
問１５　自由記述欄

市政に関するご意見やご感想（94件）　※市からの回答は希望者のみとさせていただいております。

番号 年代 性別 ご意見・ご感想 担当課 回答

1 30代 女性

利用者が減少しているのであれば統合し、片方の施設の修繕のみ行えばよい

のではないか。民間の老人施設も充実しているので、民間との連携を強化す

ればよいのでは。

高齢者支援課

2 40代 女性

「老人」福祉センターという名前が良くないと思う。アクティブシニアな

ど、良いイメージの名前にしないと利用したいとは思わない。また、高齢者

に特化するのではなく、広く地域の皆さんも利用できるような共有の施設に

するべきだと思う。高い維持費をかけて継続するのではなく、高齢者支援課

とこども支援のような課が連携して、新しく刷新して沢山の方に利用しても

らえる施設にした方が良いと思います。 

高齢者支援課

3 40代 女性
少ない年金暮らしの方もかなりいると思うので、出来るだけ安く利用出来る

場所があれば、将来に安心ができると思います
高齢者支援課

4 20代 男性
高齢者による交通事故が増えているため、送迎バスまたは徒歩での来場のみ

に絞ってほしい。
高齢者支援課

5 70代 男性

久寺家ではコグニ体操を毎週火曜日午後、脳トレなどのサロンを毎週水曜

日、金曜日１０時から１６時まで運営して居る。各まちづくり協議会と高齢

者支援課、民生委員とかが協力してこのようなことを実施していけば老人福

祉センターの機能はカバーできると思う。また高齢者の為には各地域に何で

も相談室もあって相談できる。当市のように小体の自治体では縦割りでなく

各課が連携して纏めて対応して行く時期に来ていると思う。

高齢者支援課

地域の中で多様な「参加の場」を確保していくことは、高齢者のつながりを

確保するうえで重要と考えております。

公的なサービスだけでなく、地区社会福祉協議会やまちづくり協議会、自治

会やNPO等による自主的な活動が自由に展開されていく地域づくりを推進す

るため、連携の仕組みが必要です。

現時点では、情報がまとまっておらず市民にとってわかりづらいという課題

があるため、情報を整理し、活用しやすい仕組みづくりを進めてまいりま

す。

6 70代 男性 限られた予算なので、将来のある子供たちに使って欲しい。 高齢者支援課

7 60代 女性

10年前の頃は高齢者になったら老人福祉センターの利用を考えていましたが

実際高齢者になると忘れていました。維持費が大変ですから駅の近くに場所

を確保して何か代わるものが出来るといいなと思います。個人的には娯楽よ

りも市でイベントを開催してみんなで集まれると楽しい感じがします。あと

は講座で高齢者向けの体操や水中歩行等あると活気づきます。市の財政や人

件費を考えると存続は難しいと考えます。

高齢者支援課



8 40代 女性
体育館へのアクセスを調べた時、つつじ荘のバスを利用できる事を知りまし

た。体育館へのアクセスを含め、2館の統廃合継続を検討して頂きたいです。
高齢者支援課

9 40代 男性
今回のテーマはまだ対象年齢ではないため、対象の方の意見を優先的にきい

ていただきたい
高齢者支援課

10 40代 女性

無料で集まれる場は、あった方がいいと思います。なぜ利用者が減っている

のでしょうか。高齢者は増えているけど元気な高齢者は少なくて、行けない

ような健康状態の人が増えているのでしょうか。それとも広報不足でしょう

か。我孫子は通勤に便利だから住んでいる人が多いと思うので、定年退職し

ても孤独にならないように、やっぱり無料で集まれる場はあるといいと思い

ます。

高齢者支援課

11 40代 女性

当事者が近くにいないが、維持費が多額にかかる以上、統廃合が望ましい。

民間のサービス、デイケア等とどう差別化しているのか分かりずらい。民間

のサービスと比較して、値段、内容を鑑みて事足りるのであれば廃止してい

いと思う。

高齢者支援課

12 70代 男性

老人福祉センターの今後を考えれば「廃止」がベターであると思う。同じ経

費をかけるのであれば介護支援等に重きをかけるべき。継続するのであれば

受益者負担や機能の見直し（入浴施設の廃止等）が必要。

高齢者支援課

13 40代 女性

介護が必要になる前の方が、健康維持のために、外出目的、外出先があると

いうのは重要である。少し有料にしてはどうか。かなりのお金がかかるデイ

サービスは、利用できない人もいると思う。

高齢者支援課

14 30代 女性

高齢者の方が前向きに生活する上であった方が良いと思いますが、低価格で

も料金設定があった方が、対象外の世代からの理解も得やすいかと思われま

す。

高齢者支援課

15 80代 男性 受け皿としての施設は必要ではないですか。 高齢者支援課

16 30代 女性

現在は利用したこともなく、想像でしか利用方法がわからないのですが、以

前どこかの自治体で、高齢者が外国人留学生などに日本語を教えるという活

動をしていると聞きました。高齢者との会話はゆっくりで良いそうです。人

の役に立つという面で生き甲斐にもなるそうです。素敵な取り組みだと思い

ました。

高齢者支援課

17 60代 女性 老人福祉センターについてほとんど知らなかったです。 高齢者支援課

18 50代 女性
お年寄りの施設があるようでない。ようするに入居できるかどうかもわから

ない。そういう施設の入居者利用希望の専門ページなどあるといい。
高齢者支援課



19 50代 男性
利用者の減少はコロナの影響が大きいと思います。また宣伝活動も少ないと

思います。詳細を良く検討されることを希望します。
高齢者支援課

ご指摘いただきました利用者の減少については、昨今流行している新型コロ

ナウイルス感染症の影響により、休館及び一部制限付きでの開館などの対応

を行っているため、利用者数が減少している状況です。今後については、感

染症拡大の終息に合わせ、制限を緩和していき、通常通りの運営ができるよ

う努めていきます。宣伝活動については、各施設の指定管理者と協議し、新

規の利用者を含め、広く周知できるよう検討していきます。

20 20代 女性

高齢者への政策も大切なことは重々承知した上で子育て世帯にももう少し手

厚いサポートをして頂きたいです。子育てしやすい我孫子市をさらに発展さ

せて頂きたいです。

高齢者支援課

21 70代 男性

個人的には利用したいと思いませんが、自治体としては維持・活性化が必要

な施設だと思います。地域の高齢者が気軽に利用できるよう、今後も知恵を

絞っていただきたいと思います。まず、namingがよろしくないと思います。

「老人」という言葉を使うのは今の時代は妥当ではないと思います。名は体

を表すので、魅力的なnamingを検討頂くことが案外突破口になるかもしれま

せん。

高齢者支援課

22 40代 女性

利用が少なく老朽化で維持費が掛かるなら廃止はやむを得ない。福祉セン

ターが必要ならば、防災を意識した施設を望みます。貯水槽がある入浴施

設、ソーラーパネル風力発電水力などの自家発電、防災用のトイレ(谷津にあ

るような)、除水機能がある水道など。場所だけの提供で福祉センターは要ら

ないかな。

高齢者支援課

23 60代 男性

少子高齢化の将来を考えると、高齢者の活用は大切なキーワードになるで

しょう。就労支援として現役時代の経験や強みを登録し、必要としている企

業と結ぶようなシステムはいかがでしょうか。収入目当てではなく働き甲斐

や生きがいベースですので企業のコスト負担（人件費）も最小限に抑えられ

るように思えるのですが。また技術や能力の活用ですから、シルバー制度の

ような労務提供とは異なります。

高齢者支援課

日本社会においては、人口の減少が進む中、少子高齢化の進行が進んでお

り、このことにより、生産年齢人口が減少しています。一方で、定年退職後

も元気に働くことを希望する方が増えてきています。

高齢者における就労希望者を支援する機関については、ハローワークやシル

バー人材センターがあります。市といたしましては、シルバー人材センター

の活動を支援していくとともに、ご意見いただいた内容についても検討して

いきます。

24 70代 男性
福祉センターは近くで遠い。もっと周知徹底して広報活動を積極的にして欲

しい。送迎サービスの時刻表はホームページに掲載されてますか？
高齢者支援課



25 20代 女性

老人福祉センターなるもの始めて知りました。同時に維持費の金額にも驚き

ました。アビスタや学校の体育館であいている時間を貸出したら設備投資な

どにお金を使わなくて済むのではないかと思います。

高齢者支援課

老人福祉センターについては、運営費である指定管理料の他にも老朽化のた

め、多額の修繕料が必要になることが見込まれています。

ご意見にあったアビスタや学校の体育館に老人福祉センターの機能を持たせ

ることは難しいと思いますが、今回のｅモニターによる市民の方のご意見を

参考にしながら、老人福祉センターのあり方を検討していきます。

26 40代 女性 このアンケートは高齢者にとった方が良いと思います。 高齢者支援課

27 40代 女性
老人福祉センターもあればいいと思うけど、不便な場所にあると送迎バスと

かの付録も大変。自治会館を週に数回、お茶飲み場にすればいい。
高齢者支援課

28 40代 女性

利用している方がいるのなら即廃止は酷な気がしますが、今後、40代の自分

を含め高齢になっていった時に、その世代がこういった施設を利用したがる

かと言えば否だと思う。個人で様々な趣味と行動範囲を持つ世代に移行して

いくので、利用者が増えていかないのも納得いく。

高齢者支援課

29 30代 女性
施設の維持もお金がかかるかもしれませんが、取り壊しも環境に良くないと

思います。たくさんの方が利用出来る形にしていただきたいです。
高齢者支援課

30 50代 男性

高齢者が増えているのに利用者が減っているのは、提供しているサービスが

ニーズに合っていないからではないでしょうか。ニーズに合うサービスを提

供願います。

高齢者支援課

31 60代 男性

老人福祉センターで何が実施されているのか、まったく認識していないの

で、統廃合すべきかと言われてもわからない。しかし、無くなったものを戻

すのは難しいと思うので、逆に利用者を増やす観点からみたらどうか。

高齢者支援課

32 40代 女性

高齢者福祉は大切ですがバランスが悪いなと感じています。自力で動けるう

ちはなんとでもなると思うのですが・・・それよりも、自力で通院等困難な

人に対しての介助サービスが、少なく高額。訪問医療もいまいち充実せず。

国の施策に則っているのでしょうがそれでは市民に喜ばれる市政にはならな

いですよね。網目からこぼれ落ちて気付かれず、困っているところをこのよ

うなアンケートからすくい上げて改善して下さい。

高齢者支援課

33 50代 男性 民間に任せて市政の財政健全化を望みます。 高齢者支援課

34 30代 女性 老後気軽に行きやすいイベントがあれば参加してみたいと思いました 高齢者支援課

35 70代 男性

老人福祉法に縛られ老人福祉センターの運営は必要かもしれません。コロナ

の影響もあるが集まりにくい状況もあり、使用率が低いようです。何でも相

談室があることを承知の上で個々人に対してきめの細かい相談や支援の方法

の充実をお願い致します。

高齢者支援課

ご承知の通り我孫子市内には5か所のなんでも相談室を設置しております。個

人ごとに相談等の対応させていただいています。相談室と老人福祉センター

が連携を取り、支援の方法の充実ができるようを検討していきます。



36 50代 女性

まだ必要年齢ではなく使用はしていないですが、近隣の方は地域の老人会な

どを利用されています。ただ男性の利用は少なく孤立しがちです。男性が利

用しやすいモノがあるといいと思います、無理のない程度のカーブスのよう

なモノとか。時代劇的なモノの観賞会とか。

高齢者支援課

37 40代 男性

義母はケアマネの紹介で当初から別の施設にお世話になっており両施設につ

いては存じ上げておりませんでした。両施設をご利用者数が減っているのは

悪印象を持たれる原因があると思います。まずは抜き打ちであれシークレッ

トであれ調査された方が良いと思います。

高齢者支援課

現在両施設について、利用人数等の報告を受けています。今後さらに細かい

統計を取り分析を進めていきます。また、定期的に担当職員が両施設の状況

を確認しております。

38 60代 男性 実態に即したサービスをして欲しい 高齢者支援課

39 70代 男性
若者から年寄まで、広く利用できる総合センターがあれば良いかなと思う

が、色々難しいかな？
高齢者支援課

40 70代 女性

老人という固定観念で運営を進めているような気がします。私は友人を声楽

の会をしていますが、ピアノのある部屋が少なく、又料金が高いです。老

後、趣味を持つことは健康につながると思うので近隣センターなどもっと充

実させて頂けたらと思います。

高齢者支援課
数多くの利用者に満足いただける施設となるようご意見を参考にしながら、

老人福祉センターのあり方を検討していきます。

41 80代 女性

高齢者率、それも独居老人がますます増えていく時代に、高齢者対象の施設

を、“経費を考えて”縮小することには賛成できません（より有効な施策があ

れば別ですが）。老人が出かける先を持つことは大事でしょう。「つつじ

荘」が何ができるところかなど、関心を持つ機会がありませんでした。それ

は私の責任ですが、市や施設の広報も足りなかったのでは？運営も市民参加

などで経費節減できないものでしょうか。

高齢者支援課

42 40代 女性
老人福祉センターのことは正直わかりませんが、老人だけを集めるのではな

く子供と交流させるなど幅広い世代で利用すればよいと思います。
高齢者支援課

43 70代 男性

利用者が少ないとのことですが、存在そのものを知らない人が多いのではな

いでしょうか。存続をどうするかという問題の前に、より多く利用してもら

う方策を探るのが先決ではないでしょうか。

高齢者支援課
広報活動については、各施設の指定管理者と協議し、新規の利用者を含め、

広く周知できるよう検討していきます。

44 30代 女性

老人福祉センターを利用する人が減っているのは残念です。お年寄りは運転

も難しいので、なかなか近くにすんでいる人でないと利用しにくいのかもし

れません。また子世代が入れないので見守りにも使いづらいです。子供から

お年寄りまでが自由に使える施設を充実させたほうが、街全体の活性化につ

ながると思うので、温浴施設などで維持費がかかる老人福祉センターは本当

に必要なのかな、と疑問です。

高齢者支援課



45 40代 女性

畳やソファーは、足腰の弱った方には負担なので、床・イス・テーブルへ。

畳の広間は、鏡のあるフローリングの多目的室にすると、ストレッチやダン

スを楽しむこともでき、イス・テーブルを出して使うこともできます。大浴

槽は廃し、複数の広めイス付シャワー個室にすれば、軽度の要介護者のケア

にも使いやすなります。無料の老人福祉機能は残しつつ、多少の利用者負担

を求め多世代が利用できる施設にしていくのはいかがでしょうか？

高齢者支援課
ご回答ありがとうございます。いただいたご意見を参考にしながら、老人福

祉センターのあり方を検討していきます。

46 70代 男性

・老人施設は豪華立派である必要はない。質素で清潔感さえ。老人楽しみ＝

入浴＋食事＋会話。可能な広い大広間。これの活用。食事環境＝自動販売機

活用拡大でメニュー拡大。 

・PR不足。知らない老人も多い。私自身35年住んでも、つつじ荘を知ったの

は数年前。せっかくの良い施設。 

・大型ＴＶモニター映画放送＝今の時代、AMAZON　PRIMEで無限映画可能

＝日本の古い映画。老人喜ぶ。月間スケジュールは紙配布。

高齢者支援課

47 80代 男性

申し訳ありませんが、私は老人施設で何が、何時、そして送迎が行なわれて

いるかを知りません。そのようなことをもう少し、アナウンスメント為てく

れるとありがたいと思います。

高齢者支援課

48 30代 女性

この施設を必要とされている方もいると思うので、すぐ廃止とすることもで

きないと思う。建物自体の規模を縮小したり、維持費が比較的安く済む設備

に変えるなどして、高齢者の方が楽しく過ごせる居場所であったらいいなと

おもいます。

高齢者支援課

49 40代 男性

高齢化が進んでいるのに利用者が減っているということは、「必要の無い施

設」であることは明白。高齢者向けサービスも民間企業の事業として認知が

広まっているのだから、公金を投入する意義や役目はもう終わったのではな

いかと思う

高齢者支援課

50 40代 女性

老朽化していると聞き、安全の確保が必要かと思います。修繕費用もかかる

ので統合がよいが、片方なくなると通うのが遠くなる方がいらっしゃる、そ

こは行くのが億劫になるのかなと心配にもなりました。

高齢者支援課

51 30代 女性
お世話さまです。我孫子市は、高齢者を対象としたデイサービス等の送迎バ

スを良く見掛けますが、公的な施設があることは知りませんでした。
高齢者支援課

52 40代 女性
免許を持ってない高齢者に対して、移動手段をもうちょっと考えてあげてほ

しい。病院のバスは使えますが、行きたいところに行けないため。
高齢者支援課



53 60代 女性

私は、今64才です。が、これらの施設について、全く知識がありません。高

齢者のための施設との事ですが、どのような内容？、内部？、活動？。知ら

ない方々が沢山いて、利用者が少ないのでは？利用してもらうために広報活

動の必要性を感じます。また、魅力的な名称変更も、時代に合わせ必要と思

います。

高齢者支援課
各施設の指定管理者と協議し、新規の利用者を含め、広く周知できるよう検

討していきます。また、施設名称についても検討させていただきます。

54 70代 男性

以前、つつじ荘を利用したが常連客の仕切り者がいて、嫌な思いをした。そ

れ以来行っていない。 入館しずらい施設だった。入浴については、一部地域

の浴場になっている。維持するには有料にするべきだ。

高齢者支援課

55 50代 女性

老人福祉センターが現在どのように活用されているのか、全く知らなくコメ

ントが難しかったです。利用者が減少している理由はなんなのでしょうか？

そこについての記載ないと、若い人は使われていないならいらないと答えて

しまいそうです。民間サービスとの違いなど、もう少し丁寧に説明していた

だきたいです。

高齢者支援課

56 40代 女性

つつじ荘は実家の近くで昔から知っていますが、建物も老朽化していて外か

ら見て暗い印象がします。両親も利用対象の年齢ですが利用していません。

明るくオープンな雰囲気になればいいのになと思います。

高齢者支援課

57 50代 女性

老人福祉センターがどんな施設で、どう利用して良いのか、知らない人(高齢

者も含めて)が多く、せっかくある施設が有効に利用されていないと感じま

す。もっと、広報や地域の回覧板などを活用して利用者を増やしたり、送迎

バスなどについてもお知らせするべきだと感じます。元気にイキイキと過ご

せる高齢者が増えるように、もっと老人福祉センターを活用すべき。また若

い人達との交流なども行い、明るいイメージも必要

高齢者支援課

老人福祉センターについて広く市民の方に知っていただくため、ホームペー

ジや広報などにより周知活動を強化して参ります。また、若い世代の方など

とも交流できるイベントなどについても検討して参ります。

58 30代 女性

老齢人口増なのに施設利用者が減っているのは、単に知られていないだけな

のではないか。綺麗で設備の整った施設を用意できるなら、統合もアリかと

思った。

高齢者支援課

59 50代 女性

我孫子市は比較的小さい自治体という認識です。しかし、地形的に範囲も広

くどこかに何かを建てるといっても結局不公平なように思います。また複数

に分けることによって人件費も増えますし、より経費がかかることになるの

ではないでしょうか。それならば世代を問わず、何か大きなイベントをやる

ならここ！というような立派な施設があった方が良いと思います。

高齢者支援課



60 40代 男性

老人福祉センターの維持管理にこれほどまでに高額の費用がかかっているの

に驚きました。よく利用される方にとっては存続を強く望まれることと思わ

れますが、必要なのは福祉サービスであり、サービスを提供する施設（ハコ

モノ）ではないと思われます。他の施設の借り上げで対応できないのか。福

祉行政の担当職員の方々が、施設の維持管理ではなく、より良い福祉サービ

スの創造に汗を流されることを市民として熱望致します。

高齢者支援課
市民の方のご意見を伺いながら、他の様々な福祉サービスの中で、老人福祉

センターのあり方について検討して参ります。

61 30代 女性

老人福祉センターについては、家族も利用したことがないためわかりません

が、無料にも関わらず利用者が減っているということは、他の民間施設等の

方が魅力的であるのだと思います。膨大な維持費や修繕費がかかるのであれ

ば廃止を検討し、あびバスの拡大や老朽化した市役所の移転や修繕等、他に

も色々充てるべきところがあると思います。

高齢者支援課

62 30代 男性

今回のようなアンケートは勉強になります。ぜひ引き続き、周知活動もして

頂けるといいと思います。また、市の財政問題について、当事者意識がわい

ていいと思います。

高齢者支援課

63 60代 女性
老人施設が近くにあるが、他の施設も一緒だと行きやすくなる。年代も幅広

く交流が出来るようになると思う。
高齢者支援課

これから施設の詳細なデータを収集し、また、市民の方の意見を伺いなが

ら、施設のあり方について検討して参ります。

64 30代 男性

回答者の年齢によっては無関係(サービス利用という観点で)なテーマにも関

わらず、当事者目線での回答を求められるため、意見が偏る気がします。若

者からしたら「老人の施設にお金かけるな」と福祉そのものに対する視点と

なり、年配の人からしたら「必要だからサービスをもっとこう改善してほし

い」といった具体的なサービス改善の視点となる気がします。若者に対して

はそもそもなぜその施設が必要なのかを伝えてほしいです。

高齢者支援課

65 40代 女性

老人という枠組みが、個人差が大きく、時代に合わないと思います。どの世

代にもいえますが、孤立させないことが大切だと思います。老人福祉施設

は、いっそのこと多世代交流を目的に改装し、民間企業を入れてカフェにし

て、ひきこもりがちな人がふらっと寄れるようにしたり、多世代でeスポーツ

ができる場したり、学校にいきづらい子の寄れる場にしたりすればいいのに

と思う次第です。

高齢者支援課



66 40代 女性

福祉センターの維持にはお金がかかるので廃止で良いと思うが、全ての老人

の方が家の近さ、交通の便関係なく利用出来るのであれば公費を使う意味は

あると思う。カラオケ機材のみ市役所で貸し出しし、自治会館や福祉施設で

使えるなど。健康相談や講座もそれぞれの自治会館で依頼し、出張すれば出

来ると思う。高齢の男性は一人になりがちなので、そこを含め一人にならな

いようにする政策は必要。

高齢者支援課

67 30代 女性

世代が上になればなるほど、施設の利用を嫌がる人も多い気がします。私は

まだ大丈夫だから！という言葉をよく聞きます。センターに関しても詳しく

何をするところなのか知らない人が多いのでは。老人や介護などのの言葉を

使わず違う言葉にするなど、施設に対してポジティブなイメージを持っても

らうなども良いかも。

高齢者支援課

68 40代 男性 老人福祉センター単独ではなく他の施設との融合も検討すべきです 高齢者支援課

69 60代 女性
益々、老人社会になっていく。健康寿命を伸ばすことが、社会全体の利益に

なるので、シルバーボランティアの登録、斡旋に力を入れて欲しい。
高齢者支援課

70 40代 女性

老人福祉センターの存在や現状の問題などを知らなかった(まだ対象でないた

め考えたこともなかった)ので、このアンケートで自分含め知るひとが増えた

ことはよかったと思う。例え少数であれ利用者がいるのであれば、その居場

所を取ることに繋がる「廃止」は避けたい。送迎バスが使えるなら「統合」

もありかと。 

eスポーツ企画は良案。スタッフ(操作指導)として学生バイトやボランティア

も見込め、世代間交流にもなるのでは。

高齢者支援課

71 60代 男性

高齢化率が年々高まる中、「老人福祉」の在り方は重要なテーマです。 

今回の２つの「老人福祉センター」のサービスの一部は、近隣センターや高

齢者なんでも相談室などでも行っているものや、社会福祉協議会と重複する

ところもあるように思います。また、民間施設でも行っているサービスは民

間施設の利用も考えて、限られた公費の効果的な使い方を追求して欲しい。

高齢者支援課

72 50代 男性

利用者が60歳以上となっていますが、現在の60歳は基準を設定した時よりも

若く働いている方が通常の世の中となっています。その時代に合わせた施設

に変えていく必要があると考えています。現在、民間の福祉施設もあること

から、例えば、施設の利用年齢を後期高齢者や障害を持っている方にするこ

とや、健康増進や介護予防・生活相談や高齢者の孤立を防ぐことなどを重点

的に取り組み、地域に発信していただければと思います。

高齢者支援課



73 40代 女性

老人保健施設と保育園や幼稚園など隣接していると交流しやすいのでは。施

設で働く若い世代が隣の保育施設を利用できるなど。子ども達の気配や声を

感じながら過ごすのも良いのではないでしょうか。静かに過ごしたい方には

不向きかもしれませんが。大人も子どもも人との交流、世代の違う人との交

流は良い刺激になるかと思います。

高齢者支援課

老人福祉センターにおいても、高齢者と他の年代の方と交流を持てる企画を

実施しております。また、近隣施設や地域と連携を図りながら事業を実施し

て参ります。

74 60代 女性

運営資金があんなにも多くかかっていることに、驚いています。交流出来る

施設の存続は大切だとは思いますが、民間の施設もあるので、それだけの金

額をかけて存続させるより、もっと多くの人たちが、利用できる物を考えて

もいいのでは？と思います。

高齢者支援課

高齢者支援課

現在、コロナウイルス感染症の影響で、施設の利用者数はコロナの影響を受

ける前よりは減少しておりますが、ワクチンの接種が進んだことにより、利

用者数は徐々に増えてきている状況にあります。

これから、施設の詳細なデータを収集し、また、市民の方の意見などを伺い

ながら、施設のあり方を検討して参ります。

教育研究所

令和2年8月下旬より湖北台東小学校に場所を移してから、当室する児童生徒

は増えており、教育研究所とヤング手賀沼の現場が近くなったことで以前よ

りも連携・サポート出来るようになったと考えております。また、令和2年度

にヤング手賀沼の分室の場所として市内数か所の施設を確認し、その中で西

部福祉センターも検討しましたが、通学路の安全確保や近隣の環境等様々な

側面を考慮した結果、けやきプラザ１１階に決定しました。机や椅子の高さ

を調整できない点は承知しています。しかしながら、ヤング手賀沼専用のス

ペースではないため、調整可能な机と椅子を置いておくことはできない状況

ですのでご理解ください。

76 70代 女性

利用者が少ない施設よりも、具体的に高齢者の足としての車や人のサポート

が必要。乗る人が数名のバスの運用は無駄だと思います。市の施設がもう少

し子供のために広く利用できる仕組みを作って、家で遊べない子供達の居場

所が必要です。

高齢者支援課

子ども支援課

77 80代 男性

現在の老人福祉センターを廃止して、体育館の設備などの拡充をお願いした

い。クリーンセンターの余熱を利用した入浴設備、プール、マシンの増設や

各種プログラムなど。老人だけでなく市民の健康増進に力を入れるべきと思

う。

高齢者支援課

文化・スポーツ課

利用希望者が少なく、統合施設で充分対応できるならば、施設をヤング手賀

沼に使用させてもらえないだろうか。不登校のお子さんのための施設が、湖

北東小の中にあると聞き、驚き胸が痛んだ。けやきプラザもあると聞くが、

立地は良いが、週末勉強スペースとして使う子からは机と椅子が悪く、落ち

着かないと聞く。西部福祉センター施設ならば落ち着いて様々な活動ができ

るのではないだろうか。是非ご検討いただきたいです。

女性40代75



78 20代 女性

周囲に対象となる高齢者がいないため、関心がなく施設のことを全く知らな

かったが、維持費や修繕費に8500万円が必要であると知り驚愕した。こう

いった事案を市民アンケートで意見を求めるというのは、実質廃統合の後押

しであると感じる。一市民として、現段階で廃止しても問題はなく、将来的

にも利用することはないと思う。オムツ替え、授乳室、すくすく広場などの

子育て世帯に必要な施設を増設して欲しい。

高齢者支援課

保育課

高齢者支援課
ご回答いただきありがとうございます。今回のご意見を参考にしながら、老

人福祉センターのあり方を検討していきます。

保育課

今後も保育ニーズの需要は続くと思われますが、少子化により就学前児童数

は減少傾向にあるため、現在の施設数で定員確保は可能な状態にあります。

そのため、新たな保育施設の整備予定はございません。

今後、児童数減少による定員割れ等が生じる場合は、利用定員の減員や施設

の有効的な運用等について検討をしていきます。

80 50代 女性
車の増量で台田二丁目と三丁目の六叉路が危険だと思う。学生さんが車の事

故に巻き込まれる前に例えば1通にするなど何か対策をしてほしい。
道路課

現地を確認し、「止まれ」の路面標示が薄くなっていることを確認しまし

た。「止まれ」の路面標示は交通管理者である警察の所管事項になりますの

で、引き直しを警察へ要望します。また、その他の安全対策についても警察

と協議を行います。

81 60代 男性

「手賀沼公園・久寺家線開通に伴う道路形態の変更」（広報あびこ2021/12/

１）について 

◎「公園坂通りを駅側から来た車両は右折できなくなります」については、

駅側から手賀沼公園経由で柏方面に直接行けず、不便や混乱をきたす恐れあ

り。 

○混雑解消のためとはいえ、駅前から手賀沼公園前を直接右折できないのは

納得できない。 

○今後とも市民、公園等の周辺施設利用者の声を聞いて道路形態を設定して

ほしい。

道路課

82 50代 女性 市バスの増便を望みます。 道路課

83 50代 男性
我孫子市全体的に、小中学校の通学路の整備して欲しいです。車を運転して

いても怖いし、見ていても怖いです。

道路課

学校教育課

79 30代 男性

行政サービスとして自治体に求められる施設の一つであると考える。しか

し，当市は近年急速に子どもの保育園入園が難しくなっている。待機児童０

であるが，我孫子地区の子どもが天王台地区の保育園へ通わせ，その後に都

心へ通勤するといったケースも聞く。まずは保育施設の拡充を行い，若い世

代の転入増を目指す。３，４０年後には保育施設を高齢者向けに作り替える

といった方法を所管部署の垣根を超え，横断的に検討してはどうか。



84 70代 男性

前回、スクールゾーンの件で、「問１６　自由記述欄」の「番号７３」で

「警察に確認」とか「学校教育課へ連絡せよ」とかまさに「タライマワシ」

をされたように感じました。我孫子の道路でランドセルを背負った子供たち

が、他のどこかの市のように車に轢かれて死なないように具体的に恒久的な

施策をして下さいとお願いしたつもりなのですが・・・。本件に対する回答

は具体的な施策で拝見しますので文字では要りません。

学校教育課

85 80代 男性
前にも書きましたが、市のあらゆるプロジェクトの基盤になる我孫子市のDX

戦略の構築が不可欠です。
情報政策課

我孫子市のＤＸは、現在見直し作業中の「我孫子市情報化推進基本方針」及

び、国の示す「自治体ＤＸ推進計画」を基に推進していきます。

86 80代 男性

私も後期高齢者となり、身体の移動がだんだん不自由になってきます、 

通信通話使用改善の為にも、我孫子市の何処でも、安い料金でwifi使用出来る

と、助かります。これらの環境は、若い世代、起業家をも、呼び寄せるかと

思っています。

情報政策課

我孫子市では、観光振興や防災を目的として公衆無線ＬＡＮを導入してきま

した。今年度においても近隣センターの内、７館に新たに整備を進めていま

す。今後も市民ニーズ等を考慮しながら公衆無線ＬＡＮの整備について検討

していきます。

87 20代 女性

自転車のマナーが悪い。免許や罰金を課すべき。歩きタバコをするやつがい

る。ほとんど老人の男性。車で信号のない横断歩道があっても止まらない、

住宅街では徐行しないでスピードを出す。一度、取締を不定期にしてほし

い。

市民安全課

健康づくり支援課

1.感染症防止策を講じた上で、検診を実施することが望ましいとする厚生労

働省の通知を受け、単位時間当たりの受付人数を制限し、３密を回避するこ

とでコロナウイルス感染症拡大を防止するものです。なお、令和３年度は受

診希望者全員が受診可能となるよう日程を設定しており受診を制限するもの

ではありません。引き続き市ホームページ・広報あびこ等で情報を発信して

まいります。

市民安全課

2.我孫子市の震度計測については、市役所本庁舎の敷地内に設置している

「千葉県震度情報ネットワークシステム」の震度計により行っています。こ

の震度計は、千葉県が気象庁の震度計設置環境基準に基づき調査を行い設置

したものです。また、震度計は県において定期的に点検を行っています。地

震が発生した場合には、各震度計の情報がオンラインで千葉県庁のサーバー

に送られ、さらに気象庁や消防庁に配信します。気象庁は、この情報を基に

テレビ・ラジオ等の報道機関やホームページ等を通じて、地震速報として公

表します。地震の際は、地盤や家屋の状況により揺れの感じ方は異なります

ので、被害程度の状況により、対策の行動をとっていただきますようお願い

いたします。

１.前回アンケート74. 今年度肺がん集団検診の申込方法の変更の回答で、ー

コロナ感染症拡大防止の為、受付人員を制限して実施しているーと記載され

ていましたが。コロナ渦でも特定健診推奨の観点からおかしいと思います

が。

２.地震発生の際、我孫子市の震度が近隣市町と比較して大抵低いのはどうし

てですか。地震計設置場所の変更等も含め、再検討されたらいかがでしょう

か。

男性70代88



89 60代 男性
地方公共団体によるマンション管理適正化推進計画の策定は任意となってい

ますが、我孫子市では策定の予定はありますか。
建築住宅課

マンション管理適正化推進計画の策定については、現時点では未定となって

います。なお、今後は、市内分譲マンションの実態把握のため、アンケート

調査の実施を検討しています。

90 50代 男性

今回の事以外でも、我孫子の街事態に活気がなくなっているのかと思いま

す。湖北駅のまわりを考えてみてください。我孫子に住んで、20年以上にな

りますが、店がなくなっていき、寂しくなっています。エスパもです。この

世の中、新しい物を造るのは大変ですが、流山市のように、交通インフラの

整備をJR東日本に強く要望して、人の流れをつくっていく必要があると思い

ます。難しいと思いますが、やっていく価値はあると思います。

企画課

市では毎年、千葉県や沿線自治体と協力して、JR東日本に対し要望活動を

行っています。要望内容としては、成田線の増発や常磐線との接続改善な

ど、利用者の利便性向上に係ることや輸送力の強化について要望していま

す。今後も、成田線及び常磐線の活性化と利便性の向上、輸送力の強化につ

いて、粘り強く要望していきます。

91 40代 女性 ゆうゆう公園のトイレの水が流れないので、流れるようにしてほしい。 公園緑地課

利根川ゆうゆう公園のトイレは、水を流すためにペダルを踏む簡易方式の水

洗になっています。水の流れないトイレは、これまでに何度も修繕を行って

きましたが、ここにきて修繕不能となってしまいました。現在、3箇所のトイ

レが使用禁止となっていますので、次年度以降から順次更新していく予定で

す。ご不便をお掛けしますが、ご理解、ご協力をお願いします。

92 40代 男性 GIGAスクール構想について。 指導課

93 40代 女性

いつも思うが、市からの返答に心がない。「やってます。こういうのがあり

ます。」じゃなくて、やってるはずなのに意見が出たのはどうしてなのかと

か、きちんと考えたうえで返答していただきたい。

秘書広報課

いただいた意見に対しては、各課でしっかりと検討した上で返答しておりま

すが、今後はなぜ意見があったのかも含め回答をするようにしていきます。

なお、市のみで解決できる問題でない場合、時間や費用がかかる場合にはす

ぐに対応できないこともありますので、ご承知ください。

94 60代 男性

市長の活動が全く目に見えていません。市長がどのような主義主張の持ち主

なのか?　長くやっているとマンネリ化するし、初心を失います。柏市長もマ

ンネリを避けリタイヤしました。我が後輩の星野さんにも、もうそろそろリ

タイヤしてもらいたい。

担当課なし


