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１１１１．．．．調査概要調査概要調査概要調査概要

（（（（１１１１））））調査調査調査調査のののの目的目的目的目的

（（（（２２２２））））実施時期実施時期実施時期実施時期

平成２１年９月 ～ １０月

（（（（３３３３））））調査対象調査対象調査対象調査対象

２，５００人（市内在住の満２０歳以上から無作為抽出）

（（（（４４４４））））調査方法調査方法調査方法調査方法

郵送による調査票の配布・回収方式（無記名）

（（（（５５５５））））調査項目調査項目調査項目調査項目

   【テーマ１】 香取市について

・市の各種サービスに対する満足度など

   【テーマ２】 広報広聴事業について

・市政に関する情報の入手方法

・広報かとり

・市ホームページ

・市民懇談会（タウンミーティング）

・まちづくり出前講座

・市長への手紙・メール

・広報広聴制度全般

（（（（６６６６））））回収状況回収状況回収状況回収状況

・配布数　２，５００

・回収数　　　６７３ 送付枚数 構成率 回収数 回収率

・回答率　２６．９％  佐 原 区 1,336 53.4% 344 25.7%

 小見川区 712 28.5% 199 27.9%

 山田区 307 12.3% 81 26.4%

 栗源区 145 5.8% 32 22.1%

 （不明） － － 17 －

合計 2,500 100% 673 26.9%

※送付枚数は、各区の人口割合を参考に算出しました。

（（（（７７７７））））集計結果集計結果集計結果集計結果のののの見方見方見方見方

・

・

　市民の皆さんのご意見をお聴きする広聴制度の一環として、市の施策や事業につ

いて、市民の皆さんの周知度や要望を的確に把握し、今後の施策推進の参考とする

ことを目的として市民アンケート調査を実施しました。

構成率（％）は、各設問の回等数を１００％とした百分率で表示しています。

小数点第２位を四捨五入しているため、比率の合計が１００％にならないことがあります。

複数回答方式の回答率については、回答対象者のうち回答した者を ｎ で表示し、ｎ を分

母として百分率を算出しているため、百分率の合計は１００％を上回ることがあります。

送付状況
区分

回収状況
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２２２２．．．．回答者回答者回答者回答者のののの内訳 内訳 内訳 内訳 （（（（属性属性属性属性））））

①①①①　　　　おおおお住住住住まいまいまいまい（（（（居住地居住地居住地居住地））））

回答数 構成率
344 51.1%
199 29.6%
81 12.0%
32 4.8%
17 2.5%
673 100%

②②②②　　　　年代年代年代年代

回答数 構成率
60 8.9%
78 11.6%
96 14.3%
150 22.3%
144 21.4%
91 13.5%
34 5.1%
20 3.0%
673 100%

③③③③　　　　性別性別性別性別

回答数 構成率
273 40.6%
364 54.1%
36 5.3%
673 100%

④④④④　　　　現在同居現在同居現在同居現在同居しているごしているごしているごしているご家族家族家族家族にににに次次次次のようなのようなのようなのような方方方方はいますかはいますかはいますかはいますか。（。（。（。（あなたごあなたごあなたごあなたご自身自身自身自身のことをのことをのことをのことを除除除除くくくく）【）【）【）【複数回答複数回答複数回答複数回答】】】】

回答数 回答率
73 11.3%
119 18.4%
87 13.4%
357 55.1%
196 30.2%
832 128.4%

n=648

お住まい（居住地）については、概ね地域別の人口割合に近い回答率になっています。
年代別では、「５０代」「６０代」の回答率が高く、「２０代」と「８０歳以上」が低い回答率になっています。
性別では、「男性」が40.6％、「女性」が54.1％で、女性が13.5ポイント上回っています。
世帯構成では、「６５歳以上の方」と同居している家庭の割合が高く、この数値からも本市の高齢化傾向
がうかがえます。

合計

ウ　高校・大学生
エ　６５歳以上の方

イ　女
（不明）

合計

イ　小・中学生
ア　小学校入学前の子ども

区分

オ　ア～エに該当する方はいない

区分
ア　男

合計

キ　８０代以上

区分

（不明）

ア　佐原区

エ　栗源区

エ　５０代

（不明）

イ　小見川区
ウ　山田区

ウ　４０代
イ　３０代

区分

合計

ア　２０代

オ　６０代
カ　７０代

佐原区
51.1%

不明
2.5%栗源区

4.8%
山田区
12.0%

小見川区
29.6%

①

男
40.6%女

54.1%

不明
5.3%

③

70代
13.5%

不明
3.0%

20代
8.9%

30代
11.6%

40代
14.3%

50代
22.3%

60代
21.4%

80代以上
5.1%

②

11.3%

18.4%

13.4%

55.1%

30.2%

0% 20% 40% 60%

ア

イ

ウ

エ

オ

④
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３３３３．．．．アンケートアンケートアンケートアンケート調査結果調査結果調査結果調査結果

【【【【テーマテーマテーマテーマ１１１１】 】 】 】 香取市香取市香取市香取市についてについてについてについて

1111----1111　　　　市市市市のののの施策施策施策施策のののの変化変化変化変化をどうをどうをどうをどう感感感感じているかじているかじているかじているか、、、、またはまたはまたはまたは、、、、施策施策施策施策にににに対対対対するするするする満足度満足度満足度満足度をおをおをおをお聴聴聴聴かせくださいかせくださいかせくださいかせください。。。。

（（（（１１１１））））あなたがあなたがあなたがあなたが感感感感じているじているじているじている（（（（分分分分かるかるかるかる））））範囲範囲範囲範囲でででで、、、、○○○○をををを付付付付けてくださいけてくださいけてくださいけてください。【。【。【。【複数回答複数回答複数回答複数回答】】】】

良くなった 悪くなった 変わらない 合計

15 71 418 504 回答率: 74.9%

3.0% 14.1% 82.9% 100%

19 184 311 514 回答率: 76.4%

3.7% 35.8% 60.5% 100%

260 62 242 564 回答率: 83.8%

46.1% 11.0% 42.9% 100%

186 166 242 594 回答率: 88.3%

31.3% 27.9% 40.7% 100%

132 53 368 553 回答率: 82.2%

23.9% 9.6% 66.5% 100%

50 48 403 501 回答率: 74.4%

10.0% 9.6% 80.4% 100%

84 95 361 540 回答率: 80.2%

15.6% 17.6% 66.9% 100%

58 129 353 540 回答率: 80.2%

10.7% 23.9% 65.4% 100%

55 61 387 503 回答率: 74.7%

10.9% 12.1% 76.9% 100%

70 122 344 536 回答率: 79.6%

13.1% 22.8% 64.2% 100%

79 89 354 522 回答率: 77.6%

15.1% 17.0% 67.8% 100%

58 64 402 524 回答率: 77.9%

11.1% 12.2% 76.7% 100%

49 48 382 479 回答率: 71.2%

10.2% 10.0% 79.7% 100%
ス　市民協働への取組み

シ　水道・下水道整備

　全体を通して「変わらない」という回答が多くなっています。その中でも、観光の振興、環境
対策、交通安全・防災・防犯対策、情報公開、窓口サービスは「良くなった」という回答が「悪
くなった」より多くなっています。一方、商工業の振興、地域医療や健康づくり、市街地・道路
整備については、「悪くなった」という回答が「良くなった」を上回り、特に、市税・公共料金や
財政状況については「悪くなった」が４割を超えています。
　低迷した社会経済情勢が長引く中、市民の皆さんを取り巻く厳しい生活状況や、市内で分
娩を取り扱う医療機関がないことなどによる不安感が反映しているものと思われます。特に、
市税等については、合併直後からの国の税制改革に伴う老年者控除の廃止や所得税から
の税源委譲などによる市民税率の増、医療費の増加に伴う国民健康保険税の増などによ
り、負担感が大きくなっていることが一因と推察されます。
　今後、広報などによる情報公開を充実させるとともに、市民の皆さんの声を市政に反映し
協働のまちづくりを推進することによって、いっそう効率の良い質の高い行政サービスを展
開していく必要があります。

区分

ウ　観光の振興

イ　商工業の振興

ア　農業の振興

サ　公共交通に関する取組み

コ　市街地整備・道路整備

ク　地域医療や健康づくり

ケ　教育・スポーツ・生涯学習

エ　ごみ収集や環境対策

キ　高齢者・介護・障害者福祉
　　サービス

オ　交通安全・防災・防犯対策

カ　子育て支援
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良くなった 悪くなった 変わらない 合計

150 65 317 532 回答率: 79.0%

28.2% 12.2% 59.6% 100%

42 94 360 496 回答率: 73.7%

8.5% 19.0% 72.6% 100%

165 80 321 566 回答率: 84.1%

29.2% 14.1% 56.7% 100%

12 267 256 535 回答率: 79.5%

2.2% 49.9% 47.9% 100%

16 198 278 492 回答率: 73.1%

3.3% 40.2% 56.5% 100%

セ　広報紙・ホームページなど
　　の情報公開

区分

ツ　市の財政状況

チ　市税や市の公共料金

タ　市役所の窓口ｻｰﾋﾞｽ（各種
　　手続き・対応等）

ソ　地域活動への支援

29.2%

8.5%

28.2%

10.2%

11.1%

15.1%

13.1%

10.9%

10.7%

15.6%

10.0%

23.9%

31.3%

46.1%

40.2%

49.9%

14.1%

19.0%

12.2%

10.0%

12.2%

17.0%

22.8%

12.1%

23.9%

17.6%

9.6%

9.6%

27.9%

11.0%

35.8%

14.1%

56.5%

47.9%

56.7%

72.6%

59.6%

79.7%

76.7%

67.8%

64.2%

76.9%

65.4%

66.9%

80.4%

66.5%

40.7%

42.9%

60.5%

82.9%

3.3%

2.2%

3.7%

3.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

良くなった  悪くなった  変わらない

ア　農業の振興

イ　商工業の振興

ウ　観光の振興

エ　ごみ収集や環境対策

オ　交通安全・防災・防犯
　　対策

カ　子育て支援

キ　高齢者・介護・障害者
　　福祉ｻｰﾋﾞｽ

ク　地域医療や健康づくり

ケ　教育・スポーツ・生涯
　　学習

コ　市街地整備・道路整備

サ　公共交通に関する取
　　組み

シ　水道・下水道整備

ス　市民協働への取組み

セ　広報紙・ホームページ
　　などの情報公開

ソ　地域活動への支援

タ　市役所の窓口ｻｰﾋﾞｽ
　（各種手続き・対応等）

チ　市税や市の公共料金

ツ　市の財政状況
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（（（（２２２２））））具体的具体的具体的具体的にはにはにはには、、、、どのようなことですかどのようなことですかどのようなことですかどのようなことですか。【。【。【。【自由記載自由記載自由記載自由記載】】】】

①①①①良良良良くなったことくなったことくなったことくなったこと（（（（満足満足満足満足していることしていることしていることしていること））））

（主な意見内容）

・観光客の増加、観光振興、町並み整備など（86件）

・ごみ処理、分別収集、環境対策など（42件）

・窓口サービス、職員対応など（31件）

・広報、情報公開、情報発信等の充実（19件）

・循環バスの運行、路線バスの改善など（17件）

・子育て環境の充実（9件）

・利用できる公共施設の拡大（8件）

・介護、高齢者施策の充実（8件）

・防災行政無線の活用（5件）

・財政状況の改善（5件）

②②②②悪悪悪悪くなったことくなったことくなったことくなったこと（（（（不満不満不満不満であることであることであることであること））））

（主な意見内容）

・ごみ処理、ごみ袋の有料化、野焼き対策など（77件）

・市税、公共料金等が高い（76件）

・事業・行政サービス等に地域差がある（38件）

・道路・歩道の整備、排水整備など（37件）

・商工業の振興、企業誘致、駅前整備など（37件）

・行政サービスの低下、行事等の減少（28件）

・地域医療（夜間・休日、救急、小児科、産婦人科）（27件）

・窓口サービス、職員対応など（12件）

・組織・業務が本庁に偏り不便になった（12件）

・公民館、文化会館等の建設（11件）

・広報の掲載内容（身近でなくなった、偏っているなど）（11件）

・健康診断、各種検診（回数が少ない、通知がこない）（10件）

・防災行政無線（聞こえづらい、うるさい、簡潔に）（8件）

・公共交通、バスの運行など（本数が少ない、運賃が高い、運行ルート）（7件）

・上下水道の整備など（6件）

・農業の支援・振興など（4件）

意見総数： 261件　（回答者数： 232人）

意見総数： 476件　（回答者数： 337人）

※意見等の詳細は、Ｐ２１
   に掲載してあります。

※意見等の詳細は、Ｐ２４
   に掲載してあります。
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1-21-21-21-2 市市市市のののの施策以外施策以外施策以外施策以外でででで何何何何かおかおかおかお気気気気づきのことがありましたらごづきのことがありましたらごづきのことがありましたらごづきのことがありましたらご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。【。【。【。【自由記載自由記載自由記載自由記載】】】】

（主な意見内容）

・窓口サービス、職員対応、職員の資質など（悪いという意見）（21件）

・人件費の削減、無駄な事業等を廃止すべき（21件）

・商工業の振興、企業誘致、駅前整備など（18件）

・ごみ処理、野焼き対策、不法投棄の対策など（10件）

・地域医療の充実（病院、救急医療体制など）（9件）

・道路・歩道の整備、排水整備など（9件）

・事業・行政サービス等に地域差がある（9件）

・観光の振興、施策の充実など（9件）

・子育て支援、少子化対策など（7件）

・農業の振興、支援の充実など（6件）

・市の名称について（知名度が低い、再考すべき等）（6件）

・ブロードバンド、インターネット環境の整備など（5件）

・循環バス、路線バスの充実（5件）

・合併しない方が良かった、合併して悪くなった（5件）

・公民館、文化会館等の建設（4件）

・スポーツ施設の整備（4件）

・高齢者福祉の充実（4件）

・教育施設の整備、学校の統廃合など（3件）

・地区名・地名が分かりづらい（3件）

・防災行政無線が聞こえづらい、チャイム放送を増やして欲しい等（3件）

・市税、公共料金等が高い（3件）

・行政サービスの低下、行事等の減少（3件）

・図書館の充実（2件）

意見総数： 236件　（回答者数： 185人）

※意見等の詳細は、Ｐ２９
   に掲載してあります。
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【【【【テーマテーマテーマテーマ２２２２】 】 】 】 市市市市のののの広報広聴事業広報広聴事業広報広聴事業広報広聴事業についてについてについてについて

2-12-12-12-1 市政市政市政市政にににに関関関関するするするする情報情報情報情報はははは何何何何でででで入手入手入手入手していますかしていますかしていますかしていますか。【。【。【。【複数回答複数回答複数回答複数回答】】】】

（全体） （年代別）

回答数 回答率

563 87.7% 327 88.1% 225 87.9% 11 73.3%

321 50.0% 158 42.6% 159 62.1% 4 26.7%

51 7.9% ⇒ 39 10.5% 12 4.7% 0 0.0%

15 2.3% 8 2.2% 7 2.7% 0 0.0%

13 2.0% 5 1.3% 6 2.3% 2 13.3%

963 150.0% 537 144.7% 409 159.8% 17 113.3%

n=642 n=371 n=256 n=15

オオオオ　　　　そのそのそのその他他他他（（（（自由意見自由意見自由意見自由意見））））

（主な意見内容）

・周囲の声など（5件）

・千葉テレビのイベント情報

・新聞の広告

　市政に関する情報については、「広報かとり」と答えた人が９割近くを占めており、年代別に見
ても同じ傾向を示しています。また、「文書回覧・配布」の割合も高く、依然として広報紙や回覧
文書など、紙媒体による情報伝達手段が重要であることが分かります。
　一方、「市ホームページ」の割合は低い状況になっています。

区分

意見総数： 9件　（回答者数： 9人）

合計

ア　広報かとり

ウ　市ホームページ

不明60代以上20～50代

オ　その他（　）

イ　文書回覧・配布

エ　市役所窓口

2-1

広報かとり（563件）

文書回覧・配布（321件）

市ホームページ（51件）

市役所窓口（15件）

その他（13件）

20～50代 60代以上

87.7%

50.0%

7.9%

2.3%

2.0%

0% 30% 60% 90%

1

2

3

4

5

全体

88.1%

42.6%

10.5%

2.2%

1.3%

0% 30% 60% 90%

1

2

3

4

5

2.3%

2.7%

4.7%

62.1%

87.9%

0% 30% 60% 90%

1

2

3

4

5
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2-22-22-22-2 「「「「広報広報広報広報かとりかとりかとりかとり」」」」についておについておについておについてお聴聴聴聴きしますきしますきしますきします。。。。

①①①①「「「「広報広報広報広報かとりかとりかとりかとり」」」」をををを読読読読んでいますかんでいますかんでいますかんでいますか。。。。
（全体） （年代別）

回答数 構成率

387 57.5% 183 47.7% 201 74.7% 3 15.0%

186 27.6% 136 35.4% 43 16.0% 7 35.0%

54 8.0% ⇒ 41 10.7% 10 3.7% 3 15.0%

30 4.5% 22 5.7% 6 2.2% 2 10.0%

16 2.4% 2 0.5% 9 3.3% 5 25.0%

673 100% 384 100% 269 100% 20 100%

②②②②　　　　①①①①ででででアアアア・・・・イイイイ・・・・ウウウウとおとおとおとお答答答答えのえのえのえの方方方方にににに伺伺伺伺いますいますいますいます。「。「。「。「広報広報広報広報かとりかとりかとりかとり」」」」はははは読読読読みやすいですかみやすいですかみやすいですかみやすいですか。。。。

回答数 構成率

311 49.6%

258 41.1%

37 5.9%

21 3.3%

627 100%

ウウウウ　　　　読読読読みにくいみにくいみにくいみにくい（（（（理由理由理由理由））））

（主な意見内容）
・字が小さい（7件）
・レイアウトが悪い（6件）

・紙面のサイズが大きい（3件）

・地域に密着した情報でない（2件）

・記事に偏りがある

・色々な数字が理解できない

意見総数： 25件　（回答者数： 25人）

―　無回答

ウ　あまり読まない
エ　読んだことがない

―　無回答

合計

区分

ア　読みやすい
イ　どちらとも言えない

ウ　読みにくい（理由）

区分

ア　必ず読んでいる
イ　たまに読んでいる

合計

20～50代 60代以上 不明

　広報かとりを「必ず読んでいる」と回答された割合が高く、特に60歳以上では高い割合を示して
います。また、広報を読んでいる人からは、概ね「読みやすい」と評価されていますが、催しなど
のお知らせや、写真などの情報量を増やすことが望まれています。
　今後、1人でも多くの市民に登場してもらうなど市民参加型の企画や編集方法を工夫すること
によって、より興味のわく、親しみのある、読まれる広報紙づくりを行う必要があります。
　なお、広報を読まない理由として、広報が届かないことが挙げられていますが、広報は毎月１
日と１５日に新聞折込みにより配布しており、新聞の未購読世帯に対しては、市内の公共施設の
ほか、金融機関、郵便局、コンビニエンスストアなどへの設置と併せ、ホームページへの掲載を
行っています。

無回答
2.4%

あまり読
まない
8.0%

たまに
読んで
いる
27.6%

必ず読ん
でいる
57.5%

読んだこ
とがない

4.5%

①

読みや
すい
49.6%

無回答
3.3%読みに

くい
5.9%

どちらとも
言えない

41.4%

②

47.7%

35.4%

10.7%

5.7%

0.5%

0% 20% 40%

1

2

3

4

5必ず読んでいる

たまに読んでいる

あまり読まない

読んだことがない

無回答

74.7
%

16.0
%

3.7%

2.2%

3.3%

0% 30% 60%

1

2

3

4

5

20～50代 60代以上
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③③③③　　　　①①①①ででででウウウウ・・・・エエエエとおとおとおとお答答答答えのえのえのえの方方方方にににに伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。そのそのそのその理由理由理由理由はははは何何何何ですかですかですかですか。【。【。【。【複数回答複数回答複数回答複数回答】】】】

回答数 回答率

16 22.5%

16 22.5%

11 15.5%

12 16.9%

23 32.4%

8 11.3%

86 121.1%

n=71

カカカカ　　　　そのそのそのその他他他他（（（（自由意見自由意見自由意見自由意見））））

（主な意見内容）
・広報紙があることを知らなかった（3件）

・気が付いたときに、手に取る程度

④④④④「「「「広報広報広報広報かとりかとりかとりかとり」」」」はどのようにはどのようにはどのようにはどのように改善改善改善改善するとするとするとすると、、、、よりよりよりより読読読読まれるとまれるとまれるとまれると思思思思いますかいますかいますかいますか。【。【。【。【複数回答複数回答複数回答複数回答】】】】

回答数 回答率

74 13.2%

60 10.7%

144 25.6%

18 3.2%

152 27.0%

18 3.2%

87 15.5%

246 43.8%

67 11.9%

89 15.8%

955 169.9%

n=562

ココココ　　　　そのそのそのその他他他他（（（（自由意見自由意見自由意見自由意見））））

（主な意見内容）
・地域の情報を載せる、地区別に情報ページを設ける（12件）

・現状のままで良い（11件）

・レイアウト、見出し等を工夫する（7件）

・開催場所等の表示を工夫する（地市町名等を載せるなど）（6件）

・配布方法を工夫する（郵送・各戸配布など）（6件）

・文字を大きくする（6件）

・Ａ４サイズにする（5件）

・お店や企業紹介を載せる（3件）

・分野別にする（2件）

・若者が興味を持つ内容にする（2件）

区分

エ　役に立たない

合計

オ　広報が届かない

カ　その他（　）

意見総数： 6件　（回答者数： 6人）

ア　興味がない

イ　読む暇がない

ウ　内容がつまらない

区分

ア　カラーにする

イ　ページを増やす

ウ　情報量（文書量）を増やす

エ　情報量（文書量）を減らす
オ　写真・イラスト・図表等を増やす

カ　写真・イラスト・図表等を減らす

キ　市民を紹介する
ク　催しなどのお知らせを増やす

ケ　わからない

コ　その他（　）

合計

意見総数： 83件　（回答者数： 81人）

32.4%

22.5%

22.5%

16.9%

15.5%

11.3%

0% 10% 20% 30% 40%

③

広報が届かない（23件）

 読む暇がない（16件）

興味がない（16件）

役に立たない（12件）

その他（8件）

内容がつまらない（11件）

15.8%

3.2%

3.2%

10.7%

11.9%

13.2%

15.5%

25.6%

27.0%

43.8%

0% 20% 40%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

④

催しなどのお知せを増
やす（264件）

写真・イラスト・図表等を
増やす（152件）

情報量（文書量）を増やす
（144件）

市民を紹介する（87件）

カラーにする（74件）

わからない（67件）

ページを増やす（60件）

写真・イラスト・図表等を
減らす（18件）

情報量（文書量）を減らす
（18件）

その他（89件）

多い順

多い順
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⑤⑤⑤⑤そのそのそのその他他他他、「、「、「、「広報広報広報広報かとりかとりかとりかとり」」」」についてについてについてについて、、、、何何何何かごかごかごかご意見意見意見意見・・・・要望等要望等要望等要望等があればごがあればごがあればごがあればご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。

（主な意見内容）
・新聞未購読世帯への配布方法を工夫すべきである（郵送、各戸配布など）（17件）

・各地区の情報を平等に掲載して欲しい（10件）

・出生・死亡欄を設けて欲しい（10件）

・身近な地域の情報を載せて欲しい（8件）

・今のままで良い、分かりやすい（7件）

・地区別に情報ページを設けて欲しい（6件）

・月１回の発行で良い（6件）

・見づらい、内容がつまらない（5件）

・意欲的な取り組みをしている人・団体を紹介して欲しい（4件）

・旧町時代の広報の方が身近で良かった（4件）

・他市を参考にすべき（4件）

・市民の声のコーナー、市民の意見等を載せて欲しい（3件）

・保存用のファイルが欲しい（3件）

・紙面の大きさを小さくして欲しい（3件）

・市長の考えを載せて欲しい（2件）

意見総数： 130件　（回答者数： 121人）

※意見等の詳細は、Ｐ３４
   に掲載してあります。
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2-32-32-32-3 「「「「香取市香取市香取市香取市ホームページホームページホームページホームページ」」」」についておについておについておについてお聴聴聴聴きしますきしますきしますきします。。。。

①①①①香取市香取市香取市香取市ホームページホームページホームページホームページをををを見見見見ていますかていますかていますかていますか。。。。
（全体） （年代別）

回答数 構成率

28 4.2% 10 2.6% 17 6.3% 1 5.0%

92 13.7% 60 15.6% 32 11.9% 0 0.0%

110 16.3% ⇒ 87 22.7% 19 7.1% 4 20.0%

405 60.2% 223 58.1% 175 65.1% 7 35.0%

38 5.6% 4 1.0% 26 9.7% 8 40.0%

673 100% 384 100% 269 100% 20 100%

②②②②　　　　①①①①ででででアアアア・・・・イイイイ・・・・ウウウウとおとおとおとお答答答答えのえのえのえの方方方方におにおにおにお聴聴聴聴きしますきしますきしますきします。 。 。 。 香取市香取市香取市香取市ホームページホームページホームページホームページはははは見見見見やすいですかやすいですかやすいですかやすいですか。。。。

回答数 構成率

31 13.5%

154 67.0%

20 8.7%

25 10.9%

230 100%

ウウウウ　　　　見見見見にくいにくいにくいにくい（（（（理由理由理由理由））））

（主な意見内容）

・字が小さい（3件）

・情報を調べにくい（3件）

・画面がごちゃごちゃしている（3件）

・内容がつまらない、役に立たない（2件）

区分

ア　よく見ている

　市ホームページを見ている人の割合は低く、見たことがない理由として「インターネット環境が
ない」の割合が高いことから、まだまだインターネットの普及率が低い状況がうかがえます。
　今後、インターネット環境の整備促進とともに、常に最新の情報に更新することや、高齢者や
障害者、外国人でも見やすくなるようなアクセシビリティの向上、興味・関心を引くような内容の充
実など工夫・改善が必要です。

20～50代 60代以上 不明

―　無回答

エ　見たことがない

―　無回答

イ　たまに見ている

ウ　あまり見ない

合計

ウ　見にくい（理由）

ア　見やすい
イ　どちらとも言えない

区分

合計

意見総数： 13件　（回答者数： 13人）

たまに
見てい

る
13.7%

あまり見
ない
16.3%

見たこと
がない
60.2%

無回答
5.6%

よく見て
いる
4.2%

①

見やす
い

13.5%
読みに

くい
5.9%

無回答
10.9%

どちらとも
言えない

67.0%

見にくい
8.7%

②

1.0%

58.1%

22.7%

15.6%

2.6%

0% 20% 40% 60%

1
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5 6.3%

11.9
%

7.1%

65.1
%

9.7%

0% 20% 40% 60%

1

2

3

4

5

20～50代 60代以上

よく見ている

たまに見ている

あまり見ない

見たことがない

無回答
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③③③③　　　　①①①①ででででウウウウ・・・・エエエエとおとおとおとお答答答答えのえのえのえの方方方方にににに伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。そのそのそのその理由理由理由理由はははは何何何何ですかですかですかですか。【。【。【。【複数回答複数回答複数回答複数回答】】】】

回答数 回答率

98 21.5%

74 16.2%

22 4.8%

19 4.2%

238 52.2%

39 8.6%

490 107.5%

n=456

カカカカ　　　　そのそのそのその他他他他（（（（自由意見自由意見自由意見自由意見））））

（主な意見内容）
・市のホームページを知らなかった（11件）

・見る必要性がない（8件）

・広報紙で十分である（5件）

・インターネットをあまり利用しない、興味がない（4件）

・高齢者なので苦手である（2件）

④④④④　　　　香取市香取市香取市香取市ホームページホームページホームページホームページについてについてについてについて、、、、充実充実充実充実・・・・改善改善改善改善したしたしたした方方方方がががが良良良良いものはありますかいものはありますかいものはありますかいものはありますか。【。【。【。【複数回答複数回答複数回答複数回答】】】】

回答数 回答率

48 19.1%

95 37.8%

96 38.2%

126 50.2%

55 21.9%

16 6.4%

5 2.0%

15 6.0%

456 181.7%

n=251

クククク　　　　そのそのそのその他他他他（（（（自由意見自由意見自由意見自由意見））））

（主な意見内容）
・商店や飲食店等の情報の掲載

・大型店舗・企業誘致のための広報

・グルメや旅行関係のサイトとの連携強化

・面倒をなくして欲しい

ア　香取市について

イ　市政情報

意見総数： 35件　（回答者数： 35人）

ウ　くらしのガイドブック

カ　その他（　）

区分

オ　インターネット環境がない

意見総数： 5件　（回答者数： 5人）

カ　トピック

合計

キ　バナー広告

ク　その他（　）

エ　観光・イベント

オ　新着情報

区分

ア　興味がない

合計

イ　見る暇がない

ウ　内容がつまらない

エ　役に立たない

21.5%

16.2%

4.8%

4.2%

8.6%

52.2%

0% 20% 40% 60%

③

インターネット環境がない
（238件）

 興味がない（98件）

見る暇がない（74件）

内容がつまらない（22件）

その他（39件）

役に立たない（19件）

多い順

6.0%

2.0%

6.4%

19.1%

21.9%

37.8%

38.2%

50.2%

0% 20% 40% 60%

1

2

3

4

5

6

7

8

④

多い順

観光・イベント（126件）

 くらしのガイドブック（96件）

市政情報（95件）

新着情報（55件）

トピック（16件）

香取市について（48件）

バナー広告（5件）

その他（15件）

12



⑤⑤⑤⑤　　　　そのそのそのその他他他他、「、「、「、「ホームページホームページホームページホームページ」」」」についてについてについてについて、、、、何何何何かごかごかごかご意見意見意見意見・・・・要望等要望等要望等要望等があればごがあればごがあればごがあればご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。

（主な意見内容）
・パソコン未利用者には関係ない、考慮すべき、効果的でない（8件）

・更新を頻繁にして欲しい（7件）

・内容がつまらない、充実すべき（5件）

・市民が書き込みできる掲示板等を設ける（3件）

・広報紙のように紙で配布した方が良い（3件）

・インターネット環境の整備が進んでいない（2件）

・インターネット環境がないが、出来れば見てみたい（2件）

・医療機関の情報を充実して欲しい（2件）

意見総数： 51件　（回答者数： 50人）

※意見等の詳細は、Ｐ３７
   に掲載してあります。
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2-42-42-42-4 「「「「市民懇談会市民懇談会市民懇談会市民懇談会（（（（タウンミーティングタウンミーティングタウンミーティングタウンミーティング）」）」）」）」についておについておについておについてお聴聴聴聴きしますきしますきしますきします。。。。

①①①①　「　「　「　「市民懇談会市民懇談会市民懇談会市民懇談会」」」」をををを開催開催開催開催していますがしていますがしていますがしていますが、、、、市民懇談会市民懇談会市民懇談会市民懇談会をををを知知知知っていますかっていますかっていますかっていますか。。。。
（全体） （年代別）

回答数 構成率

9 1.3% 2 0.5% 6 2.2% 1 5.0%

21 3.1% 8 2.1% 12 4.5% 1 5.0%

389 57.8% ⇒ 210 54.7% 172 63.9% 7 35.0%

230 34.2% 159 41.4% 66 24.5% 5 25.0%

24 3.6% 5 1.3% 13 4.8% 6 30.0%

673 100% 384 100% 269 100% 20 100%

回答数 回答率

110 20.1%

200 36.5%

38 6.9%

65 11.9%

169 30.8%

55 10.0%

637 116.2%

n=548

―　無回答

合計

オ　開催していることを知らない

ア　知っていて２回以上参加したことがある

イ　知っていて１回参加したことがある

②②②②　「　「　「　「市民懇談会市民懇談会市民懇談会市民懇談会」」」」にににに参加参加参加参加したことがないしたことがないしたことがないしたことがない方方方方におにおにおにお聴聴聴聴きしますきしますきしますきします。。。。参加参加参加参加しないしないしないしない理由理由理由理由はははは何何何何ですかですかですかですか。【。【。【。【複数回答複数回答複数回答複数回答】】】】

エ　役に立たないと思う

区分

ア　興味がない

イ　参加する暇がない

区分

ウ　つまらないと思う

ウ　知っているが参加したことはない

エ　知らない

カ　その他（　）

　市民懇談会に関する周知度は６割を超えていますが、参加された人の割合は極めて低い状況
になっています。今後、開催日時や場所、テーマや対象者を絞るなど、参加者を増やす工夫が
必要です。
　なお、市民懇談会の開催結果は、広報かとりや市ホームページ、情報コーナー（市役所・各区
事務所１階）で順次公開しています。

合計

20～50代 60代以上 不明

２回以
上参加

1.3%無回答
3.6%

知らない
34.2%

１回参
加した
3.1%

知っている
が参加した
ことはない

57.8%

①

10.0%

6.9%

11.9%

20.1%

30.8%

36.5%

0% 20% 40%

1

2

3

4

5

6

②

多い順

開催していることを知
らない（169件）

興味がない（110件）

役に立たないと思う
（65件）

その他（55件）

つまらないと思う
（38件）

 参加する暇がない
（200件）

1.3%

41.4%

54.7%

2.1%

0.5%

0% 20% 40% 60%

1

2

3

4

5 2.2%

4.5%

63.9
%

24.5
%

4.8%

0% 20% 40% 60%

1

2

3

4

5

20～50代 60代以上

知っているが参加
したことはない

２回以上参加した

１回参加した

知らない

無回答
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カカカカ　　　　そのそのそのその他他他他（（（（自由意見自由意見自由意見自由意見））））

（主な意見内容）
・雰囲気、参加の仕方が分からない（8件）

・歩行困難、病気など健康上の理由（6件）

・発言するほどの意見や考えがない（5件）

・そのような場が苦手である（5件）

・日程、時間が合わない（4件）

・高齢者なので関係ない（3件）

・一人では参加しづらい（2件）

③③③③　　　　そのそのそのその他他他他、「、「、「、「市民懇談会市民懇談会市民懇談会市民懇談会」」」」についてについてについてについて、、、、何何何何かごかごかごかご意見意見意見意見・・・・要望等要望等要望等要望等があればごがあればごがあればごがあればご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。

（主な意見内容）
・市民懇談会の内容、成果を公表して欲しい（10件）

・参加者を増やす工夫をすべきである（8件）

・テーマや対象者を工夫して開催すべきである（5件）

・意見が反映されているか疑問である（5件）

・人の集まる場所へ出向いて意見を聞いて欲しい（5件）

・必要性、メリットを感じない（5件）

・今後も継続して欲しい（5件）

・開催場所を細かくして実施して欲しい（4件）

・開催日時を考えるべきである（3件）

・市民が発言できる場をもつことは大切だと思う（3件）

意見総数： 49件　（回答者数： 49人）

意見総数： 67件　（回答者数： 65人）

※意見等の詳細は、Ｐ３８
   に掲載してあります。
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2-52-52-52-5 「「「「まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり出前講座出前講座出前講座出前講座」」」」についておについておについておについてお聴聴聴聴きしますきしますきしますきします。。。。

①①①①　「　「　「　「まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり出前講座出前講座出前講座出前講座」」」」をををを実施実施実施実施していますがしていますがしていますがしていますが、、、、実施実施実施実施していることをしていることをしていることをしていることを知知知知っていますかっていますかっていますかっていますか。。。。
（全体） （年代別）

回答数 構成率

1 0.1% 0 0.0% 1 0.4% 0 0.0%

10 1.5% 8 2.1% 2 0.7% 0 0.0%

107 15.9% ⇒ 49 12.8% 56 20.8% 2 10.0%

523 77.7% 321 83.6% 192 71.4% 10 50.0%

32 4.8% 6 1.6% 18 6.7% 8 40.0%

673 100% 384 100% 269 100% 20 100%

②②②②　「　「　「　「まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり出前講座出前講座出前講座出前講座」」」」をををを利用利用利用利用したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますかいますかいますかいますか。。。。

回答数 構成率

13 1.9%

184 27.3%

275 40.9%

51 7.6%

60 8.9%

90 13.4%

673 100%

③③③③　　　　②②②②ででででエエエエ・・・・オオオオとととと答答答答えたえたえたえた方方方方にににに伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。そのそのそのその理由理由理由理由はははは何何何何ですかですかですかですか。。。。

（主な意見内容）
・興味、必要性がない（22件）

・役に立たない、無駄である（17件）

・時間、暇がない（7件）

・内容が分からない（3件）

意見総数： 59件　（回答者数： 57人）

エ　あまり利用したくない

合計

オ　全く利用したくない

―　無回答

―　無回答

ウ　どちらとも言えない

60代以上 不明

イ　機会があれば利用したい

ウ　知っているが利用したことはない

区分

ア　ぜひ利用したい

合計

エ　知らない

区分

ア　知っていて２回以上利用したことがある

　まちづくり出前講座に関する周知度や利用した人の割合は、極めて低い状況になっていま
す。今後の利用意欲については、比較的高い割合になっており、これまで出前講座を利用され
た人からは、概ね好評をいただいていますので、今後、より多くの人に利用してもらえるよう周知
を図るとともに、更なる講座内容の充実など工夫・改善が必要です。

20～50代

イ　知っていて１回利用したことがある

２回以
上利用

0.1%無回答
4.8%

知らない
77.7%

１回利
用した
1.5%

知っている
が利用した
ことはない

15.9%

①

無回答
13.4%

あまり利
用したく

ない
7.6%

全く利用
したくな

い
8.9%

機会があ
れば利用

したい
27.3%

どちらとも
言えない

40.9%

ぜひ利用
したい
1.9%

②

0.0%

2.1%

12.8%

83.6%

1.6%

0% 20% 40% 60% 80%

1
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4

5 0.4%

0.7%

20.8
%

71.4
%

6.7%

0% 20% 40% 60% 80%

1

2

3

4

5

20～50代 60代以上

知っているが利用
したことはない

２回以上利用した

１回利用した

知らない

無回答
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2-62-62-62-6 「「「「市長市長市長市長へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙・・・・メールメールメールメール」」」」についておについておについておについてお聴聴聴聴きしますきしますきしますきします。。。。

①①①①　「　「　「　「市長市長市長市長へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙・・・・メールメールメールメール」」」」をををを実施実施実施実施していますがしていますがしていますがしていますが、、、、実施実施実施実施していることをしていることをしていることをしていることを知知知知っていますかっていますかっていますかっていますか。。。。
（全体） （年代別）

回答数 構成率
7 1.0% 4 1.0% 3 1.1% 0 0.0%

13 1.9% 11 2.9% 1 0.4% 1 5.0%

302 44.9% ⇒ 170 44.3% 130 48.3% 2 10.0%

326 48.4% 194 50.5% 123 45.7% 9 45.0%

25 3.7% 5 1.3% 12 4.5% 8 40.0%

673 100% 384 100% 269 100% 20 100%

回答数 回答率
47 8.5%

140 25.5%
138 25.1%
225 40.9%
40 7.3%

590 107.3%
n=550

オオオオ　　　　そのそのそのその他他他他（（（（自由意見自由意見自由意見自由意見））））

（主な意見内容）
・手紙を書くほどの内容・意見等がない（7件）
・出しても意味がない、変わらない（6件）
・市長に手紙を書くのは恐れ多い、躊躇してしまう（5件）
・あることを知らなかった（2件）
・時間、暇がない（2件）

　市長への手紙・メールを利用された人の割合は、極めて低い状況になっています。また、利用
しない理由として「利用する内容がない」「手紙を出しても変わらない」などが挙げられています。
　市長への手紙・メールでは、市政に対する質問・苦情等を含め多種多様なご意見をいただき、
それを受けて、事務改善や事業化が図られるメースもあります。今後、さらに多くのご意見をお
寄せいただけるよう、周知に努める必要があります。
　なお、主なご意見等の内容や回答は、市ホームページや情報コーナー（本庁・各区事務所１
階）などで公開しています。

意見総数： 33件　（回答者数： 33人）

ウ　手紙を出しても変わらない

合計

エ　実施していることを知らない
オ　その他（　）

②②②②　「　「　「　「市長市長市長市長へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙・・・・メールメールメールメール」」」」をををを利用利用利用利用したことがないしたことがないしたことがないしたことがない方方方方におにおにおにお聴聴聴聴きしますきしますきしますきします。。。。利用利用利用利用しないしないしないしない理由理由理由理由はははは何何何何ですかですかですかですか。【。【。【。【複数回答複数回答複数回答複数回答】】】】

20～50代 60代以上 不明

ウ　知っているが利用したことはない

区分
ア　知っていて２回以上利用したことがある

合計

エ　知らない
―　無回答

イ　知っていて１回利用したことがある

区分
ア　興味がない
イ　利用する内容がない

２回以
上利用

1.0%無回答
3.7%

知らない
48.4%

１回利
用した
1.9%

知っている
が利用した
ことはない

44.9%

①

7.3%

8.5%

25.1%

25.5%

40.9%

0% 20% 40%
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②

多い順

利用する内容がない
（140件）

手紙を出しても変わ
らない（138件）

興味がない（47件）

その他（40件）

 実施していることを
知らない（225件）

1.3%

50.5%

44.3%

2.9%

1.0%
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4.5%

45.7%

48.3%

0.4%

1.1%
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20～50代 60代以上

知っているが利用
したことはない

２回以上利用した

１回利用した

知らない

無回答
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③③③③　　　　そのそのそのその他他他他、「、「、「、「市長市長市長市長へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙・・・・メールメールメールメール」」」」についてについてについてについて何何何何かごかごかごかご意見意見意見意見・・・・要望等要望等要望等要望等があればごがあればごがあればごがあればご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。

（主な意見内容）
・きちんと対応や回答をして欲しい（15件）

・内容や回答を公表して欲しい（13件）

・良い制度だと思う、今後も継続して欲しい（10件）

・機会があれば利用したいと思う（7件）

・利用方法等をきちっと周知して欲しい（5件）

・本当に読んでいるか疑問である（4件）

・記入用紙・封筒を広報紙と一緒に配布すべき（4件）

・対応、回答してくれて感謝している（4件）

・手紙を出しても変わらないと思う（2件）

意見総数： 76件　（回答者数： 75人）

※意見等の詳細は、Ｐ４０
   に掲載してあります。
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2-72-72-72-7 広報広聴制度全般広報広聴制度全般広報広聴制度全般広報広聴制度全般についておについておについておについてお聴聴聴聴きしますきしますきしますきします。。。。

①①①①　　　　市市市市のののの施策施策施策施策・・・・事業事業事業事業・・・・おおおお知知知知らせらせらせらせ等等等等をををを広報広報広報広報するするするする手法手法手法手法としてとしてとしてとして、、、、どのようなどのようなどのようなどのような手段手段手段手段がががが有効有効有効有効だとだとだとだと思思思思いますかいますかいますかいますか。。。。

（主な意見内容）
・広報紙が有効、広報紙を充実させるべき（61件）

・各家庭に回覧・配布する（37件）

・防災行政無線を活用する（19件）

・現状の制度のままで良い（18件）

・ホームページを活用する（16件）

・人が集まる場所・施設等に掲示する（12件）

・携帯のメールによる情報発信（6件）

・ケーブルテレビ等（5件）

・郵送、ダイクトメール（4件）

・フリーペーパーを配布する（2件）

・公共交通機関への広告（2件）

②②②②　　　　今回今回今回今回アンケートアンケートアンケートアンケート調査調査調査調査をををを実施実施実施実施しましたがしましたがしましたがしましたが、、、、今後今後今後今後もももも実施実施実施実施したしたしたした方方方方がががが良良良良いといといといと思思思思いますかいますかいますかいますか。。。。
（全体） （年代別）

回答数 構成率

223 33.1% 131 34.1% 87 32.3% 5 25.0%

139 20.7% 98 25.5% 41 15.2% 0 0.0%

179 26.6% 97 25.3% 78 29.0% 4 20.0%

26 3.9% 13 3.4% 13 4.8% 0 0.0%

106 15.8% 45 11.7% 50 18.6% 11 55.0%

673 100% 384 100% 269 100% 20 100%

　市の情報等を広報する有効な手法については、広報紙や文書回覧という意見が多くなってい
ますが、防災行政無線やホームページなどの意見もありました。
　今回のアンケート調査の実施に関しては、概ね肯定的な意見が多いものの、「設問数が多い」
「内容が難しい」などの意見もあり、今後は内容等を精査して実施していく必要があります。
　市民のご意見・要望等をお聴きする手法については、アンケート調査が有効という回答が多
く、インターネットの活用、電話や訪問による意見聴取など多くの意見をいただきました。

合計

エ　実施する必要はない

―　無回答

イ　慎重に実施すべき

意見総数： 203件　（回答者数： 178人）

ア　積極的に実施すべき

ウ　どちらとも言えない

区分 60代以上 不明20～50代

積極的
に実施
すべき
33.1%

無回答
15.8%

実施す
る必要
はない
3.9%

どちらと
も言えな

い
26.6%

慎重に
実施す
べき
20.7%

②

11.7%

3.4%

25.3%

25.5%

34.1%
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20～50代 60代以上

積極的に実施すべき

慎重に実施すべき

実施する必要はない

無回答

どちらとも言えない

※意見等の詳細は、Ｐ４２
   に掲載してあります。
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（主な意見内容）
・アンケートが有効、対象者や手法を工夫して行うべき（35件）

・インターネットの活用（メールアンケート、意見欄の設置など）（22件）

・電話や訪問により意見等の聞き取りを行う（16件）

・町内会や各種団体の集会等に出向いて話を聞く（16件）

・人が集まる場所に意見箱等を設置する（11件）

・座談会、公聴会などの集会等を開催する（8件）

・区長、行政協力員等から意見等を聞く（7件）

・外に出て、住民の意見を聞く（6件）

・今のままで良い（5件）

・職員がきちんと意見・要望を聞きとる（4件）

・市議会議員が意見等を聞き取る（3件）

意見総数： 159件　（回答者数： 154人）

③③③③　　　　市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さんのごさんのごさんのごさんのご意見意見意見意見・・・・要望等要望等要望等要望等をおをおをおをお聴聴聴聴きするきするきするきする手法手法手法手法としてとしてとしてとして、、、、他他他他にどのようなにどのようなにどのようなにどのような手段手段手段手段がががが有効有効有効有効だとだとだとだと思思思思いますかいますかいますかいますか。。。。

※意見等の詳細は、Ｐ４４
   に掲載してあります。
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４４４４．．．．自由意見自由意見自由意見自由意見（（（（主主主主なななな意見等意見等意見等意見等））））

設問設問設問設問：：：：1111----1111（（（（２２２２））））

①①①①良良良良くなったことくなったことくなったことくなったこと（（（（満足満足満足満足していることしていることしていることしていること））））

◇ ◇ ◇ ◇ 観光客観光客観光客観光客のののの増加増加増加増加、、、、観光振興観光振興観光振興観光振興、、、、町並町並町並町並みみみみ整備整備整備整備などなどなどなど（（（（86868686件件件件））））

・観光客が増加していること。

・観光に力を入れることにより、観光客が多くなった。

・観光客が増え、以前より市街地で見かける。

・観光客が増え、リピーターが多くなったこと。

・観光に工夫、アイディアが盛り込まれ観光客が増えた実感がする。

 ・観光振興の成果があがってきた。

 ・土日、まちが賑わっている。

・佐原の観光スポットはそれなりに綺麗になってきたと思う。
・佐原が観光で注目されるようになった事で、地域が活性化されている。若い人が増えたり、商工業も少し
　変わって、良い方向に少しずつ進んでいる気がする。
・佐原のまちに観光客が増えることで見かけは活気付いたように見える。
・市内のコンビに観光パンフレットが置かれるようになり、手軽に手にすることが出来るようになった。

 ・観光客が目に見えて増えていること。商店の意気込みを感じること。
・観光地は綺麗になったと思う。来年の国体までこのままの状態を保って欲しい。
・佐原地区の部分的観光振興は喜ばしい。

 ・観光客が増えてきた。道の駅が出来れば、より期待できそう。
・観光や祭礼に関しては、満足している。

 ・祭りなどの宣伝、ロケ地としての宣伝
・テレビやマスコミに取り上げられるようになった。

・香取市がTVや本で取り上げられ、全国の人に香取市を知ってもらえる機会が増えた。
 ・テレビの観光番組で佐原が取り上げられているのを見る。ドラマや映画のロケにも度々使われている。

・観光地香取（さわら）という名称が、全国的な知名度を持つようになった。

・観光関係は香取の知名度を上げることに役立ってきている。

・小野川周辺の観光

・観光の振興で、佐原の古い町並みを生かした施策が、多くの観光客を呼ぶようになった。

・町並みが整備され、綺麗になった。

・小野川沿い観光がすばらしい。

・小江戸佐原の町並み整備が進み、観光客をだいぶ見かけるようになった。

・佐原区の町並み（小野川付近）で観光客を目にする。

 ・観光客が増え街が大変賑やかになってきた。小野川周辺の風情も、とても良くなってきたと思います。

・町並み保存が全国的に有名になり、知名度が上がった。

◇ ◇ ◇ ◇ ごみごみごみごみ処理処理処理処理、、、、分別収集分別収集分別収集分別収集、、、、環境対策環境対策環境対策環境対策などなどなどなど（（（（42424242件件件件））））

・ごみ収集、環境対策は良くなった。

・ごみの分別収集は必要なことだ。

・ごみの収集日が増えたこと。

 ・ごみ収集を祝日にも実施していること。。

・ゴミを祝日の月曜でも収集してくれるようになったこと。出来れば、週３回収集して欲しい。

・もえるゴミの収集が、週２回確保されたこと。

・ごみ収集など、市民が決まりを守っていること。

・分別ゴミの収集が始まろうとしていること。

・ごみの収集や環境対策に小見川区も参加出来るようになり良いことだと思う。

・１０月から、ゴミをきちんと区別されるようになり、環境にもとても良いと思う。

・ごみの分別収集を実施するようになったこと。

・ごみ指定袋が導入されたこと。

・ごみ袋が指定袋となり、きちんと捨てられること。
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 ・ごみの分別が細かくなったこと。

・１０月から指定のゴミ袋になったこと。ゴミの分別やゴミが少なくなるきっかけになると思う。

・ごみ収集は、今まであまり気にせず出していたが、少し気をつけるようになった。

・ゴミの有料化により、ゴミの量が減ってきた。

・ゴミの分別により、ゴミが減ると思う。

・ゴミ袋になり、きちんと出すようになったので、収集場所の付近がきれいになった。

・ゴミ置き場にきちんと囲いができて、ネコやカラスに散らかされなくなった。

・ごみ収集が早く良くなった。（カラスが散らかさず、綺麗になった）

・不法投棄が以前より少なくなったと思う。

・不法投棄を連絡したら、スピーディーに対応してくれた。

◇ ◇ ◇ ◇ 窓口窓口窓口窓口サービスサービスサービスサービス、、、、職員対応職員対応職員対応職員対応などなどなどなど（（（（31313131件件件件））））

・市役所の窓口等、対応が良くなった。

・来庁者にあいさつがある

・窓口の皆さんの対応が良くなった。

・窓口での対応で、嫌な思いをしたことがない。対応が早い。

・窓口での応対がやさしく、丁寧で満足した。

・窓口対応が親切で、どても気分良く相談が出来た。

・窓口サービス、対応がとても良くなった。

・受付の方の笑顔が嬉しい。

・入り口での案内が良い。

・職員の笑顔が良い。

・職員（男女とも）の応対が親切でよかった。

・障害福祉課で車椅子をタクシーの所まで持って来てくれる。

・市役所の窓口は昔と違い、応対面では大変良くなったと思う。

・市役所の窓口サービスは、前より優しくなった。

◇ ◇ ◇ ◇ 広報広報広報広報、、、、情報公開情報公開情報公開情報公開、、、、情報発信等情報発信等情報発信等情報発信等のののの充実充実充実充実（（（（19191919件件件件））））

 ・情報発信が良くなった。

・広報紙が立派になった

 ・広報が読みやすい。

・広報紙の発行が２回になり、情報が増えた。

・広報かとりが各地区バランスがとれている

・広報誌の充実により、地域のことが分かるようになってきた。

・広報紙で、色々な区の催しなどの情報があって良い。

・各地区の行事やイベントのお知らせがあるので、参加の回数が増えた。

 ・広報紙等で情報が公開されるようになった。

・タウンミーティングで丁寧に情報を公開している

・市役所や公民館に行くと、色んな情報があること。

 ・ホームページで最新の情報が把握できる。

・ホームページの更新頻度や公開される情報の量や質が向上した。

・議会議事録の公開

◇ ◇ ◇ ◇ 循環循環循環循環バスバスバスバスのののの運行運行運行運行、、、、路線路線路線路線バスバスバスバスのののの改善改善改善改善などなどなどなど（（（（17171717件件件件））））

・循環バスが走るようになったこと。

・循環バスの運行に感謝している。

・小見川地区で循環バスの運行が始まったこと。

・小見川区の循環バスに期待しています。ぜひ継続して欲しい。

・市バス運行の充実

・ＪＲバスが少し便利になりました。

・高齢者なので、バス料金の半額や運行本数など有り難い。
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◇ ◇ ◇ ◇ 子育子育子育子育てててて環境環境環境環境のののの充実充実充実充実（（（（9999件件件件））））

・子供（乳児）の病院が無料でかかれるので助かります。

・乳幼児医療費助成が伸びたこと。（３才までから６才まで）

・子供への手当てや児童医療が充実したように感じる。

・子育て支援事業が盛んで良いと思う。

・母子手帳の受診票が増えた。

・出産に関すること。

・児童クラブの対応

◇ ◇ ◇ ◇ 利用利用利用利用できるできるできるできる公共施設公共施設公共施設公共施設のののの拡大拡大拡大拡大（（（（8888件件件件））））

・他地区の公共施設が使用しやすくなった。

・利用できる窓口が増えた。

・区事務所で書類の提出等ができる

・区事務所で支払いができる。

・小見川支所を使えるようになったこと。

・コミュニティーセンターの利用が増えている。

・検診を他の区事務所でも受けられるようになった。

◇ ◇ ◇ ◇ 介護介護介護介護、、、、高齢者施策高齢者施策高齢者施策高齢者施策のののの充実充実充実充実（（（（8888件件件件））））

・介護が充実したと思う。

・介護の関係では、良く取り組んでいると思う。

 ・介護予防事業を実施するようになたこと。

・特定高齢者のため、今年２月から訪問看護を受けている。すごく救われ、生き方が変わりました。

・介護、障害者福祉サービスで、家族の負担が少なくなった。

・福祉施設の増加

・老人会等に良くしてくれます。

◇ ◇ ◇ ◇ 防災行政無線防災行政無線防災行政無線防災行政無線のののの活用活用活用活用（（（（5555件件件件））））

・長期休暇中等に小中学生へ帰宅を促す放送を行うことは、防犯上好ましいと思うので続けて欲しい。

・防犯に対する広報無線等による注意喚起が促進されている

・防災無線による安全ＰＲは良い。

・防災無線が活用されていること。

・放送により改めて気をつけるようになった。

◇ ◇ ◇ ◇ 財政状況財政状況財政状況財政状況のののの改善改善改善改善（（（（5555件件件件））））

・年度別の事業と予算が明確でいい

・財政やバランスを意識するようになった

・行財政に対する不安感が薄らいだこと。

・財政状況が、徐々にではあるが改善されていると思う。

・赤字が減ったこと。
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設問設問設問設問：：：：1111----1111（（（（２２２２））））

②②②②悪悪悪悪くなったことくなったことくなったことくなったこと（（（（不満不満不満不満であることであることであることであること））））

◇ ◇ ◇ ◇ ごみごみごみごみ処理処理処理処理、、、、ごみごみごみごみ袋袋袋袋のののの有料化有料化有料化有料化、、、、野焼野焼野焼野焼きききき対策対策対策対策などなどなどなど（（（（77777777件件件件））））

・ごみ袋が高い。

・ごみ袋が高くなった。（周りの市と比べても高い。）

・ごみ袋などを有料化するのはどうかと思う。

 ・ごみ袋が高すぎる。市の職員数が多すぎるので、削減してごみ処理へまわせば良いと思う。

・ゴミ袋の有料化は大きな負担です。日々生活の中での重要な部分であり不満に思ってます。

 ・１０月からゴミ収集が変わり、袋のサイズが小さく大家族だと何枚も必要で、家計に響いてとても困る。

・ゴミ袋の単価が上がったこと。市民のニーズが反映されていない。

・小見川・山田は、どうして袋が違うのか、同じ香取市なのにおかしい。

 ・ごみ分別自体は良くなったが、市内で区ごとに袋が異なるのは無駄だと思う。

 ・ごみ袋が高い。収集方法についても市全体で統一すべき。

・ゴミ袋が有料になったが、ゴミ袋がすぐ破れてしまうので困る。

 ・ごみの出し方が複雑で、ごみ袋が高いこと。

・ごみ袋の種類が多く、面倒くさい。

・不燃物、金属類などの区別方法や廃棄方法を、もっと市民に徹底すべき。

 ・分別を増やしてほしい。プラスチックを可燃物で出すのは心苦しい。

・小見川356号のゴミ収集は、交通事故の原因になるし渋滞のもとである。ステーション方式を取るべき。

 ・ごみの収集が旧市町で違いがある。また、業者が不親切である。

・ごみ収集日がもう１日多いと助かる。

 ・ごみ収集が区により違いがある。

・ごみの収集場所を、もっと作って欲しい。

・古タンスを解体して出したが、収集を拒否された。

・ペットボトルの収集は、今までどおりして欲しい。

・ごみ袋の高騰により、野焼きが増えたのでは逆効果ではないか。

・野焼きが禁止になっているのに、処理料金を払わず自家処理している家庭がある。

・ごみ袋が高くなり、家の敷地内で燃やす人が多くなっている。

 ・野焼きをする農家が多いので、職員が巡回する等し、周知を徹底してほしい。

◇ ◇ ◇ ◇ 市税市税市税市税、、、、公共料金等公共料金等公共料金等公共料金等がががが高高高高いいいい（（（（76767676件件件件））））

・税金が高くなったこと。

・公共料金が高くなったこと。

・市民税が高くなった。

・固定資産税が上がった。

 ・国民健康保険税が非常に高い。

・国保税は、１２ヶ月均等払いにして欲しい。

・色々な税金が高くなって、年金生活者には大変である。

・合併により、市税が安くなるように聞いていたが、逆に高くなったように思う。

・生活に余裕がなくなり、税金を支払うため必死に働いている感じがする。

・市民税が高すぎる。合併しない方が良かった。

 ・税金が上がった割にサービスが向上したと感じられない。

・公共料金の統一により、市民の負担が増えているように感じる。

 ・税金が高くなった。佐原に予算投下している

・市民税、固定資産税が他市より高い。転居する方が見受けられる。

 ・同じ市内で、公共料金や税率等に相違があること。

 ・税金が高い。無駄が多いのではないか。

 ・公務員や議員の給料等が高く税の負担が重い。人員をカットし必要以上の施設建設をやめるべき。

 ・水道料金が高くなった。

・下水道料金は推量比例は少人数家庭に対して不合理である。

 ・保育料が上がった。
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◇ ◇ ◇ ◇ 事業事業事業事業・・・・行政行政行政行政サービスサービスサービスサービス等等等等にににに地域差地域差地域差地域差があるがあるがあるがある（（（（38383838件件件件））））

・均衡な発展ではなく、佐原区のみ整備され充実してきているように思う。

・佐原ばかりが発展し、他地区は負担ばかりだ。

・市街地整備等が佐原に集中しているように思う。

・すべての面で佐原区中心の取組みとなっている。

 ・旧佐原市中心になってきている。今のままでは、旧３町民は納得いかない。（商業、観光、道の駅など）

・佐原地区が先で、その他は後回しである。

・佐原地区にお金をかけすぎていると思う。

・各地区に対して、平等には各施策等を行っていないように思う。

・行事など、佐原地区に集中して行っている。

  ・佐原の中心感が強い。建物でも佐原の町中は税金がかからないのは納得いかない。

・観光、公共施設の建設など、佐原地区だけに集中している。

・佐原地区が基準になっている。議員も佐原が多い。

 ・地域の格差が拡大した。（予算配分に偏り）　過疎地が更に過疎化していく。

 ・市街地の振興は良くやっているが、外れの方は整備などが進んでいない。

 ・市街地だけでなく、香取市全体をよく見て欲しい。

・旧佐原市内ばかりでなく、郊外の悪路にも気を配って欲しい。

・市街地と農村部の行政サービス（図書館、公共施設等）に不公平がある。

 ・十六島は何をするにも水郷大橋を渡っていかなければならない。市の窓口を十六島に設けて欲しい。

・観光が旧市内の一部のみなので、駅周辺にも力を入れて欲しい。

・小野川周辺はいいが、中心部外にも配慮をして欲しい。

◇ ◇ ◇ ◇ 道路道路道路道路・・・・歩道歩道歩道歩道のののの整備整備整備整備、、、、排水整備排水整備排水整備排水整備などなどなどなど（（（（37373737件件件件））））

・道路整備をして欲しい。

・道路補修が遅い。

・道路が狭いため、安心して歩けない。

・道路の水はけが悪い。

・道路等の補修、水路の掃除の後の土砂処理など

・狭い道路や舗装の悪い道路を直してもらいたい。

・道路の舗装が痛んできている所がある。

・市街地以外の道路の整備が悪い。

・農村地区の道路整備

・道路整備について、地域差が激しいので、目に見える所だけ見ないで、もっとチェックして欲しい。

 ・予算がないという理由で崖や道路の整備がされていない。

・市に対して道路（市道）の整備を要求したが、整備されない。

 ・道路修理・整備に前向きに取り組んでほしい。

・狭い道路の大型車両の通行止め、視界の悪い通学路などの改修をお願いしたい。

・道路の補修が毎回一時的すぎて、雑であまり意味がない。

・道路がガタガタで、歩行者や自転車、車両は迷惑で危険だ。

 ・道路・水路の補修に時間がかかる。

・蓋付きＵ字溝の清掃を定期的にお願いしたい。

・道路整備について、神里街道の郵便局付近から油田方面の道路建設をスピード化して欲しい。

 ・観福寺前の交通量（大型車）がすごく、徒歩、自転車利用者は怖い思いをしている。

・毎年目に付く道路工事は、必要性の無い工事ばかりである。無駄が多いのではと思っている。

◇ ◇ ◇ ◇ 商工業商工業商工業商工業のののの振興振興振興振興、、、、企業誘致企業誘致企業誘致企業誘致、、、、駅前整備駅前整備駅前整備駅前整備などなどなどなど（（（（37373737件件件件））））

 ・個人商店が寂れている。

・閉店する商店が毎年増えていること。

・近隣商店の閉店で買い物できない。

 ・シャッターの降りた商店が多く、町の印象が暗い。

 ・雇用を生む大きな企業が市内に少ないこと。

・大型店（スーパー、デパート）がない。
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・買い物するのに、市内に大きな店がない。

 ・企業が増えていない。働く場所がない。

・相変わらず企業誘致などに消極的で法人税等の収入が上がらないこと。

・若者が少なくなっている。地域が衰退化して働き口が減っている。

・全国的と言えるが商工業の活気がなくなる。

・小売店が相次いで閉店し、街の中心部に活気がない。

・町全体が暗くなった。

 ・観光に力を入れている割には、商店街の活性化は見られない。

・駅前など、店が無くなり寂しい。

・駅前に大きな店が無くなり閑散としている。買い物が不便になった。

・商工業が悪くなったと思う。駅前商店の活気がない。空き店舗を何か利用できないか。

・駅周辺を活気のあるものにして欲しい。（イメージが悪い）

・駅前の開発が進まない（合併前から）

 ・小見川駅前の駐車場を綺麗にして欲しい。

◇ ◇ ◇ ◇ 行政行政行政行政サービスサービスサービスサービスのののの低下低下低下低下、、、、行事等行事等行事等行事等のののの減少減少減少減少（（（（28282828件件件件））））

・施設・事業の統廃合により、住民の利便性が低下した。

・市のサービスが悪くなった。

・きめ細かな行政サービスがなくなった。

・役所が遠くなった。

・市の職員との関わりが薄くなり、行政の状況が見えにくくなった。

・町の時に比べて、不便になった気がする。

 ・枠組みが大きくなった分、大雑把になってしまった感じがする。

 ・地域の行事が減った。

・市になって、今まで行っていた行事等がなくなった。

・合併により色々な催し会場が遠くなった。

・以前より、イベントや地域参加が少なくなった。

・広範囲の対処、設備が不足している。

・市の外郭団体への市の関わり方が少なくなった。

 ・佐原の花火大会がなくなった。

・水生植物園の招待券が廃止されたこと。

 ・無料で利用していた施設が有料化された。

◇ ◇ ◇ ◇ 地域医療地域医療地域医療地域医療（（（（夜間夜間夜間夜間・・・・休日休日休日休日、、、、救急救急救急救急、、、、小児科小児科小児科小児科、、、、産婦人科産婦人科産婦人科産婦人科）（）（）（）（27272727件件件件））））

・緊急医療の病院がないこと。

・産婦人科が少なすぎる。

・産院がなく、出産できない。

 ・時間外でかかる病院がない。

・地域の医療体制が、どんどん悪くなってきている。

・小児科は急病で救急車を呼んでも日赤や旭へ行くしかないのでは、安心して生活が出来ない。

　いろいろ問題はあるかと思うが、市に１ヶ所は救命救急センターを整備してほしい。

 ・少子化・子育て支援の中で、産婦人科がないのは、将来がないに等しい。

・小見川総合病院の医師の数が減少している。

 ・県立佐原病院が不安である。

・県立佐原病院の充実を早急にして欲しい。

◇ ◇ ◇ ◇ 窓口窓口窓口窓口サービスサービスサービスサービス、、、、職員対応職員対応職員対応職員対応などなどなどなど（（（（12121212件件件件））））

・本庁の窓口対応が不親切である。

・窓口を含め、手続きなど対応がいまいち。

 ・電話出るのが遅い。
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 ・窓口の対応がいい加減である。

・すぐに対応しない。

・職員全体的にチームワークがなくなったように感じる。

・市職員の窓口対応や電話対応に覇気がない。もう少し明るく元気良く対応して欲しい。

 ・公務員や議員の給料等が高く税の負担が重い。人員をカットし必要以上の施設建設をやめるべき。

 ・窓口の対応が部署によって違いがある。何箇所も聞くために移動しなければならない。

　本当に市民のための市役所なのかを考えて欲しい。

◇ ◇ ◇ ◇ 組織組織組織組織・・・・業務業務業務業務がががが本庁本庁本庁本庁にににに偏偏偏偏りりりり不便不便不便不便になったになったになったになった（（（（12121212件件件件））））

・区で出来ることが非常に少なくなり不便である。何のための合併なのか疑問である。

・以前は役場で出来ていた手続きが、佐原まで行かないと出来なくなって不便だし交通費もかかる。

・役所機能が偏り、必要なことは佐原でしか確認できないこと。

 ・本庁と区事務所で、手続き等できることの区別が分かりづらい。

　本庁が佐原にあることで、小見川区・山田区等は、不安・不満も多いと思う。

 ・乳幼児の検診で、佐原までいかなければならない時が出来たこと。

・元の役場周辺は、職員が中央部に集中したため、活気がなくなった。商店の売り上げも減少している。

 ・保健センターに保健師等が常駐されておらず、健康上の問題が生じた時、すぐ身近で相談できない。

 ・区事務所の職員が少ないので、不法投棄をされてもパトロール等目が届かない。

　中央に職員を集めすぎる気がする。

◇ ◇ ◇ ◇ 公民館公民館公民館公民館、、、、文化会館等文化会館等文化会館等文化会館等のののの建設建設建設建設（（（（11111111件件件件））））

・各地区に文化会館・公民館が欲しい。

・市民が楽しめる会館を早期に設置して欲しい。文化祭などが出来ない。

 ・町民会館が使えないので、年配の方が困っている。

・小見川市民会館を建設して欲しい。

・区民の活動する場所がなくなり、場所確保に大変。500～600人が入場可の施設が欲しい。

 ・小見川町民会館の代替施設の建設に当たっては、小見川住民の意見を十分に取り入れて欲しい。

・小見川の町民会館を直せ。

◇ ◇ ◇ ◇ 広報広報広報広報のののの掲載内容掲載内容掲載内容掲載内容（（（（身近身近身近身近でなくなったでなくなったでなくなったでなくなった、、、、偏偏偏偏っているなどっているなどっているなどっているなど）（）（）（）（11111111件件件件））））

・広報紙が身近でなくなったこと。

・広報かとりの記事に、ローカル性がなくなった。

・地域が広くなったため、自分の地区の情報が薄れた。

・広報に関して、どうしても合併前より広域となるため、内容が薄くなった。

 ・広報紙の内容が偏っていて、見ていてつまらない。

・以前の町の広報紙はよく見ていた。前のような広報紙を望みます。

 ・合併後の広報紙には関心がなくなってきている。

 ・広報紙の内容が細かくなった。

◇ ◇ ◇ ◇ 健康診断健康診断健康診断健康診断、、、、各種検診各種検診各種検診各種検診（（（（回数回数回数回数がががが少少少少ないないないない、、、、通知通知通知通知がこないがこないがこないがこない）（）（）（）（10101010件件件件））））

・市の検診の回数が少なく、遠い。

・子どもの検診を受ける機会が減った。

・がん（乳がん・子宮ガン）検診の検診車を増やして、健康管理の充実をしていただきたい。

・検診がいつも午後からで、子供がお昼寝の時間でぐずるし、泣くし、ゆっくり育児相談もできないので、

　時間帯を考慮した方がいい。

 ・子どもの健康診断が少ない。手際が悪く、待ち時間が長い。

・健康診断等、１回受けないと次年度に通知が来なくなる。毎年来るようにして欲しい。
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◇ ◇ ◇ ◇ 防災行政無線防災行政無線防災行政無線防災行政無線（（（（聞聞聞聞こえづらいこえづらいこえづらいこえづらい、、、、うるさいうるさいうるさいうるさい、、、、簡潔簡潔簡潔簡潔にににに）（）（）（）（8888件件件件））））

 ・防災無線放送が聞こえにくい。

・防災無線の声がわれ、何を言っているのか分からない。

・防災無線設置場所付近はうるさい。

・防災無線について、短く簡潔に内容を知らせて欲しい。

 ・防災無線の放送のスピードが遅すぎる（間延びしすぎ）感有り、普通の会話程度の方が判り易い。

・放送塔がないため、放送の内容が聞き取れない。（みずほ台地域）

・昼の時間に時報でもない時「エーデルワイス」が入るが不必要な感有り。

◇ ◇ ◇ ◇ 公共交通公共交通公共交通公共交通、、、、バスバスバスバスのののの運行運行運行運行などなどなどなど（（（（本数本数本数本数がががが少少少少ないないないない、、、、運賃運賃運賃運賃がががが高高高高いいいい、、、、運行運行運行運行ルートルートルートルート）（）（）（）（7777件件件件））））

・バスの運行回数が少ない

 ・公共機関の乗り物が少ない。

 ・バス運賃が高い。

・バスの廃止路線が増えている。

・路線バスが少なくなり、お年寄りはタクシーを使って通院している。

・市内循環バスの運行ルートに偏りがある。

◇ ◇ ◇ ◇ 上下水道上下水道上下水道上下水道のののの整備整備整備整備などなどなどなど（（（（6666件件件件））））

・下水道不備

・下水道整備

・下水の取り付け（市民の声を聞いて、取り付けて欲しい）

 ・市全域に上下水道を整備して欲しい。

 ・市全域で水道が利用できるようにして欲しい。

 ・十六島の汚水処理問題（水が汚い）

◇ ◇ ◇ ◇ 農業農業農業農業のののの支援支援支援支援・・・・振興振興振興振興などなどなどなど（（（（4444件件件件））））

 ・農業の振興

 ・農村地域に対する配慮が足りない。

・農業支援がない。農業に力を入れて良いと思う。

・米の場合、単価が変わらず材料費・油・肥料等が高くなり、経営が苦しい。
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設問設問設問設問：：：：1111----2222

市市市市のののの施策以外施策以外施策以外施策以外でででで何何何何かおかおかおかお気気気気づきのことがありましたらごづきのことがありましたらごづきのことがありましたらごづきのことがありましたらご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。

◇ ◇ ◇ ◇ 窓口窓口窓口窓口サービスサービスサービスサービス、、、、職員対応職員対応職員対応職員対応、、、、職員職員職員職員のののの資質資質資質資質などなどなどなど（（（（悪悪悪悪いといういといういといういという意見意見意見意見）（）（）（）（21212121件件件件））））

・市の職員の対応が悪い。

・職員は、他の課のことでも臨機応変に対応した方がよい。

・担当があまりに複雑化していて、担当者がいないと分からないことがある。

・むだ話をする暇があったら、きちんと仕事をしてください。

 ・職員の私語が多い。親切身がなく不愉快になる。

 ・市役所に行くと、暇そうにしている職員が多い。

・職員の飲み会が多すぎるのではないか。

 ・旧町の職員がレベルアップできるよう指導して欲しい。

・区事務所に職員が少ないせいか、監督的立場の管理職に緊張感がないことが気になります。

・千葉県庁の様なことがないよう、各部署の把握をお願いしたい。

・窓口事務の充実、係長クラスの配置が必要である。

・市民課は、土・日も休まないで欲しい。

・受付の女性が２人いて、おしゃべりに忙しく来庁者に挨拶もしない。市の顔なのでしっかりして欲しい。

 ・市役所の駐車場は開きスペースが少ないが、来所者だけが駐車しているか疑問を感じる。

◇ ◇ ◇ ◇ 人件費人件費人件費人件費のののの削減削減削減削減、、、、無駄無駄無駄無駄なななな事業等事業等事業等事業等をををを廃止廃止廃止廃止すべきすべきすべきすべき（（（（21212121件件件件））））

・市職員が多すぎる。

 ・人件費の削減を図るべき。

  ・議員数を減らし、報酬を減らすべき。仕事をしていない職員はやめてもらう。

・市の職員、議員の給料等を見直すべき。

・市長、議員、職員の給料見直し、職員の削減をしなければダメです。

 ・市長・議員・職員の給料が高すぎる。給料は半分でいい。

・暇そうな部署と忙しく人が足りない部署が見受けられる。もう少し職員人数を考えた方か良い。

 ・市の職員が多すぎる。優遇されすぎ、サラリーマンとかけ離れている。

・不景気で、民間会社ではボーナスも出ない所もあるので、市職員の給与やボーナスも世の動きにあ

　ったものにして欲しい。

・議員報酬を含む人的経費の削減をすべき。人事考課の徹底による適正な待遇（中小企業では女子で

　年収500万円以上はごく稀である。）

・区事務所には何十人もの職員がいて、利用者よりも職員が多く、無駄な人件費を使っていると思った。

・合併して仕事が少ない区事務所にあんなに職員を配置する必要があるのか。

・千葉市役所などは人口が多いのに、受付などいません。何故香取市は受付が２名もいるのか。

 ・公用車は廃止して、自家用車を使え。

・小見川庁舎は解体しろ。プレハブでよい。

・佐原駅舎や佐原消防署等の立替や移設は必要ない。絶対反対である。

◇ ◇ ◇ ◇ 商工業商工業商工業商工業のののの振興振興振興振興、、、、企業誘致企業誘致企業誘致企業誘致、、、、駅前整備駅前整備駅前整備駅前整備などなどなどなど（（（（18181818件件件件））））

・商工業の振興と働く場所の確保が大切だ。

 ・企業誘致による新たな雇用の創出が必要である。

・若者の職場の確保が必要だと思う。

・地域開発が遅れている。

・アピオの買い物客の減少、ソニーの閉鎖など悪くなる一方だ。

・佐原にイオンのような店が欲しい。

・もっと税収の期待できるレジャー施設・買い物施設を取り入れた方がいいのではないか。観光振興

　だけでは市政は良くならないと思う。

・香取市が将来的に、どういう方向に進むのか（観光、商業、ベットタウン）を明確にした方が、地域の

　振興・復興は進むと思う。

 ・佐原駅前商店街を活性化してほしい。
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・佐原駅前にお店が欲しい。駅前なのに暗い。

・ＪＲ佐原駅は橋上駅にならないか。

 ・佐原駅がお粗末で便所もくさい。高齢者が多いので、エスカレーターかエレベーターのある駅に

　して欲しい。

・駅前の整備等について、清掃など市民として協力できることがあればやりたい。

◇ ◇ ◇ ◇ ごみごみごみごみ処理処理処理処理、、、、野焼野焼野焼野焼きききき対策対策対策対策、、、、不法投棄不法投棄不法投棄不法投棄のののの対策対策対策対策などなどなどなど（（（（10101010件件件件））））

・ごみの分別を更に細分化すべき。

・生ゴミだけを収集し、肥料にする取組みはできないか。

・ペットボトルの回収箱を個人店でもやってもらいたい。

 ・道路沿いのゴミを街ぐるみで無くして、綺麗な郷土作りを実施して欲しい。

・ゴミ処理は、地方ではなく国で無料で行えば、不法投棄がなくなると思う。

・ごみの不法投棄に注意願いたい。

・指定袋制により、農家の野焼きが増えると思うので、監視を強化してほしい。

・野焼き禁止について、一般家庭ではどのように処理すべきか示して欲しい。

・民家の近くで稲の籾殻を燃やし、その煙で困っている。生産者にはモラルの意識をもっていただきたい。

◇ ◇ ◇ ◇ 地域医療地域医療地域医療地域医療のののの充実充実充実充実（（（（病院病院病院病院、、、、救急医療体制救急医療体制救急医療体制救急医療体制などなどなどなど）（）（）（）（9999件件件件））））

・安全な医療体制の構築

・救急車の搬送先が旭市や成田市では困るので、香取市の病院で緊急医療を実施して欲しい。

・勤務医の確保、若しくは病院の「科」の種類と医師数の確保。

・救急病院の充実をもっと考えて欲しい。近くに県立病院があるのに救急が機能しないのは残念です。

 ・県立佐原病院の堅持・充実

・小見川総合病院を建て替えて、充実した医療を受けられるようにして欲しい。産婦人科の増設を希望

　します。

◇ ◇ ◇ ◇ 道路道路道路道路・・・・歩道歩道歩道歩道のののの整備整備整備整備、、、、排水整備排水整備排水整備排水整備などなどなどなど（（（（9999件件件件））））

・交通量が多いので、国道３５６号バイパスを早期実施して欲しい。

 ・朝夕に小見川大橋が渋滞するため、同橋を拡幅してほしい。

・栗源地区のように、家の進入路を舗装にしてもらいたい。

・道路の整備をして欲しい。特に農村地帯。

 ・小野川上流（新部橋～下小野）に遊歩道整備されたい。

 ・佐原駅～忠敬付近～香取神宮～香取駅までの散策用の遊歩道の整備をして欲しい。

・市全体の排水（治水）計画の検討をお願いしたい。（貯水池等の緩衝地の検討）

◇ ◇ ◇ ◇ 事業事業事業事業・・・・行政行政行政行政サービスサービスサービスサービス等等等等にににに地域差地域差地域差地域差があるがあるがあるがある（（（（9999件件件件））））

・何事にも平等にして欲しい。

・本庁中心ではなく、各地区の自治を拡大して欲しい。

・佐原地区や中心ばかり良くなり、何の為の合併なのか。

・合併したら佐原を中心に市政は動いている感じがする。農村同志で一緒になった方が良かった。

・市内の小野川べりに光があたり、他は取り残されている。市民は小野川だけではありません。

・夏と秋の祭りは、中心部だけのものに感じる。もっと市民全体が楽しめる祭りを考えて欲しい。

 ・佐原区ばかり優先させるのではなく、他の地区もアピールして欲しい。

◇ ◇ ◇ ◇ 観光観光観光観光のののの振興振興振興振興、、、、施策施策施策施策のののの充実充実充実充実などなどなどなど（（（（9999件件件件））））

・城山公園の大通り方向に、もっと桜を植えて欲しい。

・佐原駅から小野川周辺や町並みへの明確な案内方法を考えて欲しい。旧清見屋前で、観光客に道を

　尋ねられる。

・観光客がゆったりと休める場所があったらと思う。夏の熱い時など、喉を潤す喫茶店が少ない。

・観光にもっと力を入れた方がいい。特に佐原区の昔の町並みは駅前から駅前から始まるように規模を

30



　広げた方がいい。他の「小江戸」に比べるとちょっとしょぼい感じ。

・佐原は観光を売りにしているのに、一斉に定休日を設けるのはいかがなものか。水曜日に訪れてくれ

　た客は怒ると思う。交代で休むとかすると良いと思う。夜に店閉まるのも早いし、客本意ではないよう

　に見受けられる。

・観光事業はどうしても目立つため精力的に取り組んでいるようだが、祭礼の本来の意義を取り戻すこ

　とや、佐原駅前周辺の活気を起こすことも考えて欲しい。

 ・観光のメイン通り（小堀屋付近）で見かける葬式の捨て看（ナハホール）は良くないと思う。

　祭りの規律が乱れ、不良の集まりになりつつある。（女性の飲酒、終了時間など）

・観光客が増えているが、市の施策によるものと行政は考えていると思うが、喜んでいるのは、市の幹部

　だけのように思う。

◇ ◇ ◇ ◇ 子育子育子育子育てててて支援支援支援支援、、、、少子化対策少子化対策少子化対策少子化対策などなどなどなど（（（（7777件件件件））））

・子育てに対する支援、手当てを充実して欲しい。

 ・母子家庭や障害のある方へのケア

・子どもが少なく、何とかして欲しい。

・乳幼児医療費について、小学校卒業まで延長にして欲しい。ただし、完全無料だとすぐに病院に行く

　人がいるので、１回300円～500円の自己負担をとるべきと思う。

・小・中学生まで、医療費を無料にして欲しい。

・子どもをもつ母親同士が交流できる場所がもっと増えるといいと思う。（保育園等以外）

・子育て支援をもう少し良くして欲しい。

◇ ◇ ◇ ◇ 農業農業農業農業のののの振興振興振興振興、、、、支援支援支援支援のののの充実充実充実充実などなどなどなど（（（（6666件件件件））））

・農業を営んでいるが、米の値段が高くなれば良い。

・農業の振興に力を入れているが、農家ごとの収入の格差が非常に大きい気がする。

・農家が大変な状況になっているのを知っていますか。不況で年収が半分になる時もある。

　公務員の給料は半分になっていますか。

・休耕田を管理する為、大型草刈り機の貸出しを実施して欲しい。

・意味の無い、減反政策

◇ ◇ ◇ ◇ 市市市市のののの名称名称名称名称についてについてについてについて（（（（知名度知名度知名度知名度がががが低低低低いいいい、、、、再考再考再考再考すべきすべきすべきすべき等等等等）（）（）（）（6666件件件件））））

・知名度があるため、合併市の名前を「佐原市」にして欲しかった。

・香取市の知名度がないので佐原市にする運動をされたい。

・佐原という名が薄れてきた感じがする。

 ・住所について、香取市○○町××１２３４番地と「○○」の所に旧市町の名前が入ったら良かった。

　また、今更のことですが、市の名称は「佐原市」だったらネームバリューがあった。

・香取市の名称について再考すべき。市民投票で決めるべきだと思う。市民不在のやり方に問題あり。

・佐原という名称がなくなり、佐原の大祭のアピールに欠ける。

◇ ◇ ◇ ◇ ブロードバンドブロードバンドブロードバンドブロードバンド、、、、インターネットインターネットインターネットインターネット環境環境環境環境のののの整備整備整備整備などなどなどなど（（（（5555件件件件））））

 ・インターネット環境を良くして欲しい。

 ・光ブロードバンドを早く引いて欲しい。

・インターネット環境が悪いこと。情報が入手できないので、早期改善を求む。

・総務省のＩＲＵ整備計画を推進され、ブロードバンド整備等のインフラが整備されることを期待します。

◇ ◇ ◇ ◇ 循環循環循環循環バスバスバスバス、、、、路線路線路線路線バスバスバスバスのののの充実充実充実充実（（（（5555件件件件））））

・市内循環バスを山田から小見川駅までにしてほしい。

・交通の便が悪い、バスの回数を増やして欲しい。

・バスの廃止の話が出て心配しています。そのような事がないようお願いします。

・電車の本数が少ないので、通勤時間帯だけでもバスの運行時刻を合わせて欲しい。誰も乗らないのに

　バスを走らせても意味がない。
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◇ ◇ ◇ ◇ 合併合併合併合併しないしないしないしない方方方方がががが良良良良かったかったかったかった、、、、合併合併合併合併してしてしてして悪悪悪悪くなったくなったくなったくなった（（（（5555件件件件））））

 ・全体的に、イメージ的にも悪くなった。合併しなかった方が良い。

・佐原市との合併に反対していた。

・合併は失敗。得をしたのは佐原だけ。

  ・合併して、議員の給料が上がったのは、どういうことか。市になってから、大変住み難くなった。

◇ ◇ ◇ ◇ 公民館公民館公民館公民館、、、、文化会館等文化会館等文化会館等文化会館等のののの建設建設建設建設（（（（4444件件件件））））

・小見川町民会館の早期着工現を強く要望します。

・文化祭等で発表する場所がない。車、交通機関等がなく、老人が佐原や山田の施設に出向けない。

 ・老人で遠くへは出かけられないので、町民会館の建設をお願いします。

◇ ◇ ◇ ◇ スポーツスポーツスポーツスポーツ施設施設施設施設のののの整備整備整備整備（（（（4444件件件件））））

・誰でも参加できるスポーツジムが欲しい。

・小見川区にあるＢ＆Ｇのプールは、建物が古くなっている。夏場だけでなく、もう少し長期間使えるよう

　にしてもらえると有り難い。市内に通年使えるような温水プールがあればと願っています。

・スポーツ施設の充実（佐原区の野球場の設置）

・小見川のスポーツコミュニティセンターのトレーニング室のマシンを充実して欲しい。

◇ ◇ ◇ ◇ 高齢者福祉高齢者福祉高齢者福祉高齢者福祉のののの充実充実充実充実（（（（4444件件件件））））

 ・一人で暮らしているので、年金が少ない。老人ホームの事を考えて欲しい。

・高齢者・介護・障害者福祉サービスを充実して欲しい。

・老人世帯や一人暮らしのお年寄りが増えているので、少しでも不安のないように身近な政策をお願い

　します。

・高齢者が生きる喜びを味わえるような世の中になって欲しい。家族制度が壊れているような気がします。

◇ ◇ ◇ ◇ 教育施設教育施設教育施設教育施設のののの整備整備整備整備、、、、学校学校学校学校のののの統廃合統廃合統廃合統廃合などなどなどなど（（（（3333件件件件））））

・教育施設の統廃合について、児童・生徒の安全確保のためにも、多少の財政的な犠牲を払っても、

　必ず成功させて欲しい。

・学校など、子どもの生命に関わる施設の耐震強化を進めて欲しい。

・小学校にプールがないのが残念です。子どもの健康、運動能力向上には水泳が良いと思う。

◇ ◇ ◇ ◇ 地区名地区名地区名地区名・・・・地名地名地名地名がががが分分分分かりづらいかりづらいかりづらいかりづらい（（（（3333件件件件））））

・道路標識が「香取」と書かれていて、「佐原」と書かないと分からないとよく言われる。

 ・住所について、香取市○○町××1234番地と「○○」の所に旧市町の名前が入ったいたら良かった。

・旧佐原市以外の地名などがさっぱり分からない。香取市○○といっても、旧山田、小見川、栗源のどこ

　にあるのかさっぱりです。

◇ ◇ ◇ ◇ 防災行政無線防災行政無線防災行政無線防災行政無線がががが聞聞聞聞こえづらいこえづらいこえづらいこえづらい、、、、チャイムチャイムチャイムチャイム放送放送放送放送をををを増増増増やしてやしてやしてやして欲欲欲欲しいしいしいしい等等等等（（（（3333件件件件））））

・防災無線が聞きづらい。わかるように放送してください。（反響してしまう）

・朝の６時のチャイムを鳴らして欲しい。

・放送塔がないため、放送の内容が聞き取れない。（みずほ台地域）

◇ ◇ ◇ ◇ 市税市税市税市税、、、、公共料金等公共料金等公共料金等公共料金等がががが高高高高いいいい（（（（3333件件件件））））

・母子家庭で税金が高く生活するのが大変です。

・税金を安くして欲しい。

32



◇ ◇ ◇ ◇ 行政行政行政行政サービスサービスサービスサービスのののの低下低下低下低下、、、、行事等行事等行事等行事等のののの減少減少減少減少（（（（3333件件件件））））

・今まで何年も続けてきたものが市になった途端廃止になったことは残念です。

・他県では、公的な施設等の入場券が高齢者は無料や大幅な割引があるが、香取市では実施して

　いない。以前のように無料券の配布や割引等を考えて欲しい。

・中学校のスキー教室は良かったので、なくなり残念です。

◇ ◇ ◇ ◇ 図書館図書館図書館図書館のののの充実充実充実充実（（（（2222件件件件））））

・佐原の図書館に行く気がしない。毎回、潮来の図書館にいくが、佐原の人に良く会う。

・潮来の図書館を利用しているが、佐原に比べて質・量ともに充実している。佐原の図書館を充実して

　欲しい。
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設問設問設問設問：：：：2222----2222

⑤⑤⑤⑤そのそのそのその他他他他、「、「、「、「広報広報広報広報かとりかとりかとりかとり」」」」についてについてについてについて、、、、何何何何かごかごかごかご意見意見意見意見・・・・要望等要望等要望等要望等があればごがあればごがあればごがあればご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。

◇ ◇ ◇ ◇ 新聞未購読世帯新聞未購読世帯新聞未購読世帯新聞未購読世帯へのへのへのへの配布方法配布方法配布方法配布方法をををを工夫工夫工夫工夫すべきであるすべきであるすべきであるすべきである（（（（郵送郵送郵送郵送、、、、各戸配布各戸配布各戸配布各戸配布などなどなどなど）（）（）（）（17171717件件件件））））

・新聞未購読世帯に配布する工夫をされたい。

・新聞を取らない家庭にも必ず届くようにしてほしい。

・新聞を取っていないので、広報を見ることも出来ない。これは怠慢としか言いようが無く大問題だ。

　新聞が取れなく、インターネットもない人は沢山いる。郵送で広報を送るべき。

・新聞折込で配布しているが、新聞を取っていない人は設置場所へ取りに行かせるのですか。

　配布方法の見直しが必要だと思います。

  ・新聞をとっていない家庭では、読むなということか。役所に取に来いではなく、届けるべきだと思う。

・高齢者の一人暮らしに対する配慮はどうしているか。

・以前は希望があれば広報を送っていたようですが、以前の方々には変わらず送っているのですか。

・新聞折込ではなく、区長から各家庭に配布してはどうか。

・新聞折込ではなく、回覧で回した方が効果的と考える。

 ・以前は読んでいたが、新聞をとらなくなってから読んでいない。コンビニに設置しているそうですが、

　勤務先が旭市なので、なかなか入手できません。

・回覧板で各家庭に配られると、市からのお知らせと思い読むが、新聞折込だと広告のようにざっと見

　るだけになってしまう。

・新聞折込なので、うっかりするとチラシに混じって見逃してしまうので残念です。

◇ ◇ ◇ ◇ 各地区各地区各地区各地区のののの情報情報情報情報をををを平等平等平等平等にににに掲載掲載掲載掲載してしてしてして欲欲欲欲しいしいしいしい（（（（10101010件件件件））））

・旧１市３町の情報を均等に掲載して欲しい。

・佐原の情報ばかり載っている。もっと旧３町の地域を紹介して欲しい。

・佐原地区の話題ばかりなので、小見川地区の住民にとってはつまらない。

・栗源地区の内容が少ない気がします。

・少し佐原に偏っている気がする。

・佐原の事が多いと皆言っている。

・最後の子どもの紹介の所に、一部の地域が多いように思うので、比率を平等に扱って欲しい。

・子どもの運動活動（野球、サッカー、バレー、ボーイスカウト等）を平等に扱って欲しい。

◇ ◇ ◇ ◇ 出生出生出生出生・・・・死亡欄死亡欄死亡欄死亡欄をををを設設設設けてけてけてけて欲欲欲欲しいしいしいしい（（（（10101010件件件件））））

・出生、死亡の情報を入れて欲しい。

・訃報のお知らせを載せて欲しい。

・亡くなった人の地区名と名前が知りたい。

・死亡者欄がなくなった事はまずい。読売新聞茨城版では掲載している。

・以前は、出生・死亡欄を見るついでに、他項目を読んでいた人が多かった。

・旧小見川のように、市民の逝去報告を掲載すべき。

・市になる前は、毎月亡くなった人の名前が掲載されていたので有り難かった。

◇ ◇ ◇ ◇ 身近身近身近身近なななな地域地域地域地域のののの情報情報情報情報をををを載載載載せてせてせてせて欲欲欲欲しいしいしいしい（（（（8888件件件件））））

・身近な話題が減ってしまったのが残念。

 ・地域が広すぎて、読んでいても自分達とつながらない内容が多い。

・地域密着性にする。身近な人が出ていれば見たくなる。

・地域が広くなり、地元の行事内容が分かりにくい。

・地域の行事をもっと掲載すると良いと思う。

・私たちの地区には、有志の広報があり、身近な話題を伝えてくれるが、そのような各地区の身近な話題

　を載せると、親近感が持てるようになるのではないか。
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◇ ◇ ◇ ◇ 今今今今のままでのままでのままでのままで良良良良いいいい、、、、分分分分かりやすいかりやすいかりやすいかりやすい（（（（7777件件件件））））

・今のままでも楽しく読んでいる。

・今のままで良いと思う。

・とても見やすく、便利なのでよく読みます。

・読む機会が少ないが、読むとおもしろい。

・市政に関する情報は、広報かとりが唯一の情報源なので、よく読んで保存している。

・高齢者でも、解りやすく読みやすい。

◇ ◇ ◇ ◇ 地区別地区別地区別地区別にににに情報情報情報情報ページページページページをををを設設設設けてけてけてけて欲欲欲欲しいしいしいしい（（（（6666件件件件））））

・香取市になってから、佐原区内の情報が少なくなり残念です。１頁ずつ各地区の頁を作って欲しい。

・区事務所それぞれが地域に密着した広報を出して欲しい。

 ・各区で広報を担当した方が良い。東庄の広報を参考にして欲しい。

・旧市町単位で個別に発行して欲しい。

◇ ◇ ◇ ◇ 月月月月１１１１回回回回のののの発行発行発行発行でででで良良良良いいいい（（（（6666件件件件））））

・毎月１回の発行で良い。

・広報かとりは、月１回の発行で十分

・毎月１回で良いと思う。税金の無駄だ。

 ・情報量を増やせば、月１回で良い。

◇ ◇ ◇ ◇ 見見見見づらいづらいづらいづらい、、、、内容内容内容内容がつまらないがつまらないがつまらないがつまらない（（（（5555件件件件））））

・内容がつまらない。

・見づらく、何を伝えたいのかが分からない。

・他の地区の子供の写真を見てもつまらない。

・毎年、同じ月の情報が同じ内容ばかりで、読む気にならない。

 ・若い世代の興味を引くようなトピックがない限り、進んで目を通すことはない。内容も代わり映えしない。

◇ ◇ ◇ ◇ 意欲的意欲的意欲的意欲的なななな取取取取りりりり組組組組みをしているみをしているみをしているみをしている人人人人・・・・団体団体団体団体をををを紹介紹介紹介紹介してしてしてして欲欲欲欲しいしいしいしい（（（（4444件件件件））））

・意欲的な取り組みをしている人・団体を取材し紹介する。（ボランティア活動・NPO活動など）

・頑張っている人、障害を者や病気を克服した人のコラムなどを掲載し、市の目指す暮らしやすいまち

　づくりの方向性をアピールしてはどうか。

・ボランティア活動を積極的に取り上げて欲しい。

・陸上の佐伯選手のように、香取地域出身の著名人をもっと知りたい。

◇ ◇ ◇ ◇ 旧町時代旧町時代旧町時代旧町時代のののの広報広報広報広報のののの方方方方がががが身近身近身近身近でででで良良良良かったかったかったかった（（（（4444件件件件））））

・情報が不足。町の時の方が良い。

・小見川広報の時の方が、身近に感じられ、何があるかも分かりやすかった。

・広報やまだに比べて、内容が物足りない。

◇ ◇ ◇ ◇ 他市他市他市他市をををを参考参考参考参考にすべきにすべきにすべきにすべき（（（（4444件件件件））））

・他市を参考にすべき

 ・各区で広報を担当した方が良い。東庄の広報を参考にして欲しい。

・内容を考えるべき。他市町村の広報を研究すべき。

・他市町の方が掲載されていて興味がある。
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◇ ◇ ◇ ◇ 市民市民市民市民のののの声声声声ののののコーナーコーナーコーナーコーナー、、、、市民市民市民市民のののの意見等意見等意見等意見等をををを載載載載せてせてせてせて欲欲欲欲しいしいしいしい（（（（3333件件件件））））

 ・市民の声のコーナーなどを作り、どのような考えの人がいるのか紹介して欲しい。

　その意見に対し投票して、今後に反映するとか面白いと思う。

・市民の方々の考えや活動などが知りたい。職員目線でないもの。

 ・市長への手紙とその回答を掲載する。市民の市政への提言を取り上げる。

◇ ◇ ◇ ◇ 保存用保存用保存用保存用ののののファイルファイルファイルファイルがががが欲欲欲欲しいしいしいしい（（（（3333件件件件））））

・綴じファイルの配布をして欲しい。

・保存用のファイル等があったら良いと思う。

・広報紙を綴じるファイルを年１回配布して欲しい。

◇ ◇ ◇ ◇ 紙面紙面紙面紙面のののの大大大大きさをきさをきさをきさを小小小小さくしてさくしてさくしてさくして欲欲欲欲しいしいしいしい（（（（3333件件件件））））

・広報が大きすぎて保存に不便。今の半分になれば綴じて保存し易いと思う。

・大きすぎて扱いづらい。半分の大きさにして欲しい。

・広報紙の紙面が大きすぎて、広げて読むのが面倒。

◇ ◇ ◇ ◇ 市長市長市長市長のののの考考考考えをえをえをえを載載載載せてせてせてせて欲欲欲欲しいしいしいしい（（（（2222件件件件））））

・今何をしようとしているか、一番力を入れていることなど、市長の考えを載せて欲しい。

・市長の抱負など聞きたい。
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設問設問設問設問：：：：2222----3333

⑤⑤⑤⑤そのそのそのその他他他他、「、「、「、「ホームページホームページホームページホームページ」」」」についてについてについてについて、、、、何何何何かごかごかごかご意見意見意見意見・・・・要望等要望等要望等要望等があればごがあればごがあればごがあればご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。

◇ ◇ ◇ ◇ パソコンパソコンパソコンパソコン未利用者未利用者未利用者未利用者にはにはにはには関係関係関係関係ないないないない、、、、考慮考慮考慮考慮すべきすべきすべきすべき、、、、効果的効果的効果的効果的でないでないでないでない（（（（8888件件件件））））

・年寄りには、関係ない事です。

・高齢者が多いので、ホームページによる広報はあまり効果がないと思う。

・パソコン未所有世帯がまだ多い。パソコンに頼りすぎである。

・パソコン保持・使用者は人口の半分くらいではないかと考える。

・若い人やパソコンを使える人にはいいが、使えない者にとっては関係ない。

 ・全ての家庭にパソコンがあるわけではないの、その点を考慮して欲しい。

・情報化社会とはいえ、高齢者には、パソコンが出来ない者も多くいます。

◇ ◇ ◇ ◇ 更新更新更新更新をををを頻繁頻繁頻繁頻繁にしてにしてにしてにして欲欲欲欲しいしいしいしい（（（（7777件件件件））））

・更新を毎日行う

・更新をもう少し多くした方が良い。

・絶えず更新して、見なきゃ損をするようなものにする。

・ＨＰのデザインは、色も沢山使って見やすいが、観光情報が古かったり、最新ではない気がするので、

　更新をまめにして欲しい。

・各課の情報が、更新されていない部分がある。

◇ ◇ ◇ ◇ 内容内容内容内容がつまらないがつまらないがつまらないがつまらない、、、、充実充実充実充実すべきすべきすべきすべき（（（（5555件件件件））））

・内容がつまらないので、充実させるべき。

・もっと内容を豊かにした方がいいと思います。

 ・ホームページを見たが、再び見たいとは思わなかった。もっと、香取市の色を全面に出して、市民以外

　の人にも見てもらえるよう工夫してもらいたい。

・観光情報について見たところ、面白みが無くつまらなかった。見せ方、情報の載せ方を工夫して欲しい。

 ・ホーム画面に全ての情報を載せすぎで、興味をそそらない。何が売りなのかわからない。

◇ ◇ ◇ ◇ 市民市民市民市民がががが書書書書きききき込込込込みできるみできるみできるみできる掲示板等掲示板等掲示板等掲示板等をををを設設設設けるけるけるける（（（（3333件件件件））））

・市民の書き込みが簡単にできるように。

・「市民の声」等の市と市民のつながりの生み出せる掲示板があってはどうか。

・Ｔｗｉｔｔｅｒのように、一言コメントができるシステムがあれば、意見の吸い上げがしやすくなる。

◇ ◇ ◇ ◇ 広報紙広報紙広報紙広報紙のようにのようにのようにのように紙紙紙紙でででで配布配布配布配布したしたしたした方方方方がががが良良良良いいいい（（（（3333件件件件））））

・インターネットは面倒なので、広報のように配布された方が皆が読める。

・ホームページより、子どもかお年寄りまで見られるペーパーのほうが良い。

◇ ◇ ◇ ◇ インターネットインターネットインターネットインターネット環境環境環境環境のののの整備整備整備整備がががが進進進進んでいないんでいないんでいないんでいない（（（（2222件件件件））））

・市内にはインターネット環境の整備が進んでいない所もあります。

・栗源区では、インターネット環境を取り入れることができない家庭もある。

◇ ◇ ◇ ◇ インターネットインターネットインターネットインターネット環境環境環境環境がないががないががないががないが、、、、出来出来出来出来ればればればれば見見見見てみたいてみたいてみたいてみたい（（（（2222件件件件））））

・インターネット環境が無いが、出来ることなら見てみたい。

・ホームページを見てみたいが、パソコンがないため見る機会がなく残念。

◇ ◇ ◇ ◇ 医療機関医療機関医療機関医療機関のののの情報情報情報情報をををを充実充実充実充実してしてしてして欲欲欲欲しいしいしいしい（（（（2222件件件件））））

・医療機関情報の充実（休日夜間だけでなく、各医院ごとの診療日が知りたい）

・医者（医療）の情報
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設問設問設問設問：：：：2222----4444

③③③③そのそのそのその他他他他、「、「、「、「市民懇談会市民懇談会市民懇談会市民懇談会」」」」についてについてについてについて、、、、何何何何かごかごかごかご意見意見意見意見・・・・要望等要望等要望等要望等があればごがあればごがあればごがあればご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。

◇ ◇ ◇ ◇ 市民懇談会市民懇談会市民懇談会市民懇談会のののの内容内容内容内容、、、、成果成果成果成果をををを公表公表公表公表してしてしてして欲欲欲欲しいしいしいしい（（（（10101010件件件件））））

・既に公表しているかも知れないが、懇談会で出た内容を知りたい。

・市民懇談会の報告をホームページに公開して欲しい。

・懇話会の内容の結果を広報してもらいたい。

・市民懇談会に参加できない人は、後日、広報などで知る事ができるんですか。

・市長自ら、タウンミーティングをした結果をレポートとしてまとめ、広報に掲載して欲しい。

・タウンミーティングの成果をあまり感じられないので、質問・要望に対する対応が見たい。

・議題に上がった件についての回答や要望事項の改善状況を広報で紹介して欲しい。

・参加して意見した事が、どの程度市政に反映されるのか、実績が欲しい。

◇ ◇ ◇ ◇ 参加者参加者参加者参加者をををを増増増増やすやすやすやす工夫工夫工夫工夫をすべきであるをすべきであるをすべきであるをすべきである（（（（8888件件件件））））

 ・参加呼びかけを積極的にされたい

・参加者を増やすための配慮はどうしているのか。

・参加しやすいように、順番に案内状を送って欲しい。

・参加人数が少なすぎる。

・開催場所はどこでやっているのか？各地区でやっているのか？

・市民全体に行き渡っていない。一部の人だけしか参加していないのではないか。

◇ ◇ ◇ ◇ テーマテーマテーマテーマやややや対象者対象者対象者対象者をををを工夫工夫工夫工夫してしてしてして開催開催開催開催すべきであるすべきであるすべきであるすべきである（（（（5555件件件件））））

・テーマを絞って開催すべき

・特に若い人は気軽に参加できる体制を整えないと参加が見込めないのではないか。

・同じ職種や同じ問題を抱えている人など、テーマを決めて懇談会を行うと参加しやすいと思う。

・地域毎ではなく、職種毎の懇談会なども良いのではないか。

・一部の人しか参加しないと思うので、もっと広く注目されるテーマを作って、開催　してみてはどうか。

　特に、若い人達が注目するテーマを掲げて意見交換をするなど。

◇ ◇ ◇ ◇ 意見意見意見意見がががが反映反映反映反映されているかされているかされているかされているか疑問疑問疑問疑問であるであるであるである（（（（5555件件件件））））

・懇談会で出した意見が反映してないのではと感じている。

・市民の意見を聞くだけではなく、反映させて下さい。

・全てを聴き改善するのは無理だとしても、実際、意見が反映されているのか疑問です。

・本当に意見を聞き入れてくれるのか。若い人の意見を聞くのか。

・市政に影響があるのか疑問である。ただやっている事のアピールでは意味がない。

◇ ◇ ◇ ◇ 人人人人のののの集集集集まるまるまるまる場所場所場所場所へへへへ出向出向出向出向いていていていて意見意見意見意見をををを聞聞聞聞いていていていて欲欲欲欲しいしいしいしい（（（（5555件件件件））））

・職員が待っているだけでなく、積極的に出かけること。

・懇談会という形では、参加者が限られてくるので、ゲリラ的に駅前などの人の集まる場所に、市長自ら

　出向いて、市民の意見を聞いて欲しい。

・市民が集まる１１月の収穫祭などに、そのようなコーナーを作るとよい。

 ・懇談会に出席して意見を述べる人は限られている。市職員が市民活動の現場に行き、意見を体感し

　た方が良いと思う。

 ・わざとらしい懇談会でなく、足で歩いて、お年寄りや若い人の意見を聞いて欲しい。

　ＰＴＡなどに、出向いて見てはどうですか。各学校、地域の内容などが良く分かると思います。
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◇ ◇ ◇ ◇ 必要性必要性必要性必要性、、、、メリットメリットメリットメリットをををを感感感感じないじないじないじない（（（（5555件件件件））））

・参加して、何のメリットがあるのか知りたい。

・必要性を感じない。

・時間とお金の無駄

・そもそも何の目的で開催されているのか不明である。

◇ ◇ ◇ ◇ 今後今後今後今後もももも継続継続継続継続してしてしてして欲欲欲欲しいしいしいしい（（（（5555件件件件））））

 ・参加呼びかけを積極的にされたい。今後も継続されたい

・市民懇談会では、市政の現状等について、肉声で聞けるので続けて欲しい。

・もっと開催したほうが良い

・月に１度の開催されたい

◇ ◇ ◇ ◇ 開催場所開催場所開催場所開催場所をををを細細細細かくしてかくしてかくしてかくして実施実施実施実施してしてしてして欲欲欲欲しいしいしいしい（（（（4444件件件件））））

・開催地区をきめ細かく（町内別等）して、市民の意見を聞いてもらいたい。

・各地区（細かく）で実施してほしい。

・もう少し小さな団体で実施できないか。

・遠いところでは、参加できない。

◇ ◇ ◇ ◇ 開催日時開催日時開催日時開催日時をををを考考考考えるべきであるえるべきであるえるべきであるえるべきである（（（（3333件件件件））））

 ・実施日時を考えるべきである。型にはまったものではダメ、直接参加する意味が無い。

・働いているので、時間があれば出られると思います。

・問題発生時に開催すべし

◇ ◇ ◇ ◇ 市民市民市民市民がががが発言発言発言発言できるできるできるできる場場場場をもつことはをもつことはをもつことはをもつことは大切大切大切大切だとだとだとだと思思思思うううう（（（（3333件件件件））））

・人それぞれ意見はあり、それを発言できる場があるのは良いことだと思う。

 ・市長との直接対話が出来ることは大切なことです。

・市民とのコミュニケーションは、良いことだと思う。
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設問設問設問設問：：：：2222----6666

③③③③そのそのそのその他他他他、「、「、「、「市長市長市長市長へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙・・・・メールメールメールメール」」」」についてについてについてについて何何何何かごかごかごかご意見意見意見意見・・・・要望等要望等要望等要望等があればごがあればごがあればごがあればご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。

◇ ◇ ◇ ◇ きちんときちんときちんときちんと対応対応対応対応やややや回答回答回答回答をしてをしてをしてをして欲欲欲欲しいしいしいしい（（（（15151515件件件件））））

・寄せられた意見・要望には、きちんと対応してもらいたい。

 ・手紙を受けた担当部署が責任を持って対応して欲しい。

・手紙を見るだけで、何もしないのではないか。

・市長が見るだけでは意味がないと思う。

・小さなことでも、必ず対応させてください。

・きちんと見て、実際に行っているかあやしい。

・手紙は、市長が見ているようですが、それに対して回答して欲しい。

・一般的な回答しか返って来ず、投げかけた疑問に対する解決になっていなかった。

・提出した内容に対する回答は、頂けるのでしょうか。

・市長への手紙・メールによって、要望が市政に反映されたことがあるのか。

◇ ◇ ◇ ◇ 内容内容内容内容やややや回答回答回答回答をををを公表公表公表公表してしてしてして欲欲欲欲しいしいしいしい（（（（13131313件件件件））））

・どのような内容が出されているか、公開して欲しい。

・手紙やメールの内容やそれに対する回答・対応について、大まかでも知らせて欲しい。

・意見、要望への返答や改善の成果などを逐一公示してほしい。

・手紙・メール等の内容、それに対する市長の答えを市民に知らせる場をつくる。

・年間どのくらい相談件数があるのでしょうか。どのような相談があるのか、項目別に公開して欲しい。

・広報かとりに、手紙の内容と回答を載せて欲しい。

・市民からの手紙・メールで、要望等多かった件について、内容を公開して欲しい。

・過去の内容が分かれば、利用する機会が増えるかも。

◇ ◇ ◇ ◇ 良良良良いいいい制度制度制度制度だとだとだとだと思思思思うううう、、、、今後今後今後今後もももも継続継続継続継続してしてしてして欲欲欲欲しいしいしいしい（（（（10101010件件件件））））

・市長が市民の声に耳を傾け、より良い方向に進めていこうとする姿勢が伺えて、とても良いと思う。

・これからも続けて欲しい。

・親近感が沸き、凄くいいと思うので、ぜひ続けて欲しい。

・市全体の事が分かると思うので、今後も続けて欲しい。

・手紙式だと、本心が書けてよい。

◇ ◇ ◇ ◇ 機会機会機会機会があればがあればがあればがあれば利用利用利用利用したいとしたいとしたいとしたいと思思思思うううう（（（（7777件件件件））））

・今回のアンケートで知ったので、今度利用したいと思います。

・機会があれば利用させていただきたいと思う。

・ぜひ、考えをまとめてから、お手紙・メールを差し上げてみたいと思います。

・気さくな市長さんのようなので、一度メールを出してみます。

・このアンケートで知って、初めてＨＰで見ましたが、質問に対しての回答が、細かく分かりやすく書か

　れていたので、機会があれば利用したいと思った。

◇ ◇ ◇ ◇ 利用方法等利用方法等利用方法等利用方法等をきちっとをきちっとをきちっとをきちっと周知周知周知周知してしてしてして欲欲欲欲しいしいしいしい（（（（5555件件件件））））

・知らない人が多いので、知らせる方法を考えてはどうか。

・実施するなら、誰でも出しやすい環境を整えるべきだと思う。

・送り先の住所を広報に載せて欲しい。

・どこに設置してあるかわからない。

◇ ◇ ◇ ◇ 本当本当本当本当にににに読読読読んでいるかんでいるかんでいるかんでいるか疑問疑問疑問疑問であるであるであるである（（（（4444件件件件））））

・本当に読んでいるのか。

・本当に本人が読んでいるのかが信用ならない。
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◇ ◇ ◇ ◇ 記入用紙記入用紙記入用紙記入用紙・・・・封筒封筒封筒封筒をををを広報紙広報紙広報紙広報紙とととと一緒一緒一緒一緒にににに配布配布配布配布すべきすべきすべきすべき（（（（4444件件件件））））

・用紙を町内回覧で配布せよ。

・封筒を配布されたい。

・記入用紙・封筒が身近にない。以前は、広報紙の中に入っていたので、利用しやすかった。

・山田町時代は、広報と一緒に配られていた。定期的に、広報につけてくれると良い。

◇ ◇ ◇ ◇ 対応対応対応対応、、、、回答回答回答回答してくれてしてくれてしてくれてしてくれて感謝感謝感謝感謝しているしているしているしている（（（（4444件件件件））））

・一度利用したときに、その日のうちに目を通し、実行してくれたことに感動した。

・すぐに対応してくれたことに感謝している。

・きちっと返事をいただき、感謝しています。

◇ ◇ ◇ ◇ 手紙手紙手紙手紙をををを出出出出してもしてもしてもしても変変変変わらないとわらないとわらないとわらないと思思思思うううう（（（（2222件件件件））））

・手紙を出しても変わらないのではと思ってしまう。

・手紙を出しても変わらない。
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設問設問設問設問：：：：2222----7777

①①①①市市市市のののの施策施策施策施策・・・・事業事業事業事業・・・・おおおお知知知知らせらせらせらせ等等等等をををを広報広報広報広報するするするする手法手法手法手法としてとしてとしてとして、、、、どのようなどのようなどのようなどのような手段手段手段手段がががが有効有効有効有効だとだとだとだと思思思思いますかいますかいますかいますか。。。。

◇ ◇ ◇ ◇ 広報紙広報紙広報紙広報紙がががが有効有効有効有効、、、、広報紙広報紙広報紙広報紙をををを充実充実充実充実させるべきさせるべきさせるべきさせるべき（（（（61616161件件件件））））

・広報かとり

・広報かとりが一番良いと思います。

・広報かとりの充実

・広報かとりが読みやすくて良いと思います。

・やはり、中心は広報紙だと思う。

・広報かとりが月２回発行されているので、十分だと思う。

・広報かとりのようなものは、とても有効だと思う。

 ・広報かとり以上の方法があるとは思えない。

・ホームページは見られない人には何の役にも立たないので、広報紙が有効である。

・広報かとりが一番良いと思う。回覧板では、後でもう一度見たいと思っても見れない。

・広報かとりは、写真・イラスト・図表等、読みやすいので、沢山の人が見るし、有効だと思う。

・やはり、広報誌を主とし、他の手段も充実させる方法が良いと思う。

・広報の方が、年代を問わず分かりやすい。

・高齢者は行動範囲がせまくなり、広報かとりが一番身近な情報になるので、更なる充実と細かな情報

　を掲載して欲しい。

  ・広報かとり等を、もっと分かりやすくする。細かい情報を公開する。

 ・広報かとり等で、イラストを交えて解りやすく伝えて欲しい。

・広報かとりに、もっと詳しく情報を掲載する。特に、組織や機構が変わる時には詳しく掲載して欲しい。

◇ ◇ ◇ ◇ 各家庭各家庭各家庭各家庭にににに回覧回覧回覧回覧・・・・配布配布配布配布するするするする（（（（37373737件件件件））））

・回覧板が良いと思う。

・区長から各家庭に回覧する。

・町内へ回覧・配布

・各家庭に配布する。

・回覧板の活用

・回覧板であれば、必ず回ってくるし、必ず読む。

・回覧板は来れば必ず見るが、広報紙は全員が見ているとは考えにくい。

・各町内会等で回している回覧板の方が、見やすい。

・年寄りにとっては、回覧の方がご近所との会話ができて良いと思います。

・インターネットは必ずしも全戸にあるとは限らないので、紙で回覧等をした方がいいのではないか。

・分かりやすい回覧板等の利用も、有効だと思います。

・大切なことは、回覧ではなく、配布が良いと思う。

・回覧文書の内容の充実と保管できるように。

・チラシにまとめて知らせる。重要事項を主として説明し、公開主義を基本とする。

◇ ◇ ◇ ◇ 防災行政無線防災行政無線防災行政無線防災行政無線をををを活用活用活用活用するするするする（（（（19191919件件件件））））

・防災無線をもっと有効活用してはどうか

・防災無線を利用する。（放送する時刻を定める）

・防災無線で流すのが有効だと思う。

・防災無線の活用。もう少し明るいイメージで放送すると良いと思う。

・町内放送によるお知らせが、合併前はきめ細かに行われていたが、今はあまりないように思うので、

　もう少し活用してどうか。

・広報で掲載したものでも、イベント等の前には放送して欲しい。

・施策・事業については紙面で、お知らせ等については、防災無線や宣伝カーなど。

・防災無線、ただし、プール中止の連絡などは必要ない。

・広報用のスピーカーをもっと増やす。

・今ある防災無線を、より迅速に公平に流して欲しい。
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◇ ◇ ◇ ◇ 現状現状現状現状のののの制度制度制度制度のままでのままでのままでのままで良良良良いいいい（（（（18181818件件件件））））

・今のままで、十分伝わっている。

・現状で良いと思う。

・今までの手法で良いと思う。

・現状維持でいいのではないか。

・現在の方法でいいから、市民にしっかり伝える。

・今のままで良いと思うので、他に目を向けて欲しい。

・手段としては今のままで良いと思う。知りたくなるような魅力的な企画や施設があれば良いのだと思う。

◇ ◇ ◇ ◇ ホームページホームページホームページホームページをををを活用活用活用活用するするするする（（（（16161616件件件件））））

・ホームページが有効

・インターネットの活用

・ホームページの充実

・ホームページを活用すべき。携帯電話でも見られると尚良い。

・モバイルサイトもあったら、便利だと思う。

◇ ◇ ◇ ◇ 人人人人がががが集集集集まるまるまるまる場所場所場所場所・・・・施設等施設等施設等施設等にににに掲示掲示掲示掲示するするするする（（（（12121212件件件件））））

・市役所や学校、スーパー等の施設へ掲示する。

・人が集まる施設、待ち合わせ等（病院内）時間がかかる所で分かりやすく掲示する。

・公民館の掲示板での掲示が良い。年配が多い地区では、ネットより有効である。

・目に付くところに掲示する。

・掲示板の設置はどうですか。

・スーパーなどに設置してはどうか。

・コンビニのトイレに貼る。

・色々な施設で、情報がつかめると良いと思う。

◇ ◇ ◇ ◇ 携帯携帯携帯携帯ののののメールメールメールメールによるによるによるによる情報発信情報発信情報発信情報発信（（（（6666件件件件））））

・携帯のメールなど

・市民の希望者のみにメール送信する。（無料登録制）

・携帯メールでの情報発信

◇ ◇ ◇ ◇ ケーブルテレビケーブルテレビケーブルテレビケーブルテレビ等等等等（（（（5555件件件件））））

・ケーブルテレビ。病院・公共施設等のテレビで放送されると、なお認知度が上がると思います。

・テレビのデジタル化で、香取市版があるといいのかも。どの家庭にもテレビはありますよね。

・ケーブルテレビでも良いが、テレビで分かりやすく見せてほしい。地デジになったら出来ないのか？

◇ ◇ ◇ ◇ 郵送郵送郵送郵送、、、、ダイクトメールダイクトメールダイクトメールダイクトメール（（（（4444件件件件））））

・ダイレクトメール（希望者のみでも）

・各戸に郵送する。

・ネットインフラが普及している訳ではないので、やはりダイレクトメールやチラシ広報が一番だと思う。

◇ ◇ ◇ ◇ フリーペーパーフリーペーパーフリーペーパーフリーペーパーをををを配布配布配布配布するするするする（（（（2222件件件件））））

・小冊子を無料配布する。

・フリーペーパーの配布

◇ ◇ ◇ ◇ 公共交通機関公共交通機関公共交通機関公共交通機関へのへのへのへの広告広告広告広告（（（（2222件件件件））））

・公共交通機関等への広告

・市のバス車内でお知らせ等での情報を流す。
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設問設問設問設問：：：：2222----7777

③③③③市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さんのごさんのごさんのごさんのご意見意見意見意見・・・・要望等要望等要望等要望等をおをおをおをお聴聴聴聴きするきするきするきする手法手法手法手法としてとしてとしてとして、、、、他他他他にどのようなにどのようなにどのようなにどのような手段手段手段手段がががが有効有効有効有効だとだとだとだと思思思思いますかいますかいますかいますか。。。。

◇ ◇ ◇ ◇ アンケートアンケートアンケートアンケートがががが有効有効有効有効、、、、対象者対象者対象者対象者やややや手法手法手法手法をををを工夫工夫工夫工夫してしてしてして行行行行うべきうべきうべきうべき（（（（35353535件件件件））））

・このようなアンケートが良いと思う。

・今回のようなアンケートは、とても有効だと思うので、今後も実施して欲しい。

・アンケート調査がしっかり反映されるなら、今までどおりで構わないと思う。

  ・市長への手紙やメールは恐縮で出来ない。このようなアンケートなら手軽に出来ると思う。

・今回のアンケートで知らなかった事も知る事ができたので、手段を増やすより、このようなアンケート紙

　による手法が良いと思う。

・アンケート数を増やし、若い人の意見を聞くべき。

・全市民へのアンケートの実施

・目的に応じたテーマに絞ってのアンケート

・20歳以上ではなく、中学生や高校生にもやってほしい。

・公民館や市役所を訪れる方にも、アンケートを実施されても良いと思う。

・公共施設へアンケートを設置し、利用者の意見を聞くこと。

・イベント会場等でのアンケート実施

・年代別にアンケートをする。（育児・住民検診時に問診票と一緒にアンケート用紙を配布したり・・・）

・各家庭に郵送も良いが、学校・保育園・病院などでもアンケートを行ってはどうか。

・病院や小学校で病院利用者や保護者などにアンケートをしてみてはどうか。

・スーパー、ファミレスなどに、アンケート用紙、ＢＯＸを設置してはどうか。

・市民が集まる場所、スーパーや催し会場にて、アンケートを実施する。

・観光客に意見聴収をされたい。

・やはり、抽出によるアンケートが良いと思う。ただし、次回は別の方に当たるようにした方が、色々な

　意見を聞けると思う。

・アンケート調査については、質問量を減らし、分かりやすい言葉で行った方が良い。

◇ ◇ ◇ ◇ インターネットインターネットインターネットインターネットのののの活用活用活用活用（（（（メールアンケートメールアンケートメールアンケートメールアンケート、、、、意見欄意見欄意見欄意見欄のののの設置設置設置設置などなどなどなど）（）（）（）（22222222件件件件））））

・ホームページ上でのアンケートを実施する。

・インターネットでアンケートのページを作れば、もっと手軽に意見が募れると思う。

・このアンケートと同様な内容ならば、HPの中で実施すれば費用節約になるのではないか。

・若い世代の人にはメールでのアンケートの方が答えやすいのでは？

・文字を書くことよりも携帯で文字を打つ方が日常化しているので、携帯電話のメールなどでのアンケート

　の方がいいと思う。

・メール等で返信できれば良いと思う。

・メールでのアンケート（ポイントがたまる会員制にしてみる）

・インターネットの書き込み、質疑応答。

・ホームページにご意見欄を設けるなど、インターネットを活用する。

・ＨＰでの意見募集をする。

◇ ◇ ◇ ◇ 電話電話電話電話やややや訪問訪問訪問訪問によりによりによりにより意見等意見等意見等意見等のののの聞聞聞聞きききき取取取取りをりをりをりを行行行行うううう（（（（16161616件件件件））））

・電話や訪問での個別の聞き取り

・各戸面談（職員による訪問）を実施すべきである。

・市職員が個別訪問などを行い、肌で感じること。

・休日を返上し、市長はじめ職員一丸で市民の住まいを訪問し会話を持つこと。それが一番有効です。

 ・直接、対話すること。家庭（家族）訪問・・・本音を聞く

・送付にお金がかかり無駄だと思う。アンケートをしたいのなら職員が一軒ずつ聞いて回ればいいと思う。

・電話で直接市民に聞いてはどうか。アンケートのように文字を書くのは大変難しい。話す事は可能だが、

　文章で表現するのは難しい。

・電話による相談受付。

・電話等による要望・意見の受付

・電話アンケート
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◇ ◇ ◇ ◇ 町内会町内会町内会町内会やややや各種団体各種団体各種団体各種団体のののの集会等集会等集会等集会等にににに出向出向出向出向いていていていて話話話話をををを聞聞聞聞くくくく（（（（16161616件件件件））））

・地区ごとに意見を聞いた方が良いと思う。

・各地区別に話し合いの場を作ると良いと思う。

・各区の公民館で、夜に市長と市民の話し合いをする。

・区長・町内会の開催時に、意見や要望を聞くこと。

・職員は、時々地区に出向いて、色んな人たちと話し合うことが必要だと思う。

・地区の総会に職員に来てもらい、地区の現状と問題について理解し、それを市政に生かして欲しい。

・各自治会の子ども会、老人会、ボランティア団体などの活動で、困っている事や要望などを吸い上げる。

・小・中・高の学校で、保護者を含めて話を聞く。

・サークルなどに顔を出したらどうでしょうか。

・地域活動している人々の集まりや、色んな職場などに行って、直接、市民の声を聞いてみる。

◇ ◇ ◇ ◇ 人人人人がががが集集集集まるまるまるまる場所場所場所場所にににに意見箱等意見箱等意見箱等意見箱等をををを設置設置設置設置するするするする（（（（11111111件件件件））））

・意見箱を設置する。

・なんでも相談箱の設置

 ・ご意見箱を作り、分かりやすい所に設置する。

・市内で人が多く集まる場所に目安箱を設置する。

・市民の声として、要望やアイデアを投函できるポストの設置

・市内のスーパーマーケット等に目安箱を設置し、誰もが気軽に市に意見を述べられるようにする。

・様々なコミュニティの場に意見箱を設置する。

・投書箱を外に設置する。

・目安箱を公共施設に設置する。

◇ ◇ ◇ ◇ 座談会座談会座談会座談会、、、、公聴会公聴会公聴会公聴会などのなどのなどのなどの集会等集会等集会等集会等をををを開催開催開催開催するするするする（（（（8888件件件件））））

・短時間の座談会の実施

 ・公聴会

・タウンミーティング

・話し合いの場を広める。

・集会を開く。

・意見交換会だと参加が難しかったり、緊張するので、お茶のみ会のような感じだとリラックスできそう。

・色々な会合や行事を利用して、ミニ集会的に多方面から市民の意見を聞いてみたら良いと思う。

　密着度がない分、無関心度が増していると思うので、色んな場面で意見を聞いて、住民主体の町づく

　りを訴えるべきではないか。

◇ ◇ ◇ ◇ 区長区長区長区長、、、、行政協力員等行政協力員等行政協力員等行政協力員等からからからから意見等意見等意見等意見等をををを聞聞聞聞くくくく（（（（7777件件件件））））

・区長から聞く。

・区長に対して意見を聞くこと。

・町内会等の組長に話を聞く。

・各区の自治会等に職員が参加し、各班長等の意見を聴取する。

・各区長を通しての意見・要望の収集。

・自治会の会長が意見等を集約して、市に提出すれば良い。

・地域ごとの行政協力員会議を、本庁・区事務所課長職同席により、年２～３回開催して、地域自治組織

　の意見や要望を協議する場とする。文書で要望事項を出せば良いという考えは、役所的発送で審査経

　過も不透明である。
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◇ ◇ ◇ ◇ 外外外外にににに出出出出てててて、、、、住民住民住民住民のののの意見意見意見意見をををを聞聞聞聞くくくく（（（（6666件件件件））））

・現地に赴き、生の声を聞く。

・市長自身が、色々見て回り、その人の意見を聞き、改善するべきなのではないですか。

・もっと職員や市長らが外に出て動き回って、直接聞いた方がいい。顔が見えない相手だと信用できない

　し、任せたくもない。

・市長が市民と顔を見合わせて、要望を聞いてください。

・市民の要望を待つだけでなく、街頭に職員が出ること。

・イベントや検診の時など、上司の方も来て、直接、住民の意見を聞いてはどうか。

◇ ◇ ◇ ◇ 今今今今のままでのままでのままでのままで良良良良いいいい（（（（5555件件件件））））

・今の方法で良いと思う。

・現状で良いと思う。

・今までどおりで良いと思う。

◇ ◇ ◇ ◇ 職員職員職員職員がきちんとがきちんとがきちんとがきちんと意見意見意見意見・・・・要望要望要望要望をををを聞聞聞聞きとるきとるきとるきとる（（（（4444件件件件））））

・市役所職員がもっと目・耳を利かせるべき。

・市職員が専任担当者となり、幅広く住民の意見・要望を聴き、定期的に集約して市長へ提案等をする。

・市民と直接関わっている職員の意見を汲み上げる。学校や施設等、現場の意見を尊重し、速やかに

　対応すること。

・各部署で意見・要望を聞く。

◇ ◇ ◇ ◇ 市議会議員市議会議員市議会議員市議会議員がががが意見等意見等意見等意見等をををを聞聞聞聞きききき取取取取るるるる（（（（3333件件件件））））

・市議会議員を利用してはどうですか。

・各区選出の議員との対話

・議員がもっと市民の要望を聴いて回ってもらいたい。市議会で取り上げないと何も変わらない。
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