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№ 分野 自由記入欄 性別 年齢 住まい 国籍

1 　１分権・自治 市役所をはやくきれいにしてほしい。 女 75～79歳 上野 日本

2 　１分権・自治 まず、現在行っている事業を見直して、続けるものとそうでないものを明確にして行うべき。　新しい事業にどんどん拡大をはかるのは、その後とすべき。　そうしないと人も物もお
金も中途半端で無駄や無理や無策になる！

男 70～79歳 上野 日本

3 　１分権・自治 伊賀市上野丸之内にある市役所本庁舎はユニバーサルデザインの対極にあるような使い勝手の悪い建築物で、こんなものを保存活用するという方針には全く賛同できません。
一部のマニアックな建築士の意見など採用することなく、早急に取り壊し、すべての市民に使いやすい市役所を現在地に建設してください。

男 50～59歳 上野 日本

4 　１分権・自治 新市長が全て改革できると思わないが、旧態依然とした考えに少しでも新しい風を吹かせて欲しい。 男 50～59歳 上野 日本

5 　１分権・自治 証明書等は、ｶｰﾄﾞで購入できるようにして欲しい。（申請してｶｰﾄﾞを作るのではなく配布してください）。様々な住民への説明会をもっと周知してください（いつされているのか分か
らない）。市の職員さんだけでしか出来ないこと以外は、民間へ分担してしっかり管理すればもっと良いサービスができるのではないでしょうか。

男 30～39歳 上野 日本

6 　１分権・自治 市民センターには正規職員を配置する。個人情報の取り扱い、住民サービスを行うのであれば、採用試験、研修を受けた人で対応するべき。そうでなければ廃止の方向で（支所
を大きくする）

女 50～59歳 阿山 日本

7 　１分権・自治 過去４年間において、行政からの説明会があったがきめてかかっており、住民の意見を聞く体制でない（職員の態度）前市町の考えか？つまり市民の意見を聞くタイミングがず
れている。質問しても、まともな答えが返ってこない。単に説明会をすればいいと言う考えで、意見を反映させる気持ちはないと思う。議会に案件を説明するまでに市民の意見を
聞くべきだ。説明会後、どのように反映されたのか、どのような意見があったのか、きちっとパソコンで見られるようにすべきだ。

女 50～59歳 阿山 日本

8 　１分権・自治 伊賀市は合併したおかげで、上野に住んでいても青山の施設が利用できて便利になったが、もっとどこにどんな施設があるのか分かりやすくしてほしい。 女 30歳未満 上野 日本

9 　１分権・自治 ･赤いハネ、緑のハネ、年末助け合い等、強制されているのをやめてほしい。
・自治会費（区費）が高すぎる。年間２万円以上払っている。都会では、月にせいぜい200～300円
・日常のゴミの処理さえ出来れば、基本的には生活に不自由は感じない。市で区を指導してほしい。
・住民自治協議会他、各事業団体への財政支出がムダに使用されているためチェックが必要

男 70～74歳 青山 日本

10 　１分権・自治 市民センターを発信源とする様なサービスが充実出来たら、もっと地域・住民の活力が発揮されると思います。青山支所管内では、十分に活用されていないような気がします。 男 50～59歳 青山 日本

11 　１分権・自治 市の中心部へ本庁機能を早く充実してほしい。阿山支所・大山田支所は不便である。 男 70～79歳 上野 日本

12 　１分権・自治 市民センターのあり方に疑問を持っています。職員を含め、必要がない箇所が多いのでは。 男 70～74歳 青山 日本

13 　１分権・自治 中央官庁の考え方全てが市民の幸せの全てではない。　市の幸せは市民と市職員でつくりあげていくものであると思います。　市の運営システム、財政面においても他自治体と
比較するのではなく、自らの必要性によって行政サービスを行っていくことが大切だと思います。　市財政的にも余力が無いのなら、思い切って見切る事業、重点投資する事業が
あると思います。　パーフェクトな市行政なんて無いと思いますから、ゆるぎない安定した市政となるように望みます。

男 40～49歳 上野 日本

14 　１分権・自治 各施設の駐車場が少なく利用をためらってしまいます。 女 50～59歳 上野 日本

15 　１分権・自治 今、上野市役所建物について古い雨漏れなど有りしかたが無いと思いますが、横にある交番は、もったいないと思う。後の利用も考えていると思いますが？ 女 60～69歳 上野 日本

16 　１分権・自治 他府県に比べ発展が遅いか無いに等しい 男 70～79歳 伊賀 日本

平成２４年度伊賀市まちづくりアンケート　意見８（伊賀市の行政サービスに対するご意見などがございましたらご記入ください。）

※差別を助長するようなご意見、個人・団体を特定するようなご意見については掲載しておりません。

分野 
１分権・自治 自治基本条例 住民自治 庁舎建設 公共施設 予算編成 行財政改革 

２健康・福祉 健康づくり 福祉医療費 地域福祉 高齢者福祉 障がい者福祉 児童福祉 子育て支援 保育所 市民病院 地域医療 

３生活・環境 交通安全対策 消費者行政 一般廃棄物 防災 消防 住宅耐震 多文化共生 環境 

４教育・文化 校区再編 学校教育 生涯学習 文化振興 文化財 図書館 スポーツ振興 人権施策 人権啓発 同和施策 男女共同参画 

５産業・振興 商工業振興対策 労働・雇用 観光振興 農業振興 鳥獣害対策 農村整備 森林・林業 中心市街地 

６基盤整備 治水 水道事業 下水道 都市計画 鉄道 交通計画 道路整備 河川 

７窓口業務 ８税金 ９職員 １０アンケート １１その他 

項目 
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№ 分野 自由記入欄 性別 年齢 住まい 国籍

７窓口業務 ８税金 ９職員 １０アンケート １１その他 

17 　１分権・自治 問６１　市民の意見が反映され有効なものは実施される仕組みについて
市民の声の代表者は市会議員でありますが、市会議員の発言はややもすれば市会議員個人の意見になっていると思います。
その為市政は直接市民の声を聞きその声を公開し、優先訓位に基づいて行政に反映できるようなシステムを作って欲しいと思います。各種代表者は一人で多くの役職を持たす
のではなく、多くの市民の意見が聞けるような参声広場を重要視し又公開をするようにしてほしいと思います。

男 75～79歳 上野 日本

18 　１分権・自治 私は青山以外の地域はどんな感じなのかよくわかりません。年齢的にももっと高齢になってきたら気づくのかなと思います。 女 40～49歳 青山 日本

19 　１分権・自治 ・予算が成立した場合には、職員が市民センター単位で事業説明（主要事業）をするなど積極的に行政をアピールするなどの姿勢が欲しい。又県職員が行っている出前講座を
参考にして欲しい。職員は市民に向きあって磨かれる。
・「広報いが市」を見て思うことはただのお知らせ、紙面の編集も工夫して欲しい。市長及び市の考えが反映され、読みたくなる様な広報紙にして欲しい
・年末のダム問題に対する職員への殺人未遂事件は青山支所内に暴力に対して、毅然とした姿勢がとってこられなかった永年の積み重なったことの表われであり、これを機に
職員の人権を守る毅然とした姿勢を明らかにして欲しい（暴力は絶対に許さないという姿勢＞人権の取組みの片寄り）

男 60～69歳 青山 日本

20 　１分権・自治 あまり行政サービスを利用した事はありませんでした。　質問の答えとしてはわからないというのが本当の気持ちです。　健康診断を行ってくださる事は感謝しています。 女 70～79歳 青山 日本

21 　１分権・自治 大変ご苦労様です。　国政も厳しい局面に立っているのと同様、市政の運営も同じだと思います。　大阪（や宮崎県知事ほか）の市長さんの良い点だけ（他の市政も）参考にされ
てもいいかと思います。　結果は後で出るという（何１０年かしてから）気がしますが、活性化しようと思ったら土木建設（箱物）が必要な場合があるし、市の職員にしても本当にや
る気のある人を見極めてほしい。　がんばっていただきたいです。　一般の職場は本当に厳しく、一度その現場・現実を体験して知るべきです。（学校の先生も教育現場も然り）
だからこそ、襟を正してより良い市政のためにご尽力ください。
困難な事に立ち向かって進む姿は素晴らしいです。　貧富なく市民一人一人が住みやすく、老後に不安を感じない平安な未来の来ることを願うばかりです。

女 50～59歳 上野 日本

22 　１分権・自治 合併前の支所を復活させてほしい。 女 70～79歳 伊賀 日本

23 　１分権・自治 支所、市民センター、まちづくり協議会の役割がはっきりと見えません。　特に市民センターでどのような事をしてもらえるのか分かりません。　今では月２回行政やまち協などの
配布物を各区へ届けてくれているだけしか分かりません。　このような事は支所がするべきことではないのですか。　住民がもっと身近に行き来するために設立されたのではない
ですか。　他地域では、どのようなことをされているのでしょうか。

女 70～79歳 島ヶ原 日本

24 　１分権・自治 何をするにしても遅い。住民との意見交換場所がない。住民自治協議会と市議会との関係性を明確にしてほしい。 男 30歳未満 上野 日本

25 　１分権・自治 合併都市としての一番のねらいは、ムダの削減、サービス低下をさせないこと。　支所機能を縮小し、本庁へ集中するような方向は見直してほしい。　新市長は新庁舎白紙を宣
言され、大賛成です。

男 70～74歳 伊賀 日本

26 　１分権・自治 全体を見ると片寄ったように思います。　市議会議委員さんがいらっしゃる地区はなにごとも良く整備されていて、そうでない所はいつまでも発展がなく残念に思う。 女 70～79歳 上野 日本

27 　１分権・自治 新庁舎が出来る間、統合前の５箇所に市長が出張し収入（税）支出（福祉など）地域に沿ったデータを集積する。　人間では、感情が入って平等なサービスが行えないので、コン
ピューターによる仕分けで業務改善をし行政に生かしてほしいです。

女 50～59歳 青山 日本

28 　１分権・自治 市町村合併から青山支所管内だけが別枠で旧上野中心で物事が回転しているようで、非常に不満を感じる。何のための合併だったのか疑問を感じる。 女 70～79歳 青山 日本

29 　１分権・自治 若者の意見を取り入れる場がほしい。 女 30～39歳 上野 日本

30 　１分権・自治 ５０年、１００年と持続していけるようなまちづくりを目指して欲しいです。子どもや孫の世代まで、負の遺産を残さないようにしていく必要があると思います。 男 30～39歳 上野 日本

31 　１分権・自治 合併後、市議会議員もいなくなり、小さな道路補修やきめ細やかな対応がほとんどなくなった。近隣の人の意見でも合併してから何も良いことがないという人が多い。村から市へ
変わっただけ。毎日の生活に追われ、毎月の支払いに精一杯で、行政にはあまり期待はしません。国政でも総理が誰でも何も変わることがないので、市政もそう変わることも無
いと思う。田舎に住んでいて、車は必要不可欠で、家の庭まで車が入れる生活道路の整備を、これからの高齢化社会に向けて望みたい。

男 60～69歳 島ヶ原 日本

32 　１分権・自治 今は、地区センターが実質的に支所機能を持っている状況にあるが、これも地区センター長の能力に負うところが大で、いつまでも人材に恵まれているとは限らない。支所と地
区センターのあり方を検討するべきである。

男 60～69歳 大山田 日本

33 　１分権・自治 市役所は今の場所から少し離れた場所に移して気軽に便利に行けるようになって欲しいです。 女 60～69歳 伊賀 日本

34 　１分権・自治 伊賀市の広報がお知らせ的になっていますので、もっといろいろな事を載せて、住民の意識高揚につなげられるような記事にして欲しい。 女 70～79歳 大山田 中国

35 　１分権・自治 私は市役所に行く事はそう多くはないけれど、どこに行けばいいか分からなかったり、市職員の人はよそよそしい人が多いように感じる。役所にそんなにたくさん職員は必要な
の？と思うことがある。行政サービスそのものが、何なのか分からない。興味が無いわけではない。知る機会がない。広報くらいしか、市が何をしてくれているのか情報を得ること
が出来ない。住民のために望むことをしてくれているという意識はない。小さい子を持つ者、高齢者が気軽に交流できたり、友達を作るイベントのようなものがもっとあればいいの
では、と思う。

女 30～39歳 上野 日本

36 　１分権・自治 支所は公民館と端末の運営以外職員を削減し、本庁で一元管理すべき。と思います。 男 70～79歳 上野 日本

38 　１分権・自治 行政は民間のような努力が不足している。 男 30歳未満 大山田 日本

2



№ 分野 自由記入欄 性別 年齢 住まい 国籍

７窓口業務 ８税金 ９職員 １０アンケート １１その他 

39 　１分権・自治 市民広報の内容の刷新を・・・伝達中心で市民の声の反応がない。アンケート調査などすべきだ。 男 70～74歳 上野 日本

40 　１分権・自治 現上野本庁舎の耐震補強を早急にしていただきたい。
新しい本庁舎を合併特例債の使用期限の平成31年（2019年）までに、交通の利便のよい適当な場所に建設いただきたい。

男 50～59歳 上野 日本

41 　１分権・自治 市の行政サービスを受けたことがほとんど無いので、どのようなことをされているのかよくわからない。
具体的にどのようなことをしているのかもっと市民にＰＲすべきではないのか。

男 40～49歳 上野 日本

42 　１分権・自治 国の行政があてにならないので、新しい市長のもと、市民一人ひとりが安定した生活ができるような行政向上を進めて欲しいです。来年からは消費税が上がるとのこと。低所得
者も安心して生活できるよう、せめて食料品だけでも安く買えるよう、伊賀市としての独自の取り組みを期待したいし、お願いしたいと思います。

女 60～69歳 伊賀 日本

43 　１分権・自治 職員は担当する地域の地名を知っていて欲しい。事前の勉強が必要かと思います。合併前地域にいた職員を何人か残し、住民サービスをして欲しい。なお、係長以上はその土
地が分かっている人を配置するようにし住民サービスに心がけて欲しい。下流に流した水をポンプで上げるのではなく、従来どおり地元で取水した水を飲ませてください。

女 75～79歳 青山 日本

44 　１分権・自治 情報をもっとオープンにして市民に協力してほしいことをもっとアピールしてほしい。
いいかげんな説明のみで市民に行政の負担を押し付けないでほしい。

女 60～69歳 上野 日本

45 　１分権・自治 ・民間やＮＰＯの活動に任せられる所は任せてもいいのではないでしょうか？ 女 50～59歳 青山 日本

46 　１分権・自治 優秀な人材が伊賀で生活できる環境を作るための中長期計画を企画し、スタートする。 男 50～59歳 上野 日本

47 　１分権・自治 支所の職員が少なすぎると思う。青山支所の職員は一生懸命頑張っていると思うが、忙しすぎて立ち止まって考えることもできないのでは・・・・ 男 60～69歳 青山 日本

48 　１分権・自治 行政として必要な内容については、白書や事業計画などを作っているが、それがどこまで実現されているか、報告作業を行って欲しい。　立派な計画、理想的な内容が盛り込ま
れていても、実現不能なら計画に挙げる必要はない。　それにともなって、要望をしても「検討」の返事ばかりで実現に至らない現実がある。　その原因の一つに職員が実現を目
指して頑張っても「やって当たり前」という感じで、評価されない現実がある。　課ごとに計画の達成目標を作り、どれだけ計画が進んだか評価するシステムが必要だと思う。その
ためにも課に専門職員が必要だと感じている。

女 40～49歳 伊賀 日本

49 　１分権・自治 乳幼児に関する手続きを行う際、階段を使い奥の方まで歩き・・・と、子連れには優しくない状態だなーといつも思っていました（市役所内）　子連れだけでなくて、高齢者、働く人、
皆にとって便利で優しい場であってほしいと思います。

女 40～49歳 伊賀 日本

50 　１分権・自治 議会の考える住民自治協の考え方が、いまだわかりません。区長さん等の扱い方は。
人数が少ない⇒合併（複式になる）　そうでしょうか。　外国は複式でやっているのです。そのよさがあるのです。合併し、ふるさとがなくなっていきます。　いくら市民センターがあ
るといっても、各支所のセンター数などを考えたとき、小中校区とのからみはどうなっているのでしょうか。

男 60～69歳 伊賀 日本

51 　１分権・自治 青山地区は南の果てにて市からのサービスとか援助等が薄れるような気がします。　青山は市から目が届きにくく思われます。 女 75～79歳 青山 日本

52 　１分権・自治 市民の持つ意見や企画、要望がスムーズに伝わっていないと感じる。市民の声から問題を見つけ、改善に向けた柔軟な取り組みを企画できる組織の体制づくりと職員の育成に
力を入れて欲しい。部課の垣根を取っ払い、職員同士の情報交換や市の将来像を共有できるようになって欲しい。

女 70～79歳 島ヶ原 日本

53 　２健康・福祉 上野市民病院の充実を計ってほしい。 女 50～59歳 青山 日本

54 　２健康・福祉 地元で生まれ育って生活していますが、病院に立派な機械があっても医者が優秀でなければ意味がない。 女 50～59歳 伊賀 日本

55 　２健康・福祉 福祉を後退させないでほしい。 男 50～59歳 上野 日本

56 　２健康・福祉 この再び大阪より伊賀に居住しました。障がい者支援のために県庁のＡ型のサービス提供者として伊賀市に住みましたが、指定医の書類で必要なクリニック又市民病院訪問し
ましたが、非協力定。私は「なんと立のパイプのつながりが無い」と思いました。仕事内容は水耕栽培し障がい者に対しては根切作業農場には軽量な作業とした仕事ですが、作
業所を立ち上げるためには医療関係の協力書類必要、あちこち医に訪問いたしましたが、良き返事も無く前向きに進めない状態で、何か良きアドバイス又御導きの余おねがい
します。

男 60～69歳 伊賀 日本

57 　２健康・福祉 医療体制の整備強化・・・交通等の地方都市としての不便は、環境面からはメリットでもある。但し医療体制だけは都市に負けない体制が必要 女 60～69歳 上野 日本

58 　２健康・福祉 医療や福祉を充実させてほしい。身近なところで高度な医療が受けられるようにして下さい。 女 50～59歳 上野 日本

59 　２健康・福祉 病院・交通などがまったく整備されていない。 女 50～59歳 上野 日本

60 　２健康・福祉 個人的な意見で申し分けありませんが、少子化に歯止めをかける一つの案として不妊治療にも目を向けて頂けないでしょうか。私も産科に通っていますが、２人目が出来ず悩ん
でいます。妊婦さんは補助があり診察が無料ですが、治療には補助がありません（体外は別）。私の周りにもたくさん悩んでいる人がいます。精神的・肉体的・金銭的につらく治
療をあきらめる人も沢山います。せめて１割負担等にならないでしょうか。

女 30～39歳 上野 日本

61 　２健康・福祉 税金が高い。行政サービスが悪い。医療行政が悪い。地域医療が特に悪い。病院老人への介護が遅れている。 女 70～79歳 阿山 日本

62 　２健康・福祉 いろいろあるが、医療機関の充実を早期に取り組んで頂きたい。 男 40～49歳 阿山 日本

63 　２健康・福祉
新市長になられてからオープンで今までにない取り組みをしておられる様子がこの紙面を通しても感じます。閉そく感のない、そして医療に力を入れて下さい。人口も１０万近い
のに高度な手術や入院設備のなさに安心して健康にすごせないです。

女 40～49歳 上野 日本

64 　２健康・福祉 医療機関の充実を図ってほしい。特に救急医療の充実。 男 70～79歳 大山田 日本
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65 　２健康・福祉
健康診断の申込み方法について改善を求めたい。平日の日中のみの受付と言う事では、外で仕事をしている就労世代の人間にとっては申し込みがしづらい。（朝一の電話で先
着順と言う事では、ヒマな年寄りくらいしか申し込みできないのではないか）

男 40～49歳 上野 日本

66 　２健康・福祉 医療体制を充実して欲しい。少し難しい病気だと他県（奈良・大阪）に行かなければならない。また逆に市内の病院では安心できない。 女 50～59歳 上野 日本

67 　２健康・福祉
私は高齢者の一人暮らしをしています。これから先、どんな市になるか分からないです。救急で名張当番で搬送されると伊賀におりながら遠くへ入院となるととても心配です。今
まで名張へ入院された方からも聞くと、家族の方も大変だったそうです。出来るだけ近くでお世話になりたいです。もっともっと生活が楽になるように、新しい市長、岡本さんに一
番にお願いします。

女 70～74歳 伊賀 日本

68 　２健康・福祉 伊賀の医療情勢を改善してもらいたい。医師・看護師の確保、救急対応。 女 30～39歳 上野 日本

69 　２健康・福祉
今後さらなる高齢化社会となる伊賀市において、早急に医療運営の事業の充実を考えて欲しい。市民が安心して受診・検診ができ、高度医療設備のある入院施設を作って欲し
い。災害に対しても、緊張時に対応できる施設、準備を充実して欲しい。これも、災害拠点病院である市民病院の整備をして欲しい。

男 40～49歳 島ヶ原 日本

70 　２健康・福祉
先日、母を連れて市民病院に行った時のことです。内科で診察を待っている患者さんがまだ居るのにもかかわらず、医師の方はお昼になるとさっさと出て行かれました。母が名
前を呼ばれて診察室に行ったのに「間違いです」との事。その後全員待ちぼうけです。こんな病院は初めてです。どんな病院でも、患者さんの診察が全て終わるまで時間が来て
いても対応してくれますよ。いい機会なので、この紙面で言わせていただきます。とても腹がたったので。。。

女 50～59歳 上野 日本

71 　２健康・福祉
医療制度が全く整っていない。救急車が呼んでも来ない。遅い。夜間救急制度の意味が分からない。上野で呼んだ救急車で名張までいく理由が分からない。高齢者がたくさんの
地域なので医療制度が普及する必要があると思います。バスと電車の時間を合わせてください。今のままだったら、どんどん若者は他県へ行くと思います。根本から変えるよう
にして下さい。ここに書いたことがひとつでも改善することが出来たら意味はあると思いますが、ひとつも実現出来ないのであればこの紙と書いた時間は無駄。

女 30歳未満 上野 日本

72 　２健康・福祉
仕事がヘルパーですから、一人暮らしのおばあちゃんからよく「寂しい、寂しい」と言われます。週に一度くらいのランチ会などあれば喜んでいただけるのにと思ってしまいます。
お年寄りにも住みやすい町にしていただきたいと思います。

女 50～59歳 青山 日本

73 　２健康・福祉 子ども関連は全てハイトピアに集める。駐車場の屋根つきスペース必要。（子どもの乗せ降ろし）。 男 30～39歳 上野 日本

74 　２健康・福祉
助成を受けることが出来るもの（幼児のインフルエンザ費用など）について、一旦支払いをしてから後日申請書を市役所に提出しなければならなかったのが、今年から支払う時
点で減額を受けられるようになったのは、申請の手間が省けてよかったと思いました。こういったことが出来るのであれば、乳幼児医療費助成の紙を見せるだけで、費用の支払
いが免除されれば良いと思うのですが。また、申請書類の項目について、もう少し分かりやすい説明があればいいのですが、難しいとなかなか提出しそびれてしまします。

女 30～39歳 上野 日本

75 　２健康・福祉
子育て世代の母親に対して雇用の面ではまだまだ厳しい環境にあります。伊賀は保育園に入れる親が多いので、働きやすい職場を企業にも取り入れて欲しいです。介護認定や
障がい者認定の条件も年齢の引き下げや条件の緩和をしていただきたいです。本当に病を患っている者が、年金受給者であるにもかかわらず高額の医療費を支払っています。
せめて、介護要のランクを緩和して欲しいです。

女 30～39歳 上野 日本

76 　２健康・福祉
障がい者になりましたが、いろんなサービスや補助などありがたいのですが、すべて自分の方から出かけて手続きしなくてはいけないし、月ごとに出かけなくてはいけなくて、足
が悪い者は気が重くなります。

女 60～69歳 上野 日本

77 　２健康・福祉 ちゃんとした病院がないと思う。 男 30～39歳 上野 日本

78 　２健康・福祉
・幼稚園がないので、保育所に入れるしかないのに、時間も短いし、休日の対応も悪い。お盆などに断られるのはおかしい。
・３人目の保育は無料にしてほしい。愛知や奈良はそのようになっているのに遅れている。働けないし、産めない。

女 30～39歳 阿山 日本

79 　２健康・福祉
伊賀市は、入所できる介護施設が少なすぎます。また、介護による事故があれば、第三者が市へ連絡するシステムがあると助かります。例えば、救急で病院へ運ばれた時など
です。家族が市へ直接連絡すると、高齢者へのイジメのような場合があり、訴えられないケースがあります。

女 40～49歳 青山 日本

80 　２健康・福祉
脳ドッグは誰でも受けられるようにしてほしい（自費でよい）
（今は国民健康保険の人だけだが、一般主婦・第３号保険の人にも受けられるようにしてほしい。）

女 50～59歳 不明 日本

81 　２健康・福祉
一人暮らしの高齢者が、家で暮らしたい者が、ヘルパーの利用、デイサービスの利用を年金でまかなうには、利用できないため、自殺者や家出人ができると思う。
収入の少ない者が、生活できる世の中にしてほしい。

女 75～79歳 伊賀 日本

82 　２健康・福祉 高齢者・障がい者に対して優しく住みやすい行政サービスを特に願う。　急病人がスムーズに搬送できる病院（市内の中で）やシステムが整えてほしい。 女 75～79歳 上野 日本

83 　２健康・福祉 市民病院に治療を受けにいったが、民間の病院よりも医療レベルや対応が低いのではないかと思う。 男 30歳未満 上野 日本

85 　２健康・福祉 救急車の充実を望みます。救急車をお願いしても、名張まで搬送されるのはどうかと思う。 女 50～59歳 上野 日本

86 　２健康・福祉 ＰＥＴ-ＣＴ健診で保険が使用できないケースでは補助金が出るような制度が必要です。 男 70～79歳 青山 日本

87 　２健康・福祉 高齢者に対するサービスの充実をお願いしたい。 男 60～69歳 青山 日本

88 　２健康・福祉 緊急課題として病人を２４時間いつでも受け入れられる市民病院を確立するよう、市長の最優先課題にしてほしい。不言実行 男 60～69歳 上野 日本

89 　２健康・福祉
老人衣食住環境のサービス充実
特に買い物は車がないと出来ない。ネット環境を使い宅配業者への誘致や市の行政サービスで今から整備すべき。元々の地元の人達は世代間（３世代・４世代）同居で問題な
いと思うが、市外・県外からの移住者はこの先独居老人になり、車を運転出来なくなると生活が出来なくなる。同時に各地域（徒歩圏内）の公民館での巡回診療等の実施。

男 75～79歳 上野 日本
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90 　２健康・福祉
乳児医療などあとで返ってくるのに先に支払いをするのではなく滋賀県みたいに支払いをなくしてほしい。子供がカゼなどをひいても現金がなく病院へ連れて行けないことが防げ
ると思うのですが…。

女 30～39歳 大山田 日本

91 　２健康・福祉 信用できる病院がない。救急隊員の対応もあまり良い評判を聞かない。いざ病気になったときのことを考えると不安しかない。 女 30～39歳 不明 日本

92 　２健康・福祉
とにかく医療を！！持病を持っていて市民病院にかかっていましたが、強制的に町医者に振り分けられました。
市民病院が開店休業の市なんて考えられません。岡本市長に期待しています。

女 70～79歳 伊賀 日本

93 　２健康・福祉

介護の面で、要支援の段階で予防対策を強化し、介護度があがらない工夫が必要。
又、もっと近隣のかかわりの必要性を提唱し、災害時のたすけあいにつなげられるようにする必要があると思う。民生委員の仕事の負担が多く、なりてのない状況がある。それ
ぞれの町でもっと自治体としてのかかわりにそれぞれが関心をもてるような取りくみが必要と思う。伊賀市でも旧上野市内では、かかわりが少なく又若い人はとくに町としてのか
かわりが苦手な人がふえている感じがしている。どうすれば、そういう人達にかかわっていけるのかと思っている。

女 40～49歳 上野 日本

94 　２健康・福祉 救急受け入れがいつでもできる病院の確保 男 70～79歳 上野 日本

95 　２健康・福祉
未就学児と夫婦だけの世帯ですので、アンケート内容について明確に答えられずすいません。　地域とのコミュニケーションもほとんどありませんので、子どもやお年寄りの生活
環境がどういう状態かもよくわかりません。　子どもが未就園時は、子育て支援のサービスを利用させていただき、大変助かりました。　これからも続けていただけたらと思いま
す。

女 40～49歳 上野 日本

96 　２健康・福祉 生活保護に関して適切に行きわたっているか常に調査して欲しい。 男 30～39歳 伊賀 日本

97 　２健康・福祉 高齢者が楽しめる場所がないので、身近なところに設置してほしい。　高齢者の生き甲斐となるような趣味や娯楽の場をもっと設けて頂きたい。　よろしくお願いします。 女 70～79歳 伊賀 日本

98 　２健康・福祉 老後、病院、買い物ほか、大変心配です。よろしくお願いします。 女 60～69歳 大山田 日本

99 　２健康・福祉 救急搬送された場合近くの病院へ連れて行って欲しい。 女 70～74歳 上野 日本

100 　２健康・福祉 健康教室など、シニア向けの教室を多くして欲しい。健康診断の機会を多くして欲しい。 女 60～69歳 大山田 日本

101 　２健康・福祉 医療の充実。地域の活性化。 女 30～39歳 上野 日本

102 　２健康・福祉

市民病院の充実を切に願う。内科医（常勤）のいない総合病院などあり得ないこと。今いる常勤の内科医も常勤とはいいながら、週に何回か大学病院に行って院内に居ないとい
う現状。いつも常勤している内科医がいてこそ病院と言うもの。市長の言う開業医に手伝ってもらうことなど市民は望んでいない。いつも相談できる、毎日勤務している医者が少
なくとも、３，４人は確保して欲しい。いわゆるアルバイト医では責任ある仕事ができない。現に救急で運ばれた老父が、主治医に話を聞きたいと言っても、入院して１週間待たさ
れる始末。こんな現実です。裕福で金銭的にも人手にも余裕のある人は、近隣の市町、県外等の病院へ行くということが出来るが、普通の家庭では、やはりそれは無理で、近く
の市民病院を何とか２０年前のような状態に復活させて欲しい。何が原因で医者が来ない病院になったのか、よく分析をし直して、早急に対処して欲しい。

女 60～69歳 上野 日本

103 　２健康・福祉 市の病院なのに、もっと利用者が増えるような医療体制を考えてください。税金をたくさん使って、いい機器を入れても利用する人が少なければ無駄です。 女 60～69歳 上野 日本

104 　２健康・福祉 医療の充実を望みます。市立病院の現在の状況では市立病院の役割を持ってないと思います。 男 40～49歳 上野 日本

105 　２健康・福祉
病院の充実　いかなる時でも、患者を受けて対応できる体制の整備。十数年前は出来ていたのに現在崩壊状態である。原因を検証して、以前の病院の状態、それ以上の病院を
早急に実現されたい。

男 70～79歳 上野 日本

106 　２健康・福祉
・年齢ごとに発行される、子宮がん検診や乳がん検診のクーポンはすごくいいと思います。自分で受診するとなると結構高額なので、みんな助かると言っています。
・子育て支援で、県が発行している子育て支援クーポン（提携しているスーパーなどで毎月７日に買い物時、クーポン提示で合計全額から５％オフ）を、各市役所で気軽に発行で
きるようにしてもらいたいです。スーパーでは結構推進しているのに、知らない方が多い。またどこで発行しているのか分かりづらい。是非ともお願いいたします。

女 30～39歳 上野 日本

107 　２健康・福祉 支所に保健師を常駐させてください。 女 40～49歳 島ヶ原 日本

108 　２健康・福祉 救急病院（上野市民病院、岡波病院、名張市立病院）の当番表を毎月広報にのせて下さるか、別紙でお知らせください。 女 30～39歳 上野 日本

109 　２健康・福祉

・老人ホームを多くつくって安く入れるホームをつくってほしい。高額でなかなか入れないのが現状です。（伊賀市内で入れるホーム）
・上野市民病院を大きくして救急車で名張市民病院へ行かなくてよいようにして、入院も伊賀市外の病院へ入院しなくてもすむようにしてほしい。
・道幅がせまく、交差点の見通しがわるいのに、他からの車が近道なので入ってきて、危なくて困っています。昔からの道で地図にのっているので、仕方がないと言っています。
どうかして交通量を減らしてください。伊賀市長田平尾の住民です。

女 70～79歳 上野 日本

110 　２健康・福祉 子どもの減少が大変気になります。安心して子育てができる町、子どもたちが安心して成長できる町になるようサービスの充実をお願いします。 女 40～49歳 青山 日本

111 　２健康・福祉 救急車の受け入れ先が、天理や亀山ではとても不安。伊賀市内での受け入れ先が充実して欲しい。 女 30～39歳 上野 日本

112 　２健康・福祉 市民病院のサービス向上（患者に対して無愛想、特に医師） 男 40～49歳 上野 日本

113 　２健康・福祉 救急体制の整備を急いでほしい。（高齢化の進度に合わせて、いそぐ） 男 50～59歳 上野 日本

114 　２健康・福祉 新市長の改革に期待します。　医療改革への期待⇒市民病院の設備がもったいない 女 50～59歳 伊賀 日本
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115 　２健康・福祉

２歳の子どもがいます。幼稚園までは自宅で子育てをと考えています。ハイトピア４階に遊ぶところはありますが、遊ぶ場所があるだけです。　私は車がないので市役所近辺しか
動けないのですが、何か子育ての活動の場があってほしいです。　曙保育園の子育て支援にも参加しています（月火のみの活動）　ハイトピアでも「きらきら」という活動があると
広報に書いてあり問い合わせしましたが、年度初めの５月頃に年間の参加登録をしていないと参加できないと、しかも定員数も決まっていると言われ参加できませんでした。もう
少し、子育て支援してくださるような活動の場があってほしいです。

女 30～39歳 上野 日本

116 　２健康・福祉

昔から市役所へ就職するのは難しい。血縁優先で一般人は就職できない。だから無能な者でも縁故で入所出来る。市営住宅でも、また貸し、また貸しで本当の借りている人の
名義者が少ない。本当に住むところの無い人が泣いている。所得があるのに市営住宅に入って楽々暮らしている。みんな平等にするべきだ。生活が苦しいから市営住宅に申し
込むが、税金滞納で申し込んでも入居できない。裏の裏では平気で入居している者も居るのは確かである。矛盾している。弱いものは泣いている。生きていくのに食べるのが精
一杯であるのに、弱い者は税を払えないで住む場所も働く場所もなく希望が無い。正直者はいつも後回しの泣き寝入りである。

女 60～69歳 上野 日本

117 　２健康・福祉
今年７２歳になりました。現在は車も乗り、買い物にも行けます。でも１，２年と過ぎると不安な事です。買い物一つでも、近くまで車で送迎等してくれるという事、また、スポーツ等
でも年寄りでも出来る事、送迎等、笑いの芸等でも気楽に行けるなど、交通便にも助成を希望します。

女 70～74歳 伊賀 日本

118 　３生活・環境 （別の件ですが）町の中の溝にごみがいっぱいたまっています。（いちょうの葉とか）　掃除してほしいと思います。郵便局前の通り～農人町の方ですが 女 70～79歳 上野 日本

119 　３生活・環境
子供が遊べる公園がとても少ない。他県から引越してきましたが、あまりの少なさにおどろいています。周りの０～３才児を育てている親からも公園が少なくて困るという声をよく
聞きます。　子育て支援センター等の屋内施設だけでなく、屋外で気軽に行ける公園を多く設けてほしいです。
市役所に子連れで行くと、いつも優先駐車スペースへ案内していただけるので、とても気持ちよく利用できています。

女 30～39歳 上野 日本

120 　３生活・環境 買い物が不便 男 75～79歳 上野 日本

121 　３生活・環境
もう少し外国の方の手続きの必要書類を理解していただきたい。（過去、納税証明書等で市役所で確認して、法務局・入管に持っていったら「書類が違う」と言われやり直しになっ
た事が何度もあった。）子育てに対する支援はありがたく感じています。老人介護にも力を入れていってください。

男 30～39歳 上野 日本

122 　３生活・環境
先日図書館近くの家で出火し隣家へ燃え移った火災がありましたが、ほぼ燃え尽きるまで消えなかった理由が知りたいです。消防署からの距離も比較的近いと思うのですが、
消火栓の問題ですか？老人の一人暮らしが増え石油ストーブを使っている家庭には注意を呼びかけるのが必要ではないでしょうか？広報でも回覧板でも構いませんので。

男 30歳未満 上野 日本

123 　３生活・環境 ゴミ収集車のスピード超過がひどい。（ごみ処理施設に）１７時近くに行くと迷惑な表情で対応される。 男 30～39歳 上野 日本

124 　３生活・環境 開発された団地は急坂が多く、高齢になると離れたくなるほど生活しにくい。 男 70～79歳 伊賀 日本

125 　３生活・環境 ショッピングセンターがなく高齢者には買物不便。車の運転が出来なくなった高齢者は生活全般が難しい。温泉料金がほかより高い。 男 75～79歳 青山 日本

126 　３生活・環境
ごみの集積（中央開発、ヤマゼン）が深夜になるとすごい臭いがある（燃やしている物が有害物）。ダンプの往来であぶなっかしい。区長は村民までおろさず、役員又は自己判断
で決裁して動かす。環境汚染が極まりない。

女 70～79歳 上野 日本

127 　３生活・環境 ごみの収集で１ヶ月おきのものがありますが、毎月お願いしたいです。（１回出し忘れると、２ヶ月待たないといけないので）　わかりやすい分別の方法をお願いしたいです。 女 50～59歳 上野 日本

128 　３生活・環境
伊賀市の生活環境についてですが、伊賀の上野はどこへ行っても「ポイすて」が多く見られます。また、どこの施設やスーパーへ入っても、全てとは言いませんが「トイレが不潔」
なところが多いように思います。一人ひとりが心がけ、小さなところから積み重ね、土台をしっかり整え、よりよい伊賀市を向上させていこうではありませんか。もっともっと市民に
根付けられるようご指導いただきたい。

女 60～69歳 伊賀 日本

129 　３生活・環境 環境整備の強化、宅地の空き地が何十年も放置され、草木が茂り、大木化している。防犯・防火のため、指導を強化して欲しい。 女 60～69歳 伊賀 日本

130 　３生活・環境 ごみ処理も同じ伊賀市でも青山町は別になっているので、分別方法が違う。 男 40～49歳 上野 日本

131 　３生活・環境
ゴミの分別があまりにも細かすぎ。これから益々高齢化が進むなか、生活がしにくくなる。他市で使用されているような、もっと高度な焼却炉（燃えるゴミ・燃えないごみ）をお願い
したい。

女 70～79歳 上野 日本

132 　３生活・環境
財政面で優れた市ではありませんが、何人も等しく公共サービスを受けられる市を目指して頂きたいです。
まずは、どの地区に居住していても不自由のない様な市をつくって頂きたいです。

男 40～49歳 青山 日本

133 　３生活・環境 伊賀市には、雨水や川の水で生活している人がいます。 男 70～74歳 青山 日本

134 　３生活・環境
行政と実際の現場にギャップがあることが多いように思います。一般市民の側への行政サービスの説明が不足しているのではありませんか。（特に身近な日常生活について）。
いつまで経ってもゴミの分別など、きっちりされていない。

男 60～69歳 上野 日本

135 　３生活・環境
市民にとって便利で早急に対応できる態勢であることが望ましいと思うのです。気になっていることがあります。災害時の避難場所は安全ですか。耐震性であるとか、備蓄品は
近くにあるのでしょうか。不安点はできるだけ皆無であってほしいです。

女 50～59歳 上野 日本

136 　３生活・環境
自治会に入っていないアパート等ありますが、どうしていくのか？特にごみの回収等きちんとされていない所があります。　指導等どうなっているのか?　任意加入ということなの
で、どうする事もできないのか？　考えていただきたい。

男 50～59歳 上野 日本

137 　３生活・環境

年末・年始等大量のごみが発生する時期は、通常通りか普段よりごみの収集回数を増やすべき。　現状は年末１２月２９日まで、年始は1月７日からの収集でごみが１０日分溜ま
り、ごみの保管に困った。
月に１～２回は土・日の行政窓口を開けてほしい。(振替で月休日、会社員は市役所へ行く時は会社を休む必要があり利用しにくい、夏場のピーク時の電気使用量の分散効果も
あるのでは）

男 50～59歳 上野 日本
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138 　３生活・環境 玉滝小学校の通学路（県道）に防犯灯を設置して下さい。 男 70～79歳 阿山 日本

139 　４教育・文化 青山公民館図書室の本を増やして欲しい。

140 　４教育・文化 図書館の面積を広げて、蔵書数を増やして欲しい。自習スペースをより広くして欲しい。 女 30歳未満 伊賀 日本

142 　４教育・文化
もっと、文化的なまちづくりを構想したらいいと思います。俳句と言えば、伊賀市と言えるように、芭蕉の偉業を中心として、もっと幅広く俳句に取り組んだらどうでしょうか。四季に
合わせて、大会を開くとか、俳句の会をもっと市民レベルで組織するとか、句碑を町中に建てるとか。

男 50～59歳 上野 日本

143 　４教育・文化
小学校の統合がされるのがまだまだと聞きますが、マイクロバス通学ができないでしょうか。子供が少ないため行政サービスバスでもできるのではと思いますが…子育て支援の
一環に入れてもらえないでしょうか？登下校のパトロール、送迎が負担になっています。

女 60～69歳 阿山 日本

144 　４教育・文化
以前から思っている事ですが、運動公園（球場など）の市民の使用について利用料が他県の自治体と比べてはるかに高額すぎます。他県は市民の使用については経費分位で
格安で、他県の使用は別料金で高め。それでもはるかに伊賀市の料金は高すぎます。球場を借りて１日で６～７万円もかかるような所は他県ではありません。「ぶんと」の管理か
どうか知りませんが、使用料が高いのに施設の清掃や管理が全くされていません。トイレの汚れや汚物処理もされていません。他県の人を招待するのにはずかしい限りです。

女 50～59歳 上野 日本

145 　４教育・文化 田舎の行政サービスという感じが抜けきれず、図書館など利用したいサービスが充実していない。 男 40～49歳 青山 日本

146 　４教育・文化
図書館のサービスが悪い。本が少ないのに他の市内の図書館の本を検索できても取り寄せてくれなければ意味が無い。現に県立図書館の本の返却はできるのに。とりよせて
ほしい。
行政放送朝夕しているが、内容をもう少し増やしてほしい。

女 30～39歳 阿山 日本

147 　４教育・文化
図書館の充実　各支所内にも図書館を充実させたり、蔵書数を増やす（周辺市の図書館に比べると蔵書数はきわめて低い）　あるいは、図書館を利用した子どもたちへの教育
サポート等、もっと本に関心を持たせる為の工夫が必要　何十年も上野図書館の雰囲気は変わらない。

男 50～59歳 阿山 日本

148 　４教育・文化
公民館等でいろんな教室（お茶やエアロビクス等）がありますが、文化系のものは平日の昼間が多く、仕事をいていると昼間はもちろん夜間でも受講するのが難しいので、休日も
あるとありがたいと思います。また、健康教室については、施設面での問題が大きいのかもしれませんが、毎回、島ヶ原や青山です。（それも昼間の講義です）受講したくても、遠
いと行きにくく思うので、持ち回りで各施設で開催するようにしてもらえたら、受講したい人が受講できるようになると思います。

女 40～49歳 大山田 日本

149 　４教育・文化

・“秘蔵の国”としての伊賀の顕彰を。世界の大詩人、芭蕉を顕彰する新記念館の再建を適地に早くすべきである。松山の子規記念館を見習うべくもなく、伊賀と能楽の関係を
もっと浮き彫りに。観阿弥の故郷としての歴史的認識をもっと深めたい。異説もあるようだが。世阿弥公園の「世阿弥の母像」、八幡神社参道の「夢跡・一紙」の碑の歴史的背景
など。「上嶋家文書」のことなども。　観光資源としての忍者のＰＲはもうほどほどでよい。最近忍者学講座が開かれているのは良いことだ。　板倉建築で有名な旧庁舎の核心部
分は耐震化して残されることになりよかった。中央公民館が早々に壊されてしまって残念！現在の伊賀市を築いてきた過去の賢人たちの姿を、今の若者に、後世の人たちに伝
えていけるような、市としての配慮も大事だと思う。

男 70～74歳 上野 日本

150 　４教育・文化
今一番気になっている事は、小学校の合併が進められてない事です。少ない人数での学校生活が変わる事がでいると喜んでいたのに中止となっている事が残念を過ぎて腹立
たしく思います。但し、こう言った事柄も住民には聴こえてこないというのが又遺憾です。一刻も早く進めて欲しいです。
市民住民の声をもっと拾い上げて欲しい。

男 40～49歳 上野 日本

151 　４教育・文化 児童手当にしてもバラまくのではなく、給食費をなくす等を具体的にすればいいと思います。 男 40～49歳 上野 日本

152 　４教育・文化

伊賀市の子どもたちの育成事業に対する希望です。私はずっと子どもたちと音楽を楽しみたく、上野合唱団の山の子どもコーラスに携わってきました。ところが、去年子どもたち
の団員が少なくなり、切り離されてしまいましたが、（それでも３名ほどは、是非続けたいとの希望もあり）引き続きコーラスの活動をしています。
たかが子どものコーラスとは思いますが、伝統ある文化を、それも夢ある子どもたちの想いを、より続けやすい環境を与えてもらえたらと思います。
児童合唱団山の子どもは、伊賀市の小学３年生から、中学生までの子どもたちのグループです。阿山や神戸、１日上野市内の学校から少人数ずつ集まり、今は１１名ほどになり
ました。練習する場所は、ハイトピアや西小多目的ホールや森林公園で行っています。ただ、子どものコーラスは、大人のコーラスグループに比べ、出入りが多く、なかなか安定
しません。文化や子どもの育成にもコーラスだけでなく、色々な種類があると思うので、子どもコーラスだけに目を向けて頂くことは難しいと思いますが、毎年、芭蕉祭にも出演さ
せてもらい、発表会を年１回行っています。今年、西小学校多目的ホールが貸してもらえず、ハイトピアで行う予定です。（４月２１日午後からです）
４０年以上続いている伊賀市でたった一つのこのグループに少し心を向けて頂ければありがたいと思います。よろしくお願いいたします。
その他、大山田Ｂ＆Ｇでの保育園事業、運動遊び教室も、伊賀市の保育園の子どもたちにより多く、体験できる環境が広がって行くことを望んでいます。

女 40～49歳 伊賀 日本

153 　４教育・文化
公立の幼稚園が１つしかないのは、すごく不便だと思う。私立の保育園や幼稚園がいくつあっても、結局公立の幼稚園に集中するので、空きのある保育園があるのに、公立幼稚
園に待機児童が多い。また、入学の時期が４月に決められていたり、正社員でないと入れない保育園など、母親が働きたくても難しい環境のように思う。

女 30～39歳 上野 日本

154 　４教育・文化 無料のパソコン教室、スポーツ、音楽、カルチャースクールを充実させて下さい。 女 30～39歳 上野 日本

155 　４教育・文化 図書館の休日が非常に多い。他の市町村に比べても圧倒的に休日が多すぎる。　また、開館時間も短く、午後５時に閉館するというのは聞いたことがない。 男 60～69歳 上野 日本

156 　５産業・交流 市内の駐車場を整備して地元の人間でも商店街に行ってみようと思う街づくりをお願いします。 女 50～59歳 伊賀 日本

157 　５産業・交流
だんじり会館前の忍者車（サッカーや野球の遠征利用や一般にレンタカーとしてはどうですか。他県や他市町村へのアピールになると思います）
各手続等、夜間、土日利用できるように書類などはコンビニでもらえるように（大都市がしているように）

男 40～49歳 上野 日本

158 　５産業・交流
交通網の整備。魅力ある観光都市に。伊賀が好きになる若者の育成。たとえ外に出て行っても、伊賀が恋しくなったり、疲れたら伊賀へ戻ってくるような感性が子どもたちにある
とよい。伊賀市の産業の強化。ブランドをどう使っていくか。医療対策は言うまでもない事だ。

男 60～69歳 伊賀 日本
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159 　５産業・交流

観光問題では、郷土が生んだ芭蕉をもっと宣伝してください。生誕は上野市内か、旧伊賀町か、とか俳句の流派？先生間の派閥？そんな小さなことにこだわらない、世界の三大
詩人の一人であり生誕は伊賀市に間違いないのですから、芭蕉祭も、もっと親しみが有り、多くの人が訪れてみたくなるようなイベントにして、NHK大河ドラマに取り上げてもらう
等、全国的規模で市の観光課と伊賀上野観光協会、俳句関係者が一体となって取り組んでいただきたいです。今は「おくの細道」結びの地の大垣や旅をした東北、また東京の
ほうが目立っています。地元として恥ずかしい限りです。

女 60～69歳 上野 日本

160 　５産業・交流
ハイトピア周辺は、飲食店等たくさん店があるのに駐車場が無かったり、場所が分かりづらかったりと、本来ならもっとお客さんが来てもいいはずなににサビれている。市ももっと
バックアップすべきだと思う。

女 30歳未満 上野 日本

161 　５産業・交流

・農山村部の高齢化に対応した公共交通、あるいは交通手段（ＮＰＯタクシーの育成など）市内どこでも募らせる環境づくりに力を入れる。山林、旧畑の荒廃は災害を引き起こす
要因にもなる。約７割の山林保全が山間集落を守り農地を守る。
・山林を木材を生産する場として見るのでなく、環境保全の観点でみる。木を木材以外に活用できないか研究してはどうか。また、「農」では山林を守れないため、「業」となる農業
づくりのため、指導を強化すべき。

男 50～59歳 青山 日本

162 　５産業・交流 ・市街地活性化の優先を避け、伊賀市全体を見た活性化に向け取り組んでほしい。 男 70～74歳 青山 日本

163 　５産業・交流

市長が観光に力を入れていきたいと話されていたことには大いに賛成です。銀座通りもきれいになり、文化施設も少しずつ整備されてきたにもかかわらず、催しのときにしか観光
客が集まらないというのは、市長のいう「しかけ」ができていないからだと思います。　以前宮沢賢治記念館へ行った時、中へ入るととても明るく大人だけでなく子供にもよくわかる
説明や映像、楽しめる体験など、もう一度行ってみたいなという雰囲気作りがされていて、すごく感動して帰ってきたのを覚えています。
普段個人の店に入る観光客の姿をあまり目にしませんが、おかげ横丁のような入りやすい雰囲気、店や観光施設が一帯となって、ポイントやおまけをつけたり割り引いたりとい
う工夫をしていけば変わっていくのではないかと思います。（市政サービスとはちょっと違ったかもわかりませんね）

女 60～69歳 上野 日本

164 　５産業・交流
観光に力を入れて収益をのばすこと。
そのためには町の中の環境整備が必要と思う（公衆トイレ）（駐車場）。中心部だけでなく地域の防犯環境を整えてほしい（街灯や防犯カメラなどつけてほしい）。名張市長の意見
ばかり聞いて合併もしてないのに協力しないでほしい。

165 　５産業・交流 街並はきれいになったが、街灯が消えていても、いつまで経っても直されていない。市と町がもっと深く関連性を持ち対応してほしい。 女 60～69歳 上野 日本

166 　５産業・交流
観光客を増やすについても資源ともてなしをもっと客の気持ちになって考えていかなければと思います。
歴史など、町内の商店などカンコ鳥が鳴いているようですね。

女 60～69歳 上野 日本

167 　５産業・交流

・ハイトピアの地下及び屋外駐車場の料金を下げる様、見直して頂きたい。
・道徳や命を尊ぶ地域となる様、尚一層取り組んで頂きたい
・何年経っても発展しない伊賀市は取り残された感がある。
・JR・住宅・総合大型店舗など力を入れて頂きたい。

女 50～59歳 上野 日本

168 　５産業・交流
県外から嫁いできました。　伊賀といえば忍者・観光と思ってました。　伊賀忍者フェスタにも数回参加させていただき、実家のほうの友人も参加しましたが、いまいちパッとしてい
ない気が・・・　忍者は海外でも人気があるし、うまくいけばもっともっと人を呼べるのでは？と思います。　なので、もう少し力をいれてもらえればと思いました。

男 30～39歳 上野 日本

169 　５産業・交流 働く場所、所得の安定に力を入れるべきです。伊賀で育った子どもたちが他地域で働かざるを得ないような状況が続くと、人口（特に若い世代）の流出は防げないと思います。 女 50～59歳 青山 日本

170 　５産業・交流 小中学生を対象としたイベントがあっても、旧上野地区でのことが多く、遠くて参加できません。青山地区でのイベントも企画していただきたいです。 女 50～59歳 青山 日本

171 　５産業・交流 高度理工系技術者の勤務できる環境を造る　メディカルバレーはあるが、本社がない。 男 50～59歳 上野 日本

172 　５産業・交流 伊賀の税収のためにも、存続性のある付加価値の高い企業を育てる。 男 50～59歳 上野 日本

173 　５産業・交流
観光の町として、何度も来てもらえるように考えてください。縦割り行政ではなく、横の関係を密にして商工労働観光課だけの仕事ではなく（「それは○○課の仕事ですから」と言
わず）いろんな課で意見を出し合い（民間の力を借りてでも）より良い市になるようにまとめて行ってください。

男 40～49歳 上野 日本

174 　６基盤整備 郊外の交通手段をもっと考えてください。　お年寄りには不便です。 女 50～59歳 伊賀 日本

175 　６基盤整備
コミュニティバスの目的は福祉の為と思いますが現在ではその役を果たしていません。例えば７５才以上の老人（現在は障がい者は１００円となっている）に証明書をみせれば１
００円か無料にするとか…。お客さん無しで走るバスより利用者が増える方がバスの走る意義があります。是非お願い致します。高齢者や障がい者のために電話で簡単な証明
書を郵送していただけるようになればと思います。

女 75～79歳 上野 日本

176 　６基盤整備 今バスで通院していますが雨の日は苦労しています。送り向いのバス運賃の半額券（タクシー券）発行してくれませんか。検討御願いします。 男 70～74歳 上野 日本

177 　６基盤整備 支所までしか交通機関がないのに時間が合っていない為利用するのが困難である。それともう少し時間の延長を望む。１人老人世帯の方々が困っておられる。 女 60～69歳 阿山 日本

178 　６基盤整備 猪田の西出ですけど上野行くバスとうしてほしいです。国民年金だけで生活しています。 女 75～79歳 上野 日本
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№ 分野 自由記入欄 性別 年齢 住まい 国籍
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179 　６基盤整備

合併前に旧自治体でかけこみで作ったハコ物の費用を、合併後に伊賀市として返済しなければならないなどして市として多額の負債を抱え、今後の行政運営に支障をきたすよう
になっているのでは？とにかくムダなことは見直してほしい。例えば「廃止代替バス」。どの路線も人のってなくて税金のムダづかい以外なにものでもない。すみやかに代替の搬
送手段をたて実践し、税金のムダづかいやめてほしい。学校送迎バスでも昔は三交バスオンリーやったのを、キタモリ交通やみやまバスなど入れ入札にしたら、いっきに予算少
なくすむようになったでしょう！こうした一つひとつの見直しでよい行政を。伊賀鉄道も学生が殆どいない「北線」のあり方についても検討すべき。存続できたらよいが、今でも税金
もムダづかいだし、近鉄からの補助がなくなる数年後は大変なことになる！！

男 50～59歳 上野 日本

180 　６基盤整備 しらさぎバスの走行範囲をゆめドームまで広げてもらったら、ゆめが丘ももっと便利になると思います。 女 40～49歳 上野 日本

181 　６基盤整備
田舎の方では、１日の市営バスの本数が少なく、自分の思う時間に帰れない学生がいます。福祉バスへの乗車をお願いしても断られてしまったりとても困っています。両親も共
働きのためどうしようもないです。もう少し融通を利かせていただいて地方の子ども達への配慮をしていただきたいです。人数も少ないので、目を向けられにくい問題ですが、ご助
力をお願いします。

女 30歳未満 伊賀 日本

182 　６基盤整備 広域農道霧生ー下高尾、未完成部分を早く工事着工して、掛かって欲しいです。 女 70～79歳 青山 日本

183 　６基盤整備 バスが不便。 男 30～39歳 上野 日本

184 　６基盤整備 しらさぎの便数が減って、特にお昼は困ります。子育てももちろん大事ですが、年寄りがいっぱいなので切り捨てないでいただきたいです。 女 40～49歳 青山 日本

185 　６基盤整備 車あっての団地生活（桐が丘）。コミュニティバスを、バス停を多く作り高齢者へのサービスをお願いしたい。 男 70～79歳 伊賀 日本

186 　６基盤整備 歴史を大切にしているのは良いが、道が狭く歩道もガタガタで危険を感じる。通勤時、上野から名張に行く時、雪や雨の日は混むので車線を増やすなど回避してほしい。 女 30歳未満 上野 日本

187 　６基盤整備 居住地域から中心部（上野）での交通を良くして欲しい。年老いて自動車運転が出来なくなった場合の手段を便利よくして欲しい。 男 70～74歳 上野 日本

188 　６基盤整備
以前、台風後の河川事業のことで気がついたことですが、明らかに次の年に台風が来て川の水が出れば、また被害が起こるだろうと思えるような工事をしていました。私のような
者でも、市のお金の無駄使いに思えました。

女 60～69歳 青山 日本

189 　６基盤整備
河川沿いをもっと整備して、美しいまちをつくってほしい。美しいまちには河川沿いに遊歩道があったり、並木道があったり、公園があったり、グラウンドがあったりします。現在の
草茫々、竹やぶだらけのありさまでは、興ざめです。

男 50～59歳 上野 日本

190 　６基盤整備 川東から上野行き往復利用バスの回数が多いことを希望します。 女 70～79歳 伊賀 日本

191 　６基盤整備 土橋です。関西線が通っていますがどちらに出るのも遠く、１日２往復でもバスがあればと思います。 女 70～74歳 上野 日本

192 　６基盤整備
伊賀町には内科のよい病院、先生はおいでですが外の病気になった時、年寄りなので上野まで行かなければならない。車は乗っていない。町のバスと三交とは連絡がない。三
交は役場止でなく柘植駅まで行ってほしい

女 80歳以上 伊賀 日本

193 　６基盤整備
地区においては、土木課の方で世話になりましたが、下水道となると時間がかかる。１年後が普通
予算がある・なし…との事らしいが、水もれ・匂い等困る場合の処置の際には少しでも早く願いたい。

男 60～69歳 上野 日本

194 　６基盤整備 市民病院から上野市駅のバスの回数が少ない。 男 70～74歳 上野 日本

195 　６基盤整備 市や市民が活発にいきいきとくらすために、高齢者や若年者が、自由に街に出れる様な交通網の確立を検討してもらいたい。 女 30～39歳 阿山 日本

196 　６基盤整備 青山地区の下水道が遅れているように思う。 女 70～79歳 青山 日本

197 　６基盤整備 今は車で利用できているが交通の便が悪くサービス利用が年をとっても介護の利用も無理な人は大変だと思います。 女 40～49歳 上野 日本

198 　６基盤整備 行政バスの回数を増してほしい。 女 75～79歳 阿山 日本

199 　６基盤整備
行政バスの運行サービスについて検討して欲しい。
学生の通学に利用出来るような時間帯、地域、定期券の発行など。この意見は何度も出しているが全く採用されない。検討しているのかいないのかすらわからない。意見を出す
気持ちもなくなってしまう。

女 50～59歳 阿山 日本

200 　６基盤整備 市街地への巡回バス 男 70～79歳 上野 日本

201 　６基盤整備 しらさぎバスは市内の人の物。少し郊外になると何の利用価値もない 女 50～59歳 上野 日本

202 　６基盤整備
高齢者のドライバーが多いので、上野市や病院買物などもう少しこまめに利用出来る行政バス（バスではなくてもワゴン車ぐらいでも）便数を増やして欲しいです。
安心して高齢者が車を放せる様になって欲しいです。

女 60～69歳 伊賀 日本

203 　６基盤整備
伊賀市になってから南部の方は道路の整備はできていないし（特に山間部）何事につけてもほったらかしのように思う。伊賀市は旧上野市が中心になっているように思います。
もっと山間部にも力を入れてほしいです。よろしくお願いします。現市長さんに期待してます。

女 70～79歳 青山 日本

204 　６基盤整備 遠くの店に行く交通手段が無い。近くに店をつくってほしい。　市役所へ行くのも遠い。非常に困っている。よろしく　一人暮らしの老人です。 女 75～79歳 上野 日本
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205 　６基盤整備

行政サービスは大変満足していますが、老人の交通事故が多発していると云われるが、市内の道路が基盤のようになっているのにスピードを出して車が走り抜けている。老人
が道路を渡りきれない。もっとゆずり合う心が欠けている。　他県から来た人達の中には市内は南北が優先であることが分かっていない。もっと市内に入る時に知ってもらう必要
がある。

女 70～74歳 上野 日本

206 　６基盤整備
しらさぎ号が家の前を通っているが、乗車率が悪い⇒赤字？　運賃の改良・・・一日乗車券の適用（300円ぐらい）、土日観光客用に家族券の適用（一家族1,000円）　　ルートの変
更・・・上野３大スーパーをまわるようにする。２大病院をまわるようにする。　　乗車率をあげましょう

男 40～49歳 上野 日本

207 　６基盤整備 上水道、早くやって欲しい。あと何年かかるだろう。一日も早くお願いする。 男 75～79歳 伊賀 日本

208 　６基盤整備 バスの値段が高い。 男 30歳未満 青山 日本

209 　６基盤整備
いつもこんな機会があれば申していますが、依那具地内に住んでいますが、何かあった時、高齢者のいるわが家では交通の便も悪く、バスもなく、結局仕事も休まなければなら
ず、定期的でも良いので「しらさき号」でも・・・と思う。上野支所へすらままならない。選挙にも投じられない。市内で走っている「しらさぎ」はほとんど乗車なしと思いますが・・・。

女 50～59歳 上野 日本

210 　６基盤整備 国道、県道から離れた地域を、もっと利便性を見直して欲しいです。高齢者の生活をもっと調査をして、改善して欲しい。 女 60～69歳 青山 日本

211 　６基盤整備
ダムの建設について、ダムを作る場合は、今後のクリーンエネルギーを考え水力発電を設備する。建設しない場合は、その建設費で河川整備を行い、（河川の中洲を取り除く
等）洪水等の災害に対応できる河川にもどして頂きたい。ダム建設より河川整備を熱望

男 40～49歳 青山 日本

212 　６基盤整備
路線バスと重複するところにしらさぎバスを走らせている。買物弱者・老人のために郊外の路線バスがなく、近くに店もないところにこそ福祉バスを運行すべきだ。
近くに商店もあり、路線バスの走るところにしらさぎバスを走らせるより、恵まれない郊外の老人たちの困窮に配慮がないのでは、不公平感を感じる。

男 70～74歳 上野 日本

213 　６基盤整備
伊賀上野から佐那具駅の山間部に老人が多く、現在バスが通っていませんので通るようにしてほしいです。
町の中を走っているバスには、あまり人が乗っていないように見かけます。実現すればうれしいです。

女 75～79歳 伊賀 日本

214 　６基盤整備 コミュニティバスと三交バスとの接続。コミュニティバスの路線地図をもっとくわしく書いてほしい。 女 70～79歳 上野 日本

215 　６基盤整備
行政バスは行きと帰りと別に走っているので乗る人は少ない。空で走るのはよく見られます。今までのように、三交バスを通るようにしてほしい。
今、伊賀市役所までで、せめて上野から柘植駅まで行ってほしいと思います。

女 75～79歳 伊賀 日本

216 　６基盤整備 高齢者や障がい者が買い物に行くにしてもスムーズに行ける交通手段がない。近くにお店が欲しい。 女 60～69歳 伊賀 日本

217 　６基盤整備 市民が利用しやすいサービスを取り入れて欲しい。バスは限られた所だけを通っている。 女 40～49歳 上野 日本

218 　６基盤整備 行政サービスではないが、伊賀神戸駅での切符の買い替え等が面倒である。伊賀上野の伊賀鉄道への乗り換え案内が不十分だと思う。 男 50～59歳 上野 日本

219 　６基盤整備
公共機関のない地域では、かろうじて行政バス運行でしのいでいるが、これから益々の高齢化社会にむけて“病院”“買物”等への足がどうなっていくのか心配です。緊急時受入
れの医療に対しても、ぜひ安心できるようお願いします。

男 60～69歳 阿山 日本

220 　６基盤整備 家の近くの川の砂が積もってきたので、市の事業として定期的に取ってほしいです。 女 50～59歳 上野 日本

221 　６基盤整備 白鳳台の上下水道、道路が私有地⇒公道に切り換えて整備されたい。 女 75～79歳 上野 日本

222 　６基盤整備 「行政格差」についてしっかりと取り組んでいただきたい。デマンドバス、タクシーの導入を早くお願いします。 男 70～74歳 青山 日本

223 　６基盤整備 伊賀市として、今後どのようにしていくのかビジョンが見えない。バスの路線を増やしてほしい、（旧上野市外） 男 30～39歳 上野 日本

224 　６基盤整備 集落排水の使用料金をなぜ払うのかの意味がわからん。 男 40～49歳 伊賀 日本

225 　６基盤整備 大きい道でも車が通る所はデコボコが多く、もう少し舗装してほしいです。 女 30～39歳 青山 日本

226 　７窓口業務 市民がいろんな手続きを１ヶ所でできるようにしていただきたいです。 女 50～59歳 上野 日本

227 　７窓口業務 市役所の窓口を訪れると、丁寧な対応で用件がスムーズに（時間がかからず）済むことが多い。時間外の証明書申請などが、窓口で出来るとありがたい。 女 50～59歳 上野 日本

228 　７窓口業務 住民票の発行などをコンビにとかでも利用できると便利だと思います。 女 40～49歳 青山 日本

229 　７窓口業務
本庁へ印鑑証明を取りに行った時に、大変感じの悪い対応をされました。わざわざ足を運んで行き依頼しているのですから、客の身にもなって頂きたいです。
貴方の仕事をしてあげているような態度、対応はやめてほしいと思う。

女 70～79歳 島ヶ原 日本

230 　７窓口業務 窓口業務等での事務の迅速な対応が必要である。 男 50～59歳 伊賀 日本

231 　７窓口業務 住民票などの証明をもらうのに、住所は伊賀市内だが勤務が市外なため委任状などがいるので不便 男 30歳未満 上野 日本

232 　７窓口業務
市役所窓口への手続きに伺いたいと思っても、平日仕事があるためなかなか手続きできない事があります。
駐車場が、もっと確保されてるといいのになと思います。
現在、各課があちこちに分かれていて、いろんな手続きがしづらい上、場所がわかりにくくなってます。もっと１ヶ所で手続きや相談を終えられるといいのになと思います。

女 40～49歳 上野 日本

233 　７窓口業務 急用な事を土日には行政を利用できない 男 30～39歳 青山 日本
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№ 分野 自由記入欄 性別 年齢 住まい 国籍

７窓口業務 ８税金 ９職員 １０アンケート １１その他 

234 　７窓口業務 平日フルタイムで働く主婦だと行く時間がない。平日は７時まで窓口があいているとか（知らないだけだと申し訳ないです）土曜日は午前中あいているとか考えてもらいたい。 女 50～59歳 上野 日本

235 　７窓口業務 庁舎の改築等で窓口が多くなり、各支所においても訪ねるとここではないと振り回される事が多い。 男 70～79歳 大山田 日本

236 　７窓口業務 土日などもすべての行政サービスをうけられるようにしてほしい（住民票や車庫証明などとりにいくのも平日ではとりにいけないので）　そのかわり平日が休みでもかまわないで
す。

男 30歳未満 上野 日本

237 　７窓口業務
合併以前は役場に行けば知った顔があり、何でも相談しやすかったが、いろいろなところから職員が来るようになり質が悪くなった。行政サービスとうたいながら質の悪い職員を
支所などに配置しているのか接遇も悪い。手続きがあると利用しないとならないが、毎回不快な思いをする。　このアンケートも市民からすればあって当然のこと。　わざわざ調査
するまでもなく努力してもらいたい。　自分や自分の子、孫へとつづいて行くものだし、退職まで平和にすごされていては困る。

女 30～39歳 伊賀 日本

238 　７窓口業務 接客対応が陰気。職員により、説明不足を感じる（一度で済むことが、２度、３度と足を運ぶ事がある）。親切さが感じられない。 女 60～69歳 上野 日本

239 　７窓口業務
先日、市民病院の受付で入院患者の病室番号を問い合わせたときのこと。　なかなか見当たらず、そのうち家族がエレベーターから降りて来て「もう奥さんが降りて来たからよろ
しいわ」と断った次第。　名前を探すのにそんなに時間がかかるとは考えられない。　もっと何ごとにも気（力）を入れて仕事してほしい、たとえ委託といっても市がお金を出してい
る。　市役所の窓口もしかり・・・　見ていると”トロイ”　もっとしっかり気を入れて仕事してほしい。

女 70～74歳 上野 日本

240 　７窓口業務 市の相談窓口が縦割りで困ったことがあってもどこに相談したらよいか分かりにくい。電話番号もひとつにし、一つの窓口でワンストップの相談がうけられるようにして欲しい。 男 30～39歳 上野 日本

241 　７窓口業務
市（支所）窓口での市民対応、直接の担当が留守でもスムーズに業務対応が出来るよう、職員の研修教育を徹底して欲しい。対応が無知で、二度、三度と足を運ぶケースも有
り。マニュアルの作成できるものは、マニュアルの作成も。　電話を受けたら、名前を言って欲しい。

男 70～79歳 阿山 日本

242 　７窓口業務 休日も窓口を開けて欲しい。時間外も受け付けて欲しい。 女 50～59歳 上野 日本

243 　７窓口業務 役所の窓口対応時間の延長等を望みます。 男 40～49歳 上野 日本

244 　７窓口業務 私の職場は私用外出は認められていません。昼休みもです。住民票１枚を取りに行くのも休まなくてはなりません。土・日に窓口だけでも開けてください。 男 50～59歳 上野 日本

245 　７窓口業務 窓口に行き、対応する職員によって説明が不十分で、後々その時の説明と違う事があり、混乱する事が多々ある。 女 50～59歳 青山 日本

246 　７窓口業務
市役所へ行って全てがそこで手続きが進められるようにして欲しい。今まではあちこちに行かされ、又、日にち、時間指定されるのでは全く不便でサービスどころではないのでは
ないでしょうか。

男 40～49歳 上野 日本

247 　７窓口業務
母子家庭で時間給で働いている。手当てをもらう手続きをするのに、窓口は平日17：00までで、仕事を休まないといけない。弱者を救済するための仕組みなのに、仕事を休めば
給料が減る。休みをとるのに気をつかう。立場を理解してくれない。

女 40～49歳 上野 日本

248 　７窓口業務 住基カードやインターネットは年寄りによく理解できない。手間はかかるが窓口での手続きの方が安心できる。 女 70～79歳 上野 日本

249 　７窓口業務

昨年、児童手当か何かの現況届けが１～２日遅れて窓口へ持って行き、「遅れてすみません。」と謝ったのに、「まだ手続きは出来るけど、ちゃんと早く持ってきてもらわないと困
る。」とものすごい（男性）えらそうな口調で言われました。ものすごく気分が悪かったのを覚えています。（まるでヤクザのようでした・・・）窓口なのだから行くと奥にいる職員さん
はみんな忙しいのにというような顔で窓口へ来ますよね。あの雰囲気何かイヤですね。出れる人が出るみないな・・・。上野支所だったら、きちんと窓口係みたいな人がいるんで
すかね。行ったことないけど・・・。

女 40～49歳 阿山 日本

250 　７窓口業務
今まであまり市役所行政にかかわりがなかったため、あまりな事は言えませんが、今回法人の手続きに行かせていただき、今後の展開の中で、よく利用させていただく形にはな
ると思いますが、こちら側は、わからない事が多いため、こちらの身になっていろいろと提案、ご提示いただければと思っております。

男 60～69歳 上野 日本

251 　７窓口業務 仕事を休まなければ手続き、相談できないことが多い。　時間外（毎日でなくても良い）月１・２回でも休日に利用できると良い。　学校行事が学校によって違うと感じる。 女 40～49歳 大山田 日本

252 　８税金 市税が名張市より大幅に高いので、もう少し安くしてほしい。 男 40～49歳 上野 日本

253 　８税金

経費（税金）等が市民の要望が多くなればなるほど増えると思うので、長い展望で重点項目をしぼって行政をしてもらいたいです。無駄な経費を少なくして、将来の糧となるよう
な、たとえば、少子化をなくす様な政策に取り組んで欲しい。偏った政策が今まで多かったように思いました。例えば産業廃棄物処理施設（民間）が巨大すぎます。なんで全国の
ゴミが伊賀に集まらなければならないのか。出すと言うか各県・各自治体で処理できないのかおかしいですよ。今まで「ヘンだ」と思わなかったか考えてもらって欲しいです。来る
ならその施設に市民税を多くもらって、市民に還元してもらえるような条例をつくり、森林税（三重県独自のような）にしたら、入るゴミも少なくなると思う。

男 50～59歳 上野 日本

254 　８税金 市民税が高い。 女 30～39歳 上野 日本

255 　８税金 在日外国人の税優遇をしてたなんて、住民を怒らす様な事はしないで欲しい。 男 30～39歳 伊賀 日本

256 　８税金 税の支払いが遅れると、延滞金が取られるけど、市が取り過ぎた分はすぐ帰ってこないし、利子もつかない　矛盾してると思います。　考えてください。 女 60～69歳 阿山 日本

257 　８税金 公共料金が名張に比べて高い。市税を無駄なく活用して欲しい。 男 40～49歳 上野 日本

258 　８税金 地方税が高すぎ。前阿久根市長の竹原信一氏は、市職員の人件費を１/１０に下げてもやって行けると言っています。職員の賃金をせめて１/３に下げるべき。 男 50～59歳 上野 日本

259 　８税金
弱い人には強く、強い人には弱い、伊賀人の特徴が伊賀には有る。（役所の人の中にもいる）
特に税金関係の係がサラ金の取立て以上に悪質だ。いろんなうわさが有る。

男 60～69歳 上野 日本

260 　９職員
市職員がひげをはやしたり、派手な服装をしたり、あいさつができなかったり、短いスカートをはいたりという身だしなみ。　最低のことは出来ているべき。　特にひげは見る人に
とって威圧を感じさせたり、清潔感が感じられなかったりする。

男 30～39歳 上野 日本
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№ 分野 自由記入欄 性別 年齢 住まい 国籍

７窓口業務 ８税金 ９職員 １０アンケート １１その他 

261 　９職員
先般市議会の一般質問の中で行政が強権発動を行おうとする時は当事者との面会も行い、執行するに当たり当事者の理解を得るようにすること。職員に公務員等の教育を徹
底するようにお願いしたい。（公務員は市民にサービスを行うことです。）

男 70～74歳 上野 日本

262 　９職員
旧町村部の住民にとって（私は）、合併して何も良い事が直接ありません。　支所に行っても知った（同郷）の職員がいない、事務的説明でなく、もっと暖か味のある応待をお願い
したい。　分からないから聞きに行っているんだから、人間味のあるやさしく接し、説明してほしかったです。　以前は同じ住民で安心して相談できました。

女 60～69歳 伊賀 日本

263 　９職員

職員の資質向上に力を入れてください。窓口へ行った時、なかの職員がガムをかんだり、職員同志話をしながらなかなか応じてくれなかったり、行政のお役人気質が抜けないよ
うに思います。明るい笑顔で市民サービスに努めていただきたい。他市のことを見習ってください。他市から来た者ですが、サービス・職員の資質・モラルに驚きました。今後期待
します。

女 60～69歳 伊賀 日本

264 　９職員 行政側の人たちの活性化不足と能力・発想力が見られない。 女 70～79歳 上野 日本

265 　９職員
行政職員の能力アップ・・・研修・視察などで金を掛けることなく意欲をアップすることが重要。　個人で能力アップすることは可能。　意欲が無ければ金を掛けても無駄（民間でも
同じ）。

266 　９職員 高齢者が多いのに対応が悪い。実際、祖母が今施設に入っていますがたいへんです（金銭面も含め）。たくさんの目で、色んな所に目をやり、見てほしいです。 男 30歳未満 上野 日本

267 　９職員
以前国民年金に加入しており、手続きの時に説明が分かりにくく電話にて問い合わせをしました。もっと分かりやすい制度の説明はないのでしょうか。又、個人情報の手続きの
際、職員の記入ミスで文書を作成し直しされたことがあり、４０分以上待たされたことがありました。謝罪の一言もなく、私の所へも来ず、訂正だけをし、去って行きました。こんなも
のかと非常に残念な思いをしました。

女 30歳未満 上野 日本

268 　９職員
職員がそれぞれ市民のために仕事をさせてもらっているという気持ちが伝わってこない。以前収税へ行き女子職員の言葉遣いが上記に書いたことである。こちらが伝えている事
柄について「でも！」とか「色々な人がいるので」とか客に対して否定する言葉が返って来た。ビックリ！！であった。また、窓口で対応した職員が途中違う職員にかわり、奥の席
の職員とおしゃべり…自分が対応したら最後まで責任もって対応するのが当たり前と思うのだが…。

男 30歳未満 上野 日本

269 　９職員

１．行政サービスはなるべく円滑に対処、対応を願いたい。
定年退職約３年間幹部登用はやめて行政サービスに堪能された方々と思うが、定年退職された方々の天下りはやめて下さい。
２．選挙時に於いては従前立会人の人選に一考を
土曜日曜日休館時の用務員が担当し、一般の方の選出の方向を願いたい。
３．社会福祉協議会の日々の行動を
社協専用車の個人的使用は検討。特くに送迎に使用はやめて下さい。
４．公務員を充分に意識し職務に精励してほしい。
５．何か精励のためか叙勲の対象は公務員が対称の傾向にある。

男 75～79歳 青山 日本

270 　９職員
女性が働きやすい環境、若者が伊賀で働く、公共交通機関の充実、福祉・医療もまだまだ、伊賀をもっともっと外部の人に知ってほしい。ただ、お店や住宅地が増えるだけではな
く、伊賀独自の文化を大切にして、地産地消でもっと新しいことに取り組む勢いのある行政であって欲しい。伊賀市職員はもっと教育を受けて頭に夢を描きながら働いて欲しい。

女 30～39歳 伊賀 日本

271 　９職員
公務員のレベルが低すぎる。接客態度もひどく、税金を納める気にならない。公務員の意識を変えていかないと何も変わっていかない。基本的な社会人のマナーを身に付けさせ
る必要がある。本当に酷い。態度が悪すぎ。不親切。職員の数が多すぎる。民間と比べれば分かる事だ。無知な職員が多すぎる。福祉の政策を行うなら、福祉の現場をもっと
知ったほうが良い。職員の意識を変えれば全て良くなるはず。

女 30～39歳 上野 日本

272 　９職員
市役所職員の電話の対応の質を問う。○○課○○ですぐらいは名乗るべき。女性職員の身だしなみ、金髪、ピアス、ノースリーブ、ミニスカート、厚底ヒールはふさわしくない。見
苦しいばかり。市の職員である自覚をしっかり持って欲しい。定期的に訓練すること。特に電話対応。

女 40～49歳 上野 日本

273 　９職員 香水のキツイ人がいる。 男 30～39歳 上野 日本

274 　９職員 窓口対応：笑顔で親切に、どの課の事でもある程度把握して教えてほしい。事務的な対応が多いように思う。 女 50～59歳 阿山 日本

275 　９職員
・本人が書類をもらいに行かない時の対応が悪いように思います。もう少しこちらの立場を考えてほしい。
・市役所を車いすで全館行きやすくしてほしい。

女 60～69歳 上野 日本

276 　９職員
職員は、地域に出向いたり、例えば民生委員等と連携して、サービスを受けるべく人（見過ごされている人）を発掘することに努力してほしい。言ってきてもらって待っているという
姿勢は怠慢である。よいサービスがあっても必要とする人を見逃していては何もならない。家から出られないので困っている人の（障がいのある人、介護を必要とする人、母子が
たくさんいる。市の広報紙に掲示してあっても出向けない人（物理的事情だけでなく、環境的や精神的な事情があって）もいる。そういう人をどうするのか。考えてほしい。

女 50～59歳 上野 日本

277 　９職員
青山支所に入ると、冷たい雰囲気があるように感じます。以前はもっと入りやすくてあたたかみのある役所でした。顔なじみの人でなかったとしても、もう少し行きやすい役所で
あってほしいと思います職員教育をもっとしてほしいと思います。

女 60～69歳 青山 日本

278 　９職員
職員一人ひとりが市民の血税で生活できている事を再認識する事。　市民より上から目線はやめる事。　職員・議員報酬を削減する事。　特に議員の議会での様子はあまりにひ
どい。

女 50～59歳 上野 日本

279 　９職員
今は地元の職員が少ないので、老人の人がいっても親切みが少ないとよく聞かされます。　又昔は男の人が大半でしたが、今は役所に行っても女性が多く融通がきかないとの
声も多い。

女 70～79歳 青山 日本
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280 　９職員
伊賀鉄道の財務の充実のために、市職員が公共交通機関を利用できる地域に住んでいる者は、半強制的に公共交通機関を利用させる。市民に利用させるべき駐車場は市職
員がほぼ独占して、一般市民が利用できない。自治労も市民の立場に立って考えるときが来ている。自らの権利のみを追求するコミュニティではない。

女 70～79歳 上野 日本

281 　９職員

子供手当の手続きでハイトピアへ行った際、担当の職員さんは電話、奥の女性はＹＯＵをゆっくり読み、別の島の机の男性職員さんは談笑し、１０分以上待たされた。　担当の方
に声をかけると「後でかけるネ～」と電話口に・・・　知り合いにかけているんだとわかったらとても腹立たしかった。　奥の女性、別の島の男性は担当外だとしても市民に見える所
でＹＯＵをみている（ひまそうに）、談笑はとても不快でした。　その上、こちらに全く声もかけず、書類をひきとりにもこず、職員数も考えるべきだと思います。　一生懸命働いている
であろう職員さんにも迷惑だと思いました。

男 40～49歳 上野 日本

282 　９職員 市役所の対応が悪い。愛想もよくない。処理が遅い上にお金の請求は早いのに、振込みは遅い。 女 30～39歳 上野 日本

283 　９職員
青山支所の方は親切でよくしてくれます・
上野支所は何回も対応に腹が立ちました。

女 30～39歳 青山 日本

284 　９職員
「してやっている」という態度は公務員としてどうか。サービスでなく給料の対象となる当然の仕事でしょ。この言葉むかつきます。
あることで現実を言ったらいいわけじみたことばが返ってくること、返ってくること、しかも「よけいこというな…」という響きあり。自分をかばっている限り公務員として的確とはいえ
ない！
しかし殆どそうなっているよ。こんなアンケートだけして「やってます」というのはナンセンス。

女 75～79歳 上野 日本

285 　９職員
職員の資質向上が必要。休まず、遅れず、仕事せずの職員、質問等されても「県に聞きます」などの返事で自分で平素から勉強し自己解決できる職員が少ない。政策能力、企
画力も極めて乏しい。

女 30～39歳 島ヶ原 日本

286 　９職員 市に相談に行ってもよかったと思える様に丁寧に説明してほしい。職員の削減、仕事をしていない職員が多いように見えます。 男 75～79歳 上野 日本

287 　９職員

１．合併時に言っていた「小さな本所、大きな支所を」実現して、市民サービスの充実を。
２．行政職員の意識改革を！
　一部の市職員の市民に対する接し方が目上目線であり、なんでも法律がそうなっている一点張りであり、市民の立場を考えた行動をとっていない。こんな職員が居ることを管理
職の方々は知っているのだろうか疑問に思う。職員の評価制度がどうなっているのか知りたい。
一度採用されれば何をやっていてもやめさせられないという、甘えにどっぷりつかっている一部の職員が居る事をもっと知ってほしい。

男 70～79歳 阿山 日本

288 　９職員 公共経営の考え方を導入し、市民の暮らしを守るという伊賀市職員の意識を育てていって欲しい 男 30歳未満 大山田 日本

289 　９職員
サービスではありませんが、市役所の特に女性の服装ですが、仕事の出来るＴＰＯにあっていないように思います。　とっても高いヒールのくつを履いて、もし災害等あったとき、
機敏に動けるのでしょうか？

女 70～79歳 上野 日本

290 　９職員 行政職員が同じサービスが提供できるようにしてほしい。　手続きに行っても担当者がいなかったり、わからなかったり、書類が抜けていたりと手間どる事があるので困る。 女 70～74歳 大山田 日本

291 　９職員 市役所職員の対応が少し悪いと思いますので、もう一度教育しなおして下さい！！ 男 40～49歳 上野 日本

292 　９職員 職員教育をもう少ししっかりとお願いします。 女 50～59歳 上野 日本

293 　９職員 職員の接客、接遇研修の強化を希望します。 女 30～39歳 上野 日本

294 　９職員 市の職員のレベルの低さには困ったものです。税金ドロボウもはなはだしい限り。市民のことを第一に考えるという姿勢で日々取り組んで欲しいものです。 女 50～59歳 伊賀 日本

295 　９職員 一般市民の問い合わせ等には“たらいまわし”にならず、その部署にて的確に対応してもらいたい。（職員のレベルアップをお願いしたい）。 女 70～79歳 上野 日本

296 　９職員
・市職員に危機感がない。市民はお客様であるとの感覚がなく無愛想である。もっとサービス精神をだしてほしい。
・窓口に行っても、担当の職員が休み等でわからないと他の職員が答えられない。そのため、再度出直しとなり時間の無駄である。

男 70～79歳 伊賀 日本

297 　９職員
税金から給料をいただいている方へ
お仕事、言動が怠慢になっていませんか？民間ではいつももっと気を使っているはずです。同じ行政でも、特に田舎の風習というか独特な感覚が嫌です。苦労されている職員も
いらっしゃるかもしれませんが、「そんなのでいいんですか？」と思う時もあります。スマートではありません。

女 40～49歳 上野 日本

298 　９職員
内容をわかりやすく説明するという姿勢を持ってほしい。また、市民の意見をきっちりとらえようとする姿勢も同時にお願いしたい。以前の校区再編計画の地元説明と意見聴取で
も、まず計画ありきであった。「この計画になっておりますので」では、市政に対する期待は減少していく。

男 40～49歳 上野 日本

299 　９職員
勤務中（昼食休憩）の時間を利用し役所へ行った際、職員の方のマイペースな型にはまった対応にイラッとする。相手の立場に立ち、笑顔で気持ちの良い対応をされる方は少な
い割には、勤務中にもかかわらずブーツ姿であったり、制服がない分、チャラチャラしている職員に、市のあり方や疑問を感じます。一般企業では、ブーツ姿で仕事をしている所
は見たことがない。

女 50～59歳 上野 日本

300 　９職員 見えるサービス、わかりやすい言葉の表現をして下さい。病院に力を入れてください。 男 30～39歳 上野 日本

301 １０アンケート 基本施策と事業が合っていない気がします。 男 30～39歳 大山田 日本

302 １０アンケート 初めてのアンケートでしたが、趣旨がよく分からない。　毎年しなくてよい、経費がもったいない。 男 60～69歳 上野 日本

303 １０アンケート
アンケート項目、内容等が細かすぎ。かつ一般的なものが多く、アンケート実施の主旨が不明である。このようなアンケート実施自体が税金の無駄遣いである。紙ベースではな
く、ひろくインターネット、庁舎内ご意見箱で意見集約をすべきである。

男 40～49歳 上野 日本
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№ 分野 自由記入欄 性別 年齢 住まい 国籍

７窓口業務 ８税金 ９職員 １０アンケート １１その他 

304 １０アンケート 今回のアンケート結果を今後の行政に十分活かしてほしい。 男 70～74歳 青山 日本

305 １０アンケート 質問の意味が理解できず、わからない回答ばかりになりました。あまりこのアンケートに意味があるように思えません。 女 50～59歳 上野 日本

306 １０アンケート このアンケート実施時期、年末は避けた方が回収率があがるかと思います。（年末は忙しく年明けにと思っているとついつい忘れます。） 女 50～59歳 上野 日本

307 １０アンケート アンケートは大変長いのでつかれました。　老人には無理でした。 女 75～79歳 青山 日本

308 １０アンケート
調査の内容を理解するまでに時間がかかりました。もし、次に調査をするなら問題を選択する前に、例を挙げてほしい。例えば、「ある方は、この問題について、こんな考え方を
持っている、彼はこんなふうにしてほしいから、こんな問題についてこんな選択をしました。」そのようにしたら、回答に個人差を生じることを避けることができると思います。

男 30歳未満 上野 中国

309 １０アンケート 年末の忙しい時にアンケートを送られても困ります。あやうく忘れるところでした。 女 40～49歳 上野 日本

310 １０アンケート この質問、解答欄に「わからない」と思うところは、本当に分からないので、意味とか関心という問題ではない。 女 50～59歳 上野 日本

311 １０アンケート このアンケートの集計結果も、ためらうことなく市民の声として公表して欲しい。「人が輝き地域が輝く」まちづくりのために。 男 70～74歳 上野 日本

312 １０アンケート アンケートは、はい・いいえ・関心がないの３つくらいの項目にして欲しい。 女 70～79歳 上野 日本

313 １０アンケート アンケートの質問が当然過ぎて答えが「④そう思わない」、「①力をいれてほしい」とかたよりすぎると思う。 男 70～74歳 上野 日本

314 １０アンケート
このアンケートでも問３３で、子ども自分の子どもなのか、一般的な子どもを示しているのかわからないし、一般的な子どもというのであればわからないが、それは「質問の意味が
わからない」でも「関心がない」でもない。問６０でも、誰が立案したのかが提示されていなければ判断できない。本当に実のあるアンケートをしようとしているのか、同じ事をしてお
けばいいと思っているのかわかりにくい。常に改善に取り組み、できることをどんどん実行していこうという姿勢を持ち続けた素敵な行政に期待しています。

男 40～49歳 上野 日本

315 １０アンケート
主な事業が課題に合っていないものがあるように思います。答えにくいアンケート調査でした。
雇用について希望する職がないのかも知れないが、選ばなければ場はあるようにも思います。

女 50～59歳 伊賀 日本

316 １０アンケート この様に住民の声を聞く機会や姿勢が大切だと思う。全ての実現はムリなことは判っているので、今後も続けてほしい。 男 60～69歳 青山 日本

317 １１その他
役所職員や市長さんも含めて、すべての働く人が給与、待遇、働く環境が守られている中で働いている状況で、改革に取り組んでほしい。誰かに犠牲を払わせているサービスは
受ける側としては受けにくい。

男 30～39歳 上野 日本

318 １１その他 過剰なサービスをしている所もある。見直しては・・・ 男 50～59歳 上野 日本

319 １１その他 市民との対話を重視しつつも、行政側がプロとして市民の気付けていないニーズを先取りしながらサービス提供していって欲しい。 男 30～39歳 上野 日本

320 １１その他 ご苦労様。頑張って下さい。 男 60～69歳 上野 日本

321 １１その他 公約のごみがイラン。 男 75～79歳 上野 日本

322 １１その他 もっと市民の声を沢山聞いて、よりよい町づくり少しでも市民の負担が減る様にして下さい。 女 40～49歳 島ヶ原 日本

323 １１その他 行政サービスを余り受ける事がないのでよく分かりません。 男 50～59歳 上野 日本

324 １１その他 広報は月に１回でよい。渋滞、市駅前の交差点。 男 70～79歳 上野 日本

325 １１その他 行き届いている地域と行き届いていない地域があると思います。回覧板等で意見が言えるようにしてください。 男 50～59歳 青山 日本

326 １１その他 桐ヶ丘のスーパー撤退後、不便になりましたので、新しいスーパーを作って欲しい。

327 １１その他 伊賀市の広報について、毎月１日と１５日に配布されますが、それを月１回にしてはどうかと思います。予算のことだと半分になるし。 女 75～79歳 阿山 日本

328 １１その他 待つ椅子が少ない。広報がつまらないので保管する気にならない。 男 30～39歳 上野 日本

329 １１その他 伊賀支所管内に在住のため、その部分を中心に答えました。街に比べて小地区ゆえに、何かにつけ連絡連携が比較的取れているので、それに対する回答をいたしました。 男 75～79歳 伊賀 日本

330 １１その他 広報いが市を希望者のみの配布にし、基本的にはPDFで見ることが出来るようにして欲しい。 女 30～39歳 上野 日本

331 １１その他 旧上野町の周辺部の交通の便が悪い。選挙の投票所が少ない（地域によって箇所数が違う） 女 70～79歳 上野 日本

332 １１その他 伊賀市になってから、郡部の良かったところがなくなり悪い方へ合わせざるを得なくなった。旧町の方が良かった。 女 30～39歳 阿山 日本

333 １１その他 伊賀市でも南部だから行政が行き届いていない感じがする。 男 50～59歳 青山 日本

334 １１その他 伊賀市民が満足するように行政サービスを行ってほしい。 女 70～74歳 上野 日本

335 １１その他 休日も平日同等の行政サービスを実施してほしい。 男 50～59歳 上野 日本
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№ 分野 自由記入欄 性別 年齢 住まい 国籍

７窓口業務 ８税金 ９職員 １０アンケート １１その他 

336 １１その他
旧市内が中心となっている感じがするので、旧郡部は取り残されてきているように思います。　合併前の様に、郡部も活発になれるようにしてほしいと思います。　若い者は郡部
を取り残しにかかっている様に思います。　もっと住みやすい市にしてほしいです。　私の周りの人の声もよくその様な話がでます。　支所には顔の知らない人がいて、他の市に
来た様な感じです。

女 60～69歳 大山田 日本

337 １１その他 市議会の解散。議長選の不正による。恥を知れ。 男 60～69歳 伊賀 日本

338 １１その他
建物を建てて活性化したように勘違いしている様に思います。お金を使わなくても出来る。心の活気を市民全てに知らせ続けることで、暖かい町作りが出来ていく様に思うので
す。時間がかかっても良い。子供たちに教えていくことで大人が子供に教えられる。市民に意識を持てる様な暖かい伊賀市を

女 60～69歳 上野 日本

339 １１その他
インターネットやスマートフォンの普及によって大体のサービスは若者はできるけれど、これを分かりやすく「使ったことない、使えない、分からない方々」へお伝えし、今後利用で
きるように整えるのが課題だと思います。専門家の方をおく、そしていつでもどこでもきてくれるよーな

女 30～39歳 上野 日本

340 １１その他
毎回、配布物が多すぎると思います。
引っ越しや結婚、同居で色んな市に行きましたが、こんなには初めてです。もう少し減らして回覧でもいいものもあると思います。税金が…

女 30～39歳 青山 日本

341 １１その他
相手の立場になって行政サービスをやって欲しいです。
親切な取り組みが一番大切だと思います。

女 60～69歳 上野 日本

342 １１その他 基本的なことですが、市民のための行政を行なう体制づくりを新市長さんのもとにお願いします。 男 50～59歳 伊賀 日本

343 １１その他 また、市役所の機能がわかりにくく、利用しにくいため、ユニバーサルデザインの検討とわかりやすい案内が必要。 女 30～39歳 阿山 日本

345 １１その他 駐車場が少ないので再考願う。 男 75～79歳 上野 日本

346 １１その他
<コールセンターの扱いについて>
長文のため、別紙（Ａ４一枚）を添付致しました。　意見についての御回答を郵送にてお願い申し上げます。

男 70～74歳 伊賀 日本

347 １１その他 市役所の人達は私服になりましたが、やっぱり制服の方が良いと思います。何かバラバラで遊んでいるように見える人もいます。 女 60～69歳 上野 日本

348 １１その他 ５時に鳴らす「カラス～」をもう少し長くして欲しい。　　　　（ミュージックサイレンの事と思われる） 男 50～59歳 伊賀 日本

349 １１その他

全般の意見を述べます。どこへ行って何かを貰ってこいと言う様な事は、近くにその機関がなければ、高齢者には無理なことです。このごろ、わずかの医療補助を貰いに行かなく
ても良くなったのには助かっています。上野、大山田、青山等、広範囲に渡るところはそれなりの配慮が必要です。私のように、銀行振り込みをしてもらえない人は？これを直接
行政に言っても仕方のない事ですが、若者たちが伊賀を大切に思う気持ちを養えるような学校の充実、特に、上野市内の人間が他所へ活躍の場を求める事が多いのは残念な
ことです。年寄りの世迷事がどのように生かされるのか？

女 75～79歳 上野 日本

350 １１その他 もっと分かりやすく、すべての地域、年代の人々がサービスを利用できるようにしていただきたいものです。 女 30～39歳 上野 日本

351 １１その他
車いすを押して歩いてみてください。歩道に車が止まっていたり、道が斜めになっていたり、とにかく歩いてみてください。鳩のふん害、大変な場所があります。助けてください。ア
ンケートに丸をつけましたが、助けてほしい時、行政窓口？自治会を通して？　どこも対応が遅いんです。市長さんにこのアンケートが届きますように願っています。

女 60～69歳 上野 日本

352 １１その他
・前市長や市議会の汚職・・・ぶざまな市政の状況が新聞の全国紙面であばかれた。幸い新市長が誕生した。汚名挽回、恥じることなき積極行政に期待したい。議員は自分の行
動を反省し、律するように。

男 70～74歳 上野 日本

353 １１その他
・わかりやすくしてほしい。
・何でも時間がかかりすぎるので、スピーディーにしてほしい。

男 40～49歳 上野 日本

354 １１その他 子どもが少なく、高齢者が多い。このままでは、家が絶えてしまうので、どうにかならんのかと思います。 女 50～59歳 青山 日本

355 １１その他
若者の未婚率が高くなっているのが心配です。もっと出会える場を作っていく必要があるのではないかと思います。たとえば、伊賀ならではのよさこいチームを作ったり、何かして
いかないと本当に結婚しない、できない若者ばかりになりそうで心配です。

男 50～59歳 伊賀 日本

356 １１その他 明るい町の発展を、老人のそして市民一人ひとりを岡本市長様の１番２番３番いろいろと市民のためにお願いします。 女 75～79歳 上野 日本

357 １１その他
下水道料金が高い。「クリーンます」という物を、家を建てる時に、伊賀市は付けるようにとの指導で付けたが、逆にこれがあることで汚らしく、掃除もしなくてはならないし、その時
の臭いもヒドイ。ハウスメーカーには、「他県ではこんなのもう取り付けませんよ。今時珍しい」と言われた。意味があるの？。年１回２，０００円「農業集落排水処理施設維持管理
組合」の事務費として支払っているが、伊賀市の下水と別物？流す所は同じと思うのに、農業とも関係ない一般家庭なのに、組合長は何をしている人？

女 40～49歳 上野 日本
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№ 分野 自由記入欄 性別 年齢 住まい 国籍

1 　１分権・自治

伊賀市としての一体管理をするために安易に自治協議会役員・会長・事務局長など片寄った意見を聞いていないか検証していただきたい。　一般住民は仕事に負
われなかなか参加できない現状である。　自治協議会の在り方についてあまりに大きな権力を与えすぎているように感じる。　その為にも広報の充実又情報の公
正化、密室での取り決めがないように自治協議会を指導・管理している市職員はよく考察していただきたいと思っている。行政の簡素化のために自治協議会を利
用することは危険性もあることを常に忘れないでほしい。

女 50～59歳 青山 日本

2 　１分権・自治 市役所を今のところに建ててほしい。 女 75～79歳 上野 日本

3 　１分権・自治 新市長の「市民の目線で判断し、実践する政治」を推し進めてください。期待しています。 女 40～49歳 上野 日本

4 　１分権・自治 市役所は旧市街地の便利な所にある必要があると感じる。故に場所を変えることは反対である。 男 30歳未満 上野 日本

5 　１分権・自治
しがらみのない岡本氏が新市長になりました。ですから岡本新市政になったのを機に、思い切った行財政改革に取り組んでいただきたい。聖域を設けずムダな施
策は全て見直し。健全財政に向け取り組んでほしい。

男 50～59歳 上野 日本

6 　１分権・自治 市役所移転反対。 男 70～79歳 上野 日本

7 　１分権・自治
市の財政があまり余裕がない中で、やみくもに事業を増やすべきではない。むしろ思い切った事業の整理削減が必要だと思う。まんべんなく中途半端な予算の使
い方をするよりも、重点分野を決めて集中的に物事を進めるべきだと思う。

男 40～49歳 上野 日本

8 　１分権・自治
また、建設途中になっている市役所ですが、岡本市長に一票を投じたのは、建設を凍結して欲しいと願う人たちばかりではないことも分かってもらいたい。作るなら
作って、その後予算も見直して、より良い伊賀市にして欲しい。上が変わって、ころころ変わるだけでは市民は振り回されて困ります。長い目で見て行き、協力でき
ることは皆で行いたいと思っています。市にとって市民にとって望ましいものになっていくことを願っています。

女 30歳未満 上野 日本

9 　１分権・自治
行財政の実行に関して首尾一貫しておらず、その場限り、場当たり的な傾向が感じられて基本施策についても、何故その部分なのか、手のつけやすい部分のみと
いう印象もある。

男 50～59歳 上野 日本

10 　１分権・自治
市の財政が苦しいからといって、市の職員の給料を減らしてばかりでは、その方たちの生活もあることを考える必要があると思う。もちろん仕事はしっかりして欲し
い。他に削れる事業、生活保護の見直し、雇用を増やすなどすることはあるはず。そういう説明がきちんとなされれば、市民も市政に協力したい気持ち、関心をも
つ気持ちが増えると思う。

女 40～49歳 上野 日本

11 　１分権・自治 市役所の庁舎は新しく建てて欲しいです。見た目も美しいとは思えませんし、役所へ行った時も利用しにくいと思いました。部署が分かりにくいです。 女 50～59歳 上野 日本

12 　１分権・自治
市庁舎はゆめが丘など郊外に作らないでほしい。車を持たない人にとって、公共交通機関が不便なので大変困ります。今の建物は古いのでバリアフリーのものを
今のところに作ってほしい。地下とかお金のかかるものはいらないし、こじんまりとした使い勝手のよいものが良いと思います。議員の定数をもっと減らしてもいい
のではないかと思います。中継を見ていたら居眠りをしている人もいました。

女 40～49歳 青山 日本

13 　１分権・自治 新しい建物を作るより、今ある建物を再利用することを考える（廃校舎など）。 女 70～79歳 上野 日本

14 　１分権・自治
現在の本庁の中は暗く、中２階は階段（車いすの方は大変です。一旦外へ出て、大きく回って横から入ります）、駐車場は狭く、信号の近くなのでとても出にくい、庁
舎建設は狭い上野市内にこだわらず、島ヶ原から大山田、旧伊賀町等、伊賀市全体の中程で、交通の便が良い広い場所での建設をお願いします。

女 60～69歳 上野 日本

15 　１分権・自治
市役所支所の充実を望む（市民センターは行政の受け皿ではない）。住民自治協議会は行政の下請けではない（考え直すべき）。支所にもっと権限と予算をつけ
るべき（今まではおかしい）。市庁舎は今の場所は間違い（観光面で車を止める場所でいい）。

女 50～59歳 阿山 日本

16 　１分権・自治 伊賀市の南部には行政の光があまりあたってないと感じる。人が集まり活気のある伊賀南部になるよう努力いただきたい。市庁舎も南部に建設をしてほしい。 女 50～59歳 上野 日本

17 　１分権・自治
・市内の施設への助成金が本当に活かされているのか疑問に感じています。
・ムダの無い使い方をしているのか助成金があるから努力を怠っている感じがある（是非）

男 70～79歳 伊賀 日本

18 　１分権・自治 ・まだ上野支所があるのですか？問５９のように、市が一体となるために、早く支所を廃止して地区市民センター機能を充実すべき。 男 70～79歳 上野 日本

平成２４年度伊賀市まちづくりアンケート　意見９（今後の伊賀市政へご意見などがございましたらご記入ください。）

※差別を助長するようなご意見、個人・団体を特定するようなご意見については掲載しておりません。

分野 
１分権・自治 自治基本条例 住民自治 庁舎建設 公共施設 予算編成 行財政改革 

２健康・福祉 健康づくり 福祉医療費 地域福祉 高齢者福祉 障がい者福祉 児童福祉 子育て支援 保育所 市民病院 地域医療 

３生活・環境 交通安全対策 消費者行政 一般廃棄物 防災 消防 住宅耐震 多文化共生 環境 

４教育・文化 校区再編 学校教育 生涯学習 文化振興 文化財 図書館 スポーツ振興 人権施策 人権啓発 同和施策 男女共同参画 

５産業・振興 商工業振興対策 労働・雇用 観光振興 農業振興 鳥獣害対策 農村整備 森林・林業 中心市街地 

６基盤整備 治水 水道事業 下水道 都市計画 鉄道 交通計画 道路整備 河川 

７窓口業務 ８税金 ９職員 １０アンケート １１その他 

項目 
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№ 分野 自由記入欄 性別 年齢 住まい 国籍

７窓口業務 ８税金 ９職員 １０アンケート １１その他 

19 　１分権・自治 市役所の場所ですが、遠くに建てられると、高齢者が利用しにくいため、現状維持でどうですか。 女 70～79歳 上野 日本

20 　１分権・自治
伊賀市行政と住民自治活動をもう少し関連づける方がよいと思う。
住民自治事業は規模が小さく住民の生活にあまり関連がなさすぎる。また、行政的サービスがない。

男 70～74歳 島ヶ原 日本

21 　１分権・自治 事務事業の見直しを行い無駄な事業は廃止されたい。 男 50～59歳 伊賀 日本

22 　１分権・自治 市役所庁舎建設について、利用しやすく職員が一体となって仕事が出来る場の確保を早急にすすめてほしい。 女 40～49歳 伊賀 日本

23 　１分権・自治 議員の数を減らしてほしい。　赤字を減らして、税金を下げる方向に　駅前開発等市のする事ではないでしょうに、市役所の建て替えもいま一度待ってからに。 女 70～79歳 上野 日本

24 　１分権・自治
・高齢者ばかりが目立つ地域ですが、将来に明るさを感じられる市にしてほしい。市役所は建設すべきと思います。
建設により、職員の業務効率を向上させ各支所へのサービスも向上させてほしい。
・すべては旧上野市中心に見えます。

男 50～59歳 大山田 日本

25 　１分権・自治 市役所を早く建替えるよう願う。 男 75～79歳 上野 日本

26 　１分権・自治
市長がかわったから（反対。計画変更）ってしなければならないのか。金もかかるのではないか。早く安くを望む。
市会議員の意見も尊重願います。

男 60～69歳 上野 日本

27 　１分権・自治
市有地の空地を有効に利用してほしい。
例　平野西町の空地
以前市役所公民館、幼稚園等の話があったようですがうやむやになっている。

男 70～74歳 上野 日本

28 　１分権・自治 住民自治活動が旧市内と旧郡部との温度差がある。旧郡部は中途半端では？ 男 50～59歳 阿山 日本

29 　１分権・自治

一般企業では赤字を解消するために取られている方法は人員と給料の削減です。
伊賀市においても市長さんが言われたように市民各自に我慢と辛抱の覚悟が求められています。この赤字を作った責任の一部は議員にもありますが議員からは
反省の言葉がありません。
議員の質疑は近視眼的なことが多く基本的大局的観点に立って居ないように思われます。
大事なことは独立独歩、節約、我慢辛抱です。
・議員の質疑は対案を出すでもなくあまりにも幼稚に見受けられます。議員の資質向上を図るため、議員の定数削減（例えば５０％）と報酬の見直し（月給制でなく
日給制　ボーナス　退職金無し）について住民投票を行えるようにして頂きたい。
・アルバイトを出きるだけ減らし、職員の残業も出来るだけ減らす。
・赤字解消するまで新しい道路と建物を作らない。
人口が増加しなければ町の発展も国の発展もありません。
上記の節約によって捻出できる金額を伊賀市の人口増加に充当して伊賀市を“子供が増える町”“子供を育て易い町”として全国発信していただきたい。
どうぞよろしくお願いします。

女 70～74歳 上野 日本

30 　１分権・自治 学校を卒業してすぐから県外で働いて、住まいのみ伊賀で過ごしているが、まだまだ街はきれいになったもののヘイサ的な考えがあり、住みにくさを感じている。 女 60～69歳 上野 日本

31 　１分権・自治
旧態依然とした市行政では、今後伊賀市は文化・経済ともに停滞する恐れがある。積極的な行政の見直しが必要である。
市庁舎は市全体のことを考え、今の場所ではなく渋滞のない場所への移動を願う。県庁舎周辺やゆめが丘へ。市民全員の声を聞いてほしい。

男 30歳未満 大山田 日本

32 　１分権・自治

問６５　住民自治活動が活発であるについて
住民自治活動の中心場所は地区市民センターです。その市民センターに駐車場がなく、いろいろと行事をする場合駐車場探しが問題となっています。以前住民自
治協議会として駐車場問題を含み移転を請願しましたが却下されました。
今後住民自治活動は駐車場を考えなくてもいいような場所に市民センターを設けて欲しいと思います。

男 75～79歳 上野 日本

33 　１分権・自治
岡本市長に大きな期待をしています。
豊かな市に歴史を尊び更なる発展が出来ます様に市内にすぐれた才能のある人材を登用して、市民の声を実際の市政に行きあたります様にお願い致します。

女 75～79歳 上野 日本

34 　１分権・自治
自治協議会と従来からある区長会が不自然に思う。
自治協議会の運営は、区長が主体となり、自治活動の枝葉を計画推進する事が私たちによくわかるように思います。

女 70～74歳 阿山 日本

35 　１分権・自治 市長の選挙公約はしっかり守ってほしい 男 75～79歳 大山田 日本

36 　１分権・自治
青山地区ですが伊賀市になってから以前とくらべるとすべての事がずい分低下していると思います。
全地域が平等に進んでいくことを希望します。

女 70～79歳 青山 日本

37 　１分権・自治

市長さんが選挙で述べられたように箱物行政に片寄った施策が進められ、再々の再建団体になるような心配をしています。これまでの行政の在り方にメスを入
れ、積極的な施策の見直し、行政改革を推進していただきたい。
また、公共事業を行う場合にあっても単なる機能を求めるだけではなく、自然（自然の共生）、憩い、潤いを感じられるような事業の取組みを考えて欲しい。
行政を推進するのは１人ひとりの職員であり、能力がいかんなく発揮できるよう研修を進めて下さい（有能な職員が能力を発揮できないのは市の損失です）。

男 60～69歳 青山 日本
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№ 分野 自由記入欄 性別 年齢 住まい 国籍

７窓口業務 ８税金 ９職員 １０アンケート １１その他 

38 　１分権・自治
消防署横の無料駐車場の市職員の利用の件ですが、平日は無料で職員が駐車するのは当然とＹＯＵに回答されていましたが、近くの企業へ勤務している人は駐
車代を払って借りています。　市の赤字財政を考えると少しでも駐車代を払ってもらってもいいのではないでしょうか。　市の職員は高給なのに世間に目をむけて一
般常識をもっと持ってほしいです。

女 不明 不明 日本

39 　１分権・自治 本庁の姿はこのままに、支所へばらまきした体勢を考えてもらえればベターだと思っています。 男 75～79歳 上野 日本

40 　１分権・自治
現在の伊賀市役所の場所は、途中渋滞する事が多く、又駐車場がとても狭くて行く度に駐車場の心配をしなくてはなりません。　その上、各事務所が転々としてお
り、とても不便を感じております。　出来れば渋滞の少ない１箇所の場所に全ての各事務所の移転を希望しております。　又災害時でも安全な場所に移転をお願い
致します。

女 70～79歳 伊賀 日本

41 　１分権・自治 高齢化が進むことに関して、特に2025年問題について、市の方針を考えていただきたいとお願いします。 女 70～79歳 島ヶ原 日本

42 　１分権・自治 市と議会で様々な意見ができる雰囲気を作ってほしい。　郡部と市内のルサンチマン（えん恨・遺恨）の緩和をしてほしい。 男 30歳未満 上野 日本

43 　１分権・自治
岡本市長には大変期待しています。　民間経営の手法を積極的に取り入れる姿勢は早くも評価したい。職員の意識が変わると思う。いつでも課題は多くある。優
先順序を明確にして見える改革をスピードをもって実行していただきたい。

男 70～74歳 伊賀 日本

44 　１分権・自治 財政難は分かりますが、市庁舎を建て替えしていただきたいです。 女 30～39歳 上野 日本

45 　１分権・自治

高度医療体制の確立を早急に推進すべき。　整備事業・推進事業など多々あるようですが、真剣に取り組むためのマンパワーが本当にあるのか疑問。　企画倒
れにならないように願いたい。　企画はいつでもだれでもできる　フェードアウトする企画なら、最初からやらないほうが賢明。
整備事業・推進事業・促進事業などの違いが分からないし、各事業の優先順位が全く分からない。
従来のような遅々としたやり方を踏んでいては、いつまでたっても前進はない。　スピード感を持って取り組んでいただきたい。他市（周辺県外各市）に比べ、伊賀
市は何かにつけスピード感覚等が鈍感。

男 50～59歳 阿山 日本

46 　１分権・自治 公園の整備に予算をつけるのであれば、もっと住民に密着した事業に力を注いでほしい。 女 70～79歳 青山 日本

47 　１分権・自治 昨年の議員の贈収賄事件を受けて、今年３月の新議員と新市長でのクリーンな政治を希望します。 女 40～49歳 伊賀 日本

48 　１分権・自治 しがらみのない市政に期待します。 男 30～39歳 上野 日本

49 　１分権・自治
前市長さんのもと、多くのことを決め、動き出したこと、上の方が一人変わるだけで止めてしまう行政が、とても心配。以前からの議員さんは、どんな意見を持って
今までやって来られたのか？

女 60～69歳 大山田 日本

50 　１分権・自治

市長の市政方針にはおおむね賛同しますが、市庁舎の現状維持には反対です。内部の改修や補強をしても１０年後ぐらいにはまた新庁舎の問題が再燃して来る
と思います。６階建てぐらいの庁舎で床面積を増やし、最上階に展望レストラン・土産店などで収容し、観光の一助になればと思う。合併特例債の補助を受けられ
るうちに再考を願います。新庁舎取り消しによる一億余りの賠償金も大きな損失です。市中心部の道路もハイトピア建設以来、幹線道路が狭くなりかえって渋滞す
るようになった。警察やバス・タクシー会社からの進言はないのでしょうか。他は、岡波病院移転の土地提供など。

男 60～69歳 島ヶ原 日本

51 　１分権・自治
合併時に、なぜ旧町名（阿山や島ヶ原など）を残さなかったのか理解できません。名前というものは大事なものです。昔からの名前を奪う必要があったのでしょう
か。今からでも復活できないものでしょうか。上野だけ一部に残っているのも変です。各地域の良いところを持ちよった合併であってほしかったです。

女 40～49歳 上野 日本

52 　１分権・自治
温故知新の言葉のように、古きを訪ねて新しきを知ると言うように、伊賀市が古い歴史を守りつつ時代の流れにあった新しいことと融合するような町づくりを、市長
をはじめ市議会議員が一丸となり、５年、１０年を見据えて頑張っていただきたいと思います。従来の保守的な伊賀市民のものの考え方では、伊賀市の発展はま
ずないと思います。若い者が地元に踏みとどまれるような魅力ある伊賀市になるよう期待します。

男 60～69歳 不明 日本

53 　１分権・自治 新市長さんになって、これからの市の発展に期待しています。高齢者にも若者にも夢のある伊賀市になるよう夢見ています。 女 70～79歳 上野 日本

54 　１分権・自治

いろんな事業をするのもいいと思いますが、まずは市の財政を健全化する方向で考えていただきたいと思っています。今回、市役所の庁舎建設が中止になったこ
とは喜ばしいです。ですが、すでに中央公民館や北庁舎は解体されてしまい残念です。県警なので市とは関係ないのかもしれませんが、現在の丸の内交番もまだ
新しいのに立て替えをしています。これも市庁舎建て替えと関連しているのではないですか。無駄遣いだと思います。なぜ計画の段階で市民投票という形で直接
意見を聞く機会を設けてくれなかったのかと思うと憤りを覚えます。

女 30～39歳 上野 日本

55 　１分権・自治
市役所の場所を郊外に移す話があるが、できれば今のままが良い。もし移すとなればハイトピアなどに市の窓口を設けて欲しい。駐車場は北庁舎跡地でも良いの
ではないか。高齢者や障がい者が使いやすい、交通の便の良いところに窓口を。　子ども、若者と高齢者を比較したとき、圧倒的に高齢者に予算が使われてい
る。次世代を支えていく子ども、若者にも力を入れて欲しい。保育料を安くすることや、若者の働く場所を増やすこと。不登校や引きこもり対策にも予算を。

男 30～39歳 上野 日本

56 　１分権・自治
利用者がほとんどいない施設が多いように感じる。必要最小限の施設、事業を残し、後は市民の主体性に委ねるべき。住民自治を謳う一方、行政事業をスリム化
しないのであれば方向性が定まらないのではないかと思う。住民が主体的に支えようとしない文化、スポーツ、人権等の事業があるなら、それはそのように住民が
選択しているのだから、自然消滅させるべき。行政はあくまで行政機関としてのみ活動して欲しい。

男 30～39歳 上野 日本

57 　１分権・自治
1月５日号広報いが市に掲載の「岡本市長が語る伊賀」の考え方に全面賛成です。期待していますので、着実に押し進めて下さい。
旧上野市管内における施策、催し等種々あるが、支所管内の住民には関心がない。支所管内住民にも関心がもてるように・・・。合併に疑問を持っている住民が多
いです。

男 70～79歳 阿山 日本

58 　１分権・自治 少子化、人口流出は、やはり取り組むべき問題だと思います。名張より勢いがない。名張のほうが発展していると思います。 男 30歳未満 青山 日本
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59 　１分権・自治 岡本栄新市長さんに大いに期待している一人です。頑張ってください。市が住み良い町になると協力いたしました。無駄なアンケートにならない事を切に願います。 女 50～59歳 伊賀 日本

60 　１分権・自治
お金の無駄使いはやめていただきたい。使う所を間違っているのではないか。（ハイトピア、駅前事業を新しくしたり、進めたりするより、名阪インター沿いに観光、
大型ショッピング設備、病院等）

女 30～39歳 上野 日本

61 　１分権・自治
現在の市政、施策は決定されたことでも実施できない消化不良の状態が見られる。決定されたことは市民の合意が一定方向認められたことである。再度の市民
の合意を得るやり方は、先に合意された事に対する不誠実な対応と思われる。施策の実施はスピーディに願いたい。

男 70～79歳 上野 日本

62 　１分権・自治 市職員の数も、市会議員数も多すぎる。　市会議員の給与は日当にすべきである。（市議会のある時と、活動に要する時だけ支払う） 女 70～79歳 上野 日本

63 　１分権・自治

市町村合併後、住所が短くなったのは良くも悪くも思いませんが、旧の町村名がなくなったことにより、地区が全く分からなく、せっかく合併したのに人の交流ができ
てないように思います。やはり、○○地区の○○さんと旧の住所で言う方がまだ多く見受けられます。と言うか、この伊賀市に深く根付いた旧の住所を使わないと
分からない事が多いと思います。
どうか、旧の住所を戻していただく事を熱望します。（一部で使われているようにしていただきたい。）例：「伊賀市青山羽根」、「伊賀市上野丸之内」等

男 40～49歳 青山 日本

64 　１分権・自治 いろいろな面で条例を見直して現在に適応するものにして欲しいと思う。 女 50～59歳 青山 日本

65 　１分権・自治
市の合併により、何事も市内中心で進んでおり、郡部との差別感が増した。市内と郡部の格差を是正してほしい。
・新しい庁舎をつくっても、その中に入る職員が意識改革できなければ何の意味もない。職員の教育をしっかりやり、何でも答えられる能力をもった職員作りを目指
してほしい。

男 70～79歳 伊賀 日本

66 　１分権・自治

住宅団地内は道もガタガタで側溝もくずれたまま、上水道の工事もまだまだいつまでかかるんや！！
住民たちがボランティアで道を直している現状。年２回同じ税金を払っているのに不公平感がある。
公園？芭蕉？模型？そんなもんいりません。無駄です。とにかく伊賀市は閉鎖的で中途半端。
まちづくりの進み具合なんてやっと１７年目ぐらいにして集会所ができたぐらい。変わりません。

男 50～59歳 上野 日本

67 　１分権・自治
５０年後、１００年度の「伊賀市」のため、新庁舎は、現庁舎地以外の敷地が望ましい。（敷地が狭すぎる。）跡地は、「桜の町上野」にふさわしい公園と観光客用の
駐車スペース。新しい庁舎は、旧の６市町村の中心地付近で「ゆめが丘」に建つ日を夢見ています。

女 60～69歳 上野 日本

68 　１分権・自治
市役所の建替えを望みます。町の顔である市役所が薄暗く気持ち悪いうえ、プライバシーも守れないような市役所では、充分な機能がはたされているとは思えま
せん。

女 70～79歳 上野 日本

69 　１分権・自治

言うまでもなく、町を支えているのは人（ヒト）です。
伊賀の地から人が流出するのを無くさなければならない。
生まれた時から教育がしっかりでき、働き、やりがい、生きがいのある魅力的な伊賀に、特徴を活かす取り組みをお願いしたい。伊賀米はおいしいと有名です。お
米だけでなく、農業を大切にし、いつまでも美しい水であっえほしいと思う。

男 40～49歳 青山 日本

70 　１分権・自治

市長さんが変わられて、もっと明るくしてほしいですね。
上野市内ばかりが、発展や何やかんやと関心がいっていて、阿山町や伊賀町などは旧町の時の方が良かったという声が多いです。
もっと自分たちの地域で自由に行事とかがあった気がします。予算もあって町のカラーが出ていた。今は、「これやったらあかん」、「伊賀市になったから」とか、「伊
賀市になったからこれが無くなってしまった」とか、そんなことが多くて市にしばられている気がします。町は町のよさがあったのに・・・。
だから、「阿山町にはこれを発信してもらおう。伊賀町にはこれを発信してもらおう。青山町にはこれを発信してもらおう。」など、もっと他方面から集まって伊賀市ひ
とつみたいになってほしいと思います。

女 40～49歳 阿山 日本

71 　１分権・自治
取り組むべき改革課題に優先順位、行動計画等作成し、まず、市民に提示すること。あれも、これも実行するのではなく、まずはこれをするものを明示してくださ
い。

男 40～49歳 上野 日本

72 　１分権・自治
市の基本理念がはっきりしない。街づくりの方向性が不明。行政のプロジェクトがしっかりと市民に知らされずに進行している事が多々ある。手間がかかるかもわ
かりませんが、回覧が最も住民に近いのでは？ＣＡＴＶは、割とみられていないかも。

男 60～69歳 上野 日本

73 　１分権・自治
国・県の補助金、助成金などをうまく利用して、計画的に進めて欲しいです。何年もかけて計画的に進めてきたものもです。人・地域が輝くとは、活気がある街なの
でしょうか。それならば、今の市役所の建物はどうなのでしょうか。できれば、今の場所で城下町らしい建物にはならないのでしょうか。市職員の方々も士気があが
るのでは。無知な市民のひとりごとです。

女 50～59歳 上野 日本

74 　１分権・自治
新しく岡本市長になっていただいたことを、とてもうれしく思います。今までの無駄をやめて、市民一人ひとりが住みやすい伊賀市になっていくと、とても期待してい
ます。今までの市長にない、都会の空気も分かる、いろいろな人と交わりのあった、若い、さわやかな岡本市長を、心より応援していますので、よろしくお願いしま
す。楽しみにしています。右手骨折のためにうまく文字が書けずに失礼しました。

女 60～69歳 伊賀 日本

75 　１分権・自治 上野城を輝かしてほしい。新しい役所にして、美しい活気のあるように、市民がみんな住みよいのまってます。 女 75～79歳 上野 日本

76 　１分権・自治 もっと支所に権限を与えて欲しい。旧郡部にとっては行政が遠のいている。 男 50～59歳 伊賀 日本

77 　１分権・自治
世の中の企業がどんなに厳しいか、実情を知る必要があるのでは。忙しそうにしている方のほうが親切でした。もっと人員削減できないものか。市会議員も多すぎ
るし給料も下げてもいいと思う。市民の負担ばかりが多い。

女 50～59歳 上野 日本
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78 　１分権・自治

市長は庁舎保存の話ばかりで何がしたいのか良く分からない。ただ保存がしたいためだけに市長になったのか。保存した庁舎をどのように扱うのか、またその維
持費はどうするのか。建て替えのための設計費や人件費など、今まで使った税金を無駄にしてしまう気なのか。そしてさらに庁舎の耐震工事費用まで必要になり、
前述の維持費も含めそれらの税金はどこからまかなわれるのか。役所機能は分担せず、今の場所（丸之内）で、予定通り建て替えが望ましいと思う。保存するな
ら、それに係わる諸経費はどのように捻出するのか、いくら無駄になってしまうのか、残すメリットは何か、きちんと市民に市長からご説明いただきたい。市長の新
しい風には期待しているが、庁舎の事案だけで支持をされたということではないと思うので、もう少し政策を出してほしい。今のままの伊賀市では不安なことがとて
も多い。

女 30～39歳 上野 日本

79 　１分権・自治
旧上野市中心になっていると思う。すべての地域に公平な行政をしてください。若者が住みたくなる町にしてください。青山地区は上野地区と生活圏が異なってい
るため青山町に戻して欲しい。「周辺地域」という呼び方はやめて欲しい。伊賀市に住めて良かったと実感できる日が一日も早く来ることを願っています。

女 75～79歳 青山 日本

80 　１分権・自治 産業建設部が阿山にあるのは不便だ。早急に本庁か本庁近くに戻してほしい。 男 70～74歳 青山 日本

81 　１分権・自治 市長の手腕に期待しています。今までの行政での良くない事はきちんとオープンに公開し、市民に負担を求める事はもっと真摯に説明してほしい。 女 60～69歳 上野 日本

82 　１分権・自治
何の活動をしているのかよくわからない。もっともっと市民全員が関心を持つように改革をして下さい。興味を持てるようになれば若い人も自然に関心を持つように
なる。

男 30～39歳 上野 日本

83 　１分権・自治
市庁舎に関して、ゼロベースにし一切何も残らず、委託金約１億円を市税で支払うのはおかしくないでしょうか？　何年も掛けて議会等で決めてきたことを新市長
の判断で簡単にゼロになるシステムもどうかと思う。行政サービス等の向上には、それなりの施設が必要なのではないでしょうか。

男 30～39歳 上野 日本

84 　１分権・自治
財政難な時に、市役所建替え、交番移転等実施されつつありますが、借金をできるだけおさえていただける方法を考えて、長期を見据えていただきよい結果が出
るようにしていただければありがたいと思います。

男 50～59歳 上野 日本

85 　１分権・自治
開かれた、意見の言える市政を目指してほしい。お金の無い分、知恵やアイディアを出してほしい。
課題が多いのは理解しているので、逃げずにコツコツ進めてほしい。

男 60～69歳 青山 日本

86 　１分権・自治
支所に予算と権限を与えてほしい。もっと前向きに仕事ができると思う。本庁はできるだけコンパクトに、各支所に一部を置いてほしいとさえ思う。会議はテレビでも
何でもできるし、青山地区の南部は、今のままでは名張市に行きたいフラストレーションがたまりっぱなしとなる。
市長が告示翌日に最南部まで来てくれて演説してくれたこと感激しました。頑張ってください。

男 60～69歳 青山 日本

87 　１分権・自治

本当に苦しい人、食べていけない人、家賃を払いかねている人達を優先するのが本当の住みやすい市政だと思う。働いても、働いても税、食べていくのが精一杯
の生活で、どうして笑っていける人生ですか？人間に生まれてきて、いつも下ばかり見て、生活で楽しいこともなく、死を待つ人に夢がありますか。新しい市政を改
革してください。今の市政では弱いものが泣いている。人間だから税金を払うのは当たり前だけど、その前に払えない気持ちもわかって欲しいと思う。市長に面会
を申し込んでも、いつも断られています。

女 60～69歳 上野 日本

89 　２健康・福祉 保育所の存続と児童手当の増額を希望します。 男 70～74歳 上野 日本

90 　２健康・福祉
高齢者に生産活動に積極的に参加させ、伊賀市全体の経済力をアップする。新しい高齢者中心の経済活動のモデルを伊賀市で構築することが全国的に有名に
すること間違いない。

男 60～69歳 上野 日本

91 　２健康・福祉 子育ての環境が一番。でないと伊賀を去っていく。 男 30～39歳 上野 日本

92 　２健康・福祉 子どもがより安全に（医療面など）過ごせますようよろしくお願いいします。 女 30歳未満 上野 日本

93 　２健康・福祉 高度医療の治療を受けれるような、安心して病院に行けるようにしてもらいたい。 男 30～39歳 上野 日本

94 　２健康・福祉
健康診断について、伊賀市の医療機関だけでなく、名張市の医療機関も利用できるようにお願いしたいのですが。伊賀市と名張市が協力もできる取り組みをもっ
と考えてほしいと望んでいます。

女 40～49歳 青山 日本

95 　２健康・福祉 田舎にも老人集う集会場がほしい。病院は一人住まいになると不安に思う。民生委員も訪問に一度も来ない。 女 70～79歳 上野 日本

96 　２健康・福祉
医療については、救急対応がスムーズにできるようにしてほしい。市民病院と私立病院の役割、連携を明確にし、人の命を大切に考える働きをしてほしい。
市民病院は公の病院なので、その責任を重く受けとめ、職員も含め真剣に取り組んでほしい。
あるいは、取り組んでいるなら、それを示してほしい。

女 50～59歳 上野 日本

97 　２健康・福祉
私の住んでいる地域は、子どもが０です。もっと若者達が住むにはどうすればよいのか考えてください。結婚していない者もたくさんいるように思うし、右みても左み
ても80歳を超える人ばかり、私たち60歳台の者を若い者だからと言われます。
伊賀市も町と村があることを思っていただき、過疎化している村がもう少し若い者たちが住めるように考えてください。

女 60～69歳 青山 日本

98 　２健康・福祉 障がい者に対する雇用をもっと真剣に考えるようにしてほしい。　一般企業ができないなら、公的機関に率先して雇い入れるようにしてほしい。 女 50～59歳 上野 日本

99 　２健康・福祉
総合病院（市民病院・岡波病院）の見直しを検討してほしい。（例）紹介状がなければ３，０００円の追加料金が請求される。
緊急時の病院は、地元（近く）で対応できる環境にして欲しい。（命に関わる）

男 60～69歳 伊賀 日本

100 　２健康・福祉 上野総合市民病院の医師、看護師不足 男 60～69歳 大山田 日本

101 　２健康・福祉
郡部の過疎化が進んできています。老人クラブ、いや敬老（70歳以上）の方々が沢山増して、大変な時代になってきていますので、住みやすい郡部にしてほしいで
すね。　過疎地ですので、隣近所のつながりはあるのですが、もう少し市の方も考えていただけたらと思います。

女 60～69歳 大山田 日本
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102 　２健康・福祉 地域の個人の医者に薬づけで振り回され悪くなって運ばれることばかりが多いので市民病院がしっかり医者確保して個人病院へ流さないでほしい。 男 60～69歳 上野 日本

103 　２健康・福祉
今後益々高齢化は進む。ネット環境等を充実させ老人の衣食住環境整備整備を重点にしてほしい。
岡本新市長へ
期待しています。頑張ってください。

男 50～59歳 大山田 日本

104 　２健康・福祉
若者の雇用の場を増やしてほしい。
医療をもっと充実して頂きたい。
高齢者が安心で充実した生活を送れる環境を作ってほしいと思います。

女 60～69歳 上野 日本

105 　２健康・福祉 救急医療の問題・医師不足も考えてほしいです。 女 50～59歳 阿山 日本

106 　２健康・福祉
子育て支援センターにおばさんがいてほしい。
話しやすいし、子育ての経験者の方がいいと思う。

女 30～39歳 青山 日本

107 　２健康・福祉 生活保護の実態を再精査して頂き、切れるものは切って頂きたい。 女 70～74歳 上野 日本

108 　２健康・福祉 高齢者の医療に新市長さんの正しい意見を期待しています。 女 75～79歳 阿山 日本

109 　２健康・福祉
市民病院の存続に力を入れて下さい。
昔の様にすべての科が毎日受診できるような総合病院にもどして下さい。
低額で利用できる老人ホームを作って下さい。

女 60～69歳 上野 日本

110 　２健康・福祉
市民病院の充実をお願いします。
救急で病院に行く時間の短縮を。
看護士の採用をいろんなパターンでして子育てをしている期間はゆうずうできるような勤務にするとか。

女 70～79歳 上野 日本

111 　２健康・福祉 問１～４に　力を入てほしい 女 30歳未満 上野 日本

112 　２健康・福祉 今のところ特にはありませんが、やはり子どもさんが減っている事は少し心配です。 女 40～49歳 青山 日本

114 　２健康・福祉 健康保険料が高い。　さげてほしい！ 男 70～74歳 阿山 日本

115 　２健康・福祉 福祉ですが、高齢者の一人暮らしです。　通院がバス・電車を乗り継ぎで行ってます。　福祉の見直しをしてほしいです。 女 75～79歳 青山 日本

116 　２健康・福祉
上野市民病院の優秀な医師の充実と最先端治療が可能な設備の拡充と、その技術の習得ができる環境作りを要望いたします。
昨年、近所の方で大怪我をして、名張市民病院に搬送しようとして電話連絡したところ、伊賀市の住民は治療できないと拒否された苦い経験があり、市民病院の
医師の充実と技術のレベルアップを望みます。

男 70～74歳 伊賀 日本

117 　２健康・福祉
子育てがしやすくなるような市政をお願いしたいです。保育施設の充実や企業の職場での仕事と子育ての両立。　介護施設の充実をもっとしてほしい。大型病院と
の連携など。

男 30～39歳 大山田 日本

118 　２健康・福祉
主婦が外に出て働かなくても、夫の給料だけで家族が生活できるようにしてほしい。そうすれば安心して子どもを産み育てる社会が出来、少子化に歯止めがかか
り、子どものいじめも少なくなります。　看護・福祉などの医療費を減らす努力をし、他に税を使用する。

女 50～59歳 青山 日本

119 　２健康・福祉 高齢者の増える中、健康に日々送れます様、体操等市から進んで各地域で行動を起こして頂き、参加出来るよう体勢をとってもらいたい。 女 70～74歳 上野 日本

120 　２健康・福祉

障がいのある者が暮らしやすく、就労できやすくして欲しい。障がいのある娘が我が家にいるのですが、特別支援学校を卒業したら、次に行けるところは、一般の
人とは違い就労しかないので、一人でも多くの障がい者が楽しく働いていける環境が欲しいです。障がいのある子ども以外に、この４月から下の子どもが桃青の丘
幼稚園に入園するのですが、車の免許がなく通学が大変。出来れば通学バスが都会みたいにあると助かるのですが。できれば助けてほしいです。伊賀は雪の時
もあるので。また。子どもが夜中に高熱を出しても応急診療所が午後１１時には終わってしまっていてとても困っています。出来ることなら、夜中利用可能にしてい
ただけると安心なのですがどうにかなりませんか？田舎だからだめなのでしょうか？

女 40～49歳 上野 日本

121 　２健康・福祉
救急（重症）患者の受け入れ、当番医指定になっていても、当日専門医不在のため、他病院を探し、結局時間が経ち、そして遠方へ行くことになる。近くの上野市
内で対応できるよう願いたい。

男 70～79歳 阿山 日本

122 　２健康・福祉 高齢者が生き生きと過ごせるよう、健康、レクリエーション等、市が一体として取り組んで講座を開設して欲しいです。 女 70～79歳 大山田 中国

123 　２健康・福祉

保育園のこと、本当にお金がなくて働かないといけない人が、子どもを預けれず（未満児）仕事ができない。市民税、年金を払えない。幼稚園に通わせても、その仕
事できるやろって思う人でも、保育園に通わせている。園長や市の職員と仲が良かったりすると、入園の難しいと言われている未満児でも入園していたりする。以
前、パートの仕事が決まりかけてた時、役所へ相談に行ったら「他にも預けたい人はたくさんいる。正社員で内定をもらってきたら入園させれるけど、パート・バイト
は無理です」と言われたことがあった。本当に言われた。このご時世、どこが正社員で働かせてくれんのや。って言うてやりたかった。自営業やから不利、とか、全
然住民に優しくない。

女 30～39歳 上野 日本

124 　２健康・福祉 病院、大きな病院（岡波）が１箇所では、患者の集中がありなかなか診てもらえない。市民病院の充実した活用を望む。 女 60～69歳 伊賀 日本

125 　２健康・福祉 医療機関の充実　市民病院に良いお医者さんを呼ぶこと。救急の場合、市外に搬送されることが多いと聞いているが、特に高齢者は心配だ。 女 75～79歳 上野 日本
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126 　２健康・福祉
放課後児童クラブを利用するときの小学校のおやつは、放課後児童クラブで用意してほしいです。また、利用料金をもっと安くしていただけたら利用しやすいと思い
ます。（現在は、利用料金が高く、おやつやお茶は家から持参しています。）

女 40～49歳 不明
ブラジ

ル

127 　２健康・福祉

子育て支援センターの後の子どもの受け皿をつくって欲しい。就学後の長期休暇等、子育ての負担軽減を図ってください。場当たり的な支援でなく、長期間安定し
た対策をお願いします。
少子高齢化社会を少しでも解消すべく、子育て支援に力を注いでください。
保育園も足りません。高齢化社会のツケを子ども世代にまわさないでください。

女 40～49歳 島ヶ原 日本

128 　２健康・福祉 年金者より、生活保護者の方が毎月の収入が多いのはおかしい。その不公平を考えてください。まじめに生きている者が損をする世の中であってはならない。 男 60～69歳 上野 日本

129 　２健康・福祉 医療(緊急時）の充実に注力願いたい。救急車が到着しても受け入れ病院が決まらず、いたずらに時間を経過してしまう事態に２度も直面した。 男 70～74歳 阿山 日本

130 　２健康・福祉 市民病院の赤字経営体質を何とかしてほしい。市民の血税を有効に使ってほしい。特に市民病院への税金投入の額が大きすぎる。 男 40～49歳 上野 日本

131 　２健康・福祉 医療の充実　鈴鹿、四日市、津地区に比べて極めて少ない医療施設です。市民病院、救急対応をもっと充実させてほしい。 女 50～59歳 青山 日本

132 　２健康・福祉 年齢的なこともあり、充実した病院がないことが大変不安です。 女 50～59歳 上野 日本

133 　２健康・福祉 まだまだ子育て世代な為、やはり子どもに関する取組みには何かと力を入れて欲しいと望みます。　子どもを安心して育てられる環境作りを・・・。 女 40～49歳 伊賀 日本

134 　２健康・福祉 高齢者にて程々の支援をお願いしなければなりません。　よろしくお願いします。 女 75～79歳 青山 日本

135 　２健康・福祉
心臓病の娘と暮らしています。何かあったときに伊賀では助かる命も助からないと毎日心配しながら過ごしています。　ひっこしも考えています。どうにかして下さ
い。

女 30～39歳 上野 日本

136 　３生活・環境 川上ダムは伊賀地域の治水・利水両面で不可欠な施設ですので、早急に着工するよう国に対して申し入れを何度でも行ってください。 男 50～59歳 上野 日本

137 　３生活・環境 ごみの収集をきちんとして欲しい。 女 70～74歳 阿山 日本

138 　３生活・環境 住みやすい環境を作って下さい。若者が新しく住もうと思っている方たちの場所は片寄っていると思います。中心部以外の地域の活性化をお願いしたいです。 女 30歳未満 上野 日本

139 　３生活・環境
災害時の対応が速やかに出来るよう考えて欲しい。道路の通行規制、避難場所の確保（今のままでは避難できない）、早く本部を設置、連絡網の確保。今のまま
では？無理！！！

男 50～59歳 上野 日本

140 　３生活・環境 外国人に対して、どうしても怖いという偏見があるので、交流会（異国の料理教室）などを開いて欲しい。 女 30歳未満 上野 日本

141 　３生活・環境
まちを美しくするのは、お金をかけなくてもできると思う。まず、ゴミをなくす。ゴミをさせない。シティマラソンにも沢山参加しているが、時々ゴミひらい作戦とかして、
子どもから大人まで参加してもらう。このようにして、自分達のまちをきれいにするとか。

女 50～59歳 上野 日本

142 　３生活・環境 丸之内の火事ですが、もっとスピードよく消火できなかったものですか。 女 70～79歳 上野 日本

144 　３生活・環境

東日本大震災の被災地の廃材やゴミの受入れには、断固反対です。伊賀南部環境衛生組合の処理施設は伊賀市内に立地しています。今でさえ、名張市内のゴ
ミはすべて伊賀市内に運んできて処理しているのに、被災地のゴミまで持ち込まれたら地元住人や周辺住民、伊賀市民にとって、迷惑千万です。
被災ゴミの持ち込みは、間違いなく伊賀市の住環境の悪化につながります。放射能やダイオキシン等による農林産物のイメージダウン、処理施設の老朽化の進
行、故障の原因、産廃トラックの通行による道路舗装の傷み、騒音、交通の悪影響等々上げればきりがなく種々のことが想定されます。
岡本市長の力で被災地のゴミ持込反対を決定して下さい。そして、伊賀市民の子や孫が安心して住み続けられるまちづくりを進めて下さい。

女 50～59歳 上野 日本

145 　３生活・環境 福島県など東北のガレキは、安全であることが確認できるのであれば受け入れるべきと思う。オープンな議論を何度も繰り返し、双方の意見を聞くべきかと思う。 男 50～59歳 上野 日本

146 　３生活・環境

東南海地震が来るといわれている今日、危機管理体制の確立が重要になってきますが、伊賀市では津波は大丈夫という思いで、市民としては日ごろの備えが十
分できていないように思っています。　何年か前に、どこの地区はどこへという避難経路や避難場所が示されていたと思うのですが、今はどこへどのようにして行け
ばよいのか全然わかりません。　耐震の建物に備蓄もあるのでしょうか？
高齢者の増加で体の不自由な人が車椅子や杖などで行き来することが多くなってきています。　道路が狭く押して歩くにも危険です。　障害者用トイレの設置も少
ないので探すのが大変です。
生ごみを肥料にする（甲賀市）取り組みはどうでしょうか？

女 60～69歳 上野 日本

147 　３生活・環境 水資源やゴミ処理等環境や自然の保全に力を入れ、生活水準はやや低くても良いから安全で安心して暮らせるように取り組んでいくことが大切だと思う。 男 50～59歳 島ヶ原 日本

148 　３生活・環境
住みやすく毎日の買い物が近くで歩いていけるようになれば良いと思います。出来るだけ住んでいた家で生活できる様にやはり自宅が良いと思います。
とても大変ですね。

女 40～49歳 上野 日本

149 　３生活・環境
市内の渋滞についても一つは今の市役所前市駅信号器はもっと考えてほしい。踏切りの信号が赤の時は役所前の通り西東方行は直進又は左折を有効に通行出
来るように考えられないものか？

男 70～74歳 上野 日本

150 　３生活・環境 消防団員の金銭的な圧迫が団員を減少させる原因の一つとなっていると思う。 男 30～39歳 青山 日本

151 　３生活・環境 防災対策河川の整備 男 70～79歳 上野 日本

152 　３生活・環境 ごみの分別について、可燃・週２、不燃・プラ・ビン・カン・週１回にしてもらいたい。 女 30～39歳 上野 日本
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153 　３生活・環境 火事の時の対応もっと早くならないのですか　西大手の時は２０分かかったとか　丸の内の時の水の出とか 男 70～74歳 上野 日本

154 　３生活・環境 国道１６３　津へ行く道ですが、子どもたちが学校へ行くのに自転車通学していますが、歩道もなく危険です。　　街灯も少ない　交通事故がおこらないか心配です。 女 70～74歳 大山田 日本

155 　３生活・環境 焼却場の汚染があるかないか近隣の住民に迷惑がかかっていないか知りたいものだ。 男 70～79歳 伊賀 日本

156 　３生活・環境 犯罪の取締りを強化してほしい。　観光地の発展にもっと取り組んでほしい。　道路をスムーズに通れるようにしてほしい。　外国人との交流を盛んにしてほしい。 女 30～39歳 上野 日本

157 　３生活・環境
印代交差点からアピタへの道（パチンコダイナム前）近くに、城東中学校もあり、アピタ等への利用交通量が多く、交通事故（死亡）も多い。街灯、道路整備をして欲
しい。

女 40～49歳 上野 日本

159 　３生活・環境 震災がれきを持ち込まないでください（放射能はいやですね）。市議会議員を少なく（５～６人ぐらい）したらどうですか。 女 50～59歳 上野 日本

160 　３生活・環境
西大手から北へ通じる道路、大型車が頻繁に通ります。あの工事は本当に大丈夫ですか？橋げたは耐えられますか？地震対策されていますか？地震の時の危
険場所に指定されていると聞きます。命がかかっています。是非とも調査してみてください。後からでは遅いです。できるだけ早くお願い申し上げます。

女 60～69歳 上野 日本

161 　３生活・環境 岩手ゴミ、受け入れは子ども達のことを考えると絶対反対です。 女 60～69歳 青山 日本

162 　３生活・環境 空き家・空き地・耕作放棄地の問題が野良猫の自然繁殖によるフン害が多発している。環境美化に力を入れてほしい。 男 70～79歳 伊賀 日本

163 　３生活・環境 ごみの分別をわかりやすくしてほしい。老人家庭などはわかりにくいので出すのに困っています。 女 70～79歳 上野 日本

164 　３生活・環境

昔ながらのお祭りや山、川、畑、田んぼなどの自然にも恵まれ、そんな伊賀から出られず、結婚後下友生にすんでいます。隣近所の方も温かく、悪い人はいない
のですが、ただ、生活している中で苦痛に思っているのが、野焼きです。せめて洗濯物がほしてある時は声かけをするか、日や時間を決めてほしいです。とても隣
の人には伝えられず、主婦友達も同じようにずっと悩みとともに、怒りをこらえています。若い人たちが発言する場がないのが少し困ったところです。地域の集会な
どで言いにくいと思いますが、もっと若い人たちからのアンケートなどもぜひ取り入れてもらえるような伊賀市であってほしいと思います。よろしくお願い致します。

女 40～49歳 伊賀 日本

165 　３生活・環境

・上野東ＩＣから市民病院へ行く信号で、病院側の信号を感知式にしてほしい。車が１台も来ないのに長い間待たされることが多い。
・道路上のマンホールの位置がちょうどタイヤと重なるので、極端にセンターラインに寄って走る車が多いし、寒い日や雨の日などは、マンホールの上を車で走ると
滑ったりして危ない。
・上野市駅近くの踏み切りで、電車信号の関係で渋滞がひどい。
・主に、土曜・日曜は、いろいろな所で、信号渋滞が起こる。アピタの近くなど。

女 30歳未満 上野 日本

166 　３生活・環境
交通渋滞でイライラ感じることがある。例えば、伊賀市役所前、信号が長い。待ち時間が長い。電車が通っているため仕方ないかもしれないが、交差点信号を何と
かして欲しいです。　ゆめが丘の住宅内、アンドンは明るいが、道中電灯（街灯）が暗い。白線が消えていて、走行しにくい。道案内表示が少ない。暗いところがたく
さんあり、明るくして欲しい。

男 70～79歳 上野 日本

167 　３生活・環境 交通の不便が多く、また、事故も多い。通行できる歩道のついた橋、安全に通える道づくりをして欲しい。最近事故が多い。 女 40～49歳 上野 日本

168 　３生活・環境 信号の右折を増やす　①赤坂の交差点（時代屋の東）　②平野の交差点⇒右折信号がかわるのが速い 男 40～49歳 伊賀 日本

169 　３生活・環境 ゴミの夜間回収はどうでしょうか。防犯・カラス・放火防止など。。。 女 30～39歳 上野 日本

170 　４教育・文化
全部求めていることができないことはわかっているので、取捨選択をして実現してほしい。とりわけ、人権の尊重、差別の撤廃のための動きをつくってほしい。子供
たちは学校で勉強しているのに、社会が変化しないようでは伊賀市の未来は暗い・・・　子供たちの見本になる大人のいる伊賀市にするべき。　ただ、支所ごとの人
権の集いや、支所ごとの同じような取り組みなど、削るべきところはしっかり削ってほしい。

男 30～39歳 上野 日本

171 　４教育・文化
国存の文化が世代に引き継がれ子供も老人も楽しんで住みやすい明かるい町づくりをお願い致します。豊かな歴史や文化芸術に育まれた伊賀の地を全国にア
ピールし、誇をもって住める伊賀市をめざしてほしく思います。

女 75～79歳 上野 日本

172 　４教育・文化 城東中学校に行く途中の道に街灯が少ない。クラブで遅くなった時にあぶない。 男 40～49歳 上野 日本

173 　４教育・文化
統廃により、中学校や小学校が合併されているが、地域住民の意見をないがしろにされた計画である。生徒や児童数の減少は分かるが、利便性を考えた学校用
地を選んで欲しい。

女 50～59歳 上野 日本

174 　４教育・文化
子どもの数が減ってきたように感じられる。自分が子どもを産んだときに、保育園や小学校などが無くなってしまっているのではないかと思う。自分や自分の親が
通った学校が無くなってしまうのは悲しい。

女 30歳未満 伊賀 日本

175 　４教育・文化 保育園の料金が高い。西小学校の校区の見直しをして欲しい。 女 60～69歳 大山田 日本

176 　４教育・文化
教育費が生活費を圧迫しています。なんとかならないでしょうか。子どもの教育を他市、他県より高度にし、全国的にも高位になれるようにすれば、将来豊かな町
になると思います。その為にも、充実した教育環境と、教育費の支援をお願いします。

男 40～49歳 青山 日本

177 　４教育・文化 地震に弱い校舎に子どもを通学させている気持ちを分かってほしい。早く直してほしい。 女 30～39歳 阿山 日本

178 　４教育・文化 校区再編は再考してほしいと思います。　地域に学校や子どもがいなくなれば過疎化が進むと思います。 女 50～59歳 上野 日本

179 　４教育・文化
市民に差別のない明るい町づくりがどうして必要なのかを浸透させるべく取り組みを！！　どの施策も基本には”人権”があるということを市職員をはじめ市民が自
覚できるようにしていきたい。

女 40～49歳 伊賀 日本
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180 　４教育・文化
教育はかなり厳しい現状だと思います。　子供の数の減少にあわせ、統廃合はしかたないように見せて、それだけ別地域から通学する魅力がないことや、通学に
不便な場所だということだと思います。

男 40～49歳 上野 日本

181 　４教育・文化 学校や体育など声聞くだけでなく現場を見に行き、目でたしかめて指導してほしい！ 男 60～69歳 上野 日本

184 　４教育・文化 次代の伊賀市を担う子どもたちの教育（学校教育、家庭教育、地域教育）にお金を使ってほしい。 男 40～49歳 上野 日本

185 　４教育・文化
文化都市協会は「興行会社のような組織」になったのか！
文都運営に携われている方々で初期のメンバーが今も組織の中枢におられるが、長く居すわって硬直化しているので辞めてもらってください。
解体されてはどうですか！職員の天下り用につくったのですか…

女 70～74歳 上野 日本

186 　４教育・文化
学校の統合問題早期検討。
真の伊賀市を立ち上げて頂きたい（今は名だけの統合）

男 40～49歳 上野 日本

187 　４教育・文化 廃校の使途を説明して欲しい。 男 40～49歳 上野 日本

188 　４教育・文化 都会で行われているサービスを目指してほしい。　文化・教育関連の充実をのぞむ。 男 40～49歳 青山 日本

190 　４教育・文化
阿山の小学校の統廃合、今だけのことにとらわれず、先のことまで考えて統合してほしい。　スクールバスに関しても、現在親や地域の人のお世話になっている
が、バスを利用することによってそれも軽減できると思う。　また伊賀市とは名ばかりで、結局昔の市町村のままであると思う。境目をとりはらうことも大事、イベント
にしてもそのままである。

女 50～59歳 阿山 日本

191 　４教育・文化
各学校に学童を作って下さい。働く母にとって学童は必要です。　街中ばかりにぎわっても、街の外を外れると買い物もしにくく、バスも少なく、年配者は大変な思い
をしています。　学校の合併の話も早く決めてください。市長がかわったから今まで年月をかけて話し合ったことを白紙にするのは市民の意見を無視する行為で
す。

女 40～49歳 上野 日本

192 　４教育・文化
教育について、①日本の国を郷土を大切に愛し、戻るという懸念を教える。
②子どもを社会のルールを守る子どもに育てる。
③小さい時、親と子、家族とのふれ合いを大切にする家庭教育しつけ等、愛情ある家族の絆を作り、明るく元気な子どもを育てる。

女 75～79歳 上野 日本

193 　４教育・文化 相変わらず、よそ者あつかい、上高閥がある。それ程すぐれた校区でもないのだから、もっとオープンにすべきである（市役所関係は良い） 女 75～79歳 上野 日本

194 　４教育・文化 中学校、小学校の統合などは特に住民に時間をかけて納得してもらえるまで話し合うべきと思う。教育委員会は特に考えてほしい。 女 60～69歳 上野 日本

195 　４教育・文化 伊賀市内の中学生が安心して進学できる高校の拡充を計るべきです。 女 50～59歳 青山 日本

196 　４教育・文化 市民展等の選考基準が片在化しているように思う。　もっと広い心で、、 男 50～59歳 上野 日本

197 　４教育・文化

大きな支所と小さな本庁、これがH16合併時のベース。　そこへ戻って人事、財政などを考えていただきたい。　合併特例債があるからといって、自分のお金じゃな
く、税金を湯水のごとく使うのはどうか。
校区再編、上野市分は行った。それも新しい箇所に立てる方向で（名張は２校⇒１校にするとき、今ある１校を使った）、伊賀市は新しい所へもっていった。２校⇒３
校という形（残った２校のあとの使い方もわからず方向を示さず。お金がない⇒だからこそ説明にいくべき）　それと情報公開⇒情報提供⇒情報共有までもっていっ
ていただきたい。

男 60～69歳 伊賀 日本

198 　５産業・交流 企業の誘致を行い、地元の若者が地元で働ける環境を作ってほしい。 男 40～49歳 上野 日本

199 　５産業・交流

合併前の旧市町村区域に現時点でもとらわれすぎ（市も住民も）　特に観光事業　限られた予算では集中して整備しないと全体の活性化につながらない。　まず上
野（市街地）付近の観光施設（駐車場、トイレ、商店街）を充実し、観光客を呼び込み、伊賀の認知度を高めることが重要。　そうすれば他の地域へも自然に観光客
を増やせる。　各地元の有力者等の顔色をうかがった行政では他府県市に遅れをとる。伊賀には秀でた観光財産（施設、環境、歴史、人々等）が多くあります。
それらを壊すことなく活かす市政をおねがいします。

女 60～69歳 上野 日本

200 　５産業・交流
若者の正社員の働く場が減っています。もっと雇用を増やして下さい。そんな中の年金を払えない若者が多い。それは高い（１万５千円）からです。なんとかして下
さい。将来が不安です。

男 30歳未満 上野 日本

201 　５産業・交流
職員の方のおもてなしの心をもっと前面に出して下さい。伊賀上野の観光をもっともりあげて貴重な文化・風土を守って下さい。意味のない建物（ハイトピア）はいら
ないです。住民の方の健康、生活を第一に考えて下さい。市民税、水道代、他市より高いのは納得できません。

女 75～79歳 上野 日本

202 　５産業・交流 また観光客がまた来たい又は友達にも勧めることができる町づくりが活性化の一番の武器だと思う。なので町の整備により一深の力を入れてほしい。 男 30歳未満 上野 日本

203 　５産業・交流
今後というかすでに手遅れな気もしますが、観光地としての伊賀上野を残したいのであれば増改築する建物に対して規制をつけるべきではなかったのだろうか？
全域でなくても城下町とされる地域の建物は瓦屋根で統一すべきだし、明らかに四角く近代的な建物が日本建築の中に出来るのは不自然だし、通りから見ても不
細工ではないだろうか？愛宕神社からの通りを北上してみれば最近そういった家屋が増えたように思う。万町の筋も同様だと思う。

男 30歳未満 上野 日本

204 　５産業・交流
伊賀市には芭蕉・忍者、古い城下の街並み、伊賀の味（でんがく等）など全国に発信できる素ばらしい財産があり、それをうまくPRし、多くの観光客がくる街になっ
てほしい。大流行のご当地B級グルメできたらいいな！（伊賀米、伊賀牛、でんがく）

男 50～59歳 上野 日本

205 　５産業・交流
市長も変わりましたので、大いに期待しています。お城、芭蕉さん等歴史のある文化をいかしつつ伊賀牛のブランド力も高めて、観光地としても大いにPRして趣の
ある重厚な町造りをしていただきたいと思います。

女 60～69歳 上野 日本
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206 　５産業・交流 若者の地元離れをくい止めて欲しい。 男 30歳未満 島ヶ原 日本

207 　５産業・交流
伊賀市は様々な「良い資源」をもっていると思うが、それらが充分に有効に活用されていない。観光客を増やし、若い世代を増やし、活気ある地域としていくには、
既存のしがらみにとらわれない大胆なアイデアの採用が必要である。

208 　５産業・交流 地元で就職したいが、魅力的な企業は少なく不安を感じる。 女 30歳未満 伊賀 日本

209 　５産業・交流
そして現在の庁舎の駐車場を整備して、観光客の無料駐車場に解放すれば、忍者フェスタのときにも困らないと思います。観光都市を目玉にするならば、まずは
受け入れ体制を整えるのが大切ではないでしょうか。

210 　５産業・交流 転作の確認方法の見直し（大豆でも植えただけでOKなのか？収穫しているか確認すべきだ。自治会任せはどうか）。 女 50～59歳 阿山 日本

211 　５産業・交流
せっかくハイトピアが出来たのに、いつも駐車場は満車で施設を利用したいがあきらめている。新しく駐車場が出来たみたいだが、場所がわからない。また横断歩
道を渡らなければいけないそうなので、雨の日は利用しづらい。

女 30歳未満 上野 日本

212 　５産業・交流
・上野中心部ばかりお金をかけるのをやめてほしい。
・もうかる農業を考えてほしい。米作りも赤字

女 30～39歳 阿山 日本

213 　５産業・交流

私は、現在大学生で県外の大学に通学していますが、伊賀市は本当に魅力的だなと改めて実感しました。友人に地元を紹介する時も、観光だけでなく、食や自然
についても誇ることのできる、すばらしい地域だと思います。そうした、資源を活かした活動を活発にしていただきたいと思います。一方で、周囲の地域との連携も
大切だと思います。地理的に隔絶しやすいですが、交通機能を活発にし、より便利に快適に過ごしたいです。また、就職活動についても他県へ流れてしまう傾向が
強く感じられます。「ここで働きたい」と思わせるような政策、地域振興を実施してほしいと思います。

女 30歳未満 阿山 日本

214 　５産業・交流
森林の環境確定や間伐など森林整備を大規模に今の時期に行わないと世代交代によって問題が多くなることや、洪水による下流地域での悪影響が出てくると思
われるので、対策を講じるべき。

男 50～59歳 青山 日本

215 　５産業・交流
・観光資源の豊かな伊賀市ではもっと他地域から観光客が来やすくしてほしい。
・車社会に合った駐車場又、駐車場からのアクセス（シャトルバス）、観光バスの駐車場を多くする。
・シルバー人間が働ける場所を増やしてほしい。

男 70～74歳 上野 日本

216 　５産業・交流
・高齢化が進む農山村地域に地域の施設管理に必要な補助金を充実すべき（市の独自で）。
（例：地域の排水路に堆積した土砂排除）

男 70～79歳 上野 日本

217 　５産業・交流
企業の誘致・雇用の需要を増やす（人が集まらなければ、発展や次のことができないと思う）
土台作りをしっかり行い、医療を充実させ、周りの市や他県がうらやむ街作りを行って欲しい。

男 30歳未満 上野 日本

218 　５産業・交流
青山町ははしっこで何ごとも届が悪い。　上野市の中心ばかりでなく気配りがほしい。　大型店を増やすと昔からの商店がなくなり老人の人が困っている。　昔の商
店を大切に。

女 70～79歳 青山 日本

219 　５産業・交流
伊賀は良い資源（観光・特産品など）を持っていると思いますが、いまいち使いこなせていないと思います。特に忍者、伊賀牛はかなりイケると思います。　是非押
して押して売出してほしいです。

男 40～49歳 上野 日本

220 　５産業・交流
城下町を生かした美しい町づくり。一部の商店だけでなく市民全体が参加できる伊賀上野の町づくり
駐車場や交通のアクセスなど
※ハイトピアをもっと市民にうける場所にしてほしい。

男 50～59歳 上野 日本

221 　５産業・交流 街中だけではなく、中心部から離れた地域ももっと活性化する取り組みを。 男 60～69歳 上野 日本

222 　５産業・交流 柘植町にスーパーがない。１軒ほしい 女 80歳以上 伊賀 日本

223 　５産業・交流
私の地域は、限界集落になっております。介護の充実とともに私自身も含めて６０歳前半の雇用の創出を考えてもらいたいと思います。福祉、介護での雇用の増
大。伊賀の地にある伊賀米、伊賀牛等のブランド宣伝により、とにかく、若い人達の雇用。６０歳前半の雇用の創出拡大をお願いします。

男 50～59歳 伊賀 日本

224 　５産業・交流 人口が１０万人に満たない伊賀市では難しいかもしれませんがアウトレットやコストコ、イオンモールなどの商業施設の建設や誘致をして頂けたら嬉しいです。 女 30～39歳 島ヶ原 日本

225 　５産業・交流
銀座通りは道幅が広くなり便利になったが、伊賀市の税金で建て替えられたお店などはあまり活性化されていないと思うし、ハイトピアの駐車場も非常に狭く不便
で設計にミスがあると思う。

男 30歳未満 上野 日本

226 　５産業・交流 若い子達がもっと伊賀にとどまって仕事をし、生活していける環境が整うといいのになと思います。 女 40～49歳 上野 日本

227 　５産業・交流
町での買物時駐車場が無いため人が集まらない。まるで住宅街の様です。
土日休日周辺のスーパーに行って買物や食事をする傾向です。

男 75～79歳 上野 日本

228 　５産業・交流

伊賀へ観光で来たと思われる人達の表情を見ていると、「つまらない」「他に行くトコ無いの？」的な顔をしている様に思える。
観光整備をもっと行なうべきではないか？
先ず芭蕉さんに頼るのは止めるべき。県外で「伊賀は芭蕉のふるさとです」と言っても誰も興味を示さない。芭蕉が活躍したのはあくまで旅路に於いてである。それ
よりも全国的に認知されている「忍者」に関するものをもっと増やすべきだと思う。施設でもイベントでもいい。
それから、はやりのB級グルメも開発（募集）するべき。名張に伊賀牛を使ったものを先に開発された（先を越された）ことに対し危機感を持つべきである。

男 40～49歳 上野 日本
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229 　５産業・交流
保守的な守りの商法では観光の町おこしとしての力は弱いと思う。上野の町へ行けばサムライが居るとかこの通りを通るといつも名物のサービスがあるとか、もっ
と目を引く“わぁ”と思うような取り組みに対するパワーが必要だと思う。赤字だとケチってばかりでは上昇することはむずかしいと思う。

女 50～59歳 上野 日本

230 　５産業・交流
せっかく「忍者のまち」なのに、ちっとも生かされていないように感じます。　４月の忍者フェスタなど、もっと大規模に行ったほうが良いし、天神祭も素晴らしいのに、
遠方から見に来ても翌日お城に行っても何も行ってないし「ファミリー」が楽しめるイベントになればいいのに。　観光の街としてにぎわえば良いと思っています。

女 30～39歳 上野 日本

231 　５産業・交流
市の中心部は潤っているが、周辺部では過疎化が進み若者が住まなくなっている。　６０歳以上の方が４５％位になっている所も多い。　ある会合で質問に対し、
「まずは中心部の発展が大事　地域の事は今のところ何も考えていない」と馬鹿げた市の職員がいたが、それは本音であろう。

男 70～79歳 大山田 日本

232 　５産業・交流
市内の街並が少しずつ空家が増えている現在、市としてなにかなされていますか？
伊賀市全般を見ても活性化なされていないと思います。

男 70～79歳 上野 日本

233 　５産業・交流 もう少し若者が働ける環境作りに力を入れてほしい。　若者の意見をきいて案などに組み込んでいってほしい。 女 30歳未満 上野 日本

234 　５産業・交流
もう少し活気がある市にしてほしい。　せっかく観光客の人が来ていても、食べるところも休むところもなく、ただ歩いているだけみたいで気の毒に思うことがある。
せっかく名物とか伊賀焼とかがあるのに、ばらばらだし、できたら1箇所にお店を集合して見て頂きたいなと思う。
市内の道も、予算がありましたら寺町を通っているようなベージュ色にしてほしいなと思います。

女 60～69歳 上野 日本

235 　５産業・交流

市長さんは観光に力を入れてくれるそうですが、自分がよそ（他所）から上野に観光に来た時どのように思われますか。　まず市駅で降りてお城へ行きます。　次は
だんじり会館へ行きます。次は・・・　もう遠くて歩いて行くに気なりません。　くみひもセンターも興味はあるけど遠いし・・・　伊賀焼きの店も今ひとつだし・・・　忍者
の宣伝は立派ですが来て見れば今一つの感じだと思うのですが・・・　商工会の人ももっと力を合わせて知恵を出して事を運ばないと行事をこなしているだけではと
思います。若い人が外（市外）にでなくてもよい様な環境作りを考えて下さい。

女 70～74歳 上野 日本

236 　５産業・交流
市北庁舎がなくなったのは残念だ。無くなったのは事実ですので、ハイトピアの市政としての有効活用してほしい。ハイトピアへ来る人を増やしてほしい。　合併は
本当にメリットがあったのでしょうか　　観光に力を入れてほしい　おかげ横丁で組みひも屋や伊賀酒の店がはやっているのおかしくない？　新天地などもっと改良
して伊賀の店を出したらはやると思うが。　組ひも、田楽、いちご大福、伊賀牛、酒、コロッケ、忍者、でっちようかんなどいっぱいあります。

男 40～49歳 上野 日本

237 　５産業・交流 もっと観光客が楽しくなるような街づくりをして欲しい。 女 60～69歳 上野 日本

238 　５産業・交流
農林業が観光でもっと外部から人が来て、活発になって欲しいと思います。お年寄りが、気軽に、自由に、仕事、作業が出来る場所が、もっとあって欲しいと思いま
す。

女 60～69歳 伊賀 日本

239 　５産業・交流
若い人が、学校を卒業しても帰って来たいと思うような活気ある市にして欲しい。地域で助け合うことの出来るまちづくり。交通の便もあまり悪くないので、それを生
かした観光の目玉的なものを作って欲しい。特産物ももっとアピールして、三重＝松阪牛ではなく、伊賀牛になるくらいに。忍者も、忍者フェスタの時だけでなく、利
用していろいろなイベントも行って欲しい。上野祭りに、松尾芭蕉、自然もあり、いろいろ出来るのではないかな。

女 50～59歳 上野 日本

240 　５産業・交流
上野は宣伝が下手。このごろは、少しずつ民間から改善の兆しが見えてきたが、上野天神祭や芭蕉祭のＰＲは見たことがない。その点、柘植地区はいろいろ工夫
しているように見える。

女 75～79歳 上野 日本

241 　５産業・交流 仕事がない若者（３０～５０歳台の人）に市が場所を提供し、市が仕事を作り働く場所を与える。特に生活保護者に仕事を作り、そのお金を減らしていく。 男 60～69歳 上野 日本

242 　５産業・交流
・若者が伊賀市内で働ける企業を多くつくってほしい。
・伊賀上野城を中心に全国から観光客が多くバスや電車で来てくれるように駐車場や食堂、ホテルなどを整えてほしい。
・農業などの減反を休めて、伊賀米を多くつくれるようにしてほしい。

女 70～79歳 上野 日本

243 　５産業・交流

伊賀の特産として、米や肉、酒等どれもすばらしいものだと思います。他府県の知り合いにもファンが多く贈り物としていますが、大変喜ばれています。こういった
トップレベルの味を持ちながらブランド名として低いのはとても残念に思います。専門知識を持った人を集め、プロデュースチームでもつくり、伊賀ブランドを広く知ら
れるようになれば、農業にももっとスポットが当たるのではないでしょうか？お米の袋にアニメの女の子の絵を書くだけで売り上げが上がるんですよ！！
若者にも働く場を提供できるのでは？工場もいいとは思いますが、環境のことを思うと、農業に力を入れ、休んでいる土地を有効にすべきだと思います。近畿と中
部の中間という立地を活かして欲しい。
おいしい物があり温泉もあり、充実した環境を整えれば観光施設として成り立つのではないでしょうか。

男 40～49歳 上野 日本

244 　５産業・交流 町の特色ばかりを活かすのではなく、若い人たちが集まれるような華やかな場所を創ってほしいものです。 女 70～79歳 上野 日本

245 　５産業・交流 旧上野市内の寂れていくのが悲しい。　農業が廃れている。 男 60～69歳 上野 日本

246 　５産業・交流
観光（上野城周辺）でいつも思うのですが、他の観光地では必ずといって商店街や土産物売場があるのに、わが伊賀には、上野城から降りてきた所に、小学校や
市役所があり、観光地にはめずらしく金の落とせる商店、お土産店がない。現状を見るとき、桃青中学跡地に、西小学校が移り、その跡地に、商業施設および上
野市駅につながる地下道を整備すれば、もっと伊賀の町が活性化したのにと残念に思ってやまない。市長には大いに期待しております。

男 60～69歳 上野 日本

247 　５産業・交流
観光行政「忍者」のうえにあぐらをかいていて、工夫が足りないように思う。もっと力を入れて欲しい。そのためにも、消防署前の駐車場は無料戻すべきである。（ほ
とんど入っている車を見ない）。伊勢市のおかげ横丁や高山市の街づくりなどのような、もっと観光客をよんで経済も活性化を図れる取り組みを忍者をテーマにで
きないものか。

男 50～59歳 上野 日本
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248 　５産業・交流
伊賀市には数多くの観光資源があると思います。そこから地域振興、活性化へつなげることもあると思います。たくさんあり過ぎて、バラバラになっているのではな
でしょうか。ある一区画をあえて「伊賀まちや通り」に選定し、そこではいつも、あの上野祭りの気分が味わえて、忍者がいて、芭蕉が俳句会を催し、組紐体験、販
売、伊賀焼体験、販売、伊賀米、伊賀酒、ワインのランチ、お茶と和菓子の文化、城下町ならではの楽しみがあるのではないかと思います。

男 60～69歳 阿山 日本

249 　５産業・交流 市役所の位置を変えるべきと思う。現在の位置を観光施設に変更すべきと思う。 男 70～74歳 青山 日本

250 　５産業・交流

伊賀市には他市に誇る文化や物産がある。　それを市民自体が知らずにいることが惜しいと思う。　企業誘致をするよりも、地産地消のシステムを進め、商工会が
催している「逸品めぐりツアー」のような地元の優良企業を知ってもらう試みや、それを全国展開できるシステムを行政主導で行っていく事も必要だと思う。
伊賀に住み、年々伊賀の良いところを知っていくうちにつれ、もっとそれをアピールできる機会やシステムが必要だと感じる。それが雇用や経済発展にもつながっ
ていくと思う。

女 40～49歳 伊賀 日本

251 　５産業・交流
忍者フェスタに昨年参加しました。（島根出身で伊賀のことはよく知りませんでした。）　忍者の格好をして楽しかったのですが、昼食時にどのお店も客が多く、昼食
が食べれませんでした。　今年度も５月の連休時にはこのようなことが起こるかもしれないので、出店をもっと増やすとか市役所（ハイトピア）前にでもお弁当を売り
出すとかしてほしいです。　島根から友達にも来てもらったのですが、おいしいものを昼食時に食べれず残念でした。

女 30～39歳 上野 日本

252 　５産業・交流 街の中心街に住んでいますが、昔からの家が密集している所で、子どもたちの遊べる場所がありません。もっと公園など増やして欲しいです。 女 30～39歳 上野 日本

253 　６基盤整備 銀座通りの車線の引き直しを求めます。現在、路駐OK道路？通行がこわい。車道を端によせ、センターをゼブラライン（ななめ線）にしてはどうか。 男 40～49歳 上野 日本

254 　６基盤整備 市役所前の伊賀鉄道の踏切、よく渋滞するので地下にしてはどうですか。 男 40～49歳 上野 日本

255 　６基盤整備 広域的な道路、又市内道路網の機能的な強化ねがいます。 女 75～79歳 上野 日本

256 　６基盤整備 上野ハイトピア伊賀のバス乗り場を乗りやすいようにしてください。一般車両とバスが別々に入口を作って欲しい。 男 50～59歳 青山 日本

257 　６基盤整備 大山田地域では、道路整備などほとんど行われていない。他の地域ばかり道路整備が行われている気がする。 男 50～59歳 大山田 日本

258 　６基盤整備
用水路等がコンクリートで整備されて、魚や貴重な生き物たちが居なくなってしまった。家の近くに多く居たホタルも姿を見なくなってしまった。景観を守るためにも、
今よりも慎重に整備などを行って欲しい。

女 30歳未満 伊賀 日本

259 　６基盤整備
公共工事の無駄をなくし、予算も単年度にせずに次年へと持ち越せれば良いのでは？駅前の再開発は今一度考えては？まだ解体しただけなので、違約金を出し
ても不要なものを作るより良いと思います。関西広域ともっと密に連携してはどうですか？リニアモーターの駅を誘致してください。（そうすれば、関西・草津線も便
利になるのでは？）伊賀特有の閉鎖的な文化意識をなくしてください。（外から住むには厳しい）

男 30～39歳 上野 日本

260 　６基盤整備 旧市街と離れているのと、高齢者が増えているので、交通の便利と、有料・無料を問わず駐車場を増やして欲しい。 男 75～79歳 伊賀 日本

261 　６基盤整備
巡回バスはありがたいが、最寄り駅から上野市駅まででないといけないので、もっと範囲をひろげて欲しい。以前は名張に住んでいたが、名張は非常に買い物が
しやすかった。

女 30歳未満 上野 日本

262 　６基盤整備 ・旧伊賀町は、行政バスがいまいち不便 女 30～39歳 阿山 日本

263 　６基盤整備
・下水道について、種々事情はあると思うが、旧上野市街地及び伊賀南部（旧青山町）においても、出来るところから、早期に計画してほしい。（環境改善おいて大
変必要な事と思う。）

男 70～74歳 青山 日本

264 　６基盤整備 伊賀鉄道と近鉄線の連絡がうまくいかないのは、利用客が減っているのと違いますか、もっと多くの人に乗ってもらえるように工夫をしたほうが良いと思う。 女 75～79歳 上野 日本

265 　６基盤整備
通学で近鉄線を使っていますが、伊賀鉄道との乗換えが上手くできていないので、結局使わず、車で送迎しています。　あの路線はバスでも良いのではないかと
思います。　維持費も含め、廃線も検討するときではないでしょうか。

男 40～49歳 上野 日本

266 　６基盤整備 伊賀上野駅まで来ているバスを延長して欲しいと思います。 女 70～74歳 上野 日本

267 　６基盤整備 少子高齢化を少しでも解消できるよう、若者が伊賀市に住めるよう交通網の整備や企業の誘致に力を入れて欲しい。 男 50～59歳 島ヶ原 日本

268 　６基盤整備 お年寄りが自分でもっと行きたい所に行ける環境が整うといいのになと思います。 女 40～49歳 上野 日本

269 　６基盤整備

市内より１６３号線沿いの方が、発展がめざましい。
あまりにも差がありすぎでは？昔より活気がなく早くしめる店が多い。
観光も、いまいち！！もう少し内外にアピールすべきでは、交通機関も不便（上野駅→名張行）。市駅から名張、市駅→上野駅
伊賀鉄道も上野駅→伊賀神戸１日２往復あれば利便性があると思う。

男 40～49歳 伊賀 日本

270 　６基盤整備

河川（柘植川）など両岸の護岸状況で、部分的に片側だけ十分な整備が行われているのに、反対側の護岸が不十分な箇所がそのままになっている箇所がありま
すが、最近地球温暖化の影響もあるのか、天候の急変で集中豪雨に見舞われる危険性が増えています。　当面堤防の護岸が出来ている対岸の堤防について、
住民の町が浸水を防ぐ意味で改修工事をお願いしたいのですが、これは県の事業になるようですが、伊賀市政として、現地の姿を見極め県政に働きかけてくださ
るようお願い致します。

男 70～74歳 上野 日本

271 　６基盤整備
道路の整備を迅速に対応してほしい。年末に、市役所の前から大型電気店へ行くまでの道が壊れていて、とても歩きにくかったです。市役所の近くなのに、しばらく
壊れたままになっていて、行政はなかなか動いてくれないと思いました。

男 30歳未満 上野 中国
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272 　６基盤整備
上野市駅の交差点のところの踏切を地下にするか、高架にして欲しい。車通りも多いので渋滞して不便です。こういう必要な工事はするべきだと思います。　伊賀
神戸駅近くの道の工事は必要なかったのでは？と思います。

女 30歳未満 上野 日本

273 　６基盤整備 川上ダムについては、話し合いの場を作ってほしい。住民の意見が率直に聞けると思います。 女 50～59歳 青山 日本

274 　６基盤整備 道路工事などのとき、朝の忙しいときに大きな工事車などで通りにくい。　事故のもとだと思います。　大きい工事車は考えてほしい。 女 60～69歳 阿山 日本

275 　６基盤整備 バスの時間も学校の時間にあっていないので不便だと聞きます。すぐにでも改善してほしいです。 女 70～74歳 大山田 日本

276 　６基盤整備
市街地から遠く離れた地域の道路の整備にも目を向けていただきたいと思います。　一例として、伊賀神戸駅から名張方面に続く唯一の道路等、車の通行量が多
い割りに道幅が狭く危険を伴うので改善して頂きたい。
伊賀市内全域に下水道を完備を願っています。

女 70～79歳 伊賀 日本

277 　６基盤整備
伊賀市の道路なんですが、市内の道路より国道や県道のほうが狭かったり、道が荒れているという印象があります。特に国道４２２号線など、青山高原などへの観
光目的のバスや車が多く通るので、道が荒れていたりすると、整備されていない田舎という印象を持たれる方が多いのではと感じます。

女 30～39歳 上野 日本

278 　６基盤整備

・ＪＲ加茂から伊賀上野の電化を早くしてほしい。１時間に１本では困っています。
・コミュニティバスを長田地区や花之木地区にも運行してほしい。
・長田橋の川の中に木がうっそうと生えている。もっと川ざらえをしてきれいな川にしてください。
・消費税、絶対に上げないでください。もっと市民生活を考えてほしい。

女 70～79歳 上野 日本

279 　６基盤整備 上津の学校近くの駅には、特急以外の電車は停まるよう市から申請してください。 女 70～79歳 上野 日本

280 　６基盤整備 伊賀市のいい所は、名阪が通っているため、大阪にしろ名古屋にしろ都会へ出やすいという所（車でですが…バスや電車は少し不便ですね） 女 40～49歳 伊賀 日本

281 　６基盤整備 歩道の整備　特に青山町駅前から国道１６５号線の間 女 50～59歳 青山 日本

282 　６基盤整備
毎年洪水災害が発生している。このままでは神戸神社を含む神戸地区、青山地区の災害はいつ発生してもおかしくない。早急に川上ダム建設を止め伊賀市の河
川安全性を高めることが第一と考えます。

男 70～79歳 上野 日本

283 　７窓口業務 商店を計画的に各住宅地に誘致して、子どもや高齢者の日常の買い物を便利にできるようにしていただきたい。 女 50～59歳 青山 日本

284 　８税金 税金の使い道を再検討し、本当の市民のための事業等に使われているかを精査すべきです。 男 70～79歳 上野 日本

285 　８税金 税金の無駄使いをなくして下さい。期待しています。 女 30～39歳 上野 日本

286 　８税金 山間部の家屋税が高すぎる。 男 70～79歳 大山田 日本

287 　８税金
事業の見直し等を積極的に行っていただき税金を有意義に使ってほしい。
クリーンな政治をしてほしい。

女 30～39歳 上野 日本

288 　８税金 市民税が名張に比べて高い、水道料金も値上がりして高い、高すぎる。 男 30～39歳 上野 日本

289 　９職員 行政のアルバイトや嘱託については、必ず広報等で募集するようにしてください。誰もが均等に参加できるように公平性を大切にしてください。 女 70～79歳 島ヶ原 日本

290 　９職員 市役所の窓口も、もっと親切に！！！！　言葉が足りない！！ 女 50～59歳 伊賀 日本

291 　９職員 もう少し職員を減らし、スムーズな対応を願う。 男 50～59歳 上野 日本

292 　９職員 住民サービスに徹してください。　職員の”上から目線”は絶対やめてください。 女 60～69歳 伊賀 日本

293 　９職員 もっと人の話をきいてほしい 女 50～59歳 伊賀 日本

294 　９職員 職員の資質改善に期待する。今回のアンケートを踏まえ今後の施策方針など市民への“視える化”に取り組んで下さい。 男 40～49歳 阿山 日本

295 　９職員
前政権の民主党みたいに事業仕分けをしてください！無駄なことはすべて切り捨ててください。市役所へ行って思うことは、市職員の人は仕事がすこしダラダラし
ているように思います。もっとテキパキ動いていただいてロスの無いようにしてください。私たちの税金で給料をもらっているので、お金にあった仕事をしてくださ
い！この意見は伊賀市長　岡本栄さんに見てもらってください。

女 75～79歳 阿山 日本

296 　９職員
先日市民病院にいきましたが、職員の年齢層が高いのに驚きました。もっと若いパートなどでまかない、市の税金を減らそうとは思わないのでしょうか。愛想の悪
い人よりも若くてテキパキした人材のほうが、患者できてても気分がほぐれるものです。市役所建立云々より、人件費から見直されてはいかがですか。

女 30～39歳 上野 日本

297 　９職員 支所職員の態度が悪い。丁寧語も話せない人もいる。年下だからといって、すごく上からの話し方をする。 女 30～39歳 阿山 日本

298 　９職員
職員の天下り等なくしてほしい。公務員の人達ばかり休みが多く（有休等必ずとらなきゃならなかったりする事）それでいて、お給料や賞与、退職金が多くて納得が
いかない。これからの高齢者社会に向けて皆の税金を役立ってほしい。

女 60～69歳 不明 日本

300 　９職員
必要な所に必要な人材を希望します。職員の数も多すぎると思います。
無駄のないようにサービスも向上していただきたいです。
市の職員はもっと仕事に厳しさをもってほしいです。ルーズであったり、仕事を甘く見ているのではないでしょうか。

女 70～79歳 島ヶ原 日本
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301 　９職員
市役所の雰囲気があんまりいいようには思えず、一般の企業の事務所、窓口のほうが入りやすいと思う。だから本所へ行くより各支所へ行くほうが多いです。　毎
日のお仕事大変だと思いますが、市民のために働いてほしいです。　市民が良くなればそれがかえってくると思う。　がんばってください。　市長もかわって、伊賀市
もかわってほしいです。

女 40～49歳 上野 日本

302 　９職員
伊賀市の市営駐車場（平日無料）には、平日のほとんどが市職員が停めており、一般市民の駐車の迷惑になっている。　職員は通勤費を支給されているのだか
ら、市営駐車場への駐車は遠慮するべきだと思う。

男 50～59歳 上野 日本

303 　９職員
前市長は無駄な建物ばかり作り責任追及してほしい。箱物はもうしてほしくない。これからの市政は職員の質をよく見てやる気のない者は切ってほしい。市職員の
こねの採用が多いと言ううわさがなりひびいている。

男 60～69歳 上野 日本

304 　９職員
行政が見えない。
型にはまった考え方が有って、新しい考え方に理解が出来ず、消極的、めんどくさい、進歩を好まない様に感じます。市役所に市民目線の活気がない。

女 60～69歳 上野 日本

305 　９職員
何年か前に、大事な時に市長さんがゴルフに興じていたということがあったり、市の議員さんで議長になりたくて賄賂をおくっていたりで、市民としてはショックです。
見栄とか関係面とか払拭してほしいです。

女 50～59歳 阿山 日本

306 　９職員
政治のことがよくわかりませんが、先の○○議員、元市長などでの金銭問題などTVニュースで流れることの恥しさは本当に言葉では言いあらわせません。なさけ
ないです。このよーな恥しい方が市政をされていると市民も賛同できません。ひらかれた市政もっと市民に近い市政、岡本市長はじめ市民全体が市のおさでなくた
まに下界にでていろんな体験（下水処理とかごみとかしてみるといーよ）とか思います。

女 30～39歳 上野 日本

307 　９職員 弱いものが救われる政治をして欲しい。役所に行っても気持ちよく応対をして欲しい。いつも上からものを言っている。どんなことにも詳しく説明をして欲しい。 女 60～69歳 伊賀 日本

308 　９職員
大人がもっと子どもに近づかないと、明るい町はできません。まずは挨拶の励行を。行政の人たち、特に職員は、公務員としての自覚を持って、一般の住民がうら
やむような事にならないよう頑張れ。

男 60～69歳 上野 日本

309 　９職員
伊賀市職員の方が駐車場を無料で利用されていますが、我々一般市民は駐車場代を支払い勤務先へと行っています。可笑しいと思われませんか？　支払うべき
事だと思います。

女 50～59歳 上野 日本

310 １０アンケート 例えば、このまちづくりアンケートが市政にどの様に反映したのかが分かるような仕組みになると良いのではないかと思う。 男 30～39歳 上野 日本

311 １０アンケート
今回のアンケートですが、生活課題と基本施策がつながっていないように思うものがいくつかありました。せっかくならば、市政に反映できそうなことをしっかり聞い
てもらいたいと思いました。

女 30歳未満 上野 日本

312 １０アンケート 何のためのアンケートか主旨が理解できない。市長、議員は市民が選んだのであり、責任を持って市民をリードできる仕事をして欲しい。 男 60～69歳 上野 日本

313 １０アンケート 新市長には、市政経験の無い方ですし、このようなアンケート結果を全て伝えていただき、市民の意見を市政に反映して欲しい。期待しています。 男 40～49歳 島ヶ原 日本

314 １０アンケート
今回のアンケートについてだが、例えば財政基盤の確立はして欲しいがそのためのリソースを効果の薄いと見られるネーミングライツなどには向けてほしくないよ
うな場合、どういう風な回答をすればよいのか困る項目が複数見受けられた。回答項目についてもっと細かくするか、逆に大まかにしてもらうほうが良かったように
思う。

男 30歳未満 青山 日本

315 １０アンケート 基本施策が市民の想いと異なるムダなものが多く、見直しが必要である。 男 50～59歳 上野 日本

316 １０アンケート
①質問に対して施策が不十分で解決できると思えません。総論的回答になっている
②１つの問題だけで解決するのではなく関連することをからめて進められていないのでは？同和・人権・地域づくり、同じことは他事業でも言えるのでは？何が
キーストーンか？

男 50～59歳 大山田 日本

317 １０アンケート 基本施策の回答欄の内容について市民としてはすべてに「力を入れてほしい」となるのではないですか 男 40～49歳 伊賀 日本

318 １０アンケート

市長がどんな位置に自分をおいているか。口先だけではいけないよ。
去年も当たり、その前も当たり、げんなりです。
アンケートで問うたことを市で努力してやってみてから「どうですか」といった方が納得いく。（してないことばかり問いかけている）
毎年している大変お金がかかるでしょ。

女 75～79歳 上野 日本

319 １０アンケート
意見をきかないのならアンケートなど書かせる必要なし
税金のむだ使い

女 50～59歳 阿山 日本

320 １０アンケート アンケート結果は市民にフィードバックすべき。 男 50～59歳 阿山 日本

321 １０アンケート
農業に関しても、阿山支所へ出向かなければならず、なんとかならないか。上下（縦）の関係はあっても、横のつながりがなく、あっちの窓口、こっちの窓口へと回さ
れる行政にうんざりです。環境に関しても白樫へと。電話も何度もかけなおさなければならず、結果としてもう何も言わぬ、となっています。この結果、いつも見えて
来ず、アンケート実施ばかりでどうなっているのですか？80歳台のアンケートにも選ばれていますが、未だ何ひとつ前向きなものが見えないのですが・・・。

女 50～59歳 上野 日本

322 １０アンケート アンケート基本施策の解答欄、「現状のままでよい」という解答欄が欲しい。 男 60～69歳 上野 日本

323 １０アンケート
このアンケートに関して設問の仕方が悪い。反対のしようがない設問を並べても意味ない。　課題を具体的に列記し、それに対する行政の考え及び対案を出して
意見を訊くべきと思う。

男 60～69歳 上野 日本

324 １１その他 財政を好転させるラストチャンスとして芸術を軸にしていくという市長を心から支持します。 女 40～49歳 上野 日本
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325 １１その他
岡本新市長に伊賀市のかじ取りをゆだねた一人として、思い切った施策を行ってほしい。「しがらみ」があれば強く出ることが出来ません。「しがらみ」をつくらないよ
うにしてほしい。　人間慣れた頃にはごうまんさがでます。毎日が初心という事を頭において下さい。　時々は選挙戦で言った事柄を思い出して、自分にいいきかせ
てください。

女 70～79歳 上野 日本

326 １１その他 新市長になり今までの独断（行政の）にうんざりしておりました。きっと市民とともによい市にしてくださるだろうと期待（納得できる）しております。 女 60～69歳 伊賀 日本

327 １１その他 ２４年４月２０日居住して来ましたが、集落の人々は良き地域と思いました。　市政の事柄がわからない時、相談窓口をお知らせ願いたいと思います。 男 60～69歳 伊賀 日本

328 １１その他
前市長のような能力の無い人が市長にならないように市民がかしこくなる様望む。又議会の様子をケーブルで見るが、小学生の学級委員会のようでなさけない。
もう少し緊張感をもつこと。　○○議員のぼやきは聞きたくない。

男 30歳未満 上野 日本

329 １１その他 市長が交代したので、以前より良くなってほしい。 男 60～69歳 上野 日本

330 １１その他 新しい市長に代わり大いに期待（新しい考え方）している。　どうぞ通念に押されず前に進んでほしい。　・・・と考えている市民が多いのでは・・・・ 女 70～79歳 上野 日本

331 １１その他 近隣の市に住むなら、伊賀市に住むことを選びたい！！と思えるような街づくりをお願いします。 女 30～39歳 上野 日本

332 １１その他
市会議員の数が多いが、何をされているかまったく解らない。給料は一般市民から多くとっている。私は市会議員ですとえらそうにしている。人間として最低です。
働く所が少なく町全体活気がない。

女 50～59歳 上野 日本

333 １１その他
普段ならアンケート等は返す事はないのですが、新市長になり広報等を読んで今回の市長なら何か変わるかもと期待しております。今後も市長を中心に財政等困
難な壁をぶち破って下さい。よろしくお願いします。

男 30～39歳 上野 日本

334 １１その他
新しい市長さんに、これから、市民が住みやすい町（街）づくりにしていってくれる事を期待しております。伊賀市民のために精一杯力を発揮してくださる事を期待し
ております。どうかよろしくお願い致します！！頑張って下さい。岡本市長様！！

女 40～49歳 島ヶ原 日本

335 １１その他
岡本市長様へ
この古い市政を未来に向かって希望の持てる市にかえていって下さい。１１月２１日より早速市長としての仕事又新しい市にと行動なさっている様子が伝わって来
ています。Google等で市長のニュースを拝見しています。「伊賀市再生！」市長私たちも協力します。伊賀市のために宜しくお願致します。

女 60～69歳 島ヶ原 日本

336 １１その他

伊賀市に於いても多数の議員がおりますが、種々の事件、事故が、肩書きで権力・権限によって不祥事が発生しているが、我々住民の代弁者である事を忘れた
方々が多い。改選、選挙時だけの懇意や団体で集合の時だけの懇意は不用だ。市長初代・二代にしかり種々の理由を告げられているが、一般の民間会社は即
解雇の判定で退職せざるをえないのだ。現市長は民間の会社で種々の姿を見られていると思うが、市政一身に萬進してほしい。市長頑張って今迄の市政改革と
願う次第です。

男 75～79歳 青山 日本

337 １１その他 市民の意見を聞いて下さりありがとうございます。庁舎や校区再編等いろんな世代の人の声を聞いていただきたいです。 女 50～59歳 上野 日本

338 １１その他 明るい住みよい伊賀市にしてください。楽しみにしています。 女 75～79歳 伊賀 日本

339 １１その他
伊賀市はとても広いです。細かい所にまで気を配っていただくのは大変だとは思いますが、地方にもたくさんの人が住んでいること、不便におもっていることがたく
さんあることをご理解ください。これからもいろんな世代の方、子どもからお年寄りまでのたくさんの方が誇れるような伊賀市になることを祈っています。よろしくお願
いいたします。

女 30歳未満 伊賀 日本

340 １１その他 中央の国家行政機関の伊賀市移転を推し進めて欲しい。 女 70～79歳 青山 日本

341 １１その他

伊賀市で生きがいを持って生活するということは、伊賀市に住んでいて魅力ある自身の活動の場がたくさんあるということである。人が集まり、ゆとりを持って接す
る場が合併後減ってきているとしたら残念なことだ。広域になって行事を行っても、参加しようと思わない場合が多いのではないか。多くの人が集い、楽しめる場
（場所・機会）をしっかり構築してほしい。そのためには時間がかかるし、順序だてて前提条件をクリアしていかなければならないと思う。そういう方向性が分かった
ら（見えたら）多くの人が行政といっしょになって行動すると思っている。

男 60～69歳 伊賀 日本

342 １１その他 岡本市長に期待しています。すぐに改革はむずかしいでしょうけれど、今までの内部の方とは違って新しい風が吹くだろうと楽しみにしています。 女 50～59歳 上野 日本

343 １１その他 伊賀市の特性ある街づくりを！ 男 70～74歳 上野 日本

344 １１その他 期待しております。意見交換をできる場を作って欲しい。 男 40～49歳 上野 日本

345 １１その他

議員の数が少なすぎると思う。経費が掛かるなら議員報酬を出来るだけ少なくして頑張って欲しいです。シルバー人材センターは、民間の事業をかなり奪っていま
す。なぜ市の施設を使って、市のOBを使用しているのか、また、入札もなして随意契約しているのか理解できません。高齢者を雇い入れる制度を作れば良いと思
う。議員（市議）が、入札に関して役職についていたのに、法令に違反していたのに、なぜおかしいと思わずにいたのか、そういう事をチェックする部署を作ったらい
かがですか。市民オンブズマンがあるのだから、そういう団体も協力してもらったらいいのではないですか？

男 50～59歳 上野 日本

346 １１その他
選挙演説を身体の空いている限り聞きに行っているが、約束を守っている方が少なく、出来る約束は守って欲しいと思う。伊賀市の発展のために少しずつでも努力
を重ねて欲しいです。

男 75～79歳 伊賀 日本

347 １１その他 市議会議員の定数を減らしてほしい。ある市議は平日の昼間、ほぼ毎日、森林公園で散歩をしています。こちらから挨拶しても全く挨拶もせずに！！ 女 30～39歳 上野 日本

348 １１その他 もっと市民の意見を聞く場を持つべき（出来るだけ市長が出てきて）。市外からの転入者が増える方策を（空き家利用等）。 女 50～59歳 阿山 日本

349 １１その他 すばらしい伊賀市を造ってください。 男 30～39歳 上野 日本
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350 １１その他 満点行政を目指すことは良いが、市民も最低限のことが出来ていれば良いと思う。分権や文化と言われても一市民はピンとこない。 男 40～49歳 伊賀 日本

351 １１その他 伊賀市から独立して青山町で暮らしたい。 男 50～59歳 青山 日本

352 １１その他 問題点はしっかり話し合って決めてほしい（時間をかけること）。 女 50～59歳 不明 日本

353 １１その他
現在よりもっと不景気になると思う。
買い物もできない場所が伊賀にもあることを考えてほしい。

女 75～79歳 伊賀 日本

354 １１その他 ５年後先、１０年後先を見据えた中長期的な街づくりを企画・立案・実現をしてほしい。　こて先だけの街づくりにしか見えないのが現状 女 75～79歳 上野 日本

355 １１その他 住民一人ひとりに目を向ける政治をお願いしたい。 男 60～69歳 青山 日本

356 １１その他 伊賀市発展のために英知をしぼってください。 女 70～74歳 上野 日本

357 １１その他 伊賀はもちろんの事、三重県は「近畿」である事を実感しているのにもかかわらず、何のアピールもされていないのはおかしい・・・　もっとアピールをして頂きたい。 男 50～59歳 阿山 日本

358 １１その他

同じ住民税を納めているにもかかわらず便利な場所（地域）不便な場所の差がありあり（不公平感）
この地域は線引指定区域のせいなのかコンビニの一つも実現できず夜は真っ暗なイメージ
今、市中心部の開発が進んでいるが、お金のムダはしないでほしい。銀座通りも広げ通いやすくはなったかもしれないが行きたいとは思わない。
買物は市外へ行くほうが便利だと思う。
岡本市長さんは皆様の意見を取り入れて頑張って下さい。

女 50～59歳 伊賀 日本

359 １１その他
伊賀町の端にある地区で生活をしている２０代前半の者です。
伊賀市になってから、全てにおいて不便になり、人も活動も少なくなったり、廃止されとても残念です。私達２０代が土台となって変えていきたいです。

女 30歳未満 伊賀 日本

360 １１その他 お仕事頑張って下さい。アンケート内容がむずかしかったです。 女 30～39歳 青山 日本

361 １１その他
何かにつけて物価が高いように思います。日常の買い物が出来る環境は整っていますが、物価が高くよくとなりの名張市まで買い物に出かけます。１～２割安いよ
うに思います。ガソリンを使っても大型店舗がありながらもったいないと感じています。
新市長を迎え、伊賀市も変わってくれるよう望んでいます。少しでも住み良くなってくれるように。

女 50～59歳 上野 日本

362 １１その他 旧態依然の体質の議会に敗けず開かれた市政を岡本市長におねがいします。 女 70～79歳 伊賀 日本

363 １１その他 家庭でも一諸ですが、ムダな事はなくしてやらなくてはいけない事は一生懸命頑張ってほしいと思います。 女 60～69歳 上野 日本

364 １１その他 見守っています。 女 30歳未満 伊賀 日本

365 １１その他
高齢化が進んでいる中で、若者を地元に定着させるには、企業を誘致して地元の企業に就職できるよう積極的な働きかけが必要　ゆめが丘には遊んでいる土地
があるが、遅々として進まない。　市内は８０歳以上の高齢者があふれている。　田舎から更に高齢者が田舎の家をすてて市内で生活を求めている。　田舎の区費
や出あいの多さから逃げてきて、市内で安堵している７０歳以上の老人、町おこしの足をひっぱることにもなりかねない。

女 70～74歳 上野 日本

366 １１その他

箱物建設（庁舎）一時停止をされたのは大変良かった。しかし前々市長さんのときに決まってしまった後で市民に知らされたことがすごく裏切られた気がしました。
色々な意見があるとは思います。　今それが必要かどうかを考えると素人の私でも「そんな場合か！！」と言いたい。市がどれくらい赤字を抱えていてどうなのか?
が広報で決算報告があってもそれに触れていないのは何故ですか？　現在市内に勤めていますが、シャッター通りや唯の道路になっていて活気がありません。そ
の上、市の車の税金は何故こんなに高いの　古い車だと１年おきに高額の車検料を払うのは大変です。車は無かったら不便です。　中央に（最近出来た丸の内の
大きなビル）は白々しいばかりです。客の来ない商店は増えるし、観光客は少なくなっています。忍者の衣装を着ていただくのも良いですが、それだけではもう一つ
です。目玉になるＰＲ方法をもっと真剣に「街おこし」のテーマを決めてそれでいて市が潤い商店にも活気のある取り組みをプロジェクトして行って欲しいです。（限
界があるとは思いますが・・・）　アンケートを実施して子ども・大人に関わらず、新鮮な発想を取り入れ取り組んで欲しい。きっといい意見があるとおもうので。市の
未来については、小学生にアンケートを求めるのもいいと思う（絵にして、古い建物も大切にしてください）　頑張ってください。

女 50～59歳 上野 日本

367 １１その他 毎日の生活がやっとなので、色々考えるというよりは、なりゆきにまかせている日々の生活　これと言ってゆめも希望もない・・・　早くコロッと死ねたらいいで～す。 女 70～79歳 青山 日本

368 １１その他
ぬるま湯に浸かったような市民を作るのではなく、ハイレベルを持って、学習能力をもった市民が多く生活が出来る街で地域であってほしいです。　外国の方ばか
りに頼るのではなく若い人々が伊賀の地で働いてくださる伊賀になればと願っています。

女 70～79歳 上野 日本

369 １１その他 古いものにとらわれず、新しい風を。 女 50～59歳 青山 日本

370 １１その他 悪しき慣例が多い地域と思う。 男 30歳未満 大山田 日本

371 １１その他 外部に発信して行って欲しい。 女 30～39歳 上野 日本

372 １１その他
市民みんなが安心して暮らせるようにして欲しい。高齢者、若者、子どもが、住みよい伊賀市、他県（市）に行かなくても働け、買い物、医療ができるようにして欲し
い。あと、城下町の街並みも維持し、伊賀市民と堂々と言える伊賀市にして欲しいです。

男 40～49歳 上野 日本

373 １１その他 消費税、絶対に上げないでください。もっと市民生活を考えてほしい。 女 70～79歳 上野 日本
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№ 分野 自由記入欄 性別 年齢 住まい 国籍

７窓口業務 ８税金 ９職員 １０アンケート １１その他 

374 １１その他 しっかりたのむで！！ 男 40～49歳 上野 日本

375 １１その他 役員の皆様ご苦労お掛けしますがよろしくお願い致します。 女 70～74歳 伊賀 日本

376 １１その他
最近の新聞にあったような事件、役場であんなことが起こると私のように他県から移住したものがこんな所かと不安になってくる。　将来息子の嫁が永住すると云う
のに不安になってこなくなる。二度と無いようにして欲しい。強く要望します。

男 75～79歳 青山 日本

377 １１その他

岡本市長　様
問６３が現実のものとなれば、伊賀は大きく変わると思います。　残念ながら中途半端な地域だと思います。　田舎なのに人々の心に豊かさを感じない。　いろんな
所で都会のまねをしては本当の伊賀の良さを損ねている。　自然の良さをこわしてみたり・・・
子供達の為になにがなされていますか？　何人もの命が奪われた事実があっても歩道を作ろうとしない。　危険な通学場面を誰もがみているのに、何も動かない。
公共施設を新しくして何を得ますか？　未来の子どもたちを豊かに育む、もっと子どもたちにしてあげられる事ってありますよね。　伊賀は老人の為にゲートボール
や楽しめる所あります。　他県と比べるほうがまちがいかもしれませんが、子どもたちにもっとなにかしてあげられることってないでしょうか？　豊かな街は、子ども
たちが元気です。子供達の集まる施設がいっぱいあるからです。　そんな実現に向けた話があればと思います。　スイマセン

女 50～59歳 大山田 日本
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