただきたいと期待しております。

65～74歳

748 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室 日常生活、特に買い物が不便。 65～74歳

749 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

活気がない。笑顔が周りに少ないので、活気あふれる、笑顔に
なれる街づくりをしていただきたいと思います。

65～74歳

750 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

若い人、又、少し大きい40代位までの婚活の場を作って欲しいと
思う。結婚が少なくなれば、より少子化になるのでは。
又、子供を産みやすく、育てやすい市にして欲しい。福祉ばかり
に力を入れてあるようです(感じます）それはそれで年寄りにはあ
りがたいかもしれないが…

65～74歳

751 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

少子高齢化の対応は外国人に頼るわけですか。言葉の問題も
あり不安もあり、長生きは不安ですね。

75歳以上

- 104 -



施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

752 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

知り合いとは話せるが初めての人とでも声をかけられる場所作
り。1人でいても居やすい公共の場所作り。公共の楽しい場所。
成熱した大人の場所を作る。明るく、ひらかれた、緑多い場所。

75歳以上

753 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

不安はありません。ここ名張を終の棲家として残りの余生を健康
で人に迷惑を掛けず、穏やかに暮したい。

75歳以上

754 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

将来
・人口減に伴う市・町・村の位置変化。9万人～10万人に向った
人口増加の勢いがあったが3～4前から、30年前の7万人前後に
推移している。心配であります。5万人前後になれば市・町・村の
区分位置の線引が考えられます。場合によっては伊賀市との合
併も視野に入れる必要が生じます。

75歳以上

755 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

サクラのシーズンです。昔は手弁当で町内そろってゴザもってワ
イワイ言いながら花見に行ったのをおぼえてます。平尾山、薦生
の河原等、新町河原のサクラも年くってるしエコロードと今開発
中の黒田地区に是非数十本の木を植えてほしい。何十年先に
満開になった桜を高いところからながめてます...。

75歳以上

756 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

行政にのぞむこと
・旧市街地の保存、活用、整備を図ること。
現在の当市の市街地は、桔梗が丘地区の開発をスタートとして、国道2路線とそれに
連結する主要幹線道路に沿うような形で開発が進み、大型店や多くの事業所立地が
みられる半面、かつての旧町市街地は商店の衰退傾向が著しく、中心部の商店も大
半が閉店、廃業し、極めて淋しい現状となっている。しかしながら、市街地には、名張
市の目玉的遺産が教多くあり、一例として藤堂家邸界わい、点在する古民家、水路
(水辺)のある街路、街中の大鳥居、江戸川乱歩遺産、行事としても名張秋祭り、えび
す祭り、名張川花火大会など伝統のあるものが引継がれて来ている。これらは新開
発地にはない名張特有の遺産である。これらはいづれもこのまま、放置すると、さらに
衰退、消滅、破壊等が進むことは目に見えている。生活様式の変化や少子・高齢化に
加えデジタル指向が進むなかで、これらは「地域まかせ」ではその保存は至難である
ことは明白である。最近の市政では、“住民本位”“住民自治”の名のもとに、町づくり
の根幹の部分が住民や地域に委ねられ、「市の総合的基本計画」にもとづく理想的な
名張市発展の全体像」が殆んど見えて来ない。=名張は将来こんなまちになる=という
のがはっきり見えないのである。これでは若い人が定着しないのではないか。そこで
私の提案です。市当局は、はっきりとした全市の(各地域ごとの計画も含め)将来像を
明確に市民に示し、各地域、全住民がその実現に向って努力することが何より肝要で
あると考えます。（ご承知のとおり、隣の伊賀市は行政の努力により、忍者、俳聖、旧
市街景観保存、文化財(秋祭りなど)などまち全体の観光化に一定の成果をあげてい
ると思う）以上

75歳以上
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番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

757 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

もっと若い人がたくさん定着できるまちづくりをしてほしい。人口
を増やす取組をしてほしい。

75歳以上

758 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室 買物などの日常生活に不便。 75歳以上

759 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

医療関係の充実、交通機関の尚一層の充実、百貨店等の店舗
が有れば良いと思う。尚一層、住みよい街にしていだだきます様
願います。

75歳以上

760 521
「新・理想郷プラン」の

推進
総合企画政策室

私は高齢者の89才の女性です。
今、思い返せば昔の生活の営みが、農業で生計、家族全員揃っ
て仕事に専念しておりました。
日常生活の中の話も、共に共感し親子関係も密でしたが今の現
代社会は子供達も、学力が生かされ、大学に殆ど進級して、都
会の大きな企業に就職し共に同居することが減ってきています。
又、同居生活されている家でも家の中にも会話が減って、すこし
淋しい日々らしいです。昔は仕事は一緒、今は仕事は別々だか
ら会話が無い。年をとってももう少し楽しく生きていける様な施策
を考えてもらえれば嬉しいです。
月に1回映画を見せてくれるとか、又、他にも何か楽しませてくれ
そうな事を考えて欲しいです。
議会のみなさまよろしくお願い致します。

75歳以上

761 522
成熟社会に対応する

行政運営
総務部

コロナでＩＴ化・ＤＸ化が進んでいる。紙での本書なども併行して
進めてもらいたい。

18～29歳

762 522
成熟社会に対応する

行政運営
総務部

財政が厳しい市こそ、中途半端に補填していくのではなく使うも
のには豪快に使う姿勢を望む。

18～29歳

763 522
成熟社会に対応する

行政運営
総務部 土・日・祝も市役所あけてほしい。(平日が仕事でいけない) 30～39歳

764 522
成熟社会に対応する

行政運営
総務部

市役所・学校など、直接的に市民と関わる現場で働く方々たち
は丁寧であるし、一生懸命にやっておられると感じる。

30～39歳

765 522
成熟社会に対応する

行政運営
総務部

国や県など、市より大きいものが動いた時はそれに一早く飛び
ついて、“取り入れた感”“やります感”を出しているが、実際は形
だけで中身がともなっていないと感じる。市長のやり方・考え方
には、毎度疑問に思う。

30～39歳
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766 522
成熟社会に対応する

行政運営
総務部

たくさんお給料をいただいている職員の方、ヒマそうに世間話さ
れたり、タバコの時間が長いように思いますが?手が回わらない
のでしょうか?

30～39歳

767 522
成熟社会に対応する

行政運営
総務部

役所の中(照明)が暗いので職員さんの元気なあいさつがあると
非常に気持ちよく感じます。

30～39歳

768 522
成熟社会に対応する

行政運営
総務部

人口減少が加速化する中、将来的に人口が今以上に少なくなっ
て行ったら、現在の名張市よりも貧弱な感じの町になっていって
しまうのではないかという思いや心配があります。名張市の行政
を維持していく中で、近隣市町や県との連携をしなければならな
い行政サービスの仕分けをしなければならないと思います。そ
の中で名張市独自で行う行政に特色を出していけば良いのでは
と思います。

40～49歳

769 522
成熟社会に対応する

行政運営
総務部

家から駅、駅から名古屋、津、大阪など通勤に時間とコストがか
かるので、デジタル化の発展と共に完全リモートワークを充実し
た町にもなってほしい。

40～49歳

770 522
成熟社会に対応する

行政運営
総務部

市役所の職識員の方々は親切でいつもお世話になっておりま
す。

40～49歳
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771 522
成熟社会に対応する

行政運営
総務部

旧町の者です。現在、コミュニティバス等で市役所に行くのです
が色々な手続き作業をふれあい等で多く出来る事を願います。
(パスポートの受けとり等も)

40～49歳

772 522
成熟社会に対応する

行政運営
総務部

・平日の市役所の窓口の時間をのばしてほしいです。
伊賀市は19:00ごろまで対応してくれると聞きました。もちろん、
毎日ではなくていいですが、働いている人がほとんどですから市
民のニーズにこたえてほしい。
・気になることについて・・・市役所の窓口がオープンなのはいい
ですが職員同士でペチャクチャ話してケラケラ笑っているのを見
ました。正直あまり良い印象ではなかったです。私語ではないと
は思いますがいつも見られているという意識がほしいと思いま
す。一般の会社員とかより収入面とかでも安定してますから少し
のことでも良く思わない人が多いですよ。(コロナの影響もあって)

40～49歳

773 522
成熟社会に対応する

行政運営
総務部

伊賀南部クリーンセンターについて。職員の態度が悪すぎ。搬
入時間内なのにギリギリもっていった時に自分たちの仕事の時
間もあるから早くもってこいと言われました。おかしいですよね?
時間は守ってますよ。それなら搬入時間の受付何時までと分単
位で書いて。すべての職員に統一させて。別の日に対応してくれ
た人は何も言われませんでした。とてもいい人でしたよ。教育し
なおして。

40～49歳

774 522
成熟社会に対応する

行政運営
総務部

市の職員や施設を増やせない中であるため、民間でも公共に近
い郵便局にもっと市の仕事をしてもらったら・・と思う。例えば、市
で無いが、ゴミ袋の販売など…。

50～59歳

775 522
成熟社会に対応する

行政運営
総務部

市役所の行政サービスが週休日にも充実するようにして欲し
い。今のサービスでは全然足りない。

50～59歳
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776 522
成熟社会に対応する

行政運営
総務部

市役所窓口の休日営業や、時間の延長など。働いてると平日市
役所に用事があっても時間内に行くことが出来ません。月に1回
でも延長する日を作ってほしいです。

50～59歳

777 522
成熟社会に対応する

行政運営
総務部

仕事で市役所の各窓口に行くことがありますが、カウンター前に
立っていても、自分の仕事外ならカウンター前に行かない市職
員が多いと思います。又、市役所の職員の方にいろいろと質問
をしても、窓口になる職員の方の知識や対応が不充分です。市
役所内での職場異動の理由は理解できますが、せめて市民と
応対する方にはそれ相応の知識がほしいです。職員の知識不
足はいかがなものかと思われます。

50～59歳

778 522
成熟社会に対応する

行政運営
総務部

色々な方々の力で福祉が充実してきていると感じています。しか
し、まだ不便だと思うことも。まずは市役所のトイレを改修すべき
ではないでしょうか。今時、和式に需要はありません。名張市も
高齢化が進んでいるし、子連れの方にとってもかなり不便です。
学校も同様に改修すべきです。

50～59歳

779 522
成熟社会に対応する

行政運営
総務部

行ぎ過ぎたポリコレはやめてもらいたい。本アンケートへの回答
でネガティブな回答になってしまった原因はほとんどそれであ
る。

50～59歳

780 522
成熟社会に対応する

行政運営
総務部

平日仕事がある為、役所での手続きに不自由を感じています。
親の介護で大変お世話になりましたが、説明を聞かせていただ
いたり、手続きに仕事とタイミングが合わず、ずいぶん時間がか
かりました。

50～59歳
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781 522
成熟社会に対応する

行政運営
総務部

・人件費の削減は必要な事ではあるが、病院の医師や看護師、
消防土など現場で働く方々の給与の減額はモチベーションの低
下につながる恐れがあるので反対する。
・本庁内の人が多いが、そんなに人が必要かと思う。民間なら、
もっと少ない人員で仕事をこなしている。人員整理をすべき。

60～64歳

782 522
成熟社会に対応する

行政運営
総務部 旧桔梗が丘中学校の跡地利用について早急に推進して欲しい。 65～74歳

783 522
成熟社会に対応する

行政運営
総務部

財政の健全化について、
①議員数の削減(半数で良い)仕事が見えない
②議員報酬の削減
③市役所人員の削減(IT化進んでいるのか?)
④市役所職員の給与の削減(名張の中小企業並へ)退職金270
万円は多い
⑤市役所職員の天下りの禁止
⑥天下り先の補助金、停止、及び削減

65～74歳

784 522
成熟社会に対応する

行政運営
総務部

個人的なことで市の職員にTELでお願いしたことがあります(コロ
ナで行けなかったため)が、通じてなく、他の人(市役所外)のおか
げで進行しました、本当になさけなく思いました。もっと住民のた
めに働いてほしいと思います。

65～74歳
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785 522
成熟社会に対応する

行政運営
総務部

名張市の職員の再教育が必要です。職員による職員のための
名張市行政では、住み続けられる名張市にはなりません。そこ
で提案があります。
1、新入職員を外部の私企業へ2～3年程度出向させる。2～3年
程度名張市新入職員として勤めた後、私企業へ出向させて、そ
の違いや厳しさを実感してもらう。できれば外資系の企業が最適
です。その厳しさと考え方の相違が実感できます。
2、職員を2～3年で移動させるのはやめて、最低でも5年間は同
一部署に留めてほしい。5年位いないと大きな仕事はできない。
ボランティアでコミュバスの運営を10年間やっていますが、職員
が変わる都度、ボランティアが職員の教育をしなければなりませ
ん。

75歳以上

786 522
成熟社会に対応する

行政運営
総務部

人口減少が更に増す社会に進行する昨今、あらゆる手段を駆
使し、総知恵をしぼって対処しなければならない。

75歳以上

787 522
成熟社会に対応する

行政運営
総務部

桔梗が丘旧中学校跡地の利用。体育館をミニシアターに。月に
何回か上映。老人・子供達の発表の場に。教室を喫茶のサーク
ル活動、食堂(子供食堂・シニア食堂)に。

75歳以上

788 523 持続可能な財政運営 総務部

名張市は借金まみれでありながら、職員に財政危機意識が全く
ないように思います。仕事の改善、見直し、効率向上等、真剣に
取り組んでいますか?仕事のできない職員が何人もいると聞き及
びます。でも年功序列制度のため高給取り。忙しい1階の窓口業
務は非正規職員に担当させ、正職員は無駄話、パソコンでネット
閲覧ばかり。解雇できないのは制度なので致し方ないとして、賃
金を大幅にカットすべき。(新卒の初任給程度、ボーナスも払わ
ない)それくらい思い切った改革をしないと財政破綻してしまう。
今後も名張市に住み続ける人が増えるようにもっと努力してくだ
さい。

無回答

789 523 持続可能な財政運営 総務部

行政の効率化をはかっていただきますようお願いします。徹底し
た行政改革や職員の意識改革、さらにコスト削減を強く求めま
す。これらを実行しているのであれば財政健全化はとうに果たさ
れているはずですが、果たされていないということはできていな
いということなので徹底してください。これらをせずに「財政が悪
いときは税金を取れば良い」という発想は非常に愚かだと思いま
す。まずは「行政のムダ」ここを省いてください。ぜひよろしくお願
いします。

18～29歳
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790 523 持続可能な財政運営 総務部
市の公用車でクラウンとかも売っ払って財源確保して下さい。市
政に高級車など不用です、軽で充分です。

18～29歳

791 523 持続可能な財政運営 総務部
家を建てるのに土地代や住んでいるのに住民税が高いので住
み続けることに不安があるので、見直して欲しい。

18～29歳

792 523 持続可能な財政運営 総務部 名張の財政難が心配。 18～29歳

793 523 持続可能な財政運営 総務部
税金を取りすぎている。そのわりに市民に貢献をしていないから
とても不満。

18～29歳

794 523 持続可能な財政運営 総務部 税金が他の地域に比べ高いのでもう少し安くしてほしい。 18～29歳

795 523 持続可能な財政運営 総務部 市民税を安くしてほしい。 18～29歳

796 523 持続可能な財政運営 総務部 増税をなくすため市の無駄な支出を削減してほしいです。 30～39歳

797 523 持続可能な財政運営 総務部 住民税が高い。税を効率的に市民に分配してほしい。 30～39歳

798 523 持続可能な財政運営 総務部

・名張市は財政難てよく聞くのが不安です。
・名張市役所に行った際、職員多すぎと感じる。
・通信費も気になります。職員多いなら、多少職員で配達したら
と思ってしまう。

30～39歳

799 523 持続可能な財政運営 総務部 住民税が高い。 30～39歳

800 523 持続可能な財政運営 総務部

市長の給与見直しについて出来高制にしてはいかがでしょう
か。スピード感に欠ける今の行政で多額の給与が支われている
のは納得いきません。

30～39歳

801 523 持続可能な財政運営 総務部
固定資産税の超過課税「都市振興税」の3年間延長について市
民の理解を得られた上での決定事項でしょうか。

30～39歳

802 523 持続可能な財政運営 総務部

都市振興税の延長など、本当に市民のことを深く理解している
のか疑いたくなる市政だなと思っている。 30～39歳
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803 523 持続可能な財政運営 総務部 住民税が高過ぎる。 30～39歳

804 523 持続可能な財政運営 総務部

第二次ベビーブーム世代として、将来に不安を抱いています。
2025～2040まで高齢者が多くなり、市財政の社会扶助費の増加
が他の事務業への圧力にならないか、社会基盤をきちんと整備
していけるのか心配です。今回の都市振興税の延長についても
財政再生団体にならないための延長は知っていますが、今後
増々予算を大切に使ってもらいたいし、節約にも努めてもらいた
いです。厳しい時ではありますが、頑張って下さい。名張の増々
の発展に期待しています。

40～49歳

805 523 持続可能な財政運営 総務部

財政について…収入に見合った予算を策定すべきである、問14
にあるように様々な分野の施策を考案する際は案件を厳選し予
算を圧縮する必要がある。固定資産税上乗せの延長などもって
のほか、市民の意見を市政に反映できない。議会、議員には失
望した。

40～49歳

806 523 持続可能な財政運営 総務部

市の財務状況に改善のきざしが見られない。いつまでグダグダ
でやっていくのか?シンプルな目標と計画、それに対する実績を
発信していって欲しい。

40～49歳

807 523 持続可能な財政運営 総務部

・新型コロナ禍の中、税金の使い方。
・収入減での都市振興税延長は、市民(一般会社員)には厳し
い。

40～49歳

808 523 持続可能な財政運営 総務部 三重県一財政が悪いのでがんばってほしい 40～49歳

809 523 持続可能な財政運営 総務部 市民税が高い。 40～49歳

810 523 持続可能な財政運営 総務部 固定資産税を上げすぎ(高すぎ)だと感じる。 40～49歳

811 523 持続可能な財政運営 総務部

・市の財政の健全化・黒字化(早期に)
・固定資産税を元にもどす
・人件費の削減・議員定数の削減・議員報酬の減額

40～49歳
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812 523 持続可能な財政運営 総務部

市の負債が多く、このまま名張市に住み続けていくと、果たして
「住み良いまち」を維持していく事が出来るのか不安に思う時が
ある。将来、子や孫の税金の負但が増えそうで心配。

40～49歳

813 523 持続可能な財政運営 総務部
市の財政を早く整えて、固定資産税等の負担を市民にさせない
で下さい!

40～49歳

814 523 持続可能な財政運営 総務部

今のところ都市振興税が増えても資産は少ないので影響もそん
なになく、家計としては子どもが2人いるので児童手当や医療助
成などで助けてもらっていると感じています。

40～49歳

815 523 持続可能な財政運営 総務部
(不安に思っていること)
市の借金問題。収入を増やす努力をしてほしい。

40～49歳

816 523 持続可能な財政運営 総務部

都市振興税延長を廃止してほしいと思いますし、コロナ禍での影
響がこれだけ多方面にわたり出ている中で今年度だけでも延期
する等の配慮がなぜしていただけないのか非常に不満に思って
います。

40～49歳

817 523 持続可能な財政運営 総務部
違う市へ行って分かった。市民税が高い。→負債があるのは分
かるがもっと考えて欲しい。

40～49歳

818 523 持続可能な財政運営 総務部

公務員と議員の数を減らすべきではないのか。議員の給料が高
すぎると思います。公務員もこのご時世、給料が高すぎると思
う。固定資産税を上げる前にきっちり削減できることをしてからに
してほしい。職員の「手当」が多すぎるのではないか。

40～49歳

819 523 持続可能な財政運営 総務部 固定資産税が高すぎる。 40～49歳

820 523 持続可能な財政運営 総務部

他の市に比べ、比較的多い税金を収めていると思っています
が、それが何に活かされているのかがいまいち分かりづらいで
す。

40～49歳
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821 523 持続可能な財政運営 総務部

財政難を解決する為にもっと努力してほしいです。
財政難を解決し、都市新興税をやめていただきたいです。
収入を増やす為にもっとふるさと納税を活用したらいいと思いま
す。
ふるさと納税の商品のラインナップを魅力的にすれば、名張市を
選んでくれる人が増えると思う。
例えば、伊賀牛切り落としや牛コマ1キロや、豚コマ1キロ等、他
市の人気商品をまねたり、1万円の寄附でもらえる伊賀牛だった
り、もっと寄附してもらえるように工夫したりして、市の収入を増
やしてほしいです。

40～49歳

822 523 持続可能な財政運営 総務部

都市振興税(固定資産税のプラス課税)を5年間だけでなく、さら
に3年間延長する事は反対です。市の台所事情が厳しいのであ
れば所得、収入に応じてのプラス課税が望ましいのではないか
と思います。所得の低い市民も一律では、納得がいきません。

50～59歳

823 523 持続可能な財政運営 総務部 国保料が高いこと。 50～59歳

824 523 持続可能な財政運営 総務部
この先人口減少がもっと進むため市政がやっていけるのか不安
である。

50～59歳

825 523 持続可能な財政運営 総務部

コロナに関して言えば名張市民皆さんひとりひとり対策していて
不用不急も守っていると思うので名張で広がってないのだと思
います。でも生活は残業やパートがなくなってお金的には皆さん
きびしいので名張市民に多少なりとも給付金を出してもらいた
い。高い税金ちゃんと払っているのだから。この前ですが訳の分
からない国民健康保険税を課税され納得いかない税なので困り
ました。

60～64歳
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826 523 持続可能な財政運営 総務部

固定資産税本当に大変です。減っていくはずのところが増えて
いって、4期に分けても大変です。たくさんある人からは、問題な
いのかもしれないけど本当に大変です。無理して支払っても、そ
の分、どこで還元されているのか…。
授乳室必要な方のため…？実際たくさん納めている者への還元
は…。
納得のいく本当に気持ち良く納められる住み良いまちになります
ように。

60～64歳

827 523 持続可能な財政運営 総務部 固定資産税を下げれるような取組をしてほしい。 65～74歳

828 523 持続可能な財政運営 総務部

・課税延長はおかしい。
・市長のコメントがおかしい。
・財政の改善を任期の1年で示したい?←これは、自己の働きを
いいたいだけ？
・固定資産税・都市振興税の延長。
・公務員(看護師)の給金をへらすのは、おかしい。市の職員の給
金はへらしていい。とくに市会議員。

65～74歳

829 523 持続可能な財政運営 総務部

過去に市町村の広域化の取組みが全国で展開されていた時、
名張市は、単独路線でいくことが決定されたが、現実に名張市
を取り巻く状況は厳しく、財政の健全化(税収の減少の中で)をど
のように進めていくか、市民サービスの低下を防ぎながら行なう
のは、大変である。今後は市町村の再編成までとはいかなくて
も、周辺市と広域的に処理できるものは、さらに進めて経費の節
約、議員定数の見直し(人口7万人都市に見合う)を図るべきであ
る。
文化面でも伊賀市と共同で実施、名張市民でも、伊賀市の文化
事業に参画、参加出来るようにして行けばよいと思われる。

65～74歳

830 523 持続可能な財政運営 総務部
市の財政難の折、都市振興税を更に延長するとの由、その様な
財源を確保する為に市議会議員の議員数の削減を希望する

65～74歳
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831 523 持続可能な財政運営 総務部
敗政が厳しい状況下から早く健金な財政へと改革いただきイン
フラ整備を充実させて下さい

65～74歳

832 523 持続可能な財政運営 総務部

名張市の財政難と聞きおよんでいますが都市振興税の延長と
あったが市職員等も給与削減と聞いているが市長、市会議員を
含めどれだけ削減しているかを市民に解りやすく説明していただ
きたい。必要であれば市職員、議員等の削減等も考えていかな
ければならないのでは。

65～74歳

833 523 持続可能な財政運営 総務部 税金を上げる前に、税収を増やす試みが不足している。 65～74歳

834 523 持続可能な財政運営 総務部

名張市役所職員の減給はとりわけ市民に直結する職員の減給
は土気の低下になりかねない状況を含んでいるように思われ
る。どうして市議会議員の給料の減給はわかるが、ボーナスの
支給は必要でないと思われる。

65～74歳

835 523 持続可能な財政運営 総務部 市民税が高すぎる。 65～74歳

836 523 持続可能な財政運営 総務部

ふるさと納税の件。わずかな金額なのでどうせなら地元の名張
市へとここ2～3年しておりますが、手続きを2階まで行かなけれ
ば出来ないのです。もう少し目立つ所に設置出来ませんか?確
定申告の時控除の為提出した領収書を見て（伊賀市の税務所
で）名張市にもあるんですねと言われびっくりしました。名張の良
い所、良い品全国に少しでも発信出きると良いのですが。

65～74歳
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837 523 持続可能な財政運営 総務部

市民意識調査する前に住民に意見などうかがってほしいです。
固定資産税の件
※住民が反対するのはあたりまえ住民がなにも言わないから
又、そのままである事は考え物です。
※すべての税が、他の市にくらべて高すぎる。生活がしにくい。

65～74歳

838 523 持続可能な財政運営 総務部

財政健全化にむけ、都市振興税、健保税の値上げが続いており
ますが、コロナの問題も有り、税収減により財政の悪化におい
て、本当に3～4年先に財政が安定するのでしょうか。安定した税
収がない為市民に負担が増えるのでは。40年住んでおりますが
国道165号も昔のまま、自動車運送になってもそのまま、又市役
所の建替も積立て金をしていると思うが、各公共施設にも寿命
がありますからこの際高レベル放射性廃棄物の処理場に手を上
げては?

75歳以上

839 523 持続可能な財政運営 総務部

都市振興税の延長問題について
広報1-2号を読んで理解出来ました。三年間の延長やむなしと
考えます。しかし、決定に至る迄の経緯について疑義がありま
す。平成28年度に五年間の延長をスタートして以降令和2年12
月の議会審議迄に全く議題又は話題にならなかったのですか。
この間の財政計画、予算編成等の際、話題にのぼっているは
ず。PR不足では。議員報酬削減を議決されたことは評価する
が。

75歳以上

840 523 持続可能な財政運営 総務部

市政には財源が少ないとか、年金生活者の手当ては先細りでさ
みしい人生になるのか、現在は良くても3年～5年～7年後はい
かがな人生に。

75歳以上

841 523 持続可能な財政運営 総務部 市職員が多いと思う。 65～74歳

842 - その他 - 金 18～29歳
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843 - その他 -

兄のこと、お世話になります。一生懸がんばっているようで、あ
んまり無理したらアカンって伝えています。
亀井市長がんばってください。

18～29歳

844 - その他 -

調査票も回答したものの「わからない」という回答もあり、その欄
がなかったので答えていません。初めてのアンケートだったの
で、答えに添えてないかもしれませんが、よろしくおねがいしま
す。

18～29歳

845 - その他 - まだまだコロナが不安の毎日です。 30～39歳

846 - その他 -
＂名張＂とネットで検策したらいまだに毒ぶどう事件が最初に
ヒットします。

30～39歳

847 - その他 -

言いたい事はたくさんありますが、市長さん市議さん市民の生活
を今以上に良くしていくには市長さん市議さん次第だと思いま
す。もっとがんばって働いて下さい。

30～39歳

848 - その他 -
名張市はコロナワクチンに対しての市の業務が整っておらず対
応が遅い。

30～39歳

849 - その他 -
コロナ渦における支援が、他市町村と比べて不十分だったように
感じる。

30～39歳

850 - その他 -
この様なアンケートを実施頂き、市民の声に耳を傾けて頂けるこ
とに感謝致します。

30～39歳

851 - その他 - 市会議員を減らす事 40～49歳

852 - その他 - 建築会社との関係の見直し 40～49歳

853 - その他 -
三重県であることにメリットを全く感じない。むしろデメリットしか
ないように思う。

40～49歳

854 - その他 -
憲法第9条が改正されないか不安です。
戦争は絶対に反対です!!

40～49歳

855 - その他 -
・市長がパワハラをやめること
・小学校からずっとつるんでいる仲間が市のトップにいること

40～49歳
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856 - その他 - 地域内の知的レベルの向上 40～49歳

857 - その他 - 駅前などに残る下品な水商売の店 40～49歳

858 - その他 - 畑をトイレがわりに利用しない 40～49歳

859 - その他 -
市内スーパーに平気でカビの生えた物や腐った物が売られてい
る。

40～49歳

860 - その他 - 時間をまもらなくてあたり前という市内で多くみる暗黙ルール 40～49歳

861 - その他 -

市議さんの活動が見えてきません。どのような活動をされている
のかもう少し透明性をもたせてほしいと思います。今現在どのよ
うな事に取り組まれているのか、どのようなことをしようと考えて
いるのか、それに向けて、どのような人々に働きかけているの
か。広報等での報告もありますが、途中経過や実際の動きが市
民全体には届いていないと思います。

40～49歳

862 - その他 -

公道近くの砂利がある部分から道側にジャリがよく飛んでいる。
→名張はロードバイク等二輪車の量が多いので重大事故につ
ながるのでジャリの土地保有者に指導して欲しい。

50～59歳

863 - その他 - 伊賀市に比べて賃金が安い。 50～59歳

864 - その他 - 立地が悪いため不便であり物理的に解決できない点がある 50～59歳

865 - その他 -

旧町出身の議員が多く、新興住宅地(桔梗など)からは出てない
ので、どうしても色んな事がおくれていると思ます。お高い給料を
もらっているならそれなりに市民のために仕事してほしいです。

50～59歳

866 - その他 - 名張は近畿oｒ関西。三重県から離脱。奈良大阪(飛地)へん入。 60～64歳
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867 - その他 - 今コロナで、買物は一週間に一度まとめ買いをしています。 60～64歳

868 - その他 - 車の燃料が名張市はなぜ高いのですか、知りたいです。 65～74歳

869 - その他 -

将来の名張の発展に役立アンケートと思われるのなら20代から
60代までの人達に行うべきと思います。高齢者の問題であるな
らばそれに特化した内容のアンケートを実施すべきと思います。

65～74歳

870 - その他 - 市会議員数が多すぎる。 65～74歳

871 - その他 -
市会議員の問題：市会議員は何にしているか全くわからない。
年収800万に合う仕事お願いしたい。

65～74歳

872 - その他 -
12年前から伊賀市に住んでいます(実家)。母の介護によるも
の。将来的には、名張市に戻る予定。

65～74歳

873 - その他 -

かも内科消化器科の裏にある公園のすべり台の筒の上に乗り
遊んでいる小学生がいて危険(複数で鬼ごっこしている）小さい
子もいるし、親も注意しない。

65～74歳

874 - その他 -
自分・家族の事で精一杯。特に望む事がない為、アンケート回
答に困った。

65～74歳

875 - その他 - 廃村となる 65～74歳

876 - その他 -
つつじが丘の中に銀行の窓口となる機関を設置してほしい。下
まで常に行かなくてはならない為。

65～74歳

877 - その他 - 郵便ポストの設置、あまりにも少なすぎる。不便である。 65～74歳

878 - その他 -

昭和55年3月に大阪よりつつじに移住して、あれから41年…おか
げさまで無事に過しております。これも市の職員の方々のおか
げだと思っています。

65～74歳
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

879 - その他 -
以前にもアンケートの協力をしました。無作為に選んでおられる
と思いますが、1度選ばれた者ははずしてはいかがでしょうか?

65～74歳

880 - その他 -

家の中の族、男女関係が今の身内はうすいと思う。この家は、
心配です。又、家の旦那の家族は昔よりか今の団塊世代が冷た
い!?その家族とは名張より、他所から来た嫁のせいでみたいで
す。昔の名張の人達の様になってほしい！(今はコロナでたいへ
んだが、少し前から外からの嫁は冷たい。昔のようになりたいで
す！

65～74歳

881 - その他 -

年金と遺族年金の税金の差について。これは市政とは関係無い
国のレベルになるのですが遺族年金の税金が優遇されすぎに
思います。

65～74歳

882 - その他 -
コロナ感染の時に名張に保健所が無いのは市民の健康と安全
を考えるべき。

75歳以上

883 - その他 -
税務署が上野だけで不便である。名張にも同等の事務処理が
できる出張所を設置すること。

75歳以上

884 - その他 -

現在、名張市へ引っ越ししてから未だ数ヶ月ですのでわからな
い事ばかりですので、よろしくお願い致します。今は第一はなの
里に月10日～15日ほどお世話になっております。

75歳以上

885 - その他 -

議会だより
①公式ツイッター期待しています。上記反省のもともっと興味を
持つ様にしたい。
②議会だより(令3、1、25号)で表決が分かれた議案に対し、議員
の採決参考になりました。(前回の選挙の際、自分の投票が間
違っていた事が分かった)

75歳以上
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施策別自由意見（問16）

番号 施策コード 施策 部局名 問16　具体的な内容 年齢

886 - その他 - 問10、(2)(3)については、高齢のため、わかりません。 75歳以上

887 - その他 -
名張市市民意識調査(アンケート)が毎回の様に来ますが年齢的
に面倒くさいです。(読んで回答するのが・・・)81才

75歳以上

888 - その他 -

名張市全体を思うと、選挙の時だけワイワイと来て「お願いしま
す」「私は何、何をします」とか色々と言っては市議になり、その
時だけ、そんな方が市会の方々、本当の市会の方は何人いる
の。

75歳以上

889 - その他 -
大変申し訳ありませんが思考力がなく、アンケートに協力出来ま
せん。すみません。

75歳以上

890 - その他 - 名張市内のガソリン代が高い。奈良県を参考に…。 75歳以上
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問2-2「あなたが名張市に住み続けたい理由は何ですか。」　その他意見

番号 内容

1 身内が近くに住んでいるから
2 勤務地だから
3 どれも当てはまらないが、他に行く理由がないので
4 以前は１だったが今は特にない。
5 子供に見守られているから。
6 引っ越しする予定がないから（費用がないから）
7 生まれ育った所ですから
8 持ち家なので他へは移れない
9 長く住んでいるから、なれているので、しかたなく
10 引っ越す予定が今の所はないから
11 勤務地が名張だから
12 持ち家だから
13 実家があるから
14 移住する特段の理由がないから
15 職場が市内にあり、また先祖代々住んでいるから。
16 インフラが良い
17 近所に娘夫婦が住んでいる
18 家があるから、今さら住み替えはできない
19 比較的、災害（自然）が少ない所だから
20 特になし
21 身内がそばにいるから
22 勤務地が名張だから
23 最近災害が少ないから
24 実家だから
25 特に行く所がないから
26 子供の住まいと距離間が保てている
27 身内が住んでいるから
28 子供家族が住んでいるから
29 行く所がないから
30 災害が少ない
31 住み慣れているから
32 自宅がある為
33 大阪から引っ越して来て名張での居住での方が長くなり住み慣れたから
34 名張以外に住んだ事がないから
35 いまのところ住む、特化したものはない
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問2-2「あなたが名張市に住み続けたい理由は何ですか。」　その他意見

番号 内容

36 住環境になれたから
37 自営で工房（店）を構えている為
38 実家との近くがいい
39 名張市以外に居住したことがないので、良さはわからない。
40 子どもが通園、通学している環境が変わるのが嫌だから
41 自宅があるから
42 都会に比べて交通量が少ない。家族（親）がいるから
43 配偶者が市内で働いてるから
44 仕事上当分は居住予定。将来的には名張を出たい
45 なし
46 生まれた時から住んでいるから。
47 外に行きたくても資金がない
48 生まれた市だから
49 家族や親戚が住んでいるから
50 都市圏に近いから比較的に
51 長年住んで慣れているから
52 引っ越すのが面倒
53 マイホームを購入、実家があるため
54 空気がきれい。都会から帰ってくるとホッとする。
55 市内に親が住んでいるから
56 実家が近く子育てに助かっている
57 持家（自宅）があるから
58 田畑等先祖から財産保全
59 子供が帰国したらそちらの方に行くかも
60 車での移動がしやすいから
61 持ち家があるから
62 両親が市内に住んでいて自分も持ち家を持っているから
63 年齢的にエネルギーがない
64 親が名張市に住んでいるから。
65 住み慣れているから
66 単純に移る気がないから
67 特に魅力があるわけではないが、土地家屋があるから。
68 他に変わりたいと思ってもお金がない
69 家を建て35年以上住んでいるから。
70 特に出る理由もないから
71 家族が市内に住んでいるため
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問2-2「あなたが名張市に住み続けたい理由は何ですか。」　その他意見

番号 内容

72 年齢のため
73 仕事の都合上
74 野菜がおいしい
75 家を建てたから
76 実家が近いから
77 家があるから
78 名張以外に住んだ事がない。1～10まで良いとは決して思わない。
79 生後の慣習で
80 両親が住んでいるから
81 生まれた時から住んでいるから。
82 仕事の都合上
83 住宅ローンが残っているから
84 大阪から居住して40年になり第二の「ふるさと」として愛着がある
85 子供が環境の変化に弱いため他へ移りにくいから
86 長年住み慣れた家があるから
87 仕事が名張だから
88 高齢になり近くに息子一家も越して来たから
89 他に住みたい所学期に一回無いから
90 実家も名張にあり、すぐに帰られて便利だから。
91 職場が名張にあるから
92 持ち家があるから
93 両親がいるから
94 自宅があるから
95 自宅がある
96 夫婦共にまだ元気に過ごしているから
97 当地へ転勤してきたばかりです
98 市内で働いているため
99 親族がいる
100 土地が安い
101 災害が少ないから
102 今の所、移る理由がない
103 自宅を建てたから

104
車がないと不便なので自分で運転が出来る間は住み続けたいと思ってい
ます

105 家のローンが終わって住居確保できた
106 生まれた時から名張だから
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問2-2「あなたが名張市に住み続けたい理由は何ですか。」　その他意見

番号 内容

107 夫が地元の人だから他の地域では夫自身が考えられない。
108 ここに住み続けるしかない資金ない為
109 他に行く所がないから
110 生まれそだった所だから
111 子供が自立するまでは
112 今市内で働いているから
113 26年前に大阪よりこの地に帰って来ました
114 実家に近い
115 仕事場が名張だから
116 家を建てたから。公園が多い。
117 理由なし
118 出身地に近い
119 引っ越しがめんどうだから
120 他へ行くよてもないから
121 現在住んでいる特に理由はない
122 仕事場が近いから
123 生まれ育った場所だから
124 職場と家があるから
125 職場が名張OR伊賀市のため
126 家を建てて、職場が近い
127 災害が少ない、仕事の都合
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問2-3「あなたが名張市外へ移りたい理由は何ですか。」　その他意見

番号 内容

1 固定資産税が高い。都市振興税の3年間延長は反対。
2 実家に帰りたい。市に不満はない。
3 ライフラインが不十分
4 冬場が寒すぎるから

5
近鉄の乗り換えのつながりが不便。急行が少なく、人のいない駅に止
まりすぎる

6 車の免許返納後は車なしでは生活が困難…一人ぐらし、つつじが丘
7 労働賃金は安いのに物価が高い（特にガソリン）
8 お金をとりすぎだから（市民から）、若い人が死んでしまう
9 実家に戻る予定がある為
10 もともと大都市に住んでいたからもどりたい
11

地域の活動や消防団など自分の意思と異なる事に参加しなければな
らない

12 車の運転がむずかしい年齢になると不便なので。
13 自宅があるから
14 転勤
15 子供から老後の生活環境に心配があるので一緒に住もうと言われ
16 実家に帰る
17 税金が高い
18 税金、その他の費用が高い
19 車以外に移動手段がない。車がないと不便。
20 中学校が給食でないから
21 車を使用しないと不便
22 都会にあこがれているから
23 住民税が他の市と比べ高いから。また、土地代、家賃も高い。
24

水道料金が高い、固定資産税が安くならない、市議会議員数が多過ぎ
る

25 公共交通機関が少なく不便。周辺地域比して物価が高い。

26
京都市から嫁いで来たので京都市に帰りたいです。生まれも育ちも京
都だから実家、親せき、友達全て京都市なので。

27 自分の実家に帰るため

28

固定資産税が高い、市民に聞かず議会で勝手に可決した。巡回販売
が実施されたがバスものれない山間部の地域まで来ていない現状が
ある。

29 死んだ親が住んでいた家を守るため
30 行政サービスの低下
31 税金に対して何も潤いを感じない
32 雇用がない
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問2-3「あなたが名張市外へ移りたい理由は何ですか。」　その他意見

番号 内容

33 県外への就職が決まったため
34 就職のため
35 車がないと移動に不便だから
36 違う市に住んでみたい為
37 税金が高い
38 免許返納等、車が乗れなくなった場合、交通手段必要
39 他県などに出かけるのに不便。JRや飛行場へ行きにくい。遠い。
40 勤務地がかわるから
41 行政サービスが少ない
42 市の財政に不安がある
43 地元じゃないので。
44 海が好きなので近くに住めたらいいなぁと思う
45 住宅購入
46 年老いた体で生活できるのか不安、サポート体制が不十分
47 教育施設が周囲に少ないから（大学進学のため）
48 夫の転勤のため
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問11-2「あなたが公共交通を利用する主な目的は何ですか。」　その他意見

番号 内容

1 出張
2 息子宅へ
3 帰省
4 親の介護
5 コミュニティバスの利用状況調査
6 自家用車が使えないとき
7 親族、友人との交流
8 用事
9 幼稚園の行事予定
10 子供の家へ行く時
11 出張
12 他県へ子、孫の所へ行く
13 大阪方面に研修受講（仕事の関係）
14 名張の湯、とれなばへ買い物
15 ～協会、～研究会
16 仕事上の学習の為
17 実家に帰省
18 奈良の実家に
19 帰省（故郷）
20 車ででられない時
21 教会参拝
22 出張
23 アルバイト
24 出張
25 講演会
26 子供の学校へ行く時
27 試験や子供の行事等
28 孫に会いにいく
29 ほとんどタクシー高齢のため
30 法要のため
31 実家へ帰る
32 車が無い時、駅まで
33 実家に帰るため
34 仕事（出張等）
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問11-2「あなたが公共交通を利用する主な目的は何ですか。」　その他意見

番号 内容

35 用事
36 遠方の親族と会う
37 出張
38 バイト
39 お墓参り
40 会合出席他
41 身内に会いに行く
42 実家へ帰る
43 他府県に出掛ける時
44 付き添い
45 出張
46 スポーツ観戦
47 帰省
48 お参り等
49 帰省
50 出張
51 家族の所へ
52 帰省
53 急を用する時
54 県人会、町人会のイベント、同窓会の役員会他
55 里帰り
56 旅行
57 主に大阪への利用
58 出張
59 市役所
60 雪の日の通勤
61 帰省
62 出張など
63 子供の学校行事
64 子供の塾の送り迎え、遠方の時
65 仕事で出張の為
66 帰省、バイト
67 ハイキング
68 家族関係
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問11-2「あなたが公共交通を利用する主な目的は何ですか。」　その他意見

番号 内容

69 勉強会
70 実家に帰る
71 出張
72 母の実家に帰省する
73 銀行ATMの利用
74 帰省
75 義実家へ行く時
76 市役所へ行く為
77 出張
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問12「あなたは、名張市の市政に関する情報や地域の情報を何で得ていますか。」その他意見

番号 内容

1 スマホでニュースをみる。
2 You
3 口コミで
4 ユー
5 ＹＯＵ
6 ボランティアさんのLINEのタイムライン
7 you
8 インターネット
9 なし
10 家族
11 ネット
12 You
13 情報を得ようとしていない
14 他人から
15 名張の情報に興味があまりない
16 情報を得ていない
17 You
18 You
19 知人
20 ネット（ＹＯＵ）など
21 夫からの話
22 近所の友だち
23 ＹＯＵ
24 近所の人から
25 友人
26 何も得ていない
27 親から
28 you
29 回覧板
30 情報を得ていない
31 ネットニュース
32 口コミ
33 家族
34 口コミ
35 口コミ
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