
問１５ 自由記述欄

市政に関するご意見やご感想（64件）

番号 年代 性別 ご意見・ご感想 担当課 回答

1
40

代

男

性

我孫子産の農産物は、価格、量、品質がいずれも中途半端だと感

じます。たくさん買うと安くなるとか、珍しい野菜や穀物がある

とか特徴があればぜひ買いたいと思います。

農政課

貴重なご意見ありがとうございます。お客様からいただくニーズ

に応えられるよう「あびこん」の運営を行う指定管理者と検討を

重ねていきたいと思います。また、あびこんの出荷登録農家に対

し、珍しい野菜等のニーズがあることを伝えて農産物の充実を

図っていきたいと思います。

2
50

代

男

性

我孫子市産の農産物は、鮮度が良くて、コストパフォーマンスも

良く、魅力的ですが、近所では、わくわく広場やマルエツ等でし

か常時購入出来ないため、残念です。直売所等、もっと常時購入

出来る場所が増えて欲しいです。

農政課

貴重なご意見ありがとうございます。市民の皆様が我孫子産農産

物をもっと手に取りやすくなるよう、農家が個人で行っている直

売所等を積極的にＰＲしていくとともに、地元農産物が購入でき

るインショップの増加に向けた取り組みを検討していきます。な

お、市民と農家、市が一体となって運営を行う「あびこ型「地産

地消」推進協議会」では、市内の我孫子産農産物を購入できる直

売所の場所を示した「あびこ農産物直売所マップ」を公開してお

りますのでご参考までリンクをご紹介させていただきます。

https://abiko-chisan.com/farm

3
40

代

女

性

オーガニック野菜をより市民の手に取りやすくするよう、販売方

 法を見直して欲しい。農薬を多く使うことは手賀沼にも良くない

という事実を周知するべきと思う。

農政課

貴重なご意見ありがとうございます。我孫子市ではオーガニック

野菜にあたる有機ＪＡＳ認証を取得されている農業者は確認され

ていませんが、あびこんでは、出荷農家に農産物の栽培履歴の提

出を義務付けており、化学合成農薬や化学肥料の使用を県の慣行

栽培基準の半分以下に減らした「ちばエコ農産物」を数多く取り

扱っています。これからも環境にやさしい農業の普及・促進に向

けて、市民への周知とともに農業者の支援に努めていきます。



4
70

代

男

性

あびこんの運営にもう少し努力と工夫（商品の品揃え・レイアウ

ト）が必要と感じます。
農政課

貴重なご意見ありがとうございます。地元産農産物の品揃え・レ

イアウト等につきましては、指定管理者と検討し充実させていき

ます。また、農業拠点施設がさらに魅力的な施設になるよう他直

売所の優良事例等を研究していきたいと思います。

5
40

代

女

性

水の館でもうちょっと150円～350円位の低価格のコーヒーやお茶

が気軽に楽しめるカフェスペース、あびこんで買ったお弁当が食

べられるフリースペースがあってもいいと思う。（２Fとかス

 ペースありませんか？今はコロナだから実現不可ですが）米舞亭

はあの値段ならばもうちょっと食材を魅せる工夫が必要だと思

 う。５回位は利用したが、料理に小バエが2度入っていた。水の

館は駐車場があるし、景色が良く、飲食関係はやり方によって収

益に出やすい。その場で利用できるイートインのアイデアを拡充

するとあびこんにももっと活気が出ると思うし、向かいの柏の道

の駅にも対抗できると思う。

農政課

このたびはお客様がお召し上がりになられた料理の中に異物が混

入していたとのことで、ご気分を損なう点がありましたこと謹ん

でお詫び申し上げます。異物混入はあってはならないことですの

で、米舞亭の運営を行う指定管理者に細心の注意を払うよう指導

させていただきます。

米舞亭については４月にリニューアルを行い、メニューの見直し

や店内のレイアウトなどの変更を行いました。また、米舞亭を気

軽にご利用していただけるようコーヒーは１杯２００円で提供さ

せていただいております。

飲食スペースにつきましては、２階のフリースペースや３階の市

民活動スペースをご利用いただけます。（※5月18日現在、新型

コロナウイルス感染拡大防止のため、令和2年6月30日まではご利

用いただけません。）貴重なご意見ありがとうございました。

6
60

代

女

性

我孫子市の農産は何か物足りず、種類が少ない。市が率先して、

 市民と農家の理解できる交流会を春、秋にイベントを欲しい。
農政課

貴重なご意見ありがとうございます。地元産農産物の品揃えにつ

きましては、指定管理者と検討し充実させていきます。また、水

の館では「農業まつり」や「ちびっこ餅つき大会」など農家と消

費者が交流を行うイベントを毎年実施しています。市民と農家、

市が一体となって運営を行う「あびこ型「地産地消」推進協議

会」では、夏と冬に農家さんの畑で行う「採って食べよう」とい

う収穫体験イベントを実施しています。ぜひご参加いただければ

と思います。



7
70

代

男

性

柏市との隣接区域に住んでいるが、地元農産物については近隣市

町村と連携した方がいいと思う。農家の利益を考えると難しいの

かもしれないが、消費者も含め市民の共通の利益という観点で市

 政を担っていただきたい。

農政課

貴重なご意見ありがとうございます。市は手賀沼周辺エリアを盛

り上げていくためにも、近隣市町村との連携は必要不可欠と考え

ています。柏市とは農地が隣接しており、また「農業拠点施設

（あびこん）」と「道の駅しょうなん」が手賀沼を挟んで近接し

ていることから、今後も柏市との意見交換や情報交換を定期的に

行っていきます。

8
40

代

女

性

子供に農家さんが作った食べ物と言う過程を教えたいけど、どう

やって教えたらよいですか？
農政課

実際に見て、触れるのが１番わかりやすいと思います。収穫体験

に参加していただくのはいかがでしょうか。市民と農家、市が一

体となって運営する「あびこ型「地産地消」推進協議会」では、

「採って食べよう」というイベントを年２回開催しています。本

イベントは、市内農家さんの畑で、収穫を体験していただき、そ

の場で採った野菜を調理して食べるというもので、毎回多くの方

にご参加いただいています。夏と秋に実施していますので、ぜひ

ご参加いただければと思います。（今年度については、新型コロ

ナウイルスの状況によっては中止する可能性がございます。）

なお、「採って食べよう」の様子は同協議会のホームページに掲

載されています。

https://abiko-chisan.com/interactive



9
30

代

男

性
我孫子産 千葉産 もっとアピールが必要かと思います。 農政課

貴重なご意見ありがとうございます。市では、今年度から環境保

全型農業を広く推進するため我孫子市独自でエコ農産物認証を行

う「あびこエコ農産物認証制度」の運用を開始しました。この制

度では、消費者の方々が我孫子産の化学合成農薬や化学肥料の使

用を通常より減らしたエコ農産物を一目でわかるように、「手賀

沼のうなきちさん」デザインの「あびこエコ農産物認証シール」

を商品に貼付し、我孫子市産の農産物が安全・安心であることを

広くアピールすることを目的としています。なお、あびこエコ農

産物が実際に店頭に並ぶのは夏以降と思われますが、これらのエ

コ農産物を中心に環境にやさしい農業と合わせて我孫子市産、千

葉県産をアピールしていきたいと考えています。

10
80

代

男

性

我孫子市の商業の発展無くして街の発展はありえない。地産地消

で我孫子の農業を応援する事がたいせつ
農政課

貴重なご意見ありがとうございます。市は、農業を重要な産業で

あると考えています。今後も農業者をしっかりと支援するととも

に、地産地消の推進から街の発展に繋げていけるような施策を

行っていきたいと思います。

11
40

代

女

性

あびこんより、わくわく広場のほうが種類や量も豊富。また反対

側の柏市の道の駅のほうが野菜売り場も食事処も広くて美味し

い、アイスもある。犬も連れて行けてゆったり出来る。

農政課

貴重なご意見ありがとうございます。農産物の種類や量について

ですが、ご意見を参考にさせていただき、あびこんが魅力ある農

産物直売所となるよう指定管理者と検討していきます。

ソフトクリームの販売ですが、米舞亭店内で販売しておりますの

でご利用いただけたら幸いです。また、愛犬を連れられた方にも

利用していただけるよう、オープンデッキから見える位置にドッ

グポール２基を設置しました。引き続きお客様のご期待に沿える

よう改善に努めていきますので、今後ともあびこん及び米舞亭を

ご利用いただけますようよろしくお願いいたします。



12
30

代

女

性

農薬の使用や肥料の使用が、将来どの様な影響を及ぼすか、正し

い情報を発信していただきたいです。
農政課

貴重なご意見ありがとうございます。我孫子市では、環境にやさ

しい農業を推進するため、化学合成農薬や化学肥料の使用を県の

慣行栽培基準より削減した「ちばエコ農産物」を含んだ「あびこ

エコ農産物」の普及に取り組んでいます。エコ農業の普及・定着

には、消費者の理解が必要不可欠となりますので、エコ農産物の

存在やエコ農業の必要性等を、農業者だけでなく消費者に向けた

情報発信に取り組んでまいります。

13
60

代

男

性

食は安全第一でお願いします。我孫子市の地産地消は経済優先で

活動しているように思えます。
農政課

貴重なご意見ありがとうございます。我孫子市は、化学合成農薬

や化学肥料を県の慣行栽培基準の半分以下に減らした「ちばエコ

農産物」の認証件数が東葛地域内の８割を占めています。さらに

「あびこん」に出荷する地元産農産物については出荷農家に栽培

履歴の提出を義務付けています。市内農業者の食に対する安全・

安心の意識は、近隣市町村と比べて高い水準にあると認識してい

ます。消費者の皆様が安全・安心な農産物を手に取っていただけ

るよう、今後も環境にやさしい農業の普及・促進に努めていきま

す。

14
30

代

女

性
広報で、市内産の旬の野菜や果物を紹介して欲しい。 農政課

貴重なご意見ありがとうございます。「広報あびこ」での市内産

の旬な農産物の紹介については、市内産農産物をＰＲする場とし

て、とても良い考えなので検討させていただきます。また農業拠

点施設の指定管理者が作成する「あびこ農産物直売所あびこん」

のホームページには「旬彩カレンダー」という地元農産物の旬を

まとめた表が掲載されていますので、ご参考までリンクをご紹介

させていただきます。https://www.abiko831.jp/旬菜カレンダー/



15
80

代

男

性
我孫子の物産が広く購買されるように、頑張って下さい。 農政課

心強いお言葉をいただきありがとうございます。あびこんでは、

我孫子市産農産物のほか、「市内商業者の商品」、「福祉作業所

の商品」、「我孫子市ふるさと産品」など数多くの商品を取り

扱っています。また「あびこん」以外でも市内外の人に我孫子の

物産を多く手に取ってもらえるよう、関係各課と連携し販売促進

に努めていきます。

16
30

代

女

性

 我孫子の特産物（野菜）はあるのでしょうか？印西市や柏市の野

菜は道の駅やスーパーの農産物コーナーに並んでいるのをよく見

 かけますが。。。私の場合は、特別我孫子市の野菜だからといっ

て購入するわけではなく『近隣地域の野菜』を選んでいます。

農政課

我孫子市産に限定せず地域の農産物を購入されているという貴重

なご意見をいただきありがとうございます。市の農業の特徴は、

農家さんが１年を通し数十品目の農産物を少量ごとに作る「少量

多品目」となります。現状では、お米やトマトの栽培は多いもの

の特産物とまで呼べる農産物はありませんが、季節ごとに様々な

農産物を農家さんごとに楽しむことができます。

他市の販売所にも我孫子産農産物が充実されるよう市内農業者と

連携していきます。

17
30

代

女

性

地産地消が望ましいが、どうしてもスーパーで安い産地のものを

選んでしまう。
農政課

貴重なご意見ありがとうございます。地産地消の必要性は理解し

つつも価格で選択するというのは多くの消費者の皆様の正直な気

持ちだと認識しています。「あびこん」の農産物の価格につきま

しては、生産者が販売価格を提示し、農産物直売所で品質や形状

などの一定の基準を設けて価格を決めています。ご理解いただけ

ますようお願いいたします。また、味や品質に関しては、収穫か

ら店頭に並ぶまでの時間が短い分、新鮮で良好なものが多いで

す。さらに、化学合成農薬や化学肥料を県の慣行栽培基準の半分

以下に減らした「ちばエコ農産物」を多く取り扱っていますの

で、市としては価格以上の魅力が伝わるよう付加価値のＰＲにも

努めていきます。



18
40

代

女

性

地産地消はいいと思いますが、高いものが多い。スーパーの方が

 県外の物が安くて新鮮な時がある。
農政課

貴重なご意見ありがとうございます。農産物の価格につきまして

は、生産者が販売価格を提示し、農産物直売所で品質や形状など

の一定の基準を設けて価格を決めています。ご理解いただけます

ようお願いいたします。また、味や品質に関しては、収穫から店

頭に並ぶまでの時間が短い分、新鮮で良好なものが多いです。さ

らに、化学合成農薬や化学肥料を県の慣行栽培基準の半分以下に

減らした「ちばエコ農産物」を多く取り扱っていますので、市と

しては価格以上の魅力が伝わるよう付加価値のＰＲにも努めてい

きます。

19
30

代

女

性

 ・特に米は、あびこんで精米日の新しい物を買う。特に夏場は、

 少量を選びこまめに買いに行く。

 ・野菜は、わくわく広場が出展者が多いので豊富。選べる。特に

枝豆、時期をずらして作っているのか⾧い期間購入できることが

 魅力。

 ・タマゴ、どうしても値段で買ってしまう。

・あびこんの弁当・惣菜では赤飯にアンコの入ったおにぎりが好

きです。

農政課

あびこんをご利用いただき誠にありがとうございます。赤飯にア

ンコが入った商品は地元農家さんの手作りアイデア商品です。嬉

しい感想があったことを当該農家さんに伝えさせていただきま

す。また「あびこん」の地元産農産物の品揃えにつきましては、

指定管理者と検討し充実を図っていきます。

20
50

代

女

性

以前から、できるだけ農薬を使わない、安全なお野菜を作るよう

にされていた農家さんはたくさんいました。新鮮な、栄養価の高

いものをお安く買える我孫子はとても幸せな場所だと思っていま

した。都内でこんな新鮮なものは買えませんでしたから。今、農

家の方の高齢化で、除草剤も蜜蜂が減るようなものもあります。

種子法の廃止も影響があると思います。ホットスポットになって

しまって不安はまだありますが、無農薬で、美味しい品種を作っ

てもらえたら、新鮮なものが手に入るそして自然豊かな我孫子に

住んでいることは、とても素敵なことです。どうか良さを守り、

より高めて欲しいと願っています。

農政課

貴重なご意見ありがとうございます。化学合成農薬や化学肥料を

県の慣行栽培基準の半分以下に減らした「ちばエコ農産物」の認

証件数が我孫子市は東葛地域内の８割を占めており、あびこ農産

物直売所あびこんに出荷する地元産農産物については、出荷農家

に栽培履歴の提出を義務付けています。また市内農業者の安全・

安心に対する意識は、近隣市町村と比べて高い水準にあると認識

しています。今後も生産者と連携しながら環境保全型農業の普

及・促進を図り、環境にやさしい農業に取り組んでまいります。



21
30

代

女

性

我孫子市は農産物が豊かだと思いますが、柏のかぶのように有名

なものはないイメージです。もっと我孫子の農産物がしれわたれ

ばいいなと思います。

農政課

貴重なご意見ありがとうございます。市の農業は、農家さんが１

年を通し数十品目の農産物を少量ごとに作る「少量多品目」とい

う特徴があります。現状では、お米やトマトの栽培は多いもの

の、特産物とまで呼べる農産物ができにくい環境にあるのです

が、季節ごとに我孫子市産の様々な農産物を農家さんごとに楽し

むことができる特徴があります。また農産物のＰＲについては、

交流イベントやＳＮＳを通して継続してＰＲを図っていきます。

22
30

代

女

性

以前白山地区にあびこんがあったときにはよく利用していたが、

遠くなったためあまり直売所へいくことが少なくなりました。市

内の野菜マップなどが市民にも簡単に見られると嬉しいです。

農政課

貴重なご意見ありがとうございます。あびこんが水の館に移転し

ご不便をおかけいたしまして申し訳ございません。我孫子市の農

業は、各農家さんが１年を通して数十品目の農産物を少量ごとに

作る「少量多品目」という特徴を持つことから、どのエリアでど

の野菜が作られているというような野菜マップの作成は難しいと

ころです。市内の我孫子産農産物を購入できる直売所の場所を示

した「あびこ農産物直売所マップ」については、市民と農家、市

が一体となって運営するあびこ型「地産地消」推進協議会のホー

ムページに公開しておりますのでご参考までリンクをご紹介させ

ていただきます。

https://abiko-chisan.com/farm

23
40

代

女

性

子どもたちに安全なものを食べてもらうため、手賀沼の浄化のた

めにもネオニコチノイド系農薬使用量の削減を呼び掛けてほし

い。

農政課

貴重なご意見ありがとうございます。ネオニコチノイド系農薬を

含む登録農薬については、適正に使用すれば安全基準を満たして

いることを農薬指導を行う千葉県に確認しておりますが、今後も

生産者と連携しながら環境保全型農業の普及・促進を図り、環境

にやさしい農業に取り組んでまいります。また農薬適正使用につ

いては、研修会の開催や農薬安全使用リーフレットの配布など継

続して市内全農業者の意識向上に努めていきます。



24
30

代

女

性
あびこんの野菜大好きです！新鮮で旬がわかりうれしいです！！ 農政課

いつもご利用いただき誠にありがとうございます。今後もお客様

にご満足いただける旬な地元産農産物の充実・提供に努めていき

ます。「あびこ農産物直売所あびこん」のホームページに「旬彩

カレンダー」という地元農産物の旬をまとめた表が掲載されてい

ますので、ご参考までリンクをご紹介させていただきます。

https://www.abiko831.jp/旬菜カレンダー/

今後ともあびこんのご利用をよろしくお願いいたします。

25
40

代

女

性

同じ野菜でも、農家さんがスーパーに持ち込んでいる野菜の方が

遠方の産地のものより高い場合もあり、地消地産を考えていて

も、同じ価格かそれ以下でないと、購入意欲が湧かない気がしま

す。新鮮だとは思いますが、今の時代は遠方からの物もそんなに

日にちは経っていないと思うので難しいです。

農政課

貴重なご意見ありがとうございます。直売所やスーパー内の地元

農産物の価格につきましては、生産者が販売価格を提示し、品質

や形状などの一定の基準を設けて価格を決めています。ご理解い

ただけますようお願いいたします。味や品質に関しては、収穫か

ら店頭に並ぶまでの時間が短い分、新鮮で良好なものが多いで

す。さらに、化学合成農薬や化学肥料を県の慣行栽培基準の半分

以下に減らした「ちばエコ農産物」も数多く販売しております。

市としては地産地消の推進に向けて購入意欲が湧くような付加価

値のＰＲに努めていきます。

26
40

代

男

性

コロナの対応で大変なことと思いますが、引き続き頑張って下さ

い。土日だけでも良いので、けやきプラザの1Fやアビスタの1Fに

臨時の農産物直売所があれば買う方はいると思いますし、市内の

農産品のアピールになると思います。

農政課

心強いお言葉をいただきありがとうございます。「あびこん」が

整備される前は「アビスタ横広場」や「けやきプラザ前」で即売

会を行っていましたが「あびこん」が整備されたことから現在は

行われていません。駅前での販売については、近隣の商業者（八

百屋）への影響もあることから体制が構築できるようになりまし

たら、改めて実施していきたいと考えます。



27
60

代

女

性

あびこんが遠くに移転してからほとんど利用しなくなりました。

もとの店跡は空のままです。支店として復活してくれたらうれし

いです。

農政課

移転の件ではご不便をお掛けして申し訳ございません。店跡地に

ついては、観光資源である手賀沼に接する地区であることから、

観光振興に向けて有効に活用していただける事業者を選考してい

るところです。「あびこん」の支店については、現時点での計画

はありません。現店舗もご利用していただけるよう、商品の充実

やサービスの改善に努めていきますのでよろしくお願いいたしま

す。

28
40

代

女

性

若手の農家さんも多く安全でおいしい地場お野菜が食べられると

ころが我孫子市に住んでいて良かったと思うところのひとつで

す。農業祭りのような農家さんにとって励みになるイベントがあ

ることは生産者の支えにもなっていてよい取り組みだと思いま

す。

農政課

貴重なご意見ありがとうございます。あびこ農産物直売所あびこ

んを中心とする農業拠点施設では、地産地消の推進に向けて、地

元農産物の販売や情報発信と同様に、「農業まつり」のようなイ

ベントを通し、市民の皆様と農家さんの交流機会を増やしていく

ことも大切な施策の１つだと考えています。今後も安全・安心な

地元産農産物と魅力あるイベントや販売促進企画を農業拠点施設

を運営する指定管理者と検討していきます。

29
50

代

男

性
我孫子産の特色や良さがアピールできていないのでは？ 農政課

貴重なご意見ありがとうございます。市では、今年度から環境保

全型農業を広く推進するため我孫子市独自でエコ農産物認証を行

う「あびこエコ農産物認証制度」の運用を開始しました。この制

度では、消費者の方々が我孫子産の化学合成農薬や化学肥料の使

用を通常より減らしたエコ農産物と一目でわかるように「手賀沼

のうなきちさん」デザインの「あびこエコ農産物認証シール」を

商品に貼付し、我孫子市産の農産物が安全・安心であることを広

くアピールすることを目的としています。これらのエコ農産物を

中心に環境にやさしい農業と合わせて我孫子産農産物を積極的に

アピールしていきたいと考えています。



農政課

貴重なご意見ありがとうございます。市では、農業者が積極的に

6次産業化に取り組んでいただけるよう施設整備などに充てる補

助金等の支援を行っています。また、農産物のブランド化につい

ては、今年度から消費者の方が化学合成農薬や化学肥料の使用を

通常より減らしたエコ農産物とわかりやすくするため、「手賀沼

のうなきちさん」デザインの「あびこエコ農産物認証シール」を

商品に貼付する市独自の「あびこエコ農産物認証制度」の運用を

開始しました。あびこエコ農産物が実際に店頭に並ぶのは夏以降

と思われますが、今後も環境にやさしい安全・安心な農産物が栽

培されていることを広くＰＲしていきたいと思います。

秘書広報課

ご指摘の通り、問７・問８に「無い」という選択肢をつけるべき

であったと思います。次回以降はそのようなことがないよう注意

してまいります。今後ともご協力お願いいたします。

農産物直売所あびこんだけが、地産地消の場ではない。本気で考

えるなら様々な施策を設けるべき。ブランド化、６次産業化な

ど。そうでなければ地産地消のメリットが消費者には感じられ

 ず、税金の無駄と考える。設問が設計ミスではないか？問７や問

８に「無い」が無いので回答が提出できなかったので、意味の無

い回答を今回した。このアンケートとしては無効で成立しないと

 考える。毎回、こういうアンケートに設計ミスが多すぎる。テス

トしてほしい。

男

性

40

代
30



健康づくり支援

課

貴重なご意見ありがとうございます。レシピの提供は、実践につ

ながりやすいため、様々な場所で行っていきたいと考えておりま

すが、現在、広報あびこに定期的にレシピを掲載することは紙面

の空きスペースの関係上、難しい状況です。現在は、イベント等

でのレシピ配布や、食育だよりでの掲載が中心となっています。

今後も様々な方法で情報提供していきたいと考えていますのでご

理解いただければと思いますす。

農政課

貴重なご意見ありがとうございます。農産物の価格につきまして

は、生産者が販売価格を提示し、農産物直売所で品質や形状など

の一定の基準を設けて価格を決めています。ご理解いただけます

ようお願いいたします。また、味や品質に関しては、収穫から店

頭に並ぶまでの時間が短い分、新鮮で良好なものが多いです。さ

らに化学合成農薬や化学肥料の使用を県の慣行栽培基準の半分以

下に減らしたエコ農産物を多く取り扱っていますので、そうした

付加価値のＰＲに努めていきます。

32
30

代

男

性

子どもたちへの食育はしっかりと行うことが望ましいと考えてい

ます。親世代の働き方も変わってきているタイミングですし、い

ろいろなことを試してみてもいいと思います。

健康づくり支援課

ご意見ありがとうございます。子どもたちへの食育は、保育園や

学校ごとに計画立てて実施しています。また、給食をとおしてマ

ナーや旬、行事食などを伝えています。保護者の方へも給食だよ

りや食育だより等をとおして食に関する情報をお伝えしていま

す。今後も他課と連携をとりながら、生活スタイルに合わせた食

に関する情報提供や、啓発方法を考えていきます。

33
70

代

男

性

食育便りを見たことがないので、資料を見てみたい。どこにおい

てあるのか教えて欲しい。
健康づくり支援課

食育だよりは、保健センター、市民課窓口、各行政サービスセン

ター、アビスタ、各近隣センター、市民体育館、子育て支援施

設、あびこんに設置する他、市内公立保育園、一部私立保育園、

市内小中学校で配布しています。また、ホームページに公開して

おりますのでぜひご覧ください。

http://www.city.abiko.chiba.jp/kenko/kenkou/hoken_center/sh

okuiku/syokuikudayori.html

 月二回の我孫子市広報に健康に関するレシピをのせてほしい。水

の館の農産物の価格が決して安いと思わないので、価格の検討を

お願いしたい。

女

性

60

代
31



34
80

代

女

性

 市政への意見ではなく自省ですが。健康の源は「食」とは考えて

いましたが、こうして問われてみると、自分がいかに無到着・無

知であったかと痛感しました。遅ればせながらこれを機会に食や

栄養について学び、考えます。

健康づくり支援課
ありがとうございます。解説にも栄養や食に関する情報を掲載し

ますので、ご覧ください。

35
40

代

男

性
 松戸の保健所がパンク。我孫子市としてもサポートが必要

健康づくり支援

課

相談窓口の設置、ＰＣＲ検査、外来・入院できる医療機関の調整

は、保健所を含めた県が役割を担っております。

保健所から市へ要請があった場合には、協力してまいりますの

で、ご理解ください。

36
40

代

男

性

市の小学校給食について地元食材を使用したメニュー作りなど

様々な工夫が見られます。その一方で、我孫子市内のある幼稚園

では給食室を完備し、小学校以上のレベルの給食を提供している

ところがあります。私立の幼稚園と公立小学校では運営母体に違

いがありますが幼保小の連続教育を考慮すると、食育の観点から

も小学校給食の予算をもう少し増やしても良いかと思います。近

隣市からは「我孫子の給食ハンパない。」とSNSでツイートさ

れ、「給食食べたいから学校行きたい」と市内全児童から言って

もらえるレベルを目指して欲しいです。

学校教育課

学校給食の実施に当たっては、法律に基づき、市が人件費や施設

などの経費を負担し、保護者は食材費、いわゆる学校給食費を負

担することになっています。今年度から学校給食費は１食当たり

10円の値上げを行いました。当市は全校自校方式を採用し、各校

に配置された栄養士が児童生徒の立場に立つきめ細かく安全でお

いしい給食の提供に尽力しています。今後も学校給食予算の拡充

に努めるとともに、子どもたちに喜ばれ食育にも繋がる献立の工

夫を行い学校給食の充実に取り組んでまいります。



商業観光課

ご意見ありがとうございます。市独自の事業者向け支援策とし

て、売上が減少していても国の持続化給付金や千葉県中小企業再

建支援金の対象とならない市内に事業所を有する法人及び個人事

業主に対して10万円を交付し、さらに、市内に事業所を賃借して

いる場合や市内に複数の事務所を賃借している場合には、それぞ

れ10万円を加算して、最大30万円を交付する我孫子市事業継続支

援金を5月18日から実施しています。

また、新たな支援策についても市内商業者と検討を進めていま

す。

子ども支援課
我孫子市独自の給付金として、児童扶養手当受給者に対する臨時

給付金の支給を検討しています。

健康づくり支援

課

マスクの配布については、現在、千葉県内へ国からの布マスクの

配布が進められています。また、市の備蓄しているマスクは、医

療機関、学校、介護や障害の事業所などに施設内の感染予防を目

的に配布を行っております。市の備蓄数には限りがあることか

ら、市民へのマスク配布の予定はありません。ご理解いただきま

すようお願い申し上げます。

市独自の給付金や児童手当、マスクの配布などやってほしい。
男

性

30

代
37



40

代
38

我孫子市結婚相談所「あびこいハート」の登録会員は、令和2年3

月末現在、男性155人（内市内在住在勤者：66人）、女性77人

（市内在住在勤者：23人）で合計232人となっています。登録会

員の年代としては、30代から50代前半までが中心です。当会は、

登録制で年齢制限は付けていませんが、結婚を意識し、相談所を

必要とする方もこの年代の方々だと認識しております。

当会では、そのような年代で、生活環境や職場環境などの影響で

出会いがなく、チャンスを逃してしまう方に出会いの場を提供し

ていきたいと考えておりますので、ご指摘のありました高校生や

大学生へＰＲは実施しておりません。

しかしながら、まだ「あびこいハート」の存在を知らない若い方

も多いため、近年では、若い方へのＰＲや、20代～30代の方を対

象にした婚活イベントも行っています。昨年度開催したイベント

では結婚された方もおります。今後は更にＰＲの幅を広げ、市役

所のイベントでのチラシの配布や広報でのＰＲを実施するととも

に、企業と協働したイベントを開催し、出会いの場の提供や若い

世代の会員の確保に努めたいと思います。

なお、市内の未婚者数に関しては、平成27年に行われた国勢調査

による数字が最新になります。その数字と「あびこいハート」の

市内会員数の年代別統計は以下のとおりです。

子ども支援課

あびこいハートの登録人数は、市内の独身者の何割かを、年齢別

及び男女別に示して欲しい。本気で出生率を上げたいなら20代か

ら30代の未婚女性の結婚数を増やすべきであるが、ライフスタイ

ルや結婚像に応じた働きかけが出来らていないのではと懸念して

いる。市内の大学生や新社会人に対して、また成人式において、

あびこいハートに登録するようアピールできているのか？ 高校

生には18歳になったら是非登録するように働きかけて欲しい。

男

性

 男 女 
市内未婚者数 
（H27.10.1 現在） 

市内会員数 
（R2.3.31 現在） 

市内未婚者数 
（H27.10.1 現在） 

市内会員数 
（R2.3.31 現在） 

15～19 歳 3,241 0 2,990 0 
20～29 歳 4,751 0 4,285 0 
30～39 歳 3,204 21 2,299 12 
40～49 歳 2,953 35 1,777 11 
50～59 歳 1,338 9 750 0 
60 歳以上 962 1 866 0 

計 16,449 66 12,967 23 

 



39
30

代

女

性

4歳児と一緒に支援センターに月１回療育で通っているが、天王

台駅に迎えに来るバスが家から遠くて、０歳児もいるので、正直

すごく大変です。ひまわり園に通っている時は自宅近くまで来て

もらえていたので、家か幼稚園近く(幼稚園後そのまま行くので)

までお願いしたいです。それが無理なら我孫子駅か北柏駅まで迎

えに来てほしい。１歳から発達がゆっくりなため、通園している

が、最近は行き帰りが大変で、療育をやめたくなることも多々あ

るためです。

こども発達セン

ター

こども発達センターの送迎バスは、ひまわり園をご利用の方の送

迎を中心に運営しています。ひまわり園送迎以外の空いている時

間に、外来療育をご利用する方に対する駅までの送迎を行ってお

ります。以前は湖北駅までの送迎でしたが、成田線の本数が少な

いことやご利用する方の居住地が我孫子市の西の地域に多いこと

をふまえ、現在は天王台駅までの送迎を増やしました。ひまわり

園送迎の空き時間という限られた時間のため、⾧い距離の運行は

厳しく、また、財政上、車両を増やすことも難しい状況です。我

孫子駅までの送迎につきましては、今後のひまわり園の送迎状況

や療育時間の状況等を考慮しながら、検討していきたいと思いま

す。

40
40

代

女

性

コロナの感染状況について、ホームページの更新速度が遅かった

と思います。日々変わっていく状況なので、大変かとは存じます

がタイムリーに更新して頂けるとありがたいです。

秘書広報課

感染状況の公表は、保健所を所管する地方自治体で行うことに

なっており、保健所を所管していない我孫子市で感染者が確認さ

れた場合は、千葉県が公表することとなっています。このため、

市のホームページは県の公表を基に作成しています。公表後は速

やかに市のホームページを更新するよう対応していきます。

41
80

代

男

性

アンケートもパブリックコメントも決まっているから実施してい

 るようで、本当に市民からの意見をとりあげようとしてはいませ

ん。

秘書広報課

アンケートやパブリックコメントは、それぞれの実施要綱に基づ

き、適切に実施させていただいております。なお、いただいた意

見については、今後の市政の参考とさせていただいております。

昨年度実施したパブリックコメントにおいても、皆様からいただ

いた意見によって、実施内容を修正している施策もあります。

42
50

代

女

性

 いつもご苦労様です。小さい子供がいない家庭への謝礼がミニSL

チケットだとつかえないので今後お子さんがいない家庭でのアン

ケートが減ってしまうのではないかと心配です。

秘書広報課

日頃よりeモニターアンケートにご協力いただきありがとうござ

います。アンケートの謝礼につきましては、ミニSL無料乗車券と

それ以外のものを選択制にすることを検討しております。引き続

きご協力お願いいたします。



43
40

代

男

性

本アンケートの謝礼がslの無料券が送付されてきても子供たちは

乗らない年齢になったため、今後はクオカード等にしていただき

たい。

秘書広報課

eモニターアンケートの謝礼につきましては、ミニSL無料乗車券

とそれ以外のものを選択制にすることを検討しております。引き

続きご協力お願いいたします。

44
70

代

男

性

 生ゴミの収集でルールが守られずにカラス被害にあっています。

福岡市は夜間に収集してカラス被害もなく回収時の道路渋滞もな

 くまた防犯上も効果的で旨く運用できているそうですが当市でも

同じような対応は出来ないものでしょうか。

クリーンセンター

福岡市では、深刻化する交通渋滞を避けるため夜間収集に移行し

た経緯があり、カラスによる被害の削減や防犯パトロールを兼ね

た効果があります。その反面、夜間収集は人件費の増加や騒音の

問題があります。

福岡市では、燃えるゴミをはじめ空きびんやペットボトルなどの

資源の回収も有料で、市民は相応の費用を負担しています。

我孫子市では、深刻な交通渋滞がないこと。収集経費の増加に対

応できないことから、夜間収集は考えていません。

頻繁にカラスの被害にあう場合や、ごみ排出のルールが守られて

いない等の問題がある場合は、集積所を管理する自治会や町会な

どの資源回収登録団体や賃貸の共同住宅を管理する不動産管理会

社へご相談ください。集積所を管理する方からの相談は、クリー

ンセンターで随時受け付けています。

45
60

代

男

性

 マンションのスラム化防止政策の拡充

 １．マンションの組合費を払えなくなった人への対応

２．マンションの相続時の登記漏れによる所有者不明発生の防止

 策

3. マンションの所有権の制限についての啓発（健全な家計の維

 持が必須であることなど）

 ４．マンションの終末期計画策定についての啓発

建築住宅課

市では、マンションの管理組合や居住者の方々が抱えている様々

な問題を解決するための支援として、国家資格であるマンション

管理士を講師にお招きし、マンション問題個別相談会を年３回、

マンション管理セミナーを年２回開催しています。また、マン

ション管理組合から要請があった場合には、マンション管理士を

マンションに派遣し、直接相談ができるマンション管理アドバイ

ザー派遣を実施しています。マンションは、多数の方が居住、所

有をしていることから様々な問題があり、それらの解決には総会

などでみなさまで話し合うことが必要で重要であると考えますの

で、先に紹介しました制度を活用いただき問題解決に向けた話し

合いの一助にしていただければ幸いと考えます。



46
70

代

男

性

手賀沼周辺の整備をもっと進めて欲しい。緑地拡大。遊歩道の整

備、サイクリングロードの整備等等。
公園緑地課

手賀沼周辺の整備については、手賀沼の魅力向上を図る上で重要

な課題だと考えています。遊歩道の整備は、木の根上りによって

生じる凹凸部などの危険個所の修繕を主に実施しています。ま

た、緑地の拡大やサイクリングロードの整備については、手賀沼

の南側には、県道我孫子流山自転車道と手賀沼ふれあい緑道が整

備されておりますが、北側の我孫子市内には十分な用地や整備が

されていないため、幹線道路の歩道や遊歩道の活用により整備す

るものと考えています。

47
40

代

女

性

 うんていのある公園が少ないので、うんていを設置してほしい。

我孫子市栄の花水木公園にある柵(ブロック、水道付近)が一部倒

れているので直してほしい。

公園緑地課

市内の公園に設置してある遊具等の多くは、設置から年月が経過

しており、修理等の指摘を多く受けるため、現状では安全に利用

いただけるよう修理等を優先して行っています。そのため、新た

にうんてい等の遊具を設置することは難しい状況ですが、今後開

発等により公園の新設がされる場合は、うんてい等の遊具の設置

を協議調整していきます。また、栄花水木公園の柵については、

５月８日に修繕しました。

48
60

代

女

性

コロナウィルスで自粛の合間に手賀沼遊歩道の散策をするように

なりましたが自転車が通ると危険を感じます。道幅が狭いので歩

いたり走ったりの通行にして欲しいなと時々思います。今は遊歩

道の隣の道路を歩いていますが景色がなくて残念です。

公園緑地課

遊歩道の自転車通行については、なるべくふれあい道路の通行を

していただけるように、誘導看板を設置しました。また、遊歩道

の狭い部分においても、路面表示をし注意を促しています。



道路課
防草対策については、引き続き適切に維持管理を行って参りま

す。

高齢者支援課

認知症を正しく理解し、地域で認知症の方とその家族を支え、

「支援の輪」を広げることを目的に、認知症サポーター養成講座

を開催しています。今年度から、認知症でひとり歩きする高齢者

が行方不明となった際に、認知症高齢者の安全の確保や家族の精

神的負担を軽減するため、身元確認用QRコードのついた高齢者等

見守りシールを導入し配布を行います。今後も引き続き認知症に

やさしいまちを目指すとともに見守り体制の充実に取り組んでい

きます。

50
70

代

男

性

コロナの影響で市内のこども食堂はほとんど閉鎖されていると聞

きますが、市では困窮している家族への支援・対応は具体的にど

うされていますか。

社会福祉課

食材提供の情報提供として５月１日に児童扶養手当受給世帯に

「とうかつ草の根フードバンク」のパンフレットを同封し食材提

供に関する情報提供を行いました。また、各子ども食堂で食材の

提供が必要な世帯の把握があった際には、ボランティア市民活動

相談窓口てとりあや社会福祉課へ連絡をいただくようになってお

り、その世帯に食材をお渡しできるよう準備がなされています。

51
80

代

男

性
我孫子駅から手賀沼公園への道路、はやく完成させてほしい。

交通課

都市計画課

事業中の手賀沼公園・久寺家線については、残り1件となる事業

用地の取得が完了したことから、今年度下半期から工事に着手

し、令和３年度末の完成を目途に整備を進めます。また、公園坂

通りについては、歩行者を主体とした、"歩きたくなる道”となる

ような整備の検討を進め、手賀沼公園・久寺家線の開通後に順次

整備を進めていきたいと考えています。

52
50

代

女

性

  （道路状況）例えば見えづらいミラーやここにミラーつけて欲し

 いとかここは一方通行にしたほうがいいとかを意見を言えるとこ

ろがわかりません

道路課

カーブミラーについてのお問い合わせは道路課で受け付けていま

す。一方通行を含む交通規制に関しては、警察が窓口になりま

す。

ふれあい広場から後田橋までの土手に防草対策がされて、とても

 歩きやすくなりました。ありがとうございます。認知症の方の対

策として、靴に情報を記載した目印となるシールを貼る、という

 取り組みを他の自治体でしていると記事で読みました。我孫子市

でも行方不明の方の防災案内がありますが、特徴だけではなかな

か判断つきにくいので、目印をつけるといった取り組みをしては

どうでしょうか。

女

性

30

代
49



53
30

代

女

性

小中学校の休校など決めるのが遅い。仕事があるので調整が大変

なので 早めに決めてほしい。
指導課

休校等の判断につきましては、市の対策本部会議にて、国や県の

方針のもとに、市内をはじめ、近隣市の状況等を考慮しつつ行っ

ております。できる限り迅速な判断に努めて参ります。

54
40

代

女

性

コロナ対策での休校を機に、子どもたちの「学びを止めない」た

めの取り組みに関心を持ちました。我孫子市の小中学校の先生方

は、家庭学習課題を作成したり、家庭訪問や電話連絡を行ったり

と尽力されていると聞いています。しかしそれに加え、オンライ

ン授業など、現状のリソースだけでは実現の難しいことも、市民

総がかりで検討し、できる限り早く実現できないものだろうかと

思いました。6月には学校が再開することを願いますが、コロナ

対策は⾧期戦ともいわれています。今回直面した課題について、

学校関係者だけでなく市民も一緒になって検討し、今後の対策に

つなげられるような仕組みがあるとよいと思いました。

指導課

ご提案ありがとうございます。現時点では6月に学校再開の予定

となっており、それに向けて対応を進めているところです。一方

で、今後また感染の広がり等により、休校が求められることも視

野に入れ、対策を検討しております。子どもたちの学びの保障が

できるよう、保護者、地域の皆様のご協力、また市の学びの資源

の活用等を視野に入れ、取り組んで参りたいと思います。

55
70

代

男

性

昨年の台風やコロナ事案において行政や議会のSpeed感、責任感

のない対応に呆れている。市民にすべからく自助の気持ちで公助

を期待せず情報を探し頑張れと言うのに納得していない。議会で

元市民生活部⾧はやってもないことをやってると繰り返し詭弁を

ろうしこの公助なしなし自助でとのおごった姿勢を議員から諌め

られたが全く反省の姿勢も見せず市民は怒り心頭だ。情報隠蔽体

質は変わらず市民は何が起きてるかわからなく不安でしょうがな

い。４期目星野市⾧の能力、Leadership不足は明らかだ責任は大

きい。ただいま我孫子１３万余名は嵐の中で右往左往する漂流船

だこのままでは難破船だ。許し難い。

市民安全課
市では今後も災害対応や新型コロナウイルス感染症対策など、市

民の安全・安心に向けた取り組みを進めていきます。



56
40

代

女

性

つくし野1丁目の町内を通り抜けする車が多くて、子供が遊んで

いて危ない。通り抜け禁止、などを表示してもらいたいときはど

うしたら良いですか?

市民安全課

公道での規制の伴う道路標識や道路標示等は、千葉県公安委員会

（千葉県警察本部）が所管し、設置および維持管理をしておりま

すので、窓口である我孫子警察署にご相談いただくようお願いい

たします。

なお、日常的に町内を通り抜ける車両に速度規制や一時停止規制

等の違反があるようであれば、取締り等の強化を我孫子警察署に

ご相談されることも必要と思われます。

57
40

代

女

性

毎日防災あびこよりコロナウイルスの自粛要請のメールが届きま

すが、全く同じ文面で最初しか読んでいないし意味が無いの無駄

だと思います。

ギガ制限のある方や自宅にWi-Fiが無い方、そういうのを知らない

お年寄りには通信料もかかってしまいます。どうせメールを送る

なら、コロナに関する情報や防止策など市民が興味のあるメール

を送るべきだと思います。

市民安全課

市からの防災無線情報のメールサービスは、防災行政無線で放送

される情報をそのまま文面にして送信しているものです。新型コ

ロナウイルスの感染拡大防止のため、放送のアナウンスをできる

だけ聞き取りやすい内容とし、基本的な対策となる外出の自粛及

び咳エチケットの徹底等を繰り返し放送することが、注意喚起と

して有効と考えております。

市民安全課
悪質な運転者に対しては、所轄の我孫子警察署に指導、警告、取

締り等の強化を要請していきます。

議会事務局

議員定数については、平成３０年に「２４人」を「２２人」に減

数をする条例案を公聴会も開いたうえで審議をした経緯がありま

す。結果、条例案は否決され現在の定数は２４人です（議員定数

の検討経過は市議会ホームページに掲載しています）。参考に近

隣市の議員定数は、松戸市４４人、野田市２８人、柏市３６人、

流山市２８人、鎌ヶ谷市２４人となっています。いただいたご意

見につきましては、議会構成について協議する議会運営委員会に

報告します。

59
40

代

男

性

コロナ禍で、ままならないことが多い中、きちんと仕事されてい

る職員の皆様に敬意を表します。
総務課 ありがとうございます。引き続き迅速に対応してまいります。

60
50

代

女

性
大変な時期ですが、お身体に気を付けて頑張ってください。 総務課

ありがとうございます。引き続き、職員の安全確保・健康管理に

努めてまいります。

 信号機のない横断歩道で止まる車が皆無。議員を最低でも今の半

分に減らし、財源を確保してほしい。

女

性

20

代
58



61
30

代

女

性

コロナウイルスで大変な中、市民のために働いて下さりありがと

うございます。
総務課 ありがとうございます。引き続き迅速に対応してまいります。

62
60

代

女

性

5/2日本経済新聞夕刊６面【ホビー人国記】に我孫子市の取り組

みが、紹介されていました。また、NHKTVでも、コロナ対策の一

貫として新しい職員の採用が有った旨、放送が有りました。様々

に【活動】が分かり、我孫子市に誇りが持てます。

総務課

ありがとうございます。引き続き、社会情勢に見合う雇用の確保

に努めてまいります。

63
70

代

男

性
頻繁に、除草剤を撒く休耕地を取り締まって欲しい。

農業委員会

農政課

農薬取締法に基づき農薬の適正使用を周知するとともに、休耕地

や耕作放棄地については、適切な管理と有効活用するよう指導し

ていきます。

64
70

代

男

性

体育館の補修工事を行動自粛期間にやれなかったですね。工事で

体育館が⾧期間使えないのは苦しいです。
文化・スポーツ課

我孫子市民体育館大規模改修工事については、「令和２年７月末

～令和３年２月末」までを予定しています。ご迷惑をおかけしま

すが、ご理解とご協力を宜しくお願いいたします。


