
問１１　自由記述欄

（１）市政に関するご意見やご感想（１１９件）

番号 年代 性別 ご意見・ご感想 担当課 回答

1
30

代

女

性
商業施設を充実させてほしい。柏や印西に行かないとなあ。遠い

商業観光課

企業立地推進

課

ご意見ありがとうございます。

大きな商業施設は、都市計画において建てられる地域が指定され

ており、我孫子市の場合は各駅の周辺をはじめとするエリアに設

定されていますが、駅周辺の土地はすでに利用されており、大き

な商業施設を誘致できる用地がない現状です。そのため、現在我

孫子市では、新たな商業用地の創出に向けた検討を進めていま

す。事業が実現されるまでには、都市計画の変更や国・県との調

整など、時間がかかりますが、みなさんが住みやすいまちとなる

よう努めていきます。

2
30

代

男

性

国道356号線や旧若松通りなど休日の渋滞がひどい。

道路拡張は現実的ではないので、信号の切り替えタイミング等の

システム側で渋滞解消を目指してほしい。

市民安全課

交通課

警察により青信号の時間は自動車の通行量によって場所ごとに調

整されてはいます。我孫子警察署に渋滞緩和の対応を要請してい

きます。

3
30

代

女

性

保育園も増えたり、子育てイベントも増えたりしていますが、子

連れでゆっくり連れていけるようなお店が増えたり、子供用に対

応してくれるお店が増えたりするといいなと思います。

商業観光課

ご意見ありがとうございます。

大きな商業施設は、都市計画において建てられる地域が指定され

ており、我孫子市の場合は各駅の周辺をはじめとするエリアに設

定されていますが、駅周辺の土地はすでに利用されており、大き

な商業施設を誘致できる用地がない現状です。そのため、現在我

孫子市では、新たな商業用地の創出に向けた検討を進めていま

す。事業が実現されるまでには、都市計画の変更や国・県との調

整など、時間がかかりますが、お子さま連れが利用しやすいお店

を含め様々な店舗の充実に努めていきます。

4
40

代

女

性

あびバスをもっと利用したいが、本数が少な過ぎて子供が時間に

合わせづらい。運転の高齢化危惧もあるので増やすべきだと思い

ます。

交通課

あびバスは、全線が市の負担によって運行されており、市の限り

ある財源の中では市の負担増が伴う増便を行うことはできませ

ん。今後、利用者が増え運賃収入のみで運営できるようになれば

増便を検討していきます。
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5
20

代

女

性

赤信号にもかかわらず、止まらずに車が進む箇所あり。交通の取

締を徹底して欲しい。
市民安全課

悪質な運転者に対しては、所轄の警察に指導、警告、取締り等の

強化を要請していきます。

6
40

代

女

性

安全な街にしてほしいです。子供を守ること。防犯対策。不審者

対策。通学路に危険はないか。
市民安全課

年５回の市内一斉パトロール、新小学１年生を対象にした誘拐防

止教室の開催等、我孫子市防犯協議会と連携し、子どもを犯罪等

の被害から守るため活動を支援を行っています。

また、通学路の安全点検は、教育委員会の我孫子市通学路交通安

全対策プログラムに基づき、毎年度、関係機関による合同点検を

実施しています。

保育課
子育て支援施設をご利用いただきありがとうございます。これか

らも皆さんに愛される施設であることを心がけていきます。

生涯学習課

公民館では、小・中学生を対象に、日常、家庭や学校でできない

実験・工作・調理等の学び体験を通して、夢や希望を広げられる

場として、年間１６回程度の体験型の講座「アビコでなんでも学

び隊」を実施しています。

毎年５月～６月頃、学校を通じて年間予定表を全児童に配布して

いるほか、広報あびこ、市HPでもお知らせしています。

また、親子で参加できる１回完結の講座も複数実施しています。

実施時期に合わせて、広報あびこ等でお知らせしています。

ご参加お待ちしています。

子育て支援施設に子供達が小さい頃お世話になりました。小学生

になると様々な体験学習ができると広報を見て知りました。楽し

みです！！

女

性

30

代
7
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商業観光課

企業立地推進

課

ご意見ありがとうございます。

現在、手賀沼沿いの我孫子新田地区については、手賀沼観光施設

誘導方針に基づき、観光施設や飲食店などの出店は可能となって

います。また、同地区内にある農産物直売所アンテナショップ跡

地についても、民間事業者による活用を予定しており、市内外か

らの来訪客の増加による手賀沼沿いの賑わい創出を目指していま

す。

なお、大きな商業施設は、都市計画において建てられる地域が指

定されており、我孫子市の場合は各駅の周辺をはじめとするエリ

アに設定されていますが、駅周辺の土地はすでに利用されてお

り、大きな商業施設を誘致できる用地がない現状です。そのた

め、現在我孫子市では、新たな商業用地の創出に向けた検討を進

めています。事業を実現されるまでには、都市計画の変更や国・

県との調整など、時間がかかりますが、みなさんが住みやすいま

ちとなるよう努めていきます。

公園緑地課

手賀沼公園にオープンカフェを設置することを目的として、今年

度サウンディング型市場調査を実施します。調査結果を踏まえ、

来年度を目途に手賀沼公園にオープンカフェを設置運営する業者

を公募により選定する予定となっています。

商業観光課

企業立地推進

課

ご意見ありがとうございます。

レジャー施設については、都市計画により建てられる地域が指定

されており、現時点においては、市内にすこし大きめのレジャー

施設を新たに建てられる用地は確保されていない状況です。すぐ

に実現するのが難しい問題ではありますが、みなさんが住みやす

いまちとなるよう努めていきます。

市民安全課

頂いたご意見は、我孫子警察署にお伝えいたします。今後も、我

孫子警察署と協力・連携しながら犯罪のない安全で安心なまちづ

くりを進めていきます。

昔ディズニーが建設されたかもと言う話があったのならすこし大

きめのレジャー施設が欲しいと思います。

あと我孫子警察について、税金で給与が払われている以上はきち

んとして欲しいです

女

性

50

代
9

柏や印西に大きな商業施設があってよく利用してるけど、我孫子

になぜ何もないの？ヨーカ堂しかないわよねぇ。と常々思う。

手賀沼沿いにジョイフル本田など誘致したら、我孫子の人口も増

えていいと思う。手賀沼にカフェを誘致したり(柏ふるさと公園の

ように)手賀沼の汚いボート屋を排除して欲しい。

女

性

40

代
8
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総務課

この度は、市民の皆様に多大なご迷惑をおかけし、深くお詫び申

し上げます。現在、「我孫子市公金横領等再発防止検討委員会」

において、今回の不祥事の原因を究明し、今後同じような不祥事

を起こさないための方策を検討しており、８月までに報告書を作

成する予定でおります。今後は、全職員で再発防止に取り組み、

市民の皆様から信頼を一日でも早く回復できるよう全力で尽くし

て行きます。

企画課
[我孫子」が市内外の方から選ばれるまちとなるよう、引き続き、

さまざまな事業に取り組んでいきます。

公園緑地課

我孫子市の公園は設置してから30年から40年が経過し、施設の老

朽化が課題となっています。老朽化した遊具の更新を行っていま

すが、新たに遊具を設置することは財政的に難しい状況です。設

置してある遊具を修繕しながら、長い期間利用できるよう管理し

ていきますのでご理解願います。

道路課

現在、整備を進めている手賀沼公園久寺家線の完了に伴い、公園

坂通りの交通量を減少させ、歩行者が安全に通行できる道路の整

備を関係機関と検討していきます。

公園は多いが大体がブランコがなく、どこも違いがなさすぎる。

数はあるのだから、それぞれ特色のある公園になると、日によっ

て場所を変えたりして楽しめると思う。

また、一番広い手賀沼公園までの道が狭く、道の選択肢も少な

い。

女

性

30

代
11

不祥事が多い信頼していた教育委員会関連にも起きている刑事事

案でありながらなあなあで処置し市民には何が問題だだったかわ

からないこの繰り返しだ、ゆるんでる。このまま我孫子市民であ

ることがBestかどうか他市との比較の中で選択ができると分かっ

てますか？

男

性

60

代
10
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交通課
我孫子駅ホームエレベーターについては、現在、整備に向けた設

計を実施しています。

子ども支援課

子ども医療費助成受給券は、千葉県内の医療機関で受診した保険

適用医療費を対象としています。現在、市のHPでは小児救急病院

として、茨城県取手市にあるJAとりで総合医療センターを掲載し

ているため、多くの方が救急の際に利用しています。茨城県の医

療機関では、子ども医療費助成受給券が使えず償還払いとなるた

め、申請から2か月の審査期間の後に申請者の口座へ還付していま

す。なお、救急病院として、HPには名戸ヶ谷あびこ病院も掲載さ

れており、こちらでは子ども医療費助成受給券を使用することが

できます。しかし、名戸ヶ谷あびこ病院では、小児科医が常駐し

ているわけではなく、オンコールでの対応であるため、小児救急

ではJAとりで総合医療センターを選択する方が多いのが実情で

す。

13
30

代

男

性

どれくらい先を見据えるかですが、子育て世代を市に迎え入れた

いと考えているのであれば、もっといろいろと出来ることはある

と思います。是非ご検討をお願いします。

企画課

現在進めている総合計画策定においては、若い世代の方の意見を

より多く聴くための機会を設けています。また、総合計画審議会

の委員に大学生が４名、子育て世代の方が２名います。皆さまと

忌憚のない意見交換を行いながら、若い世代の方にとって魅力あ

るまちづくりについて、検討していきます。

我孫子駅のホームに降りるエレベーター設置を希望。

小児医療の救急をJAとりでに依頼しているので、医療費の償還払

いが負担 入院費など高額な支払いなど全て返ってくるまで、半年

以上かかる。

小児医療の充実を希望する。

女

性

40

代
12
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子ども支援課

市では「我孫子市子ども総合計画」を策定し、お母さんの妊娠・

出産からお子さんが18歳になるまで、切れ目ない様々な支援を

行っています。現在、令和２年度から５年間を期間とする「第４

次計画」を策定中です。これからも、我孫子のすべての子どもた

ちと子育て家庭が、住んで良かったと実感できるまちになること

をめざしていきます。

公園緑地課

手賀沼公園をはじめ、気象台記念公園、高野山桃山公園、利根川

ゆうゆう公園など特色ある公園を整備してきましたが、旧市街地

で公園が不足しているなど公園の配置バランスに課題があると認

識しています。旧市街地では既に住宅が密集しているため公園用

地を確保することが難しい状況です。

保育課

令和元年10月1日より、幼児教育・保育の無償化を予定していま

す。

生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、幼児教

育の負担軽減を図る少子化対策の観点などを踏まえ実施されま

す。

無償化の対象となるのは、幼稚園、保育園、認定こども園などを

利用する3歳から5歳児クラスの子ども、0歳から2歳児クラスまで

の住民税非課税世帯の子ども、幼稚園に満3歳児入園した子ども、

就学前の児童発達支援等を利用する子どもです。

ホームページの中の「幼児教育・保育の無償化について」（「あ

びこで子育て」、「保育園・幼稚園」という情報サイト内）に

は、詳細なご案内等を掲載しております。ご参考ください。

15
60

代

男

性

市議会で原発稼働、辺野古基地建設に反対する態度を表明するこ

と。
議会事務局

市政に対する要望については、請願・陳情による方法がありま

す。詳しくは市ホームページ内の市議会のページ「請願・陳情の

提出方法」をご覧ください。

保育園、幼稚園、小学生までの手厚い優遇政策。各地区での公園

などの充実。共稼ぎの子供たちの集会所。
男

性

70

代
14
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16
50

代

男

性

我孫子全体で感じます。歩行者・歩道、歩道橋の整備を充実して

欲しいと思う。
道路課

歩道等を整備することで、通行の安全性は向上すると考えていま

すが、整備するためには新たな道路用地の確保などの課題があり

ます。

道路課

歩道等を整備することで、通行の安全性は向上すると考えていま

すが、整備するためには新たな道路用地の確保などの課題があり

ます。

財政課

ご意見ありがとうございます。

徴収体制の強化や徴収方法の見直しなどにより、歳入の根幹をな

す市税のより一層の確保を図るとともに、公金徴収一元化の取り

組みやふるさと納税制度の活用を促進するなど、歳入の確保に努

めます。

企業立地推進

課

我孫子市は平成２５年度に企業立地推進課を創設し、新たな企業

が進出しやすい環境の整備や起業の支援など、産業振興に努め、

働く場所の創出に取り組んでいます。今後も新たな企業が立地し

やすい環境整備を進めるとともに、誘致活動にも取り組んでいき

ます。

歩道の整備など車、自転車、歩行者が安心できる道路にして欲し

い。

また、柏市と比べると全般的に施設が古いので、新しくする為に

も企業誘致など税収を増やして欲しいです。

さらに我孫子駅だけズバ抜けて古く使いにくいです。

男

性

40

代
17

7



公園緑地課

我孫子市の公園の殆どが設置してから30年～40年が経過して、設

置当時は苗木だった樹木も大きくなり木陰が出来ている公園も多

くあります。開発などで設置間もない公園ですと木陰を期待する

のが難しいと思います。また、施設の老朽化も課題となってお

り、老朽化した遊具の更新を行っていますが、新たに遊具や四阿

（あずまや）などの施設を設置することは財政的に難しい状況で

す。日除けテントや日傘をお持ちになってご利用いただければと

思います。

秘書広報課

市では、メール配信の他にツイッターやフェイスブックでイベン

トや旬な情報を発信していますので、ぜひご覧ください。ライン

での配信も効果的な発信方法だと考えています。今後、活用方法

などについて検討したいと思います。

19
70

代

男

性

成田線沿線の高齢化、少子化の対策を早急に進めること。成田線

の利便性の向上が最優先課題と考えます。
企画課

市では、若い世代の方が東側に住宅を購入した際の補助制度を設

け、定住化を促進しています。

また、成田線の利便性の向上を目的に、毎年、ＪＲ東日本に対

し、要望活動を行っています。要望活動の結果、夜の時間帯の常

磐線から成田線への乗り継ぎ時間の短縮など実施されています。

引き続き、ＪＲ東日本に対し、要望活動を行っていきます。

20
30

代

女

性
市内に遊具のある公園が充実してくれたら嬉しいです。 公園緑地課

我孫子市の公園は設置してから30年から40年が経過し、施設の老

朽化が課題となっています。老朽化した遊具の更新を行っていま

すが、新たに遊具を設置することは財政的に難しい状況です。設

置してある遊具を修繕しながら、長い期間利用できるよう管理し

ていきますのでご理解願います。

小さな子供を連れて公園に行くのですが、日陰が欲しいです。テ

ントとは言わないが、東屋など、日陰になれる場所があれば親も

子も夏の熱中症から身を防げるかなと思います。

今、我孫子市のメールを登録していますが、ラインでの我孫子市

の情報連絡もこれからやっていただけたらもっと身近に助かりま

す。

女

性

30

代
18

8



道路課

国道356号の鈴木屋から消防署の歩道を広くすることで、通行の

安全性は向上すると考えていますが、整備するためには新たな道

路用地の確保などの課題があります。

手賀沼課

　老朽化により不衛生で遊ぶことができなかった手賀沼親水広場

のじゃぶじゃぶ池は、7月20日(土)より利用開始となります(10月

14日(月・祝)まで水遊びできるよう、水を消毒しています)。

　新しいじゃぶじゃぶ池は、回遊路やベンチ、パラソルを設置

し、池の周囲で過ごしやすく、保護者の方も見守りやすくなって

おります。新たに階段も設置し、駐車場からのアクセスがとても

便利になりましたので、ぜひお越しください。

都市計画課

　我孫子市では商業、工業、住宅の地域をコンパクトに配置する

とともに、インフラ整備や区画整理などにより、まちづくりを進

めてきました。

　今後は、人口減少・少子高齢化など社会情勢の変化に対応した

まちづくりに取り組んでいきます。

都市計画課

道路課

公園坂通りについては、現在整備中の手賀沼公園・久寺家線の整

備状況を見据えて、シンボルロードとして「歩きたくなる道」の

コンセプトのもと、整備後のイメージを広く市民と共有し、歩行

者に配慮したまちづくりという視点からも道路整備を検討してい

きます。

整形外科や小児科など病院がもう少しあったらいいです。

356号の鈴木屋から消防署の歩道を広くして下さい。

親水公園の水遊び場、完成楽しみにしてます。

女

性

40

代
21

「街づくり」が出来ていない

例：公園坂の道路形態

男

性

80

代
22

9



クリーンセン

ター

ゴミ当番については、自治会等の団体で決めていただくことにな

ります。また、自治会に配布している「自治会便利帳」の中でご

高齢のため当番が困難な方に配慮していただくよう明記していま

すので、自治会等の中で話し合っていただきたいと考えます。

子ども支援課

子育て世代の皆さんの交流を図ることは、子育ての孤立化を図る意味でも重

要なことと認識しています。

　市では様々な子育て支援施策を行っていますが、市内４カ所に公立の子育

て支援施設があります。乳幼児を子育て中の親子が遊びながら交流を持てる

場所です。子育て・子育ちの楽しさを発見できる場として子育ての相談、イ

ベント、講習会、情報提供なども実施しています。地域の方々とも連携を取

り子育て支援の和を広げます。

　また、公民館では「のびのび親子学級」（２歳から３歳の入園前の親子が

一緒なって楽しみ、子育ての輪を広げる学級）や「家庭教育学級」（小学校1

年生の保護者を対象に、学校の枠を越え、さまざまな講義や体験を通して交

流を深めていく学級）を開催し、子育て世代の交流の場を設けています。

 　なお、市内小学校に設置してある「あびっ子クラブ」では、多くのシニア

世代の方が「サポーター」としてご登録いただいています。囲碁や将棋、お

箏やグラウンドゴルフなどシニア世代の方が得意としているものを小学生に

教え、異世代の交流を深めています。

周りはお年寄りだけの世帯も多く、ゴミ当番など困っていること

が多いように感じます。

子育て世代、シニア世代の交流ができたり、

お互いのニーズをマッチさせられる機会があればいいと思いま

す。

女

性

30

代
23

10



24
30

代

男

性

我孫子駅南口の街路樹の周りにあるロープはどういう見通しでさ

れているのでしょうか。先日、ロープで遊び内側に入っている小

学生を注意する年配の方を見ました。自然保護の観点はわかりま

すし、ルールを守らないのはいけませんが、さすがに今の状況で

は子供はロープで遊びます。あの状況でロープに触るなというの

は無理です。どちらが悪いという意見ではなく、見ていて不快な

気持ちになりました。みすぼらしいロープは外観も損なっている

ため、早急に何らかの対応をすべきです。

道路課

我孫子駅南口の街路樹の周りにあるロープについては、植栽の間

を通り抜けて停車場線を横断することが危険であり、通り抜けで

植栽がなくなったこともあり、横断防止と捕植のために植えたオ

オムラサキツツジを保護するために設置したものです。このロー

プは、植えたオオムラサキツツジが根づくまでの仮のロープで

す。

ロープで遊ぶ子供がいることについては、注意看板等を設置しま

す。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

25
70

代

男

性
文化事業が少ないように思う

文化・スポー

ツ課

我孫子市の文化芸術の事業数は１００を超えており活発に行われ

ていると認識しております。市民の皆様によりＰＲするよう検討

してまいります。

26
30

代

女

性

南新木の沖田公園はよく草刈りが入る。南新木４丁目の近所の遺

跡の公園は草がボーボー、娘の身長まで草が伸びてもなかなか草

刈り業者が入らない。また同公園にはくぎが２箇所出ている部分

がある。以前は土があったがなくなったためだと思うが何年もそ

のまま。子供がいつかぶつけて怪我をしてしまいそう。

公園緑地課

遺跡の公園の釘が出ている箇所については7月16日に撤去しまし

た。ご連絡いただきありがとうございます。草刈りについては6月

初旬及び、7月下旬に実施いたしました。

27
30

代

女

性

医療機関（特に小児科）は順番待ちをインターネットシステムを

利用出来るように統一して欲しい。

体調不良の子供を連れて病人だらけの待合室で1時間以上待たなけ

ればならない現状。子供の医療費がかからないのは有り難いが、

この時代にアナログすぎて不便で困っています。

健康づくり支

援課

各医療機関のシステムを市で整備することは出来ない状況です。

なお、いただいたご意見については（一社）我孫子医師会に伝え

てまいります。

11



手賀沼課

ご意見ありがとうございます。手賀沼は、我孫子市のシンボル的

存在であり、手賀沼の魅力アップは交流人口の増加やまちの活性

化につながり、今後のまちづくりに欠かせない貴重な財産です。

　手賀沼親水広場では、より多くの市民や観光客が水辺の美しい

景観を見ながら憩いの時間を過ごすことができるよう、水に親し

める施設の整備を行い、子どもたちや保護者等の来場を誘致する

ことで、水の館への来館も促し、手賀沼の水環境について学ぶ機

会を増やします。

　また、ジャパンバードフェスティバルやEnjoy手賀沼等のイベン

トを通して、手賀沼の魅力にふれあう機会の充実を図ります。

企画課

手賀沼の活用については、国、県、３市（我孫子市、柏市、印西

市）で構成している手賀沼・手賀川活用推進協議会で、手賀沼・

手賀川や周辺施設を利用した交流人口の拡大などについて計画を

策定しており、サイクリングロードの整備や水辺のオープンカ

フェの設置などを検討しています。市役所庁舎の移転について

は、庁舎の更新に合わせて今後検討していきます。駅につきまし

ては、子供から高齢者までの駅利用者の利便性を図るためエレ

ベーター及びエスカレーターの設置をし、利便性の向上を図って

います。

29
80

代

男

性
若い人たちにとって魅力ある都市にして欲しい。 企画課

現在進めている総合計画策定においては、若い世代の方の意見を

より多く聴くための機会を設けています。また、総合計画審議会

の委員に大学生が４名、子育て世代の方が２名います。皆さまと

忌憚（きたん）のない意見交換を行いながら、若い世代の方に

とって魅力あるまちづくりについて、検討していきます。

手賀沼をもっともっと有効に活用してほしい、

市役所をもっと駅前に。

駅をどうにかすべき、人口に見合っていないと思います。

男

性

30

代
28

12



市民安全課

信号機、横断歩道、規制（速度規制や一時停止規制など）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います。窓口である我孫子

警察署が、車の流れ等を考慮した上で信号機の必要性を検討され

ます。

商業観光課

企業立地推進

課

ご意見ありがとうございます。

大きな商業施設は、都市計画において建てられる地域が指定され

ており、我孫子市の場合は各駅の周辺をはじめとするエリアに設

定されていますが、駅周辺の土地はすでに利用されており、大き

な商業施設を誘致できる用地がない現状です。そのため、現在我

孫子市では、新たな商業用地の創出に向けた検討を進めていま

す。事業を実現されるまでには、都市計画の変更や国・県との調

整など、時間がかかりますが、旧商店街の再生やお年寄りにも利

用しやすい店舗を含めた住みやすいまちづくりに努めていきま

す。

31
40

代

女

性

飾り的な子育て支援策は不要です。もっと実際に使える役立てる

政策を作ってほしい
子ども支援課

現在、市では「我孫子市子ども総合計画」を策定し、子どもの最

善の利益に結び付く様々な施策を推進しています。

　特に、保育園や子育て拠点施設の整備、ファミリーサポートセ

ンターや子育てサポーターによる子育て支援の充実を図っていま

す。保育園は昭和６１年から３３年間、待機児童ゼロを継続して

います。

　また、各小学校に学童保育室を設置している他、子どもたちの

放課後の安全・安心かつ健やかに過ごせる場として「あびっ子ク

ラブ」を全ての小学校に配置しました。

　市では、今後も市民目線に立ち、子育てに役立つ具体的な支援

を行っていきます。また、子育て施策の一層のPRにも努めます。

南新木駅周辺は住宅も増え、交通量も増えました。子供だけでは

横断歩道を渡ることすら困難で危険なので、信号等を整備して欲

しい。※特に南新木1丁目と3丁目の間、沖田公園から来た道と交

差するところ。

また、新木地区はお年寄りも多いので、旧商店街の再生や、商業

施設が増えるよう誘致をして欲しい。

男

性

40

代
30

13



32
40

代

女

性

常磐線の快速電車が停まる駅として、公共交通機関の便は良いは

ず。むしろなんで停まるのかというぐらい駅前が発展していな

い。天王台駅前に商業施設を誘致してほしい。

商業観光課

ご意見ありがとうございます。

天王台駅周辺は、都市計画法上、商業地区域の設定をしているた

め、商業施設の立地は可能です。しかし、駅周辺の土地はすでに

利用されており、大きな商業施設を誘致できる用地がない現状で

す。そのため、現在我孫子市では、天王台地区以外でも新たな商

業用地の創出に向けた検討を進めています。事業を実現されるま

でには、都市計画の変更や国・県との調整など、時間がかかりま

すが、みなさんが住みやすいまちとなるよう努めていきます。

公園緑地課

我孫子市の公園は設置してから30年から40年が経過し、施設の老

朽化が課題となっています。老朽化した遊具の更新を行っていま

すが、新たに遊具を設置することは財政的に難しい状況です。設

置してある遊具を修繕しながら、長い期間利用できるよう管理し

ていきますのでご理解願います。

商業観光課

企業立地推進

課

ご意見ありがとうございます。

大きな商業施設は、都市計画において建てられる地域が指定され

ており、我孫子市の場合は各駅の周辺をはじめとするエリアに設

定されていますが、駅周辺の土地はすでに利用されており、大き

な商業施設を誘致できる用地がない現状です。そのため、現在我

孫子市では、新たな商業用地の創出に向けた検討を進めていま

す。事業を実現されるまでには、都市計画の変更や国・県との調

整など、時間がかかりますが、みなさんが住みやすいまちとなる

よう努めていきます。

我孫子は治安が良くて環境も良いため子育てするにはとても良い

場所ですが、公園の遊具が少なく子供がおもいっきり疲れるまで

遊べるような場所が無く、公園の遊具のために市外に出掛けま

す。商業施設も少ないため、電化製品や家具、衣類などは市外に

買いに出掛けてしまいます。

もう少し会社や企業を誘致し財源を増やし町の施設や老朽化した

所にあててほしいです。

公園の遊具が充実し、お店が増えたら我孫子は住みやすさ最高だ

と思います！

女

性

30

代
33

14



図書館

図書館では、限られた資料費の範囲内で、蔵書構成に配慮しなが

ら、様々な図書情報や書評などを参考にしたり、現物を確認する

などして、図書を購入しています。幅広い市民のニーズに応える

ため、様々なジャンルの図書を購入する必要があり、予約の集中

する人気のある図書でも、購入は概ね１０冊までとしています。

人気のある図書でも、数年後には利用が減り、同じ本が何冊も貸

出されずに棚に残ってしまうこともあり、上記の冊数を上限とし

ています。ご不便をおかけしますが、ご理解くださいますようお

願いいたします。

クリーンセン

ター

ゴミ収集所について、場所の選定・管理、適正な分別の実施、回

収用具等の管理は、利用者の方々の役割となっていますので、自

治会や団体で決めていただくことになります。

高齢者支援課

高齢者支援課では、75歳を迎えられる方への各種情報提供を始

め、80歳以上の一人暮らし高齢者を対象に、看護職による訪問活

動を実施しており、高齢者の状況把握や必要な情報の周知を図る

と共に、関係機関と連携を図りながら見守り活動を推進している

ところです。また、市内各地域において、地区の組織や自治会等

が中心となり、一人暮らしの高齢者や高齢者世帯の方の見守り活

動を実施しています。

　さらに、支援を必要とする方が必要な時に適切な支援を受け、

災害時等においても即時対応が取れるよう、庁内関係部署を始

め、各地域の高齢者なんでも相談室や民生委員等とも連携を図り

ながら対応しています。なお、個人情報につきましては、情報の

漏洩が無いよう守秘義務を厳守し管理しています。

図書館の充実希望。新刊待ちは200人待ちです。

ゴミ収集所について 市も考えて欲しい。

高齢者見守り、要支援者について データの共有と管理の問題。

女

性

50

代
34

15



企画課

歩道や公共施設を整備する際には、バリアフリーの視点を取り入

れています。市では、街路灯のＬＥＤ化、防犯カメラの設置、地

域の見守り体制の充実などに取り組んでいます。今後も、安全・

安心なまちづくりを進めていきます。

市民安全課
今後も、我孫子警察署及び地域の方々と協力・連携しながら犯罪

のない安全で安心なまちづくりを進めていきます。

36
70

代

男

性
成田線が少ないが、バスの増発を願いたい。 交通課

現時点では、検討段階ですが成田線を補完するシャトルバスの運

行を検討しています。

37
30

代

男

性

我孫子市内で地区によって学校の学力にかなりの差があるため、

学力の低い学校については学力向上が急務だと思います。
指導課

児童生徒の学力向上のため，すべての小中学校で標準学力調査を

実施・結果分析し，その学校の実態に合った授業改善を行ってい

ます。また，今年度は各学校ごとに講師を招聘して結果分析の研

修会も実施しています。今後も各学校の児童生徒の実態を踏まえ

た授業改善を行い，学力向上に努めてまいります。

38
40

代

男

性

我孫子市だけで出来ることには限界があるので、柏市との連携を

強め、サービスの共通化や相互利用を進めてほしいです。
企画課

「ウイングホール柏斎場」や障害者支援施設「みどり園」の運営

など、近隣市との共同運営や取手市とのスポーツ施設等の相互利

用を行っています。また、柏市と流山市とは、住民票・印鑑証明

書・戸籍証明の共同発行を行っています。さらに、令和２年度か

らは、松戸市をはじめとする近隣１０市が連携して１１９番の受

け付けを行います。今後も、さまざまな取り組みにおいて、近隣

市等との連携を推進していきます。

子育て世代として意見申し上げます。補助金やイベントも必要な

支援ですが、子供と手をつないで安全に歩ける道や周りに気兼ね

なく子育てできる専用住宅の整備など、日常生活の安全、安心の

確保こそが一番望まれる子育て支援です。ぜひ一考下さい。

男

性

40

代
35

16



交通課

６５歳以上の市民を対象に市内事業者に協力を得て送迎バスの空

席を活用した外出応援事業を展開していますので、路線バスと合

わせてご活用ください。

高齢者支援課

高齢者支援課では、市内２か所にある老人福祉センターへの送迎

バスを「送迎バスの空席を活用した高齢者等の外出を応援する」

事業（交通課実施）においても活用しています。

また、要介護認定3以上の方については、通院や通所に限りタク

シー料金の一部を助成する「高齢者移送サービス」事業を実施し

ています。ご利用にあたっては申請が必要となりますのでお問い

合わせください。

40
70

代

男

性

歩道の整備を考えて欲しい。

自転車に乗るといつも感じることですが、車道から歩道へ乗り上

がる段差が高く、ガタンとショックを感じる箇所が多い。

車道はよく整備されていると思うが、歩道は整備されていない。

これからの高齢者社会にとって大切なことでは？

道路課

歩道を整備することで、通行の安全性は向上すると考えています

が、整備するためには新たな道路用地の確保などの課題がありま

す。

車道から歩道へ乗り上がる段差の箇所につきましては、危険な箇

所の修繕を実施していきます。

高齢者向け市内主要箇所への移動手段提供の充実をお願いしま

す。

男

性

60

代
39

17



手賀沼課

手賀沼親水広場では、老朽化していたじゃぶじゃぶ池の改修工事

を行い、7月20日にリニューアルオープンしています。消毒実施

期間である7月20日から10月14日については、安心して水遊びを

していただけるようになりました。それ以外の季節については、

水の館に隣接している「水の広場」にて水を使った遊具をお楽し

みいただけます。そのほか、年間を通じて実施している環境学習

やイベントを通じてお楽しみいただけたらと思います。

文化・スポー

ツ課

我孫子市では、我孫子の「大正・昭和文化遺産」ＭＡＰを作成し

て大正から昭和にかけて造られた邸宅・別荘などを結ぶルートを

作成しアビシルベを始めとし市内公共施設に配布しておりますの

で、ご利用ください。

企画課

国、県、３市（我孫子市、柏市、印西市）で構成している手賀

沼・手賀川活用推進協議会で、手賀沼・手賀川や周辺施設を利用

した交流人口の拡大などについて計画を策定しており、サイクリ

ングロードの整備や水辺のオープンカフェの設置などを検討して

います。現在は、柏市とのレンタサイクルの相互利用や手賀沼ス

タンプラリーを実施し交流人口の拡大に努めています。また、成

田線の利便性の向上を目的に、毎年、ＪＲ東日本に対し、要望活

動を行っています。要望活動の結果、夜の時間帯の常磐線から成

田線への乗り継ぎ時間短縮などが実現されています。引き続き、

成田線の利便性向上に向けて、ＪＲ東日本に対し、要望活動を

行っていきます。

手賀沼を生かしたレジャー施設（アンデルセン公園のような）で

年中人が集まれるようにする。　手賀沼を夜空に見立てて岸辺に

星座のモニュメントを配置して散歩コースとして若い人を呼ぶ。

我孫子の先人たちの別荘などを結ぶ楽しいルートをつくる。成田

線を我孫子駅泊りではなくすべて常磐線直通にする。ＩＴ産業の

街にする。

男

性

70

代
41
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42
60

代

男

性

水の館の周りの環境(孫の遊び)及び整備を提案したら、よそで探

せといった内容のメールをいただいたときは、びっくりしまし

た。内容は土手に簡単な草スキー(段差が危なくないので)、水鉄

砲の使用の注意。

手賀沼課

　草スキーにつきましては、手賀沼親水広場の手賀沼側が低地で

あることから、周囲より水が集まり染み出しやすいため、斜面で

滑って遊ぶことは難しいものと考えられます。また、親水広場の

斜面は、手賀沼の水位が上がり氾濫した際に、堤防となることが

本来の役目であるため、草スキーのための斜面として整備は出来

ませんので、何卒ご承知いただければと思います。

　手賀沼親水広場の水鉄砲につきましては、老朽化のため、水が

溜まりにくい現象もあり、ご迷惑をおかけしましたが、現在は補

修が完了し、遊べる状態です。今後も、老朽化に伴う既存設備の

整備を行っていきます。なお、水の広場は衛生上、定期的に水の

入れ替えが必要となります。作業時は、一時的に利用できないこ

ともございますが、なるべく利用される方にご迷惑をおかけしな

いよう、天候や時間帯を考慮して作業を実施します。

43
50

代

男

性

私は2012年に我孫子へ引っ越して参りました。我孫子は自然環境

が豊かで治安も良いのですが、商業施設が少ない点が良くないと

思います。例えば、子育てする親としては、近くに乳幼児の衣料

品や食料品等を扱うお店が必要ですが、私が住む天王台にはその

ようなお店が無く、車や電車で移動するしか無い状況であり、大

変です。待機児童ゼロは素晴らしいと思いますが、実際に生活し

ていくうえでは商業施設は重要と考えます。規制等が有るかもし

れませんが、我孫子の将来のため、是非、商業施設の誘致をお願

いしたいです。

商業観光課

企業立地推進

課

ご意見ありがとうございます。

天王台駅周辺は、都市計画法上、商業地区域の設定をしているた

め、商業施設の立地は可能です。しかし、駅周辺の土地はすでに

利用されており、大きな商業施設を誘致できる用地がない現状で

す。そのため、現在我孫子市では、天王台地区以外でも新たな商

業用地の創出に向けた検討を進めています。事業を実現されるま

でには、都市計画の変更や国・県との調整など、時間がかかりま

すが、みなさんが住みやすいまちとなるよう努めていきます。
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公園緑地課

我孫子市の公園は設置してから30年から40年が経過し、施設の老

朽化が課題となっています。老朽化した遊具の更新を行っていま

すが、新たに遊具を設置することは財政的に難しい状況です。設

置してある遊具を修繕しながら、長い期間利用できるよう管理し

ていきますのでご理解願います。

手賀沼課

水の館周辺の芝生部分は大部分が河川区域（堤防の内側）に含ま

れており、治水に支障を与えるような構造物の新築等に規制がか

かっているため、遊具の設置は大変困難な状況です。水の館に隣

接する「水の広場」は、規模は小さいですが水を使った遊具を楽

しむことができます。また、7月20日にはじゃぶじゃぶ池がリ

ニューアルオープンしていますので、ご利用いただけたら幸いで

す。

子ども支援課

子どもまつりは市民団体や市民で構成する実行委員会を毎回立ち

上げ、市も共催事業として、どのような内容にするか議論しなが

ら作り上げているおまつりです。おまつりの内容や参加方法につ

いて、わかりやすくお知らせして参ります。

生涯学習課

生涯学習課では、イベント情報をあびっ子ネット等情報誌に提供

しています。ホームページやツイッター、ブログ等でも情報を公

開しておりますのでご参考になさってください。

子どもが参画しやすいまちづくり。

子どもまつりなど、せっかく参画できるイベントがあるのに、そ

の内容や参加方法も、保護者から見えにくいものになっている。

新しいものもそうだけど、まずは今ある資源をもっと効率的に使

えるシステムにしてほしい。

女

性

30

代
45

とにかく市内の公園の遊具がつまらない！つまらないので、市外

に行ってしまう。特に水の館。あんなに広い敷地内に、滑り台ひ

とつでも置けないものだろうか。水遊びの場所を整備しているよ

うだが、水遊びは準備も大変なので気軽にできない！市内の公園

には、気軽にできて楽しい遊具の設置を希望します！こどももい

つも、遊具が充実している市外の公園にばかり行きたがる！

女

性

30

代
44
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企画課

市では、若い世代の方が東側に住宅を購入した際の補助制度を設

け、東側への定住促進に取り組んでいますが、東京方面に通勤し

ている方を中心に、ワークライフバランス等の観点から、市の西

側に居住する傾向があります。

現在進めている総合計画策定においては、今回のｅモニター以外

にも、無作為抽出で市民アンケートを実施し、さまざまな世代の

方からご意見をいただきますので、皆さまのご意見を参考に、今

後の取り組みを検討していきます。

交通課

あびバスの自動運転の導入については、現状導入できるバスはご

ざいませんが、今後の各種バスメーカーの導入状況等を鑑みなが

ら総合的に判断・検討をしていきたいと考えています。

47
70

代

男

性

このアンケートは若い方の為のアンケートのように思います。し

かし現実として当市は多くの高齢者が住んでいるのでこの対策も

していかないと不味いのではないでしょうか。

若い方々を東地区誘致するのはかなり至難の技のように思いま

す。

私どもが１時間とか１時間半の通勤を良しとしたのに対して今の

若い方は職住接近を希望されている方が多いように思います。市

政としてはこのことを所与の条件としてどう対応するかを考えな

いとなかなか効果は出てこないように思います。

企画課

市では、若い世代の方が東側に住宅を購入した際の補助制度を設

け、東側への定住促進に取り組んでいますが、東京方面に通勤し

ている方を中心に、ワークライフバランス等の観点から、市の西

側に居住する傾向があります。

現在進めている総合計画策定においては、今回のｅモニター以外

にも、無作為抽出で市民アンケートを実施し、さまざまな世代の

方からご意見をいただきますので、皆さまのご意見を参考に、今

後の取り組みを検討していきます。

48
80

代

男

性

市の財政をよくするには如何すればよいか？を考えて、方向付け

をし、将来の高齢化に耐える都市を目指して下さい。
財政課

ご意見ありがとうございます。

高齢化の進行に適切に対応するため、経済の動向や国・県の制度

改正、市の税収等の財源を的確にとらえ、将来を見据えた財政運

営に取り組んでいきます。

成田線の利便性は向上しているが、市民の意見を反映したりして

もっと便利にする。人口減少対策にもつながっていく。

新木地区は買い物難民が増えているらしい。まち協で対策を検討

している・将来に向けて交通課はアビバスの自動運転の導入対策

を研究したら。今から将来に向かって対策を講じておけば役に立

つと思う。

男

性

70

代
46
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市民安全課

本市の空家対策は、市民の皆様や自治会等から寄せられる情報提

供・空家等実態調査の結果を基に、適切に管理されていない空家

の所有者等に対し、改善していただけるよう助言・指導等を行

なっていきます。

今後も寄せられた情報等を基に、庁内関係課と情報の共有及び連

携を図りながら、空家等の対策を推進していきます。

予防課

あき地の対策強化として予防課では、市民安全課空家担当との連

携を強化し、空家が撤去され更地となった土地について、タイム

ラグなく消防が火災予防のため、あき地の適正管理指導を行うこ

とができる体制を整備していきます。

手賀沼課

　ご意見ありがとうございます。手入れが行き届かない部分があ

りましたことについては申し訳ございません。

　手賀沼親水広場では水の館の改修や多目的広場駐車場の整備、

じゃぶじゃぶ池の改修などを順次進めており、多くの方にご来場

いただけるよう取り組んでおります。今後も老朽化した施設等を

順次整備していきます。

　また、園内の除草清掃については、定期的に実施しております

が、利用される皆様が快適に過ごせるよう、広場内の清掃の徹底

に努めて参ります。

　なお、日常の清掃などでボランティアの募集などは実施してお

りませんが、12月の手賀沼ふれあい清掃では、参加いただいた皆

様と共に手賀沼周辺の美化活動を実施しておりますので、そのよ

うな機会を通して、ぜひ体験していただければと思います。

農政課
あびこんについては、より魅力のある施設となるよう指定管理者

と連携し施設運営に努めていきます。

空き家、空き地対策強化。
男

性

70

代
49

親水公園、手賀沼沿いで環境はとってもいいのですが、手賀沼公

園に比べて手入れが行き届いていない印象があり、残念な印象が

ある。

あびこんもできたが、橋を渡った柏の道の駅の方が利用者として

魅力がある。

お金がかかる事なので難しいと思うが、もしボランティアで掃除

を募るとか体験型にして街の環境を保つ試みがあったら参加した

いと思う。

女

性

40

代
50
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51
60

代

女

性

駅前広場が狭い、車利用者が増えているのにバスが通リずらく、

困る。歩道を少し、狭くしてもよいのでは。駅前から手賀沼への

坂道を広くしてほしい。自転車が怖い。電信柱がなくなれば少し

は違うのでは。

都市計画課

道路課

現況の我孫子駅歩道部分も十分な幅員がないことから、歩道をせ

まくして駅前広場を広くすることは難しい状況です。

公園坂通りについては、現在、整備を進めている手賀沼公園久寺

家線の完了に伴い、公園坂通りの交通量を減少させ、歩行者が安

全に通行できる道路の整備を関係機関と検討していきます。

また、電柱をなくし地中化することについては、工事にかかる費

用が莫大なこと等の問題がありますが、無電柱化にむけて研究し

ていきます。

52
40

代

男

性

今回のアンケートにある子供に関する我孫子市の取り組みは、柏

市と比べると学校教育のICT化が遅れています。習熟度別のフォ

ローをしっかりしつつ、比べる対象となる先頭集団と比べて積極

的に進められないかと思います。2019年4月より副読本だけでな

く電子教科書化も法律上使用可能になりましたし。

指導課

文部科学省の「教育のＩＣＴ化に向けた環境整備について」に基

づいて、ＩＣＴ環境の整備を行っております。我孫子市では超高

速インターネットや無線ＬＡＮ整備の１００％整備を達成してお

ります（無線ＬＡＮ整備率：県平均５０％）。また、ＩＣＴ教育

支援員の配置やタブレット端末機器の配置もしています。現在、

タブレット端末に、学習のつまずきに合わせて個別学習を行える

ソフトの導入を検討しています。今後も、ハード、ソフト、シス

テムなどの様々な面から児童生徒が活用しやすいＩＣＴ環境の整

備に取り組んでいきます。

53
40

代

女

性

駅周辺の放置自転車が、十数年前と比べ見違えるほど改善され、

今とても良くなっていると思います。
交通課

ありがとうございます。業務を受託するシルバー人材センターが

真摯に業務に取り組んでいただいていることによるものと考えて

います。

54
40

代

女

性

新木駅周辺は、住宅が増え、子育て世代が増えてきているにも関

わらず、成田線の中でも一番、お店や遊び場が少ないように感じ

ます。

企画課

平成28年に新木駅の整備が完了し、徐々に店舗が出店していま

す。

さらに、現在、下新木踏切道の改良をＪＲ東日本とともに進めて

います。引き続き、住みやすいまちづくりを進めていきます。

23



55
60

代

男

性

住民の年齢バランスを考慮し若者にも高齢者にも配慮した市政を

望みます。
企画課

現在進めている総合計画策定においては、今回のｅモニター以外

にも、無作為抽出で市民アンケートを実施し、さまざまな世代の

方からご意見をいただきます。この他にも、市民の皆さんのご意

見を聞く機会を設け、皆さまと忌憚のない意見交換を行いなが

ら、誰もが住みやすいまちづくりについて、検討していきます。

56
40

代

女

性

どちらかと言うと静かな街で暮らしやすいと思います。欲を言え

ば、商業施設の充実、家族で行けたり人気のショップなどある

モールができると嬉しいです。

商業観光課

企業立地推進

課

ご意見ありがとうございます。

大きな商業施設は、都市計画において建てられる地域が指定され

ており、我孫子市の場合は各駅の周辺をはじめとするエリアに設

定されていますが、駅周辺の土地はすでに利用されており、大き

な商業施設を誘致できる用地がない現状です。そのため、現在我

孫子市では、新たな商業用地の創出に向けた検討を進めていま

す。事業を実現されるまでには、都市計画の変更や国・県との調

整など、時間がかかりますが、みなさんが住みやすいまちとなる

よう努めていきます。

57
40

代

女

性

学校で、タブレットなど最新機器使った授業を取り入れて欲しい

です。都心との格差が有りすぎに感じます。
指導課

新学習指導要領実施に合わせ、教育課程・授業の検討が行われて

おります。今後も、学習のめあてに合わせ、ＩＣＴ機器の有効活

用を図りながら授業づくりを進めていきます。

58
30

代

女

性

我孫子市は子育てしやすい町だと思います。公園のトイレをきれ

いにしてほしいです。
公園緑地課

公園のトイレは、週に3回~4回清掃をしていますが、よりきれい

に利用していただけるよう、張り紙等で啓発していきます。

59
60

代

女

性

小さな子どもは、いませんが、孫と同居しています。保育園児と

小学3年生ですが、休日に孫守りをしています。近くに公園なども

なく、安心して遊ばすことのできる公園などがあれば良いと思い

ます。

公園緑地課
市内には、公園等がない地域があります。新たに公園を作る場

合、財源も含め用地の確保が難しい状況をご理解ください。
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秘書広報課

市では、我孫子駅南口階段下に観光案内板を設置し、日本語の他

に、英語・韓国語・中国語（簡体）を表記しています。また、市

の見どころを紹介した、あびこガイドブック「ABI ROAD」も作

成しており、同じく日本語・英語・韓国語・中国語（簡体）版を

作成し、公共施設などで配布しています。

クリーンセン

ター

ごみと資源の仕分けなどを記載した「ごみと資源の分け方出し

方」の外国語版を、平成14年度に作成し、英、韓、中、西の４ヶ

国語で表記しています。平成29年度にはベトナム語版を追加しま

した。これらはクリーンセンター、各行政サービスセンターに設

置するとともに、ホームページにも掲載しいてます。

クリーンカレンダーについては、タイトルに外国語を明記するこ

とを検討しています。

61
30

代

男

性

我孫子市の活性化を進めるなら、シニア世代ではなく、30-40代

世代が暮らしやすい街にしていくことが優先順位として高くなる

ことは、人口・税収など全ての視点からも議論の余地はないと考

える。我孫子市内には都心企業に勤務している人材が多数存在す

ると思われる。彼らの意見・知恵を如何に取り込んでいくかとい

う工夫を行政には進めてもらいたい。

企画課

現在進めている総合計画策定においては、若い世代の方の意見を

より多く聴くための機会を設けています。また、総合計画審議会

の委員に大学生が４名、子育て世代の方が２名います。皆さまと

忌憚のない意見交換を行いながら、若い世代の方にとって魅力あ

るまちづくりについて、検討していきます。

交通課
買い物施設は駅周辺に集中しています。あびバスについては、可

能な限り駅へのアクセス回数が多くなるように努めています。

商業観光課

ご意見ありがとうございます。

移動販売車の導入についてですが、民間事業者の家事支援サービ

スや食品宅配サービス、コンビニが実施している配送サービス等

があるため、現時点では市の事業として行う計画はありません。

今回はご意見として受け止め、今後も情報を密に収集し必要性に

ついて検討を重ねていきます。

これから2020年に向けて外国人も増えてくるので外国語表記の案

内板やパンフレットを増やしてほしい。本当はどこの国の人が我

孫子市に多いのか調査してその国の言葉で示してほしいが、せめ

て英語版のごみカレンダーなども必要ではないでしょうか。分別

も出す曜日もわからず出す外国人が多すぎる。。清掃車が回収し

ていかなかったごみがいつまでもおきっぱなしで不衛生だし自治

会に加入している人が片付けたり迷惑をしています。街づくりと

して、市がしっかりしてほしい。

女

性

30

代
60

買物環境の充実（移動販売車の導入、アビバス運航経路等の改

善、生活お助け隊的移送支援組織の設立）

男

性

70

代
62
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63
70

代

男

性

我孫子市には市の活性化を図るため数多くの市民活動団体があり

ます。これらの団体に対する活動補助費を含めあらゆる支援を宜

しくお願いします。

市民活動支援

課

市では、市民活動団体の活動や事業への補助として、「公募補助

金」事業を整備しています。また、安心して活動ができるよう活

動中のけが等に活用できる「市民公益活動補償制度」を実施して

います。その他にも施設整備や情報発信などの事業を実施してい

ます。これからも市民活動団体の皆様の支援を続けていきます。

64
30

代

女

性

働く母親が、働きやすい職場をもっと増やして欲しいと思いま

す。

企業立地推進

課

我孫子市は平成２５年度に企業立地推進課を創設し、新たな企業

が立地しやすい環境の整備や起業の支援など、産業振興に努め、

働く場所の創出に取り組んでいます。今後も新たな企業が立地し

やすい環境整備を進め、市内における就労場所の創出を図ってい

きます。

また、子育てサポート企業として厚生労働大臣の認定を受けた企

業に与えられる「くるみんマーク」の周知に努め、子育てしなが

ら働きやすい環境づくりを進めていきます。

65
40

代

女

性
子供医療費の無料化をお願いしたいです。 子ども支援課

現在、所得制限を設けず、入院・通院ともに中学3年生までを対象

とし、自己負担額は200円としています。市の単独事業として、

小学4年生から中学3年生までの通院と、所得制限を超えた子ども

について助成を行っています。厳しい財源の中、今後も制度を安

定的に行うためには、市独自の事業拡大は難しい状況です。

66
60

代

女

性

町全体が高齢化していますが60代以上の人の活躍の場が少ない感

じがします。市のボランティアや委員にしても色々な視点から参

加できるように窓口を広げて欲しいです。公共の場所も固定化さ

れた人の活動場所になっていて悲しくなります。我孫子の町で些

細な事でも意欲的に取り組み楽しく活動したいです。

市民活動支援

課

市のボランティアでは、子どもに関することや環境に関すること

などいろいろな活動の参加者を募集しています。さらに、市内に

は様々な分野で活躍する市民活動団体が３００以上あり、一緒に

活動する仲間を探しています。

そのような方々は公共施設でも多く活動をしています。ご自身が

ご興味のあることについて、既存の団体への体験やお仲間を集め

て実施するなど、参加しやすい形で取り組んでいただければ嬉し

く思います。
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教育総務課

小中学校のトイレの洋式化については、これまで耐震補強工事に

あわせて順次改修を行ってきましたが、耐震補強工事を要しな

かった校舎については、全く改修をしていない学校もります。今

後は、今年度に策定する学校施設個別施設計画に基づき、各校の

改修の優先順位を定め、トイレの洋式化も含め計画的に整備し、

学校施設の充実を図っていきます。

子ども支援課

学童保育料については、受益者負担の適正化や近隣市町村の状況

を鑑みて金額を決定していますので、ご理解をお願いいたしま

す。

また、役員等の負担軽減については、市から直接指導や改善を行

うことは難しいですが、運営手法等のご相談は可能ですのでお問

い合わせください。

ただし、それぞれの役員の活動は、皆様の子どもたちの生活向上

等のために行っている活動ということはご理解ください。

げんきフェスタやあびこ子どもまつりは毎年、市民団体や市民で

構成する実行委員会を立ち上げ市も共催事業として開催しており

ます。開催するには市民の力が欠かせなく、市も一体となり継続

していきたいと考えております。

68
30

代

女

性

都内に通勤しています。

私は生活の場と、仕事・娯楽の場を分けたいタイプなので、賑や

かな都心や柏にも近いわりに静かな環境である我孫子市の雰囲気

が気に入っています。

私はもう少し田舎の他市から転入してきましたが、この雰囲気は

魅力に感じました。

企画課
我孫子の資源を最大限に生かしながら、今後も、まちづくりに取

り組んでいきます。

69
30

代

女

性

つくし野１丁目の通りを車での抜け道に使う人が多く、子供が遊

んでいるときに危ない。地面に何か書くなど、対策をお願いした

い。

道路課 当該道路について、現地の状況を確認して対応を検討します。

学校施設内の設備の充実(和式→洋式トイレ)、学童の料金の値下

げや学校、学童役員負担の軽減など、改善していただければ助か

ります。

子供向けイベントを今後も期待しています。

女

性

40

代
67
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秘書広報課
今後も「物語の生まれるまち　あびこ」をキャッチフレーズとし

てPRしていきます。

文化・スポー

ツ課

現在、我孫子市では我孫子を特色づける白樺派など文人の旧居、

別荘を活かした文化財の保存と活用を行っていますが、今年度か

ら2年かけて「文化財保存活用地域計画」を策定し、全市的に文化

財を保存・活用し発信する取り組みを展開していきます。

71
40

代

女

性
我孫子市はどうろがせまいです。改善してほしい。 道路課

道路を広くすることで、利便性は向上すると考えていますが、整

備するためには新たな道路用地の確保などの課題があります。

72
80

代

女

性

道路整備より車が無くても高齢者が外出しやすい環境補助をぜひ

早急にやってほしい。湖北駅北口道路整備しても殆ど人がまばら

状態が続いているのを市長はご存知ではと思います

交通課

道路整備に伴い利用しやすい広い歩道を整備することも、外出し

やすい環境整備の一環と考えています。今後も、地域の皆様に協

力をいただきながら、将来のまちの活性化を見据えたまちづくり

を行っていくことが必要と考えています。

他との差別化、物語の生まれる街というフレーズはいい。

文化の発信。

女

性

50

代
70

28



農政課

我孫子市が有する自然の大半を占める農地は、水源のかん養、洪

水の防止、自然環境の保全、良好な景観の形成、農文化の伝承な

どの多面的機能を発揮し、豊かな自然循環やうるおいある景観形

成にも重要な役割を果たしている貴重な資源と認識しています。

果物狩りや農業体験については、市内で行われているブルーベ

リーの摘み取りやさつまいも掘り、市民農園の活用等を市広報や

SNS等で情報発信しているところです。今後も市内農業者や市民

団体と協力し、農業を通した交流人口の促進に取り組んでいきま

す。

交通課

ふれあいバスでは乗継券を発行していますので、布佐ルートから

中ルート・南ルートなどに乗り継ぎ利用することも可能です。

現時点では、検討段階ですが成田線を補完するシャトルバスの運

行を検討しています。

74
40

代

女

性

子供のスポーツ練習の付き添いでよく体育館を利用するが、我孫

子市は利用料金が高いと思う。2時間利用すると、我孫子市民が払

う柏市の施設利用1.5倍料金よりも高額だ。取手へと言っても遠

い。たまにの利用なら気にならないかもしれないが、練習は反復

しないと意味がない。せいぜい柏市民が柏の施設を利用するくら

いの料金にはならないのでしょうか。もしくは我孫子市民も柏の

施設利用を柏市民の料金と同じにならないでしょうか。

結局、我孫子体育館は場所が良くない、料金が高い、湿気が強く

て練習にならない日もある等で足が遠のいてしまう。

文化・スポー

ツ課

柏中央体育館の利用料は、アリーナ全面２時間使用の場合市外生

徒３，３００円アリーナ半面１，６５０円となっており、我孫子

市民体育館の利用料は、アリーナ全面２時間使用の場合２，４０

０円、アリーナ半面２時間使用の場合１，２００円となっており

我孫子市の利用料の方が低額となっております。ご確認の程よろ

しくお願いいたします。

商業施設の誘致は必要なし。今ある自然は守らないと、他の市と

似たようになり我孫子市らしさがなくなる。果物狩りや、農業体

験に力をいれては。

商業施設は、印西市と柏市にあるので十分とママ友とも話にな

る。

印西市のふれあいバス布佐ルートを印西牧の原駅まで伸ばしてほ

しい。カインズやコストコにも行ってほしい。

あびバスは高いし、布佐は走ってない。布佐から天王台行きのバ

ス増やして欲しい。（成田線動かなくてもバスを通勤として使え

れば、家賃が安い布佐に引っ越してくるのでは）

女

性

40

代
73
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高齢者支援課

高齢者がボランティア活動を通して積極的に社会参加し、社会貢

献することを奨励するとともに、高齢者自身の自発的な介護予防

を推進する事業として、我孫子市介護保険ボランティアポイント

制度を、平成23年10月1日から実施しています。事前に登録をし

た要介護（要支援）認定を受けていない65歳以上の方が、市内の

介護保険施設等でボランティア活動に参加し、その実績に応じて

付与されるポイント数に対して年間最大5000円の交付金を受ける

ことができます。

企業立地推進

課

我孫子市は平成２５年度に企業立地推進課を創設し、産業振興に

努め、働く場所の創出に取り組んでいます。今後も新たな企業が

立地しやすい環境整備を進めるとともに、企業の誘致を行い、市

内における就労場所の創出を図っていきます。

また、千葉県と連携し、「中高年向け再就職支援セミナー」や

「シニア向け再就職支援セミナー」等を開催しており、今後も高

齢者の就職支援を行っていきます。

76
40

代

女

性

ごみ回収車を増やし午前中に収集が終わるようにならないだろう

か。

クリーンセン

ター

ごみや資源の収集を午前中に終了させるためには、人員、車両が

現在の2倍必要になります。よって、委託費も２倍になります。市

の限られた予算で実施している事業ですので、ご理解とご協力を

お願いいたします。

77
30

代

女

性

治安の良さが魅力です。

このまま保ってください。
市民安全課

本市の犯罪認知件数は減少傾向にありますが、「電話de詐欺」

は、平成30年の被害件数が36件。29年の24件から12件増加し、

被害総額も7,550万円と3,300万円以上増えています。

市民の方々には、詐欺と思われる不審な電話には十分お気を付け

ていただくようお願いいたします。

高齢者の働ける企業の誘致、ボランティア活動の広報
男

性

70

代
75

30



78
30

代

女

性

我孫子市は手賀沼もあり、自然豊かで子育てもしやすいと思いま

す。

それを市外に住む方々や全国にアピールしたい気持ちです。

もっと沢山の方々に我孫子市を知ってもらえるようなイベントや

企画をしてもらいたいです。

秘書広報課

手賀沼をはじめとした自然は市の魅力であり、カヌーやヨット体

験ができることや、Enjoy手賀沼やジャパンバードフェスティバル

といった我孫子市ならではのイベントなどをガイドブックやテレ

ビ、ラジオなどを活用して発信していきます。

79
70

代

女

性

自然豊かな我孫子市が気に入っています。商業施設や企業誘致で

町を賑やかにするより、落ち着いた住宅都市として、「発展」し

なくても結構ですから、心地よい町であり続けて欲しいと思いま

す。

企画課
自然豊かな落ち着いた住宅都市という我孫子市の魅力を活かしな

がらも、持続可能なまちづくりを進めていきます。

80
60

代

男

性

問４に記載したように、住んでいて心地よいまちであることが一

番です。そのためにも、行政も市民も「共助」の心を今後も醸成

していくことが必要かと思います。

企画課

「市民と市が協働ですすめるまちづくり」はまちづくりの重要な

基盤です。新たな総合計画においても、積極的に取り組んでいき

ます。
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81
30

代

男

性

小児の夜間を柏市の様にしてほしい。

柏市は22時まで診てくれて

それ以降毎日当番医が決まっている。

健康づくり支

援課

　小児科の診療に関しては、全国的に小児科医師の絶対数が不足

しており、本市においても小児科医師が不足しています。

　我孫子市は７病院（市内６つの救急病院と取手市のＪＡとりで

総合医療センター）と救急協定を締結しており、夜間も、市民か

ら消防本部（７１８４－０１１９）への問い合わせがあった際、

対応できる病院をご案内できる体制を整えています。

　名戸ヶ谷あびこ病院においては２４時間３６５日小児も含めて

全ての救急を受け入れ、小児科医師ともオンコール※で連携をと

りながら対応しています。（※オンコール：携帯電話・タブレッ

ト等で常に連絡をとり対応できる体制）

　ＪＡとりで総合医療センターにおいては、小児科医師が常駐

し、対応します（２３時以降の受け入れは重症患者に限定されま

す）。

　市によって、実施体制は異なりますが、今後とも（一社）我孫

子医師会、各救急病院と連携・協力しながら救急医療体制を確保

していきますので、ご理解いただけますようお願いいたします。

82
70

代

男

性

我孫子駅周辺の話です。大型（？）商業施設、葬儀屋が各々3軒、

老人ホームが4軒、加えて多くの学習塾と病院があります。昔から

の商店は殆ど駆逐されました。本当に若い人に魅力の街でしょう

か。町づくりの　中・長期展望をお持ちなら教えていただきた

い。

企画課

現在進めている総合計画策定においては、若い世代の方の意見を

より多く聴くための機会を設けています。また、総合計画審議会

の委員に大学生が４名、子育て世代の方が２名います。皆さまと

忌憚のない意見交換を行いながら、若い世代の方にとって魅力あ

るまちづくりについて、検討していきます。
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83
30

代

男

性
休日が楽しめるよう、商業施設の誘致をお願いします。

商業観光課

企業立地推進

課

ご意見ありがとうございます。

大きな商業施設は、都市計画において建てられる地域が指定され

ており、我孫子市の場合は各駅の周辺をはじめとするエリアに設

定されていますが、駅周辺の土地はすでに利用されており、大き

な商業施設を誘致できる用地がない現状です。そのため、現在我

孫子市では、新たな商業用地の創出に向けた検討を進めていま

す。事業を実現されるまでには、都市計画の変更や国・県との調

整など、時間がかかりますが、みなさんが住みやすいまちとなる

よう努めていきます。

84
50

代

女

性

蓋のない排水口に土が入ってそこから雑草が生えてるところがあ

ります。あれでは水が流れません。排水口の意味がわかりませ

ん。

道路課
蓋のない排水口に土が入っている市道につきましては、連絡をい

ただくことで清掃等を実施します。

85
40

代

女

性

市民プールやスポーツクラブが

近くにあったら良いと思います。

文化・スポー

ツ課

現在のところ市民プール建設の予定はございませんが、市内小学

校夏季休業中に学校プールの開放を行っておりますのでご利用く

ださい。スポーツクラブについては、市内に民間スポーツクラブ

が我孫子駅前、天王台駅近く、湖北台にあります。

企画課

平成２８年、新木駅を整備したことにより、カスミをはじめとす

る商業施設が整備され、新木駅周辺は、にぎわいを見せ始めまし

た。今後は、企業誘致を進めるなど、持続可能なまちづくりを進

めていきます。

秘書広報課

我孫子市では、1984年から待機児童０を続けているほか、病児病

後児保育や保育園の予約制度など子育てしやすいまちとして若い

世代の移住、定住にむけてPRを行っており、令和元年5月～7月に

かけて人口増となっています。また、カヌーやヨットなど手賀沼

ならではのアクティビティなどを紹介することにより交流人口の

拡大にも繋げています。

87
80

代

男

性
成田線沿線のバスを増設して欲しい 交通課

現時点では、検討段階ですが成田線を補完するシャトルバスの運

行を検討しています。

86

　平成の市町村合併が盛んな頃、ひたすら独立独歩の道を歩んで

きた我孫子市。現在、かなり高齢化が加速してきており、企業誘

致には大して実績なく、近隣市町村から来訪してもらえるような

文化会館のような施設もなく、市の財政は厳しいと認識していま

す。盛んに市のPRをしているようですが何をPRしているのか、

そしてその成果はどうなのか、いまひとつ見えてきていません。

男

性

70

代

33



89
50

代

女

性

成田線の本数増加。最終電車の時間の延長。不便過ぎて若者が住

まない。最近、外国人が、多く住み始め怖いと感じる時がある。

住居を提供する側が、日本での生活ルール等指導してほしい。

企画課

成田線の利便性の向上を目的に、毎年、ＪＲ東日本に対し、要望

活動を行っています。要望活動の結果、夜の時間帯の常磐線から

成田線への乗り継ぎ時間短縮などが実現されています。引き続

き、ＪＲ東日本に対し、要望活動を行っていきます。

外国人の居住については、ゴミ出しなどの生活ルールが守られて

いない場合があることから、関係機関を通じて指導しています。

90
40

代

女

性

お母さん達で集まると決まって小児科はどこへ行っているかの話

になります。なかなか信頼できる先生がいないとだいたいの方が

思っているようで、私もかかりつけは柏市の病院です。アレル

ギーに関しては流山まで通っています。アレルギーに詳しい先生

や、かかりつけ医として信頼できる先生がほしいです。

健康づくり支

援課

市内の皮膚科・小児科・アレルギー科などの医療機関において

は、アレルギーの血液検査・皮膚テストの実施・アレルギーの相

談など行い、必要時は専門病院への紹介や連携を図りながらアレ

ルギーのかかりつけ医として、継続的な診療を行っています。専

門分野に関しては、市外の医療機関を紹介する場合もありますの

で、ご理解いただけますようお願いいたします。

保育課

現在、道路課では状況を詳細に確認し、安全対策について我孫子

警察と協議を進めています。具体的には、歩道部分をカラーにす

ること及びガードパイプを設置する方向で検討しています。

道路課

泉・天王台通りの当該道路北側について、現地の状況を詳細に確

認し、現地の実情に合った安全対策について我孫子警察と協議を

進めています。

具体的には、歩道部分をカラーにすること及びガードパイプを設

置する方向で検討しています。

92
40

代

女

性

サッカーや野球等できる場所がない。ボールを使って遊ぶと苦情

がくるので、無難なゲーム遊びになってしまう。(ゲームをしてる

と今度は「今の子供はゲームばかり、、、」と言われる)

文化・スポー

ツ課

ご意見としてたまわりました。

今後、身近で子どもたちが色々な遊びができる場所が出来ないか

検討してまいります。

すくすく広場入り口に面してる道路が大変危険。

ベビーカーも通ったり、幼児が歩いたりするので 縁石かポールを

設置してほしい。

女

性

30

代
91

34



93
40

代

男

性

禁煙重点地区なのに路上喫煙やポイ捨てが見られる。環境安全指

導員の巡回頻度と、過料徴収の実績を教えて欲しい。過料徴収額

が少なすぎて軽んじられていると思われるので、飲酒運転や路上

駐車並みに喫煙者が法令を守らなきゃと思う程度まで過料徴収額

を上げて欲しい。

クリーンセン

ター

巡回は、市内のJR6駅中で、乗降客数の多い我孫子駅、天王台駅

をメインに1日3駅実施しています。時間は日によって異なります

が、午前6時から12時、午後2時から8時の間で設定し、土日を除

き年間約240日実施しています。

過料徴収の実績については、平成26年度から平成30年度までで1

件です。市の「さわやかな環境づくり条例」では、指導、命令に

従わなかった場合に過料徴収となりますので、指導で行為を中止

した場合、過料は徴収していません。

当該条例の目的は、過料の徴収ではありませんので、過料徴収額

の引き上げは考えていませんが、今後も、あらゆる場面で路上喫

煙やポイ捨ての危険性などについて啓発していきます。

94
50

代

男

性

我孫子市内より、アリオができたことによってそちらに行くこと

が多くなった。エスパなどもリニューアルしているが、魅力的と

いうともう少しかなと思います。商店街というものもなくなって

いる。駅ごとの活気もなくなっている。通勤通学に便利で、日常

生活に必要な買い物がしやすいまちづくりを期待しています。

商業観光課

企業立地推進

課

ご意見ありがとうございます。

大きな商業施設は、都市計画において建てられる地域が指定され

ており、我孫子市の場合は各駅の周辺をはじめとするエリアに設

定されていますが、駅周辺の土地はすでに利用されており、大き

な商業施設を誘致できる用地がない現状です。そのため、現在我

孫子市では、新たな商業用地の創出に向けた検討を進めていま

す。事業を実現されるまでには、都市計画の変更や国・県との調

整など、時間がかかります。

また、商店街については、平成２３年度から昨年度まで「空き店

舗活用補助金制度」による助成を行いました。７年間で６４店舗

の新規出店があったことから商業活性化に一定の成果があったも

のと認識しています。

今後ともみなさんが住みやすいまちとなるよう努めていきます。

95
50

代

男

性
我孫子市 全体の歩道の整備をして欲しい 道路課

歩道等を整備することで、通行の安全性は向上すると考えていま

すが、整備するためには新たな道路用地の確保などの課題があり

ます。
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96
40

代

女

性
持っと若者を呼び少子化対策してほしいです。 企画課

市では、若い世代の方が住宅を購入した際の補助制度を設け、定

住化を促進しています。また、保育園の待機児童ゼロの堅持や産

後ケア事業、婚活支援事業など、さまざまな子育て支援策にも取

り組んでいます。これからも、更なる若い世代の定住化促進・少

子化対策に取り組んでいきます。

公園緑地課 ご要望の規模の施設については、現在計画しておりません。

保育課

子育て支援施設は地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての

不安感を緩和し、子どもの健やかな育ちを支援するために設置さ

れています。そのため、日曜や祝日も開館し、イベント等を実施

することで各施設の利用人数の増加を図り周知に努めてきまし

た。にこにこ広場は去年度で１０周年を迎え、市民の皆さまにも

知っていただける施設となったことから、平成３１年４月から

は、未就園の保護者からの需要の多い平日に開館し、日曜祝日は

閉館になりました。日曜祝日にご利用いただいていた方にはご不

便をおかけしますが、ご理解ください。

全天候型である程度規模のある年齢別で楽しめそうな

遊び場があるとうれしい。

にににこひろばは日祝閉館になってしまったし

マンションは何かと制限があって子どもの遊ぶ場所がないので。

女

性

40

代
97

36



社会福祉課

社会福祉課では、生活困窮者自立支援法に基づき、経済状況や年

齢、障害の有無によって対象を限定しない相談窓口を設置してい

ます。その中で「どこに相談してよいかわからない」、「相談に

来られない」、「困っているという自覚がない」という方に対す

る訪問相談も行っています。

「居場所」も含む多様な社会参加の方法を視野に入れたアプロー

チの手段について検討をしています。

市民活動支援

課

市内には、数多くの分野で活躍される市民活動団体がいます。そ

の中にはいわゆる「子ども食堂」を実施している団体や子どもの

学習支援を行っている団体もおり、貧困世帯の子どもだけではな

く、多種多様な方が集まれる場を作っています。

そのような活動以外にも体験や勉強会の実施など社会に出る機会

を数多く生み出しています。そのような活動を広く周知し、参加

の機会を広げていくよう努めていきます。

99
40

代

女

性

寿は子供の遊べる公園がないので、平日は道路で遊んでいる子が

多い。

史跡等も大事だが、子どもの遊べる公園が欲しい。

公園緑地課

寿など、昔からの市街地では、公園が不足していることは認識し

ていますが、用地を確保することが難しい状況です。お近くの寿

古墳公園や子ノ神緑地、少し遠いですが手賀沼公園をご利用くだ

さい。

100
60

代

男

性

これから先行き成長は望めませんので、現実的な見通しを立て

て、魅力ある街にしてほしいと思います。
企画課

限りある財源で、効率的かつ効果的に事業を展開し、魅力あるま

ちづくりを目指して事業に取り組んでいきます。

子供だけでなく、全ての人が安心して暮らせるように貧困世帯へ

のセーフティーネットが重要だと感じます。多様な社会参加の機

会を提案し、自宅に取り残されない取り組みを我孫子市全体で実

施していただきたいです。

女

性

30

代
98

37



101
30

代

女

性

子育て支援の中でも、共働きへの支援を手厚くしてほしい。

特に病気になってすぐ、病院で診てもらうまでや、立地の良い病

児保育施設の検討、病後保育に力を入れてほしい。

保育課

　市では、保育園などの集団保育や家庭保育が困難である病児・病後児を一

時的に病児・病後児保育施設で預かる事業を実施しています。

　平和台病院敷地内にある病後児保育施設「こどもデイルームみらい」、名

戸ヶ谷あびこ病院７階にある病児・病後児保育施設「たんぽぽルーム」にて

看護師と保育士が保育にあたっています。対象児童は生後５７日目から小学

校６年生まで（たんぽぽルームは生後６ヶ月から）となっています。

　子どもの病気は急性化することがあり、その時に対応ができるということ

が前提の事業であるため、病院に付設した施設で実施をしており、立地の良

い場所等への施設の増設については、病院側の受け入れ体制や保育室スペー

スに限りがあること、病院側でも看護師や保育士の確保が必要となることな

ど、厳しい状況にあります。

　なお、ファミリーサポートセンター事業でも病児・病後児の送迎（病児・

病後児施設と自宅との間の送迎）や預かりの援助活動を行っています。ご利

用方法等は市のホームページに掲載していますのでご参考にしてください。

（「トップページ」「子育て・教育・生涯学習」「あびこで子育て」「一時

的に預けたい」「ファミリーサポートセンター」）

　市では、仕事と子育ての両立支援ができるよう、今後も事業関係者と連携

しながら事業を実施していきますので、ご理解くださいますようお願いいた

します。
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102
40

代

女

性

市のウェブサイトに「常磐線・成田線の利便性向上は、まちづく

りを進める上で、とても重要な課題」だと書かれており、本当に

そうだと思います。ただ、これは市民の生の声を届ければJRが動

いてくれるような性質の問題でしょうか。成田線沿線に住む者と

しては、成田線の本数が増えれば毎日の通勤が便利になり嬉しい

のですが、現状に適応している部分もあります。そういった人の

声より、成田線が不便なために沿線に住むことを選択していない

人々の声を拾い上げたり、あるいはより建設的に、成田線の利便

性の向上が若い世代の流入にどれだけ効果があるかを数量的にシ

ミュレートしたりする調査結果をもとに、JRを説得する必要があ

ると思います。

企画課

成田線の利便性の向上を目的に、毎年、ＪＲ東日本に対し、要望

活動を行っています。要望活動の結果、夜の時間帯の常磐線から

成田線への乗り継ぎ時間の短縮など実施されています。今後、ご

提案いただいた事なども検討しながら、引き続き、ＪＲ東日本に

対し、要望活動を行っていきます。

103
30

代

女

性

子供が安心して登下校できるよう、今以上にパトロールを強化し

てほしい。
市民安全課

子どもに対する犯罪抑止と交通事故防止を強化するため、我孫子

警察署、市教育委員会と市が各々事務局となり、地域の方々及び

防犯・交通関係団体と連携した「子ども見守り隊」約2,000人が、

小学校登下校の時間帯に通学路の見守り活動を実施しています。

39



保育課

少子高齢化という困難に対応するため、令和元年10月に予定され

ている消費税率の引き上げによる財源を活用し、10月1日より幼

児教育・保育の無償化を予定しています。

無償化の対象となるのは、幼稚園、保育園、認定こども園などを

利用する3歳から5歳児クラスの子ども、0歳から2歳児クラスまで

の住民税非課税世帯の子ども、幼稚園に満3歳児入園した子ども、

就学前の児童発達支援等を利用する子どもです。

ホームページの中の「幼児教育・保育の無償化について」（「あ

びこで子育て」、「保育園・幼稚園」という情報サイト内）に

は、詳細なご案内等を掲載しております。ご参考にしてくださ

い。

子ども支援課
子育て世代の経済的支援として、子ども医療費の自己負担を入院

１日２００円・通院１回２００円としています。

商業観光課

ご意見ありがとうございます。

観光振興計画では、手賀沼を最大の観光資源とし、我孫子駅から

手賀沼までを含むエリアをリーディング地区としています。現

在、様々な振興策を実施しており、今後も引き続き実施して観光

振興や交流人口の拡大を図っていきます。

手賀沼課

手賀沼で一年中見られる白鳥は「コブハクチョウ」という種類

で、過去に人の手によって運び込まれたため、手賀沼においては

外来種です。近年、人による餌付けなどによりその数を増やして

おり、農業被害など問題が出始めています。観光資源の一つであ

ることに間違いはありませんが、そのような事実があることはご

承知おきいただけたら幸いです。

また、EM菌を利用した水質浄化の予定は現在のところありません

が、引き続き流域市町村と連携した浄化活動に取り組んでいきま

す。

とにかく子どもが少ないと街はどんどん老いていきます。子育て

世代は給料も安く大変なので、月に3万もする保育園と幼稚園の無

料化が必要。出産時の病院代も市で負担が良い。その分の医療費

や予防接種の補助は減らしても良い。

我孫子駅から手賀沼までの道を再開発して、観光スポットにした

ら良いと思う。一年中、白鳥が見れる鳥のまち、沼と川に囲まれ

た水の街として。

沼の水質をEM菌などで更に綺麗にしたいですね。

男

性

50

代
104

40



105
40

代

女

性

空き家の片付けをお願いしたい。

よい土地があっても隣が古い空き家で土地購入する気になれな

い。

市民安全課

空家の管理は所有者又は管理者が行うことになります。

空家の情報を市民安全課空家対策担当まで、ご連絡いただけれ

ば、現地調査を行い、適切に管理されていない空家については、

助言・指導等を行なっていきます。

企業立地推進

課

我孫子市は平成２５年度に企業立地推進課を創設し、新たな企業

が進出しやすい環境の整備や起業支援などの産業振興に努め、働

く場所の創出に取り組んでいます。今後も新たな企業が立地しや

すい環境整備を進め、企業の誘致を行い、市内における就労場所

の創出を図っていきます。

市民活動支援

課

現在、我孫子市内には多くの市民活動団体が活動しており、皆様

の地域を支えています。市民活動に関わるというと難しく感じる

かもしれませんが、ご自身が得意なこと、ご興味のあることをや

りたい時に実施できる活動も多くあります。市民活動に関わる方

が少しでも増え、市民の活動の活性化が図れるようこれからも支

援していきます。

107
50

代

女

性
こどもたちが、楽しめるしせつがほしい 公園緑地課

ご要望のような施設については、現在のところ計画しておりませ

ん。

108
70

代

女

性

今まで通り遊戯施設や映画館、パチンコ店などの娯楽施設は作ら

ないでほしい。

演奏会や合唱コンクールなどができるしっかりとした施設が欲し

い。

企画課

令和元年5月に我孫子市文化交流拠点施設建設構想(案)を策定し、

タウンミーティングで公表しました。また、市のホームページや

各行政サービスセンター、市内の各近隣センターにて閲覧が可能

となっており、皆さまのご意見も提出できるようになっていま

す。なお、文化交流拠点施設については、さまざまな意見があ

り、ホールの規模と機能が定まっていないことから、今後も引き

続き、意見を聴きながら方向性を検討していきます。

とにかく雇用を増やして欲しい。起業サポートもされています

が、企業誘致もお願いしたいです。

子育て環境は抜群で子育て世代の方がなぜ我孫子市に住まないの

か疑問に思うほどです。我孫子が大好きです。もっと市民の活性

化も図れるといいな、と思います。

女

性

30

代
106
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交通課

国道356号のひかり幼稚園入口部分から手賀沼公園へ通じる新設

道路「手賀沼公園・久寺家線」については、早期完成に向けた用

地交渉を継続しています。

図書館

我孫子駅前に図書館を作る計画は現在のところありません。図書

館本館及び分館に加え、市内各ステーションを巡回する移動図書

館をご利用ください。

110
40

代

女

性

保育園は環境も整っていて充実していましたが、学童保育は、定

員をはるかに超えた人数が狭いところにいて、指導員の先生方も

大変だと思います。安全、生活の楽しみなどの観点から、保育室

の拡大と先生の人数を増やすことを希望します。

子ども支援課

我孫子市では、学童保育やあびっ子クラブの事業計画として「我

孫子市放課後子ども総合プラン行動計画」を定めています。今年

度（令和元年度）は計画の最終年度となっており、今年度中に見

直しを行い、令和２年度から新計画の施行を予定しています。そ

の計画の中で児童数の増減見込やそれに伴った施設整備等を順次

検討する予定ですので、ご理解をお願いいたします。

健康づくり支

援課

５歳児健康診査は、５歳児を対象に就学に向けての話、個別対応

の歯科健康診査および歯磨き指導（希望者にフッ化物塗布）、必

要時は育児相談・栄養相談・心理相談を実施しております。１３

時３０分から１４時３０分を受付時間とし、１６時に全員の健診

が終了することを目指しておりますが、来所人数や相談の内容に

よっては時間が前後することがございます。今後も、待ち時間の

短縮に努めて実施していきます。

道路課

現場の状況を確認して必要な箇所については、古い側溝のふたの

交換、交差点の安全ポールの設置等安全対応を実施していきま

す。

１.友人の若い母親から聞いた保健センターの5歳児検診時の話で

す。時間通りに受付をしたが、待ち時間が2時間以上、本読みなど

をしてくれたようですが、余りにも長すぎて帰るのもとても遅く

なり苦痛だったとのこと。幼児を抱える親の負担を減らすよう待

ち時間を短くする為の方策を考えてほしい。

２.古い側溝のふたの交換、交差点の安全ポールの設置等安全対応

には感謝します。

男

性

70

代
111

・我孫子駅南口から手賀沼へ通じる新設道路の早期完成をお願い

したい。

・我孫子駅前に図書館をつくってほしい（小規模でもよい）。

男

性

80

代
109
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企画課

成田線の利便性の向上を目的に、毎年、ＪＲ東日本に対し、要望

活動を行っています。要望活動の結果、夜の時間帯の常磐線から

成田線への乗り継ぎ時間の短縮など実施されています。引き続

き、ＪＲ東日本に対し、要望活動を行っていきます。

交通課

あびバスは、全線が市の負担によって運行されており、市の限り

ある財源の中では市の負担増が伴う増便等を行うことはできませ

ん。今後、利用者が増え運賃収入のみで運営できるようになれば

増便を検討していきます。

子ども支援課

市では、子どもが主役となって楽しめる「げんきフェスタ」や

「あびこ子どもまつり」（子ども支援課）などを開催している

他、学びの機会を提供する「アビコでなんでも学び隊」（公民

館）や「手賀沼船上学習」（手賀沼課）など、様々な行事を行っ

ています。これからも子どもがのびのびと参加できる様々な行事

を開催していきます。

交通課
我孫子駅ホームエレベーターについては、現在、整備に向けた設

計を実施しています。

114
60

代

女

性

自然環境（蛍）に関して：柏市あけぼの公園、日本庭園茶室前の

小川に蛍の餌さ”カワニナ”が沢山います。でも、蛍はいないそう

です。この好ましい状況をなにかしらに有効利用できないもの

か？と思います。

手賀沼課

貴重なご意見ありがとうございます。

　当市では岡発戸・都部谷津ミュージアムという場所でホタルを

見ることが出来ます。そのため、市民の方を募集して年に２回、

ホタルの観察会を行っております。しかし、谷津ミュージアムと

いう場所は「持ち出さない・持ち込まない」という考えのもと、

当市と市民ボランティアで維持管理作業を行っておりますので、

是非、機会がありましたら足をお運びいただきますようお願いい

たします。

こどものイベントが多くありがたいです。

我孫子駅にベビーカーで行くことがありますが、ホームのエレ

ベーターがなく不便を感じたことがありました。

女

性

30

代
113

成田増設

我孫子駅から 柏より(台田・船戸・つくしの・並木方面)の バスの

本数がなさすぎなので 本数増やすのと 夜遅くまで運行していただ

きたい。

女

性

40

代
112
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115
40

代

女

性

商店街に活気があまりない。経営者が高齢化してるのもあると思

いますが、町おこしできる場を作ってほしい。
商業観光課

ご意見ありがとうございます。

商店街については、平成２３年度から昨年度まで「空き店舗活用

補助金制度」による助成を行いました。７年間で６４店舗の新規

出店があったことから商業活性化に一定の成果があったものと認

識しています。

今後ともみなさんが住みやすいまちとなるよう努めていきます。

クリーンセン

ター

ごみと資源の仕分けなどを記載した「ごみと資源の分け方出し

方」は、５か国語で表記した外国語版を、クリーンセンター、各

行政サービスセンターに設置するとともに、ホームページにも掲

載しいています。外国人が近くに住む地域の方にも外国語版の分

け方出し方があることを案内しています。

市民活動支援

課

市民活動支援課では、外国の方向けの自治会加入促進チラシを作

成し、海外の方が市内に転入された際は、そのチラシを配布して

います。

お近くにお住まいの方に配布したい場合には市民活動支援課まで

ご連絡ください。

秘書広報課

我孫子市内で外国人が通っている日本語学校でも授業の際に、ゴ

ミ出し、生活面のルールも教えていただくよう、依頼しておりま

す。

117
50

代

女

性

我孫子市は、高齢者にとって住みよい街ですか？それとも住みに

くい街ですか？その理由は何ですか？また、千葉県全体や東葛地

区の中では、どのような位置づけですか？

高齢者支援課

 「住みよい街」の考え方は人により様々なため、現状、市では統

計等による評価を行っておりません。

我孫子市の高齢化率は県内・全国と比較し平均より高くなってい

ますが、高齢者の皆さんがこれからも地域とのつながりを保ち安

心して暮らせるよう、市では高齢者の見守りや地域のネットワー

クづくりを推進し、社会参加を支援しています。今後も元気に高

齢者が活躍でき、介護が必要となっても安心して暮らせる街づく

りに取り組んで参ります。

116
80

代

男

性

今後我孫子市も外国人が今以上に増え、定住者も増えると思うの

で外国人にゴミ出しを始め、生活面でのルールをきちんと伝えて

ほしい。また出来たら町内会に加入するよう説明してほしい。災

害の多い日本に住むのだから。
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秘書広報課

市外への情報発信の活性化の特命に対して、H27年の本格的な活

動以降、従来とは違った様々な変化が出てきています。まずは、

市の認知度が課題だったことから、あびこの魅力発信室ではテレ

ビ、ラジオなどメディアを活用し市外へPRを行っています。視聴

者からは、「我孫子市にこんなところがあることを知らなかっ

た」、「イベントに参加しに我孫子を訪れたい」など毎回感想を

頂いており、Enjoy 手賀沼やジャパンバードフェスティバルなど

市を代表するイベントの来場者増につながっています。また、待

機児童0など子育てしやすいまちであることをPRし若い世代の移

住、定住に繋げており、令和元年5月～7月は前年度比で人口増と

なっています。

企画課

成田線の利便性の向上を目的に、毎年、ＪＲ東日本に対し、要望

活動を行っています。要望活動の結果、夜の時間帯の常磐線から

成田線への乗り継ぎ時間の短縮など実施されています。成田線増

発についても引き続き、ＪＲ東日本に対し、要望活動を行ってい

きます。

総務課

職員のやる気とモチベーションを高め、成果を上げた者が評価さ

れるよう人事評価を実施しています。また、職場内研修（OJT研

修）、職場外研修(階層別研修や専門研修など)及び自主研修によ

り職員の人材育成に努めています。

119
30

代

女

性

主人の会社では妻の健康診断はしてくれてないし、パート先でも

やらないので、がん検診以外何年も受けてない。江戸川区みたい

にそういう主婦でも健康診断を受けれる制度を作ってほしい。自

費だと無理なので。

健康づくり支

援課

３０代の方には、子宮頸がん検診・乳がん検診・骨粗しょう症検

診（５の倍数の年齢限定）、６０２４歯科健診を受診していただ

くことができますが、血液検査を含む健康診査は実施していませ

ん。４０歳以上の方には、健康保険組合が血液検査等を含む特定

健康診査を実施することが義務付けられていますので、加入中の

健康保険組合にお問い合わせください。

（1）あびこ魅力発信室は、うまく機能してますか？その理由は何

ですか？我孫子を訪れる人の数は増えましたか？我孫子の人口は

増えましたか？その他、何か変化はありましたか？（2）成田線増

発の見込みはありますか？逆に減らされる心配は不要ですか？具

体的な理由を添えて、お答えください（3）市役所の体質を良く変

えるために、具体的に何をされてますか？総務部長にお聞きしま

す。

男

性

50

代
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