
（ご意見・ご提言）

サッカー場は税金を使いすぎ。文化体育館は不便な場所にある。

現在、市外のプール教室に通ってますが、市営のプールができるようなことを耳にしています。本当でしょうか？本当なら近くて便
利で助かるのですが…

市民の要望でサッカー場、プール等の建設に至るのであろうが、市の財政や優先すべき事柄を考えると、施設の建設については、必
要性を感じない。

施設が分散化されている。ウォーキングコース（スペース）の整備（防犯灯含む）を望む。

いらないお金使いすぎ。

文化体育館の使用料が高い。

山香のサッカー場は、利用する人が少ない。もっと、みんなが活用できるグラウンド（野球場）を作ってほしい。年齢に関係なく、
色んなスポーツ教室をしてほしい。

①（スポーツ施設の整備）はいらない。これ以上税金を使わないでください。管理費等のことをまったく考えていない。

グラウンドゴルフ、月に２０日位している。

ハコものは不要だと思います。②（健康教室の実施）や③（総合型地域スポーツクラブの設立）が重要。あるものを活用していくべ
き。

ジムを増やしてほしい。

「グラウンドゴルフ」専用のグラウンドを作ってほしいです。

回答数

集会所にて、体操講話を月２回、区内の健康推進委員さんの協力で何でも話し意見も聞いて頂き有難く思っています。病院の距離が
遠いのが不便です。

51.9

27 11.2

具体的なご意見、ご提言があれば記入してください。

総合型地域スポーツクラブの設立

サークル以外の健康教室について情報が不足している。

248

※ 

③
82

4

516 ② 健康教室の実施

ご意見・ご提言

6

【安心・安全なくらしをささえるまちづくり】

問１　健康づくりの充実について伺います。

例えば、こんな事業をしています。

① スポーツ施設の整備（文化体育館・フットボールパークなど）回答数 率(%)

満足度重要度
率(%)
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野球場、陸上競技場など公式競技が行えない。必要と思えないものに多額の予算が使われているように思える。

総合型スポーツクラブを作ってほしい。

スポーツ関係にお金をかけすぎ！

文化体育館は音楽、観劇など音響、固定椅子など、適正さに欠け、総合性は望めない。サッカー場は維持負担が大きく、今後の財政
運営に支障をきたすのではないか。

各人一人一人の健康に対する自覚を持つこと。

大金をかけて特定の者しか使用しないフットボールパークなど必要ない。

文化体育館の低料金はありがたいです。

スイミングができるようにプールを作ってほしいです。

スポーツ施設は立派なものができたけれど、活用度に難あり、維持費がかかり過ぎて無駄遣いのきらいがあり。

自然を活かした健康づくりを考えてみたらどうか。

体を大切にする為にはストレスを持たないように気を付けて温泉に魚釣り、その他仕事をすることにより満足度を保つようにしてい
る。

今、文化体育館で行なわれている健康教室ピラティスに通っています。１時間ですが、もっと時間、あと３０分から１時間はほしい
です。

健康管理センターの運動する施設の利用時間をもう少し長くしてほしい。

統合により各地区には中学校があると思うので、何かの役に立つようにしてほしいです。

サッカー場を造った意味はあるの？無駄なものを造っただけですよ。

八坂にも総合型のスポーツの公園を。文化体育館はまだ一度も行ったことがないです。スポーツクラブで何か入っている人で、年一
度大会をするとか。

ゴルフ練習場がほしい。気楽に行けるスポーツ施設が無いような気がする。

スポーツ施設もだが、地区内の空き地の整備や安全にできる散歩コースづくりなども徐々に増やしてはどうか。

健康教室などなくなったのですか？ランニングマシーンとか、いろいろな設備はどうなったの？高い価格で購入したのでは？

健康教室、実施されてます。

実際「○○をここで実施している」とか回覧板が回ってこないので分からない。知らないことが多い。母家にまわるが離れに家を建
てているので回ってこないので。

サッカー場が本当に必要だったのか。

今回のサッカー場には納得いかない。維持費も掛かるだろうし、1年間どのくらい使われるのか？それよりも、天気に左右されない
子供たちへの屋内で遊べる施設を作ってほしいです。

陸上競技場、野球場（硬式にも）を作ってほしい。

太極拳、グラウンドゴルフに行っています。

もっと高齢の人達に利用できる施設を作ってほしい。低額で利用できる温泉。プールでの歩行運動。

②（健康教室の実施）広く地域に広まるよう。

スポーツをする人にとっては施設が新しくなるのは助かると思う。一般の人は興味がない。

年間を通して水泳のできる施設があれば良いと思う。

障がい児でもできるスポーツクラブがあってほしいです。

アタックス前にテニスコートはいらないと思う。税金のムダ使い！その分、他にまわしてほしい。

健康は自分で気をつけています。

健康施設が周辺部からなくなるのは大変不満です。近くにあってこそ行けるのに…

総合体育館（本庄）に何度か行きましたがあまりにもお金をかけすぎ（建物に）よってもっと設備を増やしてと言っても予算がない
と言う。上部だけの考えのもとで建てたという感じがする。

特に利用してないので何も。サッカー場が完成した？する？とか聞きましたが不要だと思いました。

年齢や家庭の事情で参加できないので残念です。

若者が少ない杵築市で、果たしてハードばかりに金をかけるのは如何なものか？管理費、維持費のことを考えての建設建築なので
しょうか？利用する人も限られています。市民の事を大切に思えば他にお金を使う方法があるのではないか？税金を使うのには大反
対です。サッカー場発案者が私財を出してもらいたいと、痛切な願いです。

ゴルフ。平素歩かないのでゲートボール。グラウンドゴルフ。

健康ランド、スタジオでのレッスン。

健康教室、いきいきサロンに参加しています。

サッカー場は本当に必要ですか？県単位でやることを市単位でしなきゃいけないの？喜んでいる人はいるのかしら？厳しい意見があ
ると思います。

仕事を持っている者が夜でも通えるスポーツジム。

サッカー場や体育館。

市民全員が同時刻に同じ体操を継続する習慣を作る。

プールは賛成→健康づくりになる。医療費削減効果ありそう。フットボールパークは収入より維持費が大幅に多くなりそう→早くつ
ぶすべき。

７０才を過ぎますと、健康づくりをする気持ちはありますが、無理みたいです。

車がないと不便なところにある。ちゃんと利用されているか。

いろいろなイベント期待しています。NHKの健康教室とか。

杵築市はスポーツに力を入れていると思いますが、力の入れ方に偏りがあるのでは？

エアロビクス、ヨガなどの若者向けの教室を実施してほしい。

健康教室（ヨガ、フィットネスなど）をもっと増やしてほしい。

事業内容が分かり難いため、利用し難い。

スポーツやその他の教室が片寄りすぎていると思う。もう少し、年代別にアンケートを取ったらどうか？

プール（温水）の整備。山香のスポーツ整備は不要。

スポーツクラブ？あまり知られてないと思います。施設に関してはＯＫだと思います。

「自分の健康は自分で守る」これからの生活、または生活習慣による慣性疾病は、自分で治せます。
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スポーツを行うにも若い人がいない。

誰でも参加しやすい教室を開催したり、開催状況（予定）などをスーパーなど目につくところへ貼ると良いと思う。ただ、施設建設
は賛成できない。

教室などではなく、誰でも気軽に利用できる場所がない。

硬式野球場の新設、両翼９８～１００ｍ、中堅１２０～１２２ｍ

文化体育館、フットボールパークなど、一般市民が気軽に使えない施設にお金をかけすぎている。

フットボールパークは使用用途が限られており必要性を感じない。※小さな子供が遊べる公園も兼ねた施設があるとよい。

行政で何がおこなわれているのか情報があまり伝わってこないため分からない。判断材料が少ない。

使用度の低い施設は新しく作る必要はないと思います。フットボールパークはコストがかかりすぎるのでは？

フットボールパーク等より他に優先するべき事業があった。

山香町にサッカー場ができて、子供たちの健康づくりの充実につながる。

スポーツ施設の情報発信を希望（利用料金、施設内容ｅｔｃ）利用状況は？市民の要望に合った形で！無駄なハコモノは×。

総合型スポーツクラブの活動が分かりにくい。

スポーツ施設への予算が多すぎる。もっとやるべきことがあるのではないか。市長の趣味でやっているのか！

フットボールパークとはどのような施設か？市民生活とどのような関わりがあるのか、その必要度合に疑問がある。

杵築地区へ多目的総合運動公園の設立（無料）

高齢者の軽い体操に行っています。夏休みにラジオ体操や中国の太極拳みたいに近くで体を動かす機会があればよいと思います。

健康体操。月２回土曜日に実施しています。みんな良く出席してくれます。

スポーツはなかなか続けにくいので、日々の生活の中に、例えば買い物に行く時のウォーキング等、お掃除の時にできるストレッチ
とか豆知識を教えてほしい。

健康づくりの教室に参加できるように紹介してほしい。

箱物にお金をかけすぎている。

市営のプールを作り交通（巡回バス）を便利にインストラクターを置き、指導をしてくれるとよい。泳ぐのではなく健康のための水
中での動作など。

健康教室の実施、出来れば月1回を希望。

自己管理が大切。そのための啓発運動することが、福祉不要につながると思う。地域に健康づくりの施設がほしい。卓球台など。

サッカー場に続いて野球場や４００ｍトラックなども整備してほしい。

もう少し市民全体が意識し参加できる催しものがあればと思う。

施設が遠く、交通手段（車、バス）がないと利用できない。出張のインストラクター（運動の療法士）の人達が地方に来てくれると
ありがたいです。

みんなが気軽に行けるスポーツジム。

スポーツに関するお店がもっと増えたり、ジムが大きいといい。

老人のスポーツ場？室内がほしい。過疎地？

情報を見ていないのと、利用をしないので回答できません。

各種事業を行なっても交通手段を考えると参加するのは困難です。

立派な施設があっても、地域住民のために活用されていない。

フットボールパークはあんなに大金をかけて建設する必要があるのか疑問に感じる。そんなお金があるなら東北に寄付するか住民税
を下げてほしい。

体育館等の備品がボロボロで使えない物がある。ラインテープも剥がれている。床が汚い。

スポーツで文化体育館を使用しようとしても、使用料が高い。

若宮区は約１０年前位からＮＨＫの朝ラジオ体操を放送で流してきました。全町あげて体操をしたら如何なものですか。

陸上競技場、野球場施設については中途半端であり、県下でも豊後高田市、杵築市が最低の施設である。

①（文化体育館・フットボールパーク）的な施設はそれに関わる人だけで、小さくても身近にあれば健康度は高くなるのでは。

行事に参加できていないのが現状です。母子なので仕事や家事があるからです。

よく知られていない。文化体育館の位置が不便なうえ、バス停留所からも遠い。

全ての住民が行けると思わないので、各地区出張所（公民館等で）ベースの開催等ができないのか。

誰でも参加できる施設がほしい。

毎朝1時間の歩きを続けて自分の健康に。

早くプールを作ってほしい。

サッカー場より、多くの世代が利用する室内プールを先に整備するべきだったと思う。

プールを作ってもらいたい。そして、スイミングスクールも作ってもらいたい。（杵築地区に）

高齢者向けの健康教室しかない。年数回のスポーツ施設より毎日利用する通学路の整備を優先すべき。

プールがほしい。

元気で年を重ねたいので、気軽に使用できる広場を増やしてほしい。グラウンドゴルフのできる場所が少ないように感じる。

フットボールパークは山香町には不要。

サッカーグラウンドは必要なかったと思う。

できてしまったので、後の祭りだが、サッカー場は不要だと思います。

スポーツ機器が杵築市体育館まで行かないとない。スポーツクラブも親子でできるものがほしい。（バトミントンなど）時間が遅す
ぎたり杵築体育館周辺のが多く、山香から行くのが大変。

文化体育館や健康福祉センターは車が無い人は大変です。

杵築体育館内のジムが重宝している。今後、引越ししてもジムに通える所に住みたい。

施設も重要ですが利用しやすい工夫がほしい。

仕事をしているので利用はしていませんが、やりたい教室が見つからないのと、交通の便が悪いので利用していない。

まだ９ヶ月足らずしか住んでいないので、あまり良くわかりません。

城山の市民会館が使用できなくなった今、スポーツを主とした文化体育館が建設されたので期待も大だったのですが…　管理費の関
係かもしれませんが市民が皆平等に使える施設にしてもらいたい！

文化体育館受付、管理人の態度が悪い。教育がなってない。利用料金が高い。
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ＢＧにサブグラウンドが出来るといいです。プールが楽しみです。

利用している人は一部の人だけ。

体操指導員を１，２カ月に１回くらい区に派遣していただいて、運動の手ほどきをしてもらいたい。

野球場を整備してほしい。

スポーツクラブの整備などは良くなっていると思いますが、小さい子供の遊ぶ公園がない！高齢の方とも限りませんが散歩する安全
なコースがあればよいと思う。

子供～老人向けの室内プールを切望。体育館、フットボールパークを市民が使いやすく、安価で貸し出してほしい。

大きな施設はいりません。近場に多くほしいです。

仕事と家事をしていると運動する機会もなく、職場でも取り組みなし。職場などに声掛けし、健康づくりをすすめてもらいたい。

スポーツはあっちこっちに作っても、若い人ならともかく年を取って行こうと思っても遠くて行けない。

スポーツ施設の整備に関して合理的な方法で整備されていると思えません。（サッカー施設等）より多くの市民に反映できる事業を
考えていただきたい。

人口が少ないのにこういうのは必要ないと思います。

貧乏県の大分がプロサッカーに手を出すこと自体、賛同しかねる。確かにお荷物だが、協力と引き換えに施設の整備に配慮しても
らっては如何。

もう少し介護予防の充実が必要です。

スイミングスクールがほしい。

山香町にはスポーツジムがない。別府まで通わなければならず不便。

杵築の中心地の人にとってのみ充実しているように思います。施設までの交通手段を確保してほしい。または、周辺地区各公民館に
気軽にできる運動器具等を揃えてほしい。
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（ご意見・ご提言）

月２回集会のとき保健師の血圧測定、健康相談を開いて、皆、相談しています。

総合病院が近くにない。

②（健康相談、健康教室の実施）何処で？！いつ？！しているのか分からない。しているのなら行ってみたいので、もっと分かるよう
に宣伝してほしい。

③（杵築市保健センターの設立）いらない。これ以上税金を使わないでください。

小さな町に良い病院が充実していると思います。

杵築にも総合病院ができればよい。山香地区にあるが足りないように感じる。

プール整備事業は良い。

【安心・安全なくらしをささえるまちづくり】

問２　保健・医療体制の充実について伺います。

重要度 満足度 例えば、こんな事業をしています。

プール（温水）の整備。山香のスポーツ整備は不要。

プールやセンター設立が見えてこない。口から口への言葉のみで！！相談や教室も、市報に載っているのか？見落としが多くなるの
で、市役所の玄関に掲示板でも置いてほしい。

現在人間ドックは主人の会社で受けてますが、大分市に比べて、杵築の検診の方が良さそうなので退職後、杵築に居られたら受けたい
と思ってます。

③（杵築市保健センターの設立）箱物の新設は必要ないと思う。

小児健診の際に保健師さん達の対応がとても丁寧で分かりやすいです。予防接種はもう少し早く（HIV、肺炎球菌）助成してほしかっ
たです。（接種後でも助成があれば助かります。）

検診、毎回行っている。良い事だと思います。

②（健康相談、健康教室の実施）は周知が必要。知らない人が多い。

検診、フォローについては満足。しかし、急病、特に心不全、脳疾患時の対応、受入体制の不安。

回答数

杵築市保健センターの設立（保健センター・プール整備事業）

重要

回答数率(%)
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情報を見ていないのと、利用をしないので回答できません。

箱物はいらない。山香病院をもっと充実させるべき。いつでも何科でも診療できる体制にしてほしい。

医療費の少ない所はどのようにして少ないのか？

予防接種など、本当にありがたいです。

よく知られていない。

全ての住民が行けると思わないので、各地区出張所（公民館等で）ベースの開催等ができないのか。

健康診断検診の項目が杵築市は少なすぎ！婦人科項目の増を！

総合病院を作ってほしい。

市立病院を市民の皆に利用するよう呼びかけ、市民病院としてもっと発展してほしい。

健康診断（人間ドック）などは少ない人数でするのは良いのですが、診察を待つ時間が長いので、午前中で診察が終わるとお勤めをし
ている人は午後からでも仕事に行けるのですが。特に自営業の人たちは。

これから老人が多くなるから。

健康保険の支払いに四苦八苦、もう少し安くならないものか。

病院が少ない！！

検診や予防接種どうすれば受けられるのかわからない。

杵築市（市内）に総合病院がほしい。

休日当番医が眼科というのはいかがなものでしょうか。

総合病院の設立。

子宮ガン健診が山香であるのが２０日前後で、生理中で受けれないので５日とか少しずらしてほしい。

予防接種どこで行われるんですか？

一人一人が自身で自覚を持って自分の体を大事にする気持ちを持って健診を受ける。

山香病院によく行くのですが、先生がよく替わるのでどうにかしてほしい。

高齢者が多いため医療重視をお願いします。

年一回の鶴見病院への健診がなくなり不満がある。継続求む。

山香病院が市民病院として…ですが、どうしても遠くに感じ、日出、別府の病院・医院（クリニック）を利用しがちで、何とか中央も
しくはそれに近い方へ移転はできないものでしょうか？

市民プール（冬も使える）がほしい。

乳幼児医療受給資格者証を小学校の低学年までにしてほしい。

開業医がほどほどに有力で恵まれていると思う。

成人の為に健康相談・教室がもっとあってよいと思います。

保健健診や病院施設は充実していて大変良いと思います。

インフルエンザなど児童に接種するものの無料化。

健康相談は市民医療として、休みの日、平日、祝日ですし、日曜日健康相談してほしいな～\５００で。杵築市日曜当番医で中央病院
があるのにもっと利用者が多くなっていいのでは？

市立病院の内科の拡充を。

健康相談の充実。身体に不安を感じた時すぐ相談できる体制がほしい。

健診や予防接種を受けてます。

実際「○○をここで実施している」とか回覧板が回ってこないので分からない。知らないことが多い。母家には回るが、離れに家を建
てているので回ってこない。

特に子供の医療費については、とても助かっています。しかし、②（各種検診や予防接種）③（健康相談、健康教室）に関しては利用
したことがないので分かりません。

杵築市の中心部ばかりに集中して作られてもすぐに行けなくて利用できない。

良いと思います。

検診、インフルエンザなど毎年行っています。

人間ドックを１５年以上山香で受けていましたが、乳癌の検診で今年（２２年）はエコーでした。もう少し早くからエコーであったな
ら早く分かったかもしれません。ずっとレントゲンでしたので１月に手術をしましたが今までの人間ドックは何だったのか残念でなり
ません。現在も抗がん治療中です。

子宮けい癌の予防接種が無料で実施されているのに予告もお知らせも遅く、高一の子供は無料でできなくなるところでした。そのため
に市報があるのでは？

杵築市の人口からみれば適当なんだろうけど、専門医（耳鼻科、整形、皮ふ科等）が１軒ずつしかないのは不満。他の市町村に流れて
いってる。杵築地区に総合病院がほしい。

どんなことが行われているのか、あまり耳にしない。もっと皆にわかる形で公表してほしい。

山香病院には重要な科が足りない。

山香町大字小武地区在住。病院に行くバスが週に１回しかないので不便です。２～３回あればと思う。

行政では取組の体制はできていると思いますが、その事について地域で活用する機会がないと思います。

夜間、休日等でも対応できる市民病院がほしい。

（専門の）病院が少ない。別府、大分まで通院しなければならない。車の運転ができなくなった時のことを考えると不安になる。

山香病院長の横暴。多数の方が我慢され不評。他市からの人々から言われる。改善されたし。

杵築市内に総合病院がほしい。

杵築にも医療センターを設立してほしい。

乳幼児の集団健診は必ず午後で、午後は昼寝時間になる方が多いと思いますので、午前中を希望します。

保健センターは早急に建設を要望する。

院長横暴、すぐ大声で立腹。

旧杵築市内に充実した総合病院がなく重要な病気は別府に行く必要があり、とても不便。

小児科の数等。

保健センターの設立。小児病院の充実、救急病院、夜間診察など子供に関する病院がほしい。
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杵築市街地に総合病院を。

安心して子供を産めない状況が見られる。よって若い人が地域から離れていくことが心配である。

寝たきりをつくらないためにも、健診は大事です。高齢者の健診料が健康保険並みにならないのか？

小児科が少ない。

病院の送り迎えができないでしょうか。

センターに市民を呼ぶのではなく、保健師さんは田舎の地区のお年寄りの健康相談に出向くとかしてもいいと思います。交通手段のな
いお年寄りもたくさんいます。

山香病院の充実。

乳がん検診の年齢を20歳以上対象にしてほしい。女性も5年刻みでなく2才刻みにしてほしい。

情報の提示方法に問題あり。分かりにくいし、関わりにくい。

旧杵築市中心でなく、山香・大田にもっと目を向けてほしいです。人口が少ないのでしょうがないですが…

旧市内に公的総合病院があれば便利だと思います。

大分、別府市内の民間を参考に。特に市立病院のおかげで市民が存在するみたいです。

乳幼児健診がやや遅い。母子手帳にもきちんと記入してほしい。

杵築にこれといった病院がありますか？大きな病気をすると大分、別府に行きます。

献血の機会が減った。

入院できるところが少ない。老人が多いのにベッドの数が少なく完治するまで入院できない。

医師、看護師など医療スタッフの確保に力を入れる必要がある。

山香病院の先生方が優しくしてくださり感謝です。

予防的な健康づくり対策を充実していただきたいと思います。

きちんと整備されたプールが山香には無い。

市民が気軽に利用できるプールを早く作るべきである。

②（各種検診や予防接種の実施）③（健康相談、健康教室の実施）の内容が市民に徹底されていない。

市立山香病院の医師の交替が頻繁すぎる。

②（健康相談、健康教室の実施）情報が入ってこない。

この事業に関しては期待しています。

立派な市立山香病院があるので、もっと近代的な医療器具を入れて患者さんが市外の医療機関に行かないような工夫をしてほしい（お
金がかかるけど）

市に変わって検診が受け難くなり困っています。

山香町立病院の医師の数が少ない（内科外科）。今まで毎日だった科が週１回など…　老人が増えているのにと思う。

保健センター等は無駄。要らない。他施設の併用で充分満たせる。

杵築の中心部に２４時間対応の総合医療受入れの体制の整備が必要と思う。

各種予防接種の助成、６５才以上、小学生以下。

健診の案内がこない。会社での健診もない。

とにかく、外に出て歩くことを広めてほしい。医療費削減につながります。きっと。外にでるには目的が必要。年配、高齢の方には何
かミッションを与えて、やる気ＵＰ。

山香地区には山香病院があり、まず満足している。

山香病院の医師の充実。

生きる=健康。健康教室が身近にあれば是非参加したいです。

合併前は地区の健康診断を近くの公民館で受診できていましたが、合併後は健診場所が少なく遠くなり、徒歩では行けなく高齢者の方
は受診したくても受診しない方があるようです。
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（ご意見・ご提言）

3.3

推進というより保険料の未払いをどう解消するか。

国保の保険料が高い。

年金は若い人に、いつ、どれくらいもらえるのか、分かりやすく説明してほしい。それによって、老後の考え方が変わると思うので
…

ムダ使いが多い。自分達が年金をもらう頃には、もらえなくなっていると思う。

③（国民年金制度の周知、相談業務の充実）の「相談業務」は、具体的に何をしているのか見えてこない。本当に相談したい人、わ
からない人に行き届いているか疑問。

健康保険料が高い。高負担者にメリットのある施策を考慮してほしい（優先受診etc)

保険料が高額である。

父が病気で健康保険には大変お世話になった。国保については満足している。

余り深く考えたことはありません。

保険料がどんな計算ででるのか分からない。

具体的に目に見えない物なので正規取扱いをお願いします。

国民健康保険が高額すぎて家計を圧迫しています。本当にどうにかしてほしいです。

年金について、支給されるまで、何も文書でも届かないので、分からない。

98 12.3

無回答 26 3.3 無回答

不満 2 63 7.9

36 4.5 わからない 1 71 8.9わからない 1

26

【安心・安全なくらしをささえるまちづくり】

問３　国民健康保険・国民年金の推進について伺います。

重要度 満足度 例えば、こんな事業をしています。

ふつう

やや重要 5 93

ふつう

医療費の適正化、保険料の適正な賦課回答数 率(%)

48.8

③
やや満足

満足

回答数 率(%) ①

②6 388 8.1

11.7 5

※ 

387 48.7 ご意見・ご提言

具体的なご意見、ご提言があれば記入してください。

86
国民年金制度の周知、相談業務の充実

後期高齢者医療制度の撤廃。

後期高齢者医療制度の周知、窓口業務の充実

4 233 29.3 4

重要 6

10.8

64

やや不満 3

重要で
ない

2 5 0.6

あまり重要
でない

3 14 1.8

高齢者の病院への依存意識を少なくして、日頃から体を動かして、体を健康に保つ意識をもたせるように指導する必要があります。

近くに総合病院がほしい。

何か分からない事があった場合、窓口では親切に対応して頂いていると思います。
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国民年金２５年支払制度をやめてほしい！失業して支払に負担がある！！

税額が高すぎて納付できない人が多いのでは…

市役所職員の応対、窓口業務の様子は大変結構。

障がい者、高齢者にもっと補助を！

具体的にやっている事が実際に目に見えてこないのでは？

持病の人の医療費の軽減。老人の一ヶ所での長期入院ができるようにしてほしい。

大切な事だとは思いますが未払者たちや若者の減少により、将来年金がもらえるのかとても不安です。

保険料を安くしてもらいたい。

高齢者医療制度の更なる充実と併せて窓口業務の検討を望む。

保険料はもっと下げていいと思います。新聞で名古屋は下がったと言う記事を見ました。

相談業務と言うよりは無駄な人員が多い。

国民健康保険料が高い。

国民年金については、今後若者のことが心配で、私のひ孫とかは必要ないと言っている。

大田いきいき健康運動など全市へ。

国民健康保険料が高すぎです。

国民年金の基準の提示がない。年金を納めるのに何年掛けたら幾ら位いただけるか、金額の提示があれば掛ける人が増えると思いま
す。

後期高齢者医療保険料が高すぎるのでは、年金生活をする上で保険料が高いと苦しい。

国保の保険料が高すぎると思います。

まだ保険料を払ったばかりの立場で分かりません。人生７０過ぎたら相談します。

年金及び保険未加入者に対する加入を促す。

保険料が高い。

国民健康保険の金額高すぎる。どうにか考えてほしいです。毎年、金額が上がって払いきれない。

高い。

もっと充実を。しっかりした病院があると良い。

国民年金を納め年金をもらうより、納めなくて生活保護をもらう方が金額をもらえるのはなぜですか。自分たちが良ければとの考え
方は変えてもらいたい。

健康保険料の掛金が高くて家計を圧迫している。

終戦まで軍属として勤めていて麻生内閣の時（１昨年頃）年金通知書に昭和１７年～２０年まで軍関係で働いていた者に年金が加算
されるとのことで福祉事務所に行ったが、厚生年金には加算されるが国民年金には加算されないとのこと。戦争中、国のために働い
たのに何故差別されるのかと思い本当に残念です。

患者の送迎を行なっている医療機関があるが、その経費は健康保険からも賄われていると考える。調査をし、公表してもらいたい。

窓口で高い保険料に不満を言うと「使う者が多いから仕方ない」と言われた。医療費が少ない者には年１回の検診料を無料にするな
ど還元してほしい。

将来にわたってこの制度が続けられるのか。

保険料の適正な賦課について検討してほしい。

杵築市だけのオリジナリティーにあふれた何かで…

市役所窓口は非常に親切でよろしい。

保険料、高額すぎる。

生活をかなり圧迫しています。

老人の人で大した症状でもないのに楽しんで病院のはしごをしている人が何人もいます。１割負担して百何十円くらいなので毎日
行っています。それでは保険料はパンクするのではないかと思います。

引っ越してきた際の年金の説明不足です。ハガキだけもらって返送されました。

年金も保険料も高いと思います。保障がされてないので、歳を取るにつれて不安になります。

健康保険料が県で一番少ない市になるように、他の少ない所を見習って勉強してほしい。

保険料は高くてもその分サービスが充実してくれれば、問題ないです。

市民病院の先生の充実をお願いしたい。各種の検査をしてもハッキリとした診断が出なく、これを（薬）飲んでもみてください、で
は患者はどうすればよいか迷う。

重要さは認識しているが、保険料が高いと思います。

国保料を安くしてほしい。

年金等が少ないのに介護保険を払う。介護されるようになっても年金で賄えない。

若い人達は年金がもらえないのでは？

国保…保険料は高いと思慮する。国年…未加入者、未納者が漸増しているのではないか。

保険料が高い。

高齢者にとって非常に大きい問題点の１つです。納得できる方向づけを希望します。

後期高齢者制度は見直してほしい。

上記③（国民年金制度の周知、相談業務の充実）は杵築市がやってくれている認識はありません。いつから、どの年代の人に周知相
談業務をしているのですか？

年金暮らしの３割負担はきつい。年収に関係なく７０才以上は１割にしてほしい。

後期高齢者の医療費を少しでも減らしてもらいたい。

杵築市は平均所得が高く裕福な市と思っていましたが、以前住んだことがある別府市より健康保険税が高いのには驚いています。な
ぜですか？

通達や医療のしおり、其の他判読しにくいところを丁寧に教えてくれる。これはよい。

自由業及び個人業の方について、金額及び集金が甘いのではないか。あのような税金または健康保険金額ではない、多いはずだと聞
く。

年金を掛けない事に対して、将来的なペナルティではなく、今現在に対して何かないと、未納者、未加入者は変わらないと思う。

施設人間の延命治療が必要か？医療費のムダ使い。
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無職の人に対して免除がない。国保料金が高すぎる。

事業内容がよく分かりません。

年金は少ししかもらえず、医療費は高く、毎月病院にかかっている者にはたまりません。（余談ですが）病院の会計も点数で計算す
るので言われただけ払います。でもいつもと変わらない診察なのになぜか高いと思い会計の方に言ってみれば、計算し直してみたら
4,000円も高くなっていました。これが何も気づかずだと思うと信用できません。しっかりしてほしいです。（山香病院）

健康保険料が高い。

国民健康保険料が高い。

保険制度はありがたいが年金生活の高齢者には掛金が年間２０万円以上では生活困窮につながる。せめて月１万程度にならないの
か？

保険料が高すぎます。

高齢者があまり理解できていない。制度が変われば分かりやすく説明し理解を得てもらいたい。

国民保険と国民年金は必要だと思いますが、掛金が少し高いように思います。いろんなものを作ってもいいかもしれませんが、もう
少し市民のことを考えて。
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（ご意見・ご提言）

福祉の方には大変お世話になり、ありがたく思っています。

これからお世話になる年代です。

高齢者福祉の充実。

何かなった時には親切に対応してもらいたい。

そばに利用している人がいないので分かりません。

杵築市も高齢化が進んでいるので、もっと考えていかないと…

送迎車両のドライバーのマナーが悪いように感じられます。年金＋パートが生活保護支給金より少ないのは納得がいきません。真面
目に働く者が馬鹿をみる世の中、国に働きかけてぜひ見直してください。

障がい者の介護タクシーをもう少し増やしてほしい。

お年寄りはすごく多いし、1人で暮している人も多いので、もっとサービスがあっていいと思う。

ヘルパーさんが来てくれるので助かる。

家族の看護意識の低下は、将来大変な問題になる。身内は身内で看る！

社会福祉協議会等への寄付はやめてほしい。収入がないので、みんな助け合うというのは分かりますが、何に使っているのか分から
ない。

リハビリができる施設が少ない。ヘルパーetcの数が少ないのでは？

幼稚園の重要性を今一度認識してほしい。また、特に上、山浦、向野、大田等、周辺部の高齢者の暮らしが便利になるような何かが
必要。

やや満足

ふつう

やや重要 5

ふつう 4

自分の感じてない部分なので…

1

26 3.3無回答 23 2.9 無回答

93 11.7わからない 1 39 4.9 わからない

母が福祉サービスを受けているが、この点についても不満は特にない。

8

不満 2 52 6.5
重要で
ない

2 8 1.0

回答数 率(%)

あまり重要
でない

3

6

【安心・安全なくらしをささえるまちづくり】

問４　福祉の充実について伺います。

重要度 満足度 例えば、こんな事業をしています。

率(%) 障がい者への福祉サービスの内容充実①回答数

高齢者福祉・介護保険サービスの充実

③
13.0

②

5

ホームヘルプサービスの充実
103

具体的なご意見、ご提言があれば記入してください。

4

52重要 満足 6

やや不満

ご意見・ご提言

3 71 8.9

398 50.1

※ 

398 50.1

116 14.6

203 25.5

1.0

6.5

398

116

203

8 8
39 23

52

103

398

71
52

93
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高齢化社会、私の母もデイサービスに行っています。内容の工夫が必要。

福祉バスが病院に行っても、帰りに利用できないのをよくみかけます。帰りに二度位便があればよいと思います。

②（高齢者福祉・介護保険サービスの充実）の例をとれば介護保険は天引きされても利用する立場になれば、お金のかかる制度で収
入の少ない者は利用出来ない現状に納得がいきません。

不要な？福祉とは何か？地域、個人もっと「すみずみ」まで？サービス？

精神的障がい者等、まだ表面に出ていない、出きらない、出られない人がいるのでは、その人達を社会に出られるように。

よく知られていない。

今のところ、何のサービスも受けておりませんが、地域で助け合いができれば良いのにと思います。でもお互いに年をとってますけ
れど、それなりにできる人ができることをと思います。

利用料金が高いと聞きました。本当に将来が不安です。

杵築市は一部だけがホームヘルプサービスをしています。他、日出町～ヘルパーさんが来ています。あの有田組の跡地をヘルパース
テーションとかにして、町へ出ていくことなく支所があったらいいのにな。

サービスの内容がよく分からない。

本当に必要なサービスが提供できていますか。一人暮らしの老人に対して何かしていますか。敬老の日だけではありませんか。

老々家庭で頑張っている家庭と、ヘルパーさんなどに頼り切っている家庭があり、ちょっと考えさせられることではないでしょう
か？

他の人の話を聞くと、相談に行っても私の担当ではないと無視されることがあると言っていました。障がい者への思いやりをもって
もらいたい。

大人の障がい者の福祉サービスはあるかもしれませんが、子供の障がい者の福祉サービスが全くないので、困ることが多い。近くに
近親者がいないので、いざという時のサポートがない。

市民には認知度が低いと思う。

障がい者、高齢者をかかえる家族にもっとよく話を聞いて下さい。

外見だけで判断。シビレ等が分らない。実際の日常調査の把握。

介護に詳しい人はその恩恵を受けているが、知らない者は損をしている。ケアマネージャーさんは人によって詳しく教えていない。
不公平感がある。

利用していないので分かりません。

まだお世話になっていないため分からない。

色んな問題が多いと思いますが、充分（高齢者にとっては）だと思います。

今のところ、まだ活用していないのでよく分かりません。

医療、保険、福祉の充実は高齢化社会、ましては児童の福祉において地域にはとても重要だと思います。

在宅で高齢者が住み続けられるよう、サービスの充実を図ってほしい。

病院が遠いため、なかなか行けない、車がないと行けない。

施設がいろいろ整っていて利用度は多い。しかし、経費が市負担の所が多い。

独居老人に対するサービスなどをもう少し充実させたらどうでしょうか。

必要、重要だと思いますが利用したことがないので、よく分かりません。

子育て支援の充実これが一番。

ホームヘルパーさんにお世話になっていないので分かりません。

福祉施設へ補助増を！

まだ利用していませんが、今後利用するかもしれません。

高齢者に対して配膳サービスが悪い。買い物に行けない者にとっては命綱なのに注意が足りない。

老健施設を増やしてほしい。

実際に自分の目で見てないので判断できない。

福祉のサービスはまだよく分かりませんが、重要だと思います。

介護保険の度合いによりかなり違うので、軽くてももう少しサービスを受けられるようにしてほしい。

今後、介護施設やホームヘルパーの充実、増員が急務。

充実してるようには思えない。

いづれ老いて皆世話になる。より良いように願います。

障がい者の福祉さんにお願いがあります。障がい者さんの中でも他人を叩く人には付箋を付けて下さい。叩かれて青アザになりまし
た。注意してもダメで、こちらが障がい者をいじめてるように思われた事が残念です。高齢者のサービスはもっと改善してくださ
い。高齢者は年金で生活しているのに年金は少ないのに施設等の費用などが高いので利用できない。

杵築市は老人が増加しつつあるので大切です。

どこで何が行われているか情報不足。福祉施設などが別府まで出向かないとないのは大変不便です。

特に目立ったサービスを感じない。もっと積極的に行うべき。

高年齢化による昨今、ホームヘルパー制度の充実。

介護タクシーを増やしてほしい。

介護認定をお願いします。

少子高齢化、子が親をみる、世話をするのが原則。良し悪しは別として親は容認すべき。公的福祉の充実には限界がある。

民間の介護サービスが充実してきているので、公営の方もがんばってください。

中山間地では、交通手段がなく買物等にも出られない。もう少し福祉バスやコミュニティバスを増便してほしい。

現社会では当然必要であり、増々充実してほしい事業と思います。

福祉に金を掛けすぎる。今の日本にはそんな金は無いはず。少し縮小すべき。老人は甘えすぎ。福祉は手を差し延べすぎ、過保護の
感あり。

車に乗れない人の為の買物等の便宜を図ってほしい。

老人施設を充実すべき。

将来に向けてもっと施設の拡充が望まれる。

本当に介護が必要ある人の介護は適切であるけど、必要がなくても介護を受けないと、後々受けられなくなるために、受けている人
が多いように見受けられる。
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市が率先して取り組んでいるのか疑問？

介護保険を受けている人の一部に過保護扱いが目につく。最近の認定者は適正のようですが、古い人は再認定する必要があると思う。

障がい者に対しての福祉サービスが非常に低く感じられます。

具体的にどんなことをしているのか全く分かりません。「○○の充実」って何をどう充実するのですか？

福祉バス(循環）の利用率の調査と必要な改善。

昔に比べれば福祉はとても充実してきたなと思います。が、市の経営している施設が無くなり民間になった場合、重度の利用者は金
額も高くなると利用するのも大変になります。デイサービスや軽度の利用者は良くなってるのですが、その場合は病院になるので
しょうか。どうか、安く利用できる施設を望みます。

杵築には、市がしているのは杵築福祉だけですね。山香の方は中学校が空いてます。老人ホームを学校を改善して作ったらどうです
か。私の主人も介護施設に入っていますが、年金生活なのでお金が大変です。もう少し老人のことも考えて、いろいろ作るのはやめ
てください。

高齢な亡母は在宅でしたが本当に優しく親身になってお世話になりありがたかったです。ヘルパーさん保健師さん優しいです。

介護保険金の使途について明示してほしい。

サービスの該当者ではないためか恩恵をまるっきり感じられません。

実態が分からないので満足度が判断できない。

何をしているのか見えてきません。

高齢者が皆デイサービスを受けられるようにしてほしい。

福祉サービスがどこでどのような形で受けられるのか一般に知られていないと思う。

私自身の目で見てないので分かりませんが、父の口ぐせは子供と同じことばかりと言うことでした。もう少し”趣味的”な事は無理
なのでしょうか？

裕福すぎるお年寄りを大事にしすぎている場合がある。

高齢者へのサービスはかなり充実していると思います。逆に若い人が生活しにくくなっているように思います。

買い物や通院に高齢者がタクシーを利用するのは経済的に大変だと思います。何か対策をお願いしたいです。独居老人への支援等。

サービスの質の向上が必要。

合併前の山香病院の、医療と福祉の充実した町づくりの基本理念が消えて、福祉の取り組みが弱い。

ショートステイ等の施設が少ない。予約が取りづらい。

年をとってからも安心して暮らせるとは思えないほど不安をたくさん感じます。その時になってどうしたらいいのやらと慌てなくて
いいようにいろんな情報を知りたいです。くどいようですが、周辺地区の住民は更に不便さの中で不安がいっぱい。

すべて介護ではなく、自立していくようなやり方がいいのではないか？
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（ご意見・ご提言）

温水プールがあると良い。

もっと充実させてほしい。

公園、子供が遊べる場所。

20 2.5無回答 22 2.8

67 8.4

無回答

海岸に大きな公園があるといいと思う（武蔵や真玉にはきれいなところがある）

65 8.2
重要で
ない

2 11 1.4

わからない 1

不満 2

34 4.3 わからない 1

あまり重要
でない

3 22 2.8 108 13.6

413 51.9

やや不満 3

ふつうふつう 258 32.5

35

10.9

重要 6 275

やや重要 5 173 21.8

①率(%)

ご意見・ご提言

87
具体的なご意見、ご提言があれば記入してください。

5

多目的トイレの設置

4

もっと増やしてほしい。

公衆トイレ等の車椅子用スロープや手すり等の設置

② 既存施設のバリアフリー化

③

※ 

回答数 率(%) 回答数

4

例にないが、市民会館、市立図書館は必要であると思う。アスト国東を見習うべき。土日曜は小・中・高校生の利用があるようで、
活気があってよい。ただ、設備、利用料金などを若者向けにしないと新設してもムダ。

やや満足

4.434.6 満足 6

【安心・安全なくらしをささえるまちづくり】

問５　誰もが使える公共施設について伺います。

重要度 満足度 例えば、こんな事業をしています。

文化体育館を活用させてもらってます。

文化体育館は水道が使えず不便です。文化祭に使用不可とは納得がいきません。

公園が少ないと思う。バスケットゴールなどあると、遊びながら体も動かせる。

街のトイレは大変素晴らしい。

B&G、福祉センター等既存の設備、用具の新調、整備を早期にしてほしい。利用頻度が高く市民の交流の場として役立っている。

車椅子用のトイレ、バリアフリー等もっと力を入れるべきかと思う。お城まつり、天神祭りと車イスの方が行動しにくそうでした。

公衆トイレが少ない。杵築図書館（本館）がバリアフリーに全く対応していない。子供にも老人にも障がい者にも使いにくい。

トイレは重要だと思いますが、メンテが追いついてないのが現状では？

公衆のトイレの数が多く設置されており、どのトイレも整理されていてキレイです。

文化体育館の公園の遊具を充実させてほしい。

別に不便は感じません。

多目的トイレが清潔でない。

275

173

258

22 11
34 2235

87

413

108
65 67

20
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気軽に使えない。

トイレはきれいにしているが、子供が利用できる洗面所やトイレやオムツ交換場所が少ないように思える。

杵築市民に分かりやすくＰＲしてほしい。

施設の設置は良いですが、維持管理がほとんどできていないので、それなら設置しない方がよい。

できれば設置してほしい事業です。

表示が分かりにくい所がある。場所によっては綺麗な所とそうでない所がある。

公園が少ないように思えます。（子どもが多い割りに）

市営プールの完成が待たれます。

どこにありますか。施設にするのではなくて、トイレ単体をつくってください。

トイレが汚い。杵築中学校の側のトイレは、車に乗っている人から見られて恥ずかしい。

衛生管理の徹底をお願いしたい。本当に必要な場所のみ設置。コンビニ等が多いため。

どこに多目的トイレが設置してあるのか分かり難い。（おむつ替えシートの有無）

設置も必要であるが、既存の施設の補修、管理も重要である。（住吉グラウンドのトイレの整備）

まだまだ良くできると思います。より使いやすく便利になるように。

今時どきどこへ行ってもトイレがとても美しい。手が回らないのでしょうが手洗いなどが汚い。トイレはその町の顔ですからもう少
し入念に掃除をしてもらいたいものですね。

文化ホールが無いのが残念です。文化的でないと若い人も住まなくなると思います。

大田俣水グラウンドに公衆トイレを作ってほしい。

公園が少ない。

大きな建物はいらない。

衛生的な水洗トイレが必要だと思う。

小型公共施設には必要ない。

大型図書館設置。

北浜公園のトイレは清潔であった。

コンサート等ができる総合文化会館の建設。

公衆トイレの数が少ないと思います。しかも、汚れている事が多い。照明を増やして気持ちよく使いたい。

公衆トイレが少ない！多目的トイレの設置。

良いと思いますね。

市役所のトイレは狭く、使いにくい。

車イスの人が行動しにくそう。

公共施設の標識が小さくて見づらい。もっと大きく数を増やすと良い。

町の中のトイレは設置しているけど、利用者が多いが古い。隣保館は少し足してバリアフリーになっていないのでは。公共施設で本
当にゆっくりだ～広いな～所はないですね。

山香には何もない。

トイレの場所を増やし、案内板の設置を。

良。

子供が遊べる場所が少ないと思う。ただの広場に遊具などを置くのではなく、川や海と融合した自然とふれあえるものがあればよい
なと思う。

いろんな所に公衆トイレ（車イス用）がほしい。

市外の知人を市内案内したら、トイレがキレイと言われ嬉しかったです。

多目的トイレの設置を要望する。

公共のホール（コンサート、映画上映etc）専用の設立を希望。

山香には中央に公民館や文化ホールがない。役場と兼ねているのは不便。

図書館。古いし、本の数が少ない。読書スペースが広く、パソコンコーナーや、ビデオ鑑賞コーナーとかほしい。

山香町瀬口、小城商店の所、公衆トイレが汚いとの話をよく聞きます。

図書館の充実と場所。

旧杵築市が充実するばかりで、旧大田、山香は整備が遅れている。

バリアフリー化をもっと進めてほしい。

図書館をどうにかしてほしい。古くて汚い。とても行く気がしない。

公衆トイレ、臭いのは、せっかくあっても使いたくない。いつもキレイにあってほしい。

無駄に立派すぎる必要はない。子供の公園をもっと各地区に充実させよ。

トイレの便器の設置。

メンテナンスをよく考えて。

南台駐車場にトイレの設置。

図書館が古い。

イス、水飲み場等、あれば便利なものがもっとあってよいのでは。

公共施設全般について、地域住民のためになるように配慮してほしい。

誰でもゆったり楽しめる公園があるといいのではと思う。

老若男女誰でも皆が使える公共施設が少ない、というか、ない。今回の海浜公園には期待している。図書館が情けない。将来にまで
ずっと価値のある財産になるので、ぜひ図書館は新築してほしい。

トイレはもういいので、街灯、防犯灯を増やすべき。

町の中心部である若宮区にはトイレがありません。（駅だけ）どこかに誰もが使用出来る多目的トイレがほしいです。

子供の遊ぶ公園などが少ない。

文化体育館のトイレは狭い。

多目的トイレとはどういうことか理解できない。多目的トイレは何に使用するのか。

公園の拡充。本格的な図書館の建設。

行き届いていると思います。
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公共施設の中にはバリアフリーの印のみがあり、実際使用できない所もあるのでおかしいと思う。

公衆トイレ設置は結構ですが、清掃、その他、充分でない点が見られる。管理をよろしく。

公衆トイレ、キレイなところはキレイですが、汚いところは汚い。もっと使いやすく、きれいにしてください。

近頃よくなってきています。

公園の遊具の点検を定期的にしてほしい。滑り台にサビが浮いて子供を遊ばせると手に刺さる恐れがあります。

屋根付きバス停がほしい（モダンで椅子等ある）

妊娠して洋式トイレの必要性を痛感。公衆トイレの利用はあまりないが、洋式トイレを取り入れてほしい。

山香と大田村と杵築と、ずいぶん離れています。山香の奥の方から大田の奥の方から出てきて、誰もが使える施設ができますか？

公園や図書館など、いろんな年齢層が集まれるような場所をもっとステキにしてほしい。

観光客に分かりやすいようにトイレの表示をしていただきたい。

図書館の充実。

広く大きな公園がほしい。トイレがどこにあるのか？もっと広報を！図書館の充実を！

南台・北台の側溝が歩きにくく危険である。

そもそも山香には公衆トイレは少ない。公共施設は老朽化が著しい。

他県の施設は良い所が多いようです。

公共のトイレがあると良いが、管理が難しい？地区等で責任を持つという方法は？

町中で車イス対応のトイレ等がどこにあるのか案内図のようなものがない。

公園（市内）を拡大してほしい。※豊後高田の公園◎

誰でも使える授乳室や育児に関する本など。

公衆トイレの「マーク」をもっと誰でもわかるようにしてみてはどうか？

設備がどこにあるのか分かりませんし、法務局のところにあるコミュニティバスのバス停に雨よけの屋根などを設置するのにあまり
にも時間がかかり過ぎているのではないでしょうか？迅速にスピーディーな対応を望みます。
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（ご意見・ご提言）

震災の恐ろしさを改めて知らされた昨今、整備をお願いします。

消防庁舎の建設は不要と思う。

消防庁舎の位置が、どうかと思う。東北の震災を考えると津波対策をもっと考えておくべきだと思います。

新消防庁舎が広く、良いと思うが、場所がやや郊外にあるので、臨場に時間がかかるのではと心配です。

消防庁舎の大きさにビックリします。現状からいくと、そこまで必要なのか疑います。また、東北大震災を見て万一ここで地震に
あった時には、どこに逃げ、避難したらよいのか、何もわからない。サバイバルカード等作成すべきではないか。

防災対策を考えてほしい。近くに避難場所がない。小学校は遠い。公民館は古い。

①（消防庁舎の建設）税金を湯水のごとく使わないでください。

消防庁舎の新築の場所に疑問が残る。近年はないが、八坂川の水位が上がれば（津波や洪水）機能を失うのではないか。

消防庁舎の建設について津波が発生したらとても心配です。

海岸沿いに防災無線の設置（地震の津波等に有効）

海岸地域の津波対策。（高所避難場所の指定、避難経路表示、海抜高表示板設置等）自主防災会の強化と連携（消防団だけでは、い
ざと言う時、人が足りない）

塩屋の坂が、消防車が通れなくなったのが不安。昔、石段だったのを消防車が通れないからと坂道にしたのに、また通れなくしてし
まった。菊本や北新町なども道がせまく、消火活動に支障を来たすと思う。

108

回答数

22 2.8 無回答無回答 24 3.0

消防新庁舎の建設場所は納得できない。現在の場所で拡充できなかったのか？職員の駐車場はあんなになくてもよいのでは？

5 127

52.3 満足

わからない

1 0.1

やや満足

416

23.4 ふつう ご意見・ご提言

37

あまり重要
でない

3 6 0.8

4.7

2 48

10.4わからない

6.0
重要で
ない

2

1 831

73 9.2

不満

やや不満 3

【安心・安全なくらしをささえるまちづくり】

問６　消防・防災対策の充実について伺います。

重要度 満足度 例えば、こんな事業をしています。

消防庁舎の建設①率(%) 率(%)回答数

やや重要

4 186

重要

ふつう

②

4

③
61

※ 

398 50.1

6 6

16.0 5

7.7 消防団による水火災予防啓発、車両等資機材の整備

具体的なご意見、ご提言があれば記入してください。

13.6
防災ダム・ため池・防火水槽等、防災施設の整備

出初式の行進など役に立たない行事は縮小・廃止すべき。実際に役立つ訓練方法に変えないといけないのでは？特に服装点検の意味
不明、消防ＴＯＰを満足させるために消防活動をしている訳ではない。

416

127
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6 1
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市民の相談窓口がほしい。

田舎での生活が少ないので。

八坂地区のど真ん中に建設中の消防庁舎！！ふっと思いました。（今さら言っても仕方ないのですが）東日本のような大震災（津
波）そして風水害の危険に晒された時、こんな平地で防災の対処ができるのでしょうか？もう少し高台の土地の確保は？市長をはじ
め議員さんは一人もその意見は出ずに決まったのですか？「ただ建てれば良い！」のでしょうか？疑問です？？市民の安全は何処
へ？？

防災していない。（公的には）

家のまわりの道が狭いので、消防自動車がすぐ入れるか心配です。市の指導はないのですか。

機械の整備も必要ですが、その消防車が入れるように道路の整備をすべきでは。

消防署が低地に建設中ですが、津波が心配です。奈多、守江方面の交通アクセスは大丈夫ですか？

各集落にはあまり取り合わない。

“津波”が心配です。これまで杵築は大きな地震も津波もありませんが、この先どうなるかわかりません。私の住んでいる所は川の
側です。逆流の水は恐いです。大雨、水害のマップはいただきましたが、津波はスピード感というか余裕がありません。どうする
か、個々の考えでは難しいです。

市からの文章のみで防災等啓発の意義は伝わらないように思う。

地区に分室（？）があったらと思う。

防災施設の整備、充実。

消防団の推進に力をいれるべき。水利を増やすべき。

消防設備、備品の充実。

重要だと思います。十分かどうかは分かりません。

消防庁舎は本当に少し古くなっています。日出より古いのでは。建設はいいですね、他町の病院へ行くことが多いので、なるべく市
民が他所へ入院しなくてもいいようにもっと大きくして。利用者が少ないというのでは…。

防火水槽の呼びかけ、火災報知機の補助はやっていないのか。

消防の寄附を区長さんが来ますが、どのように寄附金が使われているのか報告が一切ない。地区ごとに違いはあると思うが、寄附金
なのに金額を決めてくる。報告はすべきだと思う。

防火用水プールのフェンスが壊れ、幼児、子供が自由に出入りできる箇所がある。

たとえば避難場所の方が低い所にあっても、そこに行くのですか？その方が危険だと思いますが。

消火栓の存在がよく分からないし、大切さを周知されていないようだ。

消防池がある区域がありますが、何十年も使用していない所は必要ないのではないでしょうか？

救急のイベントを開いてほしい。いろいろな急な時の対応の仕方とか、人が何人以上（たくさん）集まる場所とかは教えてもらえれ
ばいい。

消火栓がひとつしかなくて隣は全焼した。こんなことで市には協力できない。即決、防火水槽等考えるべきだ。

新消防庁舎は今までの所の方が東北のような事が起きた時、水の害は少ないのではないでしょうか。

もしも津波がきた場合どこに逃げれば良いのか分からない。

各家庭への防災無線設置、各区への放送や電話の貸与。

津波の時に今のままでは心配。

杵築市は山林が多いので地域の消防団を大事にしてください。

あまり関わってないのでよく分からないが、東北の震災などから日頃の訓練が必要だと思う。

地震、津浪、火災を想定した災害マップを作成して市民に配布すべきである。また避難場所避難経路を明記してほしい。

消防庁舎が八坂川の近くにできているのが不安です。

いざ、どれだけ機能するのか、災害に遭遇した時、成果が問われるのか。

市内には各地にため池が多くあるが、その中には老朽化したものが多いので、調査修理をしてもらいたい。

地震対策は？津波対策は？

大小を問わず何れも必要と思います。

防災マップの整備。防火水槽の設置。

消防署の位置について、水害の際、沈むのではないかと心配である。

災害を受けた際、市は衣、食、住の整備をしているのか。又、避難ルート、場所等は決まっているのか。

地震時について、早い対策を…

関わっていないので、質問がわからない。

ダム、ため池等の回りの草切り等を消防団の方たちが見回り、きれいにしてほしい。

東北地震に伴い、日頃の防災訓練の必要性を感じます。防災施設の完備。

防火水槽、施設。

消防庁舎の建設、本当に大事だろうか。今の所でももっとやれば移すより安くすむと思うし、充実すると思うのですが、税金のむだ
使い？

ため池の手入れ悪し。

消防庁舎は人家等に近い所にあるべきではないか。東日本大震災を踏まえたとき、河川等の防災対策を早期に行うべきだ。（ハザー
ドマップを活用すべき）

今度の東日本大震災の状況を見て、現在建設中の消防庁舎の位置が不安です。

危険地域などを知らされていない。その対策は。

低地地域の避難施設の建設。放流ポンプの設置。消防新庁舎の建設地が低地すぎる。

消防庁舎の建設より全世帯への火災報知器設置の補助金を願いたい。新たに建設するより使用していない建物を使用すべきだと思う。

東日本大震災なみの津波や地震があった時は、避難場所、対応は大丈夫？

安岐町は火災報知器の設置を推進していますが、杵築市はまだしていませんか？

あのような場所への建設でよいのか。高台でなくてよいのか。

東日本大震災のような災害の恐れに対しても重要。

津波に対する対策は？

いざという時に間に合わない。道路や狭いところは多いと思う。
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現状で十分なのか不十分なのか基準がよく分かりません。そんな情報も市報等で伝えるといいかもしれません。

３／１１の津波被害から見ると想定外を考えて中枢機関は高台にあるべきと思う。

防災無線、スピーカーが必要。

地震・津波の避難場所の確立、地区全体での訓練等ができると良いと思います。

災害発生時の市民対応の周知方法の改善(各家に防災無線設置検討）

最近の火災報道を見ると、焼死者が必ず出ている。予防もさることながら、焼死者が出ないように啓発を徹底してもらいたい。

救急車の出動までに時間がかかりすぎると思います。１分、２分で障害が残ることもあるのに、色々な質問がありすぎる。

消防庁舎建設は水、津波などある所へ建設するとか？？

なぜ消防庁舎の建設が必要なのか不明。

東日本大震災を念頭に防災マップや避難所の見直しを！津波対策。避難道路の整備。

消防庁舎はよく考えて建設をしたのですか。河川改修以来、大雨が降っていません。税金の無駄づかいではないのか。

消防新庁舎の場所、水害（津波等）には耐えられないのでは？集合避難所は無理？

消防とか防災対策とかはよく分かりません。一年に一度、放水をしているのは知ってますが…

となりの国東市は集合住宅でも1軒につき防災無線が付いているようです。今回の東日本大震災の時や台風が来た時などにその都
度、情報が分かるのでとても助かったと聞きました。杵築市でも付けてもらえたら、情報が分かり、停電になった時でもその時の情
報を得て、行動できるのではと思いました。

消防庁舎の場所が問題！センスを疑うな～

何かあった場合の避難場所が分からない。

新しい消防用地は水害に弱いのでは？

ヘリありますか？防災、一刻を争います。

消防庁舎が要るのか判らない。位置なども疑問が残る。気付いたら建設されていて驚いた。

西若宮区の（ＪＡ倉庫の横）防火水槽が余り長持ちしないように思う。早く修理をしないと？

防火水槽等、地域によって充実している。

津波が来たら一番早く対応しなければならないのに、あの場所はありえない。前の所の方がまし。

防災訓練の実施。防災マップの配布。

当地区では一度も防災避難訓練等行っていません。高齢一人住まいの人を誰がどうやって助けながら避難するのか話し合う事が必要
だと思います。（大田俣水地区）

消防署の場所が悪い。大水害の時、大変。水に浸かるのでは。

市内はため池が多いので、雨期の時が心配です。

消防署が遠すぎる。

各地区の避難場所を教えてください。

杵築市の区の単位でパトロールや夜回りなどの対応が違っていることについて、市でまとめられる対策があるのかどうか？または区
の体制に任せている問題点の洗い出しをしているのかどうか広報しているのでしょうか？

津波が来てもいいように高い所に消防庁舎の建設を考えてはどうか？

今、八坂地区に建設している場所、もし地震、津波などあったらどうしますか？もう少し、高い場所など考えなかったのですか？
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（ご意見・ご提言）

29 3.6無回答 28 3.5 無回答

地域にもっと交通安全の講習会をお願いします。

交差点を止まらず、左右確認もしない車が多い。赤の点滅信号だけでも設置すればいい。

危ない所にカーブミラーが付いていない。

安全協会費の使途がいまいち不明。支部別。

小学校への通学路にはすべてガードレールが必要。

杵築市は、交通の街頭活動が活発で、特に八坂地区はよく街頭活動が活発だと感じます。

児童の左側歩行が目立つ。学校で交通安全の指導の徹底を図る事が足りないのではないか！

飲酒運転対策は？もっと強化してほしい。

街頭指導はいつ見ても、立っているだけ。指導してほしい。

カーブミラーが汚く見えにくい時があります。

道路の速度が40km/hでは遅すぎると思う。50km/hでも大丈夫だと思います。

壊れて汚れたカーブミラーが多い。大通りだけでなく、中の細い道など、夜道が暗い所も多数見ます。

日頃より小学校前での見守りがあり安心しています。

わからない 1 29 3.6わからない 1 11 1.4

重要で
ない

2 5 0.6 不満 2 59 7.4

あまり重要
でない

3 8 1.0 やや不満 3 109 13.7

ふつう 4ふつう 4 192 24.2

回答数

具体的なご意見、ご提言があれば記入してください。

391 49.2 ご意見・ご提言

① カーブミラーやガードレール、歩道等の整備率(%) 回答数 率(%)

401 50.4 7.86重要 ②

据場、広小路あたりは路上駐車が多く、子どもの自転車が斜めによけて通るので危ない。山香保育園の送り迎えの路駐も危ない。

市道にはみ出している個人のカイズカ（庭木）があって離合しにくい。道幅も昔より狭くなった。三川、中島、給食センター通りの
歩道。

③
62

150

【安心・安全なくらしをささえるまちづくり】

問７　交通安全対策の推進について伺います。

重要度 満足度 例えば、こんな事業をしています。

幼稚園・小学校を中心とした交通安全教室の実施

14.6

6 満足

街頭交通指導などの交通安全運動の推進
やや重要 5

※ 

18.9 やや満足 5 116

街灯が少ない所が危ない気がする。

ＰＲの旗を立ててくれるのは良いが位置をもっと考えて。交差点付近に立てられると逆に旗がジャマになって危ない！！

八坂地区では小学生が通学するのに、自転車のマナーが悪く危険を感じる。（高校生が悪いと思う。）自転車と歩行者道路の整備。

401

150
192
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個人の意識にまかせる。ルールを守らない者には厳罰を。

歩道に水がたまる。大田俣水

山香町小武上畑地区、県道、公民館の上のヘアピンカーブがとても危ない。県の方が設計に来たが、その後、何も連絡がない。

市、地区ごとの出入口表示。危険度多数。

歩道が少なすぎる。ガードレールをしっかり整備してほしい。２１３号沿いは危険。

横断歩道の整備。子供が少ない所でも、整備してもらいたい。歩道でも構わないので、事故が起こってからでは遅い。

杵築～藤川線の早期完成。

カーブミラーは少ない。

警察官の皆さんは、交通指導より違反の取締、摘発に力を入れているように思える。

カーブミラーが歪んでいる。

通学路が狭い、危ない。

事故が起きないのが不思議なくらいにマナーが悪すぎる。（割り込み、突然の飛び出しなど）

周辺のガードレール、歩道等が少ない！

市道、県道と併せて危険個所をチェックして、カーブミラー、ガードレールの設置をしてもらいたい。

路肩の整備。

道路の整備が遅い。学童の危険あり。具体的には大内地区。

子供がいるので、あえてゆっくり走っているのに平行して走るので、困る時がある。街頭に立っているのはよいのですが、時々角に
立つので、曲がる時に巻き込みそうで怖いです。

登校時の交通指導等は良くできていると思う。

市内の道路歩道がない所が多い。

危ない所は多くあります。しかし要求しても実施してもらえません。どう要求すればいいのですか？（回答がほしい）

交通指導をされる方を見ますが感謝しています。

見通しの悪い道路が多いので、危険です。歩道の工事をもっとしてほしい。

①（カーブミラーやガードレール、歩道等の整備）に対して不完全なところ有り。

広報車のボリュームが小さく、広報の効果に疑問がある。

②（幼稚園・小学校を中心とした交通安全教室の実施）はとても大事なのに、なぜ子供が狙われる事件はなくならないのか。①
（カーブミラーやガードレール、歩道等の整備）も地区によっては整備されてないところは多い。

交通安全対策費の増額が必要。

危険な交差点に信号が付いていない（新道のロータリーの所）せめて、通学時間に交通指導員が立つなどしてほしい。

川に人が転落して死亡したのに、市に対応をお願いしているが、何もそのことで連絡がない。

防犯のためにも、小、中、高の主な通学路を中心に街灯の整備や歩道の整備が必要だと思います。また、年配の方の運転者が多く、
危険だと思います。（路肩ギリギリの走行、一時停止の無視など）なので、道路幅の拡大やガードレールがもっと必要と思います。

予算的に無理があると思いますが、もう少し安全になるのにという場所があります。

③（街頭交通指導などの交通安全運動の推進）は良いと思うが車が少ない通路でスピードのネズミ取り等の行為は野蛮人なみで大阪
京都ではしていません。

路側帯の充実、自動車道の充実、中学生、高校生の黒の制服は、暗くなると見えにくい。危ない思いをしたことがある。

カーブミラーの根元がサビ折れている現場を数回通ったが検査はしないのか。

地区地区の指導員さんが…で感謝しております。

子供達での安全を考えていない。街路灯が少ない。職員が夜、車で走り確認すべきではないか。

自転車の乗り方指導を。

夏場の道路の草刈り作業をまめにしてほしいです。それで、道にはみ出た木や竹を切ってほしいです。(風の強い日や雪の日など道に
倒れて危ないです。）

歩道整備を（藤原杵築線、宗近、下原など）

家の周りは街灯がなく、真っ暗で危ない。

八坂の重光邸付近の雑木林を切って明るくしてほしい。子ども達の通学路なので（下本庄付近は明るくしてくれたが）

標識は整備されているが、ルールを守っていない人が多い。小・中学生の自転車乗りの指導が徹底されてほしい。

道路の白線が消えている所が多く危ない。たとえば、中ノ原バス停の自販機の前。

街灯が少ない。

マナーの指導が必要。スピード走行等が多い。

大田村へ行く道が細く、相手の車がスピードを出しても避けないので矢印を置いてほしいです。竹山を持っている人はゴミを集めて
急に出てきます。ガードレールがあればいいのに。

山香駅周辺は路上駐車が多い！

③（街頭交通指導などの交通安全運動の推進）のソフト面よりも①（カーブミラーやガードレール、歩道等の整備）のハード面の強
化をお願いしたい。

②（幼稚園・小学校を中心とした交通安全教室の実施）で信号のある歩道は下校時、渡るのも一緒についてあげて下さい。（先生）
小学校入学の一学期位まで。

大田の交通安全看板は残してほしい。新しく塗り替えてはどうか。

分岐点に標識（地区名）を立ててください。

交通安全教室の実施は子供と一緒に学べて良いと思います。

違反者への徹底取り締まりの強化。

歩道をすべての道路に作ってほしい。

中年層への交通指導を。

道路の白線が消えている所が多いので、白線を引いてください。

街頭指導員が狭い歩道にたくさん立っているので、小学生が通りにくい。

街頭指導はかえって渋滞を招き危険なので必要ない。警察官が交差点等で立っていれば十分。

月に何回か街頭指導を見かけますが、場所によっては指導員が多く、反対に危ない。

ミラーやガードレールなどは、ほしい所にはなく、いらない所に多い。設置しても折れていたり見えなかったりしている。
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やはり幼稚園児や小学生が歩いて、園・学校に行くのに安心できる道・歩道をつくってほしい。

道路へ出る時に見にくい所あり。カーブミラーをもっと設置してほしい。

以前はカーブミラーとか掃除をしていたり、道路に交通安全のために立っていましたが、今はどうなっているのか分かりません。

ドライバーの交通マナー教育をぜひともやってほしい。特にウインカーの出し方、割り込みについて。旗ばかりやたら立てても意味
がない。

横断歩道は市の管轄ではないかもしれないが、市内の通学路で大通りなのに横断歩道の間隔が遠い所がある。お年寄りにも子供にも
大変危険だが、事故でも起きないと対策なしと聞いている。

交通安全対策は関係者の熱心な取組みで大きく改善はしてきています。要は一人一人老人から子供までみんなが気をつけることだと
思う。まず家庭から浸透していくことに重点を置いてもらいたい。

高校生の交通マナーが悪い。道路いっぱいに広がって歩いているため、車の運転がしにくい。

危険な所になかなかガードレールをつけてくれない。順番待ちが悪い。見に来てほしい！それで決めてほしい。

歩道のガードレールが壊れている所がありますが、いつまでも修理せずにそのままです。そのような時は早く修理してほしいです。
車の通りの多い所を通学している子供達にはもっと目を配るべきだと思います。いつも一斉下校。

交通指導や運動は高齢者がやっている状況です。若い人が参加できるような日程や策がほしい。

みんな飛ばし過ぎ。危ない。

幼稚園・小学校を中心としたいろんな交通安全教室の実施をしてください。

交通安全週間等、交差点に数名で黄色いのぼりを持った人たちで交差点確認ができない、危険である。

錦江橋の杉山寄りの交差点、下司から出てきた所が非常に危ない。走りにくいです。何とか考えてほしい。

特に高校生に見られます。横一列歩行にはもっと指導をしてほしい。

本町備後屋前の道路が危険。

カーブミラーが全く映らない物を何年もそのまま放置している。交通指導は保護者に依存し過ぎている。

道路斜面の小径木が車の天井部に接触してサイドミラーを傷める。

行政がやらなくても、市民レベルでできることだと思うから。

街灯が少ない。

杵築大橋の歩道をなぜ狭くしたか！工事が始まってから途中で障がい者用のバッテリーカーの離合場所、２ヶ所位つくってくれるか
と思ったが、反対に旧歩道より約１５ｃｍ狭くなったのはなぜか？交通安全協会及び市職員は大橋を通った時に気がつかなかったの
か。

①（カーブミラーやガードレール、歩道等の整備）②（幼稚園・小学校を中心とした交通安全教室の実施）は必要ですが③（街頭交
通指導などの交通安全運動の推進）は個々が注意すべきことであって、市として特にやらなくても良いと思います。交通安全協会か
らもやる必要なしと思いますので。交通安全期間だけのはムダ。

永代橋に歩道・自転車道の設置が絶対必要。

幼・小・中・高、車送迎（自家用車）の中止。

カーブミラーは曇っているしガードレールは途切れているし、子供が歩く所は危ない所だらけです。

横断で不注意が一度あった。家内が引き止めて無事、高齢者注意、敬老会の活用。

杵築と日出の警察署が統合されることによる手続きなどの利便性が損なわれることが心配。

自転車の走りやすい車道づくり。

高齢化でお年寄りの道路横断が増えるならば、逆に車の速度を１０～２０km/hに制限するとか。（街中の一部分だけでも）

子どもを守る歩道、照明もお願いします。雨の中、カサをさして狭い歩道をトラックの水しぶきがかかる中、帰宅しているので。

地区ごとにカーブミラーなど少ない。白線などが消えかかっている所が多い。

中山香駅周辺だけでも踏切が６、７ヶ所あります。今まで踏切事故が無いからいいけど、駅を通して踏切事故防止の講習をしたいと
思う。遮断機の中でのエンストや脱輪等の措置について（若宮区の区長案です）

具体的に何を施策としているのか見えません。

道路周辺の雑草の刈取り、歩道（通学路）にかかる木や竹の伐採をこまめにしてほしい。中学生の自転車通学用ヘルメット着用を徹
底してほしい。街頭交通指導は塩田交差点だけでなく、サンリブ前の信号でもしてほしい。（少人数で）小学校低学年の児童が渡る
ので。

歩道等もっと、ちゃんとしてほしい。街灯が少ない。

運転マナーレベル低過ぎる。

カーブミラーが少ないと感じる。小学校付近なのに歩道が狭い（大内小学校付近）

現在高齢者の事故が多発していますので、子供達も含め、行なってほしいものです。

交通安全は誰もが望んでいること。とりたててヤイヤイ言うほどのことは無い。事故を起すのは自己責任。

カーブミラーが不足してます。

毎月、１日、２０日と交差点に立っていますが、携帯をかけながらの運転を時折見かけます。怖いですね。事故を考えると。

指導者、街頭での指導を充実するとよい。運転者への安全啓発が必要と思う。

２車線で歩道のない道路がかなり見受けられる。

安全対策がされていると全く感じない。

Ｂ＆Ｇ前の杵築高校裏側の左カーブの側溝の白い棒、いつも車で倒している。棒なしにしてほしい、曲がる時運転しにくい。

現状維持でよいと思います。

大田東区集会所前の道路は、事故が多発する場所である。

国道においての老人の無理な横断、女性ドライバーのマナーの悪さ等、市道の整備他。

カーブミラーが曲がって役に立たない物が多い。街頭交通指導は旗が邪魔で、かえって危ない時がある。適当に指導している方もい
てやめてほしい。

学校周辺の道は広げてほしい。子供達が通う時に安全な広さに。
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（ご意見・ご提言）

29 3.6無回答 27 3.4

パトロールは必要ない。パトロールする時間以外をねらって、ドロボウは入る。

防犯パトロールのパトカーはよく見ます。ありがたいです。

防犯パトロールは遅くまで多方面に向け、実施していただき安心してます。

街灯の整備が遅れている。特に市内中心部より外れるにつれて暗い感じが非常にします。

警察署がなくなるのはいかがなものでしょうか。今、現在、人間の質が徐々に悪い方へ変わりました。安心、安全を求めます。署が
あるのはいくらかの安心です。

地域の連携が必要。

市民一人一人に防犯意識をもたせる。具体的な方法をもっともっと増やすこと。レベルを上げる。

わからない 1 16 2.0

無回答

地域に交番がない。

不満はありません。

大田は街灯がなさすぎる。

杵築高校の通学路の防犯灯がない。

地域自主防犯会の強化。

田舎なので街灯が少ない。住吉～美濃崎、学生が自転車で通学しているが夜は人通り、車通りもなく、せめて街灯の設置をお願いし
ます。

防犯パトロールの強化。

夜の街灯が少なすぎる。

街灯が少なすぎる。特に新庄新田の目貫き通り、馬場尾の県道など。

中道にもっと防犯灯を。

38 4.8

54 6.8

4 203 25.5

5 0.6

4

不満 2

12.2

432 54.3

わからない 1

ふつう

やや重要 5 152 19.1

重要で
ない

2

①

②重要 6 387 48.7

ご意見・ご提言

あまり重要
でない

3 5 0.6

ふつう

具体的なご意見、ご提言があれば記入してください。※ 

11.7

防犯パトロールの実施

やや不満 3 97

回答数

やや満足

防犯意識高揚のための広報・啓発活動
93

③
満足

5

6 52 6.5

【安心・安全なくらしをささえるまちづくり】

問８　防犯体制の充実について伺います。

重要度 満足度 例えば、こんな事業をしています。

回答数 率(%) 防犯灯の設置率(%)
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犬の放し散歩をさせている地区があり、被害ありと聞いているが充分な調査がなされていない。

暗くなったら危ないので、もう少し街灯をつけてほしい。

中心部以外にも外灯を増やしてほしい。

街灯が少ない。

気軽に声をかけ情報伝達の環境作りが大切。（個人情報の規制が妨げになっている場合もある）

街灯が少ないように思われます。

交番が無くなったのを復活させてほしい。

街灯のない（やや暗い）道路はもっと明るくしてほしい。

地区役員による夜間の防犯パトロールは実施されているので感謝している。啓発活動についての意識は薄いと思う。

あるところにはあるが、ないところにはない。防犯パトロールはちゃんと意識をもってやって下さい。車で流して運転するだけでは
意味がない。

防犯灯の増設。

依頼してもパトロールしない。

防犯パトロールが一年一回もない。

小学校の下校時にも街頭指導に立ってほしい。山香小学校付近に街灯が少ない。

防犯灯が家の周囲にはない。

畑に除草剤をまいても近所の者は知らん顔。私は癌になって時々震えがきます。医者から車は乗らぬよう言われています。

市からも防犯灯の助成をいただいて助かります。今後ともよろしくお願いします。

防犯灯の数が少ない。防犯になっていない。

夕方など一日一回、徒歩や自転車でのパトロールを願いたい。子供達や高齢者の身近な存在へ。

よくパトロール中のパトカーを見かけますが、たまには歩いて回っても良いと思います。

市役所前の通りは夜でも明るいのですが裏道はあまり…。お城前の通り（大分銀行から県信までの通り）観光客や、通学路にしては
とても狭い。もっと整備すべき。

盗難や不審者が多いと思う。防犯カメラの設置。

警察署の人員が日出に移り、人員が減ったと聞いて、多少不安になりました。

下校時にも、また塾帰りにも安全策を。

防犯パトロール隊の充実、整備を図り、地域ぐるみの防犯意識の向上が必要。

地域で各々が気をつけることが重要と思う。

町の中はある程度良いと思うが、中心以外の方はまだまだと思う。

パトロールを中止したのは何故？

地区に応じたパトロール体制、一時期のような気運が低下しているのでは。地震（震災）の備えと人のつながりづくりをつくるべき
時では。

※いつも止まっている動かない車に防犯パトロールのステッカーを張ってても意味がない。※誰もいない家に子供連絡があるけど、
これも駄目と思う。それをどうするか？私にも判らない。

防犯は鍵をかけてもパトロール活動はしっかりしてるのですね。八坂でもドロボーが出たら新聞で知らせてくれます。

防犯パトロールが少ない。啓発活動も不十分。

防犯灯がないので家の敷地内に２本防犯灯を付けた。

集落の奥までパトカー、駐在パトの巡回が少ない。

防犯パトロールは最近見かけない。

例えば北杵築等、山の上になると「パトカー等見たことない」と言います。

事件等があっても警察が来るまで時間がかかりすぎる上に、駐在所があるが何も役立ってないので、特に不満である。

①（防犯灯の設置）ほとんど無し。

防犯灯、自動車が２度も傷つけられた。

杵築警察署の移転は決定事項なのだろうから、それに見合った体制の見直しを抜本的に行う必要あり。

街灯がないところが多いので、防犯上、危ないところが多い。

監視カメラの貸出あるいは設置する場合の補助金事業。

人間教育も大事なことで挨拶や近所付き合い等も必要では。又、ポイ捨てなども禁止したら。

地域柄、治安はすごくいい。

街灯が少ない。南台には多いのに、その他の地区に少ないのはなぜ？

防犯灯が少ない。

防犯灯がもっとほしい。

防犯灯でも有料はおかしい！！

通学路にもっと防犯灯がほしい。チカン注意の看板があっても暗いままです。

警察署が移転するのは良くない。市であるのに！！

警察署の合併によって犯罪、事故の増加が懸念される。

夜間帯も細めな警察パトロール。

駐在さんのパトロールの実施が見られます。遠くで見守りをしてくれているようで何となく安心ですが、声かけもしてくれると、よ
り地域との親密な関係が出来ると思う。

防犯灯の設置されている地域に差があり過ぎる。

パトロールの実施が一番。防犯効果があると思う。（１時間間隔ぐらい）

最近は不審者が良く家の回りを見ているようである。地区の防犯担当者等を作り防犯パトロールをしてはどうかと思います。

杵築全域の交差点に防犯カメラを設置しては。

他からの移住者が多い。

防犯灯の設置をお願いします。

都会も田舎も差別なしです。心から実施を祈っています。

防犯等の設置。

事件、事故の件数、内容等を広報に載せたら、気を付けることにつながるかも。
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防犯灯の数が少なすぎる。パトロールも回数を増やして。

近所の街灯が切れている。

防犯灯の設置ですが、ただいま節電のためと言われ、2箇所も切られています。通りの多いところではとても防犯とは言えません。
なにかあったら慌てるのでしょうか？もっと場所を考えてほしいです。

今の所は満足しているが杵築警察署がなくなるのは不安です。

家庭から地域から、皆が防犯パトロールをする心構えでありたい。

防犯体制は充実していないと思います。

地域で防犯意識が薄い。

パトロールをうちの近所で見た事はない。山に夜間入る人がいるらしく不安に思っています。

PTAの方がやってるという感じで市政の充実はあまり感じません。

警察の統合による防犯の希薄化が不安。

暗い所が多いのでもう少し街灯を増やした方が良いかもしれません。

中学生の通学路等危険だらけ。人気もなく、街灯もなく、事故や事件が起きた後では遅い！

10年前、２０数件あった集落人口が今では実質10件余。減ることはあっても増えることはない。警察にパトロールをお願いするし
かない。

行政がやらなくても、市民レベルでできることだと思うから。

防犯灯を多く設置してください。又、電灯のＬＥＤ化、太陽電池化を考えてください。

市街地から離れた場所に街灯が少ないと思う。

防犯パトロールは町内だけですか？田舎はパトロールしていないのですか？

①（防犯灯の設置）②（防犯パトロールの実施）は必要だと思います。昔のように集団下校とかなく、一人で子どもを通学させるの
は心配です。

事業内容が分からない。※防犯灯とは何？

暗い道が多い。

まだまだ充実しているとは思えない。市民の意見を集約した方がいい。

山香小学校正門の側は灯がついているけれど反対側は夜は真っ暗です。一度通って見てはどうですか？

最近近所に監視カメラが設置されましたが、はたして設置することが安全なのか疑問を感じました。一般の市民が通行する際に撮影
された光がでることにとても違和感を感じます。

子どもを守る歩道、照明もお願いします。雨の中、傘をさして狭い歩道をトラックの水しぶきがかかる中、帰宅しているので。

地域防犯パトロールをしているが、何か役に立ちましたか？何かプラスはありますか？

蓄電太陽光・ＬＥＤ,省エネタイプにしてください。賛否両論あるだろうけど、監視、防犯カメラはあるだけで大きな防犯になる。是
非充実させてほしい。安心に暮らせることは大きなメリット。

警察署の統合には反対です。

防犯パトロール（日出の辻間団地のしまむら会）程までいきませんが、若宮区でパトロール（ふくろう部隊）をしていますが、犯罪
は夜中に起きるので、なかなか難しい点がある。住民が気をつけてやるしかない。

夜は暗過ぎる。事件が起きないのが不思議。街灯（ＬＥＤ）をもっと増やすべき。
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