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資料 1 

 

Ⅰ.市民アンケート 

 問２ 快適と思う理由や場所・不快だと思う理由や場所 

居住地 男女 年齢 意見 

中央地区 男性 60歳代 駅、ショッピングセンター、公共施設等が、近くに有り便利である。 

中央地区 男性 60歳代 静かで緑が多い。 

中央地区 女性 60歳代 近距離に公共施設（市役所、農協、スーパー医者等）が有り生活しやすい。 

中央地区 女性 70歳以上 何にも変化はないが、住み慣れた場所だから、人間関係が上手くいっている、と思う。 

中央地区 男性 70歳以上 自動車、オートバイ等の騒音。 

中央地区 女性 70歳以上 店が遠く買い物には不便さを感じるが、災害もなく自然環境は良い。生活に心地良さを感じる。 

中央地区 男性 30歳代 交通の便が悪い。 

中央地区 男性 60歳代 小、中学校が近い事、公園も近いし多い。 

中央地区 男性 60歳代 住まいが、町中で、日当たりが悪い。 

中央地区 女性 40歳代 緑が豊かで、のんびりしている所。気持ちが落ち着く。デパートのような大きな店はないが普通に生

活出来るので良いと思います。 

中央地区 女性 30歳代 若潮町の住宅街は排水路に蓋がなく、そこから虫がわいて不衛生です。小さい子供もいてそこをのぞ

いたり、車往来等中への送迎も多いのでおちはしませんが、虫がわいているので住宅地らしい環境を

早急に希望しています。 

中央地区 女性 70歳以上 天神山公園に桜が咲き少し遅れて八重桜が咲き、緑一杯又市街一望出来、山を下ると田町の池、今は

水連が咲き、いやな天候も感じられない。年に数回大雨の水が道路 10㎝以上になる事も 

中央地区 女性 40歳代 ウォーキングをする時、田んぼの中の道を歩くと気持ちいい。鳥のさえずりや、蛙の声、水の音はと

てもいやされる。ただ、都会ではウォーキングする人は凄く多いので少し怖いなと感じることがある。

ウォーキング出来る公園があると良い。 

中央地区 男性 70歳以上 自宅のある場所は国保病院へ行く通りの近くです。昼夜共比較的静かであるので暮らしやすい。 

中央地区 男性 40歳代 ゴミが多く通学路も暗くて見通しが悪い。 

中央地区 男性 70歳以上 中央地区に住んでいるので買い物も近くで良いです。 

中央地区 男性 20歳代 県道から少し入った場所に住んでいるのですが、静かで過ごしやすい。 

中央地区 女性 70歳以上 空気はきれいで緑が多く、静かである。 

中央地区 女性 70歳以上 車の騒音や振動（126号線バイパス）。 

中央地区 男性 50歳代 国道 126号線沿いなので、騒音と震動が激しい。窓を開けたらテレビの音がきこえないくらい。 

中央地区 女性 20歳代 家の近くに田畑が多く、きちんと整理されている。 

中央地区 男性 30歳代 全国的に比較して、風水害がほとんど無く、猛暑や寒波に見舞われることも少ない。 

中央地区 男性 70歳以上 中央地区なのでお店が近くなので歩いていけるし静かだし快適です。 

中央地区 男性 60歳代 不耕作地には雑草、生け垣は道路側溝の上にかぶり歩道部分が年々少なくなって行く。 

中央地区 女性 70歳以上 地理的にも災害の少ない住みよい自然環境に、恵まれているので、快適な毎日を送れると思っていま

す。 

中央地区 男性 40歳代 田町地区(千葉興銀、千葉銀裏の通り）は水路の悪臭があると思います。 

中央地区 男性 70歳以上 周り中自然がいっぱい。 

中央地区 女性 60歳代 特に不快な場所等近くに有りませんので。 

中央地区 女性 60歳代 小鳥の鳴き声を、いつでも聞こえる。緑の林が空気をきれいにしてくれる気持ち。 

中央地区 女性 40歳代 駅近辺のわりに騒音はなく、自然も豊か。 

中央地区 女性 60歳代 若潮町にはゴミステーションが一カ所しかない。市で何とかして欲しい。 

中央地区 女性 50歳代 国道 126号の車の騒音が酷い。よかっぺ祭りの騒音が酷い。本町通りの路上駐車、使われていない田

畑があれている。犬のフン、鳥のフンで道路が汚れている。道路が狭く、自転車ベビーカー歩行者が

大変危険廃屋が不気味。 

中央地区 女性 50歳代 災害の少ない場所である。又、その分観光地として景観におとります。人口は減る一方です。近所で

も結婚しない男女が多くいて、悲しむ現状です。生活も豊かとはいえません。本町もシャッターを閉
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めた商店が続き人々は日々の生活に不安がいっぱいです。商業が栄えるために、みんなでもっともっ

と努力すべきであると思います。 

中央地区 女性 50歳代 夏期稲の乾燥機で出るゴミが、家の周りや中まで入るのでブルーシートで囲むなどの対策を徹底して

ほしい。夜中のバイクの騒音、あきち、線路、国道わきの雑草。 

中央地区 女性 60歳代 ご近所が近く孤立感がなく、夜には街灯も明るく治安が良く感じ安心して暮らせる。自宅の庭には植

木がすくないけれど、ご近所の植木（大木）を見られるので癒される。駅や医院（内科、眼科）買い

物（肉、魚、スーパー）に徒歩で行けるので便利。 

中央地区 女性 70歳以上 我が家の近くのガソリンスタンドの騒音に悩まされています。14時間営業なので深夜に、客の車やオ

ートバイの音がうるさく深夜中でも大声で話をしたりして迷惑きわまりないです。 

中央地区 男性 50歳代 自然が多く休日は気持ち良くウォーキングが出来る。ちょっと、街路灯が少ないので夜歩くのは不安

を感じる。 

中央地区 男性 60歳代 環境面で特に不快に感じたことはない。自宅東方向の高台（私有地）にある樹木（林）が伸びすぎて

圧迫感を感じることがあるからです。 

中央地区 男性 50歳代 大利根用水路をきれいにしてほしい。 

中央地区 男性 70歳以上 私は若潮町におります。若潮公園の事で草は良く刈ってくれていますが、水道の件で 23年 3月 11日

大地震以来トイレ脇の水道が壊れたままで水が出ません、直してください。若潮の公共下水につい当

区内に下水のマンホール泥だめが 5カ所有り毎年ゴミの日に泥さらいをしていましたが、今年より体

力的に無理なので市の方でお願いします。 

中央地区 女性 70歳以上 家の近くが大通りではないので車の騒音がない。庭木があって鳥も沢山来るので自然の豊かさを感じ

る。 

中央地区 女性 60歳代 色々な事があるが、東北の方の被災した方々の事を考えると、匝瑳市は素晴らしい所であると思う。 

中央地区 男性 70歳以上 買い物に便利。 

中央地区 女性 70歳以上 普段は静かで住みやすい、家の前が通学路で下校時小学生の迎えの車が多く混む、少し遠くへ止めて

歩いたらどうか。 

中央地区 女性 40歳代 住宅街ではあるが国道（大きい通り）からは、離れており田んぼや畑など自然も適度にある。 

中央地区 女性 60歳代 住み慣れている。電車の便は悪いので、夜は不便。 

中央地区 女性 60歳代 現在住んでいる場所は田んぼの近くなので住み良い。 

中央地区 女性 30歳代 近隣住民が野焼きをする為、家の中や、洗濯物に匂いがつく。家の前が県道の為、交通量が多く、騒

音、振動が激しい。家の前の畑の人が、朝 5時から作業を始める為、睡眠を妨げられる。近所にポイ

捨て、不法投棄があり困る。 

豊栄地区 男性 60歳代 地区内には子供がいなく、朝、夕の通学する子供達の声が、豊かさを感じる。右側を一列に、歩いて

欲しいのだが。 

豊栄地区 女性 70歳以上 静かで緑も多く住みよい。でも、交通の便が悪い。 

豊栄地区 男性 40歳代 居住地区に関しては、環境悪化するようなものがないため。匝瑳市全体ではあると思います 

豊栄地区 男性 60歳代 公園も近くにあり、静かである。台地内は総じて綺麗である。もめ事が少ない。 

豊栄地区 男性 50歳代 渋滞等が無く、人々も落ち着いている感じがする。 

豊栄地区 男性 20歳代 静かな住宅街である。祭りが盛り上がって毎年楽しみである。 

豊栄地区 女性 30歳代 回りが田んぼや畑の害虫は多いがとても静かです。スーパーはありませんがコンビニが多く駅も近い

です。 

豊栄地区 女性 50歳代 ごみの出し方のルールを守って、ごみステーションを利用している家庭が多い。公園や各家庭の庭に

きれいな花が植えられている。 

豊栄地区 男性 50歳代 下水が整備されているので、水路の臭いなどがない。平台公園等広く、整備されている。 

豊栄地区 男性 50歳代 飯倉駅前の再開発。 

豊栄地区 男性 60歳代 自然が豊かであり冬でも温暖で、場所ですが近くに海岸がある。 

豊栄地区 男性 50歳代 小さいときから住んでいる。自然はあるが、山などが崖崩れ怖い。ゴミの不法投棄など。 

豊栄地区 男性 60歳代 天候により焼却所からの悪臭がする。飯森周辺にゴミの不法投棄が多い。 
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豊栄地区 女性 60歳代 静かで散歩するにも良い所。 

豊栄地区 男性 40歳代 部落行事が多く、昔の農業従事者ではないので対応しきれない。道路が旧国道ではあるが、カーブが

多い。 

豊栄地区 女性 20歳代 木積は緑が多くて自然の豊かさを感じると共に、気分も落ち着く。 

豊栄地区 女性 70歳以上 山の眺め草刈りが大変、高齢だとだんだん出来ない。 

豊栄地区 女性 40歳代 自然が豊かで住みやすいが、杉の木が多くて子供の花粉症がひどくなりました。 

豊栄地区 男性 60歳代 近所付き合い等に煩わしさがない。 

豊栄地区 男性 30歳代 山が近く、空気が澄んでいる。 

豊栄地区 女性 60歳代 散歩等で出かける時安心していられる。上下水道が完備されている。 

豊栄地区 男性 60歳代 道路整備が良くなっている。周囲に緑が多い。道路脇へのゴミのポイ捨てが減りつつある。 

豊栄地区 女性 70歳以上 不法投棄に困っています。立て札が立つとそこを避け道路、水路、所かまわず空き缶生ゴミ、下着、

フライパンもあります。市でルールを守り正しく出しましょうと、月何回か来てくださるのにそれも

出来ずに本当に困ります。 

豊栄地区 男性 70歳以上 周辺に自然が多く緑の中での生活なのでこれを残していきたい。 

豊栄地区 女性 30歳代 自然が多くて空気が良い。但し車の運転できないお年寄りとかには不便なのではと思います。 

豊栄地区 女性 50歳代 自然が多い。 

豊栄地区 女性 60歳代 自然が残っていて四季を感じられる。 

豊栄地区 男性 70歳以上 公園が二カ所あり休日は親子連れ、若者、老人クラブ等で利用している。森林が多く野鳥や蝉の鳴き

声が自然の豊かさを感じさせてくれる。病院、駅が近く便利である。 

豊栄地区 女性 70歳以上 緑豊かな田畑が身近にあり自然のゆたかさがある。反面近年は、耕作放棄地が多くなり環境を害して

いる。対策が必要ではないか？ 

豊栄地区 男性 70歳以上 今でも蛍が飛んでいる。（山里の一部）メダカは居るが最近とっても少なくなって、中々見つからな

くなってきた。 

豊栄地区 男性 30歳代 林が近く虫が多い。 

豊栄地区 女性 40歳代 自然が多いが住んでいる周りは住宅街で駅やコンビニが近くにあり便利。治安も悪くなさそう。 

須賀地区 男性 70歳以上 田畑に囲まれ、野鳥の声も聞こえてのどか 

須賀地区 女性 70歳以上 老人同志が集いグランドゴルフを楽しむ場所がある。 

須賀地区 女性 60歳代 騒音等気になる程でない。周囲に緑がまあまあある。 

須賀地区 女性 30歳代 良い点、徒歩 1分で公園に行ける。近くに、コンビニ、スーパー等買い物には、最短（5～10分）で、

春には桜が所々見られる。悪い点、日中、近所ですぐ家庭ゴミを毎日のように燃やす人がいて洗濯物

に煙の臭いがつく。植木園が多く、スズメバチ、くまバチがちかくを飛び怖い。 

須賀地区 男性 不明 家畜の糞尿の処理監視して欲しい 

須賀地区 男性 50歳代 現在、住んでいる場所はとてものどかで静かなところです。環境はとてもよいと感じています。しか

しながら、散歩などしている中で見かけるのですが、ポイ捨てがあちらこちらで見られる。嫌な思い

をする場面が度々あります。※特に野栄から海方面の間で、個々のモラルであり中々難しいと感じま

すが、良い手だてはないものでしょうか。折角の良い環境をこんなことで、台無しにはしたくありま

せん。＝環境行政へ要望。 

須賀地区 女性 30歳代 近所に迷惑人が居ないこと、自然がある。欲を言えばきりがない。綺麗な流れる川は、欲しいなと思

う。農道でも、かなり使う道路有り、舗装して欲しい、5メートルほどだ。 

須賀地区 女性 70歳以上 現在は、ひとりで出かけることは出来ませんが家族の送迎のもと病院等出かけることは出来ています 

須賀地区 男性 60歳代 車の騒音等が難、自然が多い（田舎暮らし要素）水路、草むらの生き物、幼児教育に良い。隣の家と

の気遣いがなく動植物の飼育が出来る。 

須賀地区 女性 50歳代 田・畑・植木が多く、自然に囲まれて静かで住みやすい。 

須賀地区 男性 50歳代 自然が多い。 

須賀地区 男性 60歳代 野栄公園の近くなのでジョギング・その他野外運動施設が整っている。 

須賀地区 女性 60歳代 近隣地区の人間関係が良好。適度の自然が残っている。日常の買い物等に余り不便を感じない。近く
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に嫌悪施設等がない。 

須賀地区 女性 70歳以上 生ゴミ日時気をつけてだしていただきたいです。危険物について張り紙がされても出した方別取りし

ないのでこまります。 

須賀地区 女性 70歳以上 最近新旧住民が入り混んであまり知らない人も多く挨拶等もない。田や畑の周りにゴミ等捨てていく

人が多い。 

須賀地区 男性 70歳以上 買い物、市役所、学校（子供）、医院等が近くて良い。★但し公園が近くにない。 

須賀地区 女性 50歳代 須賀地区、川の水が汚い、昔はほたるが生息していたのに。 

須賀地区 女性 40歳代 近くに用水路が有り、田んぼの時期などに水が増水し子供の通学路でも有り危険を感じます。囲いの

ようなものをしてほしいとずっと思っています。 

須賀地区 女性 40歳代 田んぼや植木畑が有り隣の家との距離があるので気を使わず、静かな環境である。緑も多い。車で 5

分ぐらいの所にスーパーや郵便局があり便利。 

須賀地区 女性 40歳代 駅が近い、自然が多く、静か。 

須賀地区 女性 40歳代 野焼きをして煙があって臭いです。 

須賀地区 女性 30歳代 小学校、病院、スーパーが近い。近所にネコ屋敷があって、うちのゴミ置き場で出産したりおしっこ

されたり、ネコのおしっこ臭くされてしまう。 

須賀地区 男性 70歳以上 田畑に囲まれて気持ちが良い。 

須賀地区 女性 60歳代 家の外の緑が多い、小学校、保育園が近い。 

須賀地区 男性 30歳代 家の周りは田んぼとかあって自然もあるし、スーパーや学校なども近い。 

匝瑳地区 女性 60歳代 建物の前に緑が多く、早朝など鳥のさえずりが美しいです。 

匝瑳地区 女性 30歳代 保育、子育ての応援がなってない。 

匝瑳地区 女性 30歳代 静かな所です。10分もかからず買い物に行ける。 

匝瑳地区 女性 50歳代 四季を感じられる自然が、身近にある。 

匝瑳地区 女性 30歳代 道ばたに空き缶や空のペットボトル、食べ物の空き袋などポイ捨てされているところが多い。 

匝瑳地区 女性 50歳代 田舎で有り自然豊かであり、のんびり暮らせる。又、土地が有って畑で野菜を作れるので趣味となっ

ている。 

匝瑳地区 女性 50歳代 自然の豊かさを感じるのはよいが、夏の道路の脇の草刈りがいきとどいてないように思う。 

匝瑳地区 女性 60歳代 緑の多い所で空気もよい事、ゴミ拾いのゴミも、大分量が少なくなってきておりました。生尾から匝

瑳高校の後ろの道路の左側のゴミがいつも気になります。道路に覆い被さっている枝なども、山の持

ち主に注意しては、いかがでしょうか。 

匝瑳地区 男性 20歳代 快適な環境であるがポイ捨てでゴミがあちこち落ちている。 

匝瑳地区 男性 50歳代 過疎化により人口が減少し、将来が不安、バスの本数もすくないし、緑はゆたかだけど、寂しい場所。 

匝瑳地区 男性 60歳代 自然が豊かである。 

匝瑳地区 女性 70歳以上 美術館が有る。ゴルフ練習場が有る。巨木のある、神社が有るので癒される。東京（サンショウウオ）

も（沢ガニ）も見かける。自然の豊かさを感じる。 

匝瑳地区 女性 70歳以上 道路のＬ字溝のふたをしてもらいたい。悪臭もあるし危ないから。 

豊和地区 女性 60歳代 裏山が崖のため大雨の時に崖崩れの心配がありますが、静かで住めば都という感じです。 

豊和地区 女性 70歳以上 すべてに感謝自分自身にも努力する事によって環境も、心の持ち方も代わると思います。 

豊和地区 男性 30歳代 公園の遊具が少ない。 

豊和地区 男性 30歳代 特に問題がないから。 

豊和地区 男性 30歳代 家が古いためか、大量の虫が入り込みます。家の近くの畑にハクビシン等が多く、作物が食われます。

家、畑の雑草や竹などの伐採が大変。 

豊和地区 男性 70歳以上 缶などのポイ捨てが多少少なくなった。 

豊和地区 女性 50歳代 ふれあいパーク近くの公園は花が咲き、四季を楽しめる所だと思います。車で犬を連れて来た方が散

歩している姿や子供達が遊ぶすがたが見られとても良い環境だと思います。 
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豊和地区 男性 50歳代 近くに農村公園があり散歩などが出来たり、草花も豊富だ。生活環境として金融機関（農協）ドラッ

グストアー、コンビニ、ふれあいパークが徒歩で行かれる距離にあり便利、広域農道が有り成田（空

港、高速）アクセスがいい。 

豊和地区 女性 60歳代 朝晩は県道を通勤する車の音がしますが、騒音とまではいきません。周りは、森林があって自然に恵

まれています。いつも鳥の囀りが聞こえます。 

豊和地区 男性 60歳代 良い方だと思うが、側溝の掃除等をしていただきたい。｛そのようなことは、部落で実施せよ。｝との

事ですが、実際には小型のバックホー等がないと無理です。 

豊和地区 男性 40歳代 自然に囲まれて昔から変わらない。 

吉田地区 男性 70歳以上 吉田地区大塩の花がいっぱい植えられ四季を通して綺麗に整理されている。吉田 296番地先花壇は整

理されています。 

吉田地区 女性 50歳代 自分の回りは静かで、鳥の声や虫の声を聞いて季節を感じることが出来るので、快適な生活を送って

います。ただ生ごみの収集が来ない為、自分で松山に持って行っています。 

吉田地区 男性 70歳以上 自然が多く静かである。 

吉田地区 男性 60歳代 人家の無い場所に、ゴミがいつも捨てられている。 

吉田地区 女性 60歳代 緑に包まれて、良い所です。 

吉田地区 女性 20歳代 田、畑、の農薬の使用状況に、不安がある。 

吉田地区 女性 50歳代 里山の環境がまわりに残っていることは、とても幸せなことだと思う。車が無いと生活できないこと

は不便だが、この田園風景は宝物だと思う。 

吉田地区 男性 40歳代 かなり快適ではあるが、崖崩れなどの不安箇所はたくさんある。それと、人口や場所的に仕方がない

とは思うが他の地区に比べて、道路の整備や草刈りなどが後回しにされているような気がしないでも

ない。 

吉田地区 女性 70歳以上 自然がいっぱいでとても静かで人々はみんな良い人、町までは遠い。 

吉田地区 男性 70歳以上 山林や農地有り家の前にバス停、旧県道が有り部落内の通学路など全部砂利のところがなく小学生 7

名と毎日学校へ送って行きます。鳥の声、カエルや色々の虫や花を見ながら上り下りを元気に行くこ

とができます。 

吉田地区 女性 30歳代 静かな環境であるが夜など道路が暗い、街灯がない。 

吉田地区 女性 50歳代 畑にまく堆肥の臭いとそれに着くハエの多さ、洗濯物や、干した布団などについてしまう。植木畑で

火を燃やしたままその場を離れて夜中まで火が燃えていて風の強い日などは気になってしまいます。 

吉田地区 女性 60歳代 豊かな自然の中で穏やかな生活をしている。 

吉田地区 女性 50歳代 ゴミが落ちている。 

飯高地区 男性 40歳代 緑に囲まれ自然がたくさんある。最近は不法投棄や埋め立ての問題もあり心配。 

飯高地区 女性 40歳代 飯高壇林があり自然の豊かさを感じる。 

飯高地区 男性 60歳代 人口が少ないので自然が荒らされていない。 

飯高地区 女性 50歳代 自然がいっぱい、しかし公園がない、近くにショピングの出来る店がない、近くに子供少なく（いな

いに等しい）一緒に遊ぶ友達もいない、近くに医療設備（病院）はなく不安はいっぱい、成田からは

そう遠くないのに、変。 

飯高地区 女性 60歳代 里山や田畑に囲まれて、空気がきれい。 

飯高地区 女性 70歳以上 快適な環境であったが、急に造成（埋め立て）が地下水なども不安です。 

飯高地区 女性 60歳代 街灯が少なく夜は暗くて危険。川の周りの草がのびている。 

飯高地区 男性 60歳代 飯高壇林神社里山など自然が多くあること、観光の人が多く訪れる事はいいのですが、ゴミ、ペット

ボトル等のポイ捨てなどが多い事があります。夜暗いので防犯灯がもう少しあるといいと思います。 

飯高地区 男性 60歳代 農村の自然が多い。 

飯高地区 女性 70歳以上 自然が豊かである。 

飯高地区 女性 20歳代 車通りが少なく静かでいい。 

飯高地区 男性 50歳代 静かな環境。 

飯高地区 男性 30歳代 自然が多く静かであり落ち着ける。 
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飯高地区 男性 50歳代 食品や生活用品等の買い物などは車がないと不便である。 

共興地区 女性 70歳以上 生活用品を買うお店が遠いので不便。 

共興地区 男性 60歳代 田園風景と静かさ。 

共興地区 女性 70歳以上 南風の時鶏舎の悪臭の為窓を開けられず酷い、外に出ると吐き気を催します。時々見える来訪者は車

から降りるとすぐ家の中に入ってしまう状態です。 

共興地区 女性 30歳代 近くに公園はないが、地域住民が協力しあっているのでゴミ等は少なく子供も安心して遊べる環境。

緑も多く自然の豊かさを感じる。近くの川は（川沿い）家電ゴミ等の不法投棄が見られ残念。 

共興地区 女性 60歳代 神社やお寺も近くに有り、県道が走っていて家並みがきれいです。家の後ろに有る排水溝のフタがな

く、夏には蚊がわいたり、子供達が歩くのにも危ないです。町のように排水路の整備が必要です。 

共興地区 女性 30歳代 近くにスーパーがない、道幅が狭い、海岸線道路から、駅周辺までの直線の道がない、旭市のような

災害対策の為に、必要だと思います。田んぼの作業による、道幅が砂で狭くなっている道路が多い。 

共興地区 男性 70歳以上 生活が大変不便。 

共興地区 不明 70歳以上 家の外は緑の木の芽で天気の良い日は清々しい、家の少し後ろには大きな川が有り橋の上から川を眺

めると、とってもいい気持ちです。 

共興地区 女性 50歳代 自然が豊かである。道が狭い。公共の交通機関（市の巡回バス）が減ってしまっている。 

共興地区 男性 60歳代 昨年集落の周囲に再生土による埋め立てが広範囲に亘り行われ景観が一変しました。又、風の強い日

には砂埃が酷く窓も開けられない状態です。再生土の元は産業廃棄物とのことであり将来、人が住め

なくならないのか、心配しています。 

共興地区 男性 60歳代 野栄の旧役場先の公園はきれいでいい所です。 

平和地区 男性 60歳代 スーパーなどはなくなってもコンビニなどでき買い物など便利。 

平和地区 男性 60歳代 駅までの交通手段が車しか無い。出張で羽田 21:30到着すると八日市場に帰って来ることが出来ない

又東京を一番電車に乗っても、会社遅刻となる。公共交通が不便（仕事で沖縄日帰り）現地 9:00～17:：

00 仕事の時、運転・事故のリスクが高くなる。台風の時、この 20 年耐震補強しても 3 回破損（他か

らの飛来含む）下水道が未整備・・・使用されない道路等が多い、税金です。植木の街なのに街路樹

の手入れがされず、見通しが悪い。排水路の水質が悪い。 

平和地区 女性 60歳代 特別ここだという場所は余り感じませんが、地区全体がまだ自然のなかにあるので季節を、感じられ

ていいです。今場所をあげるなら、川口沼親水公園の花菖蒲が綺麗です。 

平和地区 男性 70歳以上 植木畑に囲まれ、交通量の込まない場所に住んでいる。 

平和地区 男性 40歳代 実家の周りにはほとんど家が無く、閑静で過ごしやすいからです。 

平和地区 女性 70歳以上 自然の豊かさを感じる。 

平和地区 男性 40歳代 ゴミステーションがむき出し水路は危険な観点から蓋をつけては 

平和地区 男性 40歳代 周辺に田んぼが広がり、自然の豊かさを感じる。 

平和地区 女性 40歳代 コンクリートで固められているが、近くに用水路などがあって、様々な動物がいる。ただ、普通のゴ

ミも野焼きされていて、プラスチックやオムツ、ダイオキシンなどはどうなのか不安になる。 

平和地区 女性 30歳代 都会と違い車がないと不便。夜は静か。 

平和地区 女性 60歳代 子供達の遊び場がない。あじさい道路をいつもきれいに。 

平和地区 男性 70歳以上 植木畑が多いので歩いても気持ちが良い。又、人通りも少なく静かで良い。 

平和地区 男性 70歳以上 道路環境、排水路の整備など概ね満足出来る環境にあると思われます。排水路清掃は、地区で年に数

回実施して、汚泥処理を、市に協力を頂いています。一方で、住宅地を外れると、ゴミ、空き缶など

の投棄が目立ちます。 

平和地区 女性 50歳代 普通。 

平和地区 女性 30歳代 ゴミの収集場所がどこなのか（どこへ出せばいいのか）分からない、わかりづらい。昔より場所が減

ったり廃止になってしまったので。大型のゴミは松山まで捨てにいかなければならないのか疑問で

す。（有料というところが）。そう言ったところにも税金は使われていないのでしょうか。 

平和地区 男性 20歳代 八日市場ド－ムの南の利根川浄水場？の近く野川が臭い。 
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平和地区 男性 20歳代 日々快適な生活を送っているが、あまり魅力は感じられない。〈お願い〉もっと街灯を増やして欲し

い。循環バスの本数が少なくって必要な時に利用出来ない。市民病院をもっと充実させて欲しい。※

近所に野焼きをする家が二軒あり灰や煙がきてしまい、困っている。近所だけに文句を言う事も出来

ず、イライラする、同様に思っている人は他にもいる。 

平和地区 女性 70歳以上 野鳥の種類が多く楽しんでおります。高齢者二人暮らしなので交通インフラ面で不便です。何とかし

て欲しいです。 

平和地区 男性 70歳以上 道路の通行車輌の騒音（通行車輌が多い）隣施設に設置された汚水処理設備の悪臭及び井戸水汲み上

げポンプの移動時の音に悩んでいる。（夜間～早朝静かな時間帯）ゴミのポイ捨て（特に道路沿い） 

平和地区 女性 50歳代 バスなど、人口が少ないのでバスも 1 時間に 1 本でも仕方がないとは思いますが、何々周りとか 10

分の場所でも 1時間かかってしまうようです。母は診療所に行くのに困っていました。なおかつバス

酔いをしてしまうようでたいへんです。もうすこし車もバスでなくワゴン車のような、ちいさな車に

したら経費もかからず良いのではないかと。道など歩道が無く怖い。子供達が心配です。 

平和地区 女性 60歳代 植木畑が周囲にあり、小鳥の声なども聞かれ、四季を感じる。蛍がいたが今は見られなくなっている。

街灯が少ないかなと思う。ゴミの入っている袋がそのまま道ばたに捨てられている。ゴミ廃材等（枝）

を燃やして煙が充満することがある。 

平和地区 女性 70歳以上 自然がいっぱいあります。 

平和地区 女性 50歳代 匝瑳市は平和地区に限らず、貴重な野鳥が多く（キジ、カワセミ、野ガモ、シラサギ、ウグイス等）

市外、県外から訪れた知人が「ここは、軽井沢か？」と質問されるくらい（野鳥の鳴き声で目覚めた

り、散歩していて気持ちがよいと言っていました）自然が豊富で誇らしく思っています。がしかし、

工業団地への道々に家庭ゴミを捨てていく車をみると悲しくなります。 

平和地区 女性 30歳代 子供がいて保育園、小学校、中学校と近くにあるから、便利だと思っている。夜も静かです。 

平和地区 女性 70歳以上 道路が狭い、自転車の通行が危険である。歩行が危ない。 

平和地区 女性 70歳以上 自然が豊かでそれでいて買い物にも便利生活がしやすいと感じます。 

平和地区 男性 50歳代 自然がある。カエルやセミの声が聞こえ癒してくれる。 

平和地区 女性 70歳以上 近くに養鶏場や鶏糞処理加工所があり、風向きによってはその臭いがとても不快です。又、農家さん

の畑から堆肥と思われる臭いがすることもあります。 

平和地区 女性 60歳代 騒音が少なく静かな所。下水環境が悪い。 

平和地区 男性 60歳代 地区全体が緑豊かな自然環境が良い。 

平和地区 女性 20歳代 家の後の道路の通りが多くて、ものすごいスピードバイク、ゴミのポイ捨てが多い。 

平和地区 男性 40歳代 ゴミのポイ捨てが多い。車、バイクの騒音が多い。 

平和地区 男性 60歳代 騒音、悪臭などがなく環境は良い。 

椿海地区 男性 60歳代 都会では見られない生き物などがいて、自然の豊かさを感じる。子育てするのには、公園などが広々

していて、良い環境だと思う。 

椿海地区 男性 50歳代 私は、椿のアパート住まいですが、隣の住宅のマナー・プライバシーの無いのには、呆れます。人と

してのプライドを、持って生活してもらいたい。 

椿海地区 女性 60歳代 震災後特に感じます。高い山や大きな川、観光的な面では、自慢できる面が少ないと思っていますが、

生まれ育った地より夏は涼しく、冬は暖かく何よりだと。海が近いので、津波を考えると少々心配で

す。今以上、緑を減らさないでほしいと思います。高齢化が進み住み良い市、環境であって欲しいと、

年々強く感じます。「4人に 1人は 65歳以上」とききます。 

椿海地区 女性 30歳代 自然が豊かである。通学路に歩道がほとんど無い。 

椿海地区 女性 60歳代 ブリーターの下請けみたいな事をしていて、大量にたまった糞を焼却するのだろうか、それを燃やし

た時などは風向きによって特に夏場の暑いうち等は大変迷惑させられています。それは洗濯物に匂い

が移りはしないかと心配です。そして、その煙が人体に害ないか心配です。 

椿海地区 女性 60歳代 都市化されず自然が残っているところが、生活していく上に快適な環境といえるが、行政、市民等の

意図的（意識的）な環境保全が必要となって来るだろう。 

椿海地区 女性 40歳代 公園や小学校が近いことが良い。道路が狭いので、車の行き違いが困る。道路脇に、ゴミが捨てられ

ているのが汚い 
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椿海地区 男性 30歳代 椿海地区に住んでいるが、道路が狭く車の運転がしづらい公道ではなく私道の為、アスファルトにな

っていなくて、ほこりポイ。強風が吹くと家に砂がたまる。椿海は自治会が熱心でない為、余計なイ

ベントがなくて煩わしくなくて大変良い。ゴミの集積場を自主的に整頓する人達の働きが素晴らし

い。 

椿海地区 男性 60歳代 国道駅等が近くにありながら緑豊かな自然に囲まれ、騒音もなく又医院やスーパーも身近にありま

す。 

椿海地区 女性 30歳代 コンビニが沢山ある。駅が近い。 

椿海地区 男性 40歳代 団地ですが空き家になっているところに、木が有り見通しが悪いです。空いているなら木などの整理

もしてほしいです。 

椿海地区 女性 30歳代 公園など子供が安心して遊べる場所が少ない。洗濯物を干している時間帯に、ゴミなどを燃やしてい

てその煙の臭いが洗濯物につく。 

椿海地区 男性 40歳代 夏は近所に水路があるので虫が多く家の中まで入り込む。 

椿海地区 男性 60歳代 騒音が少なくしずかな環境。 

椿海地区 男性 30歳代 適度な自然がある。国道に近いがそれほど騒がしくない。 

椿海地区 女性 40歳代 大通りに面しておらず、家の前の道路は袋小路の為、車の通りがほとんど無く、小さな子供達が家の

前で気兼ねなく遊ぶことが出来る。静かで田畑も多く、とても住みよい場所です。ここに住居を構え

ていることを幸せに思います。 

椿海地区 女性 30歳代 通学路に歩道がなく危ない（道もそんなに広くない）街灯が少ない。 

椿海地区 男性 30歳代 家の周りの田んぼや畑にカモやキジがいるので守ってあげたい。 

椿海地区 女性 60歳代 田園地帯なので夏はクーラーもいらないくらいに、涼しい、冬は少し寒いかも知れないが静かで気に

いっている。 

椿海地区 男性 60歳代 駅に近い 

椿海地区 男性 60歳代 自宅の西側に大きなケヤキの木があり秋になると落ち葉が、雨降りなどに積もり迷惑している。 

椿海地区 女性 50歳代 虫が多い。 

椿海地区 男性 60歳代 家の前の市道が狭く消防車が入れなく道路の補修さえすれば良くなると思われる。排水口のフタをす

れば道路が広くなるので是非お願いいたしたい。椿地区（八重荷北）です。早急に。 

椿海地区 女性 40歳代 静かな環境でのんびりしているのですが、夏になると椿海地区にある鶏舎の臭いがとても臭くて、家

の窓を開けていられない時もあり困ります。 

野田地区 男性 40歳代 近所の人々とのつきあいがきちんとあり、共同体意識がある。不自由を感じたことがない。自然が豊

かなのはこの地区の魅力だと感じている。 

野田地区 女性 60歳代 田畑や林が有り緑が多いので気持ちが良い。 

野田地区 女性 60歳代 豚舎からの悪臭がひどい（鶏舎も）水路が汚れている。ゴミの不法投棄が多い。 

野田地区 女性 60歳代 公園も近いので良いと思った。 

野田地区 女性 60歳代 時々朝夕外に出られないほどの、悪臭がある。風向きにもよるが。 

野田地区 女性 70歳以上 老朽した建物の中に、廃棄物等がある。 

野田地区 男性 50歳代 浜辺に近く夏涼しく五月には濱昼顔の群生を見ることが出来る。 

野田地区 男性 30歳代 九十九里海岸、自然豊かな地域である。野栄ふれあい公園を始め、スポーツ施設も充実して、海岸の

浸食は問題だと思う 

野田地区 女性 70歳以上 野栄ふれあい公園などあり快適である。 

野田地区 女性 70歳以上 蓄舎の悪臭がひどい。 

野田地区 女性 20歳代 隣の家の騒音がひどい、夜眠れない。 

野田地区 女性 50歳代 悪臭がする。外にでると。 

野田地区 男性 30歳代 鶏舎の悪臭がひどい。空き地の草や木が道路まではみだしている。ゴミの不法投棄。 

野田地区 女性 70歳以上 私は老齢のため自動車の運転が出来なく町に出るのに大変不便しております。市の自動車がもう少し

利用するのに便利な方法はないのでしょうか、バスはいつもすいています。下水が泥で一杯になって

おり大雨が降ると大変になるといつも思っております。 
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野田地区 女性 70歳以上 海、公園、医院も近くにあること 

野田地区 男性 60歳代 野栄総合支所。近くにある鉄工所の前の水路はゴミがいっぱいでとても汚い。もう何年も前からこの

ゴミの前を野栄支所の職員は、通勤していると思いますが誰一人気づかないのでしょうか？何年も前

から役所の方に、話をした方々がいますが、少しも変わってないようです。天気の変わる時や風向き

で鶏舎や豚舎の悪臭がひどいです。きちんとした設備でやっているか、厳しくチェックすべきではな

いかとおもっています。 

野田地区 女性 70歳以上 家庭が快適です。 

野田地区 男性 60歳代 近くに養豚所有り夏はハエ、悪臭が酷い、冬は北風の為、養鶏場の悪臭に悩まされる。養鶏場は近く

ても設備がしっかりしているので夏場は気にならない。養豚場は南方にあるので南風で悪臭がする

為、アミ戸にしておけない。ハエも多い。農業排水路にゴミを捨てるひとがいる。自分の畑にもマナ

ーをもってほしいです。 

野田地区 男性 70歳以上 野手、大根畑里ですが鶏糞の臭いが強いので養鶏場の指導を行政が出来ないか？（企業努力）埼玉県

では町中で養豚場を経営しています。視察してはどうですか、市政は指導を強くできませんか。 

野田地区 女性 50歳代 公園や病院が近くにあり、バスも近くを通るので不便はしていないからです。 

野田地区 男性 60歳代 いままで通りの生活環境で問題有りません。 

野田地区 男性 20歳代 周囲の環境は自然があふれ快適だが新堀川は数年前と比べかなり汚染されている。のさかふれあい公

園はとても良い環境だがなぜ噴水を止め汚らしい外観にしたのでしょうか。あの場の節水を意識する

事に意味はないと思われる。 

野田地区 女性 50歳代 田んぼのよせなどに、スーパーの袋などにゴミを入れ投げ捨ててある。 

野田地区 男性 70歳以上 毎日鶏、豚、牛、の悪臭が酷く食事中又は、そのほかで窓を閉めなければ過ごす事が出来ない。 

野田地区 女性 50歳代 自然豊かで緑が多い。 

野田地区 男性 70歳以上 緑が豊かできれいだと思う。 

野田地区 女性 40歳代 ただでさえ道が細い所がいっぱいあり、更に草木の手入れがしていない場所がいくつもあるので、対

向車や人、自転車が来るとすれ違うのに危険。街灯が少ない。交通が不便（路線バスが駅まで行くの

に時間がかかる。電車の時間に調度いいのがない為、結局子供は乗らず車で（通学時）しかも親が行

けないと祖父母に頼むので気の毒・・・。老人が徒歩や自転車で行ける範囲にスーパーがない。 

野田地区 女性 60歳代 海に近く植木畑など緑も多い。散歩も楽しいが鶏の糞尿の臭いが酷い、昼間は気がつかないが（特に

野田地区）夜になると外に出られない程だ。 

野田地区 男性 30歳代 公園まで車で数分、コンビニも近くにあり快適な環境ですが海に面しており物が錆びやすいのが難点

です。 

野田地区 男性 40歳代 海が近くて海の音を聞いていると心が和みます。海の防風林が無くなっているので木を植えていただ

くといいと思います。 

野田地区 女性 60歳代 昔からの近所付き合いが良好であり、生活しやすい。 

野田地区 女性 70歳以上 野良猫が沢山いるので、ノミの被害にあいます。 

栄地区 女性 50歳代 不自由さをあまり感じないから。 

栄地区 女性 70歳以上 車の通りは少なく空気は綺麗だ。鶯、カラス色々の鳥の声が聞こえて静かな住み心地の良い所です。 

栄地区 男性 40歳代 海の近くで、だんだん海が近くなっている。防波堤だけではなくテトラを入れるなどして砂浜が戻る

ようにしてほしい。 

栄地区 女性 30歳代 周囲は田畑が多く、多様な植物、昆虫等にあふれているので、概ね良い環境であると思います。しか

し、昔は見られなかった外来とおもしき植物・昆虫が年々増加していること、近所にある焼却場（現

代リサイクルという会社）が夜中に稼働していることに不安をかんじることから、評価を 2としまし

た。 

栄地区 女性 70歳以上 学校、郵便局、保育園が近くに有り、園児や学童の姿や声が聞こえると心地良い。周辺は田畑なので

緑が多く良い環境だと思っている。 

栄地区 女性 70歳以上 毎日のコースとして隣の後の道路を通り前の方の大きな道路に出て一周してくる。休みの日程です。

シルバーカーですが。 

栄地区 男性 50歳代 公共施設も充実しており、自然も豊かである。 
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栄地区 男性 50歳代 利用していない土地の雑草がたくさんで、見通しが悪い。 

栄地区 女性 60歳代 農業用水路沿いに以前はよくごみが捨てられていたが、最近は少なくなった。水路側面の除草など綺

麗にしておくことが（大切）良いと思う。 

栄地区 男性 70歳以上 匝瑳市は自然災害（風水害、強風、地震、大きな津波災害）等が非常に少ない。緑豊かな田園地帯が

多く又直近畜産農家の堆肥処理の向上により蠅が大変少なく殆どいなくなり、河川にもジャンボタニ

シの卵が少なくなりました。そして空気も快適になり住みよい所です。 

栄地区 女性 30歳代 騒音もなく田畑が広がっていて、のどかで生活しやすい。 

栄地区 男性 50歳代 すぐ近くに海があり気候が良い。 

栄地区 女性 40歳代 栄地区の大布川が昔に比べ汚れていると思う。又、どこの地区でもいえることだが用水路にゴミが多

く浮いていたり、汚れていると思う。道にゴミが捨てられているのが目立つ。 

栄地区 女性 60歳代 豚舎や鶏舎があり悪臭がする。 

栄地区 男性 60歳代 生活道路の修理が必要。 

栄地区 女性 70歳以上 周囲は緑が豊かで交通量が少なく静か。あえて言うなら農道の路側に雑草が茂っている。ポイ捨ての

原因になっている。 

栄地区 女性 70歳以上 散歩するのに車の通りが少なく安全である。 

栄地区 男性 60歳代 豚舎の悪臭、畑への鶏の糞尿捨て。 

栄地区 女性 50歳代 対人関係 

栄地区 女性 20歳代 静かで緑がある。 

栄地区 女性 40歳代 駅まで遠い、自然は多いが鳥の糞や猫の糞の被害にあっている。 

栄地区 男性 20歳代 駅が遠い。コンビニが近くにない。 

不明 男性 30歳代 自然環境においては、とても快適ではあるが、用水路からたまに悪臭がして蚊等が発生しているとこ

ろが快適でない。それと畑の前なので春先に強風が吹くと砂が家の方に舞って来て非常にこまってい

ます。 
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問３ その他記述（身近な環境において、気にかかる問題） 

居住地 男女 年齢 その他記述 

中央地区 男性 60歳代 ペットの糞が気になること。 

中央地区 女性 40歳代 道路標識がきちんとなっていないところが多くあぶない。 

中央地区 女性 70歳以上 崩れかかった空きや。 

中央地区 女性 60歳代 ゴミステーションがない。 

中央地区 男性 60歳代 竹林や雑木林の手入れが行き届かずあれて居ること。 

中央地区 女性 60歳代 町中にもかかわらず自宅前の草取りも出ないお宅がある。 

豊栄地区 女性 30歳代 たまにですが豚や牛の臭いが風向きによってはあります。 

豊栄地区 女性 60歳代 隣地（空き地）に雑草が茂る時期地主に刈り取りを依頼してほしい、現在自治会でも指導しているよ

うですが。 

豊栄地区 女性 30歳代 無し。 

須賀地区 男性 60歳代 空きや未耕作畑が増えてきている。（植木未伐採） 

須賀地区 女性 60歳代 自宅の道路の反対側に農家の息子夫婦が家を建てて移り来たが、何の挨拶もなく非常識で、不愉快な

んですよ。 

須賀地区 女性 40歳代 ゴミ収集場所のカラスによる汚染。 

須賀地区 女性 30歳代 近所にネコ屋敷（増え続けており、内にも迷惑となっている。） 

須賀地区 女性 60歳代 畑をやっている人が車を置き放し。車は・・・ 

匝瑳地区 女性 30歳代 隣が空家の為、ハクビシンが住み着いているようで、夜間の鳴き声や野菜、果物等を食べられてしま

う。 

匝瑳地区 女性 60歳代 問２で書きました 

匝瑳地区 女性 70歳以上 タヌキ、ハクビシンの害がある、鳥の害もある。 

豊和地区 男性 30歳代 歩道がない場所がある。（子供達の通学路） 

豊和地区 男性 40歳代 特にない。 

吉田地区 男性 70歳以上 帰り道にポイ捨てが多い（月 1日位）拾います。 

飯高地区 女性 70歳以上 計画等の説明がなく急に造成（埋め立て）が始まったので心配。 

飯高地区 女性 70歳以上 歩道がないので道路をあるくのはとても危険です。 

飯高地区 男性 50歳代 空き家が目立ってきた。 

共興地区 男性 60歳代 養鶏場からの臭い。 

共興地区 女性 60歳代 畜産の小屋、漂う匂いがあります。 

共興地区 女性 50歳代 家畜の臭い（豚、牛、など） 

共興地区 男性 60歳代 埋め立て。 

平和地区 男性 60歳代 犬の糞の処理ができてない、犬を飼う人は責任持って。 

平和地区 男性 60歳代 八日市場駅、南側のロータリー、道路 

平和地区 女性 60歳代 畑、家などの空き地の雑草が目立ちます。 

平和地区 女性 20歳代 カエル、ネコ、タヌキが多い。 

平和地区 女性 60歳代 下水整備。 

椿海地区 男性 60歳代 通学路に歩道が無い場所が多く、子供達が危険にさらされている現状 

椿海地区 女性 60歳代 外灯が少ない。国道から住宅街の細い道（市道）に入ると、暗く感じる。事故防止の為にも増やして

ほしい。 

椿海地区 男性 30歳代 高圧電線がもしきれたら、落ちてきそう。 

椿海地区 男性 50歳代 前の道路を通る車がスピード出し過ぎ狭い道路なのに小学生のスクールゾーンですので、事故が心配

です。 

椿海地区 男性 60歳代 大きな落葉樹の伐採。 

椿海地区 女性 70歳以上 野鳥の糞が駐車場、玄関前、道路、車の上に。 

椿海地区 女性 40歳代 夏になると、近くの鶏舎の臭いが凄くくさくって窓を開けていられない時もあります。 
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野田地区 男性 30歳代 海岸浸食。 

野田地区 女性 70歳以上 蓄舎の悪臭 

野田地区 女性 60歳代 鶏の糞尿の臭い、がまんできない。 

栄地区 女性 60歳代 缶や、ペットボトル、牛やにわとり糞の臭い。 

栄地区 女性 70歳以上 空き缶、ペットボトル、生ゴミ等をポリ袋に入れて車から投げ捨てする人が多い。近所の人でなく通

りがかりの車らしい。 

栄地区 女性 40歳代 畜産による糞や尿の悪臭。 

不明 男性 40歳代 水路、ため池が多く、安全面に不安を感じる。 

不明 男性 30歳代 砂埃。 

 

 

問５ その他記述（自然を守るために、進めるべき取り組み） 

居住地 男女 年齢 その他記述 

中央地区 男性 60歳代 環境保全に努め、過度な保護活動はやるべきでない。 

吉田地区 男性 70歳以上 ポイ捨て禁止看板。 

飯高地区 男性 50歳代 不法投棄の監視。 

平和地区 男性 60歳代 市民の保護意識を高める。著名名人の講演でもガラガラな時があった。 

平和地区 女性 30歳代 このままで良いと思う。 

椿海地区 男性 30歳代 山際にはホタルがいるが、ハザードランプでホタルを集めるとその後ホタルが死んでしまうことを、

バカに注意を叱咤したほうが良い。 

椿海地区 男性 60歳代 山刈りなど地主にまかせて 

野田地区 女性 60歳代 これ以上畜産業は規制し、増やさない。 

 

 

問７ その他記述（日常生活で実践しているリサイクルや省エネルギーの取り組み） 

居住地 男女 年齢 その他記述 

中央地区 女性 60歳代 ペットボトルのキャップの回収コーヒー缶などのプルタブ、古新聞の回収 

豊栄地区 男性 40歳代 太陽光パネルを設置した。 

共興地区 女性 60歳代 スーパーで行っている賞廃物のリサイクルに出す。 

平和地区 男性 60歳代 太陽熱利用、太陽光利用 

平和地区 男性 70歳以上 コンポスターを使用し、残飯等は 30年間家庭内の庭で処理をしている。 

椿海地区 男性 30歳代 ペットボトルのキャップ回収は偽善で詐欺なのでやらない。 

野田地区 男性 70歳以上 市内バスの循環が多い、駅や病院は幹線道路を線的に。 

栄地区 女性 40歳代 バス停は遠いし自転車は乗れないし。 

 

 

問８ その他記述（日常生活でリサイクルや省エネルギーを実践していない理由） 

居住地 男女 年齢 その他記述 

中央地区 男性 60歳代 日頃、忙しく中々手が回らない。 

須賀地区 女性 70歳以上 自分で充分体を動かす活動が出来ない。 

匝瑳地区 男性 20歳代 機会がない。 

野田地区 男性 60歳代 業者がもらっていくので空き缶鉄くず等 
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問９ その他記述（リサイクルや省エネルギーを進めるうえで、行うべき取り組み） 

居住地 男女 年齢 その他記述 

中央地区 男性 60歳代 近隣のドブ掃除。 

吉田地区 女性 70歳以上 空き缶、空き瓶は企業に回収させる。 

吉田地区 男性 70歳以上 小学校で行う年 2回の廃品回収で助かっている。 

吉田地区 女性 70歳以上 当地区は、小学校で年に二回の廃品回収をするので助かっている。 

平和地区 男性 60歳代 公共施設など農協、銀行など冷暖房温度を、自然に近づける。 

平和地区 女性 30歳代 ゴミ袋の値段を下げる、八日市場は他の市より高いです。 

平和地区 男性 70歳以上 省エネやリサイクルの意識高揚を図るような、広報活動を積極的に行う現状では不足しているので細

くしました。 

平和地区 男性 60歳代 税金の無駄遣いするくらいなら、再生可能エネルギー設置や浄化槽設置の補助金を増やして欲しい。 

椿海地区 女性 40歳代 可燃ゴミと資源ゴミ日にもっと差があったら皆積極的に分別するのでは。 

野田地区 女性 60歳代 各地区の収集ステーションの修繕、衛生面で助成し、快適な環境にする。 

 

 

問 10 その他記述（関心を持っている地球環境問題） 

居住地 男女 年齢 その他記述 

中央地区 女性 70歳以上 焼き畑農業による森林の減少 

平和地区 男性 60歳代 地球が活動期に入ってきていることと、異常気象 

平和地区 女性 30歳代 ＰＭ2.5や黄砂などでアレルギーの発症 

椿海地区 男性 30歳代 家畜のゲップによるメタンガスは二酸化炭素よりよっぽど温室ガスになること 

椿海地区 男性 70歳以上 燃料電池車と水素供給、利用技術研究の前市の対応。 

不明 男性 30歳代 放射能による、人体への影響？ 

 

 

問 11 その他記述（地球環境問題に対し貢献できること） 

居住地 男女 年齢 その他記述 

中央地区 男性 70歳以上 瓶缶等のポイ捨ては余り見かけませんが猫を捨てる人がいることが困ります。猫を飼ったら子ができ

ないようにしてかわいがっていただきたい。 

中央地区 男性 60歳代 ボランティアで、地域の清掃。 

椿海地区 男性 30歳代 タバコ吸わない。 

野田地区 男性 20歳代 外にゴミを捨てない。 

 

 

問 13 その他記述（市民参加を広げるために行政が取り組むべきこと） 

居住地 男女 年齢 その他記述 

平和地区 女性 50歳代 匝瑳市大バザー大会 

 

 

問 14 その他記述（市民による環境づくりに参加したくない理由） 

居住地 男女 年齢 その他記述 

中央地区 男性 70歳以上 残念ながら年を取りすぎました。 

中央地区 男性 60歳代 どんな環境作りをするのか不明だから。 

平和地区 女性 70歳以上 寝たきりの状態だからです。 
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問 15 その他記述（環境を守り、改善していくための役割分担） 

居住地 男女 年齢 その他記述 

平和地区 男性 70歳以上 当初は行政が主体となり軌道に乗った後は市民や事業者主体に移管する。 

椿海地区 女性 50歳代 体の調子が悪いから。 

 

 

問 16 その他記述（行政が特に優先して取り組むべき施策） 

居住地 男女 年齢 その他記述 

吉田地区 女性 70歳以上 10年、20年、30年、40年と殆ど変わらない道路少しずつ少しずつ良くなっているがその他は何も変

わらない。（それが良いこと） 

平和地区 男性 70歳以上 各人の意識改革を図れるような施策公報活動の積極化。 
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◆市民アンケート 自由意見 

居住地 男女 年齢 自由意見 

中央地区 女性 70歳以上 旧利根用水路の浄化について上記水路の汚れが酷く当初は魚付を始め多種類の魚類が生息していた

ものです。今は生物は何も居ません。ご存じのように多摩川は見事行政他の努力に依り蘇りました。

鮎を始め多くの魚類が戻って来ました。旧利根用水の浄化を。 

中央地区 男性 70歳以上 中間年度までの進歩状況の報告をしてください。 

中央地区 女性 70歳以上 空家が多くなり持主が放置していることが多いので環境保全に努めよう。持主に要望してほしい。 

中央地区 男性 60歳代 明るい町作り。 

中央地区 男性 60歳代 これは私の個人的な考え方ですが私はボランティアという考え方少し苦手でゴミの清掃や消防団等

の活動はどうなのかな？と思っております。例えば地区ごとでも税金や活動費を集めて”仕事”とし

てやっていただく方がいいかと思います。私たちの仕事のスキルも上がりいいかなと思いますが現状

ではむずかしいとおもいますが、プロとしてやっていった方が金銭的にかかっても、良いかなとおも

います。そして身のまわりで出来る事は自らが気付きやっていくと言うことが大事だと思います。 

中央地区 女性 40歳代 道のあちこちにゴミが捨てられています。だんだんと増えているように感じます。どうにかしてほし

い。 

中央地区 女性 70歳以上 排水路整備をお願いします、特に駅前を。 

中央地区 男性 20歳代 日本一の植木の市として緑を大事にしていきたい。 

中央地区 男性 50歳代 環境問題は一人一人の自覚が大切と考えます。どうすれば環境保全できるかを行政が PR して欲しい

と思います。 

中央地区 女性 70歳以上 市内には崩れかかった空き家が数多くあります。安心して町内を歩けるように何か良い方法がないで

しょうか？ 

中央地区 女性 40歳代 資源ゴミのリサイクルを推奨するのであれば袋代を無償にしてほしい。購入しなければならないため

分別しない人もいると思う。 

中央地区 女性 60歳代 若潮町にはゴミステーションが一カ所しかない。不便だ。市でなんとかして欲しい。 

中央地区 女性 60歳代 ネットや、スマホを持っていないので情報のパンフレットを化要望します。匝瑳市が行っているリサ

イクル（回収）品の流れを具体的に教えていただきたい。（どのような業者に渡り、再製品、再原料

となるか）。匝瑳市は植木の待ちと言われ遠く中国方面まで輸出されていると聞きますが「植木百名

（銘）木巡りツアー」などがありましたら参加したいと思います。又、パンフレットがあったら良い

と思います。よろしくお願いいたします。 

中央地区 男性 50歳代 ゴミの収集場所について、路上に収集されているケースが多いと思われるが囲いを作るなど収集場所

の整備をお願いしたい。 

中央地区 男性 60歳代 匝瑳市は自然環境には恵まれていると思う。環境行政に望むことは今の環境を守ることを中心に仕事

をして欲しいと言うことです。私が一番気になっていることは、竹林や植林地の荒廃です。私有地が

殆どだと思います。所有者の経済力もあり整備は難しいと思います。竹林や植林地の整備を所有者へ

の補助事業を実施してほしい。 

中央地区 女性 70歳以上 毎年五月の末の日曜日に（ゴミゼロ運動）を行っていますが年二回にして欲しいです。１１月末頃が

良いかと思います。タバコの吸い殻一本も拾いますのでとても町がきれいになっているのが分かりま

す。毎年ゴミ拾いが終わると半年ぐらいにあってもいいよねと皆言っていますが勝手にやることも出

来ませんので、家の近くだけやっています。 

中央地区 女性 60歳代 野良猫の駆除。崩壊しそうな建物を解体して欲しい。名門（匝瑳高校）もあるのだからせめて通学路

は明るく安全な通りにして欲しい。自衛の消防もある程度は大切だがそれよりも人口増加に繋がる様

な（妊婦さん、赤ちゃん）などに支援して欲しい。（旭市は赤ちゃんのオムツが有る程度無料で手に

入るそうです。）※オムツの話を聞いて若い家族が「旭市に家を建てた方がいい」といっているのを

聞いた事があります。 

中央地区 女性 40歳代 ゴミの不法投棄がなかなかなくならないので、市の方でも見回りを強化して欲しい。地域に住民以外

の人間が投棄しているケースが多く、住民だけでは限界が有ると感じる。公園が少ないので、子供が

安心して遊べたり、老人等のコミニュケーションの場になるようなものが増えると良い。 
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中央地区 女性 60歳代 126号国道と線路、線路から大利根西幹線排水路の中の土の掃除をして欲しいと思います。 

中央地区 男性 60歳代 駅周辺のゴミの不法投棄が目に余る。不法投棄されないような対策をして欲しい。これから起こるか

も知れない大地震を考えた時駅南の 5階のマンション（古い）の倒壊が心配です。 

豊栄地区 女性 70歳以上 市民（老人、子供）が安心して住める生活環境を作ってください。 

豊栄地区 男性 40歳代 ゴミのリサイクルを強化して、ゴミ処理に対する借金を少なくしてもらいたいです。 

豊栄地区 男性 60歳代 匝瑳市がいくら環境行政に力を入れてもかけ声だけに終わってしまう可能性があります。要は匝瑳市

が中心となり私ども一人一人が環境行政に興味を示し各人自主的に環境行政について参加する事が

重要と考えます。ゆえに市民が環境行政について自主的に参加させ市をサポートするための打開策が

必要ではないでしょうか。 

豊栄地区 男性 50歳代 小さい時から教育道徳マナーなど教えが必要（ゴミ捨て、奉仕活動等）。 

豊栄地区 男性 40歳代 現在山林や農地、路傍など、竹、木、草、が伸び放題でそれを伐採したとしても処分する場所（受け

入れ日時、運搬車両）が限られている状態など改善、善処して欲しい。 

豊栄地区 女性 20歳代 自然を大切にするのもいいのですが、余り不便さを感じないような環境豊かな町作りを目指していた

だきたいと思います。 

豊栄地区 男性 60歳代 現在の現制を市民一人一人が守ること・。 

豊栄地区 男性 60歳代 商品を買う場合、包装紙や箱など付いてきます。家庭内のゴミ箱は数日でいっぱいになってしまいま

す。一般可燃物として処分する事は出来ますが、包装紙や箱などが自然に優しい原料で出来れば、大

気汚染や温暖化防止に寄与出来るものと思われます。例えば、水に溶けたり、土に帰ったりする事が

出来る材質のものが開発されればと思います。 

豊栄地区 女性 70歳以上 店舗や工場も無く静かな部落ですので川の水きれいな方だし、近くに公園も有ります。ただもう少し

若ければ皆様の為になる活動をしたいし、ボランティアも参加出来るのにと思っていますがこの年に

なりますと人に迷惑をかけないように無理せず 1日 1日過ごしております。 

豊栄地区 男性 70歳以上 自然も大切であるが道路等に木が倒れたり覆われたりして困っている。子供達の通学路も草がかぶり

見えづらく危険な場所が多いなで考えて欲しい。 

豊栄地区 女性 30歳代 このアンケート家族の中で私にしか届かなかったのですが（ちなみに世帯主ではないです）どういう

決まり?で送って居るのですかね、環境とは関係無いですが、そこだけ気になりました。 

豊栄地区 男性 70歳以上 ゴミゼロ運動を年に数回実施する。小中学校の児童生徒に、匝瑳市の自然環境を守るポスターを依頼

し市内の公共の場所に掲示する。 

豊栄地区 男性 50歳代 空き缶などポイ捨て強化。 

豊栄地区 女性 70歳以上 野良猫が多くなっている。捨て猫などに対する規制が必要では。問い 2で記入しないから、放棄地の

適正管理の普及推進、地主への管理指導。 

豊栄地区 女性 40歳代 リサイクルが今ひとつ出来て居ないように思う。ダンボールや新聞等の紙ｺﾞﾐが有料であるがまず、

驚きでしたビンやカン等も無料で回収やリサイクル出来るようにしなければ、不法投棄も増えると思

う。リサイクル仕分けをちゃんと出来るように支援や説明するために時間を費やして欲しいです。小

さい頃から市民意識が高まる事に繋がると思う。 

須賀地区 女性 40歳代 川や水路の汚れは気になります。こうや橋にガードレールが尽きましたが道の片側にはつかないので

しょうか？出来ればつけてほしい。 

須賀地区 女性 30歳代 可燃ゴミ（大）の袋がすぐにやぶれて、使い物になりません。そして値段が高すぎる。せめて丈夫な

袋にして 1枚 400円にしてほしい。資源のゴミ袋となぜ同じ厚さにしないのか？旭市のほうがじょう

ぶで安い。すぐに袋について改善すべきだ。 

須賀地区 男性 不明 市長はじめ議員さん、市が発展するには商店（地元）の優遇対策（？）として声掛け合い助け合い税

を安くしてやって欲しいな。祭りも良し我等専門取技術大会など開いて見たらどうですか。ぜひ参加

し子供達にも見せてやりたいね。 

須賀地区 女性 70歳以上 何事も市民と行政が一体になって取り組まない限りどんな政策をたてても実現はしないと思われる。

市民の関心のある施設から始め行政と一体なって取り組める活動を推進されることを望みます。今ま

でになく市民の声を広く求める今回のような方法は評価出来ます。税金等は市民の為に意味のある使

い方をして欲しい。 
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須賀地区 男性 60歳代 環境というと自然環境が先に思い浮かぶが。人間、企業関係もあるとかんがえられる。地区創生政策

が進行中高齢者になって地方推進（介護支出発生）でなく働ける年齢に匝瑳市に住む産業、企業にた

いしての政策を望む。 

須賀地区 女性 60歳代 農家の住人が高齢化し、家屋敷の手入れが出来なくなり垣根や大木かした庭木が道路に覆い被さり交

通障害になったり枯れ葉が近隣の迷惑になっている例が近隣で散見されます。こんな事が今後ますま

す多くなるのでは。 

須賀地区 女性 70歳以上 市民病院についてお願いしたいです。課の週一を増やして欲しいです。また、他の課も出来ましたら

増やして欲しいですね。匝瑳市の皆さんが助かりますので、出来ることでしたら考えていただきたく

書きました。 

須賀地区 男性 70歳以上 大型店舗（イトーヨウーカ堂）が有れば便利かも? 

須賀地区 女性 40歳代 自然が豊かで水質汚染やゴミの投げ捨てなどのない美しい匝瑳市であって欲しいと思います。中々具

体的にお手伝いする事は出来ませんが、個人的に出来るリサイクルや節電、残り物を流さない等には

気をつけています。環境汚染の実態を知り一人が意識を持つことでも少しは変わるのではないかと思

っています。お仕事を退職された方がボランティアデゴミ拾い等したり子供の安全を見守ってくれて

いてとても感謝しています。 

須賀地区 男性 70歳以上 桜の木を植えてください。 

須賀地区 女性 40歳代 アンケート内にもありましたが自家用車の利用を控えて、電車やバスを利用するというのは、市内の

移動ではかなり難しいと思われます。市のバスを増便すればよいと言う問題でも無いでしょうから良

い案が出ればと思います。 

須賀地区 女性 60歳代 私は昭和 52 年に八日市場市民になりました。町内ではゴミの日に必ず当番が掃除します。小さな事

ですが環境を思うきっかけでもありますしこれからも続けて行きたいと思っています。 

匝瑳地区 女性 30歳代 匝瑳市の保育体制は若い人が働くにはかなりむずかしい。時間、土曜日等、匝瑳市では無理で多古の

保育園に預けている人もいる。多古のような保育体制を取ってもらいたい。今のままの保育体制では

若い人は匝瑳市に住めないと思う。人も増えないと思う。もっと若い人や子供に撮って良い 

匝瑳地区 女性 50歳代 やはり最終的には個人が環境に対する意識を高めなくてはならないと思います。 

匝瑳地区 女性 60歳代 まず地区ごとから行ってはどうですか、部落に何人か役員を決めて地区を見て回り報告していただい

た物をまとめて市の方から注意していくのはどうでしょうか。 

匝瑳地区 女性 20歳代 朝夕多少の野焼きは気にしませんが（落ち葉やよせ刈りの草等）日中洗濯物を干している時間帯は臭

いが付いてしまうのでしないように規制も必要と思います。リサイクル出来る品物の回収にもっと力

を入れるべきではと思います。回収の品目を増やしたり回収場所を増やしたり。 

匝瑳地区 女性 70歳以上 不心得な者に対する監視が必要だが、一番大事なことは罰則の強化である。取り締まりを強化し罰金

を取る。必ず良くなる。 

豊和地区 女性 70歳以上 市役所へ伺うといつも職員の積極的な優しさに感謝いたしております。 

豊和地区 男性 30歳代 今年地区 9件の班長になりました。なのでゴミ 0や地元の草刈りなどに参加しました。自主参加であ

れば参加しなかつたでしょう。同年の友人のなかにはボランティアなんだから出なくていいだろうと

言う人もいます。やはり住人の意識改革が第一だと思います。一番それが難しいのですが。 

豊和地区 女性 50歳代 車で出掛けた時に道中様々な場所でゴミ拾いをしている姿を見かけました。年齢層も様々で市全体で

環境美化に務めていると実感しました。五月だけでなく美化月間を作ると良いかと思います。下水道

の側溝の掃除に関して作業する人たちが高齢となり側溝の蓋が開けられず業者に依頼していました。

自費払いでしたので助成など有ると良いかと思います。作業も高齢者だけでは無理になってくるかと

思います。（五月のゴミゼロの日） 

豊和地区 男性 50歳代 資源ゴミの回収の回数を集一回程度に増やして欲しい。 

豊和地区 女性 60歳代 これは別かも知れませんが、良く犬を連れて歩いている人がいますが、エチケット袋も持たないで家

の人の前や畑の隅で便をさせています。何のためにあるいているのでしょうね。 
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豊和地区 女性 60歳代 県道等の草刈り後雑草等は刈り込まれてきれいになったのですがその後の両脇に投げ捨て缶やゴミ

が現れ景観が損なわれてがっかりしてしまいます。そういうゴミの始末はどうにかなりませんでしょ

うか?環境行政とは関係ないのですが時々配布される市の議会便りの件ですが情報が市民に伝われば

よいのですからもっと紙の質を薄くして白黒印刷にしても十分情報は伝わると思いますし節税にな

ると思います。紙の質と議会活動は比例しませんから。 

豊和地区 男性 60歳代 環境整備も必要だと思うが公園に余り贅沢な遊具は必要ないと思います。遊具には危険性も含まれて

いるので、各が工夫やレクレーションの計画が出来る、広場的公園にして欲しい。これから造成する

公園に対する希望です。 

豊和地区 男性 40歳代 情報公開と規制、情報公開するには調査が必要、これは行政が進めて欲しい。将来のため子供達への

環境教育（一般と市の二本立て） 

吉田地区 女性 50歳代 小さな子供が緑の多い環境の中で遊べる場所があると良いと思います。多古町のように道の駅周辺は

季節によりお花が咲いて、芝生が有り子供を連れて行くのにいい場所ですが匝瑳にはないので残念で

す。 

吉田地区 女性 70歳以上 日常生活をしていくのには、ちょっとした品物が買えるコンビニ等があると便利だと思う。若い者と

同住の人はよいとしても年寄りの人は遠くにいくのが大変だと思う。 

吉田地区 男性 40歳代 匝瑳市だけではないが老人介護施設や障害者用施設で働いている人たちの、給料や待遇をもっともっ

と充実したものにしていただきたい。 

吉田地区 女性 70歳以上 自然は自然のままで人の手を入れない。公園や緑化人の作るものでなく自然にできるものを大切にす

る。草、木、竹、は適当に切る。道に出ている枝は早めに伐採をし、車の支障にならないように個人

（持ち主）に伐採させる。農地（畑）は荒らさないよう指導する。業者を使わず地域の者でやる（金

を使わず税金） 

吉田地区 男性 70歳以上 道路に出ている雑草や樹木など児童達が歩きやすく、安全通学出来るようにお願いします。 

吉田地区 女性 60歳代 里山ウォークの人達を見かけることが有りますがとても良いと思います。個々が所有する山林等をあ

れないようにしていくのが難しい、今有る程度立ち入ってきれいに維持していけるような？ボランテ

ィア等を育成出来たら・・・なぁ～と綺麗な里山と汚れていない（ゴミのない）町並みは、何より美

しいふるさとだと思います。 

飯高地区 女性 60歳代 家庭ゴミで有機物は出来るだけ、自宅で土に埋めたりコンポスターに入れて燃えるゴミに出さないよ

うにしています。近所の人はビニール類を自分で燃やしている時があります。後世のために、害を周

知徹底してもらいたいです。 

飯高地区 女性 60歳代 市の中心部に当る所は色々きれいに整備されていますけれど市の外れの方面地区においては汚くて

もほったらかしになっている。 

飯高地区 女性 70歳以上 大変お世話になっております。住みよい郷土を作るため生活の知恵を与えてください、協力は惜しみ

ません。 

飯高地区 男性 50歳代 ゴミの不法投棄の監視を強化し違反者には厳しく対処して欲しい。 

共興地区 女性 70歳以上 他人の土地への不法投棄は絶対許しません。監視を強化して欲しい。 

共興地区 女性 30歳代 植木の町「匝瑳市」をこれからも、緑豊かで自然あふれる町として環境をより良く市民全体で協力し

ていきたい。 

共興地区 女性 60歳代 匝瑳市は山、川と自然色豊かな地域ですがこれからを担う子供達が又次の世代を作ってくれることを

願う者ですが、後継ぎがいない等田舎特有の問題が有るように思います。農業経営も採算があわなく

って止めなければ行けない所も出ているようです。飯高の里山のように全国に誇れる者、又植木の町

の植木職人さん達の育成など充実させこれ・・・というものがほしいですね。 

共興地区 女性 30歳代 長谷浜の海岸線道路に埋め立て後に太陽光パネルが設置されました。埋め立て範囲が広域で管轄は県

になると言われましたが、市としてはどう考えていますか？市民に密接している立場としてあの周辺

に住むことが環境として良いものだと思いますか？海岸線周辺は高い建物もなく風が強く吹く地域

であります。砂が舞い上がり洗濯物や窓を開けての空気換気が出来ません。そんな場所に住めます

か？又あの場所は津波が押し寄せた所です。再び津波が民家を壊す恐れがあると考えなかったのです

か？想定外ですか？環境破壊に繋がる埋め立てです。改善を求めます。 
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共興地区 女性 40歳代 海や川の近くに住んでいます。ゴミの不法投棄が多くマナーの悪さに車で走っていても気分が悪くな

ります。きちんとゴミ出ししている人も多いのですが、何人かかの人が捨てて居ると思います。行政

できちんと規制して欲しいです。海岸もゴミが持ち込まれない様、車が入れない様にして、防災に強

いゴミのない自然環境を作って欲しい。 

共興地区 男性 60歳代 他の市町村ですが山武市、芝山町等はシルバー人材の方が軽トラで市内町内を回って二人組出歩きな

がらカン、ペットボトルとかを拾い集めて作業しているのを見るのですが匝瑳市もやっているのでし

ょうか？とてもいいことだと思うのでやっていなければやればシルバー人材の人達に仕事が入るし

お金にもなるのでいいかと思います。 

平和地区 男性 60歳代 各自がルールを守って生活すれば問題はおきないはず。まずは自分から始めよう。 

平和地区 女性 70歳以上 自分はオムツを（90歳以上）やっているしひ孫（2歳）やっています。生ゴミを捨てる場所がありま

せん。町では家のそばですてていますがそとではきてくれないのでしょうか？ 

平和地区 男性 40歳代 ゴミステーションの周囲がゴミ、ネコ、鳥等によりゴミを散乱しないような設備を考えてほしい。 

平和地区 男性 40歳代 自然豊かな匝瑳市を今後も維持して行けることを願っています。 

平和地区 女性 40歳代 佐倉市から匝瑳市へ引っ越して来たときにとにかくゴミ袋が高いと感じた（10倍位もした）税金の使

われかたや仕組みは分からないが、市民にとっても使いやすい（価格が安い）ゴミ袋からはじめない

と、とうてい家庭ゴミをきちんとゴミステーションに出す文化は育たないと思っています。せめて「プ

ラスチックとオムツは必ずゴミステーションへ」を市民に知らせ、守らせることが大事だと思います。 

平和地区 男性 70歳以上 少子高齢化が進む中財政の健全化を考慮しつつ生活環境の保持を希望します。 

平和地区 女性 50歳代 可燃ゴミの袋を黄色にして下さい。（カラスは黄色が見えないそうで？あらされないそうです実行し

ていただきたいと思います。）可燃ゴミ、資源ゴミ等、ゴミ袋全部。値下げしていただきたいと思い

ます。 

平和地区 女性 30歳代 市税、県民税が高くそれだけ支払っているのだからそれに見合うものを産み出して欲しいと思いま

す。ゴミの集積所の問題は早く解決して欲しいです。 

平和地区 男性 20歳代 地球温暖化は二酸化炭素起因ではなく太陽活動の活発化によるものです。河川の汚染は細菌の嫌気的

繁殖が主な原因なのでその改善をすれば良くなるはずです。千葉は利根川の下流で水質も余り良くな

いので、水質が改善できれば稲作の質の向上やブランド化、酒米も作れるかと思います。（又、空い

た水田で稲作以外の、藍染めの栽培等へシフトするのも一つの方法のように思います。 

平和地区 男性 70歳以上 環境行政の”姿”が見えない。（現状では）早期に市として姿を示し、行政及び市民一体の環境改善

に取り組んでいただきたい。又、取組に協力したいと思います。 

平和地区 女性 50歳代 リサイクルしてはいますが、持って行ってもらうのにお金がかかる業者やかからない業者がいるが、

その品物は正しく処分されているのか心配です。環境が気になる、山に捨ててあっては何もならない

し、逆に環境を悪くしてしまうので正しく処分して欲しい。 

平和地区 女性 60歳代 廃棄のビニール（温室用）や発砲スチロール等を燃やしたりしているお宅を見かけます。野焼きや、

枯れ葉、枯れ枝等は、けむりがでるのですが・・・）刺激臭や空中への毒素などかなり気になるとこ

ろです。公務等での呼びかけをお願いします。 

平和地区 女性 30歳代 植木屋さんが多いのですが良く火を燃やしているのを見かけます。煙がすごいのでやめてほしです。

成田市はその辺で火を燃やしたりするのはいけないらしいです。匝瑳は禁止しないのでしょうか？ 

平和地区 女性 70歳以上 エコ省エネの推進。ゴミの分別、身のまわりの整理整頓、清掃、清潔。不法投棄に市の罰則強化。 

平和地区 女性 70歳以上 特にゴミの不法投棄が多発していると思う。問い 16 に力を入れて欲しいと思います。※きれいな町

に住みたいから。 

平和地区 女性 20歳代 若い人達を集めてサークルを作ってもらいたい。八日市場ドームを解放してスポーツ、イベントを増

やしてもらいたい。 

平和地区 男性 40歳代 スーパーが少ないので匝瑳市商店街をもっと活気付けて欲しい。特に夕方中心にもっと（お総菜店）

やってもらいたい 

椿海地区 男性 60歳代 自然の多い環境に河川が汚れると思う。川が汚れていては環境を守ることは出来ない。森林を修復し

自然が持っている、水を綺麗にする力をもう一度見直して見ることも大切だと思います。 

椿海地区 男性 50歳代 市民にとって為になることを提供してほしい。再生に力を入れて考えて欲しい。 
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椿海地区 女性 60歳代 現在ある公園の環境整備について、見直してほしいです。雑草、水たまり、犬の糞等が目立ちます。

公園でサッカーする子供達や遊んでいる様子を見ると、整備された場所で思いっきり遊ばせてあげた

いと思いました。 

椿海地区 男性 70歳以上 旧八日市場と野栄町の一冊に電話帳を作成して欲しいです。 

椿海地区 女性 60歳代 ふれあいパークの川の汚れをきれいに出来て、もっと沢山の花が季節毎見られるといいです。例えば、

梅雨時には、あやめとか。一人暮らしの老人等高く覆い茂った木等処理出来ず、そういうのはボラン

ティアや人材派遣でやることは出来ない物なのか。 

椿海地区 男性 70歳以上 新産業化への道孟宗竹の処理に困っている竹材を新たな産業の資源にする。孟宗竹は 3年で２０メー

トル近くまで成長し閉材となる。但し適切な管理がなされないと日陰等で近隣人家、農作物と被害は

大。竹林等の所有者は高齢化し管理出来ない。この竹は伐採の時間が悪いと閉材として使用出来ない。

この欠点を補うのが竹炭を焼く過程での中間処理（いわゆるゲタ炭）で比較的簡易に「生活」「坪庭」

の閉材となる。所有者の意向で年間伐採計画を立てる。竹炭中間処理用の窯はコストをかけない。植

木組合、森林組合、人材シルバーセンター及び竹材業者、又は竹文化振興協会との連携を図る。効果

として雇用の促進に繋がる。自然環境の向上。 

椿海地区 男性 30歳代 太陽光発電は効率が悪く、20 年たったらただのゴミになる。（逆に環境破壊）ムダな上に一般家庭の

料金に上乗せするのは国家ぐるみの盗み。家の周りの植え込みをきちんと管理していないため車の見

通しを悪くして事故の原因を作って居る家がある。切るべき、役場前の公園を早く完成させて下さい、

うちの子が 1歳になるのでじきに遊びに行きたいです。雑草が元気に育ちすぎている、道路が多々有

ります。見苦しいです。 

椿海地区 男性 40歳代 アンケート調査をしている様ですが、何をしたいのかが余りよく分かりません。アンケート調査だけ

で終わっている様な気がします。余り変わらないのではないかと思っています。逆に聞きます、行政

としてどこまで出来るのですか? 

椿海地区 男性 50歳代 全国から見てもこの地区は自然災害が少なく空気も綺麗で環境による病気が少ないこともあり日本

の中で医療費が低く一人当たりの平均医療費は多い地区（関西、四国）に比べ半分のも満たない事、

医療機関も必要な薬剤を処方していることが分かります。日本の模範になる地区だと思います。子供

達が住みやすい安全な町作りを願っています。 

椿海地区 男性 40歳代 住みよい匝瑳市となるため行政も大変でしょうがよりよくなるために努力願います。 

椿海地区 男性 30歳代 豊かな自然環境を子供達の世代に残していく為の取組は大変重要である。市はもとより県、国、世界

規模で考えていかなければならない問題が山積みしている。そのような中、市としてのこのようなア

ンケート調査を行うことは、市民の意識の啓発や向上に繋がるので、とても良い事である。協力して

環境の保全に努めて行きたい。 

椿海地区 女性 40歳代 息子が小学生（10年前）の時名も知らない小さな川で鮭の川上りを見たと聞いた時は驚きました。匝

瑳市の川の水質は上がって居るのですね。是非とも小さな子供達の生き物とふれあう大切な（遊び）

の場として市内の川がきれいであったらと思います。そして色々な場所で昔のようにホタルがみられ

たらすてきですね。 

椿海地区 女性 60歳代 コンビニを利用する人が多くなったせいか弁当の空き箱と飲み物が一緒に袋事のポイ捨てが多くな

った。若者に対するモラルの強化を市や経営者にお願いしたい。ビニールなど農協での回収があるが

規格があって出しずらい、年に一回か二回ゴミ集積場で、ヒモで縛っての簡単な出し方で回収できな

いでしょうか。 

椿海地区 女性 50歳代 田んぼ道に大きい車が通る、時期に応じて不審者が出てくる。外灯が無くて困る。空き家がある。 

椿海地区 男性 60歳代 市民病院の充実、介護施設の充実、現在の吉田匝瑳小学校の中央小への移転で跡地を介護施設と保育

所への転換、老人と子供とのふれあいで老人と子供の関係を良くする願いを目的とするボケ防止や思

いやりの子育て支援につながると思われるが。 

野田地区 男性 40歳代 環境保全の核は、個人の意識だと考えます。その意識を強くさせるのは、教育の力だと思います。子

供達が自然を愛するような意識を持つように育てていかなければ、長い目で見た環境行政は目先のも

のとなり、うまくいかないでしょう。 
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野田地区 女性 60歳代 犬の登録と狂犬病の注射は強制にやっているが、猫はどうなのでしょうか。時々家の周りを猫が歩い

ている様子を見る。何年か前には小屋に子猫が生まれ保健所に届けた時も有るが・・・家では動物は

飼っていない。 

野田地区 男性 50歳代 海、山の浸食、津波対策をお願いしたいと思います。 

野田地区 男性 30歳代 更なる環境教育、学習、公園施設の充実をはかり将来を担う子供達を育てる、育てられる環境行政。 

野田地区 女性 70歳以上 野栄支所役所全員ではありません。心配事で訪ねて行ったら答えが何とも不満でした。話も十分聞か

ず答えもなく帰れとばかり半分腰を浮かせており、がっかりして帰ってきました。残念でした。 

野田地区 男性 60歳代 本題とは少し離れてしまいますが、生活していく上で困っていることを書かせていただきます。野田

地区には食料品を扱うスーパーらしき店が一店も有りません。野田地区の（農協）の近くにスーパー

が出来るという話があり皆さんがとても良かったと言っていましたが五月の農業委員会とやらでそ

れが駄目になってしまったと言うことです。お年寄りが年々多くなって行く上で買い物難民になって

行く人がふえてしまっています。近くに葬儀場がＯＫになり、なぜゆえに生きていくのに必要なスー

パーはＯＫにならないのですか?農業委員の一部の人の嫌がらせという噂もあります。もっと人々の

暮らしの事を考えて欲しいと思います。 

野田地区 男性 60歳代 下水道の整備等。 

野田地区 男性 60歳代 野栄ふれあい公園の遊具の周り、特にブランコの下は雨が降ると水がたまり 1週間近く使えないこと

もあります。時々見回りをお願いします。 

野田地区 男性 20歳代 新堀側ふれあい公園、海これからを象徴出来る野栄になって欲しい。 

野田地区 男性 70歳以上 悪臭のしない澄み切った空。空気そして緑一杯のある匝瑳市でありたい。 

野田地区 女性 40歳代 可燃ゴミの回収を各地区、各部落毎日していただきたい。 

野田地区 女性 60歳代 農業の町だから産業復興しなければならないが環境行政との連携はうまくいっていない。匝瑳市は農

業復興も必要だがこれ以上環境を悪くする事業に助成することはない。これからは許可の段階で環境

行政はチェック規制でとりくんでほしい。 

野田地区 男性 30歳代 最寄りの海岸は現在遊泳禁止になっています。せっかく海岸に面した所に住んでいるのに少し物足り

ないと思います。将来出来るのであれば遊泳禁止の解除をして頂けると嬉しいです。以前は遊泳禁止

ではなかったのですが、その時に比べてやや砂浜にゴミが目立っている感じがします。 

野田地区 女性 70歳以上 公園に夏、涼む所が欲しいです。 

栄地区 女性 30歳代 匝瑳市は自然が多く高齢化の進んだ市であるため、今後、山林竹林の手入れ等が行き届かなくなる事

になるのではないかと思います。そのため間伐あるいはその助成も必要ではないかと思います 

栄地区 女性 60歳代 野栄に有る公園は休日は利用者が多いです。しかし樹木が育っていません。（当時残土を埋めたせい

か植えても育たない）とおもいます。日陰になるように大きくそだってほしい。 

栄地区 女性 60歳代 市全体でリサイクル活動に取組み環境美化、自然保護の意識を高める。学区で年 2回廃品回収が行わ

れている所もあり学校整備や教材として役立っている。最近ではシニアクラブも同様に行なっている

など市民の活動資金として有効。 

栄地区 男性 70歳以上 海岸線の整備について護岸工事でなくテトラポットや防波堤を長く造るべきだと思えます。津波対策

には避難場所として望洋荘を修理して使用すべきだと思います。 

栄地区 女性 30歳代 ゴミ袋の値段が近隣の市より高いと思います。価格の見直しもしくはゴミ袋の大きくして欲しいと思

います。袋の大きさが小さい割に高い。 

栄地区 女性 40歳代 海岸（堀川浜）の砂浜がなくなってしまい、ニュースで随分取り上げられていたが、昔海で遊んだ者

としてはショクだった。海の家にもお客が来ないことで地元の人は困っていると思う。砂浜がないと

津波が来た際危険ではないだろうか。砂浜を元に戻すには時間もお金もかかるだろうが、何か対策は

行っているのだろうか。 

栄地区 男性 60歳代 畑が荒れ放題で悲しくもっと何かに利用して欲しい。又畑に悪臭となる物を捨てない（人口減になる

かも）生き物が自然に育つ環境の整備。 

栄地区 女性 20歳代 私達が収めている税金を無駄なく。 

栄地区 男性 20歳代 海にあるゴミを少なくして欲しい。 
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不明 男性 40歳代 用水路、ため池等の浄化、下水道の整備も、急務と思われる。学校近くの歩道の拡充もお願いしたい。 

不明 男性 30歳代 これだけ素晴らしい自然が有る匝瑳市だと思っています。この素晴らしい自然を残しなるべく人の手

を加えず（コンクリート等）自然を利用しつつより良い環境を目指して欲しいです。とにかくコンク

リート、鉄、プラスチックの利用ではなく木、土、砂等を利用して改善してください。 
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Ⅱ.事業者アンケート 

問１ その他記述（廃棄物の処理状況） 

形態 業種 その他記述 

店舗 小売業 業者に任せている。他は直接ゴミ処理場に持って行っている。 

 

 

 問２ その他記述（廃棄物のリサイクル状況） 

形態 業種 その他記述 

店舗 運輸業 業者に依頼して引き取りをしてもらっている。 

店舗 小売業 業者に任せている。 

店舗 小売業 段ボールは業者に出している、又は再利用。 

工場 製造業 リサイクル業者に依頼。 

 

 

 問３ その他記述（リサイクルを実施するうえでの問題点） 

その他記述なし 

 

 

問５ その他記述（省エネルギー化を実施するうえでの問題点） 

形態 業種 その他記述 

店舗 小売業 本部主導で実施する内容となるので個店での対応は不可能かと･･･。 

 

 

 問６ その他記述（現在、実施している環境保全対策） 

形態 業種 その他記述 

店舗 電気・ガス・水道・熱供給業 洗剤を使わない洗濯システムで行っている。 

 

問７ その他記述（予定している環境保全対策） 

形態 業種 その他記述 

店舗 製造業 新たな計画は現在ありません。 

工場 製造業 問 6と同様ですが４．緑化を特に実施していこうと考えています。 

事業所（オフィス） 運輸業 特になし 

 

 

 問８ その他記述（環境保全に対する企業の役割） 

形態 業種 その他記述 

店舗 小売業 植え込みの美化などゴミ拾い。 

 

 問９ その他記述（事業所が環境保全対策を一層進めていくうえでの障害） 

形態 業種 その他記述 

店舗 製造業 専任者がいないので人的に少し不安。 

 

 

 問 12 その他記述（市民や事業者が環境づくりに参加するために、行政が取り組むべきこと 

形態 業種 その他記述 

店舗 小売業 互いにゴミ拾い、危ないところをチェック、直す・市に伝える。 
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問 13 その他記述（市民や事業者の自主的な環境づくりに参加したくない理由） 

形態 業種 その他記述 

店舗 製造業 事業者よりも市民生活における環境負荷が大きいと思われる為。 

事業所（オフィス） 不明 どこをどの程度か？ 

 

 

問 14 その他記述（市の環境を守り、改善していくための役割分担） 

形態 業種 その他記述 

店舗 製造業 行政が啓蒙活動等を行う。匝瑳市はゴミの投棄が多い。 

 

 

 問 15 その他記述（行政が特に優先して取り組むべき施策） 

その他記述なし 

 

 

◆事業者アンケート 自由意見 

形態 業種 自由意見 

事業所 

（オフィス） 

不明 23年から始めたと言うことを知りませんでしたが、5年経過した成果は？ 

その他 建設業 環境保全の必要性を広報そうさでできるだけ長く市民へ啓蒙を。 

事業所 

（オフィス） 

サービス業 公費の負担を減らすために行政が市民や企業に働きかけをして、一緒に地

域の下水の泥詰まりや周辺のゴミや草の処理などを行うよう指導して欲

しい。掃除をしてもゴミや泥などの処分ができないので･･･。 

店舗 小売業 自分たちの身の回りの清潔、清掃、緑化、美化、安全性は自分のためであ

り、地域社会に生きる責務であり、自助、共助、公助をミックスさせて実

践したい。 

事業所 

（オフィス） 

電気・ガス・水道・熱供給業 市民一人一人の意識が変わればきれいなまちになるはず。そのための努力

を！ 

工場 製造業 とにもかくにも路上のゴミが多い。意識の改善は難しいがしつこく、繰り

返し、教育に注意指導を行っていく必要がある。ゴミの町匝瑳になってし

まう。 

その他 運輸業 廃棄物として出されたゴミをそのままただ処理するのではなく、その廃棄

物を良く確認して使用、（有価物）分別してリサイクルできる物はどんな

に少量でもリサイクルしてできる限りゴミの量を減らすことを心がける。

また、年に一度くらいはゴミや不要品等についての詳しい説明や会議、話

し合いなどを設け、皆様方と話したり教えあったり、助け合ったりしてい

きたいと思います。 

工場 製造業 緑が多い地域では、私有地の管理が不充分と思われる場所が散見される。

道路の見通しが悪くなったり、歩行の妨げになっているものもある。安全

確保の為に指導などできないか。 

 

 

 

 

 

 

 



資料 25 

 

Ⅲ．小学生アンケート 

 問２ 良いと思う場所・悪いと思う場所 

男女 意見 

男子 公共施設が多くみんなが自然を大事にしているところ。 

女子 田んぼが沢山あって緑が沢山あるから。 

男子 木が多く、生き物もたくさんいて、ゆたかだから。（例えば森林） 

男子 ごみが多いけど匝瑳市の人々にふれ合える施設がたくさんある。 

男子 緑が沢山あるから。 

女子 木や生き物が多くて自然がゆるやかでいいと思う。 

女子 きれいな緑が広がっているから。 

女子 この辺は田や畑がいっぱいあるから環境もいい。栄小のまわり。 

女子 ・緑が多くて空気がきれいだから（田畑や木）・ところどころにカンや紙くずなどのゴミが落ちているから・生き物がたくさんい

るから。 

女子 空気がおいしいから。 

男子 野栄ふれあい公園。 

男子 1.田んぼとかいっぱいあって空気がキレイ。2.すごくゆたか。3.事件とかがあまりない。 

女子 ゴミは少しあるけれど、ふれあい公園などみんなが使える公共施設があるから！ 

男子 ホタルのタマゴが葉についている。 

女子 自然がたくさん残っている。ふれいあ公園が広くてたくさん遊べる。 

女子 自然をもっと大切にしたらいいと思います。またゴミを道ばたではなくちゃんとゴミ箱にすてる。 

男子 空気がおいしく道ばたに花がさいているから。雑草がたくさんあり、虫がいたり、通りにくいから。 

女子 田んぼが多い所が悪いと思う所。飯高寺や黄門桜などの歴史のある所が良い所。 

女子 田や畑がたくさんある。 

男子 植木がたくさんあるから。 

男子 ふれあい公園でパターゴルフなどができる。 

男子 さかなやかにがいるから。九十九里海岸。 

男子 緑が多いけれど少しゴミが落ちているのが気になります。 

女子 空気がおいしくていいから。森など。 

女子 自然がいっぱい。自然をいかした事をしている。環境がよい。 

男子 あきかんのポイステなど。 

女子 池などにたくさんの生きものがいるから。ふれあい公園。 

女子 緑が多く店が少ない所。田畑が多い所。 

男子 うみがきれい。 

女子 ふれあい公園、チューリップ祭りなど愉しい行事がたくさんあるから。 

女子 天神山公園がきれい。つなみがきてからの海のすなはまに石をつんでいるからいいと思う。 

女子 九十九里の海岸はとてもきれい、だけど少しごみが多いかな？ふれあいこうえんはとてもきれいだと思う。あと、ふれいあこう

えんにまるくてグルグルまわるゆうぐをつくってほしい。 

女子 自然が多い。虫も多い。ふれあいこうえんにゆうぐをもっと増やしてほしい。 

男子 自然が多くて空気がきれいだから。野栄ふれあい公園など。 

女子 自然が多いからいいと思います。でも自然なところがきたない、ゴミがあるなど、という点がみられます。 

男子 自然はきれいだが、どぶがたいりょうにありくさい。 

女子 のさかふれあい公園の大きいすべりだいがおもしろいから。山をのぼってそこからのけしきがきれい。海がせっかくあるので泳

いでみたい。 

女子 海にゴミとかがおちていたりしている。道にもゴミがおちている。犬のふんがそのままになっている。たばこをひろってすって

いる人がいる。 

男子 ふれあい公園、野栄アリーナなど。 
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女子 天神山公園などがきれいだから。のさかふれあい公園のしばふがころんでもいたくないから良いから。 

男子 自然があるからいいけど、道がきたなかったりする。のさかふれあいこうえんにサッカーゴールをおいてピッチを作ってほしい。 

男子 ふれあい公園とかそういう遊ぶ所があっていいと思う。 

男子 自然や山が多いから。 

女子 ふれあい公園や天神山公園のゆうぐにらくがきがしてある。ゴミがすててある。天神山公園には草が多い。海におかしのごみが

ういている。近くにうみがあるからおよいでみたい。 

女子 ふれあい公園がとても近くてべんりです。 

男子 ふれあい公園にサッカーゴールを立ててほしい。 

女子 とかいとかちがって静かだから。海や山があるから。 

男子 海で泳げないことになってるから泳げるようにしてほしい。 

男子 わるいところは海きたない。あと川も。 

男子 空気がきれい。 

男子 自然がたくさんあり、心がいやされるから。 

女子 小学生や小さな子が遊べる場所があるから。ふれあい公園など。 

女子 自然がいっぱいでゴミがすくない。 

女子 九十九里海岸があるから。 

女子 九十九里海岸があるから。 

男子 天神山から海がみえるから。ふれあい公園でみながよろこんでいるから。海ががれきやごみがあったから。公園（ふれあい）も

ごみがあったから。 

男子 いろんないきものがいたりするから。川や公園など。 

女子 ごみがすててあったり（たばこやおかしのごみ）飲みかけのペットボトルがおきっぱなしになってたりするから。駅とかによく

ある。 

女子 海にはゴミがたくさんすてられてあって、道や草の中にはゴミがあるけど近所の人たちはあいさつしてくれる。 

女子 植木がいっぱいあって、とかいよりいなかっぽくて自然豊かで空気がきれい。 

男子 天神山や大きい木があるから。 

女子 道のわきにカンやペットボトルやゴミをへいきですてている人がいてゴミが多い。それを自分からすてる人もあまりいない。 

女子 良い所、チューリップ祭りで市民の人がチューリップを育てているから。 

男子 自然のいっぱいあるいい町。 

男子 自然がいっぱいあるから空気がおいしい。 

女子 夏の夜はカエルのなきごえがうるさくて、ねむれない時があるから。（田んぼの近く）コンビニなどがあるから。（セブンイレブ

ン） 

女子 匝瑳市は自然がいっぱいあてすごくいい。 

男子 ごはんをいっぱい食べれるから。 

男子 自然がたくさんあるから。虫などがたくさんいるから。 

男子 ふれあいパークがあるから。 

女子 匝瑳市は木がたくさんあったり、きれいな花があったりして自然が豊かだから。スポーツできる所があるから。（八日市場ドーム

など） 

男子 匝瑳市吉田地区の水がきれい。こん虫がたくさんとれる。川に魚がいる。 

女子 ごみを家でもやしていて、けむりが出るから。ごみもやし場など。 

女子 自然や虫などがたくさんあっていいと思うから。 

男子 緑がたくさんある。水がきれい。八日市場ドームや天神山公園など、スポーツをたのしめる場所がある。 

女子 かぶざと公園の森林や学校ふ近の田など。 

女子 田んぼがいっぱいあるから。 

男子 ほたるとかいるとかんさつしたい。 

女子 海がよごれている。ごみがぽいすてしてある。吉崎浜など。 

男子 緑が多い。いろいろな虫がいる。ごみが落ちている。 
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女子 緑や自然の物がたくさんあっていいと思う。 

女子 自由にあそべるばしょだから。のさかこうえんなど。 

男子 八日市場では祭りが毎年行われてるし、いい高だんりんなど古いお寺などがあるから。 

女子 やさしい人がたくさんいるから。 

女子 天神山公園には木や林があり自然！ 

女子 植木などたくさん育てているから。場所いろいろ。 

女子 道にゴミを捨てる人がいるから。 

女子 かぶざと公園。 

女子 森や林などの所にゴミがたくさんおちているのを見たことがあるから。 

男子 ホタルがいるから。 

男子 海がきたない。（砂浜にゴミが多い） 

女子 ゴミがすてられていたのを見たことがあるから。児童クラブの前のゆう具など。 

男子 公園。 

男子 九十九里海岸、よしぎのはま。 

女子 植木が日本一だし、身近に公園や十二しょ神社などがあるからです。祭りもあります！しかも米作りもさかんです。わが町ベス

トスリーにも出ていた「そうさのまい」も大きく出きあがっていいです。 

女子 天神山など。いろんな植物や虫などがいるから。 

女子 とうきょうさんしょううおがいてぜつめつきぐしゅがいきていてこのまわりがきとかはたけがいっぱいあるから。（自然いっぱ

い） 

女子 森がたくさんあるから。ぜつめつきぐしゅのトウキョウサンショウウオがいるから。飯こうじがあるから。 

女子 林や森がいっぱいあるから。ふじとかがきれいだから。 

女子 夏の夜にいつもホタルを見に行っていて、とてもきれいだから。 

男子 カメやスッポン、カニなどがいるから。田んぼのよう水ろ。ザリガニ。すずか公園。 

男子 自然のカメなどもいるしいいと思う。（自然がいっぱい） 

男子 ゴミとかをすてる人がいないから。 

男子 いつも登校する時に通っている所にけっこうな量のゴミがポイ捨てされているから。 

男子 公園がたくさんあるから。有名な所がかなりあるから。 

女子 家のまわりに、サンショウウオいるし、近くに田や山もあって、自然豊かでかんきょうはいい方だと思う。都会よりゴミなども

少ない。 

女子 赤ピーマン。飯高だん林。（はんこう寺）ふじ祭り。箕。チューリップ祭り。 

女子 自然が多くて、登校中に鳥が鳴いていたりするから。（いろは板あたり） 

女子 いろいろな生き物や自然があって、くうきもいい。 

女子 自然がいっぱいですみやすい。いいだかだんりんなどの寺がある。 

女子 森がいっぱいあって空気がよい。でもこうつうじこやふしん者などのじけんが多い。いろんな伝統がのこっている。（ふじ祭り、

○りゅうとうじ） 

男子 トウキョウサンショウウオはぜつめつきぐしゅだけど今もいるから。学校の近くの池など。 

男子 飯高だん林や九十九里があるから。 

女子 森や（いの森）タケノコ（学校のうら）をほる所がある。空気もいい、自然の空気。 

女子 お祭りがいっぱいあるから。（よかっぺぎおんなど）歴史がいっぱい、いいだかだんりんなど。 

男子 カブトムシ、クワガタ、いろいろな生物がいるから。 

男子 カブトムシやクワガタ、セミなどがたくさんいる森林。カメやスッポン、カニがいる川（用水路）。 

女子 自然ゆたかで気持ちがらくになる。文化や伝統も、多く残ってもいるし。ふじ祭りがおわるとみをつくれるという自然がいいと

思う。 

女子 赤ピーマンとかあっておいしそうだし、いいだかだん林もあって自然も豊かだから。いいだかだん林の杉の木。 

女子 自然がいっぱいあるし、公園などがあったり、ここへくるのが初めての人でもだいじょうぶのように、ちずもあるから。 

女子 花がさいているのはきれいだけど、ごみも少しちらかっているから。信号のちかくにあるごみすてば。 
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男子 いろいろな生き物や自然があって、くうきもいい公園があたり、国のじゅうよう文化ざいがあったり、とくさん品もあって、に

ぎわっているからです。 

女子 じこが少ないし、公園がたくさんあるから。すずか公園。みどりがいっぱいだから。 

女子 国の重要文化ざいにしていされた飯高だんりん、ふじ祭りがあり、飯高寺は日本で 1番古い学問所だったから。 

女子 自然がいっぱいあるし、けっこういっぱい有名な神社とかもあるから。 

男子 自然がいっぱいで空気が良いし、公園などの遊ぶところがあるから。（平台公園、すずか公園など） 

男子 たくさん木があっていい。 

男子 店や自分がほしい物が近くにあるから。緑が豊か。 

女子 思いうかべる場所はたくさんのしせつ。しせつがあって行きたい時に行けること。 

女子 みどりゆたかでいいと思う。 

男子 かんがえましたがおもいうかびませんでした。 

男子 いろいろゴミやはりがね、タイヤ、もうふなど林やくさがいっぱいはえているところにゴミがいっぱいすててあるから、わるい

ところも多く、少しいいところはちんかいこうえんです。ゴミのところが一つにまとめてあるし、ちんかいこうえんにはゴミも

ないから。 

女子 しぜんをたいせつにしているから。 

男子 緑ゆたかでいいと思うし子どもたちがよろこぶカブトムシやクワガタがいるから。 

女子 うえきの町だし緑もいっぱいあるから。 

男子 緑ゆたかで自然がいっぱいだから。 

女子 花やとりなどがたくさんいてみどりゆたか。 

男子 うえ木などがたくさんあって緑ゆたかだから。 

男子 思いうかびませんでした。 

女子 九十九里海岸とかはきれいだと思います。里山などの緑とかはみんな緑にかこまれている、というしるしだと思います。 

女子 いろいろなところやせつびがととのっている。※学校や工場など。 

男子 木がいっぱいあるから。 

男子 自然が豊かで緑がきれいだから。 

女子 あきちなどはざっそうをかったりしているから。 

女子 匝瑳市はみどりがいっぱいできれい。 

男子 匝瑳市には森がいっぱい。 

女子 木にめぐまれているけど少しあぶないところがあるから。 

男子 匝瑳市は木や花などがいっぱいあるから。 

女子 匝瑳市はしぜんやみどりもきれいだし、さわやかだから。 

男子 ゴミがいっぱい。 

男子 米作りがさかん。 

男子 虫がたくさんいるから。 

男子 自然がたくさんある。 

女子 みどりがゆたかだから。 

女子 みどりゆたか。 

男子 みどりが多くとても美しい。 

女子 自然がたくさんある。自然が無くなってきている。 

女子 自然の中にいる生き物がいるし、緑がたくさんだから。 

女子 夏に田んぼの近くでホタルが見えるから。自然がたくさんあるから。公園をもう少しふやしてほしい。たまに土しゃくづれがお

きる。 

女子 有名なところがあるから。 

女子 うえ木や有名なところがあるから。 

女子 木がいっぱいある。 

女子 海がキレイだから。吉崎浜。 



資料 29 

 

女子 のさかの公園や九十九里浜など。 

男子 自然が多い。 

女子 のさかふれあい公園広くて、しばふだから転んでもあんまりいたくない。 

男子 良い所は公園や植木などがある。悪い所は人が少なくてあまり店がない。 

男子 みどりがあるけど公園などが少ない。 

女子 のさかこうえん。 

男子 匝瑳市は自然がゆたかで海が近いところが良いと思う。 

男子 九十九里浜がきれいだから。 

女子 野栄の公園の近くにコンビニがあるし、図書館もあるから。 

男子 木のみつをすいにクワガタやカブトムシが夏にたくさん得えるから良いと思う。 

男子 緑が多いから。 

女子 緑がたくさんある。うえ木などがたくさんあって、自然がいっぱいある。川や用水路などがあまりキレイではない。 

女子 緑が多くていい。いいだかだんりんなど。 

女子 植木のみどりがきれい。 

女子 田が多い。木が少しへりつつあるけど、たくさんある。ホタルや魚や天神山公園がきれい。花も少なくなっているけどきれい。 

女子 木が多く、緑が多くて見ていて気持ちが良い。 

女子 虫がすごく多いし、草が生えすぎだから、ボランティアの人が虫をころして草も切ってほしい。とにかく道が細すぎ！歩道をも

っと広くして下さい。 

女子 悪いところはイオンみたいなのがない。良いところはスーパーが街中にあつまっている。 

女子 緑がたくさんあるから。 

男子 野栄の公園には緑がいっぱいあるから。 

男子 海や木がありしぜんがあるから。 

男子 花がすくない。たねをまいてほしい。 

男子 東谷公園、川口沼。 

男子 かわぐちぬまがたのしい。 

男子 自然がおおいから。かわぐちぬま公園に魚がいるから。 

女子 川口沼は川や花がきれいだから。 

女子 公園が多いから。 

女子 家の近くにゴミ収集車が来てくれない。公園が少ない。家の前の竹の主が全くかんりしないからきったない。 

女子 緑が多くてとても良い。 

女子 緑がたくさんあっていいと思う。ごみが道に落ちていることがある。 

男子 みどりがおおくて、自然があると思う。 

男子 ちゅうしゃ場で白いせんからはみださないようにしてほしい。 

女子 キレイな花がいっぱいあって良い。（川口ぬま） 

女子 植木や田、畑が多い。平和地区など。ゴミが多い。畑が多いところ、など。 

女子 ゴミがすててある。 

女子 匝瑳市は植木が多いから。人間は植木がひつようだから、植木がよい。 

男子 緑が多いから。 

男子 ゴミがいっぱいおちているから。公園とかコンビニが少ないから。店も少ない。 

男子 ポイすてがある。 

男子 匝瑳市は、植木や山が多いけど、カがいるから。緑が豊か。 

男子 東谷公園がいいから。 

男子 草のたくさんあるところにゴミがすててあることがあるけど花もきれいでいい。 

男子 木がいっぱい。 

男子 匝瑳市にはサンショウウオやホタルがいっぱいいるから。 

男子 川にゴミをすてる人が多い。花がきれいな所もあるけど、花が少ない所がある。 
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男子 自然が好きで空気がいいけどごみがすててあってちょっと悪いと思う。 

男子 水がきれいな貸公園。 

男子 木すくすくそだっているから。花や草が多いから。ゴミをそんなにすてていないから。 

男子 よるになるとほとんど月がみえるから。 

男子 ゴミがおおい。みんながゴミをみつけたらみつけた人がひろう。 

男子 いろんな公園などがいっぱいあるから。とくに天神山公園はながめもよく、いろんな自然がいっぱいあるから。 

男子 多くの自然や生物がいるから。天神山公園。 

男子 山や海がきれい。 

男子 山下公園。 

男子 おいしい魚がとれるから。九十九里海岸。 

男子 土地のとりあいなどがおこらないから。公民館。 

女子 匝瑳市には公園やいいだかだんりんなど、自然で遊べる場所がたくさんあるから。 

女子 九十九里浜などがあるから。天神山公園など自然がたくさんある。 

男子 山道など自然があるところ。 

女子 海がきれいで色々な観光客がいるから。九十九里海岸など。匝瑳市は緑が美しくきれいだから。天神山公園など。 

女子 自然をとても大切にしているから。 

女子 いなかで自然にあふれているから。 

女子 歴史ある八日市場小、お祭りの多い市だから。 

女子 都会とはちがって自然や森や山などがあるから。 

男子 生き物がいっぱいいるから。 

男子 自然に囲まれている、とてもすみよいからです。それに匝瑳市はゴミが少ないからとても気もちよくくらせます。 

女子 公園など自然な所が多くなったから。 

女子 と書館が公民館といっしょになっていて便利だから。 

女子 天神山公園などの自然の公園があるから。海があるから。自然の空気をいっぱいすえるから。 

女子 そこらへんにゴミがあるから。 

男子 いろいろな遊ぶところがあるし、ゴミや変な物がおっこちていないから。緑がゆたかですずしいし、農作物もたくさんとれるか

ら。 

女子 他の市に比べて田や畑が多いから。下の方の地区。緑が多い。（天神山公園） 

男子 木がたくさんあっておいしい空気や自然があるから。 

男子 緑が多くて良いと思うけど、あきカンやゴミなどがおちていたりするから。 

女子 自然にかこまれた公園があるから。 

女子 自然をいかしたかんきょうをつくっているから。 

男子 緑がとてもきれいだから。 

男子 天神山公園にはいろいろな自然があるから。 

男子 朝でもよるでも虫がいるから。 

女子 公園などもいっぱいあるし、匝瑳市にはやさしい人がいっぱいいるから。いつも歩いていると大人の人がいつも「おはよう」、「お

かえりなさい」と声をかけてくれるからです。 

男子 わき水がでている天神山公園にある。 

男子 緑が多いから。 

男子 ザリガニや魚などの生物がいるけれど工事。 

女子 良い：天神山の所にしょくぶつがあるから。悪い：あきかん、ゴミなどがたまにおちている。 

男子 おまつりやしぜんなどがすごく、とてもいいばしょ。だけれど夜になるとバイクやわるの人たちがいるから。 

女子 自然と人が住んでいるかんきょうがバランス良くたもたれているから。 

女子 生き物がたくさんいるから。とくにいい高だん林など。いい高だん林は木が何年も生きているから。 

男子 いいと思うばしょは田町の池です。理由はいろいろなさかなとかを見れるから。 

女子 自然豊か。 
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女子 自然が多いから。空気もきれいだから。 

男子 天神山や木がたくさんあって快いと思う。 

女子 いいのはとても自然がいい。 

男子 九十九里の森のような所が自然あふれてよいと思う。 

男子 天神山公園。クワガタなどのいろいろな虫がいるから。 

男子 わるいひとがいないから。 

男子 しんせつな人がいる。 

女子 ・緑がとても多いし植木が多い・花なども多い・いろいろな公園。 

男子 良い：緑や自然がいっぱいある。悪い：天神山にふしんしゃたまにでること。 

女子 天神山公園には植物や生き物がたくさんいて、学校でマラソン大会などができるから。 

男子 良いところ、天神山ゴミがおちていたりらくがきをしてあるけどあまり少ない。悪いところ、くりやま川などゴミをすててある。 

女子 自然の空気がおいしい。てんじん山。 

女子 自然があって田んぼ・畑があって良いと思います。 

男子 天神山公園がいつもきれい。 

 

 

 問３ その他記述（身の回りの環境で気になる問題） 

男女 その他記述 

男子 ホタルとか、かんさつしたい。 

男子 山の近くにタイヤや車がすててある。 

女子 タニシ。 

女子 ざっそうやゴミのしょりをする人があまりいなく、きたない。 

女子 虫がいっぱいいる。 

男子 犬などのくさいにおいがする。 

男子 犬のふん。 

女子 ゴミを家の前で焼いていること→せんたく物がくさくなる。 

 

 

 問４ その他記述（市の自然を守るためにしなければならないこと） 

男女 その他記述 

男子 ゴミが多い所をパトロールする。 

男子 ぽいすてをきんしさせる。 

女子 市の人のためにがんばる。 

男子 なにもしない。 

男子 ゴミをひろいきれいにすること。 

 

 

 問６ その他記述（家でやっているリサイクルや省エネルギーの取り組み） 

男女 その他記述 

男子 ペットボトルとキャップを分けている。 

女子 ペットボトルのキャップやペットボトルをつぶしたり。 

女子 紙パックが空になったら、まないたとしてよごれてもカインズに。 

女子 すぐゴミをすてている。 

男子 ふろで体をあらったり頭をあらたりする時、シャワーはあまり使わずふろのおゆをなるべく使う。 
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 問７ その他記述（あまり取り組みを行っていない理由） 

その他記述なし 

 

 

問８ その他記述（早く解決したい地球環境問題） 

男女 その他記述 

女子 ポイ捨て。 

女子 ゴミやしき。 

女子 はこね山のふんかが心ぱい。 

男子 げんぱつ（ふく島）。 

女子 きたない。 

男子 さんごのみつ漁。 

女子 じしん。 

男子 イスラムをつぶしてほしい。 

男子 ポイすて。 

 

 

 問９ その他記述（市の環境を良くするために、市をあげて取り組んだ方がよいこと） 

その他記述なし 
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◆小学生アンケート 自由意見 

男女 自由意見 

男子 みんなが自然や生き物を大切にする町。無駄遣いしない町。きれいな町。豊かな町。 

女子 ・緑がいっぱいあって空気がきれいなまち。・川にごみがなく、魚などの海にいる生き物がたくさんいるまち。・道にポイ捨てを

しないでごみが少ないまち。 

男子 ・植物や生き物が豊に暮らせるまち。・みんなが協力し、地球温暖化にならなくエコになるまち。・無駄遣い防止のまち。 

男子 緑豊かな町。 

男子 ・自然を上手く使う町。・地球温暖化にやさしい町。・節電する町。・緑や生き物を守る町。 

女子 緑がたくさんありゴミを投げ捨てないできちんとルールを守ってほしい。自然やかんきょうのことを大事にしてほしい。 

女子 ・緑や自然がいっぱいある市。・ポイ捨てがない市 

女子 ・もっと緑一杯自然一杯にするため田を増やしたり畑を増やしたりする。・ゴミ捨てをしない。・ご飯の食べかすを捨てない。 

女子 緑豊かな自然が今のようにたくさんあり、1 人 1 人が外にカンや紙くずなどのゴミをすてないことを心がけるようなところにな

るといいです。 

女子 ポイ捨てがない市。 

男子 自然がいっぱいある市。 

女子 自然と生き物を守り地球にやさしいまち。 

男子 ずっとキレイなまち。空気がおいしいまち。 

女子 自然がいっぱいあって地球にやさしい匝瑳市になってほしい。 

女子 エコがたくさんあるまち。緑豊かなまち。3Rにとりくむまち。ゴミが少ないまち。きれいなまち。自然のたくさんあるまち。 

女子 エコに取り組むまち。（リサイクル） 

女子 ゴミの投げ捨てをなくす。自然を守る。 

男子 ・だれも悲しまないまち。・かんきょうにやさしいまち。・リサイクルが大好きなまち。・自然がいっぱいのまち。・みんな笑顔な

まち。 

女子 ・緑ゆたかな町。・自然を守る町。 

女子 ゴミのないきれいなまち。 

男子 緑がいっぱいあるまち。 

男子 緑いっぱいで地球にやさしい町。 

男子 たくさん木もあり自然をうまく使って電気を省エネでむだのないリサイクルとゴミがひとつもなく、川や用水や排水こうもきれ

いに、洗剤、油をすてずきまった所にすててきれいな地いきにしたいです。 

女子 ・かんきょうにやさしいまち・エコに取り組むまち・ゴミをポイすてしないまち・外国のお金がない人たちにお金をあげる事に

とりくむまち。 

女子 ・たくさんの自然にかこまれたまち・緑がゆたかなまち・みんなが笑顔でいられるまち。 

男子 省エネに取り組む町。むだづかいしないまち。ぽいすてをしないまち。 

女子 自然がいっぱいあるまち（緑などを増やす）。ふれあい公園に新しい遊具を作って欲しい！ディズニーストア、ミニディズニーを

作って欲しい！（匝瑳市だけの）。小学生が自転車で友達などと行けるイオンみたいなところを作ってほしい。 

女子 自然を守る町。公園に生き物や植物を増やす町。チューリップ祭りだけでなく、四季にあっている花の祭りを行う町。みんなが

楽しめる場所をつくってほしい。スポーツのできる場所をつくってほしい。（例）テニスコート、バスケットコート、プールなど。 

女子 ・あいさつのあふれる市になればいいなー・ゴミひろい（海）・川がきれいな市・祭りがたくさんある市・野手のところにあるビ

ックをこわし、コンビニをつくってほしい・とりごやをきれいにしてほしい・花がたくさんある市になってほしい・プールに入

りながら自然がみえるところを作ってほしい・小さなゆうえんちをつくってほしい・ゲームセンターをつくってほしい。 

女子 小中学生用のすべりだいをつくってほしい。（ふれあい公園）高くて急で長いもの。あと小動物にふれあいたい！くものすがいっ

ぱいでこわい。魚がもっといるまちがいい。子どもだけでいけるプールがほしい。安全でただの。ゆうぐ付きの。 

男子 美しい自然を守るまち。伝統を守るまち。川にいっぱい魚がすむ町。市の皆がすごしやすいまち。イオンなどエコなショッピン

グモールがあるまち。 

女子 みんなで自然を守れる町。みんなで自然の動物を守れる町。きれいな町。長くのびた草をかってほしい。ふれあい公園のトイレ

を新しくしてほしい。ショッピングセンターを作ってほしい。ディズニーストアを作ってほしい。エコをして遊えん地を作って
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ほしい。市民プールを作ってほしい。 

男子 省エネに取り組むまち。 

女子 自然がいっぱいあるまち。地しんがきたらすぐににげられるためにタワーを使ってほしい。ふれあい公園にターザンがほしい。

みんなで協力できるまち。お花をうえてほしい。プールを作ってほしい。ゆうえんちを作ってほしい。ミニディズニーを作って

ほしい。 

女子 自然がたくさんあるまち。ゴミがおちていないまち。海がきれいなまち。電ちゅうをうめてみはらしのいいまち。必要のない草

はとってほしい。電ちゅうをうめて地しんのひがいをなくしてほしい。犬のふんを犬がしたら飼い主がとるまち。ミニディズニ

ーを作ってほしい。みんながあそべるところを作ってほしい。 

男子 海がきれいなまち。 

女子 ふれあい公園にジェットコースターをつけてほしい。火事がぜったいないようにしてほしい。のさかアリーナをとりこわしてユ

ーエンチにしてほしい。くものすをなくしてほしい。学校のグランド１しゅうするスプラッシュマウンテンを作ってほしい。お

ばけやしきをつくってほしい。毎日みんながえがおになってほしい。みんながへい和になってほしいです。 

男子 ふれいあこうえんにサッカーゴールをたてて、サッカーピッチを作ってほしい。海を泳げるようにしてほしい。川をもっときれ

いにしてほしい。イオンモールをつくてほしい。スポーツ用品がかえる店をつくってほしい。カがすごく多いのでカをせいそく

させないようにしてほしい。水ぞくかんを作ってほしい。ゆうえんちを作ってほしい。（ジェットコースター多めに）ウォーター

ガーデンをもうすこし大きくしてほしい。 

男子 自然がいっぱいあって木がいっぱいある町。あとうれあい公園にもうちょっと遊具をいれてほしい。森とかも作ってほしいと思

います。 

男子 ふれあい公園に高さが高くてきゅうなすべりだいを作ってほしい。 

女子 ・ゴミがない町・あまり草がない町・ふれあい公園のぶらんこをあと２つ作ってほしい・前のビｯハヤシをちがうスーパーにして

ほしい・きれいな水が流れるどぶや川があってほしい・ちかくにだがしやさん、おかしがうっている店をもうすこしおおくして

ほしい・ジェットコースターがある公園をつくってほしい・近くにウォーターガーデンがあってほしい。 

女子 みずがとてもきれいなまち。川がのめるまち。川にいろんな生き物がいるまち。はちやへびがいないまち。さくらんぼがあるま

ち。 

男子 ふれあい公園サッカーコートを作ってほしい。あと海にゴミをすてないでほしい。まくはりのイオンをもっと近くにしてほしい。

ジェットコースターを作ってほしい。プロサッカー選手のネイマールがこっちにきてほしい。もう一人プロサッカー選手の C.ロ

ナウドにきてほしい。 

女子 自然や緑が多いまち。電柱をうめる。草をかってほしい。くものすがないまち。ハエがいない。ミニディズニーを作ってほしい。

旧ビックハヤシに何か作ってほしい。花でいっぱいにする。 

男子 電柱をうめて、地しんによるひがいをなくしてほしい。ふれあい公園にサッカーコートを作ってほしい。バスケットコートを作

ってほしい。サッカーの Jリーガーのチームの試合が近くで見れるようにしたい。サッカーのわざをひろうしてほし。 

男子 みせをつくってほしい。 

男子 にいぼりほうめんにソーラーパネルででんきをつくってそれでスーパーやでんきやがあってほしい。夏はプールで冬はおんせん

があればいいと思う。としよりにもいいから。ぜったいむりと思いますが勉強する家とか（みんなそこにあつまってやる）ゲー

ムの家、かずかずのゲームのスペシャリストがきてそのゲームの家でやる。もちろんでんきはソーラーパネル。ぼくはにいぼり

にすんでいるからいまかいたいものこっちにあってほしいです。おんせんとかはのさかの全体にとにかくおねがいします。 

男子 1人 1人があいさつをする。 

男子 省エネに取り組み自然を守るまち。 

女子 地球にやさしいまち。太陽光発電や風力発電などを強化したり、むだな資げんを使わないように、市民によびかけたりするのが

いいと思います。あと、市役所と協力して、草木を植える活動などをしたらいいなと思います。 

女子 空気がきれいのまま。ゴミをすてないようにしてほしい。 

女子 地球にやさしい町。 

女子 地球にやさしい町。 

男子 自然がいっぱいで直分や林や川などがみんなで生きていたから、あとゴミでこまっている人を助けたいから。 

女子 ・自然がいっぱいあるまち・きたないなと思う場所や物がないまち。 

女子 ・こまっている人を見かけたら助けあっていく市・空きかんやペットボトルを捨てない明るい市。 
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女子 空気がきれいなまち。おだやかで（豊か）なまち。 

男子 ほかの市町よりも楽しく、安全な町。 

女子 自然がいっぱいあるまち。自然にやさしいまち。 

女子 自然にやさしいまち。 

男子 自然のいっぱいあるかんきょうのいいまち。 

女子 地球にやさしいまち。 

女子 匝瑳市は緑がたくさんあるので、お花ももっとふやしてほしい。 

男子 自然がいっぱいあるまち。 

男子 公園等がいっぱいあるまち。 

男子 きれいなまち。 

女子 節水、節電のできるまち。 

男子 空気がきれいなまち。 

女子 地球にやさしいまち。 

女子 自然がたくさんあって生き物を守っていくまち。 

男子 かんきょうについてしんけんに考えるま町。 

女子 自然を守るまち。かんきょうはかいをしないまち。エコロジーにとりくむまち。 

女子 リサイクルをして地球にやさしい町。 

男子 そうさしがへいわだといい。 

女子 太陽光などをつかって発電してむだな電力をつかわないようにする。 

男子 ゴミが少ないきれいなまち。 

女子 地球にやさしい町で、緑がいっぱいな町。 

女子 ゴミがない町。みどりがいっぱいある町。 

男子 省エネに取り組むまち。 

女子 ごみをぶんべつして、くらしを守るまちがいいとおもう。 

女子 自然のある町。 

女子 自然にあふれたゆたかな町。 

女子 ゴミをポイすてする人がいなくなり自然がいっぱいある匝瑳市にしていきたいです。 

女子 緑が多くて自然がたくさんある町。 

女子 ゴミがあまりおちていないようにする町。自然を守るまち。 

男子 ゴミをあまりださない町。 

男子 自然と未来的な都会がきょうぞんするまち。 

女子 緑や生き物を大切にする町。 

男子 ビルなどのたてものがいっぱいあるまち。 

男子 木がいっぱいある町。おせんをださない町。省エネに取り組むまち。地球にやさしい町。 

女子 ・もっとポイ捨てなどをなくして、地球にもよい自然がいっぱいある町にしたいです。きれいで大気の市になるようにしたいで

す！ 

女子 緑が多くて地球にやさしいまち。風や太陽光などの自然を多く利用するまち。 

女子 がいこくのひとたちにもみどりをあげれるような匝瑳市になるようにしたい。あんまり木をきったりしないようにしたい。 

女子 森林がたくさんあって空気がきれいな町。生き物がたっくさんいる町。 

女子 自然な町。省エネをみんながする町。自然がきれいな町。 

女子 自然がいっぱいの豊かなまち。空気がきれいなまち。 

男子 自然がたくさんあるまち。安全なまち。地球にやさしいまち。たのしいまち。 

男子 自然がいっぱいあって、じこのあまりない町。 

男子 しぜんゆたかなまちなればいいな。 

男子 ゴミのポイ捨てが一つもないかんきょうになればいいなと思っています。 

男子 地球にやさしく、自然の動物や虫を守って地球に問題がないように取り組む町。 
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女子 通学路に「ごみをすてるとばっせられます」というかんばんがいくつもたっているのに、それをむしするように、あきかんや弁

当の入れものが落ちているので、ごみのないまちにしたい。 

女子 いらない土地などかい取ってソーラーパネルなどをせっちする。ぽいすてしそうな場所に、かんばんなどをせっちしておく。公

園などの草をいっぱいはえてきたら、草取りをする。 

女子 公園などに空きかんなどのごみがない市。自然な生き物がたくさんいる市。 

女子 ゴミのポイすてのかんばんがあるのに中学生や高校生がポイすてしているから。ポイすてをしないようにしてほしい。 

女子 みんなで省エネに取り組む。自然がいっぱいでみんなで助け合う。 

女子 みどりがいっぱいある町。きれいな川がいっぱいある町。悪い事件などおきないで、へいわな町。 

男子 自然がいっぱいあって、野生の動植物がたくさんある町。 

男子 緑が豊かなまち。 

女子 自然いっぱいの町、みんなで省エネなど取り組む町、安全安心な町、平和な町（不良がいない）、はんざいのない町。 

女子 きれいなまち、ポイすてのないまち。 

男子 生き物がたくさんすめるかんきょうの町になればいいです。 

男子 自然がいっぱいで、生き物（野生動物）がたくさんいて、いろいろなイベントがたくさんあって、川や用水路にはたくさんの魚

やカメ、スッポン、カニなどがいて、不法とうきがなくて、はんざいやじこ、かさいなどがなくて空気もおいしくて、地面には

草がたくさん生えていて、食べ物がたくさんで、すごくおいしくて、市は日本一有名で、世界中からいろいろな物がゆにゅうさ

れて、永遠に幸せな市になればいいな。 

女子 自然とふれあえる町、事故などがあまりない町、伝統や祭りや文化を大切、守る町、節電やくらしの考えを大切にできる町がい

いと思います。 

女子 そんなに匝瑳市はほかの市などに知られていないので、日本一地球に優しい市、省エネに取り組む市、みどりを守る市、かんき

ょうが良い市。 

女子 まずポイすてをなくせる町、やさしさいっぱいの町、かんたんに生き物をつついたりしない、なるべくお金をおかしとかに使わ

ない町、使える物はリサイクルする、そまつにしない。 

女子 自然につつまれてる町、ルールを守る町。 

男子 町の店の間に木があって、ゴミがなくて、川がきれいで、みんながせつ電してよりよいくらしになる匝瑳市。 

女子 自然がいっぱいあるまち、ポイすてはしないでちゃんとゴミばこにすてる、ゴミを減らす。 

女子 よくゴミがたくさん捨ててあるから、ゴミを捨てる人を 1 人ずつでもいいから減らして、道にゴミがたくさん落ちていたり、少

しでも落ちていたりしないようにしたい。 

女子 自然がいっぱいあってポイすてやきれいなゴミのない市、節電をして、地球にやさしい市。 

男子 地球や環境にやさしく「いや」というイメージの無い町、ルール違反などの無い町。 

男子 自然がいっぱいのまち、ぽいすてのないまち。 

男子 すごしやすいちいき、たのしいちいき、リサイクルできることはする、いろんなぼきんをきょうりょくする、空気がきれい（お

いしい）地いき。 

女子 ゴミをすてないまち、川がとうめいなまち、協力してパトロールするまち。 

女子 ゴミをださないようにする。 

男子 生き物がすめる川にする。 

男子 しょうらい匝瑳市をきれいにする。どうぶつ、みどりとかをまもる。 

女子 自然をいっぱいふやしたほうがきもちがいい人びとになるから、自然をふやしてもらいたい。 

男子 ごみなしに自然いっぱい、きれいな川（メダカがすめるように）、ごみは分べつしてリサイクルをする、ほかのこまっている市や

町をたすける。 

女子 自然な緑や川があるまち、ゴミをふやさない、物を大切に使う、ポイすてがないまち。 

男子 自然を大切にする市。 

女子 ゴミがなくて動物などがたくさんいる町。 

男子 自然を大切にするまち、物を大切にするまち。 

男子 緑の町、きれいな川、こう場のけむりをださないようにする、ゴミすてをしないようにする。 

女子 緑をのこして、生物たちを最後までのこしてあげたい、地球がはかいされないよう求める。 
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女子 きれいな町、みどりをふやす、ガンとかをなくす、なんぜんおくもはらわないでリサイクルする、人がやまいにかかって、なく

なるのはいやだ。 

男子 木など魚がすめるような町。 

男子 魚が住めるようなきれいな川のあるまち、公園の緑がきれいなまち、きれいな空気なまち、ポイすてしないまち。 

女子 自然がいっぱいある町、ゴミがない町、きれいな川がある町、魚や虫がいっぱいいる町、物を大切にする町、緑がいっぱいある

町。 

女子 自然がいっぱいの緑の街、いきものをまもる、ゴミをポイすてしない街、やさしいまち。 

男子 ゴミがなくてみどりがいっぱいある町。 

女子 ゴミをすてたりしないで川をきれいな町、ごみをあんまりふやさない、物を大切にする町、自然を大切にする。 

男子 日本一緑が多い市にしたい。 

女子 ゴミとかをすてないでゴミすてやゴミのまとめてあるところに分べつして出す、みどりや自然をふやす、かなしい人やころんだ

人をたすけあう。 

男子 ゴミのぽいすてなし。 

男子 山などに害がないまち。かんきょうを大切にする町。 

男子 ゴミなどが少ししかでない町。 

男子 町が木をたくさん植える。 

女子 川や海をきれいにする、木をいっぱいきらないようにする、みどりをふやす、物を大切にする。 

女子 自然をたいせつにして、みんなが毎日安心してくらせるまち。 

男子 水路をもっときれいにしてほしい、木をふやしてほしい、公園をふやしてほしい。 

女子 みんなが思いやりをもつやさしいまち。きれいなまち。平和なまち。たのしいまち。 

女子 自然を守るためにみんなで協力する町、水などをむだづかいしない町、自然とたくさんふれあう町。 

女子 自然がいっぱいあるまち、地球にやさしいまち、川や水路がきれいなまち、自然とふれあえる公園があるまち、市の人全体がリ

サイクルに取り組むまち。 

女子 緑があるまち。 

女子 自然があるまち、緑がいっぱいあるまち。 

女子 公園をふやしてほしい、町なかに木がほしい。 

女子 海の浜辺に落ちている魚の頭やつぶれた空きかんなどをきれいにしてほしい、木がへってきていると聞いたので、緑の多い公園

を作ってほしい。 

女子 緑がたくさんある町、海や川などがきれいな町、空気がきれいな町。 

男子 ゴミや空きカンをすてないで、自然にやさしく、木も大切にする。生き物も川や海をやさしく。 

女子 川をきれいにする。 

男子 川をきれいにする、魚をみれるようにする。 

男子 きれいな川にする、楽しくすごしやすいまち、節電に気をつける。 

女子 きれいな町、自然ゆたかな町、川がきれいな町、ゴミがない町。 

男子 川のきれいなまち。 

男子 木が多いまち、地球のために環境ほごのできるまち、川のきれいなまち。 

男子 海と川がきれいなまち。 

女子 ゴミ投げ捨てをしないで、きちんとリサイクルをしたり、あいさつをきちんとできる市になればいいなと思います。電気をつけ

っぱなしにしないことと、川をよごさないようにする。 

男子 川がきれいになって自然がいっぱいの公園ができたらいいなと思う。 

男子 助けあうまち、川や水路にごみをすてないまち。 

女子 自然のエネルギーを使って節電する町!!川や用水路などはキレイにする。匝瑳市の環境を守るためによびかける。（ポスターを作

るなど） 

女子 あきかんやゴミのポイ捨てがしない町、カップラーメンのしるや油を台所にすてないで川や水路をよごさないまち。 

女子 自然をもっとふやしたりむだな分も木をとらない、田や畑をもっとふやす、お買い物はエコバックを使う。 

女子 自然がいっぱいでエコな市、節水、節電の市、川の水がきれいな市、農園が多い市、Ｃ活動をする市、木をうえたり、地球かん
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きょうがいい市、花がたくさんある市、リサイクルができる市、米や野菜の市、四季の全てにキレイな自然がある市。 

女子 緑が多くて、花も多いまち。ポイ捨てがないまち。地球にやさしいまち。みんなが省エネやリサイクルに取り組むまち。 

女子 木草などの緑がない市がいい。あと虫もいらない、必要ありません。小動物がいればイイです。人間にめいわくをかける物はい

らないです。 

女子 建物がいっぱいある街。 

女子 海にごみをなくしてほしい。 

男子 川をきれいにする。 

男子 川のゴミをへらし魚がすめる川にしてほしい。 

男子 ポイステをなくしてきれいにする。 

男子 ・しがいせんからちょくせつあたらなく、わるいけむりや空気がでない市・ポイステやしけいはんがない市。 

男子 ゆうめいなまち。 

男子 せつでんする、ごみをポイすてしない。 

女子 ・みんながたすけ合えるまち・みんなが心がけ合えるまち・花たば（良いことば）の言葉を使えるまち・みんなで協力し、ゴミ

をリサイクルできるまち・花や緑などをふやすためにがんばってみる・みんながえがおになれるまち。 

女子 田んぼや畑をふやす。 

女子 きれいな自然がいっぱいある町、くらしに必要なしせつがたくさんある町、ゴミのポイ捨てがす少ない町、草むら、あき家のあ

やしい場所がない町。 

女子 緑がいっぱいあるまち。 

女子 緑がいっぱいある町ｖ 

男子 自然がいっぱいあって、楽しいまち。 

男子 ねだんのしょうひぜいで少しでも高くしないで低くしてほしい。 

女子 ・自然がたくさんあって、とっても良い匝瑳市にしたい・匝瑳市はぽいすてがいっぱいあるから、ゴミを少なくしたい。 

女子 ・ゴミがない匝瑳市にする・ガスなど体に害があるガスは工場から出さないようにする・自然がいっぱいの町にして自分たちで

自分の町の自然を守る。 

女子 ・ゴミがすててあるからゴミがなくなる匝瑳市になってほしいです・みんながゴミをすてないように協力する。 

女子 みんなが安全で安しんしてくらせるまち、自然ともっともっとふれあう場所がいっぱいあるまち。 

男子 ・川や沼などがきれいなまち・緑が多いまち・悪いガスなどがでないまち。 

男子 ゴミがない町、お店が多い町、緑が多くて公園も多い町、リサイクル箱がいっぱいある町。 

男子 ・ゴミがないまち・自然のまち・省エネに取り組むまち。 

男子 ・みんなが気持ちよくできるまち・緑が自然できれいなまち。 

男子 緑を多くして、秋にいっぱいの紅葉が見られるようにする、ガスは絶対にださない、エネルギーをすてきにする。 

男子 みどりや花がたくさんはえてくさのところにゴミをすてない。 

男子 れいすいきをそこらへんにせっちする。 

男子 自然がいっぱいの地球にやさしいまち。 

男子 ・ポイすてをしない・自然を守る・工場のきたないけむりがなくなるようにする・川のおせんをなくす・野生の動物を大切にす

る。 

男子 ・自然で豊かなまち・地球にやさしいまち・省エネに取り組むまち・ポイステをしないまち・緑できれいなまち・不満がないま

ち・えがおでいっぱいなまち・むだがないまち・ルールをまもるまち。 

男子 太陽や風の自然の力をくらしにやくだてる。 

男子 自然がいっぱいあるまち、ポイステをしないまち、畑や田んぼを多くする、水のむだづかいをなくす、ルールを守る。 

男子 きたなくない匝瑳市にしたい。 

男子 ・きたなくない匝瑳市になればいい・緑がおおい匝瑳市になればいい。 

男子 ・節電にとりくんでいる町・自然豊かな町・ゴミの分別をルールどおりやっている町・リサイクル活動に取り組んでいる町。 

男子 ・世界がまねするような自然環境のよい町・市民全員が環境を守る活動をするような市。 

男子 自然が多い所がいっぱいある町。 

男子 緑がたくさんあり、さくらとかみんなで楽しめるようになってほしい。 
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男子 はいきガスをなるべくださないようにする。 

男子 ・みんなが自然を守るまち・動物などを殺さないまち・ルールをちゃんと守るまち。 

女子 自然がたくさんあったほうがいいと思う。ポイすてなどをしない。 

女子 匝瑳市にたくさんの自然があり、リサイクルをできるだけして、地球にやさしく、川も水路もピカピカな町。 

男子 匝瑳市が地球にやさしくかんきょうにいい町になればいい。 

女子 ・みんなが自然を守る取り組みをする町・ルールを守って地球にやさしい町・観光客が多く、みんながしっている有名な町・節

電に取り組みをする町。 

女子 ・緑がたくさんあるまち・ゴミのポイすてがないまち・みんながこことよくすめるまち・生き物を大切にするまち・リサイクル

などを進んでやるまち・川などがきれいなまち。 

女子 緑豊かな町。 

女子 ・自然がたくさんあるまち・みんながやさしいまち・困っている時に助けてくれるまち・歴史がたくさんあるまち・千葉県から

信らいされるまち・心が豊かなまち。 

女子 ・殺人や事件などがない町（安全な町）・緑あふれる町・ポイ捨てなどがないきれいな町・リサイクルや省エネに取り組む町。 

男子 もっと生き物やみどりがあればいい。 

男子 自然がたくさんあり、地球にやさしいまちにする。自然を守るようにする。 

女子 匝瑳市がルールを守ってかんきょうにやさしいまちになればいいなと思いました。 

女子 緑あふれるまち。 

女子 ・ゴミを道に捨てたりしないまち・みんなで協力して自然がいっぱいあるまち。 

女子 ゴミをすてたらばっ金!! 

男子 緑がほうふで農業ももっとさかんになって気候に合った町づくり。自然がゆたかな町。 

女子 ・自然をうまく利用できる市・自然がたくさんある市・生き物を大切にする市・地球にやさしい。 

男子 あんぜんでたのしくあそんでいられる大きな公園。 

男子 ・人々がすみやすいまち・緑が多く自然がたくさんあるまち・動植物や人もすみやすいまち・安全でかいてきなまち。 

女子 地球にやさしいまちになればいいなあと思う。水路や川がきれいでいやなにおいがしない町になればいいのになあと思った。 

男子 自然が今よりも多くなり省エネにとりくむまち、市にしたいです。 

男子 自然があり、この自然をいつまでも守るために、自然をこわさないまちにしていけばいいなと思います。 

男子 地球を調べる町。 

女子 とてもきれいな町にして、観察客などいろいろな人に来てほしい。町を案内する人や自然を守る人たちをつくったほうがよいと

思います。なるべく電気をむだにしない。 

男子 生き物がたくさんいる、しょくぶつがよくそだつ、自然かんきょうがよい市。 

男子 高い建物を建築せずにけしきをこわさない。 

男子 自然がいっぱいあるまちにして、生き物がたくさんいる地球にして、川なども物をあらったりもしくはのめるくらいきれいな水

にしたい。 

女子 ・みんなたすけ合うまち！・ずっとよいまちにしたい・なるべくエコ。 

男子 ・しぜんをこわすひとがいなくなるようなまち・せつでんをつかうまち・ぽいすてをしないようにする町。 

女子 自然と人の調和がとれているまち、楽しく人と自然がくらすまち。 

女子 ・自然がたくさんある公園・生き物を大切にするまち・リサイクルや省エネに取り組むまち。 

男子 自然のある公園、スポーツとかができるところ。 

女子 自然がたくさんあってほしい。 

女子 自然がいっぱいで安心・安全のまち。 

女子 ・自然がいっぱいあるまち・節電や節水に取りくむまち・きれいな空気のまち。 

男子 天神山や木や植物が多くて快い感じの新せんな空気を味わえるまち。 

女子 公園がもっといっぱいあって、自然もいっぱいあるまちにしたい。 

男子 自然の町といわれる町、地球にやさしい町。 

男子 公園がいっぱいあるまち、緑がいっぱいあるまち、ポイすてがないまち、ふしん者がいないまち。 

男子 ・自然がいっぱいあるまち・わるい人がいないまち・公園がたくさんあるまち・あそびばがたくさんあるまち。 
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男子 地球にやさしいひとがたくさんいればぽいすてとかがなくなるから。 

女子 ・自然が多いまち・川や水路がきれいなまち・ゴミなどのポイすてがないまち・空気がよごさていないまち・野焼きなどをしな

いまち。 

男子 ・人が休めるきれいな公園があるまち・緑が多いまち・きれいなまち。 

女子 ・小さな子どもが安心して遊んだりできる町・自然を町の人たちで守る・ねこや犬などの命を大切にする町。 

男子 ・みんなが協力し合って自然を守ってみんながなっとくできる町にしたい・ゴミをぽいすてしない町・できるだけむだにティッ

シュやトイレットペーパーを使わない・きけんな遊びやはんざいがおきないようにする。 

女子 やせいの動物たちをうちとったりしないでやさしくつかまえてやさしくそだててあげてください。動物たちをころしたりこわが

らせたりしないでください。 

女子 公園にもうちょっと自然・ゆうぐなどを入れたほうがいいと思います。そうさ市全たいに自然を入れてほしい。なぜならば春に

はさくらがみられるし、夏には緑が一番みられるし、秋にはいちょうの木やかえでの木などがみられるから、そうさ市全たいに

自然を入れたいです。 
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Ⅳ．中学生アンケート 

問２ 良いと思う場所・悪いと思う場所 

男女 意見 

男子 景色に緑が多く見られるから。 

男子 東京サンショウウオがいるから豊栄小を下った所にある池。通学路にポイ捨てしてあるゴミが少ない。 

男子 道路の脇にゴミが沢山たまっている。 

男子 森が沢山あるから。 

男子 自然いっぱいの町で空気がきれいだから。 

女子 天神山が有って遊べる。ゴミが投げてある事がある。 

男子 自然の空気などがいいから、天神山公園など緑が多いから（でももう少しあるといい）お祭り（ぎおん）があったりこままねが

あるから。 

女子 あえて悪いところだけ言うと、森とか山の中に、冷蔵庫とか洗濯機とか風呂釜とか沢山捨ててある。 

女子 自然（木）が多い所は良いけど、ゴミなどたまにそこら辺に落ちているのが悪いと思いました。天神山公園や八日市場の町など。 

男子 優しい人が多くいる、緑が多いから。 

男子 動物や植物が沢山いるから、天神山公園などゴミなどがあまりない。 

女子 自然がいっぱいで開放感をかんじる。吉田地区。 

女子 自然がいっぱいあるから。 

女子 緑が沢山あるから。 

男子 自然も多いし悪い事をする人も少ない。 

男子 緑が沢山あるから。 

女子 駅の周辺、町にあまりゴミが落ちていない。公園も大事につかわれている。 

女子 お店も十分に有ると思う、公園などには自然がいっぱいだから。 

男子 ぼくの家の前にある平和台公園のはじ側に、お菓子のゴミや缶が捨てあるから。 

男子 良いところは天神山公園があったり森が多くて自然あふれているところ。悪いところはポイ捨てが多い。 

男子 緑が多い、天神山公園など。 

女子 自然が沢山あるから。天神山公園や山下公園、わかしお公園などたくさん公園があって小さな子も遊べるから良いと思う。 

男子 良いことは天神山のように自然が豊かだと言うこと、悪いところは、天神山はとてもいいところだけれど草とかがのびすぎてい

てとても迷惑など。 

男子 ゴミを捨てる人が少ないからゴミがそんなに無いからいいと思う。 

男子 色々な生き物が暮らせているから。 

女子 自然に囲まれているし天神山の展望台から見た景色も美しく素晴らしいと思うから。 

女子 自然が沢山あるから（身近でかんじられる）暴走族がいるから。 

女子 緑豊かで沢山の自然がありますが駅周辺の建物への落書きが気になります。駅は沢山の人が来る所なので、良くも悪くも印象深

くなります。なので駅周辺の落書きやポイ捨てがなくなれば良いと思います。 

男子 ゴミがポイ捨てされている場所があるから。天神公園など。 

男子 自然があるがポイ捨てが多い。 

男子 夏自転車で帰る時セミなどの声などが沢山聞こえる為です。 

男子 自然がすごく多いので空気もすごく綺麗だと思うから。 

男子 天神山がいい店が沢山ある。 

男子 植物が沢山あって色々な生き物がいて自然があふれて良いと思うが、少しゴミなどが落ちておるような気がする。 

男子 おじいさんおばあさんがたまに歩いているときに挨拶しているから。 

男子 桜が沢山ある天神山公園。 

女子 周りが緑いっぱいで自然が多いから。安心して暮らせる。 

男子 道路などが綺麗でいいけど、田んぼにたまに油が流れていたりする。 

男子 緑が沢山ある。 

女子 自然が沢山あっていいと思うけど道にゴミが沢山落ちている。 
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女子 田んぼの周りや道にポイ捨てされたゴミが落ちているから。 

女子 良いところは生き物が多く生存しているのでいい。悪いところは森などが汚れているところ。 

女子 公園などがきれい。だけどゴミが捨ててある。 

男子 公園にゴミが捨てたりしているがクリーン活動なのがあるから。 

男子 自然風景が残っていることは良いと思いますが、どこにいってもゴミが投げ捨てられていて景観をそこねているのではと思いま

す。 

女子 サンショウウオという珍しい生物がいるし、緑が多いから。 

女子 道路や身の周りに植物がある。道路にゴミがおちていたり・・・。 

男子 自然がたくさんあるがその自然にポイ捨てがある。 

男子 ホタルが夏になったら出てくるしザリガニ、メダカがいるし空気も東京などに比べて綺麗だから。 

男子 自然が美しくてきれいな所が沢山あるけど、ゴミがポイ捨てされているところが何カ所かあるから。 

男子 緑が沢山ある。 

女子 自然が沢山あって良いと思う。店などがちょっと少なく不便。 

男子 小動物なども沢山いて沢山の公園があり田んぼなども有るため。 

女子 道や暗い所。 

男子 ゴミが捨ててある、家の前の田んぼとか。 

男子 自然がいっぱいあると思う。でもたまに糞が落ちていること。 

女子 自然も沢山あっていいと思うし過ごしやすいから。 

女子 自然がいっぱいでいいと思うから。 

女子 沢山の生き物がいるから。 

女子 線路の裏の道、ゴミが沢山落ちているから。 

男子 自然が沢山ある。森が多い。 

男子 緑がとても多い所だから。ゴミがポイ捨てされていることがあるから。 

女子 お花がとても咲いているので環境がいいと思う。 

男子 ホタルなどがいるから。 

女子 自然環境が良く、サンショウウオなどいるから。 

男子 飯高にはホタルや自然が多く、暮らしやすいから。 

女子 草が定期的に刈られている。ホタルがいる。 

女子 森や山などの緑が多いから。 

男子 自然が豊かだから。 

男子 公園のトイレ、ものが散らかって無く整理整頓されている。道中ゴミが少ない。 

男子 空気がきれいで木が多い 

男子 森などが多い、身近に沢山の自然がある。 

男子 木とかが多い。 

男子 天神山ホタルなどがいるから。 

女子 木や花など緑が沢山あるから。 

男子 田んぼの方へ行くとホタルが沢山見られるから。 

男子 サンショウウオやホタルが色々な所にいてそこらへんの川にもカモなどがいるから。 

女子 緑が沢山あるから、全体的に植物が沢山生えているから。公園等。 

男子 色々な生き物がいる。自然が多い天神山。 

男子 川が汚い、ゴミが落ちている。 

男子 木とかの緑が多い天神山公園。 

男子 東京サンショウウオとかホタルがいる、池があるから。 

男子 山が沢山有り空気がきれいだから。 

女子 天神山。 

女子 公園に木や緑があること。 
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女子 天神山公園、八日市場全体。 

男子 色々な店がそろっていてかなり便利なところですぐ近くにもカインスなどがあって気軽に買い物に行ける。 

女子 ゴミがほとんど落ちていない。木が沢山ある。 

男子 平和な場所で事件はそんなに起きないところだから。 

男子 色々な所に草や木があって緑のあるところだと、思うのです。でもゴミが落ちていたりしている場所もある。 

女子 豊栄小学校の近くに東京サンショウウオという珍しい生き物がいるから。 

女子 森がいっぱいある。天神山がある。 

男子 匝瑳市花木や動物がたくさんある。 

男子 自然がとても沢山あるから。公園など。 

男子 町にゴミがほとんどないから。 

男子 木がいっぱいある。 

男子 八日市場ドーム等の施設。 

女子 水の色が濁っていなく透き通っている。（川など） 

女子 緑が多く空気が新鮮で気持ちいいから。学校の周りなど。 

女子 動物なども多い自然はとてもきれいだと思うけどたまにゴミが落ちていたりしている。 

女子 サンショウウオやキジの鳴き声が聞こえるけどゴミの捨ててはいけない場所に捨てている人がいたりする。 

女子 ゴミがあまり落ちていない。ゴミが少し落ちている。 

女子 公園などで街灯が少ないから。みんなが使う場所でゴミがポイ捨てしてあるから。 

男子 ゴミなどがいっぱい捨ててある。 

男子 自然がいっぱいある（木など）天神山、家の周りなど。 

男子 飯高豊栄や海岸などはいいと思う。国道沿いや旧道沿いとかはゴミが多いと思う。 

女子 自分の家の近所は植木。 

女子 ゴミがおっこっている所がある。（草の中、また竹林の中） 

女子 自然が多くて緑がいっぱいあるからです。 

男子 自然が綺麗な所は綺麗だけど、ゴミが放置されている場所もあり、差が激しい。 

男子 木が沢山植えられている。天神山公園など。 

女子 ゴミのポイ捨てが多い、296号線など。 

女子 緑が沢山あり空気がきれいな所がある。昔ながらの神社が残っていてそこに自然も残っている。 

男子 きれいだから。 

男子 天神山公園があるから。 

男子 自然が沢山あっていろんな生き物がいるから。 

男子 空気がきれいな所。 

女子 ゴミ（空き缶など）が多い（紙トレイ） 

女子 公共の図書館や公園がある。 

男子 木や植物が色々な場所に沢山ある。天神山公園など。 

女子 そこら中にタバコの吸い殻やゴミが沢山落ちているから、国道、天神山公園など。 

女子 緑はきれいだけど、ごみが多いかな。 

男子 木や水自然であふれている天神山公園。 

男子 自然が多いけれどよくゴミが落ちている。 

女子 木、花などの植物が多い。学校など家の近く。 

女子 緑が多いから。空き家がある。 

男子 天神山などが有って良い所は沢山有るけれど川などにゴミがあって動物たちが可愛そう住むところを作ってあげる。 

女子 植木の町と呼ばれて居るから。公園がいくつかあるから。 

男子 さまざまな生き物がいるから。 

男子 森がいっぱいあって空気がおいしい。緑がきれい。 

男子 自然に囲まれた場所などがあるから。 
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男子 緑が多いから。 

男子 空気がきれい。 

男子 道にゴミが多い。 

男子 豊和の自然がすごいきれい。 

男子 桜がいっぱい咲き道路が出来ていて車に乗りながらみれるから。 

男子 空気がおいしい、自然が多いので生物が生息している。自然が多い。 

男子 そばの川が臭い汚い道にゴミがちらかっている。 

男子 色々な生物がいるから。 

男子 木がいっぱいで自然がいっぱいあるからいいと思います。 

男子 植木が沢山あるから。 

男子 川にゴミなどがいっぱい落ちているから。 

女子 良いと思う場所は、植木が沢山ある場所や天神山公園、野栄ふれあいこうえんです。理由は天神山公園などの公園できれいに掃

除されていたり、沢山の遊具などが有るから楽しく遊べると思ったからです。 

女子 チューリップや植木などの祭りが開催したりしているから。 

女子 植木が多くて空気がきれい。 

女子 よい所がとてもあるけど、川が汚れているのできれいになったらいいなと思う。 

女子 木が多いから、空気がきれいだと思う。 

女子 植木が沢山ある、共興地区など。 

男子 木が多いので空気がきれいだなと思って問い 1の質問で 1に○をつけました。 

男子 木々が多い内山等。 

男子 良いと思うところは植物が沢山有る場所があることで悪いところはポイ捨てをしているところです。 

男子 緑が多い家の周り。 

男子 全体的に良いところがあるけど、ゴミなどが道に少し捨ててあることがあった。 

男子 自然災害が起きないから。 

男子 自然がきれい。 

女子 海などの自然が豊かだから。 

女子 自然が沢山あるから、子供達が遊べるような遊具があるから。 

女子 ゴミが少ないしすごく心がきれいだから。 

男子 町のひとが親切。 

女子 道路の脇にペットボトルやタバコなどのゴミが落ちているのをよくみるから。 

女子 木や花が多いから。 

女子 植木などが盛んなのできがいっぱいある。 

女子 道にゴミなどが捨てられているから。 

女子 環境が整っているから。 

女子 新川の汚染、ゴミポイ捨て、林など自然が多い。 

女子 緑が多くていいと思うけど、川が汚れていることが多い。 

女子 緑に囲まれているので空気がきれいだが川は汚れている、またポイ捨てなどがある。 

男子 天神山公園の遊具などに落書きなどがあるから。 

女子 自然災害が少ない、家の周りの塀が木でできていて自然を感じられるし、木や田んぼが多いから。 

男子 緑が沢山あり生き物が沢山いるが空き缶などのゴミも沢山落ちているから。 

男子 植木が沢山はえているから。 

女子 田んぼが沢山あるから、そこにはホタルがいるから。 

男子 空気がいい。 

男子 自然が多い。生き物が沢山いる。 

男子 自然を大切にしていること。 

男子 天神山公園の落書きが酷い。 
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女子 自然が多いから。 

女子 町でゴミが一つもない。だけど隅々まで見ると小さいゴミや裏道ではポイ捨てしている人がいる。 

女子 用水路が汚い。 

男子 360度見まわればどこかしらには、緑があるから。 

男子 便利だから八日市場駅周辺 

男子 自然が多い。 

女子 天神山は広くてきれいだし、安全。 

男子 木々が多い。 

女子 タバコやその他の色々なゴミが落ちているのをよく見かける。 

女子 自然が多いから。 

女子 木が多い。 

男子 緑が沢山ある。 

男子 人目のない道には缶やゴミがちらかっていたり、九十九里海岸の砂浜にはよくいろんなゴミがある。 

女子 森林が沢山あるから。人口の多い所より空気がきれいだから。ポイ捨てされたゴミがあるから。 

女子 九十九里海岸の浜辺にペットボﾄﾙや空き缶のゴミが沢山捨ててある。新川の水が濁っていてゴミが沢山さん捨ててある。 

男子 他の市と比べたら自然が多いから、田んぼにも鳥が沢山いるから、川や池には色々な生き物がいるから。 

女子 木が沢山ある。 

女子 良いと思う所は自然がきれいで空気もきれいな所。 

男子 天神山。 

男子 良いところは自然が沢山有るところ。悪いところは川が汚い事新川など。 

男子 町の中にも木が沢山あるから、八日市場。 

男子 川に魚が沢山いる。 

女子 植木の町匝瑳市はいろんな所で木や花が沢山あってきれい。 

男子 田んぼが多い。全体。 

男子 木が多い、自然が多い。 

女子 そうぼり川や新川がとても汚いから。ゴミのポイ捨てが沢山あって川や道ばたにゴミが落ちている。 

男子 匝瑳市の人たちがちゃんと明るい挨拶を出来る事。 

男子 様々な生物が居るから。 

女子 空気がきれい。虫や植物が沢山いる。 

男子 田んぼなどに住む生物が沢山いるから。 

男子 たまにゴミが落ちているときがある。 

男子 ゴミが多いから、ふれあい公園など。 

男子 木が沢山あるし緑がいっぱいある。 

男子 川が汚い自然破壊が過ぎる。ポイ捨てが多い。 

男子 自然が多い。 

男子 道に空き缶やゴミなどが落ちているから。 

女子 とても空気が澄んでいると思うが、ゴミも落ちていたりするから。 

女子 緑が多い。 

男子 歩道に草が沢山ある。 

男子 ゴミが全然落ちていないから。ふれあい公園など。 

男子 自然が多いから。 

女子 公園がすごく広いし海があるから。 

女子 緑が有るところ。 

女子 海にゴミが沢山落ちてるから。 

女子 木が沢山ある。 

男子 緑があり住みやすいから。 
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男子 緑が多い。 

男子 生物が多く生息しているから。少しゴミが多い。 

男子 良いところは緑が沢山有るから。 

男子 海が濁っている。 

女子 緑が多いから。 

女子 田んぼや畑が沢山あるから。家の周辺など。 

女子 住みやすいと思うから。 

女子 九十九里も目を閉じればワイキキビーチ。 

女子 植木が多すぎる。 

女子 緑の多い公園や。海など。 

女子 道や海の砂浜にゴミが落ちているから。（歩道、車道） 

女子 沢山木があるから空気がきれいになる、でもポイ捨てが多い。 

女子 木や海があるけどもう少し海をきれいにしてもっと活用したほうがいいと思う。 

女子 天神山公園があるから。 

女子 海にゴミなどが捨てられている。 

女子 良いところは木や草がいっぱい。悪いところは海が汚い。 

女子 ショピングモールとか楽しめる場所がないから。 

女子 ゴミなどが多い。歩道に草がいっぱい。海に入れない。楽しく遊べる所がない。 

男子 東京と違って静かで良い。自然とかに囲まれて涼しい。 

男子 環境が緑でいっぱいだから。 

男子 道や店に食べた後のゴミや缶などが良く落ちている。 

女子 緑が沢山あって沢山の人が訪れているから。ふれあい公園など。 

男子 海が汚い。ゴミが多い。 

男子 時々臭い。地面がでこぼこ。犬の糞が落ちている。 

女子 危ない場所が少ないと思うから。（車の通りが多いと思う。） 

女子 木や林が沢山あるから。 

女子 木が沢山ある。 

女子 臭い、ゴミが捨ててある。 

男子 そこら辺に、ゴミが捨ててある時がある。 

男子 色々な施設があるから。 

男子 公園があるから。 

男子 どんな人でも気軽に立ち寄れる。ふれあい公園。 

女子 海があるから。 

女子 天神山公園はいいと思うけど九十九里海岸はゴミが捨ててあるのであまり良くないと思う。それに中学校の近くの牛舎などの匂

いが酷いので良くない。 

女子 木が沢山あるから。 

女子 木がいっぱいあるから 

女子 木や林が沢山緑が多いけど、ポイ捨てが多いから。 

女子 木がいっぱいあるから。 

女子 ゴミが捨てて有るところがある。 

女子 自分家の近くにある用水路が汚い。海が汚れている。道にゴミがある。 

男子 ふれあい公園があるから。 

男子 魚が少ない。 

男子 緑が多い所がいいところ。 

男子 コンビニが近くにあるから。 

女子 畑や木が多いから。 
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男子 ゴミが多い。 

男子 ゴミが落ちている。 

女子 木や花が沢山あるけどゴミが落ちているから。 

男子 ゴミが落ちている。 

男子 緑が多いから。 

男子 川や海などにゴミが多い。 

男子 ゴミが多い。 

男子 自然が多い。 

女子 緑が多い。 

女子 ドブ的な用水路かな？それがゴミまみれでくそきたないから。 

女子 用水路の水が凄い色。 

女子 自然が沢山ある。 

女子 木が沢山あるから。 

 

 

 問３ その他記述（身の回りの環境で気になる問題） 

男女 その他記述 

男子 下水道がすごく臭い。 

男子 落書きがある。 

男子 タバコの煙。 

女子 ヤンキー。 

女子 牛や豚などの糞の臭い。 

男子 小学校の迎えの時間に車が家の前に止まってる。 

 

 

 問４ その他記述（市の自然を守るためにしなければならないこと） 

男女 その他記述 

女子 ボランティアでゴミを拾う。 

男子 道中にゴミ入れを作る。 

男子 ボランティアを行う。 

男子 市民一人一人が匝瑳を守るという気持ちで生活する。 

女子 木を植える。 

女子 ゴミ０（ぜろ）運動。 

 

 

 問６ その他記述（家でやっているリサイクルや省エネルギーの取り組み） 

男女 その他記述 

女子 エコキャプを集めている。 

女子 キャップをリサイクルする。 

女子 ペットボトルのキャップとかラベルをわける。 

 

 

 問７その他記述（あまり取り組めていない理由） 

男女 その他記述 

女子 省エネルギーの意味がわかんない。 
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 問８ その他記述（早く解決したい地球環境問題） 

男女 その他記述 

男子 震災、台風。 

女子 金持ちと貧乏の差。 

 

 

問９ その他記述（市の環境を良くするために、市をあげて取り組んだ方がよいこと） 

男女 その他記述 

男子 もっと人類が呼吸をして二酸化炭素を増やし植物（緑）を多くする。 

男子 トマトなど食べ物を自作する。 

女子 募金。 

男子 大きなショピングモールを建てる。 
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◆中学生アンケート 自由意見 

男女 自由意見 

男子 明るく楽しい声がさかえる町。 

女子 遊べる所が多い町。 

女子 安全な町。 

男子 いい町。 

男子 生き物がいっぱいある町。 

男子 今は地球温暖化が進んでいるので電気などの使いすぎに気をつける町。 

男子 今よりもっともっと緑と動物が住みやすい町。 

女子 今よりも緑が沢山あふれる町。みんなが協力して省エネに取り組める町自然豊かな町。 

男子 今よりももっと自然があり、地球に優しい町。 

男子 色々な生き物がいる町。ゴミなどのポイ捨てがない町。 

女子 色々な所でゴミゼロ運動などをしてたらいいなと思う。 

女子 海がきれいでゴミが落ちていない町。 

男子 海がきれいな町。 

女子 海がきれいな町。 

女子 海がきれいな町。 

女子 海がきれいな町。川がきれいな町。 

男子 海がとてもきれいな町。ゴミのない町。 

男子 大きなショピングモールのある町。 

女子 川がきれいで魚がいっぱいいる町。 

男子 川がきれいで自然がある匝瑳市にしたい。 

女子 川がきれいな町。自然がきれいな町。 

女子 川がきれいに。 

男子 川が汚れていなくてゴミの投げ捨てがない町。 

女子 川の浄化に取り組む町。 

男子 川の水が透き通ったきれいな水でゴミが 1こもなく緑にあふれた町なればいいなぁーと思う。 

女子 川や海がきれいな町。空き缶などのポイ捨てがない町。動植物に優しい町。 

女子 川や海辺のあたりのゴミがない町。 

女子 川や水路がきれい、省エネに取組む。 

女子 川や水路がきれい。町のみんなが住みやすい町。空気がきれい。節水の取組が出来る。 

女子 川や用水路がきれいになる町。 

女子 環境に優しい町、自然を大切にする町。 

女子 木が沢山ある。きれいな川が有る。ポイ捨てのない規則に沿った町。暮らしやすい安全な町。 

女子 木が沢山ある。水がきれい。 

女子 木が沢山有る町。ポイ捨てのない町。海が綺麗な町。犯罪が無い町。（事故も）。楽しく過ごせる町。 

男子 木々の多い町。 

男子 木などが沢山ある自然を多くする。節約出来る町。 

女子 木などの緑がある町。自然エネルギーを上手に使う町。 

女子 木や花などの自然が豊かな町。町を汚す人がいない待ち。 

男子 きれいであこがれの町。 

女子 綺麗で安全な町。 

女子 綺麗な所、自然が沢山な所。 

女子 きれいな町（ゴミがいつもない） 

男子 きれいな町。 

男子 きれいな町。 
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男子 きれいな町。 

女子 綺麗な町。 

女子 綺麗な町。便利な町。 

男子 きれいな町になってほしいと思う。 

男子 きれいな町になるといいなぁと思いました。 

男子 木を切ってもいいけど多く切らないで木を切ったぶん、又新し木を植えて欲しい。川にゴミを捨てないで欲しい、たまにトイレ

の坐るところが、捨ててある。 

女子 空気がきれい。 

女子 空気がきれいで過ごしよい町。自然が沢山ある町。 

女子 空気が綺麗な町。海などが綺麗な町。緑が多く爽やかな町。住んでいて心地良い町。平和な町。 

女子 空気がきれいな町。環境が良い町。 

男子 空気がきれいになってほしい。 

男子 空気がとてもきれいな町。 

男子 空気と水がおいしい。 

男子 空気のきれいな町。 

男子 公園の沢山ある町省エネに取り組む町 

女子 交通事故が少なくなくなればいい。緑をもっと大切にして守っていければいい。 

女子 ゴミがあまり落ちていない町。星が良く見える町。 

女子 ゴミが落ちていないところ 

男子 ゴミが落ちていない町。 

男子 ゴミが落ちていない町。 

男子 ゴミが落ちていない町。臭くない町。 

女子 ゴミが落ちていない町。省エネに取り組む町。 

男子 ゴミが落ちてない町。自然がきれいな町。 

男子 ゴミが少ない。 

男子 ゴミが少ない町。川がきれいな町。 

女子 ゴミが少ない町。道がきれいな町。 

男子 ゴミがない美しい町。 

女子 ゴミがないきれいな町。 

男子 ゴミがない町。自然がいっぱいある町。 

男子 ゴミがなく住みやすい市になってほしい。 

男子 ゴミがなくて環境が良い町。 

男子 ゴミがなくなる。 

女子 ゴミが一つもおちていないきれいな町。海やかわがきれいで、その周りの砂浜もきれいな町。 

男子 ゴミが一つも無い町。 

女子 ゴミが道に落ちていない町。 

男子 ゴミが道に落ちていない町。 

男子 ゴミが道に落ちてなく空気もいい町。 

女子 ゴミとかが落ちてなくてきれいな町。 

男子 ゴミなどが落ちていなくて道路がきれいな町。緑などが沢山あり昔とあまり変わらないのどかな暮らしが出来る町。 

女子 ゴミの少ない。緑の多い。 

男子 ゴミのない町。 

男子 ゴミのない町。きれいな町。 

男子 ゴミのポイ捨てが無い町。 

男子 ゴミのポイ捨てなどがなく自然が豊かな町。 

男子 ゴミのポイ捨てをしないようにしてゴミの落ちていない綺麗な市になってもらいたいです。 
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男子 ゴミのポイ捨てが少ない町。都市と植物のバランスがとれている町。 

男子 災害に負けない強い町。 

男子 再生可能エネルギーであふれている町。犯罪がない町。きれいなまち。観光スポットが沢山ある町。木々がおおいしげる町。 

男子 魚や鳥、虫が住みやすい町。 

男子 静かな町。明るい町。 

女子 自然、緑、動物がいっぱいある町。地球に優しい町。省エネに取り組む町。 

女子 自然があって地球に優しい町。 

女子 自然があふれていて川などのポイ捨てがなくて綺麗な匝瑳市になって欲しい。 

女子 自然があふれていてみんなが楽しく過ごせる町。 

男子 自然があふれて子供が遊べる場所が増えて親が子供を安心して遊べさせられるような町にしたいです。 

男子 自然があふれる町。 

女子 自然があり、他の町からももっと来て欲しい。 

女子 自然がある町。公園とか楽しい場所が沢山ある町。 

男子 自然がいっぱいあって生き物に優しい町。 

女子 自然がいっぱいあって空気がきれいな町。 

女子 自然がいっぱいあってゴミなどが捨てられていない町。 

男子 自然がいっぱい有って省エネに協力する町。 

男子 自然がいっぱいあって誰でも安心して暮らせる様な場所にしたいと、思います。 

男子 自然がいっぱいあって地球に優しい、省エネに取り組む町にしたい。 

女子 自然がいっぱいあって地球の環境問題に向き合う町。 

女子 自然がいっぱいあり川がとてもきれいな町。町の人たちが意識出来るように呼びかける。 

女子 自然がいっぱいありポイ捨てがない町。 

女子 自然がいっぱいありポイ捨ての無い町。リサイクルを進んで行う町。 

女子 自然がいっぱいあり良い環境の町。 

男子 自然がいっぱいある。良い子がいっぱいいる所。 

男子 自然がいっぱいある町。 

女子 自然がいっぱいある町。 

女子 自然がいっぱいある町。 

男子 自然がいっぱいある町。 

男子 自然がいっぱいある町。 

男子 自然がいっぱいある町。 

男子 自然がいっぱいある町。 

女子 自然がいっぱいある町。安全に過ごせる町。 

女子 自然がいっぱいある町。川や海がきれいな町。 

男子 自然がいっぱいある町。環境についてみんな知ってる町。節電節水の町。 

男子 自然がいっぱいある町。高いところから町を見渡せるところがほしい。地球に優しい町。 

男子 自然がいっぱいでポイ捨てがない匝瑳市にしたいです。 

女子 自然がいっぱいの町。ゴミが歩いている時にない町。挨拶がすごく良い町。地球にやさしい町。 

女子 自然が多い町、また大切にする町。ポイ捨てのない綺麗な町。 

男子 自然が多い町。公園が多い町。 

女子 自然が多い町。地球に優しい町。 

女子 自然が多い町になるといい。 

女子 自然が多く、川などがとてもきれいな町。 

男子 自然が多くて地球に優しい町。 

男子 自然が多くてポイ捨てが無い町。 

女子 自然が多くみんなが明るく平和に生活出来る町。 
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男子 自然が多く豊かな町。省エネに取り組む町。 

男子 自然がきれいな町。 

男子 自然が少なくならない町。ポイ捨てが無い町。 

女子 自然が沢山、川がきれい。 

女子 自然が沢山。 

女子 自然が沢山あって市内の沢山のところがきれいな町。 

男子 自然が沢山あり、地球に優しい町。 

男子 自然が沢山ある町。 

男子 自然が沢山ある町。 

男子 自然が沢山有る町。 

女子 自然が沢山有る町。 

男子 自然が沢山ある町。川がきれいな町。 

男子 自然が沢山ある町。緑が沢山ある町。 

女子 自然が沢山の町。きれいな町。 

女子 自然がもっと増える町。 

女子 自然が豊かでエネルギーを大切に使う町。 

女子 自然が豊かで沢山の人たちが自然の事について興味をもつそして、地球温暖化について沢山の人が協力し少しでも匝瑳市が良く

なるように努力する。 

女子 自然が豊かで動物たちを保護しみんながリサイクルに取り組んで市民全員が笑顔で安全に暮らせる明るい、町にしたいです。 

女子 自然が豊かな町。思いやりのある町。省エネに取り組む町。 

男子 自然が豊かな町。環境が良く緑があふれる町。みんなが暮らしやすい町。 

女子 自然が豊か真町。ゴミが無い町。省エネに取り組む町。 

女子 自然環境がとてもいい町。 

男子 自然の多い町。 

男子 自然の中でいっぱい遊べる町。 

男子 自然はもちろん緑が多く川の水はきれいであり地球に優しい町になればいいなと思います。 

男子 自然も沢山増えて悪い人が完全にいない町。 

男子 自然もっと木などを増やして豊かな町。落ちている空き缶などゴミが無意識に拾える町。火事、盗難が、無い平和な町。みんな

が笑えて安心して暮らせる町。 

女子 自然豊かで綺麗な町。 

男子 自然豊かで空気がきれいで自分が今取り組める省エネ対策をすれば良いと思う。又、看板を作ったり地域の方々が協力してゴミ

のポイ捨てをなくす事が出来る町。 

女子 自然豊かで住んでいて気持ちの良い町。 

男子 自然豊かな町。 

男子 自然を大切にする町。動物たちを傷つけない、動物たちの居場所を減らさない、動物たちの増える感じの町。 

男子 自然を大切に守れる町になれば良いと思います。 

男子 自然を守る町。 

女子 自分からリサイクルに取り組む町。 

女子 自分の家の前の川みたいなところには前ホタルがいたと言っていたのでまた出てくるようにして欲しい。 

男子 市民が匝瑳市の良いところをもっとアピールして市を美しくする。 

女子 市民全員が今の環境を理解しポイ捨てなどが無くなる町。 

男子 省エネに取組、地球に優しい町になればいいと思う。 

女子 省エネに取組、水が綺麗な町になれればいいなと思う。 

男子 植物や生き物がいっぱいいる町。ゴミのポイ捨てが少ない町。 

男子 すぐに運動できる環境（運動公園、バスケットコート、テニスコート） 

男子 すぐにゴミを捨てない町。 



資料 53 

 

男子 清潔で美しい町。節電に市民全体で協力しあう町。 

女子 節電、節水が出来る町。緑が豊かな町。 

女子 節電、リサイクルを心がけるような町。 

女子 匝瑳市に住んでいるみんなが気持ちよく暮らせる町。一人一人が協力しあって地球に優しい町。 

女子 匝瑳市はやっぱり緑なので緑がいっぱいある町。 

男子 太陽や風を利用していく町。公園などに緑や池を多く置く町。 

男子 沢山の自然がありゴミなどがおちていない。綺麗な所。 

女子 誰でも住みやすい町。 

男子 地球がきれいな町。 

男子 地球にとても、優しい町。 

女子 地球に優しい。 

男子 地球に優しい町。 

女子 地球に優しい町。 

男子 地球に優しい町。緑が多い町。エコな町。自然がきれいな町。 

女子 地球に優しい町。物をむだにしない（リサイクル）町。物を大切にする。 

男子 地球に優しくきれいな町。 

女子 地球に優しくみんなが安心して暮らせる町。 

女子 地球を汚さない様な町。 

女子 動植物が沢山いる、川や海がきれいな町。 

男子 動物が安全に暮らせる町。 

男子 道路の脇には、四季の花がいつも咲き乱れている町。市内のすべての道で。 

男子 どこにいっても綺麗な町。 

男子 とにかくゴミのポイ捨てが無い町。 

女子 何らかの機会で学校などの団体が環境を守る。団体の手伝いをする。 

男子 二酸化の排気量が少ない町ゴミが無い町。 

女子 花がきれいに咲いている町。ゴミが落ちてない町。川や水路が綺麗な町。節水や節電に協力する町。 

女子 人が暮らしやすく地球に優しい町。 

男子 一人一人が環境を意識し植物を大切にする。 

男子 平和な国。 

男子 ポイ捨てが少ない町。 

男子 ポイ捨てがない町。 

女子 ポイ捨てが無い町。 

男子 ポイ捨てがない町。生き物が安心して暮らせる町。 

女子 ポイ捨てがない町。環境がいい町。自然とふれあえる町。 

男子 ポイ捨てが無い町。自然エネルギーが使える町。みんなが節水、節電に協力する町。 

女子 ポイ捨てなどのゴミが少なく海や川などきれいな町。 

女子 ポイ捨てのゴミがあまりない町。緑が多い町。（木） 

男子 ポイ捨ての無い町。自然がいっぱいの町。 

男子 ポイ捨てもなく自然がいっぱいある町にしたい。 

男子 ポイ捨てをあまりしない町。 

男子 ポイ捨てを絶対しない。 

男子 他の生物と共存出来る町。 

男子 僕たちみんなが住み心地良く住める町。 

女子 水がきれいな町。 

男子 水がきれいな町。 

女子 水がきれいな町。ゴミが道路などに捨ててない町。省エネに取り組む町。地球に優しい町。 
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女子 水や川がきれいな町。リサイクルが出来る町。ポイ捨てをしない町。 

男子 道のはじやこうえんのはじにゴミが落ちていない町になればいいなと思います。隣の家の人と後ろの家の人がたまに大声で騒い

でいるので止めて欲しい。平和公園にはゴミ箱があるので、ゴミ箱にゴミを捨てて欲しいです。 

女子 緑があふれる町。 

男子 緑があり生物が楽しく暮らせる町。 

女子 緑がある場所。 

女子 緑がいっぱいできれいな町。木を沢山植えたら空気が綺麗になるし綺麗な町だと住んでいる人が毎日気持ちよく過ごす事が出来

るから。ポイ捨てなどを注意する。 

女子 緑が多い町。 

女子 緑が多い町。 

男子 緑が多い町。ゴミのポイ捨てがない町。 

男子 緑が多い町。生物が多い町。 

男子 緑が多い町。生物が多い町。ゴミや汚れが少ない町。 

女子 緑が多くて川がきれいで自然が多い。ゴミを捨てないきれいな町。みんなが優しい心を持って居る町。他県からも人がどんどん

来る町。笑顔。 

女子 緑がきれいで自然に満ちあふれている町。地球、人類に優しい町。みんなが住みやすい町。 

男子 緑がきれいな町。 

男子 緑がきれいな町。暮らしやすい町。きれいな町。 

女子 緑が沢山あって空気がきれいな町。 

女子 緑が沢山あって空気がきれいな町。エコな町。 

男子 緑がたくさんあり綺麗な町。 

女子 緑が沢山あり子供も安心して暮らせる環境。ゴミがポイ捨てされないきれいな町。臭くない町。木が沢山ある町。動物がいる町。

魚が来る町。（海、川とか） 

男子 緑が沢山ある自然豊かな町。 

女子 緑が沢山ある町。ゴミのポイ捨てなどが減る町。 

男子 緑が増えて地球温暖化が無くなって欲しいと思うし今の自分たちは省エネなどして、地球に優しくしたいです。 

女子 緑の多い自然のあふれた町になってほしいです。海や水路がきれいな町や地球の為に色々な取組の出来る町。 

男子 緑の多い町。 

女子 緑を大切にする町。ポイ捨ての無い町。 

男子 緑を守りながら人が住みやすい市。 

女子 皆が楽しく過ごせる町。自然が多く快適に過ごせる町。 

男子 皆が仲良く助け合える町。ポイ捨てがゼロになる町。楽しいイベントが沢山ある町。環境がとてもいい町。 

女子 みんなが安心して暮らしやすい町。 

男子 みんなが生きられる町。みんなが動物や虫を殺すことの無い町。自然あふれる町。平和な町。 

女子 みんなが住み安い環境の町。 

女子 みんなそれぞれが環境について関心を持ち、省エネに取組もうとする気持ちがある町。木を植える活動がある町。リサイクルに

進んで取り組める町。道にゴミなどが落ちていない町。自然がいっぱいあり、その植物園などがある町。自然の物で暮らしを快

適にできる町。（緑のカーテンなど）空気がきれいな町。 

男子 もっと安全な道路にしてほしい。もっと都会な町が良い。 

男子 もっと環境に優しく、市内が協力して自然を守っていけるような町。 

男子 もっと自然が有る町。笑顔あふれる町。 

女子 もっと沢山公園などを作る。 

女子 もっと都会な町。コンビニが多い町。駅が多い町。みんな平等な町。週 1 回お弁当の学校がある町。イオンモールがある町。新

幹線が通る町。ガタガタ道が無い町。バスケに力を入れる町。相撲巡業をやる町。 

男子 もっとみんなで遊べる施設を作って欲しい。 

男子 森がいっぱいあって自然環境がきれいな町。 
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女子 良い環境に心がける町 

男子 夜電灯に虫が沢山よってくる町。魚がいっぱいいる町。ザリガニやカニがいっぱいいる町。 

女子 リサイクルに協力する町。 

男子 リサイクルに取組む町。 

男子 リサイクルに取り組む町。 

女子 リサイクルや省エネルギーに取り組む町。 

男子 ローソン建てろ 

 

 

 


