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１ 保健・福祉分野 

 

社協の活動内容を知りたい。例 車椅子の利用方法等 (男  70～79歳  羽折町) 

看護士医師のレベルがあまり高くなくて、都内に行くことも多々。病院

をさがすのに苦労する。技術の共有、最低限のマナー、知識は欲しい。

改善に努める姿勢なく、老人など薬を渡して流れ作業。 

(女  80歳以上  松ヶ丘) 

子ども医療費を延長して頂きたい。 (女  30～39歳  上広谷) 

今後も特定健診をお願いします。 (男  70～79歳  富士見) 

高齢者宅への日常的な訪問を行って、孤立した人をケアーしてほしい。 (男  60～69歳  新町) 

消防の広域化を進めてもらいたい。地域によって不平等化している。 (男  40～49歳  松ヶ丘) 

町歩くと健康志向の方（健康マイレージの参加者）が増え、ウォーキン

グ人口が目立つようになり、良い傾向だと思う 

(女  50～59歳  下新田) 

全ての人が自立し生活出来る方法を指導して欲しい（福祉々と人にたよ

るばかりではなく） 

(女  70～79歳  脚折町) 

日ように受信できる内科がない。日、祝日に利用できる病院が増えると

助かる 

(女  40～49歳  南町) 

皮フ科が少ない。（大きな病院以外。）１つしかない皮フ科がいつも混

んでいる。 

(女  40～49歳  柳戸町) 

専門医院が毎日やっている医院が欲しい (男  60～69歳  富士見) 

一主婦にとっては把握できていないことばかりの内容で答えに大変困

りました。それぞれの分野の方への調査の方が正しく判断できるのでは

ないでしょうか。 

(女  60～69歳  鶴ヶ丘) 

①身体的不自由者のゴミ出し等のサポート 例えば玄関から集積所ま

で（有料可）②食品購入等でタクシー利用割引。（免許返却等で） 

(男  70～79歳  藤金) 

診療所が中心部に有って欲しい。 (男  60～69歳  松ヶ丘) 

個人的に不妊に関する事業がすでにはじまっていて早期検査への支援

を活用させてもらいました。生活の中で困っている方が増えているもの

（コト）に対して支援やサポートが充実し頼れる、安心だと感じられる

内容がふえてくるといいなと思います。 

(女  30～39歳  上広谷) 

独居老人（７５才以上）の地域での（狭い範囲での定期的な訪問による

情報収集及び支援出来る体制作りを整備してほしい 

(女  60～69歳  藤金) 

高齢者を抱えた家庭にオムツ代等の支援を望みます。 (女  70～79歳  高倉) 

歯科検診、健康診断など、無料で診てもらえるイベントなど増やしても

らえたらうれしい。（子育て中で、なかなか病院にも行けないので。） 

(女  30～39歳  脚折) 

治療よりも予防の観点から、特定基本検診の継続ならびに充実を望む。 (女  60～69歳  南町) 

・高令者も何かの役に立ちたいと思っています。出来そうなことを登録

してチームリーダーがまとめる。例、園の送り迎えなど 

(女  80歳以上  上広谷) 

介護保険料が適切に使われているか使途を詳しく知りたい。 (女  60～69歳  藤金) 

鶴ヶ島市は福祉、障害に対する行政のとりくみに他近隣地区と比べると

劣る。弱者に理解ある行政を！ 

(男  50～59歳  脚折) 

ささえあい等、福祉に力を入れるのは良いがこの先をささえる子そだて

にももう少し力を入れてほしい。公園では遊具が少ないし、幼児小学生

が楽しく過ごす場所がほしいです。 

(女  40～49歳  下新田) 

病院も充実していて良い。 (男  18～29歳  藤金) 

・少子高齢化といわれ、様々な問題提起され、対策もとられていますが、

待機児童問題ひとつ解決できない。社会保障に於ても、年々低下してい

る現状。行政は何を考えているのか、さっぱりわからん。国の外交にし

ても、金のバラマキ外交ばかり。何がトップ外交か。外交という言葉の

意味を知っているのか、はなはだギモンです。 

(男  70～79歳  脚折) 
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鶴ヶ島は医療が遅れていると言うか良い病院が全然無くて、これから年

を取って行く中で自分の地域に安心して行ける信頼のできる病院がど

こなのか？そう言うかかりつけの病院が欲しいといつも思っています

が、ありません。何とかして欲しいです。 

(女  50～59歳  上広谷) 

鶴ヶ島市の駅前は、川越市と鶴ヶ島市が混在していて鶴ヶ島駅といって

も市としては川越という場もある。病院を利用する際、川越市の病院だ

と市に小児医療費申請しないといけないので、駅前や川越との境目あた

りは申請なしになるとありがたい。 

(男  30～39歳  五味ヶ谷) 

具体的に地域のどの辺にどんな介護施設があり、入居条件や混み具合、

金額など解るパンフレットがあると助かります。（公私全部） 

(女  70～79歳  藤金) 

さまざまな子育てのサービスを利用させてもらっており助けられてい

る 

(女  30～39歳  上広谷) 

施設の充実した川越から越してきたせいもあるのか、安心してかかれる

病院がなく、通院しているのは全て市外の病院です。検診のお知らせも

いただきましたが、過去にとてもいやな思いをした病院などで、市内の

病院はよい評判もあまりききません。 

(  40～49歳  松ヶ丘) 

医療機関に恵まれてる (女  70～79歳  脚折) 

理想にとらわれる事なく、着実な、可能な範囲での実行を望みます。 (男  70～79歳  藤金) 

７０才以上の老人の健康と精神衛生上外出の足の確保は切実である。つ

るワゴンの運行をもっと使い勝手を良くする必要がある。（本数とコー

スと時間帯）外出時の足の便の確保。足の便が緊急の課題である。つる

ワゴンはもとよりタクシー会社との連携プレーなど。これがなければ何

も始まらない。硬い頭を柔軟にして、対応すべきである。 

(男  70～79歳  藤金) 

他の市町村より、鶴ヶ島は使える制度を教えてくれない。一つでもつか

える制度があるならかつようしたいのに・・・。 

(男  40～49歳  脚折町) 

国もそうだが年配者に偏った制度が多い。若者や子供の為に、市が日本

をリードしていける政策があると素晴らしい。今をどうにかするのでは

なく、将来をどうするのか考えて欲しい。 

(男  30～39歳  藤金) 

婦人系の検診の対象年令を下げてほしい。無料にしてほしい。 (女  30～39歳  三ツ木他) 

私の主人ががんでなくなりました。その時に近くに病院があったらよか

ったと思います 

(女  70～79歳  富士見) 

つるワゴンの高令者のパスとか、自宅に職員が来て手続き出来る様して

欲しい。出歩けない人も多いので。 

(女  80歳以上  上広谷) 

医療費低減の為に、行政として思い切った政策を願う。特に悪徳医者（薬

づけ、過剰診療、診療内容が論外・・・・）を徹底的に警告、指導をす

る・・・・ 

(男  70～79歳  南町) 

していない (女  70～79歳  藤金) 

皮フ科、眼科が少な過ぎて不便。 (女  40～49歳  中新田) 

総合病院を作ってほしい。 (男  30～39歳  富士見) 

福祉の充実にもっと力を入れてもらいたい。 (男  80歳以上  脚折) 

駅の回りに、楽しい店がなくてつまらない。年をとったら駅近くに店が

ないので服・雑貨がかえない。 

(女  60～69歳  中新田) 

空き家が散見される。老人が集って語り場となる、老人カフェが欲しい

ので空き家を、利用できる様にしてほしい。 

(男  60～69歳  富士見) 

メンタルヘルスの病院や施設を充実させてほしい。精神科がないから困

っている人が多い。 

(女  18～29歳  下新田) 

健康を害した人達の中で働く事ができない人達の中で、補助金が出る人

と出ない人がいます。働きたくても働けない人は、補助しないと生活が

苦しくとても困ります。 

(女  40～49歳  鶴ヶ丘) 

この調査の答えの中で満足～不満の解答欄がありますが、分からないの

で選択肢を増やした方が良いと思います。 

(女  30～39歳  共栄町) 
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地区の健康（リハビリ等）作りの行事のおしらせがほしい。 (女  70～79歳  上広谷) 

健康作りに、市営の運動機具を揃えた施設の検討をお願いしたい。民間

ジム費用は１ヶ月１万円以上です。 

(男  70～79歳  藤金) 

親と同居でも、母子家庭という状況の場合、母子手当が出るようにして

ほしい。なかなか正社員になれないので。 

(女  30～39歳  上新田) 

大きめの子育て支援センターがほしいです。児童館などの施設が古い。

保健センターの職員の方々の対応があたたかく助かります。 

(男  30～39歳  脚折) 

病院、診療所等、高齢者が増える中、数が少ない。 (女  60～69歳  下新田) 

スポーツジムが欲しい。現在坂戸のジムを利用しています（市外は６０

０円市内は４００円）残念！！ 

(男  60～69歳  藤金) 

サフラン等スーパーで目立つように売って。料理したものや、メニュー

とか、安く売れば買います。 

(女  70～79歳  脚折町) 

高令者用のスポーツ施設をもう少し、充実して下さい。民間は高くて、

手が出ません。補助等が欲しいです。 

(女  70～79歳  脚折) 

年齢を重ねると身体も不具合を感じ、薬の量が多くなる １ヶ月に１度

受診しないと処方されない。体が不自由で受けとりの移動も大変高い出

費となる。めべりする年金の中からの支払は大きい 何とかもっとよい

薬を受けとる方法はないものか？ 

(男  70～79歳  新町) 

市内に信頼出来る大きめな医療機関が必要 (男  70～79歳  上広谷) 

地域コミュニティーと魅力有るサークルの創設とアピールが必要 (男  70～79歳  松ヶ丘) 

道路きれつが入っている（はし） (女  70～79歳  上広谷) 

防災用放送がほとんど聞こえないです。何かあった時に困ると思いま

す。（柳戸町） 

(女  40～49歳  柳戸町) 

高齢者の立場で、子ども達は仕事上東京で暮らしているので、日頃の見

守り、話したりできる場（サロン）が近くに欲しい 

(女  60～69歳  脚折町) 

これから増々高齢化が進むと思います。今の老人は若いです。全ての市

民が社会に参加できる環境作りが大切だと思います。４０年近く前に市

民（町民）になりました。その時から見ればずい分と便利になりました

が、最後迄安心して暮らせる町づくりを願っております。 

(女  60～69歳  藤金) 

シングルマザーの方の生活が非常に困難です。フルタイムで働いてもま

ともな生活ができません。ぜひ積極的に支援して下さい。皆さんまじめ

に働いて子育てしています。 

(女  40～49歳  富士見) 

昨年の９月に入間市から引っ越して来ました。体の都合で休日は家でゆ

っくりしていますのであまり鶴ヶ島市の事が分りません。申しわけあり

ません。 

(女  60～69歳  脚折町) 

希望する個人や団体が、近場で無料で農業に取り組める、しくみづくり。 (男  60～69歳  脚折) 

病院などはあっても、実際に通う交通手段がない為、不便です。バスな

どを増設をしてほしい。 

(女  80歳以上  高倉) 

産院誘致、頑張ってほしい。 (男  30～39歳  藤金) 

健康増進施設（安価な運動ジム）がほしい。 (男  40～49歳  新町) 

病院や老人施設の質をもっと向上させて量も増やさないと不安 (男  60～69歳  下新田) 

１．成人検診のうち、保健センターで受ける検診を、医療機関または地

域ごとの市民センター等で検診出来ないか。 

(男  70～79歳  五味ヶ谷) 

かかりつけ医がもっと身近に欲しい (女  60～69歳  富士見) 

老人や障害者が自分で活力を見出し、心身の健康が保つことが出来るよ

うに。（多様性を配慮しつつ） 

(男  80歳以上  脚折町) 

夜間診療が少ないように感じます。 (女  18～29歳  富士見) 

「ラジオ体操」や「歩き」の啓発は身近でよいと思います。 (女  50～59歳  藤金) 

高齢化に伴う、介護施設や老人ホームの充実。 (男  70～79歳  下新田) 

老人の孤独死の防止策や取り組み (男  50～59歳  富士見) 
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病院やクリニックが少ない。通院するのに不便です。車のない家は大変

です。鶴ヶ島駅周辺 

(女  50～59歳  上広谷) 

かかりつけ医について周知とともに予病体制にも力を入れて欲しい。 (男  40～49歳  上広谷) 

子育てし易い町づくり、他地域の見本となるような、真似ではなく独自

のアイデアを打ち出してもらいたい。 

(男  60～69歳  脚折) 

税金を払っているのに健康診断を毎年受けられないのは納得いきませ

ん。 

(女  50～59歳  脚折) 

夜間や救急で対応する小児科がない。産院がない。 (女  30～39歳  上広谷) 

情報が少ない (女  60～69歳  上広谷) 

福祉の分野が充実している思う (男  70～79歳  脚折町) 

車椅子通行の安全確保 (女  70～79歳  鶴ヶ丘) 

市民の健康診断３０代～５０代手厚くやって欲しい。（納税額減少を防

ぐ為にも） 

(男  40～49歳  脚折町) 

３人に１人が高令者となる時代。その高令者の方々がいきいき、元気に、

すみなれた町でくらせるようぜひとも、明るい介護予防政策をおねがい

します。 

(女  50～59歳  富士見) 

市の健康面で、充実する支援を希望します。 (男  60～69歳  富士見) 

市の健診アイテムの充実とその体制づくり (男  60～69歳  富士見) 

市民参加できるスポーツイベントを作ってほしい (男  50～59歳  富士見) 

高齢者の入居施設など増えているようですが、どのくらいの方々が安心

して利用できているのか、将来の自分や家族のことに置きかえても見え

ていないことが多い。お金のある方しか利用できない施設ばかりなのか

なと不安があります。生活保ゴを受給されている方と思われる人、納税

者より恵まれすぎでは。→タクシー利用、通院費などたまに見かけます。 

(女  40～49歳  新町) 

病院がとても多いと思います。 (女  40～49歳  富士見) 

つるワゴンにもっと大型のバスを使ってほしい。（たまに使用するが立

ち乗りになる） 

(男  30～39歳  富士見) 

医大みたいに特定機能病院があったらいいと思う。 (女  18～29歳  新町) 

１人親家庭や、１人ぐらし世帯に対して生活の補助があれば良いと思い

ます。 

(女  40～49歳  新町) 

本人入院中のため家族の者が記入しました。つきそいのためワゴン（つ

るワゴン）を利用してますが、時間が仲々あわず不便です。 

(男  80歳以上  上広谷) 

市民がいやせる施設が欲しい。 (女  60～69歳  上広谷) 

きびしいようですが、日本国民のための福祉は日本国民に使って下さ

い。海外の外国人（日本で働いているというその家族）などに、あまり

お金を使わないで欲しい。介護保険料や、高期高齢者保険料で苦しんで

いるのは、日本の老人です！ 

(女  40～49歳  脚折) 

大きな公民館ではなく地域の自治会館で体操、ゲーム等の認知症の予防

運動等をして頂きたい。 

(女  60～69歳  高倉) 

※今の老人達の健康や社会保障は、十分いきとどいていると思われる

が、これからの人（今の２０～３０代）が６５～７０才にとどく年にな

った時、今の状態では、ものたりないと思うし福祉も社会保障も別の角

度から考えみつめ直さないとダメだと思います。 

(男  60～69歳  鶴ヶ丘) 

高齢者が自分の健康によろこびを感じられる様な対応があるといいと

思います。 

(女  70～79歳  上広谷) 

市の検診の結果のフォローの件ですが．．．．．今迄の状況ですと講習

は保健センターでという事が多い気がしますが、年をとった人達にはセ

ンターは遠いし、気軽に参加できません。出来れば職員がもっと市民の

中に入ってきて健康教育をした方が、これからの高令化社会に向けて医

療費をおさえる事が出きるのではと要望します。会場が身近の場所でし

たら参加しやすいのでは。 

(女  60～69歳  藤金) 
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とにかく市民税の高いことがめだちます。節税して、市民税の低い街と

なれば住もうという人も増えるのでは？住所を移さない人も多い様で

す。 

(女  50～59歳  上広谷) 

市役所が何か相談しやすいふんいきがあると良いなと時々思います。こ

ちらが問題を投げかけた時には、めんどくさいなあという対応ではな

く、ていねいに対応していただけたらありがたいです。（もちろん、て

いねいに対応される方はたくさんいますが、冷たい対応に感じることが

たまにあります）でも最近皆様にこやかになりましたね。 

(女  60～69歳  脚折町) 

道路、土地、揃っているのだから、周囲の行政から頼られる設備が有っ

ても良いのでは。 

(男  40～49歳  上広谷) 

高齢者、増加は益々進む現況にあると思います。福祉施設の増設も考え

る必要があるが、シニヤの求人先を市でもう少し斡旋してほしい 

(男  50～59歳  新町) 

健常者と障害者の隔たりのない安心して暮らせる町障害者に理解のあ

る町作り 

(女  60～69歳  下新田) 

地方自治体に予算がつくと“はこもの”的発想になりがちだが、「富士

見緑地通り」は自治体が作ったものとしては市民にとって最高に値す

る。こういうことに視点を持ちたい 

(男  70～79歳  富士見) 

年金生活者ですが、年金が少しづつ下げられています！そして介護保険

料も年々上げられて困っています。年金機構の改善を行って欲しい。 

(男  80歳以上  新町) 

休日・祝日外来対応可の医院をつくってほしい。 (男  40～49歳  藤金) 

・病児保育が便利になって助かる (男  30～39歳  松ヶ丘) 

運動機具の整備された建物 (女  70～79歳  上新田) 

介護保険が高い (男  70～79歳  藤金) 

介護、福祉施設の充実も大切ですが高齢の一人暮らしの方の交流の場、

会などの設立などにも力を入れてほしい。 

(男  30～39歳  上広谷) 

安心してかかれる病院・先生が少ない。後期高令者になると集団検診の

年令制限で受けられないなどの事がある。老人の医療費を押さえる為に

も早期発見に結びつく集団検診は老人にも厚くして欲しい 

(  70～79歳  松ヶ丘) 

市民が安心していかれる病院が必要ではないか (男  50～59歳  藤金) 

弱者や底辺にいる人々に目が行き届く制度づくりを望みます。 (女  60～69歳  南町) 

鶴ヶ島市に１つだけでもいいから、お産のできる病院を早くつくってほ

しい。 

(女  18～29歳  上広谷) 

高令化社会への対応 (男  80歳以上  上広谷) 

斎場がスムーズに利用できる環境にして欲しい。 (男  70～79歳  上広谷) 

行政の一層の努力を期待します。 (男  50～59歳  五味ヶ谷) 

健康診断の料金を安くしてほしい。 (男  40～49歳  松ヶ丘) 

病院が必要 (男  50～59歳  富士見) 

・特養など介護施設の充実 ・保育料の無償化 (男  70～79歳  脚折) 

全国一位、高齢者の人数に対して支える若い人の人口が少ないというこ

とに、不安感などないのでしょうか？鶴ヶ島は都心への便もよくベッド

タウンだったため、７５才以上の人口が高いと聞きました。全国レベル。 

(女  50～59歳  脚折) 

子供医療費の窓口払で、毛呂山町の連けいがないので埼医大の通院では

助成金支給申請の届出が必要なのは不便なので連けいして頂けると助

かります。 

(女  40～49歳  藤金) 

休日診療・夜間救急をもっと充実して欲しい。 (男  40～49歳  五味ヶ谷) 

「満足度」を記載する形式となっていますが、そもそも市民に知られて

いない（知らせられていない）と思っていますので、その回答が記載で

きるようにしてほしい。（以下全ての項目に共通です） 

(男  30～39歳  藤金) 

高令者同志が協力するシステムを作る（買物、散歩、病院通い、留守確

認等）高令者は炊事が大変、食事の提供（１～２食）屋台みたいな物又

は空家の活用を自分達は高令者を活用する、産地食材を利用（Ｂ級品で

(男  70～79歳  南町) 
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ＯＫ）ワイガヤ方式、老人の居留守を少なくする等々。 

次回の免許更新は視力低下で更新がむずかしいと思っています、病院通

いの足がなくなると心配してます、行政の方で良い案を考えて下さい。 

(男  80歳以上  藤金) 

高齢の父と暮しているので、市のサービスをいろいろ使っています。皆

さん親切で感謝しておりますが、年金生活の父からも、こんなに保険料、

税金等をとるのかとびっくりです。高齢者が増えてしかたないのは、十

分わかりますが・・・。 

(女  50～59歳  鶴ヶ丘) 

介護、支援者ｅｔｃの待遇給与補助格差是正（他の職種との） (男  60～69歳  松ヶ丘) 

老人福祉はがんばっている方かと思います。職員の対応も早く適切で

す。病院はやや少ないかもしれません（埼玉全体がそうですが） 

(男  40～49歳  富士見) 

救急病院が少ない様に思う (女  50～59歳  南町) 

ガン健診などをもっと充実させてほしい (女  40～49歳  新町) 

姿勢と呼吸を整え丈夫な身体を創り上げる為に、精神の充実とかん養を

図る。老いて尚生きがい持てる人生を。 

(男  30～39歳  上広谷) 

高齢者も児童も家族にいないので、分かりません 専門の病院が少ない

かと思います。 

(女  50～59歳  下新田) 

家庭医になってもらえるようなお医者様が近くに見つからない (女  70～79歳  松ヶ丘) 

宜しくお願い致します (女  80歳以上  鶴ヶ丘) 

・７０才を迎え、時間的余裕ができ（仕事あり）市のイベント等には積

極的に参加したいと思います。 

(女  70～79歳  下新田) 

日々、行方不明の方の放送がながれお年寄りの生活などが不安に感じま

す。母子家庭になった場合も、この町でやっていけるか不安です。 

(女  40～49歳  藤金) 

・子供や高齢者が良く生活できるようにしていたり、意見を聞いてる感

じがするが、税金を一番多く払っていたり、頑張っているのは３０～４

０代なので、その世代を優遇して欲しい。 

(男  30～39歳  上広谷) 

医療費１８歳まで無償化（入院だけでも） (女  18～29歳  脚折) 

個人病院がもっと分散して点在していた方がよいのではと思います。新

しく開院する時などに考えるなど。 

(男  50～59歳  脚折町) 

救急病院や交番の場所がわからず困った事があります。駅の近くにあれ

ば助かりますが、せめて案内板のようなものがあれば転居したばかりの

人でも安心出来るのでは。 

(女  60～69歳  上広谷) 

満足度を問われたが、幸い健康であるため、経験がないことばかりで３

と答えたが、実際は知らないが正しい。社会の弱者―貧困者、外国人、

障害者などが憲法で要求されている生存権が保障されるようがんばっ

てほしい。 

(女  70～79歳  藤金) 

健康や福祉に力を入れているイメージが強く、実際手厚く行っていると

思う（体力づくりの推進など）でも他の地域と比べると老人びいきの市

というイメージがあるので、もっと若い人に焦点を当ててほしい。 

(女  40～49歳  鶴ヶ丘) 

７５才で保険証がきたが、なんだか訳がわからなかった。健診の事も問

い合わせて初めて知った。 

(女  70～79歳  五味ヶ谷) 

学童保育の施設はあるが、保育料が高い・・・すぎる。ＮＰＯ法人だか

ら？１人￥１３，０００？は高すぎるので、（兄弟いたら大変！！）何

のために働いているのか分からなくなり、辞めてしまいました。共働き

なのに高給料向けだと思いました。もっと気軽に下校時間の預かりがあ

れば、とても安しんです。現在は私の家庭は、カギッ子です。仕事の間

を見て、家にでんわをして安否を確認している日々です。本当に親以外

に見守りがない家庭向けなどの（おじいちゃんたちが近くに住んでな

い）学童保育などが、市民センターなどにあると助かるなとこっちに来

てからずっと思っています。 

(女  30～39歳  五味ヶ谷) 
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２ 産業分野 

 

災害に無縁の街で助かります。 (女  80歳以上  松ヶ丘) 

食育への教育場面に活用して頂きたい。 (女  30～39歳  上広谷) 

行政として地産地消を進める取組みを積極的に行って農業の推進を進

めてほしい。 

(男  60～69歳  新町) 

農業大学校の跡地を上手に活用してもらいたい。 (男  40～49歳  松ヶ丘) 

産業を活発にして欲しい (女  70～79歳  脚折町) 

市の斎場を作っていただきたい。川越・所沢・飯能等々市の斎場がある

ので料金も安く利用できるので羨ましいです。 

(女  60～69歳  藤金) 

高齢者が多い町となっているが、未だ々働ける人が多く、望んでいると

思う。そこで公の場では初めてと思うが宅急便の配送を考えたらどう

か。鶴ヶ島市行きの荷物は各集配係より、一手に引き受けて老人コミュ

ニティセンター等で整理して、宅配する（収入をあたえる）。 

(男  70～79歳  富士見) 

農協の直売所が、花園のように質のよい野菜を増やしてほしい (女  40～49歳  南町) 

貸し出農園が欲しい (男  60～69歳  富士見) 

地産地消が活発に行なわれる施設を沢山作ってもらいたい。 (女  80歳以上  藤金) 

商店街がさみしいので、工場等を増やして活気が欲しい。 (男  60～69歳  松ヶ丘) 

日頃あまり情報が耳に入ることが少ない分野におもいます。（身近に感

じて生活していない）興味がないわけではないのでより広報などで情報

が入ってくるといいのかなと思います。（広報は必ずチェックしていま

す） 

(女  30～39歳  上広谷) 

農協をもっと、にぎわってる感じにしたら、もっと買いに行く回数が増

えると思う。土・日だけでも農協で売ってる野菜とか使って、出店を出

したり。 

(女  30～39歳  脚折) 

・市外に流出している買物客あれば新鮮な野菜は鶴ヶ島・おいしいもの

を食べるなら鶴ヶ島のルートが出来るとうれしい。 

(女  80歳以上  上広谷) 

商工会が頑張って鶴ヶ島を盛り立てようとしているのを感じる。 (男  18～29歳  藤金) 

サフランのような特産品がもっとアピールできたらいいと思います。 (女  40～49歳  富士見) 

・衰退一方の現況の商店街。行政は何を考えているのか。市の財政は苦

しくなる一方ではないでしょうか。人口減をなげいているばかりでは、

何の解決にもならないのではないですか。 

(男  70～79歳  脚折) 

畑も人の手が入っていない所が多くならないように。 (女  60～69歳  上新田) 

他県から来る友人達も地域の農作物センターは大人気 鶴ヶ島の魅力

の一ツです。 

(女  70～79歳  藤金) 

企業誘致による市民税額の引き下げ (男  18～29歳  脚折町) 

少し淋しいネ (女  70～79歳  脚折) 

鶴ヶ島市民しか利用できない“市民証”を発行し、いろいろなお得サー

ビス等を受けられる仕組みが欲しい。（現在は子育てのみママさんサー

ビスしかないため） 

(男  60～69歳  脚折町) 

理想にとらわれる事なく、着実な、可能な範囲での実行を望みます。 (男  70～79歳  藤金) 

貴所担当部門でもマークしているところがある筈です (男  70～79歳  南町) 

していない (女  70～79歳  藤金) 

市営の菜園を作って欲しいです。 (男  40～49歳  藤金) 

坂戸駅回りは何もなくつまらない！ ワカバウォークのような、若い人

向け ヨーカ堂（年寄り向）なくなってしまいショック 

(女  60～69歳  中新田) 

６５才以上の老人の働く場所が無い。シルバー人材センターをもっと活

用して８０才まで気がね無く楽しく働ける様に対策を考えてほしい。 

(男  60～69歳  富士見) 

「鶴ヶ島といえばコレ！」みたいな特産品がほしい。駅などで売ってほ (女  18～29歳  下新田) 
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しい。 

これ以上の産業の発展は必要ないと考えます。 (男  70～79歳  富士見) 

税収の向上が計れるように産業拡大を計ってほしい。 (女  40～49歳  鶴ヶ丘) 

あちこち歩いていると、休耕畑が目立ちます。上手に活用出来たらと思

いますが・・・・。 

(女  70～79歳  中新田) 

駅近辺でもの、商業施設やお店が少ない。“賑わい”が欲しい。 (男  60～69歳  上広谷) 

鶴ヶ島！しかないヨって言う！物作りをしてもっと次世代へ、光を！若

い力をもっと大切にして下さい。 

(女  40～49歳  富士見) 

若葉駅の東口と西口では人の動きが全く違うので、西口から、４０７ま

での広い道路を何とか活用して、活気ある街にして欲しい 

(女  70～79歳  脚折) 

農業大学跡地の活用 企業誘致とインフラ整備に期待します (男  70～79歳  松ヶ丘) 

鶴ヶ島の農業をもっとアピールしてほしいです また促進活動（ＰＲ）

をしたほうがよいと思います。 

(男  18～29歳  鶴ヶ丘) 

遊休田畠や、播種後の未収穫農地が見受けられますが、本当に有効活用

成されているのでしょうか？ 

(女  30～39歳  新町) 

買い物で、高齢者向けの商品の靴、扱いをしている店が少ない。衣類等、

川越市までいかないでもいいように。 

(女  60～69歳  脚折町) 

鶴ヶ島市は一般的に農業のまちであると思いますが自営業である、農業

（事業）の人達の支援を充実してもらいたい。 

(男  50～59歳  高倉) 

企業や医療機関を誘致して雇用を創出して欲しい。 (男  40～49歳  松ヶ丘) 

・「道の駅」事業等による地場産業の推進を行うべきと考える。（４０

７号松並木沿えが敵地）※「鶴ヶ島」の情報発信基地としても検討すべ

き。 

(男  60～69歳  脚折町) 

ＩＨＩ、誘致、確実に行ってほしい。 (男  30～39歳  藤金) 

鶴ヶ島市の価値を向上させる取組をしてほしい。例えば圏央鶴ヶ島ＩＣ

周辺も中途半端に店や倉庫などが混在して、どの様な地域にしたいのか

が見えない。都市計画や公園やハコ物なども中途半端。他の地域の人が

買い物や文化やイベントなどにも訪れてみたいと思う様な魅力ある計

画を希望しています。 

(男  50～59歳  新町) 

企業誘致をもっと積極的に！税制面での優遇（思い切った優遇策で）し、

アピールを 

(男  40～49歳  富士見) 

少なくとも１００年単位の長期的な計画が望まれる (男  60～69歳  下新田) 

１．個人経営の商店等が十分街の中で（地域で）やって行けるような社

会とするよう市政は、行政を行うとよい。２．例として、市民センター

で農作物を販売する。（無人の） 

(男  70～79歳  五味ヶ谷) 

鶴ヶ島として特徴ある農産物や工業製品の育成に努めること (男  80歳以上  脚折町) 

給食のつる茶んを販売してほしいです。（市民センターなど） (女  18～29歳  富士見) 

スーパーで地元の野菜が売っていると購入します。売り場の野菜の量

も、売っている場所も増やしてほしい。 

(女  50～59歳  上広谷) 

広報で「サフラン」をたまに目にします。広がっているのでしょうか？

私も知人もまったく興味が持てません。自分の庭でも気軽にできて、身

体にプラスになるものへの発想転換が必要ではないですか。 

(女  50～59歳  藤金) 

鶴ヶ島駅近くに商店街があれば楽しいです。若者が好む雑貨店がないで

す（大学生も行く所がない）若葉駅ばかり集中している。商業施設がな

い。 

(女  50～59歳  上広谷) 

サフランの魅力の更なる発信をして下さい。 (男  40～49歳  上広谷) 

目玉となるような大型のショッピングモール等の商業施設があれば良

いと思います。 

(女  30～39歳  脚折) 

地産地消が進んでいると思う (男  70～79歳  脚折町) 

個人商店の特長を生かしてアピール (女  70～79歳  鶴ヶ丘) 
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鶴ヶ島産の野菜等の安全性など疑問があります (女  60～69歳  南町) 

とても住みやすい町だと感じています。さらなる発展、充実のため、が

んばって下さいませ。 

(女  50～59歳  富士見) 

プランド野菜を作ってさかんになってもらいたい (男  50～59歳  富士見) 

銘品、銘菓、名産特産品がない。市外への手みやげに迷う。川越の銘菓、

毛呂山のゆず、越生の梅・・・それに負けないものがほしい。サフラン

は今ひとつ高価で使用に迷うスパイスとしか思えなので・・・ 

(女  40～49歳  新町) 

鶴ヶ島特産の農産物などのＰＲをもっと積極的にしてほしい (女  70～79歳  松ヶ丘) 

運動公園の産業まつりや若葉駅の国際色豊かなまつり毎年楽しみにし

ています。８／２６の市役所の水かけまつりも家族で行く予定。個性的

な新しいイベントがいっぱいあって楽しい。ふるさと納税で人気のＫＡ

ＴＯにも何かで参加希望！！ 

(男  18～29歳  南町) 

大型モールが欲しい 鶴ヶ島は本屋が少ない (女  18～29歳  新町) 

市特有のイベントにとぼしい。 (男  70～79歳  南町) 

・商業施設の建設 ・市内・市外の人が来る道の駅（楽しい） ・ララ

ポートの施設を ・地場で取れたやさいを販売出来る（食べられるレス

トラン） 

(女  60～69歳  上広谷) 

外国人を増やしすぎないで欲しい。駅前がけっこうぶっそうなカンジに

なる時がある。ニートなどを引っぱり出してそちらを活用してほしい。

外人が増えたら、出ていきたい。 

(女  40～49歳  脚折) 

※今の若い人はこれからの農業をやっていかないと思うので農家のこ

んぽん的に、ていへんから考えていかないとダメだと思います。東京の

オフィスビルの中で、ＬＥＤをつかって、野さいがつくれる時代です。

※鶴ヶ島市内の商店は、あまりにも、さびしすぎます。もっと、地方へ

行って勉強をしてこないと、この状態では発展しません。 

(男  60～69歳  鶴ヶ丘) 

県農大校跡地の活用。ＩＨＩなど誘致を成功させてほしい。 (男  60～69歳  脚折) 

地域の要となる要素は有ると思う。後はアイディアと金。 (男  40～49歳  上広谷) 

鶴ヶ島市はかなり農業は盛んであり、農業の生産性向上の為に特産物を

活かした、グルメの開発が出来たらと思います。 

(男  50～59歳  新町) 

つるゴングッズ売れると思うよ！！誰もが欲しがる魅力ある物を真剣

に真撃に開発・販売してほしい。人気のあるものはふるさと納税にして

は 

(男  40～49歳  藤金) 

ふるさと納税で黒字をカクホしつづける様にこれからもガンバッてい

ただきたい。 

(男  30～39歳  松ヶ丘) 

農地が雑草になっている畠が目立ち利用方法を考えてください。市の美

観が悪く思います 

(男  80歳以上  富士見) 

市民農園を増やしてほしい。 (女  30～39歳  上広谷) 

歩道が少なく、危険を感じる。歩道整備をお願いしたい。 (女  50～59歳  富士見) 

起業支援 (男  60～69歳  藤金) 

産業が少なく、だんだん街がさびれて来ました。市が発展する方法を考

えて下さい。町は美容院、不動産、学習塾のみ増えて商店も減っていま

す。 

(  80歳以上  鶴ヶ丘) 

休耕地の有効活用 (男  80歳以上  上広谷) 

自営業者への税金補助 (男  40～49歳  松ヶ丘) 

農業？ 何をつくっているのか何が特産なのか見えない。 (男  50～59歳  富士見) 

高齢化による農業の低退化を市政で支える協働性を考えてほしい。それ

により自然や田園のみならず農業や市民の豊かさにもつながるのでは、

と思います。 

(女  60～69歳  藤金) 

産業など支える若年層を育ててほしい。子供が育ち、地元で生活したい

と思える街作りをめざしてほしい。 

(女  50～59歳  脚折) 
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遊休農地の貸借の紹介をしてほしい (女  40～49歳  藤金) 

農大跡地などの広い敷地に大型商業施設などあると人が集まると思う。

農業をやりたい人を全国から募集とかして農業も発展させたらいいと

思う。 

(女  40～49歳  藤金) 

「満足度」を記載する形式となっていますが、そもそも市民に知られて

いない（知らせられていない）と思っていますので、その回答が記載で

きるようにしてほしい。（以下全ての項目に共通です） 

(男  30～39歳  藤金) 

ＪＡ直売所が残念。道の駅みたいな人気スポットになる施設がほしい。

ブランド農産物などで活性化するといい。 

(男  40～49歳  脚折) 

活気ある町づくり (男  70～79歳  南町) 

高令者の活用（高令者はお金より仕事を求めている）１．農業 雑草取

り、選別、出荷作業等 ２．市内の清掃活動、雑草取り等 

(男  70～79歳  南町) 

鶴ヶ島駅前の商店街がだんだんさびしくなってきました。１件２件と閉

店がつづき・・・。 

(女  50～59歳  鶴ヶ丘) 

各駅前と国道沿いのロードサイドを商業の拠点として、つるバスとかつ

るワゴンで結んでいく方向が良いかと思います。工業・農業は現状で十

分かと。 

(男  40～49歳  富士見) 

帰省、ちょっとした手みやげに鶴ヶ島の物を使いたいが思いうかぶ物が

無い。 

(女  50～59歳  南町) 

・自給率をアップして、地産地消の結びを強め、日本産業の再建を！生

命の貴さを学べる場の設置（創設）を。 

(男  30～39歳  上広谷) 

国道を中心に様々な店舗があり住みやすさは感じますが、農業がさかん

には思えません。 

(女  50～59歳  下新田) 

もっともっと鶴ヶ島を知り、住み良い方向にもって行きたいと思ってま

す。 

(女  70～79歳  下新田) 

ショッピングモールがほしい。（大きい）（レイクタウン） (女  30～39歳  新町) 

車などで行くのではなく、駅前などに直販所がほしい (男  60～69歳  富士見) 

サフランへの認知度・注目度が高まってほしいですが、基本的に高価、

料理が限られる、大量摂取は危険（日常的に使用していいのか不安）と

いった点もあり、個人的には、染色、ポプリ、精油、入浴剤などめしべ

以外の部分を使い、安価で日常使用できるものにも力を入れてほしいで

す。 

(女  30～39歳  脚折町) 

市内に幅広い年齢層が住み、市内で働くことができ、地産地消が活発な

地域にしてほしい 

(男  40～49歳  松ヶ丘) 

地産の農産物がスーパーマーケットに並んでいるのは、大変すばらし

い。農業は生存の基盤なので大切に守り育ててほしい。そういう畑から

作物を盗んでいく市民がいることは悲しいことだし、憤りを感じる。泥

棒は犯罪だという市民教育も必要かもしれない。 

(女  70～79歳  藤金) 

鶴ヶ島で作った農作物を販売する所をもっと増やすと良いと思います。

（無人販売の設置等） 

(女  40～49歳  鶴ヶ丘) 

蔵造り、小江戸川越、秩父名産、自然と等々広く情報を発信し、活性化

（街の）を図り賑やかな街づくりを目指していけるように鶴ヶ島市も努

力していただきたいと思います 

(女  70～79歳  脚折町) 

地元産の野菜を買うようにしてるが少し高いように感じる。 (女  70～79歳  五味ヶ谷) 

“商”に関してはにぎわって来ている印象を受けます。“工”に関して

は多少の衰退を感じています。“農”に関しても衰退の気配を感じてい

ます。地産地消を推進するなら、さらなる具体策が欲しいです。 

(男  30～39歳  脚折町) 
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３ 都市基盤整備分野 

 

鶴ヶ島駅西口から鶴ヶ丘・松ヶ丘台西へ向かう道路（飯能信用金庫前）

は歩行者・自転車・車両が多く通行しているが道幅が狭く歩道もなく危

険に感じる。現状の路側帯はとても狭いのでガードレール等のみでは解

消されないと思うので遊歩道の設置や車両を一方通行にするなど歩行

者の安全を確保する必要がある。 

(男  18～29歳  鶴ヶ丘) 

のびのびした土地に、分譲一戸建ての（個性ない）せまいこま切れ土地

の販売が多くなりあまりいい見栄えがしない。 

(女  80歳以上  松ヶ丘) 

積雪の際、ろくに除雪車が入らないのは近隣で鶴ヶ島だけです。国道も

Ｉ．Ｃもある市なので、除雪はしっかりとしてほしいです。 

(女  30～39歳  藤金) 

一本松駅から圏央鶴ヶ島ＩＣに至る道の特に、高倉自然公園近くのカー

ブの所の樹木のばっさいをお願いしたい。自転車あるいは徒歩で通過す

るときに、こわさを感じます。 

(男  50～59歳  高倉) 

上広谷７９３－６の隣の空地がマンション購入時に「公園予定」と知り

早１１年経ちました。児童館も近いので子育て世代目線になって公園を

早く作って多くの市民イベントが行えるようにしてほしい。 

(女  30～39歳  上広谷) 

高速道路等立地には、満足している。空家が増える事が予想される。早

めの対策を願います。 

(男  40～49歳  松ヶ丘) 

自転車利用者のマナーが悪い。自転車専用の道路を増やしていただきた

い 

(女  40～49歳  南町) 

一時停止線等、道路のライン表示が見えない。見えにくい所が多過ぎる。 (女  70～79歳  松ヶ丘) 

①つるバスが乗りにくい。親しみを持てない。②子供がのびのびと遊べ

る公園・遊具が少なすぎる。（ちなみに私は子供なし） 

(女  40～49歳  柳戸町) 

バス（つるワゴン）で細かく回われる様にして欲しい (男  60～69歳  富士見) 

栄小西門前通り①水道工事後の舗装不完全のため、重車輌が通るたび

に、家に振動が起き、風呂場タイルが大きくひび割れてしまっている。

②栄小の道路沿いに植えられた木々が大木となり、鳥のフン害、落葉は

きに悩まされている。また、トイにも落葉が入り、困っている。 

(女  70～79歳  富士見) 

線路付近の整備がいつまでも行われないこと (女  80歳以上  藤金) 

歩道に住宅の木の枝がはみ出していたり、車道と歩道の間（段差をうめ

るブロックの様な物）が危険で自転車での走行が大変な場所がありま

す。特に、木や植物類は困ります。対応してもらえると嬉しいです。 

(女  40～49歳  脚折) 

東上線の踏み切りが狭くて危ないです。渡たる車の数も増えていますし

整備される計画を聞いていたのですがどうなってますか。坂戸市との関

係でしょうか。 

(女  60～69歳  藤金) 

鶴ヶ島駅に東上線の停止を増やす。 (男  60～69歳  松ヶ丘) 

・交通のマナーを尊重出来ない人が多い。・ゆずり合いの気持ちを持っ

て、運転してほしい。 

(女  60～69歳  五味ヶ谷) 

一本松駅の横の車道を車がすれ違えるようにして欲しい (男  40～49歳  新町) 

この分野でいいかわからないですが、子どもをじっくりあそばせてあげ

られる広い公園（駐車場あり）が運動公園以外にも増えると嬉しい。（上

広谷からだと遠い、近隣にない） 

(女  30～39歳  上広谷) 

道路の「止まれ」とか白字で書いてあるのが薄くなって、見えづらくな

ってる所を直してほしい。通学路の白線など。 

(女  30～39歳  脚折) 

公共交通網の整備を望む。道路は比較的整備されており、車社会に何ら

問題はないが、今後高齢化社会になっていくため、足の便の活性化を（心

配）希望する。 

(女  60～69歳  南町) 

区画整理の進み具合への不満有。 (女  60～69歳  ) 
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・鶴ヶ島駅近くの道路巾せまくてあぶない。シャッター通り・空家対策

むずかしいですが元気なまちめざすチームの新しい発想をたのしみに

しています。 

(女  80歳以上  上広谷) 

こちらに来て半年。とにかく、あぶない道路が多すぎる。車の運転マナ

ーの悪さにもおどろいている。 

(女  60～69歳  南町) 

若葉西口区画整理事業の進捗が止まっているように感じる。 (女  60～69歳  藤金) 

自転車で走るにはキケンな道路多々あり。ガードレール設置する等、歩

行者、自転車が事故にあわないよう整備してほしい。 

(女  50～59歳  上広谷) 

この地で３６年若葉駅から道路が出来ただけ他の市町からくらべると

かなりおくれていると思います。（道路の整備がなっていません） 

(男  70～79歳  町屋) 

駅前に新しい道路ができたり、補修してあったりと、住みやすくなって

いる。 

(男  18～29歳  藤金) 

側溝のない道路が多く、少しの雨でもすぐに道が川のようになってしま

う。側溝の整備をお願いします。 

(女  50～59歳  藤金) 

旧給食センター近隣の市街化調整区域の整備をお願いします。 (男  60～69歳  太田ヶ谷) 

富士見に住んでいますが、同じ鶴ヶ島市でも鶴ヶ島駅近辺や市役所のあ

る若葉駅の南にはほとんど行く機会がありません。もっと行き来がしや

すくなるといいのですが。 

(女  40～49歳  富士見) 

道路沿いの緑（高さがあるので・・・）があるので（つつじです）車の

際見通しが悪く、右折・左折しづらいです。県道３９号線に出るところ

です。ドラックストアセキ若葉店の通りです。危ないので、緑をどうに

かしてほしいです・・・。 

(女  18～29歳  富士見) 

・市街地整備～道路がせますぎ。民間だのみだけでなく、市ももっと積

極的に進めてもらいたい。 

(男  70～79歳  脚折) 

藤金の小さな公園が、夏になると、草がすごく遊べません。家から徒歩

ですぐに行ける公園なので、不便です。 

(女  30～39歳  藤金) 

東市民センター近くの角に家が建ち、視界が悪くなった。カーブミラー

をつけてほしい。 

(男  30～39歳  五味ヶ谷) 

道路の整備を充実して欲しい。 (女  60～69歳  上新田) 

一本松駅、ふみ切りの幅、せまくて時間がかかり不便。中島養鶏場のに

おいの問題。 

(女  50～59歳  新町) 

結構できていると思う。 (男  30～39歳  新町) 

市街地のみでなく、それなりに住宅のあり生活している調整区域にも入

って欲しい。 

(男  70～79歳  上広谷) 

時差式信号機の設置による渋滞解消 (男  18～29歳  脚折町) 

区画整理事業の早期完成 (男  70～79歳  上広谷) 

鶴ヶ島駅西口ロータリーの“築山”が邪魔で、送迎の車や、自転車で通

る人、ベビーカーを押す人、歩行者（老人・子ども）にとって危険でし

かない。ノンステップのバスもまっすぐに停車できないためにノンステ

ップの意味がない。あの“お山”は必要ですか？ 何のために？ 

(  40～49歳  松ヶ丘) 

ミラーの設置をもっとスムーズに行なってほしい (女  30～39歳  脚折町) 

裏道などは、デコボコ多い (女  70～79歳  脚折) 

道路の不整備箇所が多い (男  60～69歳  富士見) 

鶴ヶ島駅～ＪＲ笠幡にバスが欲しい。車に乗らないため徒歩で川越線は

不便。つるワゴンも本数的に利用しにくい 

(男  60～69歳  南町) 

歩行者、車イスに安心・安全な道路にしてほしい。広さ、街灯の見直し

も。 

(女  70～79歳  藤金) 

理想にとらわれる事なく、着実な、可能な範囲での実行を望みます。 (男  70～79歳  藤金) 

若葉駅前の信号機に「右折」信号も加えて下さい。今はないので非常に

不便です。（これは管轄が違いますか？） 

(女  60～69歳  富士見) 
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道路側溝の土の除去（大雨に備え） (女  60～69歳  富士見) 

東武線（若葉駅近く東松山側）のふみきりがわたりにくい。（車待ちと

かであぶない）歩行道路の交差点の段差高低がありすぎる。手押しカー

トや自転車でガタガタしてタイヤがいたむ。足の弱い母は苦労してもち

あげている。 

(女  50～59歳  藤金) 

川岸の草の清掃をきちんとやって欲しい。草があると増水しやすい。 (女  80歳以上  上広谷) 

コミュニティーバスの不便さはひどい・・・人口７万人ではこんなもの

なのか？？ 

(男  70～79歳  南町) 

なにもしていない (女  70～79歳  藤金) 

・若葉駅前（西口）に公園が無いので、つくって欲しい！！！・若葉駅

から北に１つ目の踏切周辺の整備を早くして欲しい！！！！車で線路

を横断しにくいです・・・ 

(男  40～49歳  藤金) 

都市ガスが少ない。マンションの近くは、せめて都市ガスにしてほしい (男  18～29歳  藤金) 

若葉駅西口に商業施設を。 (男  50～59歳  脚折) 

坂戸駅の北口方面の道路と比べ西口の道路（鶴ヶ島方面）の街灯が少な

く非常に暗く、夜間の一人歩きが非常に怖い。 

(男  70～79歳  脚折町) 

一本松駅の南口にロータリーが出来たのに、改札口がないので、ほとん

どロータリーの利用がない。改札口を作ってほしい。 

(女  40～49歳  中新田) 

若葉駅西口の商店誘致など活性化を図ってほしい。 (男  70～79歳  藤金) 

電柱の地中化 ラウンドアバウトの再利用による信号を減少及び速度

の低下 

(男  30～39歳  富士見) 

道路の狭いところ、デコボコのところを何とかしてもらいたい。 (男  80歳以上  脚折) 

犬がいて公園に散歩に連れていくが、犬が水道の水を飲んではいけない

という表示がされている。（富士見中央公園）犬にも優しい鶴ヶ島市で

あって欲しい。水道に犬が水を飲めるジャ口を別に設けてほしい。 

(男  60～69歳  富士見) 

一本松駅から市役所までの道を自転車で走ると危険を感じるので道を

広く、走りやすくしてほしい。 

(女  18～29歳  下新田) 

自然の残る都市計画を (男  70～79歳  富士見) 

道路工事をする時は、路面の精度が悪くいかにも補修しましたというよ

うな状態が多いと思います。修了後しっかり点検してもらいたいと思い

ます 

(女  40～49歳  鶴ヶ丘) 

子供がボールで遊べる公園を増やしてほしい。子供以外でも高齢者が体

操やゲートボールなどのスポーツができると思います。それによって市

民が健康で長生きすることができ、医療の負担も減らすことにつながる

と思います。 

(女  30～39歳  共栄町) 

町全体に夜が暗い。せめて通学路にはもう少し街灯がほしい。 (女  60～69歳  脚折) 

富士見１丁目の交差点付近の（東上線アンダーパスの所）渋滞がひどい。

若葉駅西口付近に在中していますが、上広谷の「第２多田ハイム」付近

の道路工事はいつ進められますか？じゃり道で、道が狭すぎて対向車が

必ず来ていつもゆずり合いです。１日も早く道路を広げて、整備して下

さい！！本当に毎日通る道なので困っています。 

(女  30～39歳  上広谷) 

若葉駅西口に交番がないので子供に何かあったら困ると思う。 (男  30～39歳  脚折) 

駅までの交通手段がワゴンしかなく、今後、車の運転が出来なくなった

際大変に心配です。交通手段の整備を！ 

(男  50～59歳  下新田) 

バスが時間が少なすぎ！もっとひんぱんに！ (女  18～29歳  脚折町) 

雑種地、荒地を整備し公園の数を増やしてほしい。 (女  60～69歳  下新田) 

・危険な箇所など、市民の声をしっかり聞いて改良してほしい。・栄小

学校のプール（ブロック）フェンスが高いのとヒビが入っているので地

震の時！こわい！通学路としてキケン！ 

(女  40～49歳  富士見) 

シルバーカーで歩くのに、歩きづらい。歩道がない、でこぼこしている、 (女  70～79歳  脚折町) 
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ただ歩いてるだけなのにクラクションを鳴らされる等。道を平らにして

ください。ベンチも欲しい。 

公園の遊具がどんどん減っている 新しいものはいつになっても入ら

ない 

(女  18～29歳  富士見) 

毎日の生活の足が自転車 住宅地の中は見通しの悪い道路が多くある 

もう少しカーブミラーがあると良い。冬は、くもってしまって役に立た

ない。検討を 

(女  60～69歳  松ヶ丘) 

一本松駅前は漸く整備されましたが、鉄道との繋ぎも悪く、中途半端な

開発で目的が理解出来ません 

(女  30～39歳  新町) 

毎年継続して微増であっても市の発展に欠かせない。インフラの整備は

自然災害から市民を守る手段、道路、市街地整備など他市町村から鶴ヶ

島は頑張っている、ミリョク的な市に尽力願いたい 

(男  70～79歳  太田ヶ谷) 

老朽化に不安があります。なかなか素人ではわかりにくい部分ですが、

ぜひ点検や補修を行って下さい。 

(女  40～49歳  富士見) 

・道路においては、学校の通学路（道路）のへこみが多数散見される。

通学路としている、民家のへいがかたむいている場所がある。至急に見

直しを図る必要がある。 

(男  50～59歳  高倉) 

道路整備を進めてほしい。 (男  40～49歳  松ヶ丘) 

道路等家が出来てからでは遅いので何もない時から早く作った方が反

対もなくスムーズに出来ると思う。 

(男  80歳以上  富士見) 

・現存する雑木林等を活用した公園の整備等市民の憩いの場を充実すべ

き。・道路等の維持管理の充実。 

(男  60～69歳  脚折町) 

家の前の道路がデコボコですが→理由・下水道工事や新しく家が出来る

たびに道路を掘り返す為、段差が出来ています。４０年以上修理もせず、

このままなのか気になっています。 

(男  80歳以上  富士見) 

柳戸町にも、鶴ヶ島駅行きのバスを出して欲しい。 (男  18～29歳  柳戸町) 

一旦停止の標識はあるが道路に引かれている白線がみんな消えている

ことを良いことに交通違反の取りしまりおかしい。１日も早く整備して

ほしい。 

(男  70～79歳  五味ヶ谷) 

歩道を作ってほしい。（全ての道路に） (女  80歳以上  高倉) 

関間の踏切、中古車屋の所、通学路にもなっているため、坂戸市との連

携の問題もあるが、地下道等の検討を希望します。 

(男  30～39歳  藤金) 

つるワゴンがわかりづらい。 (女  60～69歳  富士見) 

一本松駅近くの線路（踏切）を車が対面通行（二車線）可能にしてほし

い 

(男  40～49歳  新町) 

鶴ヶ島市の価値を向上させる取組をしてほしい。例えば圏央鶴ヶ島ＩＣ

周辺も中途半端に店や倉庫などが混在して、どの様な地域にしたいのか

が見えない。都市計画や公園やハコ物なども中途半端。他の地域の人が

買い物や文化やイベントなどにも訪れてみたいと思う様な魅力ある計

画を希望しています。 

(男  50～59歳  新町) 

地震対策が喫緊の課題 (男  60～69歳  下新田) 

毎年行なわれている、街路樹（けやき）の剪定に税金が使われている事。

木の景観も良くありません。 

(女  70～79歳  脚折町) 

１．道路標識、表示は、定期的に行う。２．最近は、特に表示が悪く、

一時停止などが不明で危険です。 

(男  70～79歳  五味ヶ谷) 

路線バスがない。つるワゴンも１時間に１本しかない。困ります。 (男  40～49歳  脚折) 

市役所の近くは整備されているがその他の場所はあまり整備されてい

ないように思う。不満 

(男  50～59歳  新町) 

つるワゴンもつるバスの様に、朝から夕方の便数を増やしてこそ、年配

者の移動が可能となると思う 

(女  60～69歳  富士見) 
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道路を緑地（樹木を含む）の共存の考え方を具体的に創り、実行するこ

と。 

(男  80歳以上  脚折町) 

駅前に窓口のある銀行ができたら助かります。 (女  18～29歳  富士見) 

歩車分離の信号を理解していないドライバーがいます。歩行者が青の時

車が動きだして、右折、左折する車があり、あぶないです。歩車分離を

もっとわかりやすく、広報などで教えてはどうでしょうか？ 

(女  50～59歳  上広谷) 

◎歩道の整備 市役所から一本松交差点。◎一本松駅南口改札を作っ

て。 

(男  60～69歳  下新田) 

藤金自治会館、南側の水路の流れが悪くて小学生の通学路が大雨の時に

冠水します。関越高速の排水も直接流入します。（本線の方が側道より

低い。遊水地もない） 

(男  70～79歳  藤金) 

市では、健康面で歩くことを市民に勧めています。歩いてみるとわかる

のですが、凹凸が多い道が結構あります。お金の掛かることではありま

すが、高齢化が進む中、市民が歩く頻度の高い道から順に直していただ

きたい。 

(女  50～59歳  藤金) 

一本松駅の反対側の改札口と周辺の整備。 (男  70～79歳  下新田) 

道路の舗装の割れやヒビで何度も市役所に行っているが対応が悪く一

般市民が出向いているにもかかわらず議員を通して話しを持って来な

いと先に進まないと言われ優先順位があるとも言われたが通学路にも

かかわらず対応してくれない税金を払っているにもかかわらず！（母

談） 

(女  18～29歳  高倉) 

管理されていない農地が目立ちます。そのままにするよりも企業や会社

に使ってもらった方がよいかなと思います。 

(男  30～39歳  五味ヶ谷) 

通学路が交通状況の悪い所も有る。つるワゴンやつるバス (男  50～59歳  富士見) 

バスも少ないです。高齢者ドライバーが免許を返納しやすいように交通

手段を充実してほしいです。 

(女  50～59歳  上広谷) 

主要道路や交通量の多い道の路面が荒れてきている (男  18～29歳  藤金) 

鶴ヶ丘の文化会館前の道路が通学路で有りながら速度の規制が無いの

で危険です。３０ｋｍ規制にしてほしいと思います。 

(男  60～69歳  鶴ヶ丘) 

市街地が衰退しているように感じる。駅が単なる通過点にならないよう

駅前開発に力を入れて欲しい。 

(男  40～49歳  上広谷) 

全体的には、鶴ヶ島と言えば高速道路のイメージがあり交通には非常に

便の良い所と思う 

(男  70～79歳  上広谷) 

・外灯をふやしてほしい・一本松駅前のロータリーは改札口が増えない

と意味がない。中途半端 

(女  50～59歳  中新田) 

鶴ヶ島駅の道路に信号がつくとよいと思います。鶴ケ丘・上広谷の人々

は駅にいくのにあぶないと思います。シダックス側にはあるのにどうし

てかなと思いますよ。 

(女  60～69歳  上広谷) 

農業大学校跡地に誰れでも気軽に利用できる広場（サッカー、ゲートボ

ール、ターケットゴルフ、マレットゴルフ等）作って下さい。 

(女  70～79歳  藤金) 

同じ所ばかり整備している様に感じます。 (女  50～59歳  脚折) 

ふみきりにすぐ入れてしまうのであぶない。カーブミラーがなく見通し

の悪いどうろ、狭い通りが多く感じる。 

(女  30～39歳  上広谷) 

道路のデコボコのないようにしてもらいたい。 (男  70～79歳  脚折) 

利用したくなる様な充実したつるバス、つるワゴンを希望します。 (女  60～69歳  藤金) 

近隣の空地が公園になるという話しがあってから１３年経過している。 (女  60～69歳  上広谷) 

街路樹の整備が行なわれていてありがたい。雪の多い時に除雪車が一早

く来てくれるのでありがたい 

(男  70～79歳  脚折町) 

農業大跡地の活用がはじまるに合わせて自転車レーンの充実 (女  70～79歳  鶴ヶ丘) 

家の近くの電柱だけ外灯が付いていない。他の電柱には全て付いてある (男  40～49歳  新町) 
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のはなぜなの？ 

道路等全体的な計画が感じられない。やはり川越市と比べて劣っている (女  60～69歳  南町) 

舗装してない道路 (女  80歳以上  上広谷) 

道路と歩道の段差がある (女  60～69歳  松ヶ丘) 

歩車分離・自転車・歩行者分離を進めてほしい (男  50～59歳  富士見) 

高齢の方々から、外出の際の便の悪さ（とくに関越病院通院）を聞きま

す。つるワゴンの本数、のりつぎ、もう少し弱者の目線になりませんか？

近所のおじいちゃんおばあちゃん、グチってます。 

(女  40～49歳  新町) 

道路状況は悪いです。アスファルトがはがれている場所が多いです。 (女  70～79歳  松ヶ丘) 

若葉駅西口から国道４０７号線に向けて道路が整備されたので、施設の

開発、充実を進めてもらいたい。 

(男  40～49歳  脚折) 

自転車が通れる（歩道・車道・自転車道）ところがもう少し整備される

と安心です。 

(女  40～49歳  富士見) 

若葉ウォーク方面へ行く時に、踏切を通るのですが、早く、２車線で通

れるように、道路を広げて欲しい。坂戸中央病院の横にある様に、車が

両方で通れるようにして欲しい。なにとぞ、宜くお願いします。 

(女  50～59歳  藤金) 

ウォーキング又は自転車コースの充実が必要 (女  18～29歳  新町) 

・鶴ヶ島駅のバスターミナルの整備 ・鶴ヶ島駅に送り迎えの車輛の駐

車スペースを 現在は、駐車の車が多いので、整備を 

(女  60～69歳  上広谷) 

とにかく草が多い 歩道の植木の幅が広く、場所によると、半分は「さ

つ木」にしめられている 

(男  60～69歳  松ヶ丘) 

自分の住んでいる地域にバス交通網がなく、車必須となっている状況を

改善してほしい 

(男  30～39歳  脚折町) 

車が増え、危険なドライバーもいる。歩行者などに配慮した交通整備を。

（歩行者のみ渡れる信号機など） 

(女  40～49歳  脚折) 

※町の発展は、道路充実した、ひろさと、巾・整備された地盤を計画実

行をしていかないと、いっこうに街中はさかえないし、子供たちが、こ

の町にすみたいと思わないと思います。※また、市街化（用途変更）を

みなおさないと、この鶴ヶ島の町はさびて行くいっぽうです。 

(男  60～69歳  鶴ヶ丘) 

・障害者や弱者に配りょした道路、歩道 ・歩道上に道路標識を設置し

ない ・切れ切れの歩道を整備する ・除雪を行う 

(  70～79歳  松ヶ丘) 

若葉西口にも公園がほしい なぜパチンコ屋ばかり・・・ (女  40～49歳  藤金) 

新しい住宅地の整備だけでなく旧の道路の拡張整備等。高齢者が安心し

て動ける道路。 

(女  70～79歳  上広谷) 

街灯など本来は夜間・暗い時に点灯するが昼間、点灯してるものが見ら

れる。昼間パトロールなどして、補修されたい。 

(男  60～69歳  脚折) 

筑坂高校前の踏切の道を広げて通りやすくしてほしい。 (女  30～39歳  藤金) 

坂戸、若葉駅方面は、道路整備が出来ていると思いますが、一本松駅、

新町、中新田は、まだ不便な面があります。人口は加増地区であり一本

松駅の駐輪場や、駐車場の整備が必要ではないかと思います 

(男  50～59歳  新町) 

「つるワゴン」や「鶴バス」の利用を知らないで利用していないのが現

実です。（引っ越して来て３年）身近になる資料を。 

(男  80歳以上  新町) 

若葉駅西口から４０７号への道路をつくったからといって固定資産税

を上げないほしい 

(男  40～49歳  藤金) 

若葉駅西口の整備されていない、又は整備途中の道を迅速に進めてほし

いです。大きな事故があってからでは遅いです。お願いします。 

(女  40～49歳  上広谷) 

道路、下水の整備（通学路） (女  70～79歳  上新田) 

鶴ヶ島駅東口の踏切前道路の横断が不便。危険を感じるこ多々有り。特

に帰宅時１８：００～２０：００ 

(女  30～39歳  上広谷) 

遊歩道などの美観が今一つ高令になると、草むしり等、個人では手に余 (  70～79歳  松ヶ丘) 
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る。樹路樹の根で歩道がデコボコです。蹴躓きそうになります。樹路樹

の剪定の時期の見直し。木蔭の欲しい夏場は丸坊主です。出来たら落葉

に合わせて剪定を希望します。 

街灯が少なすぎる 林など夜危険な所が有りすぎる (男  50～59歳  藤金) 

けやき通りの並木通りが（まるで外国に来たみたい）だと三十年前は、

一目で気に入って越して来ましたが（バスの中からの街並み）毎年伐ら

れるようになり、残念です。 

(  80歳以上  鶴ヶ丘) 

鶴ヶ島市は舗装道路がでこぼこ非常に悪い狭い農道砂利道もアスファ

ルト舗装にしてほしい。日高市は舗装道路がどこもきれい砂利道もなく

狭い道路もとてもきれい。 

(男  70～79歳  高倉) 

マスコミ等の報道で上水道の老朽化が取り上げられていますが、本市は

大丈夫なのか心配です。 

(男  60～69歳  富士見) 

新しく道路を作るよりも、現状の老朽化に対する補修に力を入れて欲し

い。耐震上の課題もあります。又、空屋が目立つようになりました。環

境整備からも、対策をとる必要があると思います。 

(男  70～79歳  上広谷) 

つるバスの本数が少なく、昼時や夕方に空く時間帯があると利用しづら

い。 

(女  50～59歳  松ヶ丘) 

雨水の排水溝・枡の清掃を自治会だけでなく、市からも実施してほしい。 (女  50～59歳  富士見) 

渋滞緩和の政策の実行 (男  40～49歳  松ヶ丘) 

せまい道路での車の数が多すぎて危険な場所が多い。越生線の最終電車

が早すぎて何１０年もかわっていない ダイヤ改正をしてほしい 

(女  60～69歳  中新田) 

道路に雑草がいっぱいあって見苦しい！ (男  50～59歳  富士見) 

外灯が少なく暗くて前がよく見えない道があるので、対策をしてほしい

（特に鶴ヶ島駅教習所わきの歩行者・自転車用の道） 

(女  18～29歳  太田ヶ谷) 

小さな子供を家の近くで遊ばせられる小さな公園、緑地を点在させられ

ると。いいなぁー。 

(女  60～69歳  藤金) 

街灯の少ない所がこわく感じる為増やしてほしい。つるわごんの本数を

増やしてほしい。 

(女  18～29歳  太田ヶ谷) 

傾斜が急な所があり、車イスではあがるのがキツイ！ (男  50～59歳  富士見) 

若葉西口一本松通り車が有りませんので駅迄歩きます。１０分チョット

ですが夏は歩けません。緑の木ぎがあったらと思います。年よりにやさ

しい町であったらと願っています。 

(女  70～79歳  藤金) 

一本松周辺をもっと便利にしてほしい。 (男  40～49歳  中新田) 

コンクリートの老朽化は心配。特に高速にかかる橋の補きょうをしてほ

しい。 

(女  40～49歳  藤金) 

鶴ヶ島駅東口の整備をお願いしたい。特にタクシー待機場です。駅前に

してはあまりにもおそまつです。 

(男  60～69歳  富士見) 

Ｉ・Ｃが２つもある交通に特化した街なのに生かせてない (男  40～49歳  脚折) 

交通が不便 (男  70～79歳  南町) 

狭い道路は一方通行として歩道を確保する。 (男  70～79歳  南町) 

もっと交通の便を良くしてほしい。 (女  70～79歳  松ヶ丘) 

ムダな道路の建設、利用率低い (男  60～69歳  松ヶ丘) 

・舗道と車道に段差があり危険不便・道路に敷石が有り何とかならない

か。自転車でとても危険です。 

(  70～79歳  脚折町) 

駅から自宅まで街灯が少なく暗いため歩くのが不安です。防犯カメラも

見当たりません。 

(女  18～29歳  上広谷) 

新しい道路は立派だし、道路の良い北関東と同じレベルで走りやすい

が、一歩古い路地に入ると大変 

(男  40～49歳  富士見) 

１本松駅は新しいロータリーが出来ましたが結局は、狭い踏み切りを渡

るしかなく安全面にかなり欠けます 

(女  40～49歳  新町) 
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将来にわたって安全、安心して暮らせる、環境の整備を。緑多き豊かな

自然が多く存在する街に。 

(男  30～39歳  上広谷) 

本下水にしてほしい (男  40～49歳  藤金) 

防災の放送が地域によっては、全然きこえない (男  50～59歳  脚折町) 

新町２丁目のカントリー雑貨ベンがある交差点に手押し信号を付けて

欲しいです。・ヤオコー交差点から一本松駅交差点まで信号がないので、

スピードを出す車が多い。・歩行者が、横断歩道に立っていても、止ま

る車が少ない。（朝など特に止まらない。小学生も通学している中、朝

は、特にスピードを出しながら通過する車が多い。）・小さい子どもや

高齢者も沢山住んでいる地区なので、いつ事故が起きてもおかしくない

場所。事故が起きて、死者が出てからでは遅いので、ぜひ設置をご検討

頂けたらと思います。宜しくお願いします。 

(女  18～29歳  新町) 

鶴ヶ島広報は情報を得るのに活用してます。 (女  70～79歳  下新田) 

越生線一本松駅にロータリーが出来ましたが、車で直進してロータリー

へ入りたいのに、右折車が列をつくっているため直進者が前へすすめな

い。そのため、子供が電車に、のりおくれてしまった。道路に、直進車

レーンと右折車レーンを作ってもらいたい。 

(女  40～49歳  新町) 

歩道、車道、せまい。駐車多い。交通認識が低い。 (女  50～59歳  鶴ヶ丘) 

・運動・サイクリングが自由にできる公園を作ってもらいたい。 (女  40～49歳  藤金) 

個人の家の木（庭に植えてある）が道路にはみ出て避けるために対向車

と接触しそうな時が多々あります。注意を呼びかけてほしい。 

(女  50～59歳  上広谷) 

つるバスの時間が若葉駅発着の電車と上手にかみ合っていない、ため利

用できない。例えば、電車到着後３分でバス発、高齢の方は乗れるので

しょうか？ 

(女  50～59歳  脚折) 

家の前の道路は大量の雨が降ると毎回冠水します。その水が引くと、そ

の後は臭いが何日も残ります。改善してほしいです。 

(女  60～69歳  脚折) 

市役所のまわりだけ、きれいな花を植え、草刈もされていて、少し離れ

ると、花はなし、草ものび放題。長く住んでいてとても不満に思う。 

(女  70～79歳  上広谷) 

・夜道、暗い道路がある。太陽光を利用した外灯などできないものでし

ょうか？ ・スケートボード、キックボードといった遊具を移動に使用

している人をよくみます。自転車に対しての法律がどんどん変化してい

るのですから、利用している人へマナーやルールをもうけてほしいで

す。 

(女  30～39歳  脚折町) 

年度末（３月）に道路工事が集中していることに疑問です。多すぎる気

がします。 

(女  18～29歳  脚折) 

草がぼうぼうの所が多い事におどろきました。自転車で走ると草がすご

いのがよく分かります あと、歩道がすごくせまくて怖い所が多く感じ

ます 引っ越してきて、とにかく道路環境の酷さが目につきました 

(女  40～49歳  三ツ木他) 

通勤、通学の時間帯に使用出来るバスをもっと増やしてほしい。 (女  40～49歳  脚折) 

鶴ヶ島駅周辺があまりに整備されていないので、もっと人が楽しく利用

できるように開発整備してほしい。鶴ヶ島の名前がもっと輝くようにな

ってほしい。 

(女  50～59歳  上広谷) 

小中学校の通学路の安全を確認しなおしてほしいと思います。安全でな

い所があちこちに見られます。 

(男  50～59歳  脚折町) 

駅近くの道で歩道の段差が大きく歩きづらい所があります。車椅子の方

は無理です。店舗前なので事情があるのかも知れませんが誰もが安全に

通れる様にして頂けたらと思います。 

(女  60～69歳  上広谷) 

「一本松南口改さつ口の早期開通について」南口ロータリーができ、高

倉方面への道路が整備されて安全に道路を歩くことが出来るようにな

りました。しかし、現在の改さつ口からは踏切を渡らなくては高倉方面

へは行けません。せまい踏切を車と一緒に渡らなければならず、危険を

(女  60～69歳  新町) 
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感じながら渡っている状況です。早急な対応をお願いします 

舗装道路の補修の徹底 道路、歩道にはみ出てる草木の整備 (男  60～69歳  新町) 

速やかな整備により、安心安全で使いやすい道路にしてほしい (男  40～49歳  松ヶ丘) 

夜の自転車での移動は大変危険。①街灯が暗い ②歩道、自動車道の区

別がない所では、民家の植木が整備されていない。信号が見えにくい程、

植木がはびこっている所もある。 

(女  70～79歳  藤金) 

車が多く、白線のみで車道と歩道が区切られているだけなので歩道は一

段高くするとか、区別したりしてほしいです。押しボタン歩道をもっと

設置する等、歩行者の安全をもっと考えてほしいです。 

(女  40～49歳  鶴ヶ丘) 

脚折地区（４０７の東側）に公園がない。 (女  70～79歳  脚折) 

若葉駅近くの道路にかかる陸橋の老朽化が心配です。メンテナンスもあ

まりされていない状態でもし地震等で破損した場合、人が通れない以上

に電車の運行に迷惑をかけ広範囲の人々（利用者）影響をあたえます。

公共物の老朽化に対してどう対策をとられるのか？ 

(男  40～49歳  上広谷) 

高速道路ばかりですね。 (女  70～79歳  五味ヶ谷) 

安全に歩ける道路がほしい。ウォーキングに向いていない。自転車にお

びえながら歩くのがつらい。 

(女  40～49歳  鶴ヶ丘) 

信号を増やしてほしいです。 (女  18～29歳  富士見) 

東上線より西口方面に大型のショッピングモールがほしい。スーパー

や、住宅だけでは若い人は来ない。 

(男  60～69歳  脚折) 

全体的に街灯が少なく暗い。街灯を増やしてほしい。街路樹が手入れさ

れてなく、枝が伸び放題になっていて、危ない。 

(女  40～49歳  脚折町) 

太田ケ谷１号橋に階段が欲しい。 (男  50～59歳  太田ヶ谷) 
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４ 環境分野 

 

下水道の整備をお願いしたい。 (女  60～69歳  太田ヶ谷) 

家庭ゴミの分別のマナーが、考えさせられます。自治会のゴミ集積所に

管理人を市が選住したらいかがなものか。 

(男  70～79歳  羽折町) 

ゴミの集積所をふやしてほしい。 (男  70～79歳  富士見) 

緑の多い伊勢原、運動公園ｅｔｃ残していって欲しい。これがあるので

引越せない。水も美味しく、水道水がのめて、助かる。 

(女  80歳以上  松ヶ丘) 

大学の教育機関等連携して、環境のあり方から議論が必要と思う。 (男  60～69歳  新町) 

高倉クリーンセンターの後の問題（鳩山）膨大な経費がかかっている。

負担金の増税金の意識を持ってほしい。 

(男  40～49歳  松ヶ丘) 

公園を歩くと、ゴミが目につく。自販機の周辺にカン、ペットがあふれ、

ベンチにレジ袋でまとめられて引っかけてあるが、持ち帰らない人が多

い。マナーが悪い 

(女  50～59歳  下新田) 

生ゴミを自然に戻せる方法を考えて欲しい（全て焼却反対） (女  70～79歳  脚折町) 

家の不要な、大きな物の処理。電家製品が処理がなかなかできない (男  60～69歳  富士見) 

・大人のマナー違反が非常に多い。・ポイ捨てをしないなど子供達に教

えなくてはならない事が多い。 

(女  60～69歳  五味ヶ谷) 

樹木の伐採に依る臭気が広域に広がっているので考慮して欲しい。 (女  70～79歳  高倉) 

運動公園の遊具がこわれていて、ずーっと使用禁止のテープが貼ってあ

る。子供たちが遊ぶ所なのだから早く直してほしい。なぜ放置？ 

(女  30～39歳  脚折) 

上下水道料金が他の自治体にくらべて高いと思う。 (男  60～69歳  太田ヶ谷) 

ごみ分別をもう少しきびしくしても良いのではないかと思います。 (女  18～29歳  藤金) 

・私達で出来ること、ゴミを資源に。分別、各家庭でどこまで出来るか、

近りん市町のもでるになりたい。 

(女  80歳以上  上広谷) 

ゴミ集積所を１ヶ所１ヶ所きれいに整備すべきではないかと思う。キタ

ナイ！！ 

(女  70～79歳  脚折) 

廃棄物処理のエネルギーを温泉などに活かしていたら嬉しい。 (男  18～29歳  藤金) 

ペットボトルの回収が隔週では少なすぎです。今まで住んできたほとん

どの自治体では週１だったので驚きました。 

(女  40～49歳  富士見) 

・ゴミ収集の水・土の休みはなぜ、初めての経験なので。 (男  70～79歳  脚折) 

畑が山になっている所がありますが・・・・・。 (女  60～69歳  上新田) 

犬を飼っている人のマナーがひどすぎます。しつけができていないな

ら、家の中でだけ飼っていてほしい。散歩時のフンを持ち帰るのも当然

だが、人の家の前で尿をさせてそのまま帰るのはいかがなものか？ 犬

も家族なら、その家の人間は外でたれ流しをして帰るのがふつうなの

か？ 

(  40～49歳  松ヶ丘) 

環境穏やかで良いと思う (女  70～79歳  脚折) 

ゴミ集積場でのカラス対策 ゴミの出し方にも問題があり、注意を喚起

して欲しい。 

(男  60～69歳  富士見) 

ゴミに記名して捨てる地域もあるようですが、１人暮らしだと、怖いの

で、そういうものは困ります。 

(女  18～29歳  富士見) 

ゴミ焼却のさいのけむりと思われるにおいで困っている。 (男  50～59歳  藤金) 

各自治体のゴミ処理場の場所と施設を市の財政を発動し、カラス等のい

たずらから守って欲しい。（美化対策のいっかんとして） 

(女  40～49歳  太田ヶ谷) 

廃棄物処理が悪いです (女  70～79歳  南町) 

理想にとらわれる事なく、着実な、可能な範囲での実行を望みます。 (男  70～79歳  藤金) 

市の放送が聞こえない (女  60～69歳  富士見) 

水道水の塩素濃度が高く、子供がアトピーになった。浄水機を設置した (男  30～39歳  藤金) 



 

21 

が、きれいで体に良い水は、良いアピールになると思うのでぜひ対応し

ていただきたい。以前住んでいた横浜市の水道水は塩素濃度が低く、水

道水もそのまま飲めた。 

ごみ捨て場をしっかりしたものにしてほしい。シートをかぶせたりしな

くてもいいように。 

(女  30～39歳  三ツ木他) 

ゴミなどしわけしている (女  70～79歳  藤金) 

富士見の緑道（竹野緑道）の歩道がとてもきたない。川越市や坂戸市の

部分はとてもきれい。シルバー人材センターの清掃回数を１週間に１回

にふやしてほしい。 

(男  60～69歳  富士見) 

鶴ヶ島は荒廃している。見どころがない。きれいなところが少ない。ご

みは多い。 

(女  18～29歳  下新田) 

家庭から出るゴミがもっと気軽に出せるといいなと思います。 (女  30～39歳  新町) 

個人の店から出た沢山のゴミ（カン、ビン等）も地域の収集日に出され

ています。 

(女  40～49歳  鶴ヶ丘) 

廃棄物の出す物の件で、もう少し幅をもたせて布団とかも出せれば嬉し

い限りです。 

(女  70～79歳  中新田) 

一本松あたりがにおいが強いです。 (男  30～39歳  脚折) 

不法投棄もあるし、ゴミ置き場もゴミが散乱しているところが多い。市

民の意識や収集の仕方を見直すといいと思う。 

(女  70～79歳  脚折町) 

農業大学校の跡地利用 県有地であるため市の意向が伝わらないこと

も有るのかと思うが、あのような広大な土地は二度と無いと思うので自

然環境を重視する方向で計画を立てて欲しい 

(男  70～79歳  上広谷) 

概満足 (男  70～79歳  松ヶ丘) 

・公園に水道があってうれしいです。・犬の放しがいが多い。 (男  60～69歳  藤金) 

廃棄物処理、ありがたいと思っています。 (女  70～79歳  新町) 

大衆心理だろうか、ルールを守れない近隣がなくならない。そんな大人

達が家庭で子供にどの様な教育をしているのだろうか身勝手な人が役

所、近隣、にどれ程迷惑をかけているのか、その様な人に逆に自己主張

がはげしい。永遠のテーマ？最低限のルールを守る住民への教育？指導

は 

(男  70～79歳  太田ヶ谷) 

・市の知らない土地に産業廃棄物らしきものをうめている。 (男  50～59歳  高倉) 

鶴ヶ島にも川角の様な可燃物の持込ＯＫの場所を作ってほしい。無理と

思うが？ 

(男  80歳以上  富士見) 

・廃棄物処理に係る費用を市民にもっとＰＲする必要がある。※地元の

皆様もお金がかかると言う意識がないようである。 

(男  60～69歳  脚折町) 

クリーンセンターの跡地は、安全に片付けてほしい。 (女  80歳以上  高倉) 

缶、ビン、紙、週１回は回収してほしい。ゴミ捨て場が遠い。 (男  30～39歳  藤金) 

ゴミ処理施設の土日稼働 (男  40～49歳  新町) 

世界をリードするようなチャレンジ・工夫を期待 (男  60～69歳  下新田) 

１．川の清掃などは残念ながら余り実施されず雑草等が激しい。害虫等

の発生原因となっている。 

(男  70～79歳  五味ヶ谷) 

安い料金で処理できるので助かる。 (女  60～69歳  松ヶ丘) 

ひどく臭い時があるが市は対応していない。 (男  50～59歳  新町) 

自然の保護をタイミングが遅れることなく進めて欲しい。市民の憩いの

場をもっと多く作ること。 

(男  80歳以上  脚折町) 

粗大ゴミを捨てる場所が遠いです。 (女  18～29歳  富士見) 

ゴミ収集で年末年始で以前に比べれば、改善はされてきたが、まだ間隔

が長くなるとゴミがあふれてしまうのでできるだけ間隔を短くしてほ

しい。 

(女  50～59歳  上広谷) 

ごみの分別で「その他プラスチック」がよくわからない人が多い。啓発 (女  50～59歳  藤金) 
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の時、誰もがわかりやすい工夫を考え広報等に載せていただきたい。 

悪臭がひどすぎます。洗濯物などにも臭いがつき取れなく再度洗濯。牛

か鶏かがまんできない位の臭いで市が何も対応してくれず、住み心地が

悪すぎます。苦しくなる位の臭いで鼻・口をふさがないといられない位

で風向きにより特に具合が悪くなった事もあります。市で対応してくれ

ないと改善されません。地元の住民からは言えません。 

(女  18～29歳  高倉) 

鶴ヶ島駅近くに交番を作ってほしいです。川越と相談して駅近くに作っ

てくださるといいです、（安心、安全）今のところは遠すぎだし、人も

いないです。 

(女  50～59歳  上広谷) 

あき地の草木が気になります。 (女  70～79歳  藤金) 

もえるゴミの日をもう少し増やしてほしい。（子供のオムツ、ペットの

トイレシーツなどがあると週２ではたりない。） 

(女  30～39歳  上広谷) 

整備されていると思う (女  60～69歳  上広谷) 

近くにクリーンセンターがあり、利用しやすい。ごみ収集が規則正しく

じん速にしてもらえてありがたい 

(男  70～79歳  脚折町) 

外国人に対する啓もう (女  70～79歳  鶴ヶ丘) 

養鶏場が近くにあり風向きにより臭いが凄いする。なんとかならないの

か？ 

(男  40～49歳  新町) 

月１回でも廃棄物処理センター（川角）日曜日に業務を行なって欲しい (男  40～49歳  脚折町) 

担当の方々に感謝しています (男  60～69歳  松ヶ丘) 

自転車なども、ゴミ置き場に出せるとたすかります。（川越市のように）

川越市の知人にたのみ、出してもらったことがありました。 

(女  50～59歳  富士見) 

ゴミの分別が他市に比べ、大ざっぱなのではと思う。汚染につながって

いないのでしょうか。 

(女  40～49歳  新町) 

ゴミ処理は細やかに分別されていてありがたいです。私達も分別に協力

して無駄な税金を使わないようにしたいです。 

(女  70～79歳  松ヶ丘) 

ゴミ捨ての分別が細かすぎて面倒、分別を市側で行ってほしい (男  30～39歳  脚折町) 

ごみなどは、わりときちんと管理されていると思います。ちょっとした

粗大ゴミは有料でも良いので、すぐとりに来てくれるところを市役所で

決めてくれると、よい。（高齢者が多いので） 

(女  40～49歳  脚折) 

※ゴミ処理方法について、町中のゴミのさんらんが少し多すぎるのを、

解決方法を考えてほしい。※環境のことを考えると、高倉、町屋の地区

をもっと改良しないと、さびれた、住みにくい環境の悪い地区になって

いるので、地区づくりを考えてほしい。 

(男  60～69歳  鶴ヶ丘) 

・入間基地の飛行コースの下になっているため、轟音や事故等の不安を

除去してもらいたい 

(  70～79歳  松ヶ丘) 

一般ゴミなど捨てられている場所は同じ様なところである。市民を含め

て、具体的、根本的対策が必要と思われる。 

(男  60～69歳  脚折) 

マンションや集合住宅の引っ越してきた方は鶴ヶ島に慣れていないた

めかゴミの出し方がきまりを守れていないことが多いです。ネットから

はみ出してカラスにやられていたり、ちがう集積場所が近いから出して

いたり、適当です。マンションや集合住宅ごとに集積所をつくってもら

えるとよいのですが。やはり「きれいな街づくり」という課題の中で、

各集積所がきれいであることは美的にも大事なことに思います。 

(女  60～69歳  脚折町) 

ごみの受け入れ施設を１か所に集約してほしい。 (女  30～39歳  藤金) 

度々環境の学習を町会等でも身近に行って欲しい。 (男  80歳以上  新町) 

ゴルフバックやバッテリーをゴミの日に持って行って戴けるとありが

たい。防災スピーカーが聞こえない。カイゼンをお願い。 

(男  40～49歳  藤金) 

アパート住いの外国人が増えたためかゴミ出しルールを守らずゴミが

何日も放置されているのが不快。多言語の案内を設置してほしい。 

(女  30～39歳  上広谷) 
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地域でなく市全体が同じようにゴミ集荷所のあり方（網、ロッカー Ｂ

ＯＸ）など共通に 

(男  50～59歳  藤金) 

道路わきの植え込みの整備 ポイ捨てゴミの処理 (男  80歳以上  上広谷) 

ゴミ置場のカラスの被害があるので、ゴミストッカーを設置してほし

い。 

(男  40～49歳  松ヶ丘) 

自然が多いのは良いのですが、その殆んどが広い森（林）の奥の方迄下

草や小さな木が生いしげりこわさと不安を感じます。 

(女  70～79歳  新町) 

特になし (男  50～59歳  富士見) 

太谷川に雑草が多い、くさい (女  18～29歳  太田ヶ谷) 

直接ゴミを持っていく時の場所がよくわかりません。 (女  60～69歳  藤金) 

団地での大型ゴミ処理が玄関前より集積場での処理となったが、逆行し

ている。 

(男  70～79歳  富士見) 

高倉と川角ではなれてるのが不便 (男  40～49歳  脚折) 

焼却処理をする前の分類に高令者を活用する。 (男  70～79歳  南町) 

ゴミ袋を買う必要がないのが良い。大物ゴミ用に軽トラを貸してくれる

様なサービスがあるとなお良い。 

(男  40～49歳  富士見) 

昔はきれいだった、大谷川（支流含）が今、土砂のたい積によって、環

境が悪化しています。どうか、改善の検討を宜しくお願い致します。（関

越道下の川越２７大谷川付近など） 

(男  30～39歳  上広谷) 

大型ゴミの処理がめんどうです。 (女  50～59歳  下新田) 

高齢化で近所でも空家がふえてきたので、多少不安 (女  70～79歳  松ヶ丘) 

・鶴ヶ島駅近くの八坂神社の前をゴミ置き場にするのはどうかと思いま

す。毎年夏休みには夏祭りが行われるが、子供がたくさん来て、教えて

いる道徳的にはどうなのか？ 

(男  30～39歳  上広谷) 

・ゴミ捨て場などの問題が自治会まかせでは進ちょくが見られない。１

ヶ所に多くの世帯が集中するなど状況を確認し、もっと積極的に介入し

てほしい！ 

(男  60～69歳  富士見) 

・ペットボトルの回収を毎週にしてほしいです。（夏場だけでも） (女  30～39歳  脚折町) 

・下水道の整備を迅速に。・駅前の駐輪場の整備（公共）を。・道路の

舗装状態のよくないところがある。７２時間を意識してわだち掘りわや

ポットホールの修繕をよろしくお願いします 

(男  50～59歳  町屋) 

ゴミ集積場に不法投棄物が多々有る。 (女  80歳以上  脚折町) 

廃棄物処理は良くできていると思う。ただし、それも出す側。市民の意

識はまだまだかもしれない。その意識改革が求められる。 

(女  70～79歳  藤金) 

ゴミ屋敷防止のためにも高齢者へのゴミ廃棄の相談、てだすけが必要な

のでは？ 

(男  40～49歳  上広谷) 

ゴミの回収は良いのですが、犬や猫をかっている人のゴミ（フン、オシ

ッコ）、鳴き声をどうにかして欲しい。 

(女  70～79歳  五味ヶ谷) 

ごみすての分類表をもっとわかりやすくしてほしい。（例）をもっとふ

やしてほしい。 

(女  40～49歳  鶴ヶ丘) 

ごみのポイ捨ての取りしまりを強化してほしい。（よく自宅にポイ捨て

している人達がいるから。） 

(女  18～29歳  富士見) 

約３０年見てきたことを考えると、どうしても環境が保全されていると

は考えられません。近代化を計りながらも環境保全をどうしていくかは

市民にわかりやすく、協力をしてもらえるようにやっていっていただき

たいです。 

(男  30～39歳  脚折町) 

燃えるゴミの収集時間を「朝」ではなく「夜」にするべき。カラスよけ

のネットの意味なし。いつも道路にとびちっている。カラスは夜は活動

しない。ちなみに福岡県は「夜の収集」。全てのゴミが。他県を見習い

その情報を収集すべし。収集場所のソージもしなくてもいいし、ネット

(女  30～39歳  五味ヶ谷) 
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もする必要ない。見張りもしなくていいので近りんの住民のトラブルも

ない。いいことだらけだと思う。 
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５ 教育・文化分野 

 

バイク、自転車をわずかなすきにぬすまれていることから、悪い人がい

るし、空き巣も多いので、子供の防犯には、十分気をつけて欲しい。 

(女  80歳以上  松ヶ丘) 

若葉駅西口に住んでいながら、東口の杉下小学校に通うデメリットしか

感じない。線路下の防犯対策をして頂きたいです。 

(女  30～39歳  上広谷) 

子供たちの学力向上をスポーツ振興へ一層の努力をお願いします。 (男  70～79歳  富士見) 

小中学校の学力アップを揚げた活動が必要。学ぶ力のない子供を少なく

してほしい。 

(男  60～69歳  新町) 

教員を増員するなど、子供の教育に力を注いでほしい。人口減少の中、

大切にしなければならない。 

(男  40～49歳  松ヶ丘) 

坂戸市のような市営の運動施設が欲しい。坂戸の施設を利用しています

が、市外で利用金額が倍額になるので（サンテさかど） 

(女  40～49歳  脚折町) 

総合体育館のような多目的にわたる運動施設があるといいと思う。 (女  50～59歳  下新田) 

何げなく立ち寄れる場所の提供を希望 (女  70～79歳  脚折町) 

地域を中心にした生涯スポーツの充実 (男  70～79歳  松ヶ丘) 

川越のなぐわしＰｉＫＯＡのような施設が他にも増えるとありがたい。 (女  40～49歳  南町) 

中央図書館の蔵書が非常に古い物も多く、現在では誤りとされている内

容のものもそのまま残されている本もみかけます。 

(女  60～69歳  鶴ヶ丘) 

学校を開放して（休日）子供達が遊べる様にして欲しい。 (男  60～69歳  松ヶ丘) 

鶴ヶ島駅、もしくは若葉駅に近いスポーツ施設を作ってほしいです。 (男  30～39歳  五味ヶ谷) 

コンサートホール（坂戸市文化会館のような）が欲しい (男  40～49歳  新町) 

出産お祝い金や、オムツ代免除、チャイルドシート補助金など前に住ん

でいた場所ではあった 鶴ヶ島市でもやってもらいたい 

(女  30～39歳  脚折) 

杉下小の事件もあり、今の小・中学校の教育や子ども達の心の育ち（勉

強以外）が心配になってしまいます。学校でのとりくみや子ども達が活

動していることを地域に発信し、地域もそこに目をむけよりよい学校生

活がおくれるための支援や見守りを充実させる内容により力が入れら

れるといいなと感じています。 

(女  30～39歳  上広谷) 

母子（ｏｒ父子）家庭の経済・学習状況の把握と、必要な支援 (女  60～69歳  藤金) 

誰もが利用出来る温水プールが欲しい (女  70～79歳  脚折) 

市立保育園教諭の対応の差がとても不満。転園希望が全く通らない。と

ても残念。 

(女  30～39歳  富士見) 

グラウンドゴルフ等出来る場所を作って欲しい (女  60～69歳  下新田) 

給食センターではなく、自校式にしてほしい。食物アレルギーが多くな

っている中、対応できていますか？ 

(女  30～39歳  脚折) 

ハーモニーの稼働率が気になる。やはり交通手段の問題であろうか。文

化という風土を構築したい。 

(女  60～69歳  南町) 

初等教育から中等教育にかけて、もっと子供たちに勉強することの大切

さを教えて欲しい。 

(男  18～29歳  上広谷) 

・子供達はここで生ち学びました。思い切りスポーツも出来、友達関係

も良好で、親元はなれる子多いですが、ふる里鶴ヶ島は健在です。 

(女  80歳以上  上広谷) 

既存運動施設の老朽化の点検整備をお願いしたい。 (女  60～69歳  藤金) 

人を育てるという誇りと愛情を持った指導者が欲しい (女  70～79歳  脚折) 

鶴ヶ島市にプールがないのは仕方ないが、近隣である坂戸市のプール料

金が「市外料金」となるのは？？なぜですか？レインボーって・・・？？ 

(女  40～49歳  下新田) 

鶴ヶ島市としての総合体育館がほしいです。 (女  60～69歳  上広谷) 

学習スペースを様々な所で作っているので、勉強しやすい。 (男  18～29歳  藤金) 

昨年のいじめ自殺事件のようなことが二度と起きないような教育が必 (女  40～49歳  富士見) 
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要だと思います。 

・学校で臨採を学級担任に充てた場合、指導力不足で学級崩壊が起き子

供はぎせいになっている。校長・教育委員会は実態を把握しているのか。

毎年採用されるのが不思議である。鶴ヶ島が他市よりも子供がうまく学

習に取り組めていない一因とも考えられる。・安心して鶴ヶ島の学校に

通わせられるよう望みます。・非常勤講師の年令上限を見直してもよい

のでは。力のある人材が多数他市で活躍している。 

(女  60～69歳  上広谷) 

児童館などで、もう少し月齢の低い赤ちゃんも参加できるイベントが多

いとうれしいです。赤ちゃんサロンはありますが、ベビーマッサージや

バランスボールなどももう少し回数あるとうれしいです。（生後２～５

ケ月ぐらいの子） 

(女  18～29歳  富士見) 

・通学路の整備があまり良いとはいえない。（当市だけではないです

か？） 

(男  70～79歳  脚折) 

スポーツでもっと市民を元気にして欲しい。お年寄りや子供みんなが健

康に元気で暮せる町になって欲しい。 

(女  50～59歳  上広谷) 

小学校のエアコンが７月から壊れてそのまま夏休みに突入。リスクをど

う考えているのか？ 

(男  30～39歳  新町) 

鶴ヶ島に愛着が持て、幼少の頃から鶴ヶ島に住んでよかったと思う郷土

愛を持てるような心を育てる指導をしてほしい。 

(女  70～79歳  藤金) 

高齢者でも気楽に参加できる分野が欲しい！！各市民センターに開設

を望みたい！！ 

(男  70～79歳  上広谷) 

広島で原爆教育やカープ教育をしているように、もっと身近な社会に愛

着がわくような授業があると良いのでは？ 

(  40～49歳  松ヶ丘) 

市民体育館、市民プールなどの施設が欲しい (女  30～39歳  脚折町) 

子供をしっかりと見つめる教育を両親、教員にしてもらいたい。 (男  60～69歳  富士見) 

スポーツができる場所が多くて、嬉しいです。 (女  18～29歳  富士見) 

体育館、室内スポーツ施設がないため市外に出かけて、不自由に思って

いる。海洋センターを整備してほしい。真夏に窓を開けられないのは辛

い 

(女  70～79歳  藤金) 

理想にとらわれる事なく、着実な、可能な範囲での実行を望みます。 (男  70～79歳  藤金) 

・小中高と学校の先生のしつの悪さが目にみえてひどい。保護者の前と

子供達の時では態度や言葉つかいもちがうこと、ぼうげんも体ばつと一

緒だと思う。 

(男  40～49歳  脚折町) 

・学校→学童保育へのつきそい（シルバー）→又は、つばえやまクラブ

近くの交差点に見守り配置・通学路の交通量の多い横断か所に見守り配

置（シルバー）・・・他市ではよくみかけます。・横断歩道への黄旗常

設→出来れば児童一人一人に黄旗を配布してほしい・・・他市でみかけ

ました。 

(女  60～69歳  富士見) 

現在は３才と１才の子供がいるが、市内に行かせたいと思える学校が無

い。特徴ある教育を受けられる学校があると良い。インターや国際色豊

かな教育を受けさせたい。 

(男  30～39歳  藤金) 

市体育館、市民会館の建設を早く (男  60～69歳  下新田) 

体育館を作ってほしい。 (女  30～39歳  三ツ木他) 

子供への虐待、周囲で気がついた場合、声をあげやすいシステムを作っ

てほしい。子供達の遊び場とゲートボールなどが場所をシェアする場

合、子供達への優先的な配慮を求む。（自分の子供が遊んでいた時、ゲ

ートボール場だからサッカーするなとか言う市民がいた） 

(女  50～59歳  五味ヶ谷) 

もっと小・中学生にボランティア等やらせた方が良い。草むしりや、掃

除等（町の） 

(女  80歳以上  上広谷) 

教育者のレベルに疑義を感じる。 (男  70～79歳  南町) 

なにもしていない (女  70～79歳  藤金) 
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市営のスポーツ施設を作って欲しい。例えばピコアのようなプールやジ

ムのある施設 

(男  40～49歳  藤金) 

西サッカー場の整備（トイレ等）をした方がいい。 (女  40～49歳  中新田) 

全般的に（災害・水害なく）住みよい町だと思います。ただ文化、スポ

ーツ例えばプールなど少しあればと感じています。 

(男  80歳以上  脚折) 

富士見の若葉大学塾の活用が足りない。もっと補助金をふやしてマンパ

ワーを強化してほしい。年々弱体化していくのが感じられる。特色ある

活動なので強化して、文化都市にしてほしい。 

(男  60～69歳  富士見) 

教育環境が悪すぎる！！いじめが多い。教育委員会はなにもしてくれな

い。教師の質が低い。遊ぶところもない。無意味な行事が多い。学校は

ただの収容所のように感じる。今は分からないけど給食が本当にまず

い。（４年前中卒）本当に教育するつもりがあるのか？と思う。私は小、

中と大人への不信感をつのらせただけでした。大人が考える良い教育と

子供が受ける良い教育は違うものであることを知っていてほしい。一番

だめ！！１８才なのでぜひ参考にしてください。教育は絶対にかえてく

ださい。このままでは鶴ヶ島の子供たちは将来的にみんなこの市から出

ていってしまうと思います。 

(女  18～29歳  下新田) 

学校での部活で、担当の先生は休みが取れない事が多い状態だと思いま

す。何とか良い対策を取ってもらいたいと思います。いじめ対策もしっ

かり取ってもらいたいと思います。 

(女  40～49歳  鶴ヶ丘) 

子供を遊ばせることのできる施設を増やしてほしい。公園、大きい子育

て支援センター等 

(男  18～29歳  上広谷) 

総合スポーツセンターの計画を策定して頂きたい。海洋センターの老朽

化で体育施設としては貧弱！ 

(男  70～79歳  藤金) 

杉下小学校に通っていますが、校舎の老朽化が心配です。ピロティもレ

ンガがデコボコでヒドイです。外壁の工事もそろそろされた方が良いの

ではないでしょうか・・・。 

(女  30～39歳  上広谷) 

・子供が、これから育って行く故郷作り！・安心、安全、活気作りをし

てほしいです。 

(女  40～49歳  富士見) 

共働きをする家庭（両親）に対して、子どもが小学生に進学した場合の

学童等の施設・制度の充実 

(男  30～39歳  脚折) 

積極的な教育活動（小中学生へ）をもっと行ったほうがよいと思います。 (男  18～29歳  鶴ヶ丘) 

市民体育館があると良いです。 (女  40～49歳  柳戸町) 

公園が少なく感じます。 (男  40～49歳  藤金) 

教員の資質に非常に開きがあり、ギャンブルのような状況です。先生に

よって子供の学力の違いはかなり生まれていると思います。不敵な方や

再教育の必要な方も相当数いらっしゃいます。 

(女  40～49歳  富士見) 

・第一小学校のグランドに道路側面にネットが必要。・人身事故があっ

てからでは遅いのではないか。何かあってから動くのでは、いかがなも

のかと考えます。 

(男  50～59歳  高倉) 

児童館がせまい。小さい子を遊ばせられるスペースが少ない。衛生的で

ないところが多い。東松山のように大きい、広い児童館、つどいの広場

を提供していただきたい。東松山は図書館でも子どもの預かりをしてく

れる等子育てに力を入れていると思う。児童館の職員も積極的に子ども

の相手をしてくれる。子どもが複数人いると一人では見きれない場面も

あるため大変ありがたい。子育てや福祉に関しては鶴ヶ島はもう少し努

力していただきたい。 

(女  30～39歳  脚折) 

・学校内における教育のみえる化を推進すべきと考える。・スポーツ施

設（公園を含む）の充実を望む。（※だれもの行けるよう分散化が現想） 

(男  60～69歳  脚折町) 

街はずれじゃない所に、運動公園が欲しい。 (男  60～69歳  脚折) 

小・中学校のレベルが全国に比して低位にある様に思える。教育現場の (男  70～79歳  富士見) 
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レベルアップを具体的に示し、向上を図って欲しい。生徒の自立性の向

上を図り、形式的な規律を求めないで欲しい。 

藤小、藤中、老朽化目立つ。早急な整備を強く望みます。通学路、歩道

なく危険。時間帯での車進入禁止も検討してほしい。 

(男  30～39歳  藤金) 

世界をリードするようなチャレンジ・工夫を期待 (男  60～69歳  下新田) 

１．子供達の道徳や倫理観が薄れている傾向が強い。教育が行われてい

るか？ ２．登・下校時の道交法遵守が乱れている。 

(男  70～79歳  五味ヶ谷) 

市民センターより公民館のような地域住民がもっと利用しやすい所で

あってほしい 

(女  60～69歳  富士見) 

学校だけでなく、より多様な教育者をボランティアベースで活用するこ

と 

(男  80歳以上  脚折町) 

学校の環境（トイレなど）がまだ整っていないように感じます。 (女  18～29歳  富士見) 

子供から大人迄、住民相互が、日常生活の中で、気軽に声を掛け合える

機会づくり（例えば、“ラジオ体操”の会等の推進） 

(男  70～79歳  羽折町) 

今は、家で生活上のルールを子どもに教えない家族があるので、学校で

教えては、いかがでしょうか。例えば、エレベーターは降りる人が先で

乗る人は後からとか、マンションの廊下でスケートボードやローラース

ケートなどしない・・・などなど。日常の常識のことです。 

(女  50～59歳  上広谷) 

市では、ここ数年「いじめ」で２回も報道されています。教師に教師と

しての自覚が身につく教育が何より必要だと痛感します。 

(女  50～59歳  藤金) 

高倉グリーンセンター（ゴミ焼却場）の熱利用などによる、スポーツセ

ンター設立ｅｔｃ 

(男  70～79歳  下新田) 

自治会費が他の地域に比べ高い。 (女  18～29歳  高倉) 

イジメの問題の対策は？ (男  50～59歳  富士見) 

鶴ヶ島商工会のそばで小五男子マウンテンバイクの逆走車と激突し大

変な思いをしました。小学校入学時より学年にあわせ定期的に交通法規

を学習をお願いしたいと思います。（７／３１（火）の出来事です） 

(女  70～79歳  南町) 

教育の充実により転入を考える人も増えると思う。人口増の方策の一つ

としてＩＣＴの活用など大胆なことを実施して欲しい。 

(男  40～49歳  上広谷) 

文化センターなどがあったら良いと思う。 (男  70～79歳  上広谷) 

鶴ヶ島市はなぜ市民会館がないのでしょうか？あれば成人式や色々な

催し物がそこで行えると思いますし、地域の活性化に繋がっていくので

はないかと思います。今まで色々な市・町に住んできましたが、そのよ

うな施設が無いのは初めてです。 

(女  30～39歳  脚折) 

道徳の教科書は何故、家庭に持ち帰らせないのか不可解に思っていま

す。 

(男  70～79歳  富士見) 

幼稚園が私立しかなくお金がかかる。一時保育の利用がしにくい。（予

約がとれない。高い。認可外） 

(女  30～39歳  上広谷) 

学校や保育園幼稚園に対する予算を上げてほしい。学級運営補助員や学

習支援員の数をもっと増やすべきである。鶴ヶ島市を将来担う人材の育

成のための予算が少なすぎる。この市出身の夫が「子どもの頃から鶴ヶ

島に対する思い入れはあまりない。誇れるものがわからない」と言って

いることにショックを受けた。我が子もそうなっていくのは避けたい。

家庭の教育力、地域の教育力が下がっている現代では、学校の教育力を

上げることがとても大切だと思う。 

(女  30～39歳  上広谷) 

高校がもう１校あっても良いと思う (女  60～69歳  上広谷) 

・各学校体育館に空調。・今の時代ダンボールを見直す。（防災用部屋

仕切） 

(女  70～79歳  鶴ヶ丘) 

勤務先が川越市なのでつい鶴ヶ島と比べて全体的に学校の安全面等で

劣っていると思います 

(女  60～69歳  南町) 

運動公園が少ない (男  40～49歳  脚折町) 
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ぜひとも子育て支援の充実をめざす市になって下さい。若い世代が鶴ヶ

島は「子育て充実しているよ」と、認識できるような、取り組みをおね

がいします。又、二世帯、三世帯同居に、なにがしかメリットをつけて

いただけると、子育て（孫育て）介護（予防）全てに、影響があり、よ

い結果に結びつくと思います。 

(女  50～59歳  富士見) 

他市にくらべ、推進がおくれているので学力・体力ｕｐの対策を考えて

ほしい 

(男  50～59歳  富士見) 

中学の部活動指導を充実してほしい。学校によりかたよりがあるので

は。大会の際に弱小校は何年経っても弱小、強豪はいつも強い・・・子

どもたちが戦い合える力をつけられるような指導者を。 

(女  40～49歳  新町) 

市役所の支所で市民が学習できる機会が多いので助かっています (女  70～79歳  松ヶ丘) 

気軽に利用できるスポーツ施設（ジムのようなもの）が近場にあれば利

用したい。また、ジョギングやウォーキングする人が増えているので安

心して走れる・歩けるコースがあればよい 

(男  40～49歳  脚折) 

鶴ヶ島市に市民体育館及び市民プールがあると大変良いと思う (男  70～79歳  五味ヶ谷) 

図書館の運営は市として行うべし。 (男  80歳以上  藤金) 

妹が広島平和式典に６年生の時参加させてもらった。平和について学ぶ

ことが出来とても良い学習だと思う 

(男  18～29歳  南町) 

夜おそくまで勉強できる施設が欲しい (女  18～29歳  新町) 

特に、子供達に「権利」の主張を教える事も大切かもしれませんが、「義

務」「思いやり」の教育も大切だ 

(男  60～69歳  松ヶ丘) 

もう少し手軽にスポーツを行なえる施設が欲しい (男  30～39歳  脚折町) 

子供らが安心して遊べる場が少ないようなので・・・（公園は逆に暗く

てあやしくて、大人がつきそっていないといけない場所っぽい）増える

といい。 

(女  40～49歳  脚折) 

ここ２～３年の猛暑が続いている中、小中学校、全室に冷暖房を設置を

して、勉強をしやすい環境にしてほしい。※もうおそいかも知れません

が、英語を小１年生時から取り入れて、国際社会に通じる学校を作るこ

とだと思う。 

(男  60～69歳  鶴ヶ丘) 

市内にスポーツ施設が少ないような気がします。子供向け、成人向け、

高齢者向けなどを対象とした体操教室（専門の指導者がいてくれると良

いと思います）などがあるとうれしいです。 

(女  40～49歳  富士見) 

・野球場が４面は多すぎる。２面位にして他の施設を作るべき ・スポ

ーツの多様性に配りょして施設を作るべき 

(  70～79歳  松ヶ丘) 

若い方々から元気を発信、情報共有・・・。 (女  70～79歳  上広谷) 

二学期制になったり、三学期制になったりする時に、議員の方の声では

なく学校の先生方の声などもきちんと聞いた上で実行していますでし

ょうか？一部の人の声だけで変えてしまっていないかどうか気になり

ます。男女平等ですが男女混合名簿を作成したり、君をやめて全員「さ

ん」で呼ぶなど、ちがう方向にいっているような気がします。母国を愛

し、自分の街を愛し、国歌も外国の方が堂々と表彰式で歌う姿を見習っ

て、誇りをもって日本という国がどんなにすばらしい国であるか（海外

に行くと特に日本のすばらしさを知ります）、子供たちに伝える教育を

してほしいなと思います。※個人情報のことばかり、取り上げる時代に

なっていますが、自治会のめいぼも廃止しようというイケンが出たよう

です。いざという時に地域の方とのれんらくも取れなくなりますし、そ

んなに何もかも廃止することが果たして良いのかどうかとギモンに思

います。 

(女  60～69歳  脚折町) 

・町内会Ｌｖのお祭り、神事がおろそかになっている気がする。・大人

が参加したくなる企画がナイ。 

(男  40～49歳  上広谷) 

近隣の市ではマラソン大会が開催されています。鶴ヶ島市でも是非開催 (男  40～49歳  上広谷) 
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して欲しいです。市の魅力をアピールできると思います。 

スポーツ推進の為、市ではいろいろな団体に助成金を払っているが、具

体的にどのように支払われているか、わかりません。市のだよりに公表

されているのですか 

(男  50～59歳  新町) 

会社員が平日定時終了後に参加できるギター教育等をつくってほしい。 (男  40～49歳  藤金) 

学童保育の料金がもう少し安いと助かる (男  30～39歳  松ヶ丘) 

老人達の楽しみグランドゴルフの試合などうれしい行事です。鶴ヶ島に

は大きなホール（箱物）がなく、演芸や音楽等を楽しむ場所がない。 

(  70～79歳  松ヶ丘) 

体育館が無く室内の大きな大会が出来ない (女  60～69歳  藤金) 

より一層の図書館の整備・拡充 多目的ホール（体育館・市民会館）の

建設 

(男  60～69歳  南町) 

市運営のスポーツ体育館（安く利用）など作って欲しい。 (男  50～59歳  藤金) 

学校内、周辺の施設整備の充実を望みます。教育現場の施設としての老

朽化前時代的な状態を実感しています。教育への予算増をお願いした

い。 

(女  60～69歳  南町) 

文化の分野－俳句、短歌等の毎月発表されていたものが、こゝ数年のっ

てなく作る人だけでなく、楽しみにしている者が多勢いる事を忘れない

で下さい。作ってない人の方が多いのに、紙面が足りない等と、担当者

は受け付けないのが残念です。 

(  80歳以上  鶴ヶ丘) 

ナイター設備のある芝生のサッカーグラウンドを整備してほしい。 (男  40～49歳  富士見) 

学校が２学期制から３学期制になったのはとても良かったと思います。

しかし、子どもたちの心を育てるという観点から、文化的行事が行われ

ていない（全校で行う校内音楽会など）学校がある事が残念です。 

(男  60～69歳  富士見) 

暑さのため原則運動禁止の日は、部活動を休みにしてほしい。吹奏楽部

やスポーツ少年団も。市から活動停止を命令して下さい。 

(女  40～49歳  鶴ヶ丘) 

・市民プールを作ってほしい。・学校をきれいにしてほしい (男  60～69歳  脚折) 

民間のスポーツクラブ利用料の補助金を出してほしい。 (男  40～49歳  松ヶ丘) 

子どもが少ない気がする。高令者が多い (男  50～59歳  富士見) 

農大跡地を運動公園と合せて文化会館など文化・スポーツ施設として活

用してほしい。 

(男  70～79歳  脚折) 

文化の教育面で子供達に多くの実像に触れ会える機会を与えて助セイ

してほしい。 

(女  60～69歳  藤金) 

将来を担う子供たちへの重点的な投資が必要だと思います。 (男  40～49歳  富士見) 

子供達が安心して、学校に通える教育 (女  50～59歳  上広谷) 

市内の小中学校で児童・生徒数が減っている学校があり、中学校での部

活もあまり種類もなく、やりたいと思う部活もないように思います。

先々学校ごとの部活のあり方も見直していくべきだと思う。 

(女  50～59歳  松ヶ丘) 

発達障害への理解・他者への共感ささえ合う気持ち、個性を伸ばす等考

えてもらえるとありがたいです。 

(女  40～49歳  藤金) 

学校という１つのワクにとらわれず、不登校の子でも学習できたり人と

交流できたりの施設がもっともっとあってもいいと思う。子供が多様に

学べ、良い所を伸ばしていける環境が整えば不登校や自殺も減らせるの

ではないかと思う。 

(女  40～49歳  藤金) 

月１回で良いので、土曜日の持ち込みを可能にしてほしい。 (男  30～39歳  藤金) 

小・中・高校生と保育園を同居させ、学生に保育児と触れさせる（哺乳、

オムツ交換等） 

(男  70～79歳  南町) 

学校（小・中）の成績の付け方がもう少し偏差的な表現であると子供の

「次」へのステップを示しやすいと思いました。（成績表の付け方、記

述がとてもぼんやりしたものいいで今のままではそれを活かせないな

と。でもそれを望まない家庭も多いんでしょうか。） 

(男  30～39歳  南町) 
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いじめの撲滅、子供目線の対応 (男  60～69歳  松ヶ丘) 

公立の学校が多いのでのどかで良いと思います。ただ高校が一つしかな

いのはちょっとさびしいかも。大人が気軽に入れるスポーツクラブがあ

まりないです。地元民は良いかもしれませんがヨソの人は入りずらいで

す。また体育館ももう少し時間貸しが気軽にできると良いです。 

(男  40～49歳  富士見) 

市民プール、市民ホールなど何も無い様に思う。市民プールの建設等、

無理な場合民間のプールなどの無料チケット等、利用できるといいな。 

(女  50～59歳  南町) 

多様化する子ども達には小・中と少人数制をとり入れられるといいと思

います。（いじめ、発達障害、家庭内の問題など） 

(女  40～49歳  新町) 

２０２０年のオリンピックのミャンマーのホストタウンになった事を、

飲食店にて知りました。地域のお店のパワーが感じられました。とても

ありがたい事だと思っております。鶴ヶ島の活性化につながりそうです

ね。 

(女  40～49歳  上広谷) 

日本古来からの伝統行事、伝統文化の継承、保存と、未来へと見据えた

学問の充実を。 

(男  30～39歳  上広谷) 

ナイター設備ほしい (男  40～49歳  藤金) 

近くの市民センターでの趣味スポーツが楽しみ。ありがたいと思ってい

ます。 

(女  70～79歳  松ヶ丘) 

がんばって下さい。 (女  80歳以上  鶴ヶ丘) 

乳児子育て中なので、児童館、保健センター等、大変お世話になってい

ます。ありがとうございます 

(女  30～39歳  脚折町) 

車がない人でも気軽に行ける所がない。交通の便をよくして欲しい。 (女  40～49歳  富士見) 

子供の天分（一人一人の個性を生かし育て）を生かした道で将来地域に

社会に役立つ人となる様じっくり取り組んでほしいです。自分に自信を

持てる子に 

(女  70～79歳  脚折) 

土曜も学校があるといいと思う。 (女  40～49歳  藤金) 

・運動施設やプールを作ってほしい。・太田ヶ谷沼のサーキットコース

が汚れていて汚い。・学校の解放や図書館の勉強スペースの拡大など、

もっと学習スペースを増やして欲しい。 

(男  30～39歳  上広谷) 

鶴ヶ島駅付近に住んでいますが、近くにある保育園は川越市なので通え

ず、離れた所にある保育園に通わないといけないと聞きました。駅前な

どアクセスの良い場所に保育園ができたらいいなと思います。 

(男  30～39歳  上広谷) 

近隣の市や町に比べ、体育館が充実していないと感じています。 (女  60～69歳  三ツ木他) 

鶴ヶ島市内の学校の学力の向上に力を入れてほしい (女  18～29歳  脚折) 

学校給食センターが新しくなってから、給食が美味しくなくなった。メ

ニューの改善や味付けの再検討をしてほしい 

(男  40～49歳  松ヶ丘) 

小学生のいじめ自殺事件について 新聞記事で知り、この市でもそうい

う事件が起きることに衝撃を受けた。所属しているグループの中に、詳

細に調べている方がおり、単なる“いじめ自殺”事件ではないように感

じた。二度と起こさないためには、もっと真実を市民に明らかにし、大

人一人ひとりの問題意識にすることが必要だと思う。 

(女  70～79歳  藤金) 

学校は避難所になっていますが、耐震化は大丈夫ですか？１つの避難所

の収容人数はどのくらいですか？いざ災害がおきた時すぐにいっぱい

になりそうですが・・・。 

(男  40～49歳  上広谷) 

人の家の駐車場や庭に入り込む子供がいる。声をかけると何も言わずに

出て行く。 

(女  70～79歳  五味ヶ谷) 

スポーツや音楽など文化の施設 (男  50～59歳  太田ヶ谷) 

スポーツをやっている人間としては、スポーツセンター等の大きいスポ

ーツ施設がないために、市内のスポーツをやっている方々が坂戸、川越

に流れてしまっていると思います。費用の問題等ありますが、将来的に

は改善されたらなと思います。 

(男  30～39歳  脚折町) 
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市民センターの多目的ホールにバスケットゴールを設置してほしい。鶴

ヶ島市は海洋センターだけでしょうか？学校はクラブが使用していま

すし、シューティングや３ｏｎ３が出来るくらいのコートがあってもい

いと思います。ゴール少なすぎだと思います。 

(女  30～39歳  五味ヶ谷) 
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６ 行財政分野 

 

つるワゴンの路線図がわかりづらく乗れない。具体的に市内のバス停の

場所がわからない。要写真！バス停は日かげに置いて下さい。 

(女  80歳以上  松ヶ丘) 

職員数が多すぎる。 (女  30～39歳  上広谷) 

不祥事が相次いだ。全員がそういう目でみられている。今一度、働く目

的を考えてほしい。 

(男  40～49歳  松ヶ丘) 

職員は公僕の意識を！ (女  70～79歳  脚折町) 

マイナンバーカードの利用を早く進めてほしい。 (男  30～39歳  富士見) 

地域の拠点として市民センターの充実 (男  70～79歳  松ヶ丘) 

市役所職員で態度が悪い方がいる。手続きも無駄に時間がかかる。 (女  40～49歳  南町) 

出張所で出来ない事が多すぎる (男  60～69歳  富士見) 

・ワカバウォーク内に支所が設置されて、大変助かっています。 (女  70～79歳  富士見) 

市役所の職員の方々はとても親切です。 (女  80歳以上  藤金) 

多くの職員（市役所）の方は、新設、ていねいな対応をしてくれますが、

これまで数人の方の対応に疑問を感じる事がありました。こちらの質問

に対して、上から目線の返答や、間違った答え（後に、きちんと対応出

来る方が答えてくれました）をされた事がありました。大変不快でした。

特に、若い男性にこういう姿が見られます。気をつけてもらいたいです。 

(女  40～49歳  脚折) 

本庁よりも分署の対応の方がはるかに良い。 (女  60～69歳  五味ヶ谷) 

（市役の放送）市役所からのお知らせが何を放送しているかエコーで聞

きづらい マンションに住んでいる方は皆さん話しています 皆さん

が聞きやすい放送お願いします ２０年住んで一度も、まともな放送が

ない 

(女  60～69歳  藤金) 

利用させてもらう時に全てていねいに対応して頂いていると感じてい

ますので、断続してもらえたらと思います。 

(女  30～39歳  上広谷) 

１月に配布いただいた「暮らしの便利帳」便利に使っています。 (女  60～69歳  脚折町) 

書類を取りに行った時、カウンターに立ってるのに、中の職員が誰も気

づかず、しばらく待った時があった。気づかないふりですか？忙しいの

は分かるけど、もうちょっと目くばりをしてほしい。 

(女  30～39歳  脚折) 

ロビーに入ると、一目瞭然で、大変分かり易くなったが、マンパワーは

それに伴っているだろうか。民間に比べ、やはりサービス（気付き・心

遣い）が足りないと感じる。 

(女  60～69歳  南町) 

・前住所にすぐやる課がありました。全国各地から見学・視察が多かっ

たです。当市にも該当する課がありますか。 

(女  80歳以上  上広谷) 

相談に伺ったら、たらい回しせずにしんけんに話を聞いて欲しい。 (女  60～69歳  藤金) 

最近の職員の方は臨機応変な対応がとれないように、見受けられます。 (女  60～69歳  藤金) 

市役所に行って思う事は、どうしてこんなに沢山の職員がいるのかとい

う事です。みんな机の上のパソコンとにらめっこばかりしていてあいそ

う笑いをして上っつらだけのサービスとしか感じられません。サービス

機関だという事を忘れないで欲しい！！ 

(女  70～79歳  脚折) 

高齢者の窓口の人が大変不親切で対応が悪い。両親を呼びよせようとし

たが鶴ヶ島市では、高齢者は住めないと感じました。自分も高齢になる

までには移動するかもしれない。 

(女  50～59歳  上広谷) 

特に不便なく、やっていただいている。 (男  18～29歳  藤金) 

・先日はじめて坂戸市役所に行きましたが、すれちがう職員みんなが「こ

んにちは」と言ってくれ、市に対して好印象が持てました。鶴ヶ島はど

うでしょう。・市民センターの施設利用が他団体と重複し、使用できな

かった事があった。改善して欲しい。空調がこわれているのなら南市民

(女  60～69歳  上広谷) 
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センターでの海の日のコンサートなどは時期を考えるべきである。熱中

症がでなかったのがふしぎなくらいのあつさ湿気であり一考を要する。 

・官僚的でなく、市民目線での行政サービスを望みます。・税金の無駄

使い的な職員もみられます。市民の為の市役所に、公僕の言葉、忘れな

い様。 

(男  70～79歳  脚折) 

広報誌がとても見やすくなって、嬉しいです。子育てに力を入れてくれ

ている事が良くわかり、安心します。これからも情報まってます。 

(女  30～39歳  藤金) 

役所は何でも時間がかかりすぎ～と言う思いがあります。 (女  50～59歳  上広谷) 

もっとリソース増やしてもいいのでは？税金を少し高くしても、必要な

事だと説明してやった方が・・・仕事の質が低い。ちゃんと仕事できる

人を採用すべき！ 

(男  30～39歳  新町) 

皆様、頑張って質問の対応も気持良いです (女  70～79歳  脚折) 

わざわざ窓口に行かなくてもネットで本人確認が出来て住民票など自

宅でプリントしたい。 

(男  60～69歳  南町) 

職員の対応が上からめせんであまりいい気分ではない (女  70～79歳  南町) 

理想にとらわれる事なく、着実な、可能な範囲での実行を望みます。 (男  70～79歳  藤金) 

前例のない所に挑戦しなければ打開策はない。例えば有償ボランティア

を活用してほしい 

(男  70～79歳  藤金) 

土曜、日曜に開催される地域の集会、催しに市職員が積極的に出席し地

域の実情をしっかり把握して活動に反映させる取組みが必要。 

(男  60～69歳  下新田) 

市役所の職員がもうすこし分かりやすく話をしてほしい (女  70～79歳  富士見) 

若葉駅だけでなく、鶴ヶ島駅にも出張所を作って欲しい。鶴ヶ島の住民

は、若葉駅周辺だけじゃありません。 

(女  80歳以上  上広谷) 

貴所の人件費は、朝霞市、志木市などと比較したらどうなのか・・・？ (男  70～79歳  南町) 

良くわからない (女  70～79歳  藤金) 

税務申告の手続きについて ・ｅ－ｔａｘについて基本的なことでも全

く知識が無い。・申告書の書き方についても「分らないので税務署に直

接聞いてください」という。「分らないことがある」ということは、勉

強のチャンスと捉えて、自らを向上することが市役所の職員として大切

なことではないでしょうか。 

(男  70～79歳  脚折町) 

市役所の職員がやけに多過ぎてひまそうにしているので、もっと少ない

人数で出来ると思う。（民間企業だったら普通あんなにいない。税金の

ムダ。） 

(女  40～49歳  中新田) 

感じよく丁寧に接していただき感謝しています。 (男  80歳以上  脚折) 

担当業務に精通しお客さんをたらいまわしをしない、必要もないのに、

市役所に呼びだししないで欲しい。特に税務課。 

(女  40～49歳  富士見) 

市役所職員の対応がとても良い。市民をお客様として遇してくれている

のがすごく良い。今後もこの対応を続けてほしい。 

(男  60～69歳  富士見) 

最近職員の皆様の対応がとても良いと思います。 (女  40～49歳  鶴ヶ丘) 

鶴ヶ島の端に住んでおります。市役所が遠く、つるバス停も少しはなれ

たところにあり不便を感じております 

(女  70～79歳  上広谷) 

職員さん達、色々な市民の声に対応されている事でしょう。これからも

頑張ってください。 

(男  60～69歳  上広谷) 

全てが分かりづらい、ややこしい、字が小さすぎて読もうと思わない。

この調査もお金をかけてどれだけはんえいされるのかぎもんです。 

(女  70～79歳  脚折町) 

始業時は８：３０をすぎても、着席していない人もいるし、又、終業時

は、５時になったとたんに荷物を持って席を立つ人が多勢です。気分悪

いです 

(女  70～79歳  脚折) 

市の窓口利用が限られているので全体的に言う事は出来ませんが、だい

たい良い印象を受けます。 

(男  70～79歳  上広谷) 
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外国語や、横文字をなるべく入れないよう願います あまり小さい字を

使用しないように。 

(女  80歳以上  富士見) 

市役所の職員は敬語が使えない (女  18～29歳  富士見) 

防災無線が聞きづらく、男性だと聞きにくい。（声が低いから） (男  60～69歳  藤金) 

これから地域でも孤立した独居老人が多くなり、将来私もそうなるであ

ろう実感のない６０代です。市役所から来る手続など一人で対応出来る

か心配 

(女  60～69歳  松ヶ丘) 

市民への各種サービスはよく行き届いていると思う。親切だなーと都度

思える。市民の身近な存在をＫｅｅｐして欲しい 

(男  70～79歳  太田ヶ谷) 

・運営コストを考えると、職員数とサービスのバランスがとれているの

か良い面悪い面の両面で気になります。 

(男  40～49歳  下新田) 

・ツルワゴンは利用出来ない地域です。もっと細かく路線を作って下さ

い。・役所に行っても、福祉課の方は、もっと寄りそって下さい。上か

ら目線でまるで自分がお金をめぐんでいるような冷たい人もいます。 

(男  60～69歳  中新田) 

そもそも一番最初の設問が男と女しか選べないのは、時代に合わないの

ではないでしょうか。私は性自認に乖離はありませんが、この設問でダ

イバーシティに不寛容な印象を与えますし、ここで次に進めたくなくな

る方もいらっしゃると思います。あと、このアンケートは理解できずに

〇をつけ忘れたり、多くつけすぎたりするかもしれないと思いました。

５７コから５コえらぶのは難しいです 

(女  40～49歳  富士見) 

・お役所仕事は昔の仕事であり、時代にあった仕事をやるべき。手続き

はじんそくにやること。 

(男  50～59歳  高倉) 

富士見の市民センター等有たすかる。職員も良い人ばかりで良い。有り

が度う御座います。 

(男  80歳以上  富士見) 

・案内に係る職員の増員又は、よりわかり易くする機器の導入等をお願

いしたい。 

(男  60～69歳  脚折町) 

市役所の活動が目に見える形で示されていない。市の幹部、職員が市民

の間に入り、行政を行って欲しい。また、議会、議員の質の向上を図っ

て欲しい。 

(男  70～79歳  富士見) 

若葉ウォークで手続ができる項目の拡充を希望します。 (男  30～39歳  藤金) 

使命感の強い専任職員の比率が高くなれば自然に良くなる (男  60～69歳  下新田) 

１．一部の職員の中には、良く職務を理解していない傾向がみられる。

２．職員は、市民の立場で対応して欲しい。 

(男  70～79歳  五味ヶ谷) 

住民票の手続きが市民センターで出来るようになったのが助かりまし

た。 

(女  18～29歳  富士見) 

緊急避難場所を広報などで教えてほしい。 (男  18～29歳  脚折) 

ロビーで楽しそうに話している職員をよく見かけます。用事が終って３

０分後くらいにロビーを通るとまだ、同じ職員が話をしている時があり

ます。見ていて仕事の話しではないのがよくわかります。仕事が暇なの

でしょうか？ここは職員の数が多すぎると思います。 

(女  50～59歳  藤金) 

公害レベルの臭い（牛・鶏？）が強く何度も電話していても現場を見に

来る様子もなく昼間の臭いが強く窓を閉めると夜気分悪く眠れず翌日

も気分悪い状態が続いても何の対応も職員はせず。地元の職員もたくさ

ん働いているにもかかわらず気付かないのでしょうか？とにかく職員

が動かなく電話してもまたかという感じがこちらに取れます。 

(女  18～29歳  高倉) 

出張所がないです。週に１回でも鶴ヶ島駅近くに、あれば便利です。 (女  50～59歳  上広谷) 

市役所に行くと頭数多く暇そうにみえる。住民に求める事よりどうすれ

ばわかりやすく又暮らしやすくなるかの基本こころえを・・・・・・ 

(女  70～79歳  南町) 

アンケート改ざんの不祥事があったが、今後同様事案のないよう進めて

いただきたい。 

(男  40～49歳  上広谷) 

防災ラジオを借用しているが、ＯＦＦとなる時の耳障りな雑音を改善し (男  60～69歳  脚折) 
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て欲しい。苦情が上がっていないのでしょうか。 

どの階に行ってもラインで情報を得られるようにしてほしい。 (女  50～59歳  脚折) 

良いと思う (女  60～69歳  上広谷) 

職員さん対応が親切だと思う。職員さん少ないと聞いているのでご苦労

さまです 

(男  70～79歳  脚折町) 

限られた税収の中で総花的配分ではなく、大きな「目玉」を作り大々的

投資してほしい 

(女  70～79歳  鶴ヶ丘) 

転入してきた３０年前とは職員の対応等改善されたと、おもいます。 (女  60～69歳  南町) 

対応の姿勢に時として不満を感じることがあります (男  60～69歳  松ヶ丘) 

手続面などで、市庁舎が遠いため、ワカバウォークをより充実いただけ

たら助かります。 

(男  60～69歳  富士見) 

手続き等が正しく行われているかどうか複数人でのチェック体制を徹

底してほしい。実際に手続きミスで何度かやり取りをすることになった

ので再発防止をお願いしたい。 

(男  40～49歳  中新田) 

市役所職員の方々の対応には、満足して居ります。 (男  60～69歳  富士見) 

笑顔で接してほしい。番号札が充実していないので窓口に声をかけづら

いし、カウンター内に職員がたくさんいるのに窓口を見ていない、市民

に気づいてくれない。けだるそうに歩く、中にはポケットに手を入れた

り、歩きスマホ改善してほしいです。あいさつくらいしてほしい。 

(女  40～49歳  新町) 

市役所の職員の方は親切な対応で丁寧に接していただきました。窓口の

職員はとかく冷たく感じるものですが鶴ヶ島の窓口はやさしいです。 

(女  70～79歳  松ヶ丘) 

ワカバウォークでの手続きがとても便利です。夜おそくまでありがとう

ございます。 

(女  40～49歳  富士見) 

意見を言ってもそれは今迄の規則だと言ってなかなか動いてもらえな

い事がある 

(女  70～79歳  新町) 

つるワゴンのうつっているリーグオブレジェンドのゲームＣＭの動画

をツイッターにあげたらすぐにつるワゴン本人から「いいね」をもらっ

てうれしかった。すばやいチェックありがとう 

(男  18～29歳  南町) 

平日１７時迄は正直キツイ (女  18～29歳  新町) 

とても親切にやさしく教えていただいた (女  70～79歳  脚折) 

カウンターの奥に職員の方がいるので、分からない事があっても聞きづ

らいので、カウンターの外にも職員の方がいてくれたら良いと思いまし

た。 

(女  40～49歳  新町) 

市役所・職員（職員１人で市民５０人に対して対応する民間では１人で

する作業を市職員は、３～５人で行なっているので、市税のむだ。職員

も民間会社に出行するといいですね。 

(女  60～69歳  上広谷) 

きれいなロビーですが、昼に食事をしているのが見えるのは、非常に不

快です。 

(男  60～69歳  松ヶ丘) 

一般的に会社を休まずに行政手続きを行なえるようにしてほしい (男  30～39歳  脚折町) 

高齢者には書類が多すぎる。（保健など）まとめられるものは、まとめ

る。一欄表を作成して、わかりやすくするなど、部署ごとのカベをとっ

ぱらって、市民一人一人のために少しわかりやすい毎日を送れるように

して欲しい 

(女  40～49歳  脚折) 

職員は毎日の事なので同じことをいうのは大変でしょうが、もっと市民

目線で分かりやすく（特に老人）何回も足を運ぶ事がない様に説明して

下さい（必要な書類等） 

(女  60～69歳  高倉) 

※市の財政のことを考えれば、議員の定数は半分にして行くと、あんな

に議員がいても、やくにたちません。また、市の職員も専門員を各部署

にはいちをしないと、専門用語で聞きに行っても、こたえられない職員

が多すぎます。市役所の中の改造も必要だと思います。 

(男  60～69歳  鶴ヶ丘) 
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毎月１回程度で良いので土曜か日曜に健康保険や年金等の手続が出来

る様に窓口を用いてほしい、強く希望します 

(男  80歳以上  中新田) 

マイナンバー制度が今一活かされていない。 (男  60～69歳  脚折) 

市井の民草と同じ目線が必要 (男  40～49歳  上広谷) 

ときたま、市役所に行った時、目にする光景です・・・人が多いなぁー

（職員）と・・・そして、お弁当は、食堂などで食べる様にしてはどう

でしょう。 

(男  80歳以上  新町) 

朝８時すぎからでも住民票とか対応して戴けるのでとてもありがたい。

マイナンバーカード早くコンビニとかで印鑑証明書が出せるとありが

たい。 

(男  40～49歳  藤金) 

手続きをなるべくカンタンにする様に、ネットなどでできる手続きをふ

やしてほしい。 

(男  30～39歳  松ヶ丘) 

親切で手ぎわよく対応して頂いています (男  80歳以上  富士見) 

良いと思います。 (  70～79歳  藤金) 

いつもありがとうございます。役所職員の方々には大変お世話になって

います。 

(男  30～39歳  上広谷) 

各地区に市民センター等があり、有難い。ただ利用法を少し考えた方が

もっと活気が出るような気がします。市役所や職員の方々の対応はいい

と思う。 

(  70～79歳  松ヶ丘) 

分からないことを聞いているのだから丁寧、新切に教えて欲しい。嫌な

顔せずに！！（一部の人ですが） 

(男  50～59歳  藤金) 

アルバイトが多いのか仕事のスピードがおそい。 (女  50～59歳  松ヶ丘) 

このような調査を実行できる人材の育成を願う。 (女  70～79歳  富士見) 

手数料等料金を安くしてほしい。 (男  40～49歳  松ヶ丘) 

・このようなアンケートが本当に役に立つのでしょうか？ ・市は市民

のために何をしてくれるのでしょうか？ 

(男  50～59歳  富士見) 

親切でわかりやすく説明をしてくれる市役所の職員が少ない。 (女  60～69歳  藤金) 

就職相談（ハローワーク）、仕事をしたいのに親身になって対応してい

ない感じです。一日何人の接客をしたのかを役所に提出するだけになっ

ているような気がします。 

(女  50～59歳  上広谷) 

市民はボランティア、職員へは休日手当？ (女  40～49歳  藤金) 

・市政全般について、市民がもっと興味を持てる様に情報発信を工夫し

てほしい。・掲示板をもっと多く設置するとか、ゴミ集積所の脇に掲示

するとかいい。 

(男  60～69歳  高倉) 

市役所が遠くて交通の便が悪い。交番、警察署が見当たらない（近所で）。 (男  70～79歳  松ヶ丘) 

むだ・・・・ (女  80歳以上  松ヶ丘) 

市民や市内の活動状況を把握する為、役職者は市内全域をくまなく巡回

する（デスクワークは最小に）※借り入れ金は○とすること→若い人が

集まる 

(男  70～79歳  南町) 

言うまでもなく市の職員は市民に対する奉仕者です常に市民に目を向

け何を求めているかを常に考えて仕事をして下さい。 

(男  80歳以上  藤金) 

保育所が少ないのでは 学童保育少ないのでは (  70～79歳  脚折町) 

比較的サービスは良いとは思う。ワカバウォークに出張所があるのはあ

りがたい。つるバスは本数多くて便利ですが、つるタクは少なすぎて使

いづらいです。フリークエントサービスにしないと旧国鉄のローカル線

になってしまいます。またもう少し安いと（￥１００）ありがたいです。 

(男  40～49歳  富士見) 

又、市役所に行くと、とても残念ですが窓口に行って、すいませんと声

をかけても気付いてもらえない・・・とても残念に思います。一般の職

場とは異なるかもしれませんが少なくとも市民センターの方や学童保

育の方はそういった印象はありません。鶴ヶ島市に転居された方が最初

(女  40～49歳  上広谷) 
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にお世話なるのが鶴ヶ島市役所です。気持ちよく対応していただけると

うれしいです。よろしくお願いいたします。 

市民会員が自信と誇りをもてる、素晴らしい夢と希望ある、街に致しま

しょう。平和都市宣言のまちとして、鶴ヶ島市及び近隣の地域の発展の

為に尽力されていることと存じます。感謝あるのみです。これからも、

どうか、明るい未来の創造のために進んで行かれます事をお祈り致しま

す。宜しくお願い申し上げます。 

(男  30～39歳  上広谷) 

市役所に行くと、ほとんどどの課もこちらから声をかけてはじめて職員

が出てきて対応する。やはりあまり感じのいいものではない。窓口業務

の職員を置いたほうがいいのではないか。 

(女  80歳以上  藤金) 

今まで通りですっかり文字をわすれてしまいました。 (女  80歳以上  鶴ヶ丘) 

・職員の対応は親切・丁寧で助かります。 (女  70～79歳  下新田) 

市役所職員によって、説明が事務的で必要以上のことを教えてくれませ

ん。詳しい、知らない自身にプラスになる情報を市民は知らないので、

積極的に聞かなくても色々な得することを発信してほしいです 

(女  40～49歳  富士見) 

職員多すぎ。住民票など年１回くらいならお金取らずにしてほしい。 (女  40～49歳  新町) 

・窓口の対応でよくない対応の職員がいる。市職員のまちがいなのに謝

ったりしなかった。公務員だと思った。それは友人の（自分の）同級生

と家族で２回もあった。・都内の職員と対応が雲泥の差があって違いす

ぎる。 

(男  30～39歳  上広谷) 

市役所の番号呼び出しの電光掲示板、もっとちゃんと活用してほしい。

キッズスペースからもよく確認できる様にしてほしい 

(女  30～39歳  共栄町) 

特に大きな不満もなく、毎日を過ごすことができております。職員の皆

様が、日々住みよい町づくりを考え行動なさっているおかげです。いろ

いろとご心労もあるかと存じますが、皆様もお体をご自愛下さい。 

(女  30～39歳  脚折町) 

土曜に、住民票の写し等取待できることには、感謝しています。 (男  50～59歳  町屋) 

市活センターについて 年末年始以外、年中無休は大変有難いサービ

ス。団体利用のみから、個人利用も可能となるとなおよい。 

(女  70～79歳  藤金) 

市の職員の人は、マニュアル通りの対応が多い。（市民税納税の部署な

ど）もっと市民の事情も考慮してほしい。 

(女  40～49歳  鶴ヶ丘) 

職員の中に、自分達のあやまちを軽く受けとめる人がいる。 (女  70～79歳  脚折) 

申請書の書き方がわからず困ってたら、ていねいに教えてもらった。 (女  70～79歳  五味ヶ谷) 

税金満納した分を支払いに行った時の方の対応がとても感じ良かった

です。ありがとうございました。 

(男  70～79歳  脚折町) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


