「まちづくり御意見箱」へ寄せられた意見
番号

分野

1 市広報

2 結婚相談

意見内容

市の考え方

新聞を取らないので、広報が届かない。今までは、区長が配
布してくれたのですが・・。市の催し物がまったく分からない
ので、とても困っています。改善してください。
結婚しない(できない)男性が多い。特に自営業は出会いがな
い。
市で企画して、お見合いパーティー(参加型活動など）を実
施してください。
他の県、市町村を参考にしてみてはどうですか。
電車の本数をもっと増やすようにＪＲと協議してくださるよ
うによろしくお願いいたします。

新聞未講読世帯へは広報を送付いたしま
すので、秘書課まで連絡をお願いいたしま
す。（秘書課）
後継者対策のみならず、少子高齢化対策
や地域コミュニティの活性化の観点から
も、事業化について検討していきます。
（企画課）

意見者
地区 年齢 性別

設置場所

野手

35

女 2007/4/13 公民館

野手

29

男

2007/2/2

公民館

男

2007/3/2

公民館

市民の重要な足であるＪＲ総武本線の利
便性の向上については、千葉県ＪＲ線複線
化等促進期成同盟等を通じて周辺市町村等
と連携してＪＲに要望しています。平成１ 豊栄
3 電車増便
17
９年度においても、複線化や快速列車の延 飯倉台
伸、車両整備等について要望したところで
す。引き続き、こうした要望を行っていき
ます。（企画課）
匝瑳市を観光地にするには、まず、八日市場駅をスイカ定期
ＪＲに対し、施設の整備・充実を要望し
八日市
4 ＪＲ
券を使用できるようにして欲しい。他の方から観光に来るお客 ていきます。（企画課）
45
場地区
さんからクレームが出ています。
匝瑳市になり１年も過ぎ、ここまで来たかということかも知
御意見として伺います。（企画課）
れないのに、昭和３０年頃は住みよいまちでしたが、今日、平
成になって少子になり、八日市場のまちは祭りのほかに何にも
ない？ よかっぺ祭りもいいけど、中央は野栄のまちに出遅れ
ている感じじゃないの！ これからは市役所企画としては、自
中央
5 まちづくり
64
分でよりよいまち、住みよいことを考えて、調整班としてはみ
ホ
んなで話し、匝瑳のまちをもっとよりよい村づくりを希望いた
します。
ふるさと遠いけど、人間一人がもっと八日市場のために協力
いたしたいと思います。(中央第３部)
市長さん、4年間、ご苦労様？ これからは、気分を直して
ＮＨＫの公開番組やバレーボールなどの
長生きしてくださいませ。
大会誘致を毎年要望しています。
匝瑳市は、これからは難しくなりますけれど、いろいろある
本年度は、ＮＨＫラジオの公開番組「ふ
けれど、江波戸市長のできないこと事をやる事と思います。
るさと自慢うた自慢｣の収録を、12月7日に
6 イベント
中央
八日市場は、海の方とか、美術館とかの方向と、せっかく
ドームで予定しています。
ドームがあるのなら、全国の催しの開催をお願いします。
全国規模のイベントは、市単独では開催
できないため、関係主催機関での会場選定
が必要です。（企画課）
こんにちは？ 匝瑳市１周年ですね。毎日なす事、どうなの
御意見として伺います。（企画課）
中央
7 感想
63
かなア！ １日１日なんとなく過ぎる。ともかく私も、６０歳
ホ
1

回収日

男 2007/5/18 公民館

男 2007/3/16 公民館

男

2007/2/2

公民館

男 2007/2/16 公民館

番号

分野

8 意見

9 全般

10 防災無線

11 防災無線

市の考え方

意見内容

すぎてすることもなく、今日も明日も、なんとなく朝おきて、
朝日を浴びて図書館にチャリンコで来ています。
今年も暖冬で、いろいろありますけれど、匝瑳市になり、私
も６０歳を過ぎますけれど、元の八日市場が良かったかなと思
う今日この頃と思います。
この意見書で、どんな意見が出されているか知りたい。広報
市のホームページで公表していきます。
して欲しい。
（企画課）
合併後、行事(出初式、議会ｅｔｃ）が、みんな、八日市場
出初式等の多数の方が参加する行事は、
で行われるようになってしまい、野栄で商売している人が面白 開催場所のスペースの関係から旧八日市場
くありません。
の区域の施設で実施しています。しかし、
議会の委員会を支所で開催するなど各種行
事においては、支所での開催も随時行って
います。また、今後、総合支所、福祉セン
ター、農村環境改善センターの一体的な位
置づけの見直し等の施設利用について、検
討していきます。（総務課）
合併して違和感がまずあったのは、時報チャイムです。朝･
時報チャイムの放送時刻については、合
夕は少し不便ですがまあ理解するとしても、夜６時は意味ない 併協議の中で協議・検討を行い、現行のと
です。夏期の日の長いころはまあとしても、真っ暗な時間に
おり統一を図ったところです。再度の放送
鳴っても助かりません。残業上がりの合図でしょうか？ 外で 時刻の変更は、逆に混乱を招くことも考え
仕事をする者にとっては、あの時報が役立つのです。室内仕事 られ、現在のところは変更の予定はありま
なら時計を見やすいですが、外で仕事をしていると腕時計を服 せん。（総務課）
の袖を手繰って確認していられないのです。昼１２時に鳴りま
すが、遅いです。鳴るのが１１：３０なら正午まで３０分だな
と準備できますよね。段取りができる。夕方５時も同様、子供
らも５時に鳴るから帰宅を促す役割でした。
現在、４時に児童らへのメッセージ放送が流れるようになっ
て、４時だなと確認できるようになりましたが・・。この教育
委員会からのメッセージ放送が役立っているようで、あちらこ
ちらで耳にします。時報時刻が不便だと始めは苦情が多かった
と思いますが、今は無いからもう慣れたのであろうと職員の方
が言ってましたが違います。慣れたのではなく、あきらめだし
たんです。八日市場地区でも、野栄地区に近い方は、前の方が
良かったと話していますよ。全て八日市場流は安易です。会議
で決まったとはいえ、流動的決定ではなかったですか？便利な
活用を第１にして欲しいです。
八街市の防災無線では、３時の小学生の下校時に、下校生徒
不審者警戒、犯罪抑止に関する防災無線
の見守りを地域に告げ、また、不審者等を見つければ警察通報 放送については、匝瑳警察署及び防犯担当
をしてくれとアピールするメッセージを出して抑止している。 課である環境生活課、教育委員会と協議・
現在の匝瑳市のｐｍ４時のメッセージ放送はありがたいが、も 調整の上、検討していきます。
2

意見者
地区 年齢 性別

回収日

設置場所

-

-

-

2007/6/8

公民館

野手

29

男

2007/2/2

公民館

-

-

-

2007/3/2

市役所

蕪里

-

-

2007/3/30 市役所

番号

分野

意見内容

市の考え方

う少し抑止メッセージを増やしても良いかなと思う。時刻も告
げるので、時報の役割もあり便利だ。
時報的な放送ももっとあったらなと思う。時報チャイムはあ
るが、あの時刻ではあわてるきっかけの時刻という気がする。
昼１２時では遅い。正午３０分前が理にかなっている。夕方６
時にも鳴るが、冬季は真っ暗なころに鳴ってもじゃまなだけ。
５時がよい。野栄町時代は家が近いので便利だった。便利な放
送が望ましい。市民のためになる放送、旧八日市場制にとらわ
れない新しい匝瑳市を偏見なく考えて欲しい。
各区長に、各地域で座談会でも行っていろんな意見を聞いた
りして区長会議で話し合ってはどうか。
入口に立っているフロアマネージャーについてですが、ただ
入口に立って案内するだけでなく、何か他の仕事もさせるべき
だと思います。ただヒマそうに入口のあたりをぶらぶらしてい
るのを見ると、非常に不快です。民間の会社だったら、クレー
ムがきます。他の仕事をするべきだと思う。二つの仕事をする
のは可能だと思う。ヒマそうに、1日立ってぶらぶらしている
のを見るとムカツク！

また、時報チャイムの放送時刻について
は、合併協議の中で協議・検討を行い、現
行のとおり統一を図ったところです。再度
の放送時刻の変更は、逆に混乱を招くこと
も考えられ、現在のところは変更の予定は
ありません。（総務課）

フロアマネージャーは、市町の合併を機
に実施し、全庁の職員が交替で庁舎案内等
のサービスに努めているところです。市民
の皆さんからは、概ね好評をいただいてい
12 窓口
ますが、中には改善を求める御意見も伺っ
ています。現在、今後の実施方法等につい
て見直しを行いたく、あるべき姿を検討し
ているところです。（総務課）
第２の夕張市とするな（健全財政を目指す)
少子高齢化等の社会情勢に対応した継続
①ボランティアを中心にする。
的な行政運営を図るとともに、匝瑳市の行
ア 市議会議員を１／５とし、給与を半減する。（市議も有給 財政の健全化のための指針として平成18年
ボランティア)
12月に匝瑳市行財政改革大綱を策定しまし
イ ボランティアをフルに活用する。
た。
13 行財政改革 ウ ボランティアの養成に力を入れる。
今後は同大綱に基づき、行財政改革を推
②職員を２／３にする。行政組織を合理化する。仕事による縦 進していきます。（総務課）
割りではなくグループで複数の業務を分担し、常に一定の仕事
量とし、残業もなくす。
③市民の健康づくりに力を入れる。スポーツ・体操の啓発を展
開する。国保の支出を抑える。
仕事帰り(午後１０時以降)に役所前の国道を通りますが、３
業務の関係では、事業の内容によって
階の一部がいつもピカピカに輝いている部屋があります。休日 は、業務量が集中的に膨大になることがあ
も時々点灯している。そんな遅くまで仕事をしているのでしょ ることをまず、御理解いただきたい。ただ
うか？ 経費節減が取り上げられている昨今、夕張市の二の舞 し、慢性的な残業は工夫をしながら減らす
にならないようご検討をお願いします。
とともに、総務課と担当課が予算執行の
14 残業
チェックを毎月行い、業務管理に努めてい
るところです。また、時間外手当は、市の
行革大綱でも５年間に２０％の削減方針を
打ち出し、現在取り組んでいるところで
す。（総務課）
3

意見者
地区 年齢 性別

回収日

設置場所

市内

-

-

2007/5/18 市役所

中央

70

男 2007/5/18 市役所

中央
ホ

50

男 2007/3/30 市役所

番号

分野

市の考え方

意見内容

市役所の人間が仕事をしていない。何をしている人ですか？
15 職員
あいさつ、声かけ等、市民サービスが現状では不十分。市長
以下、すべての職員が実践しなければならない。
16

職員サービ
スの向上

職員の態度ですが、どの方も、こっちに自分の非がないとい
うところから説明なり、言い訳をするので、改めたほうがよ
17 職員
い。保身に回らず、他の方のミスを含め、みんなでフォローす
る誠実さが欲しい。特に若い女性職員とアバウトで言葉を選ば
ない方、注意要す！
将来の匝瑳市の財政が不安です。夕張市にならないように、
財政健全化 景気がよくなり出している今から対策を練るようにお願いしま
18
す。

仕事をしていない職員はいないものと承
知しています。職員は名札を付けています
匝瑳 32
ので、そのようにお感じになった場合は職
員名をお知らせください。（総務課）
職員の接遇向上については重要性を認識
するとともに、折に触れて職員への周知や
研修を実施するなど、向上に努めてきたと
中央 70
ころです。今回、御指摘をいただきました
ので、さらに市民満足度を高められるよう
指導していきます。（総務課）
職員の接遇向上については重要性を認識
するとともに、折に触れて職員への周知や
研修を実施するなど、向上に努めてきたと
ころです。御指摘を真しに受け止め、改善
を図るよう指導していきます。（総務課）
匝瑳市行政改革大綱を基本に、職員定数
の削減や徹底した経費の抑制に努め、歳入 豊栄
17
に見合った歳出への財政構造の転換を図り 飯倉台
ます。（財政課）
看板を駐車場に設置してあります。（財
政課）
-

市役所等の駐車場管理について
１不審車両のナンバーをメモする。
19 庁舎管理
２事故･盗難等は責任を負わない。看板を出す。
二者択一でお願いします。
今何をするにも免許証を持っていない身だと健康保険証ない
今後も引き続き、広報等を利用して、公
20 身分証明 とダメ。旭市みたいにカードでお願い。
的な身分証明書として使用できる住民基本
台帳カードの普及を図ります。（市民課）
いつも、プラスチックの分別をしながら本当にリサイクルさ
匝瑳市ほか二町環境衛生組合と連携し、
21 リサイクル れているのかと疑わしくなります。広報紙でリサイクルの様子 市民との情報の共有に努力します。（環境
を教えてください。
生活課）
資源ごみの小さい袋を作ってください。大きい袋は使い勝手
匝瑳市ほか二町環境衛生組合へご意見を
22 ごみ袋
が悪いです。
報告します。（環境生活課）
家庭用生ごみ処理機を購入した場合、最高額2万円まで購入
市の予算は市民の税金で成り立っていま
額の１／３を補助するといっていますが、匝瑳市内の電気店で すので、地元還元（地元商店の育成）とい
購入した物品のみ支給するというのは、おかしくないですか？ う考え方を取り入れているためです。ご理
23 ごみ
生ごみ処理機を購入し使用するって事は、環境のためであっ
解をお願いいたします。（環境生活課）
て、地元の電気店で購入する・しないは問題ではないとおもう
のですが！！ なぜ、地元の電気店のみなのか理由が知りたい
です。
ごみのないきれいなまちをつくるために、みんなが協力して
市においても、広報誌やホームページあ
24 ごみ
いけばきれいなまちになると思います。一人ひとりが一つにな るいは広告看板等いろいろな方法で呼びか
4

意見者
地区 年齢 性別

女

回収日

設置場所

2007/3/2

公民館

男 2007/5/18 市役所

-

2007/5/18 市役所

男

2007/3/2

公民館

男

2007/2/2

市役所

川辺

64

女 2007/3/16

支所

中央

50

女 2007/2/16 公民館

-

43

男 2007/4/13 公民館

仲台

43

女 2007/5/18 市役所

市内

19

男 2007/5/18 市役所

番号

分野

25 ごみ

市の考え方

意見内容

ることで、たくさんの物事が一つになるので、ごみなどをきち
んとマナーを守り千葉県で一番きれいなまちづくりを目指して
頑張りたいと思っております。
木のぬくもりをもう一度甦らせて、植木のまち匝瑳市のよい
ところをたくさんの人に見てもらい、ごみを捨てない、きちん
と分別するということを考え心がけていれば必ずきれいなまち
は取り戻せます。
ごみを家で燃やしている人が結構いらっしゃるようです。分
別をしてまじめにごみ袋を購入している自分がばかばかしく思
えることもあります。洗濯物に煙のにおいは着くし、朝･夕の
家にいるときぐらい、窓を開けて換気をしようとしても、ごみ
を燃やす煙のにおい(ビニールもの)がして、気分が悪くなると
きもあります。
庭の植木の枝も、業者さん（植木屋さん)に処分料を払って
いるのに、仕事で出たごみまで、自分の空き地で空き地で燃や
している業者さんもいらっしゃるようで、本当に頭にきます。
もっと忠告や見回りをお願いします。ゴミ袋の値段も高いと思
われますので、皆さんが出しやすくなるよう見直しをしていた
だきたいです。自分が一生懸命分別していても、お年寄りはみ
んな昔から家で燃やしていると言われるとがっかりします。
もっとごみについて、指導をお願いします。
ゴミ袋の値段が高すぎます。

5

回収日

設置場所

けていきます。（環境生活課）

一部の例外事項がありますが、法律で野
外焼却は禁止されています。市の広報誌及
び市のホームページにて周知されるよう、
努力しているところです。
今後とも、関係機関と連携をとりなが
ら、周知されるよう推進していきます。
また、ごみ袋の値段については、匝瑳市
ほか二町環境衛生組合へご意見を報告しま
す。（環境生活課）

匝瑳市ほか二町環境衛生組合へご意見を
報告します。（環境生活課）
バスをもっと出してください。１人２００円、３００円でも
市内循環バス利用向上対策委員会を２年
良いから頼みます。
ごとに開催して、こうした御意見への対応
市内循環バ
27
を協議することになっています。委員会の
ス
次期開催予定は、平成２０年度です。（環
境生活課）
いつもお世話にあります。普段は東京に住んでおりますが、
同上
循環バスに乗り、あまりにも不合理なルートの取り方にみんな
28 循環バス 納得しておりません。ただ野栄地区を入れるということで、民
家のない田んぼの中を走るということ、ちょっと考え直してく
ださい。
バスの時刻が変わって、大変迷惑しています。半日しか働け
同上
29 循環バス
なくなりました。元に戻してくれるよう強く希望します。
循環バスの本数を、できたら、1時間に1本あるといのです
市内循環バス利用向上対策委員会を２年
が・・。
毎に開催をして検討することとしておりま
30 循環バス
すので、この会議の中で対応を協議しま
す。委員会の開催時期は、平成２０年度を
予定しています。（環境生活課）
26 ごみ

意見者
地区 年齢 性別

市内

43

女

2007/6/8

公民館

吉田

31

女

2007/6/8

市役所

-

-

-

2007/2/16 市役所

-

68

女 2007/4/13

市内

38

女 2007/4/13 市役所

吉田

17

女

2007/6/8

支所

公民館

番号

分野

市の考え方

意見内容

防犯指導員、交通安全協会役員、青少年指導者等、各地区に
存在するので、区長とも連絡を取り合い、防犯・教育･交通安
全など、地域の発展のためになる会議を開いて欲しい。
旧八日市場市から継続して野栄地区でも地区コミュニティ活
動の助成金が出るようになったが、まだ、各地区住民には理解
されていないと思う。昨年、一部地区のみ助成金が出された
が、他の地区は、それさえ知らされていない。堀川地区の夏の
祇園祭、栢田地区のバレーボール大会、野手の盆踊りの３地区
だけ行われたようだ。川辺、今泉、新堀の地区にはなかった。
川辺地区の住民の一人が、夏休みにコミュニティセンターに
集まり、勉強したり、レクリエーションをしたり、その母親ら
も昼食にカレーライスを作り、食べさせる行事を企画実施した
コミュニ が、そのコミュニティ事業として補助金は出るかと会議で質問
32 ティ活動補 したそうですが、認められなかったそうです。天神講や子ども
助
会といった行事ではないのですが、取り合ってもらえなかった
との事です。
野栄地区では、一部の地区補助のほかに、ウォーキングやユ
ニカールなどの大行事で消化して実施に向けるようで、各地区
で説明することはせずにいく方針なんでしょうか？ 八日市場
地区の申請許可された事業を見ると、クリスマス会やカラオ
ケ、バスハイク的な行事も各地区で申し込んで認められていま
すよね。

市として、関係機関と連携をとりなが
ら、様々な場で協議・連携が進むよう促進
をしているところです。（環境生活課）
野栄地区には、野手・栄に区長会を中心
とした２団体の地域振興協議会が組織さ
れ、年間事業計画を立て事業を実施してお
ります。
実施対象事業は、まつり、運動会、ス
ポーツ大会、文化祭、芸能大会などで活動
予算が各地区で決まっております。地区の
取組む事業については、地区地域振興協議
会が決定をし、市に活動補助金の申請をし
ておりますので地区地域振興協議会とよく
相談をしてください。（環境生活課）
旧八日市場市で実施されていた地域振興
協議会は、平成１８年８月に旧野栄町でも
設立されたところです。合併まもないとい
うこともあり、区長さんを中心に地域振興
協議会委員が選出され、総会などで事業等
が協議されました。
今後は、様々な機会を通じて、地域振興
の推進ＰＲを住民の方に広く周知をしてい
きたいと考えております。（野栄総合支
所）
地区コミュニティで各地区に行事の補助金が出ますが、野栄
同上
地区の住民にはあまり知られていません。各地区で行事があま
り行われていないのなら、区長が働きかけ、こういった補助金
もあることを住民に知らせ自主的に懇親会(親睦)を地域で行う
コミュニ よいきっかけになると思うが、区長自身に活力・行動力がな
33 ティ活動補 い。また、旧役場職員も望んでいないのでと思う。野栄地区全
助
体でウォーキングとかを遠方まで行き、みんなでやって補助金
は使って事業をやったことにしようという思惑なのでしょう
か？簡単ですからね、そのほうが。ＰＴＡとも連携しているの
ですし、学校側と話し合ってはどうでしょう。第1回目の会議
以来、ＰＴＡは呼ばれていないと聞きますが・・。
防災行政無線で老人の交通事故防止を呼びかけているが、確
春と秋の２回、高齢者交通安全教室を実
かに危険な姿をたびたび見かける。交通ルールを知らないの
施しています。また、高齢者が集まる場所
交通安全
34
か？ マナーが気にならないのか？ 命が惜しくないのかな？ （老人クラブ会合など）に出向いての出前
(高齢者)
と思う。免許証を持っていたり、持っていた老人は、ある程度 交通安全教室にも積極的に取組んでおりま
は理解しているはずだが、それでも、うっかりや安全確認を
すので、今後も随時このような取り組みを
31

コミュニ
ティ活動

6

意見者
地区 年齢 性別

回収日

設置場所

-

-

-

2007/6/8

公民館

市内

-

女

2007/3/2

市役所

-

-

-

2007/6/8

市役所

野栄

-

男 2007/3/30 市役所

番号

分野

35 不審者対策

意見内容

市の考え方

怠ったりしがちです。自転車を利用する老人も危険です。昔の
人は、自転車を乗り始める際に助走して勢いを付けてサドルに
座り運転を始める。手間がかかるので、交差点や道路横断する
のに一旦停止するのが嫌いらしい。乗り続けながらタイミング
を計り、右左折したり、横断している。停止しないで、いきな
り方向転換してくるからドキッとする。自分は車の運転中に老
人を見つけたら注意せねばと念じる。何をするか分からないか
ら・・。老人の交通安全指導をやるべきと思います。
もう一つ、農道を始め、狭い路地、住宅地付近に交通標識を
増やすべきです。一時停止の道路ペイントでも良いし、工夫か
らも安全が増えます。
春季になると不審者の出没もあり、防犯協会や警察、ＰＴ
Ａ、交通安全協会等でのパトロール強化をお願いしたいです。

続けていきます。
標識等は、道路管理者または交通管理者
が設置するものですが、現況を確認し、
個々の状況に合った対応を進めています。
（環境生活課）

独居暮しがどんどん増えている中で、特に夜間の見回りな
ど、警察との連携をとり、防犯に力を入れて欲しいです。ぜ
ひ、お願いします。
36 防犯

37 防災無線

防災無線での不審者警戒、１１０番通報の情報を放送願いま
す。
ア
イ
険

駅前交番の活用、パトロールの強化、ボランティアの活用
歩道の整備。現状、登下校の児童生徒、高齢者は極めて危

38 安全なまち

早朝、山中を散歩していると、犬を放している人がよくい
犬の放し飼 る。犬が嫌いな人は、それを見ただけで、もうその場所を歩け
39
い
なくなってしまいます。犬の放し飼い、ロープを繋がないでの
散歩は固く禁じるようポスターなどで周知させていただきた
7

意見者
地区 年齢 性別

不審者情報を警察・市・防犯協会などと
共有しながら、匝瑳市防犯協会各支部と警
察と市と学校で連携を図り,パトロールの
充実を図っていきます。（環境生活課）
ボランティア組織の匝瑳市防犯協会が毎
月、日を決めパトロールを実施していま
す。青色回転灯を車載したパトロール車
八日市
で、夜間のパトロールも積極的に取組んで
77
場
いきます。また、警察・市・防犯協会等で
情報を共有し、犯罪の未然防止の強化にも
努めています。（環境生活課）
不審者などの情報は警察が把握をしてお
り、警察から防災無線での放送要請があっ
た場合は、市民のみなさまに防災無線によ
り情報を提供します。（環境生活課）
駅前交番の積極的な活用を警察に働きか
けると共に、警察・市・ボランティア団体
と連携を図りながらパトロールの強化を図
ります。（環境生活課）
歩行者の安全確保は重要な施策です。本
中央 70
市では、道路の拡幅と一体的に歩道の整備
を実施していますが、要望か所について
は、公共性、必要性等を検討し、用地等が
確保されれば、整備に取組みます。（建設
課）
犬の放し飼いついては周囲に迷惑をかけ
る可能性があることを、広報・ポスター等
55
で周知するように心がけていますが、なか
なか浸透しないのが現状です。

-

回収日

設置場所

2007/3/30 市役所

女 2007/4/13 市役所

-

2007/6/8

公民館

男 2007/5/18 市役所

男 2007/7/10 公民館

番号

分野

市の考え方

意見内容

い。

さらに緑を増やし、少しでも温暖化をなくすことがよいと思
います。
40

地球温暖化
対策

今、農業(米作等)は高齢者だけになり、１俵１万円を切る時
代が間近だと思う。１万円以下だと、諸費を引くと０(ゼロ)に
近い状態で今後の生活が不安になる人が多いと思う。それにつ
けて今、米を利用してエタノール化し、油を作ることを秋田県
が始めているとテレビ等で見ているが、どんなものか？ イン
ターネットや視察等をして、検討してみてはどうか。プラント
を立ち上げて、採算が取れるものかどうか。不作の年には望み
もあるが、外国から入る米が多くなると、生活保護の世帯が多
くなるのではと心配する。
41 農業

ア 荒れた山林、空き地、田畑をなくす厳しい条例をつくる。
所有者に草刈を命ずることができるようにする。所有者ができ
なければ、ボランティアを活用する。豊かな里山の自然を回復
緑のまちづ できなければ日本一の植木のまちとは言いがたい
42 くりと産業 イ 特産品、地産品、観光等。大浦ごぼう、せり等のみやげ物
の振興
にもなる美味な食品の開発販売。飯高檀林、ハリストス聖教会
への案内の一層の整備。ウォーキングコースの整備。
ウ 里山の遊び。子供たちも、きのこ狩り、わらび採りｅｔ
ｃ、楽しめるようにする。（昔は学校で楽しんだ)
8

飼育は他人に危害を及ぼさないように管
理する責任があることを誰もが意識するよ
う、今後も周知には努めていきます。（環
境生活課）
さらに緑を増やし、少しでも温暖化をな
くすことがよいと思います。地球温暖化を
防止するためには、地域ぐるみの協力・連
携が不可欠であると考えます。
現在、市では、地球温暖化防止に向けた
地域計画の策定を検討しており、緑化推進
と合わせて地球温暖化防止に向けた取り組
みを推進していきます。（環境生活課）
お米を利用してエタノールを生産するこ
とは、まだ実験段階ではありますが可能に
なっております。現在の製造技術レベルで
１俵あたりエタノールを２６．８ℓ製造が
可能とのことです。問題はコストです。現
在のガソリン価格を目安に設定すると、米
１キロ２０円（１俵あたり１，２００円）
が目標価格となるようです。新潟県での実
証の場合でも１キロ５０円を超える見通し
です。現時点ではコストを度外視して行っ
ていますので、ガソリン税の減税などの条
件整備がないと実用化は難しいと思われま
す。以上のような価格面での問題からプラ
ントに関しても採算の取れる見込みが低い
のが現状です。また、所得向上対策として
は市内の農業者団体が集まり組織した｢そ
うさの米研究会｣において現在、高付加価
値のブランド化米の生産・販売についての
取り組みを行っています。(産業振興課)
ふれあいパーク八日市場を拠点として里
山ハイキングを年２，３回実施していま
す。皆さんが気軽に参加できるようなイベ
ントを計画していきます。
大浦ごぼう等の特産品を使った料理の提
供やみやげ物などの商品開発、それを観光
資源として活用することは、本市の産業振
興にとって大変重要な課題です。一例で
は、青年会議所が地場産品を使ったお菓子

意見者
地区 年齢 性別

回収日

設置場所

匝瑳

11

男 2007/7/10 公民館

野田

69

女

中央

70

男 2007/5/18 市役所

2007/3/2

市役所

番号

43

分野

農道の交通
標識

市の考え方

意見内容

農道交差点での事故が多いので、一時停止の標識を増やして
欲しい。（交差点があると気づかずに飛び出してくる）

大きなデパートが建ってほしい。

44 商業

市も観光にもっと力を入れてください。すばらしい自然がた
くさんある市です。もっとアピールしてください。
（海岸地域が寂れてしまいます。）
45 海岸観光

観光
46 商店街
雇用の場

私は、飯高地区などにある飯高寺や飯高神社、黄門桜などを
もっと有効利用すべきだと考えています。あれだけすばらしい
物があるのにもったいないと幼い頃から思っていました。匝瑳
(八日市場)市は、物を作るのはいいが、その後の管理が手抜き
になっていることが多いと思っている。ただ作るだけであっ
9

コンテストを実施し、ふれあいパーク八日
市場でも大浦ごぼうを使った料理の提供を
計画する等、各団体で積極的に取り組まれ
ています。
また、飯高寺を中心とした「ふるさと自
然散策道」は、案内板の設置やパンフを整
備しておりますが、市内にはその他にも貴
重な自然や歴史的遺産等の資源が点在して
おり、それらをゆっくり見て感じられ
ウォーキングコース等の選定も検討してい
きます。(産業振興課)
農道の場合も市道と同じく、一時停止等
の規制標識の設置については、県公安委員
会の所管となっています。市では環境生活
課を窓口として、地元警察署を経由して整
備の要望を行っています。（産業振興課）
デパート等の大型店の進出につきまして
は、進出企業が地域の購買力などを調査し
て検討されます。また、市内の中小零細の
商店にとりましては、大型店進出は死活問
題にもなりかねません。今後とも本市商業
の発展にとって何が最善であるかについて
関係機関等と検討していきます。（産業振
興課）
九十九里海岸は白砂青松の地として、多
くの海水浴場が開設されていましたが、近
年、砂浜が流失し、海水浴場は閉鎖を余儀
なくされ、また、護岸工事により海岸線は
大きく変化いたしました。海岸線には、堀
川浜海水浴場やサーファーで賑わう吉崎
浜､オートキャンプ場や民宿、海産物の直
売所等、観光資源として有効活用できる素
材が多く存在しています。こうした資源を
有効活用し海岸線の観光振興に取り組みま
す。（産業振興課）
今年春に実施された観光キャンペーン
「ちばデスティネーションキャンペーン」
以降、飯高檀林跡や黄門桜が観光ポイント
として県内外から注目されています。飯高
地区は、歴史的にも貴重な史跡が数多く

意見者
地区 年齢 性別

回収日

設置場所

2007/6/8

公民館

-

-

-

中央

12

女 2007/3/16 公民館

野手

29

男

2007/2/2

公民館

番号

分野

47 観光

意見内容

市の考え方

て、その後の維持や管理に問題があると思う。小さな祭り事に
も市が全面的にバックアップすべきだと思う。匝瑳市自体、人
口が減っていて、大切な文化を受け継ぐ人々が減ってきてい
る。匝瑳市の大切な魅力が失われようとしているので、観光に
力を入れるべきだと思う。
匝瑳市は、二つも高校を抱えているというのに、まったく賑
わいがない。ただ通り過ぎるまちになっています。これはとて
も、もったいないことだと思う。もっと若い人の足を止めれる
ようなまちにして欲しい。おそらく毎日1,000人以上が通ると
いうのに、全く活気がない。商店街に連携がない。もっと若者
向けのまちにして欲しい。
それと、匝瑳市は就職口が少ないと思う。高校を卒業後、地
元に就職して残ってもらえるようにしていかなければ人口が減
るのを防げない。
まとめに、匝瑳市はやりようでいくらでも活気付けられる要
因があるのに、もったいない。ここら辺で一番のまちにして欲
しい。

残っており、魅力的な観光資源として活用
するべきとの要望があります。今後は、飯
高地区の歴史を語るガイドの育成にも取り
組んでいきます。
また､市内には歴史的・文化的遺産が多
く、特に伝統的行事は県内でも多く残る地
域として知られており、こうした資源を保
存し、伝承することがコミュニティー育成
や地域活性化にとって重要であると認識し
ています。
銚子連絡道の延伸等、道路交通網が整備
されることにより、成田市や首都圏との距
離がさらに近づいています。また、気候も
温暖で災害も少ないという利点を生かした
企業誘致等に取り組み、商工業の振興に努
めています。
市街地活性化につきましては、商工会が
行っているビジョン策定委員会や消費者懇
談会等の中で、大型店には無いサービスの
提供や、消費者ニーズに答えられる商品の
提供、入店しやすい環境等、解決すべき多
くの課題が見えてきております。貴重な消
費者として学生を商店街へどう引き込むの
か、学生の持つエネルギーをどう商業活性
化に結び付けてまちづくりが出来るかなど
を検討し、特色ある街並みづくりに取り組
んでいきます。（産業振興課）
飯高檀林跡については、今年の2月から4
月にかけて実施された観光キャンペーン
「ちばデスティネーションキャンペーン」
期間中、八日市場駅～松山庭園美術館～飯
高寺～ふれあいパークようかいちば間を結
ぶシャトルバスを運行いたしました。ま
た、飯高寺の講堂内も含めた「飯高寺ガイ
ド」を開催し、春のイベント「新緑際」と
して、神楽の舞いや管弦楽のコンサート等
を開催し、大変好評を頂きました。
また、ふれあいパークようかいちば主催
の「食の菜の花の達人になる」企画に合わ
せ、飯高寺ガイドを行うなど、他の観光資

飯高檀林がいつもきれいに整備されているのに人影が無い。
もっと市の観光課で力を入れて、人を集める工夫をしたら良い
と思います。駅前からバスを出すか、森林浴、野鳥の観察な
ど、東京の方から人を呼ぶことを考えるとよい。日高市にある
彼岸花の群生地など、ずいぶん賑わいをみせている。休耕田な
どに水をためて白鳥を呼び寄せるとか。
定年後、ひまな人はたくさんいるので、何か面白いことはな
いかと探している人ばかりです。ソバを打って食べさす会と
か、ふれあいパークと一緒になにか面白い企画をしてくださ
い。

10

意見者
地区 年齢 性別

回収日

設置場所

小高

18

男 2007/2/16 公民館

中央
富谷

65

女 2007/3/16 公民館

番号

分野

市の考え方

意見内容

吉崎浜にはたくさんのサーファーが来るので、入口の道を舗
装したほうがよいと思います。
サーファーはマナーが悪いと思われがちですが、マナーの悪
いサーファーはそんなにいませんよ。自分で出したごみは、自
分で持って変えるし、当たり前のことぐらいはできますよ。検
討してください。
48 海岸観光

よかっぺ祭りを廃止して、赤字を改善して欲しい。

49 財政健全化

飯倉駅か八日市場駅に、例えば、佐倉駅にある市民ギャラ
リーのように多くの市民の展示作品を、1週間ごとに交代で展
示してみてはどうでしょうか。
51 天神山公園 天神山に、卓球施設やテニスコートなど、もっと楽しめる物
50

駅ギャラ
リー

源と連携した企画も実施しました。
今後は、こうした経験を生かし、評価を
頂いた企画は更に伸ばし、不十分であった
分野は新たな視点で再検討し、様々な分野
の資源を結びつけることにより観光振興に
努めます。（産業振興課）
吉崎浜には平日で5、6百人、休日にはこ
の2～3倍のサーファーが来遊しており、関
東近県では良い波の立つポイントとして、
インターネットでも紹介されるサーフィン
スポットとなっています。吉崎浜等の海岸
線は、飯高檀林跡や植木と併せ、本市の重
要な観光資源として有効利用を検討してい
きます。
吉崎浜海岸は、自然環境保全の観点から
自動車等の車輌乗り入れ規制がかかってお
り、現在県自然保護課と車輛乗り入れにつ
いての協議を行っておりますので、この協
議の結果を踏まえ、周辺の環境整備に取組
んでいきます。（産業振興課）
よかっぺ祭りは、手造りの市民祭として
昭和54年に第1回が開催され、今回で第29
回目を迎えます。市内の各種団体等が集ま
り、ボランティアとして実行委員会を結
成、市内の商工業等の活性化の一助とすべ
く商工会等のご協力を頂き実施してまいり
ました。市民が手造りで行う祭りとして、
御輿(みこし)や踊り、種々イベントなど、
子供からお年寄りまで多くの方が楽しみに
しており、今後も継続したいとの声が多く
寄せられております。
今後は、内容をより精査するとともに、
企画を更に充実し、今まで以上に多くの市
民が参加できる「よかっぺ祭り」として、
開催してきたいと考えております。（産業
振興課）
研究してみたいと思います。（都市整備
課）

11

桜や芝桜等の花が楽しめたり、広場で遊

意見者
地区 年齢 性別

回収日

設置場所

市内

25

女 2007/4/26 公民館

市内

25

女 2007/5/18 公民館

栢田

30

男

2007/2/2

公民館

匝瑳

17

女

2007/2/2

公民館

番号

分野

市の考え方

意見内容

を作ってほしいです。
市内の桜がみんな病気のようで、さすがの桜もきれいとは思
えませんでした。植木のまちなのに。

52 桜

53 公園

54 遊び場
55 駅前整備

56 自転車置場

57 駐輪場整備
58 駐輪場整備
59 市営住宅

公園の手入れをしっかりする。吉崎浜野外活動施設はよく管
理されているが、天神山はよくない。例えば、名札を付けた桜
の植え方はひどい。素人でもあきれる。植木のまちのハジであ
る。早めに植え直すべし。また、子供たちが楽しく遊べる公園
にすべし。現状では、犬のための公園である。フンはあるし、
放す人もいる。犬を入れないようにすべきである。

・天神山公園の遊具を増やして欲しい。
また、駅前整備を充実させて欲しいと思っています。八街駅
が北口を整備して、そこにニュータウンを建設しているのが良
い例ではないでしょうか。匝瑳市が、今後ますます繁栄してい
くことを願います。
駅前に自転車置場を設けて欲しい。

べたりということで作られた公園ですの
で、意見のような体育施設は現在予定があ
りません。（都市整備課）
市内の都市公園等については、造園業者
に年間委託で草刈り等を実施している中
で、桜がテングス病になっていたり、毛虫
が多く発生しているなどの報告を受け、病
気の枝の剪定や殺虫剤の散布などを実施し
ています。（都市整備課）
本市には池の端や天神山、さらには歴史
的な価値を持つ「黄門桜」等、桜の見所が
あります。池の端では毎年夜桜が見られる
ようライトアップし市民の目を楽しませて
くれています。貴重な観光資源としてこれ
らの桜を管理･所有している団体等と連携
しながら、環境整備に努力していきます。
（産業振興課）
公園を整備するにあたり、桜のオーナー
を募集したところ多くの方の希望があり、
なるべく多くの市民の方に参加してもらい
たいたく、通常の間隔より狭くなっており
ますが、参加してくださった方の思い入れ
がある木で植え直す予定はありません。公
園内の犬については看板を立てて、飼主に
フンの持ち帰りをするよう周知しておりま
す。(都市整備課)
検討していきます。(都市整備課)
現在、八日市場駅南口広場を事業実施中
です。(都市整備課)

意見者
地区 年齢 性別

設置場所

椿海

65

女 2007/5/18 市役所

中央

70

男 2007/5/18 市役所

中央

12

女 2007/3/16 公民館

豊栄
17
飯倉台

八日市場駅周辺には民間の駐輪場が設置
されていることから、市で駐輪場を整備す
る計画はありません。今後は、状況の変化 市外
を見極めながら対応していきます。(都市
整備課)
八日市場駅付近に、公共の駐輪場を設置して欲しいです。
同上
八日市
77
場
駅に駐輪場を作ってほしい。
同上
須賀 50
私は、市営つばき団地に住んでいます。ここは、動物を飼っ
今後も引き続き、適正な管理、指導に努
椿
52
12

回収日

男

2007/3/2

公民館

-

2007/3/30 市役所

女 2007/4/13 市役所
男 2007/7/10 公民館
女 2007/3/30 市役所

番号

60

61

62

63

64
65

66

分野

市の考え方

意見内容

意見者
地区 年齢 性別

てはいけないことになっているにもかかわらず、近くの部屋で めます。(都市整備課)
猫を何匹も飼っていて、長い間ほとんど毎日、庭にウンチをさ
れています。近所の人に注意されても、都市整備課から再三注
意されても聴く耳をまったく持たず、大変困っています。注意
するだけでなく、厳しく対処していただきたいと思っていま
す。よろしくお願いします。
自転車専用道路が欲しい。高齢者が自立するために、自転車
本市では、道路拡幅整備と併せて自転車
での買い物・用足しなどが安心してできるよう自転車専用の道 歩行者道を設置しています。今後は現状を 八日市
自転車道路
77
路をぜひ作って欲しいです。
精査した上で、用地等が確保されれば、整
場
備に取組みます。（建設課）
道路を舗装して欲しい。
要望箇所については、公共性、必要性、
道路
重要性等を考慮しながら順次整備していき 市内 25
ます。(建設課)
カーブミラーの整備と清掃をお願いいたします。汚れて見え
カーブミラーは、各地区の区長・交通安
ないので。
全協会役員から申請していただいて設置し
ています。
カーブミ
また、カーブミラーの清掃については、
ラー
各地区の交通安全協会にお願いしていると
ころですが、鏡面は、年月が経つと曇って
くる場合がありますので、状況をみて取替
えます。(建設課)
セントマーガレット前から横須賀間の横芝光町から続く計画
ご指摘の路線の市道整備は、当面予定さ
があるらしいが、‘歩行者・自転車用‘を、４輪車以外にき
れていません。
ちっとやって欲しい。車は水平でなくても平気らしいが、歩行
道路の横断勾配については、道路構造令
者にとっては長距離歩くのに姿勢が、特に関節がおかしくな
に基づいて設計されています。勾配は、路
道路整備
る。一度、飯倉駅まで歩いてみてください。端っこは水平でな 面に降った雨水を側溝等に導くために必要
いから、非常に歩きづらい。何で真ん中だけ盛り上がっている なものです。(建設課)
のか。整備時は水平に頼みます。
追伸 冬、道路の端っこを歩いてみてください。
ゆうあい号の一日も早い復活を。
利用者が運転者を手配する方式によるリ
フト付ワゴン車（福祉カー）貸付け事業
ゆうあい号
堀川 42
を、平成１９年６月から開始しました。
(福祉課)
保育園児が休日や平日に自由に出入りできる場所があるとい
多様な角度から育児支援策を検討しま
遊び場
いです。
す。(福祉課)
子供たちが遊べる場所・サークルを作って欲しい。
５月１日から、０歳～３歳児までを対象
とし、育児相談等のできるつどいの広場を
遊び場
野栄福祉センターに開設いたしました。
市内 25
また、サークル等は、広報紙や子育て支
援情報紙で紹介していますので参考にして
13

回収日

設置場所

女 2007/4/13 市役所

女 2007/5/18 公民館

-

2007/6/8

公民館

-

2007/7/10 市役所

男

2007/3/2

-

2007/3/16 公民館

市役所

女 2007/5/18 公民館

番号

分野

市の考え方

意見内容

子供を育てていくのに、住みよいまちにしていただきたく、
よろしくお願いいたします。
・児童手当や子供の医療費3歳まで無料の延長をお願いしま
す。
・保育料も高すぎます。
67 子育て

ア 買い物、医者通いの便の確保(小回りの利く足の確保）
イ 生きがいづくり・・公民館･図書館、体育文化施設サービ
スの充実、サークル･団体への支援
ウ 医療介護サービスの充実
エ 高齢者をボランティアとして活用
68

高齢者増に
対応

69 市民病院

70 市民病院

71 学校環境

Ｘ線操作室、採血室等ｅｔｃ、患者の数が少なく、ひまをも
てあましていて立ち話をしているが、職員の数が多いのではな
いか？ 今一度、再検討し、職員の適正化を図ってください。
カルテについて、診察が終了したら患者が会計に持っていけ
ば、もっと効率が図られるのではないか？ 職員が歩き回って
いるのは、非効率化の典型的な悪ですよ！
病院を活性化させてください。

下さい。(福祉課)
児童手当については、国の施策で、昨年
春に小学3年生から小学校卒業までに拡大
し、今年4月から額についても、3歳未満は
一律1万円に引き上げあげられたところで
す。
保育料については、市として国基準より
も引き下げて料金を定めているものです。
(福祉課)
乳幼児医療については、現在、入院につ
いては就学前、通院については3歳未満児
に対して保険診療費の自己負担分を全額助
成しています。要望については、検討して
いきます。(健康管理課)
市では、市内循環バスを運行していま
す。また、６５歳以上で下肢等が不自由な
方には、医療機関受診の際の外出支援サー
ビスも行っています。
生きがいづくり対策は、老人クラブ連合
会が行う活動に対する支援等を行っていま
す。
介護保険制度では、訪問看護（医療機関
から医師・看護師による医療介護）が利用
できます。
ボランティア登録については、社会福祉
協議会で行っており、団塊世代の人材活用
などを検討します。（高齢者支援課）
患者数は減少傾向にあり、今後職員の適
正化を図る必要があると考えております。
また、カルテについては今後の事務改善の
検討にあたっての参考とさせていただきま
す。（市民病院）

市民病院の機能発揮や活性化について、
地域や近隣病院との連携の観点などからも
検討してるところです。（市民病院）
栄小学校で、老朽化したアスレチック遊具がＰＴＡの力だけ
栄小学校のアスレチック遊具は、その存
で解体して処理したと知人から聞きました。
続について学校とPTA関係者が相談した結
児童が骨折手術し、危険遊具で問題となっていて、封鎖処理 果、PTA有志によるボランティア活動によ
だけではいけないとＰＴＡが対処したそうです。また、枯れた り解体、撤去する旨、学校より報告があり
14

意見者
地区 年齢 性別

回収日

設置場所

2007/6/8

市役所

吉田

31

女

中央

70

男 2007/5/18 市役所

市内

49

男 2007/5/18 市役所

豊栄

-

女 2007/5/18 公民館

-

-

-

2007/3/2

市役所

番号

分野

意見内容

市の考え方

高木の松(樹齢８０年)もあり、伐採も行ったとか。土建業や運
送業、植木業らの父親と教師が一体となって処理したそうで
す。
こういったのは市が行うものだと認識していましたが、各学
校で自治していくしかないようですね。市の備品としての遊具
ではないからみたいですね。しかし、児童らの重傷や死亡事故
が起きなくて良かったです。あのまま封鎖だけの処理では困り
ますし、朽ち果てるまで封鎖なんてね。子供らの安全が第１と
思うＰＴＡの有志には、今後も期待したいなと思います。
・八日市場小の遊具を増やして欲しい。
「また、かいせんとうで遊びたいよー≧≦」

実施されたものです。
小規模な修繕については、各学校へ配当
された学校予算で実施していますが、修繕
費用が大きいものは、教育委員会で随時対
応しています。（学校教育課）

72 小学校遊具

小学校の遊具の安全点検を求む。他見で今年、古電柱を利用
した遊具の事故があった。栄小学校にも同様の古電柱を利用し
たアスレチック遊具が老朽化し、ＰＴＡが自ら撤去したと広報
紙で知った。市としては、何かしら補助はしたのであろうか？
聞いた話では、市は費用がかかるのでそのままロープ等で封
73 学校遊具 鎖し、侵入できないようにしておくとの指導があったとか。Ｐ
ＴＡで呼びかけ、有志らが処理をすべて行った。わが地区の小
学校では、ＰＴＡが可能なことではないと感じる。
打音点検は必要だが、老朽遊具は放置せず、市でも考えて欲
しい。ケガだけでなく、死亡した場合はどうするのだろうか。
仕方ない話ではないですよね。
小学校の通学路の安全整備をお願いしたいです。各学校に児
童の通学路の安全マップを作成し、危険箇所を子供も親も学校
もその地域の住民も理解させる必要があると思います。
歩道があっても、草や樹木がはみ出して通行をさえぎってい
74 通学路環境 るのは、困っています。切るようにお願いしたいのですが、持
ち主を探すのも困難。区長に依頼すればよいのですが、積極的
ではないので困ります。反対に、「うるさい」、「面倒ごとを
言う」というような噂話になったりと･･。各区長の地域の整
備･点検といった活動があるとよいと思います。
匝瑳市は海に面したまちですが、子供たちの水泳の技量がな
いと思います。体育授業以外で、夏休みにプール登校はありま
75 水泳
すが、水遊び程度です。夏休み中、常に希望者に、水泳教室を
行って欲しいです。

小学校の遊具については、設置及び修繕
等を教育委員会で対応していますが、各学
校の実状等を検討した上で、予算の範囲で
行わなければなりません。
八日市場小学校の遊具は、平成１７年度
に新しい物を１基設置しており、要望につ
いては現在検討中です。（学校教育課）
学校遊具は、日常管理点検結果により随
時補修等を実施しておりますが、6月に教
育委員会で全校の安全点検を実施し、補
修、撤去が必要な遊具について学校と相談
の上処置しています。今後も学校の日常点
検、定期点検を実施し、対応していきま
す。（学校教育課）

各小学校で通学路の安全マップを作成
し、児童への安全指導を行っています。
（現在、マップの配付はしていません）
また、通学路の除草等については、学校
やＰＴＡからの要望の都度、道路管理者に
依頼しています。（学校教育課）

各小学校における水泳指導は、夏休み中
の水泳指導も含め、各学校の年間指導計画
に従った時間数が実施されています。
野栄中は野田小のプールで水泳指導を

15

意見者
地区 年齢 性別

回収日

設置場所

中央

12

女 2007/3/16 公民館

-

-

-

2007/6/8

-

-

-

2007/3/30 市役所

-

-

-

2007/6/8

市役所

公民館

番号

分野

76 教育の振興

意見内容

市の考え方

野栄中にプールがなくなってしまいました。市営のプールが
あったらよいと思いますが、不可能ですよね。野栄中学生が
プールを使えないなら、近くの野田小学校を使えるとよいので
すが。また、着衣水泳の研修も実施できたらなと希望します。
（ここ2年、栄小学校では、ＰＴＡによる救命講習を消防署に
依頼して行っています）
ア 学校の情報の一層の開示。開かれた学校に。
イ 小学校の統合。少人数では不都合が多いので適正規模にす
べし。通学は、スクールバス利用、安全の確保も可能。
ウ 学校ボランティアの活用、中学校もやってみてはいかが。
（小学校の今のやり方は下手である。工夫する)

行っています。また、着衣水泳の講習は任
意であり、学校は独自の計画で日本赤十字
社の指導員に講師を依頼して実施していま
す。（学校教育課）
ア ＨＰ開設校の拡大をすすめます。ま
た、学校開放（自由参観）も随時行ってい
ます。
イ 少子化に伴い市内の小学校でも複式学
級が出現してきました。そこで、平成17年
度から教育長の私的諮問機関を設け、市内
小学校の適正規模や小規模校のメリット、
デメリットについて、検討を加えてきまし
た。その一つとして、米倉分校と本校との
統合について、保護者や地区民の説明会を
進めています。説明会ではスクールバスの
運行などについて話し合いがもたれていま
す。
ウ 学校支援ボランティアの拡大をすすめ
ています。（学校教育課）
平成１９年度より、毎年保護者から｢給
食申込書｣の提出を求めるようにし、本年
度は不登校生を除き100％の提出がありま
した。なお、未納対策として、口座引き落
としができなかった場合には学校の協力を
得て、｢集金袋｣による現金徴収を行ってお
ります。（学校教育課）

今問題となっている事ですが、自分の子どもが食べている給
食費を支払える能力があるのに支払わないのは、絶対に許せま
せん。現在の口座振替を、以前のように集金制にしたらどうで
しょうか。学校の先生が負担であれば、集金日を毎月○日～○
77 給食費滞納
日と決めて、市の職員の方が出向いて徴収すればいいのではと
考えています。
子どもが食べている給食費を支払わないのは、一般でいえば
無銭飲食と同じだ！！ではないでしょうか。
給食費未納問題ですが、弁当にするか給食を希望するかを契
｢給食申込書｣の提出は、今後も引き続き
約させて、契約しながら延滞する場合は給食停止する強硬さも 行います。なお、給食費の滞納の取り扱い
78 給食費
必要と思う。
については、慎重に検討していきます。
（学校教育課）
子育て安心のまちに！ 横芝光町は、学童(保育)のない学校
学童のない学校の利用者には、市の循環
には利用者にバスがありますが、匝瑳市にはありません。
バスの無料パスを配付しています。また、
79 学童保育
住民の収入がＵＰすれば、まちも活気づくのでは！ 須賀と 新規の開設に向けて検討しています。（学
共興にの学童もしくは利用者用のバスを！
校教育課）
・学童を作って欲しい。（共働きなので、子供一人で留守番と
児童数や設置場所等を考慮し、市全体と
80 子育て
なってしまいます）
して新規の開設を検討しています。
・小学校の人数が少なすぎるので、1日も早く統合して欲しい
小学校の統合については、上記７６の意
16

意見者
地区 年齢 性別

回収日

設置場所

中央

70

男 2007/5/18 市役所

中央

40

女 2007/2/16 公民館

-

-

-

2007/3/30 市役所

-

-

-

2007/2/2

公民館

吉田

31

女

2007/6/8

市役所

番号

81

分野

防犯パト
ロール

意見内容

市の考え方

です。
小学校ＰＴＡによる防犯パトロールが各地域で実施されてい
るが、補償的なことが起きたらどういうようになるのでしょう
か。各自、自分の車で相方と二人くらいで巡回していますが、
交通事故や不審者に出くわしてしまっての事件・事態になって
しまった場合は、教育委員会としてはどういう対処がなされる
のか悩みます。個人の責任となってしまうのでしょうね。ＰＴ
Ａの責任に、やはり・・。
学校で、生徒を教師が車で、例えば病院や施設に向かう途中
で交通事故等になってしまった場合は、どういう対処がなされ
るのかも知りたいです。
小学校通学歩道の整備。（歩道の駐車車両、雑草の対策)

見回答と同じです。（学校教育課）
防犯パトロールの方々を含めた、学校支
援ボランティア保険への加入を検討してい
ます。
教師の車へ児童生徒を同乗させること
は、県の指導により禁止されており、原則
的には救急車やタクシー（料金は市負担）
を利用しています。（学校教育課）

82 通学路環境

バスケットボールコートを作ってください。
83 スポーツ

市Ｐ連からの要望等により、随時、道路
管理者へ要望を行っています。（学校教育
課）
通学路の歩道整備は重要な施策です。学
校周辺を優先的に整備し、県道であれば、
県に要望しています。また、歩道の雑草等
については、必要に応じて除草していま
す。（建設課）
現在、バスケットボールコートを新規に
設置する予定はありません。八日市場ドー
ムや野栄アリーナに設置されていますので
そちらをご利用ください。（生涯学習課）
のさかふれあい祭りは、合併前の野栄町
教育委員会社会教育課の事業を継続して実
行委員会（32人）を組織して実施していま
す。
野栄地区区長会長には実行委員会の委員
長、副会長には副委員長を、他の区長には
協力員としてご協力を頂いているところで
す。花火の協賛金（寄付金）についても区
長及び実行委員に募って頂いています。
（野栄生涯学習室）

恒例となった野栄の行事として継続を希望します。小学生
5、6年生の子供みこしも楽しみです。以前から気になっていた
休憩地点での飲酒ですが、昨年より廃止となり賛成です。花火
も市民の寄付金であげるので大きな花火は無理ですが、毎年寄
付している自分としては満足です。（小さい花火とばかにする
のさかふれ 者は器量の乏しさと感じます)
84
あい祭り
その寄付金集めですが、区長会ではよく思われていないよう
です。区長が関わるのをよしとしない区長も多いようです。以
前は寄付金集めに精を出してくれたのですが、区長も変わると
熱意までは継続されないようです。寄付をもらうのは強制では
ないのですが、面倒なのでしょうか？ 各地区に組長という分
担役員もいるというのに。
・公民館の設備を増やして欲しい。
公民館は基本的に学習の場で、飲食を目
・飲食できるところを増やして欲しい。（公民館)
的とする場ではありません。飲み物等は従
85 公民館
来どおり、ロビーに設けてある休憩場所で
お願いします。（公民館）
86 公民館
トイレを増やしてください。公衆電話を4つに増やしてくだ
トイレにつきましては一番利用が多いと
17

意見者
地区 年齢 性別

回収日

設置場所

-

-

-

2007/7/10 公民館

-

-

-

2007/7/10 公民館

中央

16

男 2007/3/16 公民館

-

-

-

中央

12

女 2007/3/16 公民館

椿海

15

女 2007/5/18 公民館

2007/6/8

市役所

番号

分野

市の考え方

意見内容

さい。

いつも図書館を利用させていただいています。遅くまで開催
しているので、勉強ができ、とても助かっています。しかし、
一部規制を守れていない人が見られます。１８時を過ぎてもい
る高校生、キャレルデスクに座っても落ち着かずにメールばか
87 図書館利用
りしている高校生など、また、いつも気になるのは、２Ｆにい
る方々の声がとても大きくて困ります。退室の際は、静かに行
動していただくように注意、促しをお願いします。
また、学生の立場として、図書館の利用時間の拡大を希望し
ます。

88 図書館利用

・図書館の本を増やして欲しい。(マンガなど)
89 図書館
日曜日の図書館が９時までやらなくなるのを聞いてショック
です。日曜日だからこそ、楽しみに、夕方早くご飯の仕方を終
わらせ、お風呂も入り、図書館のみにしていた２時間が無くな
り、一番の楽しみがなくなりました。
90 図書館運営
財政難なのでしょうか？ 野栄町との合併でのメリットは
あったのでしょうか？ 一日図書館を開けている人件費はいく
らですか？ もっともっと減らせる部分はありませんか。 減
らせることばかりで、増えるのは税金だけですか？ 議員さん

意見者
地区 年齢 性別

思われる１階に２か所設置してありますの
で、空いている方をご利用ください。
また、公衆電話につきましてはロビーに
１か所、館外に１か所、合計２か所ありま
す。現在では、携帯電話の普及で公衆電話
の利用が減少している状況ですので、現在
設置してある公衆電話をご利用いただきた
いと思います。（公民館）
図書館利用者のマナーについては、これ
からも注意していきます。
中・高校生の利用時間は、７・８月は１
９時まで、その他の月は１８時までです。
時間の過ぎている生徒は注意し、大声で話
している利用者については、職員が気づか
ない場合は、カウンターまでお知らせくだ
さるようお願いします。（図書館）
図書館は、資料の収集、貸出、閲覧等の
業務をする施設であり、自習室を提供する
ことは本来の業務ではありません。しか
し、県内でも半分くらいの図書館では自習
室があるため、検討して設けました。
中・高校生の利用時間の制限について
豊栄
17
は、マナーを守らない人が多いだけでな
飯倉台
く、中学高校の学校側からの要望もあり、
帰宅時の防犯も考慮した上でのことです。
図書館は、土・日・祝日も開館しています
ので、これからもどうぞご利用ください。
（図書館）
多くの皆様の多様な希望に添えるよう選
書、購入していますが、予算が限られてい
中央 12
ますので、マンガ収集の予定はありませ
ん。（図書館）
日曜日17時で閉館にした理由は、貸出、
閲覧等の利用が少ないからです。楽しみに
していた方々には、ご不便をおかけします
が、火曜日から土曜日までは２１時まで開
43
館していますので、どうぞご利用くださ
い。（図書館）

18

回収日

設置場所

女 2007/2/16 公民館

男

2007/3/2

公民館

女 2007/3/16 公民館

女 2007/3/16 公民館

番号

分野

91 図書館
92 図書館

93 図書館

94 図書館

95 図書館

市の考え方

意見内容

も選挙のときばかり笑顔を振りまいていないで、もっと私たち
市民のことを考えてください。自分が当選したら安泰と思われ
ても困りますので。こんな少しの人件費を削ろうと考えた人
は、もっと違う人の給料をカットするように考えてみたらどう
でしょうか。お願いします。
図書館を日曜日17時に閉めるのはやめてください。せめて、
同上
19時まで延長をお願いします。経費がかかるのは分かります
が、よろしくお願いいたします。
市立図書館の日曜日の開館が５時までになってしまい、とて
同上
も不便です。学生は日曜日に調べものに来ることが多いの
で・・。
図書館の休みをなしにしてください。あと中高生の入館時間
無休については、館内整理の必要性など
を長くしてください。よろしく。
から現時点では検討していません。中高生
の入館時間については、上記図書館利用の
回答に同じです。（図書館）
中学生が調べ物をしたいので、もっともっと図書館を開けて
ケータイ小説については、相互協力とい
ください。あとケータイ小説をおいてください（恋空、クリア うシステムがありますので、他の図書館に
ネスなど）。そして時間がきたからと追い出さないでくださ
所蔵があれば借りたり、リクエストの多い
い。こっちはめちゃくちゃ怒っているんです。
作品については購入を検討するなどして対
応しています。（図書館）
図書館の滞在許可時間があまりにも短いと思います。私は、
中高生の入館時間については、上記図書
今年受験なので勉強をしたいのですが、学校の図書室は17時ま 館利用の回答に同じです。（図書館）
でしか開いていないし、教室は定時制で使用するので同様に17
時までとなってしまいます。親が迎えに来るギリギリまで時間
を使いたいのです。1,2年生のとき、部活の帰りに資料を探そ
うと思い図書館に寄ったところ、断られてしまったので･･。中
学のときは、そんなこともなかったので、少し時間を長くして
もらいたいです。もしそれで、騒ぐような人が来るならば、親
からの許可を得たという証明(承諾証)や、本の貸し出し用の
カードのほかに、勉強用のカードを作る等という政策をとって
いただきたいです。よろしくお願いします。

19

意見者
地区 年齢 性別

回収日

設置場所

-

43

男 2007/4/13 公民館

市内

19

女 2007/5/18 公民館

中央

13

女 2007/5/18 公民館

中央

14

女 2007/5/18 公民館

吉田

17

女

2007/6/8

公民館

