
 

 

匝瑳市総合計画策定にかかる 

まちづくり御意見箱 

 

結果報告書 

 

＜まちづくり御意見箱実施要領＞ 

１ 目的 

基本構想及び基本計画の策定にあたり、広く市民のまちづくりに対する意

見や要望等を把握し、計画策定の基礎資料とする。 

 

２ 方法 

（１） 調査対象   主要施設来訪者（市役所､野栄総合支所､八日市場公

民館､市民ふれあいセンター､野栄福祉センター） 

（２） 調査方法   施設のロビーに記入用紙と記入台、回収箱を設置す

る。 

（３） 調査期間   平成１８年７月１０日(月)～８月１６日(水) 

（４） 調査内容   設問は３問で、記述方式で意見を記入する。 

（５） 設  問   「これからどんなまちになってほしいですか」 

            「そのためには、どのようなことをすればよいと考

えますか」 

           「自由意見」    

 

＜ 結 果＞ 

１ 意見数  ３２人 (有効３０人 無効２人) 

（１） 男性   １８人 

（２） 女性    ８人  （不明 ６人） 

 



まちづくり御意見箱に寄せられた意見 

○匝瑳市は、これからどんなまちになって

ほしいですか。 

○そのためには、どのようなことをすればよ

いと考えますか。 
○自由意見 住まい 年齢 性別 

・美しく清潔感のある海岸、砂浜の自然公

園スポット。 

・市の売り物である植木を観光の目玉とし

た、生き生きした緑の町 

・現状は、汚い海岸、古い発想の植木屋の

街(神奈川あたりと比較し、あか抜けない

文化のない街並み) 

・環境、まちづくりの総合デザインを専門家

に依頼すること。実行計画には、ボランティ

アなどやＮＰＯも必要。 

・地元の人と話をしているとあまりに地元中

心の狭い考えでびっくりすることが多い。こ

れではあと何年たってもあまり変わらない。

・私は早期退職し、この６月にこの市に移

住しました。お金もかなり使っています

（２ヶ月１００万円）。もっと魅力ある市

にしないと移住者は来ないと思います。元

住んでいた習志野市でドライブに行った

のは、鴨川、館山、勝浦など南房総です。

北房総には観光スポットが少なすぎるし、

魅力がない。 

堀川 ５７歳 男性 

・世界的にも名の通った日本一の植木のま

ちになってほしい。 

・天神山の公園にいろいろな花木類を植えて、

福島県にある花見山公園の様にしてほしいと

思う。会社組織で植木生産に力を入れる。 

・緑が多いと水と空気がきれいです。健康

第一なので緑の生産は、とてもよいと思い

ます。当市から無職の若者を出さないよう

にする。(体の丈夫な人は全員働くのがＧ

ＯＯＤ) 

平和 ６９歳 男性 

・ゴミのないまち ・ボランティアをして(ゴミ拾いなど)ゴミを

なくす。 

・ポスターみたいなものをはる。 

  

豊栄 １４歳 女性 

・祭りや行事は盛大にやってほしい。 ・市民が協力すれば良い。   飯倉 １５歳 男性 

・みんなが協力する楽しい町 ・人に優しくする。協力してあげる。   宮本 １１歳 女性 

・便利なまち 

・緑のきれいなまち 

・バスの本数を増やす。(不便でしょうがな

い。) 

・駅周辺は、特にゴミで汚い。学生ボランテ

ィアとかやったらどうか？ 

・野栄と合併して治安が悪くなった。 

匝瑳 ２０歳 女性 

・温暖化問題に協力するまち ・車にあまり乗らない。車を造らない。       女性 

・そうですね。元の八日市場の方がなじめ

そう。いきなりどんなまちなのかわからな

いですヨ。 

・税金をもっと市のために役立ててほしいで

す。 

・まずは野栄の地区と仲良く各町内で話し

合いし、市議会さんと話し合いすればよい

と思います。 

中央 ６３歳 男性 



○匝瑳市は、これからどんなまちになって

ほしいですか。 

○そのためには、どのようなことをすればよ

いと考えますか。 
○自由意見 住まい 年齢 性別 

・八日市場市に戻ってほしい。 

・ゴミのないキレイなまちにしたい。 

・ゴミ拾い ・図書館を勉強できる空間にしてほしい。
  ６３歳 男性 

・楽しいまつりをふやしたい。 ・行事をふやす。         

・ゴミの少ない町 ・ゴミは持ち帰る。 

・行事をふやす。 

なし。 
匝瑳 １３歳 女性 

    ・そう堀の道は交通量も多く、車もスピー

ドを出して運転しています。歩行者が危な

いので歩行者が安全に歩けるようにして

ください。 

椿 １６歳 女性 

・市民が住みよい町で、他から住んでみた

いと思う町。 

・若い人が集まるよう考えてほしい。 ・若い人が働ける企業を作ってもらいた

い。 
豊栄 ６９歳 男性 

・防犯の整った、安心なまち 

・教育、福祉、医療の充実 

・防災の確立 

・私欲のない政治、市職員→給料保守，Ｕ

Ｐ目的 

・活動方針、結果の報告 

・目に見える行動 

・各地区住民から消防団の活動費寄付金を

4,000 円から 5,000 円徴収されているが、

毎月行うはずのポンプ点検やミーティン

グ定例会がこの数年行われていないよう

に思える。各分団の活動報告を提出しては

どうか。虚偽の書付のないよう各分団長、

団長の確認も欲しい。大きな行事には参加

していても、いざという火事ＶＣにポンプ

が作動しなかったり、まごついていたりで

は困る。細かな活動日誌をつくり地区にも

報告すべき。 

栄   男性 

・高齢者の多いまちなのでそれなりの方向

に力を入れて欲しい。 

・税金の使い方やあまり施設などを建設しな

い。 

・植木の多いのはよいのですが、道路には

み出しているのは困ります。 
豊栄 ６１歳 女性 

    ・６時のバスでなく４時半ごろがいいで

す。 
      

    ・保険証が家族別々の小さなカード型でな

いのは不便です。別々にしてください。 市内     



○匝瑳市は、これからどんなまちになって

ほしいですか。 

○そのためには、どのようなことをすればよ

いと考えますか。 
○自由意見 住まい 年齢 性別 

・安心して子どもを育てられるまち ・医療補助 

  現行４歳→６歳等 

・ゴミ袋が高すぎる。 

・あれで燃やすな！はおかしい。（燃やし

ている家もある。） 
椿 ３２歳 男性 

・野栄地区、八日市場地区と分けて考えな

い平等な政治、産業発展をして欲しい。 

・合理的や一部の私欲にとらわれず、将来

的に子供たちの育成、安全を心がけて欲し

い。（まず子供らは宝であり、第一に考え

て欲しい。） 

・議員、市職員のための市政ではなく、住

民のため、市の財産を発展させることを大

事にして欲しい。 

・議会、市職員の声ばかりでなく市民の言葉

をこのようなアンケートでもよいので常に常

備しておき、少数の意見でも重要と思えば取

り上げ改善して欲しい。 

・小学校、中学校、保育園、幼稚園のＰＴＡ

連合会らとも密接に連絡を取り合い相互で提

起、実行できるような方針をお願いしたい。

・旧八日市場スタイルが継続しているようだ

が、再度検討しあい改善していく姿勢が欲し

い。 

・防災行政無線の時報チャイムは、現在の

時刻は不便であり意味がうすい。朝６時の

方が起床の時刻には最適だと思う。７時で

は遅すぎる、通学、通勤の出発の目安にな

っているのかな？その頃はもう時計を見

ながら仕度しているので不用。 

・昼１２時は遅い。11:30 の方があと 30

分で正午だと目安になり都合がつけやす

い。夕方 6時では冬期では真っ暗だし、残

業終了の目安にしかならない。夕方 5時な

ら子どもらの目安になっていた。八日市場

住民も旧野栄時報の方が便利だという声

も聞く） 

野栄 ４１歳 男性 

・平和な町をつくる。 ・町を国民のための町づくりをする。   
旭 ６０歳 男性 

・車の通らない子供が楽しく横に並んで歩

ける道を作ってほしい。 

・お隣さんや各戸皆さんのお付き合いを５０

年程度昔に返って他人の子供でも怒るときは

怒ること。 

・どこでもあいさつの徹底から 

豊栄 ６４歳 男性 

・老人、子供らのための市政、教育、福祉、

医療 

・産業発展 

・給食センターの充実。合理的なサイクル料

理。工場ではなく地産地消の安全、良質な食

材で手作りモットウとした温かい真心のこも

った給食を望みたい。野栄給食センターはＴ

Ｖ局が取材にくるほどのお手本のセンターで

あり、力を入れている。 

・地元びいきな市政ではなく、広く、公平

な市政をお願いしたい。 

      



○匝瑳市は、これからどんなまちになって

ほしいですか。 

○そのためには、どのようなことをすればよ

いと考えますか。 
○自由意見 住まい 年齢 性別 

・合理的でないまち 

・まちを良くしよう。安全で住みやすいま

ち 

・各分団、消防団の活動が不明・・・大行

事くらいしか活動していない。日曜日等は

水出し（ポンプ）の点検もしていない。 

・市民を思う政治・ボランティア募集・文化

団体の保護活動・平等・ＰＴＡの活発化・消

防団活動の明確さ・子供の教育・青年団サー

クル設立 

・区長の活躍・・・名前だけのハイ、ハイ

はだめ。地区役員との連携 

・地区自治会･実行組合等の活性化を促す。
栄   男性 

・子供の親の教育・・・セミナー、講演会 

・防犯、防災・・・・子供の安全の確立･

防犯パトロール設立、消防団の教育･活動

の見直し（手当金、出席参加の真実） 

・補助金・・・合併により補助金が減額さ

れ厳しい。古新聞、空き缶、リサイクル補

助金が２０万円も減額は驚いた。 

・合理化だけではなく大事なところには力を

注いで欲しい。各学校で防犯パトロールを編

成し行っている小学校もあるが一部だけ。防

犯協会、警察、各団体等で本格的なパトロー

ル見守り隊を設立してＰＲしてはどうか。 

・防災無線の活用・・栄小ＰＴＡの提言によ

りＰ連より市へ４：３０の児童見守りメッセ

ージが流れるようになったと聞く。今後も続

けて欲しい。騒音だという苦情は考えが浅い。

・通学路の安全と点検。歩道、交差点、一

時停止、止まれの標識の設備の充実をお願

いしたい。カーブミラーも汚れて見えなか

ったり夏期の草の伸長で視界が悪い。 

      

・農業を中心とした街だと思いますが、植

木は全国一だと聞いております。「八日市

場の植木」を全国ブランドに育てる施策は

絶対に必要だと思います。 

・八日市場の観光の目玉は、なんと言って

も夏場に集中する祭りだと思います。もっ

と力を入れてＰＲしたらいかがですか。 

・役所が中心になり、プロジェクトを作って、

全国に情報を発信する必要があります。「八

日市場名物、大植木博」を開催するくらいの

パワーが必要です。 

・観光協会や商工会が中心になり「八日市場

の祭り」をＰＲしましょう。｢八重垣神社｣だ

けに限らず、全体として考えることが大事。

・他市からは眠っている街のようなイメー

ジがあるようです。もっと自分たちの持っ

ているよいところを積極的に生かしてい

くことが必要で、下手なセクショナリズム

を廃していかなければ街の発展は見込め

ません。 

下富谷 ６５歳 男性 

・夕張市のようになってもらいたくない。

健全財政の市を希望 

・税の徴収に力を入れる。 

・健保、市税をごく小額ずつ払って保険証を

もらい続け、パチンコ代や酒代に使っている

市民が多い。厳しい請求もないし、古くなる

と税金はチャラになると話している人が多

い。本当か。 

・駅近くの旧タバコ組合の土地は売却す

る。条件は、個人の住宅専用地として売る。

(分譲地)市の発展と市税の増収につなが

る。 
中央 ６２歳 女性 



○匝瑳市は、これからどんなまちになって

ほしいですか。 

○そのためには、どのようなことをすればよ

いと考えますか。 
○自由意見 住まい 年齢 性別 

    ・介護予防の充実(マンパワーの確保) 

・プール等施設の充実 
野田 ５４歳 男性 

・ゴミのないまち ・ゴミゼロ運動 ・ゴミを捨てない。       

・不法投棄のない町、犯罪のない町 

・不審者の寄りつかない町 

子供が健やかに安全に、また、教育、運動

の整った施設や学校に。 

・ＩＴ普及 

・少子化ストップ、老人保護サービス 

・地域の交流あるふれあいのまち 

・不法投棄、不審者抑止活動、ﾊﾟﾄﾛｰﾙ隊の結

成 

・親、教師の教育（セミナー、研修、講演会)

・スポーツ指導者の育成 

・スポーツ教室の充実 

・パソコン教室を安価で実施 

・文化･芸能団体団体の助成や後継者の育成 

・地域ごとの交流親睦会 

（道路標識・歩道・道路の整備、排水溝や生

活排水の整備） 

・おはやしや和太鼓、まつり団体の活動の

場をつくり育成、伝統芸能の保存(神楽、

獅子舞) 

・カラオケのまちで 30 年前に野栄町が有

名になったが、何か名物になることを探

す、まちおこしに。 

・砂地が多いのでソバをつくり、ソバのま

ちにしてはどうか。 

・区長会の活性化・・ワンパターン化して

いて今までどおりな企画、会議ばかりでは

困る。行事を面倒がっている。 

市内 ４１歳 男性 

・知名度を上げたい。観光客、就職多く、

ＴＶロケ地 

・子供の育成・保全 

・住民のことを考えた市政 

・市職員、議員のための匝瑳市ではいけな

い。 

・地域差別のない平等なまち 

・若者や子供の多いまち 

・名産、名物をつくる。広報、ＰＲ． 

・ＰＴＡ、学校への補助金（研修、セミナー）、

進学私立中学校の設立 

・住みやすさ、便利さ、安心感とはを究明し

実行する。住民の要望を聞く、アンケート･

目安箱を設置して関心を持つ。 

・個人の保身(給料とか)を思うのでなく、将

来も考えたまちづくりをして住民のことを第

1に思う。 

・過疎化しない。 

・企業誘致、スポーツ施設、教育、保全 

・匝瑳市を読めない人もいるので、読み仮

名つきでＰＲを。 

・ふれあいパークやチューリップまつりな

どを市外のお客にＰＲ 

・子供の安全のためにも PTA から市への要

望、アンケートを募り応える。今年は実現

しなかった。旧野栄町時代は、アンケート

から抜粋して町へ要望書を出していた。 

・交通事故多発地の標識を設置する。信号

が無理なら停止標識や道路ペイントなど

を増やしたり、注意できるようにしたい。

通学路の歩道の完備。 

川辺 ４１歳 男性 

 


