
（ご意見・ご提言）
もっと笑顔があるといい。

25

1わからない

市役所でも対応が悪いことが多い。（遅い）

人によって違います。

一部の職員は山香庁舎でなく杵築庁舎で勉強してもらいたい。態度が悪い。

無回答 3.1

１０年くらい前に比べるとずいぶんよくなったが…

こちらが丁寧語できいたら、まるで友達に話すような対応をされたことがある。

丁寧で大変良い。

以前と比べればすごく良くなりました。

感じが良い。

人口３万人余の市民にこれ程多くの職員が必要なのか？高給すぎます。

21.55

38.44

6.9

あまりそう
思わない 9.273

2 55

3

思わない

◆市役所のあり方について伺います。

問２８　市職員の窓口や電話及び訪問時の対応は丁寧で分かりやすいと思いますか？

ふつう

まあそう
思う

そう思う 147

171

市民課の横の所の女の職員の対応が悪かった。国保の所と思う。

窓口に行っても、こちらが呼びかけるまで、知らん顔の課が多い。（全く忙しくなさそうだが）昼の弁当を自分の席で食べているのは
見苦しい。以前、窓口に行ったときに、その課の責任者の人間が椅子にのさばりかえって座り、机の上には足を乗せている。上司がバ
カすぎますよねー。

土日休みなのはわかるが、警備員の対応が雑。自分に関係ないことに対して適当にあしらうことがある。市役所も当直体制を作るべき
ではないか。

管理ミスが多い。街での態度が悪い（話し方も）なぜか上から目線。

2.4

障がい者のため、月１回は福祉事務所へ伺っていますが、いつも親切に教えていただいております。

対応は丁寧であるが、民間並みにサービスする精神が不足している。

コーヒーやお茶を飲みながらの仕事にはがっかりする。

19

良いと思います。

親切な課とそうでない課もあった。

18.5

305

6

満足度
率(%)回答数

対応して下さった職員の方達は丁寧に応対してくれました。

感じのいい人ばかりで、とても話しやすく、助かりました。

市の職員の出勤時間ですが、８時３０分ギリギリの職員が多すぎる。一般企業ではありえない。そういった基本からの改善が必要。

丁寧に対応してくれる所と冷たく対応する所がある。

一部の職員は未だにお茶を机で飲みながら仕事はないでしょう。市民から見られてる意識をもっと持ちましょう。

今はパソコンなど便利な物もあり、仕事の効率も昔より早くなったはずなのに、少し職員が多いと思います。ボーッとしている人も見
られますし、少し減らしては？

わけわかりません。

対応は良いと思います。

電話対応に不満がある。

大変丁寧です。

もっと態度良く対応してほしい。

冷たい対応（接客を学んでほしい）の職員の数が多いのでは？

無愛想。

職員はいばってるみたい。対応悪い。もっと明るく親切にしてほしい。皆さん暇そう。市の職員の数が多すぎ。

５時以降の受付等、毎日でなくても週何回かだけでもしてもらえると仕事帰りに助かるのですが…
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こちらがわからずウロウロしていても職員は知らん顔している。声をかけていただきたい。接遇面にも注意を！！

あんなに沢山市役所に人は必要ですか。用事があって行って、人に気づいてもこっちが呼ぶまで職員は来ない。となり同士でよくお
しゃべりしてますが市民の税金で食べてるのにもう少し働け。

丁寧で分かりやすいです。

伺ったことがない。

専門的な知識が乏しく、二、三度足を運ぶはめに何度かなった。

時間外の対応、もっと丁寧にしてほしい。早く切りあげすぎ。

山香庁舎は態度が悪い。用事があるので行っているのに「すみません」とこっちから声をかけないと職員は立ち上がらない。お客がき
ているのに、パソコン等する必要があるのか？

窓口担当の女性の方が電話中だったり、他の方の対応中だったりして、待たされることが多い。男性でも良いのでファーストコンタク
トをしてほしいです。

丁寧とは言えない。市役所に時々しか（めったに）行かないが、感じが悪い。

庁舎に行きにくい。事務的に接するから緊張する。

聞き取りにくい。

役人口調、対応が改善されてる。

市役所の皆様はとても親切にして下さいます。年をとりますとやさしく接して下さるとうれしくなります。市職員の皆様いつもありが
とう御座います。

応対が遅い時がある。人により差はあるけれど？

対応は笑顔も多く感じが良い。

もっと市民の立場に立って、思いやりのある対応を！上から目線を感じる。

明るい挨拶が聞こえる市役所・庁舎をめざしましょう。

昔に比べると最近の市窓口はホテル並み、気分よく帰宅できる方が多い。

役職によって対応が違う。※役職を言わないで要望を言うとどうでもいい顔をする。区長や副区長の名を言うと対応がちがう！

窓口に行ってもなかなか気づいてもらえない、対応が遅い。

職員の対応は親切でよいと思う。

親切である。

始めの対応だけで、その後の対応は電話等でもいいのだが、何も連絡ない。

部所によって、人によって違うので一まとめには言えないが、大体の方がよい応対だが、中には非常にまずい人がいる。

対応より内部教育を充実すればおのずと良くなる。意識付けです。税金で働かせていただいていることを肝に命じてほしい。

旧来からみれば大変良くなったと思います。公の仕事は市民のためにありと。

年金手帳をもらいに行きました。けど、もう年金をもらっているからいいと言われました。2回目も同じことを言われました。どうし
ても年金手帳がほしいのです。なぜいただけないのでしょうか。

全職員についてわかりやすいとは思わない。全職員の研修を必要。

リフォームの助成金の相談を電話でした時に、担当ではないので分からないと言われて、話を聞けなかったのが悲しかったです。

暇そうな職員がたくさんいます。こんな人に高いお金を払っているのかと思うと嫌です。上から目線の話し方はやめて下さい。他の課
との連携がとれていません。

市の公用車で業務中に自宅に帰る職員がいる。公私混同もハナハダシイ！

利用するたびに親切に対応して頂いてありがとうございます、と思っています。

あまり市役所に行ったことがない。

電話をかけた際、名前を言わない人がいます。

少し無愛想に思える方がいる。

県外から来て何度も手続き等に訪れたが、不親切な対応、迷惑、面倒臭そうな顔、一生忘れません。

昼休みに行くと、お弁当を食べている人が見え、臭いがいやです。職員の人もいやだと思いますが…

職員が多すぎる。態度がえらそう。

職員間の連携が取れていない。知識が乏しい。分からなければ分かる人に聞いて対応してほしい。自信を持って対応してほしい。

職員の位が上になるほど横柄になる。市民課以外は声を掛けないと窓口に出てこない。

職員によって接遇のレベルがかなり違うと思う。

ほとんどTELしませんから。

インフラ整備担当以外の窓口は大変感じがよろしい。

税務課の対応が悪い。

もう少し笑顔があってもよいと思います。

皆、暇そうでオシャベリばかり。窓口へ行っても呼ばないと来ない。市民課、税務課の窓口の女性、感じ悪い。出来れば市役所には行
きたくない。

市役所や支所に行かない。

以前に比べ大変良くなったと思います。しかし、部署によっては、暇なのか、余裕なのか分かりませんが、雑談し、大あくびをしてい
る年輩女子職員がおりました。

対応はとても丁寧で親切です。ただ窓口に誰もいなくて、声をかけづらい時も多いです。

いつも丁寧で、感じが良いです。

丁寧ですが、勉強不足で分からなかった事もあり。

①職員が多過ぎる②窓口に行っても知らん顔です！！非常に悪いと思う（山香庁舎）

電話の対応は日出町役場よりはマシ。

窓口に立つ職員の対応が均一でない。

迅速に対応してほしい。文書に対する返答は必ずお願いします。

特になし。

若い職員さんの方が対応が丁寧で良いと思います。ベテランさんは本人達に自覚はなくとも上から目線なので、こわいです。市役所の
窓口はあまり好きではないです。

何時も気持の良い対応に感謝しています。
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職員は仕事をしている人とそうでない人がいて、仕事をしていない人も多く見られる。

以前よりは良くなったと思いますが、まだまだです。※昼前に弁当が届き、代金払いを我々の前で堂々とやっているのには驚きます。

高い税金を払っているので当り前かな？

あいさつもしないし、女の人は雑談ばかり、お客さんが来たら逃げて、帰ったらまたその課に来ておしゃべり、売店ばかり行ってる人
もいる。電話（受付）の対応がすごく悪い。訪問した時もじーっと目で追っていて気分が悪い。

合併前はあまりなかった事ですが、最近、見受けられた事として、窓口の対応（仕事もしてないのに）動こうともしない、結局、見か
ねてか他の課の人が対応してくれた。

電話応答はいいが、時々窓口にいる人が暇そうにしている。人員が多いから仕事がないのでは？倉庫係は2人いらない。特に時間が過
ぎればよいという感じの仕事をしている人が見られる。民間企業のレベルではない、役所仕事。職員のレベルが低い。

理解していない職員が多い。詳しく説明を求めたら投げやりな口調が返ってきた。役職についている方だったのに。

人によると思います。

窓口での申請用紙の取扱い方。個人情報の保護の観点からも担当者が席をはずす際、表を見せたまま、というのは問題あり。

時折窓口の対応で不愉快な思いをする時あり。笑顔が欲しい。

合併後定員減も必要であるが、職員研修にも予算を増やす。職責に応じた仕事ができない、と不満の声を聞く。

市の職員は自分たちは市民より偉いんだという態度が見える。

山香病院の先生方みたいに優しくしてください。

市役所の通路が広すぎて一般職員への声がかけにくい。

電話の応対、窓口事務に取り扱いは迅速で結構と思うが、「人を見る目を持った方」に仕分けさせるとなお一層の効率が期待できると
思う。

話をする時に「うん」と返事されることに違和感を感じますし、馬鹿にされているように感じることもあります。地域の方言と「う
ん」は違うと思います。

担当が違うので調べて対応いたしますと言う返事で連絡なしという事もありますが…以前よりも窓口に行った時、早くイスから立って
みえてます。

サラリーマンは8:00～17:00だと休みを取って窓口に行く事が必要。9:00～18:00とかに時差対応できないか？

担当の人によるが、対応が雑な課もあった。

市職員の全部ではありませんが、今少し親切に教えて頂きたい。

だたし、どこの係（場所）へ行ったら良いのか分からないので、受付や案内係がいてほしい。

教育できてない。仕事中にガムを噛んでいるのを見たことがある。市民の手本になる教育をしっかりしてほしい。

たまに用事があって窓口に行くと、「誰かが対応するだろう」という感じの雰囲気。（お互いが顔を見合せて）

電話の応対や言葉づかいが良くなったと思います。

市民を見下している。市職員というだけで頭が高い。どっちが公僕？サービス精神がない。トキハデパートの店員さんを見習うよう
に。

昔より良くなったと思う。

閉庁前に行くと嫌な顔をされたと数回聞いたことがある。

電話に出て自分の名前を言わない職員がいる。接遇の基本を徹底してほしい。

対応は丁寧だと感じたが、今後も親切な対応でお願いします。

市役所に行って、窓口にいる女の人に尋ねます。そうすると課長を呼んできます。窓口にいる人は分からないのでしょうか。丁寧なこ
とは丁寧です。

電話対応で結局は市役所の仕事なのに、なぜか断られた。

挨拶を自分からする職員が非常に少ない。庁舎の窓口に行っても「ちらっ」と見ても自分には関係ないという顔をしている。挨拶は基
本でしょ？

合併後、良くなったと思います。

窓口によって温度差がある。

職員の態度が悪い、口のきき方が良くない。
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（ご意見・ご提言）

9.3

3.1

213

124

74

3

2

1わからない

思わない

あまりそう
思わない

25無回答

26.8

15.6

◆市役所のあり方について伺います。

問２９　市民の意見は市政に活かされていると思いますか？

ふつう

まあそう
思う

そう思う 22

71

266

2.8

4

満足度
率(%)回答数

8.9

6

5

33.5

サッカー場の建設が優先される等、防犯体制の整備が遅れている。

サッカー場、杵中移転、図書館、今回の選挙の結果が市民の声だと受けとめるべき。

市民が言ったところで、上には届かない。

意見を申し込んでも、その返事すらない。

市長が市民の言うことを聞きかない。長く居座る程、横着になってくる。

とにかく封建的すぎる。八坂市長の思うがままになっている。

思わない。どうせ一票差で可決。ど～んとテレビって誰がつけたんですか？

市民不在で進んでる感じ。議員は何をしているんだ！！

これからも続けて下さい。

出る場があるのですか？

サッカー場。（のこと）

全く思わない。

市民は箱物を必要としていない（大半は）。質素な気持ちでやるべき。

このアンケートの結果を市民に十分に知らせ、市政の向きがアンケートに沿っていくことを願う。

サッカー場建設についての市民の意見がまったく活かされてない。

何事にも市民置き去りの感あり。底辺を支える一般人の意見を大切にするのが進歩の秘訣と思う。

サッカー場は問題、本当に必要だったのか。

高齢化社会となり誰もが通る道、バリアフリー化を心がけ車の乗り降り等しやすい方向へ考えてほしいと思います。

意味のない公共施設を作り過ぎている。

担当者の事なかれ主義を痛感。

市民の意見が市政には届かない。

山香町の意見を大切にしてほしい。

まったく！

サッカー場の問題。

サッカー場は本当に必要か？ムダ使いにしか思えない。だいたい、１票差なんて…　せめて、複合施設や兼用で使えるようにすべきだ
と思う。

あれ程反対したサッカー場を作った。

できないことをできると言わないでほしい。（期待してしまう）

地域は地域に合った行政をすべきで、中心部と山間部等の周辺部に同じ行政の手法では周辺部は成り立たない。

なぜならば、サッカー場建設をしたから…　反対してたのに！！

座談会等で意見を言っても行政は聞くだけで、改善がみられない。

市民が直接感じる窓口の職員は最高だけれど、市議会が十分な働きをしているのか不明。

サッカー場、温水プール等本当に必要なのか。

大変よいことだと思うが、時として少数意見を無視したことも見える。

何をするか、勝手に決まってから情報が来る。新しく作るものでも市の窓口に行くことができた人にしか分からない。ケーブルテレビ
は一部よく分かる。

巡回市政報告会は続けてほしい。目安箱、相談窓口の設置。

思わない！
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「ふつう」ですが、何度お願いしても先に進まないこともあります。（県が絡んでいるから…）

このことは市民がダメな人が多いと思う。もっとわが町を愛する市民になってもらいたい。

先般、市民にアンケート調査をしましたが、その結果を発表し、市民の意見は無視された感があり、市民の意見をもっと尊重してもら
いたい。

議会が割れるようなことが、そのまま手直しせず行われていることがおかしい。

市民の意見が分らないので、なんとも…

強い権限がないと活かされないと思う。

どこに意見を言えばいいのか分からない。ケーブルで案内を！

文化会館の建設、文化水準の向上を訴え続けているが、スポーツばかりにお金をかけている。

市長の独政に思える。

サッカー場はいらなかった。

市の決まりです、の一言。一体どこに市民の意見など聞くのでしょうか。

いくつかのアンケートがなされているのだろうが、市民は全く知らない。貴重な企画なのだが市民が意識してはじめて市政は活性化す
ると思うのだが。

市長よ、初心に戻るべきではないでしょうか！！

市長の専決事項が多い。知らないうちに決まっていることが多すぎる。

意見がどれだけ反映されたかお教えください。

一部の人の意見が優先しないようにお願いします。

市民の意見は聞き入れてはくれない。

市の財政を考えるべき。

サッカー場建設は不要だと思いました。

サッカー場、及び人口芝が高額で建設された件。

全面的には、難しい面もあると思います。

どんな意見があるのかすら分らないので、活かされているか否かは分かりません。

この調査票はどういう風に活かされていくのかわからない。

一部の地区、一部の業者（人間）の意見に片寄っていると思える点がある。

生活道路の管理継続、補修。

勝手に進んでいるところがある。

未だまだ！！

このアンケートでも一市民の声がどこまで反映されるか信用できない。

今回のサッカー場建設問題にしても、ちゃんとした説明がない。

サッカー場のように不必要なものを勝手に作っている。消防署も変な所にできている。

要望を出しても形になるのに時間がかかるケースが感じられます。地域ごとの違いを感じます。地域ごとの特性を活かした違いには感
じられません。

市の職員が市の仕事をする時とか先に手を回している。

内輪で話が進んでいるのでは。

議会での議員さんの意見が市民の意見であるならば、活かされていると思います。

市長が一人で決めている。

市民図書館をバリアフリー等にして、規模を大きくしてほしい。

サッカー場、イオン撤退、中学校移転。不満は多く出ているのに全て無視して強行。

サッカー場等、今後の市民生活にすぐ必要があると言えば全然ない。それよりも先に市民生活と密着するものがたくさんある。

議員ばかりで決まっている。

反対署名にもかかわらずサッカー場が作られてしまった。

市民の望まないサッカー場建設等。

市民の意見と市政は同じ方向に進むべきです。

市民の意見はどこに言えば良いのですか。

市立図書館より杵築中学校建設よりサッカー場が先にできたことは納得できない人が多いと思う。

各層の要望や意見を反映する姿勢がみられない。

昔の新聞記者は足を使って情報をとった。いまはどうも、広報の前に胡坐をかいているようだ。通常、受け答えの中とか雑談の中に
眠っています。

全く伝わってこない。

市民の意見を違う解釈されているような気がする。

杵築市内（旧）がメインに活かされている。山香、大田村はついでに考えられている。サッカー場は市民（山香）が自由に使えるの
か？

市政に活かされてないと思います。私たちはサッカー選手が杵築から出るとも思ってませんし、今、サッカー場はグラウンドゴルフを
していると聞きました。
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（ご意見・ご提言）

4

73

◆市役所のあり方について伺います。

問３０　市民に役立つ情報が伝えられていると思いますか？

ふつう

まあそう
思う

そう思う 40

109

342

6

満足度
率(%)回答数

13.7

5.0

43.0

5

20.5

9.2

市の臨時職員の募集等、相変わらず形式だけの試験をやっているが、実はコネクションが左右してますね。

ケーブルテレビの内容、改めてほしい。本当に市民が求めている内容か？？

25

163

無回答

わからない

思わない

あまりそう
思わない

3.1

5.4

3

2

1 43

ケーブルテレビを利用した情報提供が有効と思う。

一部議員からのみ、だと思う。

何か情報が欲しいか聞いて公開するだけです。簡単なことです。隠し事をするからこんなに質問が出るのです。

情報開示が良くできているとは思わない。

新しく作ることがあっても後になって役立ってない。

市報の編集がよくない。

ホームページをチェック。

農林漁業者や商工業者に役立つ情報なども伝えてほしいです。

何かしら、伝わってこない！

市報が来る頃には行事が終わってた事も…。

市民に役立つ情報がないと思う。

市長の大綱が分からないので、考えや意見をする所が見つからない。

ＨＰも少し分かりにくい。

このアンケートで知ったことが多い。市役所の目安箱に投書したことがあるが、市全体でどんな要請があり、どのように実現している
か広報してほしい。

ケーブルテレビで見れるようにしてほしい。

広報（市報）は分かりやすいです。

我が家に市報が来ないので杵築市のことがよく分からない。

どんな場所でどんなことがあるのか、行事や集会等の情報をもっと多く伝えてほしい。

もっと杵築市を愛する市民になってもらいたい。市行政も努力してください。

知らないということは、伝わってないからだと思う。周りの人に聞いても、みんな知らない。

まったく利用しない。

何事も大きい事業は噂で知る。出来上がってからでは反対できない。内容がわからないから賛成もできない。

市民の声をよく聞くこと。

回覧物などでの文章の作り方が不勉強のため、分かり辛い所が時々ある。普通の作文的な内容が？

アンケートを参考にして下さい。一市民の声ももらさず聞いて下さい。

ある議員の広報誌が面白い。

少ない。

市側に都合の悪い事はあまり伝わって来ないように感じます。

程々の情報は活かされていると思います。

個人差があるので、何とも言えないが。

市民の立場というよりは役所の立場が強い内容の政策が多いですね。市民の目で物を見てください。とりあえずやっとけ的な物多す
ぎ。

ケーブルテレビは役に立ちます。

議員の方から聞いている。

家賃補助に関して。転入者に窓口での案内がなかった。公正にされていない。

40
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テレビで分かる。

私は３、４年前、区長をしました。課長様は一番奥に鎮座し、区の特殊事項をお伝えしようと思っても立ち話。これは杵築独特の対応
と思いました。勉強になりました。

聞く気があるとは思えないが、もっと字が大きくならないと年寄りは見にくいらしい。

ＷＥＢサイトの情報が少ないこと。市政のお知らせ、具体的な内容が少ないです。とても不満です！聞かなければ分からないというの
こそ格差だと思います。

ネットや市報だけでなく、病院やスーパーなどにも情報が得られると良い。

市報以外ない。（ＫＤＴは…？）

月２回、回覧板が回っていますが、早く知らせたいものはその都度でもいいのではないでしょうか。

時々、放送が流れるが、全然聞こえない。

何ひとつ伝わってないと思います。

自分が無知なのか、知らないところでいろんなことが決まってるように思う。

議会委員会の中継を望む。

サッカー場、体育館などの情報は市民全体へあまり伝わっていません。

情報はどこから？

市報によりある程度の情報は得られる。

- 91 -



（ご意見・ご提言）

275

81

70

満足度
率(%)

インターネットは分らない。

インターネット（パソコン）を持っていません。

加貫の「ベッチョセ」、納屋の「ションガエ」、向野の「らんきょう坊主」、馬場尾の「百万遍」etc…　地域の唄、踊り、伝統行事
の紹介があるとなお良い。

239

3

無回答

◆市役所のあり方について伺います。

問３１　ホームページは利用しやすいと思いますか？

ふつう

まあそう
思う

そう思う 6

5

4

回答数

29 3.6

8.8

34.6

40

61

10.2

時々見ています。これもマンネリ化でしょう。見たいと希望するのではなく、必要だからです。

少し遊びごころを。

利用することがありません。

見たことがありません。

利用できるリンク先が少ない。

なかなか欲しい情報にたどりつくことができない。見にくい。

活字を大きく。

更新が遅い。時期的にタイムリーな情報を早期に！

あまりそう
思わない

7.7

わからない

思わない

30.1

5.0

2

1

今のＨＰはいいと思う。

活用できる人が何人いるの？

利用した事がない。

家にネットをひいていないのであまり分かりません。

使ったことがない。杵築市は老人が多いのでホームページを充実してもあまり意味がない。

他の市や県を見習って良いところをドンドン取り入れてください。

ホームページを見られる人ならいいですが、分からない人には分からない。

ＨＰが存在するだけで内容不足が多い。

ホームページは見ていない、市報や回覧でしか見られない。

ホームページを見ようと思ったことがない。いらない。

若い人には良い。

ＨＰの管理者の力不足だと思います。案内も不足しているし、利用したいと思えません。もう少し利用しやすくして下さい。

具体的に知りたい部分まで、見ることができない。

もう少し深い情報が欲しいこともあった。

機械（パソコン）ないため利用できない。持ってない人でも利用できるように。

改善の余地があると思う。

見たことがない。

利用しない。

あまり活用していない。

いまだ使ったことがありません。

利用したことが無いので…。

利用の仕方すら高齢者は分からないし、できないと思うのですが、私もその一人です。

インターネットがない。

難しい（操作が…）。

市立病院の診療科の実態の公表。（例、泌尿科の外科手術の実績）

4年前よりはよくなった。
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例えば、手続きの方法などもっと詳しく載せてほしい。（保育園入園の手続きなど、市役所に行って聞かないと分からなかったので）

パソコンが無い。

普通。

行事予定などがまったく載ってない。以前のＨＰは早く確認できていた。公共施設予約システムはよい。

あまりよく分らない時もあります。

無。

ごみ収集について各地区の表が見られないことがある。

時々見に行きます。随時更新していただきたい。

利用していない。

項目の列挙が多く、詳細が分からない。

ホームページの入り方の簡便化。

高齢者が利用しやすいかどうかは分かりませんが、便利です。

まだ見たことがない。

見たことがない。存在自体、知らなかった。

見てもあまり必要な情報が得られない。

ほぼ見ない。

利用しない。

パソコンの所持者はいいと思います。所持しないものは活用できない。
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（ご意見・ご提言）

◆市役所のあり方について伺います。

問３２　広報きつき（市報）は必要だと思いますか？

3

満足度
率(%)回答数

141ふつう

まあそう
思う

17.7

41.9

5

そう思う 6

23.9

333

思わない

あまりそう
思わない

2

190

4

読みやすいです。

22

6.2

4.4

2.8

49

35

ＣＡＴＶとＨＰを充実させればいらない。

昨年引っ越して来て（１０月半ば）周りのことが分からないため、広報きつきで色々なことを知り得るため、とても必要性を感じて読
み尽くしています！

無回答 25

読みたい内容が少ない。

インターネットやケーブルテレビの情報が得られない人のためにも必要です。

ムダなページが多い。費用を削減してほしい。

唯一の情報である。

3.1

1わからない

充実している。

楽しみにしてる。杵築の事を知ることができます。

情報を得るために必要です！

誌面内容の増刷を希望。

市報では色んなことを知ります。大いに上手に作成してください。

いらない。

市民の意見欄も必要。市長の文はいらぬ。

若い人はホームページの利用だけでも十分情報が得られるかもしれませんが、年配の方（やパソコンを利用しない方）には必要だと思
います。

HPを見るより（年齢のせいでしょうか。）市報の方が良い。

雑誌ではないので毎月同じページじゃなくて良いと思う。本当に必要なことだけで良い。

なぜ必要じゃないと思うのかが？ホームページは中途半端だし全ての市民がホームページを見られると思いますか？

いつも楽しみにしています。

市報は良くできていると思う。

紙が上等すぎるので品質を落とし、ページ数を増やしてほしい。

市の情報が大体得られるので必要と思う。

必要な情報以外、流す感じで見ている。

絶対必要。

私は毎月とっていますが、台紙が無いのが残念。普通では目も通さずゴミ同様ではないですか。

市報は必要。

必要だと思う。合併して分からないことが多い中、広報を読めば少しでも杵築、山香、大田のことが分かります。

ネットがないので助かりますが、内容は子ども健診などでほとんどのページを見ていません。ワンパターン？内容をもっとカラーにし
て見やすく楽しいものにしてほしい。

山香のことばかり載せないで、旧杵築のことを載せたらと思います。少年のスポーツの事など載せたらどうですか。

情報の窓口なので。

市報はいつもページが少ない。大分市はもっといっぱい書いてあるのに、ページ数がもっとあってほしいです。

色々なことがよく分かり必要だと思う。

必要です。

ＨＰの活用含む。

作製している所が市外の業者はおかしい。税金で作っているのだから市内の業者を助けるように。
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市報、議会報、社協、その他、まとめられないか、市報に。

健診や当番医、試験、行事、催物、集会等の情報を見やすく工夫してほしい。

もっと市民が読んでほしいです。

広報は大事だ。ＨＰ、ケーブルテレビ、広報きつきの３者の役割を明確にして、それぞれを充実してほしい。

あまり読みません。

ＰＣが利用できない人のために。

市報に市民のいらなくなった机（学習）とか二段ベットとか欲しい物を希望できるコーナーがほしい。

もっと詳しくしてほしい。杵築市（大田、山香を除く）ばかりでは？もっと山香、大田を見つめてほしい。

市報の充実を望む。紙が上質なので、経費節減のために質を落とした方がよいと思う。

より魅力的な内容（子供が読んでも分かる）等、期待いたします。楽しみに毎月待っています。

ど～んとテレビが充実したら、市報はあまり必要とは思わない。

インターネットの時代にそぐわないのでは？

ネットが人に必要！

唯一の情報の手段です。ぜひ続けてほしいと思います。

必要だとは思うのですが、もっと内容を充実してほしい。

市民にとって一番の窓口だから必要。

毎回ワンパターンである。

いろいろなお知らせがあるので、けっこう使える。

杵築市の具体的な目標すら見えてこない。

唯一市政の見える冊子。（他の情報もあってもわざわざそれを見ようと思わない。）

広報は内容もしっかりしており、ありがたいです。

絶対必要です。

必要ですが分かりにくい。

アパートに住んでいる多くの人たちはその存在すら知らないまま。

ＮＥＴ社会にペーパーは不要。又、広報きつきは表紙を見て見る気がしない。いかにもお役所的（中身も）。

高齢者に対して有効（６０才以上）インターネット世代では不要（６０才未満）。

市報は必要です。これからも続けてほしいです。

内容がありきたり。

ないと困ります。

ネットだけでは情報を得られない人もいると思うので、希望者のみに配布という方がムダにならずに良いと思う。

一般市民のページが少ない。

唯一、定期的に市政情報やイベントを知るツール。

死亡者家族からの社協への寄付については、削除した方が良いと思う。

今の市報の内容では作成費がもったいない。本当に市民が知りたい部分が分からない。表面的できれいごとばかりの内容、「○○○」
の方が良い。

決まったことしか書かないから市民の声は届いていない。

必要です。

広報きつきが唯一の情報ですのでやめないでください。

広告等を取り入れてもよいと思う。

よく編集されています。結構です。

今のところ特に問題を感じていませんが、市民の要望を掘り起こし広げる努力を続けてほしいです。

ホームページで対応すればよいのでは。

月１回の情報源です。継続してください。

情報を知るには「広報きつき」しかないでしょう。

合併して何だか身近に感じられなくなった。もう少し温かいテーマもある市報にしてくれたら嬉しい。読みたいと思うような…。
マンネリ化からの脱却するために、市民の声を聞く場が必要。評価があって内容の充実が図られる。
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（ご意見・ご提言）

◆庁舎のあり方について伺います。

質問１　現行の総合支所・分庁方式において、不便さを感じますか？

回答数 率(%)

202

526

25.4

66.2

不便さを
感じる

不便さは
感じない

1

2

足（行動）が遠くなって不便です。

杵築地区民であるかも知れない。

今のところ感じていない。

庁舎に行くことがないので分かりません。

駐車場が狭い。

わざわざ各地へ行かねばならないこともある。

不便さは感じているが、山香地区住民のことを考えると仕方ないと感じる。

分からない。杵築市１周するバスとかどうですか？合併しても、よく分からない。お互いの理解を深めるためにも…

説明が足りません。全部署入るかもしれません。

（効率化の面等で)不便さは感じないが、無駄なことが各所であり効率が悪いのも事実だと思います。

無回答

効率化を求めすぎて市民に手の届く行政ができるか？

杵築庁舎はいつも駐車場がいっぱい。だから、路上駐車も多い。迷惑なんです。

67 8.43

むしろ分庁方式に賛成である。本所でなければできない手続きに不満を感じている。

駐車場の不便さ。

明らかに理由がおかしい。市民をばかにしないでほしい。

トイレに1人で行けないこと。（障がい者のため）

202
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67
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（ご意見・ご提言）

9.7

分からない。

ムダを省いて。

1

205 25.8

513 64.5

新庁舎はいらない。

箱物ばかり作る方針はもう止めるべき。

しかし、新庁舎を造る金の使い方はしてほしくない。

無回答

分からない。

ＦＡＸやテレビ電話などを使ったらどうですか？今税金を使って新庁舎を建てたりお金を使う事よりも1円でも多く貯蓄するのが先
なのでは？私達が一生懸命に頑張って働いて作ったお金です。簡単に新しい庁舎を作ったり無駄な使い方はしないでください！！

大田、山香の市民のことを思えば分庁で仕方ないのではないかと思います。

77

◆庁舎のあり方について伺います。

質問２　あなたは、庁舎整備に関してどのようにお考えですか？

現行の総
合支所・
分庁方式
のままで
よい

現行の総
合支所・
分庁方式
のままで
はよくな
い

2

回答数 率(%)

杵築の総合庁舎はごちゃごちゃして分かりにくい、便利が悪い。

分からない。

判断材料が足りません。

もう少し小さく！

行政改革で本所に入る人員でいけるようにすべきである。

？分からない。
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（ご意見・ご提言）

96

「総合支所・分庁舎方式」には賛成できません。山香庁舎もあれほど立派なものがあります。無駄にならないようにしてください。
田舎のほうではまだまだ道路が充実されていません。もっと田舎の隅々を考えていただかないと住みたいと思う人が少なくなりま
す。

6.5

山香には広く立派な庁舎がありますが、使うことはできないのでしょうか？

分からない。

庁舎は現在のままで良いと思います。

早急に本庁方
式の新庁舎を
建設する

2

現在の杵築庁
舎を本庁舎と
し、近くに第
２庁舎を建設
する

82

12.1

その他

3 10.3

杵築庁舎を改
築（増築）し
て本庁方式と
する

43

◆庁舎のあり方について伺います。

質問３　杵築市行政改革審議会（会長：奥田憲昭大分大学教授）の答申では、「行政の効率化を進める
うえで、本庁支所方式への移行については重要な課題である。合併特例債の期限もあり早急に検討すべき
である。」としています。本庁支所方式へ移行するには新庁舎の建設あるいは現杵築庁舎の近くに第２庁
舎を建設する必要があります。合併特例債の期限が平成27年度までとなっているため、早急に方針を示す
必要があります。あなたは、どのように整備をすればいいとお考えですか？

52

回答数 率(%)

1

現行の施設の有効利用を図る。（各部門をスリム化）

金をかけるな！！

5.4

税金を使うな！！

65.7
※本問では、質問２で「２.現行の総合支所・分庁方式のままではよくない。」と答えた方」に向けた質
問でしたが、質問２の回答に関係なく答えた方も多かったため、他問同様に全回答者を対象とした集計
としました。よって無回答（質問２で１．と回答した方）が多くなっています。

無回答 522

4

今の所でよいのでは。

何もかも杵築市に中心を置くことはないと思う。

東日本のことを考えるべきでは？山香、大田の立派な庁舎をムダにしますか？早くお金が欲しいからと「どうでもいい不便さ」を盾
にして、またムダな大物を杵築に残さないよう冷静に考えるべき。庁舎間の移動経費・職員削減につり合う程の新庁舎とはいかなる
安物件？？

この意見はおかしい！

八坂の選果場面積があれば本庁にちょうどよい。

反対です。

「総合支所・分庁舎方式」ありえないと思う。杵築庁舎でも十分立派、こういう発想がムダ、合併債が出ようと出まいと費用がかか
らない方法でいい。

今のままでよい。

空き建物を再利用。

本庁舎建設を求める反面、大田（山香）は益々過疎の進行とともに、市民の幸せが取り残されていく思いが一方にはある。

山香に立派な庁舎があるので本庁（所）として使う。

新庁舎を建設となると、主要、幹線道路沿いが望ましいと思うのですが。新庁舎の建設も良いのですが、財政面を考えると、ちょっ
と。第２庁舎をと言うと、効率化の面で多少なりとも程度ではないか。

今のままで良い。（山香庁舎はまだ新しいので利用すると良い）

もっと山香、大田庁舎に本課を移し、足りない広さは山香庁舎を増築すべき。全ての課を杵築地域に置こうとするので無理がある。

今まで通りの行政方法で職員の移動や通勤時間、車の燃料代などを考えてなるべく地元の職員を勤めさせれば良いのでは。

現在のままで良い。

新築がいいが、庁舎の利用方法がはっきりしなければ、10倍かけての改修は商店街の不満は高まる。

アビヒサツネ、パチンコ屋を活用して経費を抑える。
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旧消防署を使えばいい。

安い予算で。

仮設でいいから各庁舎に全部門を置いてください。あったものが合併すると何故、減るんですか。一人で何役も可能ですよ。立派な
建物不要。建設費は保険料等に使えないんですか。

山香庁舎を本庁にすれば土地も充分にあり、自然がいっぱいで今の空気が悪い本庁に比べて健康で快適に仕事ができるように思いま
す。駐車場も充分あり、旧杵築にこだわらなくてもいいのではないでしょうか？費用も少なくてすむのでは。

旧市民会館や現生涯学習館の一部も代用。

現行の在り方を再認識し、方向づけをして市民に諮ること。
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（ご意見・ご提言）

東北大震災の後なのに、防災や避難訓練等の項目が無いけど、今時、満足度調査など、ピントのボケすぎではありませんか？建設工
事の推進のための調査にしか見えません。

質問が不適切では？

生命にかかわる事業を最優先し、それ以外は借金がなくなってからやってほしい。

市として、何か考えがあるのか聞きたい。東北地震を教訓に整備してもらいたい。

市民（文化）会館は必要と思うが、現在ある文化体育館はどうするのか？今のを活用。

行政とその他に分けて考えるべきと思う｡

建設するなら、この項目全てを併設すべき｡

庁舎は一つあれば良い。いらん税金を使うな。そんなことするくらいなら、市民の税金、保健などに金を出してほしい。

とにかく立派すぎるモノはいらない。無駄な箱物は時代に合っていません。求めていません。

今度の東日本震災でもそうですけど、同じ所だと機能が止まるので、別々にあった方が良い。とりあえず、これ以上の遊、施設に借
金を増やすより防災を強化してほしい。海抜０地帯に住んでいる者としては、堤防を作ってほしい。

新しい箱物を作らずに今ある資源を活用すること｡

広い公園、手入れの行き届いた木々を見て、荒れた山を考えるきっかけに。

新庁舎建設を目指しておられるようですが、反対です。

杵築市民文化会館がもう古くなったから。（市民（文化）会館）

市立図書館

市民（文
化）会館

美術館 3

防災対策
拠点

第２庁舎を建設は市役所のやりやすいようにするのではなく、住民の立場に立って物事を考えて下さい。

分からない。

杵築市の繁栄を心よりお祈りします。

この設問は新庁舎建設を前提としたものでおかしい！

何分にも田舎で便利が悪い。豊後高田市の方が良かったことが悪い。

今の設備に（現在の）駐車場をリフォームして部署を併設する｡

個人的ですが絶対必要｡（社会福祉センター）

※本問では、複数回答が多かったため、すべての回答をカウントしています。

21

7 122

切に希望します。

金をなるべく使わないように。少しは考えてはどうですか？

併設でなくても新営してほしい。（市立図書館）

15.7

3.2

153

社会福祉
センター

併設をあまり考える必要ない。施設独自の有効性を…。

建設する必要なし｡

無駄な予算を使うな。

4

6

5 102

Ｂ＆Ｇの近くにあった家をのけてまで新しくしなければならないのか。八坂の方の道がデコボコが多いですが、20年も変わらない町
杵築市はもっと外国人等を住ませるべき。別府までＪＲで近いのにアパートが今何％も空いているのでもったいないな。

第2庁舎はダメ。

防災対策拠点の充実が必要と思います。

何でもかんでも中央寄りになるのはよくない。山香、大田、奈狩江それぞれに必要なものは残してほしい。

15 2.3

その他

併設すべき施
設はない 18.8

23.6

◆庁舎のあり方について伺います。

質問４　新庁舎あるいは第２庁舎を建設する場合、庁舎機能以外に併設すべき機能
　　　　（施設）があるとすれば、それはどのような機能ですか？

16.02

132 20.3
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1
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災害のあった場合にまず一番に動くのは市の職員でしょうから、庁舎と一体化して連絡を取れる状況にあった方が良いかと思いま
す。市民が頼りにしているのは職員です。
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杵築市に住み始めて１年が経ちました。とても住みやすいです。あまりよく分からず、すみません。

もっと若者向けのショッピングモールなど作ってもらいたい。過疎化の原因にもなっていると思います。

若者が地元で働けるような職場を希望！！社員として働けないと結婚も出来ないし、子づくりも子育ても出きません。早急に雇用問
題に対策を！！

5年、10年おきにこれまでの市政の反省会を開催することを望む。文化体育館等は赤字という話をよく耳にするので、正しい方向へ
市政を導くための反省は必要。

杵築市の庁舎の車の燃料は一定の給油所での給油は不自然だと思います。職員数も削減できると思います。

ごく一部と思いますが、職員の応対が威張っていると時々聞き、情けなくなる時があります。（杵築市を良いと思っている者として）

市長はもっと市民の話を聞いてほしい。いらない施設にお金がかかっていると思う（サッカー）。大田にもっと目を向けて暮らしや
すくしてほしい。

杵築市さんに言っても仕方ないが、「ツール・ド・国東」は事故が多いので、やめた方がよいと思います。タイムも計らないので。
杵築市長賞等があったので、少しは関係があると思い書かせてもらいました。

お年寄りの方へはもっと分かりやすいアンケートをお願いします。

現在、車で買物など行けますが、運転できなくなった時など、北祇園は坂道であるため、１日１回でも往復することのできる、バス
停などできたらいいかなと思います。病院やスーパー等少し遠いですね。

箱物に金をかけないで、効率的な運営をお願いします。市の問題ではない（市でやり方は決められない？）かも知れませんが、消防
出初式のやり方は早急に見直してほしい。（事業仕分け対象）

まだまだ努力すればコスト、職員数も削減できると思います。難しいのではなく、やる気、本気なのかが問題。

ムダを削減すれば良いと思う。市役所にあんなに人はいらない。いるだけで働いてない。とにかく、ムダは削減！！でお願いします。

新庁舎よりも市立図書館や音響施設の充実（コンサート等出来るように）など文化面？に力を入れてほしいと思います。

進行方向（方向性）が違うと強く感じます。

杵築市民の数に対する職員の数は適正か見直す必要があるのでは？別に統合しなくてもよいのでは…　山香、大田の住民のことも考
えて…

市の職員は市民の血税で給料をもらっているという意識はあるのか？一所懸命頑張っている職員は何人いるのか？前向きに頑張る職
員を増やすシステムをつくるべきではないか？

今の職員が適正人員ですか？今企業では、不景気の中、人員も減らされていく中、市の職員にはボーナスも出て、たいして忙しく働
いている職員もなく、減員すべきではないですか？もっと優秀な使える職員を入れればここまでの職員を抱えなくてもよいでしょ
う。そして、定年退職したあとは、自分の息子・娘を市役所に入れているから、使えない能力のない人間が多いとも庁内の人に聞か
されます。市長もっと考えて下さい。（悪評多しです。）

ぜひ市長の交代を！！かなりの市民が同じ意見です！！

別にありません。大変だと思いますがしっかりやって下さい。

再生可能エネルギー立市を目指し、エネルギー網の整備をしてみては？

明確化になってない！「昔からの・・・」は無くした方が良い！

このページの質問は、新しく庁舎を建設する気マンマンに感じるのですが？

早急に本庁方式の新庁舎を建設するのが一番いいと思いますが、資金が大変でしょうから③（杵築庁舎を本庁舎とし第２庁舎建設）
にしました。

別府出身ですが「人の良さ」「程良い田舎」が大好き、杵築に永住します。この良さを残すには、活性化、営業も大切ですが、その
リスクについても考えていただきたい。杵築は「少子化」を感じないような街、これからを担う子供のためにも今の雰囲気を大切に
していただきたいです。

限られた財源の中での市政、職員の給与が高いような気がします。年収２００万未満で精一杯生きている市民は憤りを感じます。

◆その他のご意見・ご提言
第２庁舎問題については、一部の議員に振り回されずに、防災拠点として建設すべき。東日本大震災の例を見ても高台に建設すべき
である。一例は旧市役所はいかが？

市民税が高い。水道水が飲めない（おいしくない）。プール（リハビリ用屋内プール）が欲しい。

３０人くらいの会合ができるハウスを３棟ぐらい造ってほしい、杵築市内の中心部に。

環境、自然保護と住民の人の良さが気に入り定住しています。それが無くなれば引越します。

市長も議員も腐った人間がかなりの数いますよネ！！

この不況の中、なんでもかんでも新しくするのではなく、少しでも住民が住みやすくなるように努力をしてもらいたい。

生まれ育った町が好きでしたが、大人になるにつれ、いろいろとおかしな点が見えてきました。いい町になるように願っています。
見限って出ていった人もいます！！

私は文化財調査の仕事を与えられていますので、杵築の隅から隅まで約２０年間歩き回っています。杵築ほどいい所はありません。

道路整備。

杵築市はあまりにも箱物が多すぎ。何らかの政治的な意図があるのではないか…。税金の使いすぎ。

広い場所が良いと思います。

杵築はとても住みやすい所だと思います。このまま、住みやすい街づくりを維持していってほしいと思います。

何もない。

総合支所には地区の情勢に詳しい人がいればいいと思います。失礼致しました。

市役所の職員のみなさん、ほんとうに頑張っていると思っています。その中で給与の削減が行われ不満な点も多いかと思いますが、
長いスパンの中でまた良いことがあると思われますので、今は我慢をしていただきたいと思います。

多目的市民会館があれば何か行事を催すにしても（文化体育館・健康福祉センターでは土足で上れないし、イスの整備等の手間がか
かり多人数の催しができない）とても不便です。他市町村にはすばらしい施設が沢山有ります。

市は体育館～サッカー場の収入金を先に考えること。次から次に建物に金を掛けないようにお願いする。
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期を重ねると○○に対する受入○○に不和の顔を表す。市民の声は大小○○○くべき。来期は対抗馬あり

何でも寄り合いの場が（例えば区長会等）杵築中心になり、杵築まで出かけるのは何かと不便である。

庁舎のあり方についても手狭な事は最初から分かっていることだと思います。分庁であれば、山香の地域がある程度活動できると思
います。何でも一極集中になれば、地方はさびれます。財政難である今はよく検討してほしい。

地域が高齢化してとても不安である。定期訪問等充実させてほしい。買い物便の車の手配等を考えてほしい。

東日本大震災を良いお手本として「想定外」という言葉がないように、杵築市においても直ちに防災対策に十分な計画を樹立して、
いついかなる事故が発生しても対応できるように。

杵築市だけがいい思いをして、山香、大田はさっぱりだ！！合併しない方がよかった。

市営の自動車学校を作ってほしい。市民優先にして免許取得できるようにしてほしい。

この意見がどのように反映されるのかも分からない。意味があるのでしょうか？

市民にとって増築、新庁舎であれ、サッカー場より大切だと思います。

初めから住んでいる人には分からないと思いますが、他県から移住してきた者にとって、自然の豊かな町（海、山、川）は宝です。
どうぞこの素晴らしい環境を守り続けてほしい。

新築の杵築中学校は現在地再築には反対です。登下校による脳の活性化が必要で、そのためには坂道を登ることです。それには大内
の台地（渡辺医院跡でなく）であること。それにより日中（昼間）の津波でも登校しているので、学習中の生徒を守ることも充分に
可能である。

１１時過ぎるとあっちこっちの弁当屋がウロウロしていてとても見苦しい。

新たに庁舎を建設したり、とにかく税金をなるべく使わないでほしい。サッカー場だけでもたくさんのお金がかかり、これ以上何も
いらないです。このアンケートももったいないくらいです。今、仕事がない人もたくさんいるのにこのアンケートを作る費用がある
なら、たくさん雇用できる会社を増やしてほしい。

新庁舎を建設し、本庁一本になると旧大田、山香の町民は増々市税を納める市民だけになり、取り残されてしまいます。便利が悪く
なるのは、目に見えています。

職員が多すぎる。（石を投げると役職に当る、ほど多い！）（民間だったら赤字になるはず）

金をかけず、市民優位の市政を望みたい。

老夫婦になったのであまり関心がなく、よく分かりません。協力できなくて、すみません。これからも良い方向でお願いします。

庁舎は是非各支所は現在のままにしておいてもらいたい。議員の定数をもう少し減らしてはいかがですか。赤字市政にならないよう
に。

私は合併には反対でした。

山香町の意見を聞いて、山香町をもっと便利な町づくりをしてほしい。

頑張って下さい。

少し活気がほしい。

現行のままでも良いと思います。

杵築は静かでいい街ですが、何か元気がない感じです。もっと活性化してほしい。

市長は自分の金になることしか考えん。タンス銀行になおすのはヤメて！早く新市長が現れるのを願う！！住む分は良いが市長がダ
メだから早くやめて！市関係の建物がたったり、何かと造るのに全部自分の金もうけ。早く言えば悪代官。

市営住宅が少ないので賃貸アパートの空き室を利用（市営化）するというのはどうでしょうか。

公園が少ない。サンリブ近く以外にもできてほしい。

小さな政府を目指し、行政運営をしてほしい。早く杵中の場所を決定してほしい。今の場所は最悪である。ゆとりある環境を生徒に！

庁舎を総合一本化することは良いが、旧山香町、大田村への利便性はどうするのか十分に検討する必要がある。（例えばインター
ネット利用、ケーブル利用）

市民に対しては、あまりよい街だとは思いません。

“夕やけこやけ”お願いします。

市民の願いや希望があまり反映されてないと思います。ムダをなくして住みよい町にしてほしい。

箱物建物は不要だ。

本当に困った人に生活保護を。もっと厳しくしてほしいです。

他の市町村のことを知らないので杵築が他に比べて良い、悪いは分かりません。今は住み良い所です。日本だけではなく世界規模で
考えないといけない時代です。１０年先が見えないけど、１０年先を見据えて色々お願いします。

市議員が多過ぎるように思える。給与は勤務時間当たりにすると良い。

無駄使いが気になる。もっと的確な判断をしてほしい。

ムダなことはしないでください。

行政が見えてこない。近隣町村に比べ、図書館が貧弱極まる。サッカー場は全て不要物。

みだりに郵送を使わないで、なるだけ回覧を使ってください。

引退の方、ボランティア精神の方を一度個別的に掘り起こすといいアイデアが埋まっているかも。前歴を盾にして威張らない人物？

無駄にアパートが建ち過ぎていると思う。子育てには良い環境だと思うが、もっと公園があったら嬉しいかなと感じます。

市議会議員の数が多いと思う。現在の２０人から１６～１８人程度で良いと思う。

出原地区に水道を付けてもらいたい。

文化体育館及び山香サッカー場等の収支を市報で報告されたい。

現在、市立体育館があるので、庁舎、消防署など八坂地区の土地の空地地区に集めれば、一度に手続きが済み駐車場も広くなるの
で、今後の市民のために総合にした方が交通に便利。

分庁については、杵築市内に居住なので不自由は感じませんが、山香、大田地区では手続き等遠くなると不便だろうと感じていま
す。観光客は以前より多いかと思いますが、杵築を代表する、みやげ物が少ない気がします。ただ通り過ぎるのみの観光地のように
感じます。私のような高齢者でなく、若い人の意見を市政に取り入れていく方が良いと思う。このアンケートに自分の考えをしっか
り回答できなくて申し訳なく思いました。

とにかく職員の対応の悪さ。あんなに人員はいりますか。普通窓口に行ったら誰かすぐ来るでしょうに、こちらが声をかけるまで来
ない。下っぱの人ばかり。市民の税金をムダにするな。

現状のことを考えて周辺の方達が不便になるような総合庁舎の建設は必要ないと思う。

山香のサッカー場はムダだと思いました。
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市には、議会もそうですが高齢者が多すぎると思います。もっと若者を登用して市が若々しく発想の転換を図ってもらいたい。

大田杵築線の道路の開通を急いでほしいです。

職員とある朝のひとこと(40代の女性）、私も市役所に用事があるために旧市役所の駐車場に車を停めました。すると｢いつまでそこ
に停めておくんですか？私が停めるところです。」と怒った様子。近くはいくらでも空いているのに…。決まっているんですか？
「すみません。」と車を動かしました。もう少し優しくしてほしいです。

別府から杵築に移り住んできたので不便だと思うことは多いが、役場の人の丁寧な対応には感謝している。

道路標識の明確化、街路案内指標等の整備、弱者救済の強化、震災避難者応援。

現在、宇佐市において、スピーカーが設置されていて必要な時に放送されている。私が家にいる時にはたまに聞こえてきます。今、
私たちの周辺にもいろいろな災害要素がある。そのような時に瞬時に地域の人に伝達できる手段としてあれば有効ではないでしょう
か。

（悪い点）東京都一極集中型。（良い点）ドイツの分散型。

３市町村が合併して端部は過疎化が進んでいます。交通手段の検討や新庁舎の建設を早急にお願いします。(必ずしも杵築市の中心部
ではなくてよいのでは）

緑も多く子育てにも良い環境だと思います。ただ医療費の補助を小学校入学までではなく、小学校高学年まで他県のように延ばして
いただけるとありがたいと思います。

たくさん必要な施設がありますが、まず文化会館は絶対必要です。これが無くては何もできません。庁舎も大切ですが、その前に
ホールだけは何があっても作ってください、文化が芽生えにくいです。

皆さんの意見を集めるのだからしっかり反映してほしい。書いた人の気持ちを本当に大切にしてください。期待いたします。

子供の遊べる公園をもっと整備、充実してほしい。陸上競技場のトラックを全天候型にしてほしい。八坂川沿いを遊歩道に整備して
ほしい。

建物ばかりにお金を使うのではなく、他にお金を使わないと。必要としていることがあると思います。

何もかも杵築中心で、ど～んと丼にしても、山香、大田にはあまり関係なく、ひいなめぐり、これもまた無意味で（山香では）何か
しないとこのままでは、と思うけど、何もできない。

海、山が近くにあり静かな所なので生活はしやすいです。

民生委員の選任等について区長等の意見を聞いてください。

杵築、山香、大田各々末端地域の過疎対策に、どのように取り組んでいるのか中長期的ビジョンが全く見えない。（20年後には住民
が居なくなる地区も必ず出てくる。当地区もその1つである）

高齢者、子どもに不便のない生活しやすい街づくりをお願いしたいものです。

庁舎に行くのに乗物がない高齢者が多く、歩いて行く人も多いため、時間的にバスでもあるといいとよく聞いています。

これからも市民に役立つ活動を期待してます。住みやすい杵築市を願います。

国民年金、健康保険課等には詳しい人材を配置してほしい。

ＴＶの番組の数は増えないんですか？

もっと活気あふれた市づくりをしてほしい。お年寄りが増えて、今しないと若者がどんどんいなくなる。

新庁舎を建設する場合は、杵築と山香の中間にしてほしい。車のない人はどのようにするのかを考えてほしい。

子供を増やして、そこで育てたくなるような町づくりに期待します。

従前の「市長を囲む会」的なものはあっていいと思います。また、適期、随時の市（市議、市職員等）においての市内各所の視察巡
回を実施し、道路状態、現状についての実情把握と改善についての検討をしていただきたい。常に動き、常に見、常に検討等をし、
「すぐする市政」としていただきたい。

何事にしても70歳以上の方のことを考えてください。何につけても75歳以上の人はどうでも良いように書いてある。

テレビのチャンネルが少なすぎです。宇佐では倍は映ります。

住民税を下げて（方法はいくらでもある）、給料の支払いも能力給に変える。民間企業では実施中、50代後半の人が課長級になるの
はおかしい。

杵築市になって大変です。今は良いのですが、これから先大変です。

こういうアンケートに意味があるのでしょうか？質問項目も形式的であまり成果があると思えません。他の方法を考えた方がいいよ
うな気がしますが。

全て本庁方式で施設を集中させるのでなく、大田、山香地区にもシンボル、特色的な公共施設をつくり、人の流れができるようにし
てほしい。杵築市三つの顔をいつまでも残して住民の所属意識や一体感を忘れない市づくりを期待する。

道路の緑地帯には管理上、手間のかかるものは植えないようにしてほしい。「マツ」や「マキ」などの仕立ものなど一考。

支所等で対応ができない事が多く本所まで行くことが多く、不便な上、支所があっても意味をなしてないのではないかと思う。

大田に住んでいて、杵築の本庁の方に行くことはあまりありません。私達は大田には分庁を置いてほしいです。今からますます年を
重ね、本庁まで出かけることは難しくなります。

杵築市役所が小さすぎるので、他県からの者にはよく分からないので意見を出しにくい。

市職員の採用は公正に行なわれているか疑問に感じることが多い。市長、市議会、市職員の口効きなどよく口にされます。その家は
代々市職員になっている。

杵築市と合併してますます不便になりました。

高齢８５歳のため、市政に関心が悪いけどありません。悪しからずお許しください。

無理のないように執行してください。市政は今現在よく頑張っていると思います。ありがとうございます。

企業誘致と産業（農水産）生産工場、観光施設の整備と学校教育の充実。

ゴミの件ですが、ＣＯ２の問題でゴミを燃やしてはいけないことになっているにも関わらず、ビニール袋や発泡スチロール等平気で
燃やし臭気までします。もっと役所でチェックされたらどうでしょうか。またいい案を出すかもっと厳しくしてほしいです。決め事
は守らなければ決めない方がいいですね。ビニール袋、発泡スチロールは燃やしてもよろしいですか？

杵築市を改めて見直すことができて良かったです。

合併前は山香は取残されそうな不安を持っていましたが、現実は融和、協力、指導面できめ細かい行政に感謝しております。市長さ
んも行事には参加され、トップの座を大切になさっている姿は頼もしくありがたいと思っています。これからもよろしくお願い申し
ます。
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子供や孫に残すべきものを考えていただきたい。今、庁舎が必要ですか。必要になったときに建てるための準備をしてあげるべきで
はないか。現状に不満を感じている方々が多いと思います。議会が割れるときはもう一度原点に立ち戻っていただきたい。

文化水準があまりにも低すぎる。クラシック音楽を楽しめる場所が１ヶ所もないのは恥ずかしいことである。文化体育館は音響が悪
すぎて、素人でも演奏したり合唱したりしたくない。衆楽観にお金をかけて、文化向上に投資したというのは、あまりにもお粗末で
ある。他の町や村に素晴らしい文化会館があるのに、市である杵築に１ヶ所もないのは、なんとも悲しい我がふるさとである。

行政の効率化が、市民の不便さを要求してはならない。

血税を無駄遣いするのは止めてほしい。仕事がなく困っている人が多いので市の職員で働かせるようにして給料も市民レベルにする
ように考えてもらいたい。税金を払う人より税金から給料をもらう人の給料を下げないといけない。

庁舎の前に校舎の問題を解決すべきだと思う。

新庁舎は防災に十分注意して建設すべきである。現庁舎は防災面で不安である。

庁舎を広大な用地に立派なものを建てるのではなく、身の丈に合ったものを。

箱物は全ていらない。

市職員がとにかく暗い。態度も悪い。市民の税金で給与をもらっているのではないのか。

会社員など平日働く人にとっては、月に一度程度、市役所業務を日曜日にするなどの検討を。

きれいな街並になって満足です。観光客が少ないのが少し不満です。

下水道の臭い改善をぜひお願いしたい。

足が不自由で、どこにも出ないのでよく分かりません。

障がいや病気の子供が通いやすい学校作りをお願いしたい。

施設が充実する事は大切なことですが、後々市民に負担がかかるようなことでは困ります。難しい問題ですが…

庁舎に行くことがありませんので、お答えできません。

建設すればすべて良くなるとは思わない。現行施設を研究利用してほしい。

庁舎が分散しているため杵築の全体像が見えず、外来者はここが杵築かくらいしか見えずマイナス面が大きい。その上、杵築庁舎内
は暗い。駐車場も狭い。又、大田、山香庁舎は閑散としていて（職員が少ないため仕方ないが）これから発展していかなければなら
ないのに躍動感が感じられず、市民も気持ちの上での市に対する頼り甲斐が感じられない。

市民の声をよく聞いて、より良い政治を。工事に時間がかかりすぎ。早い工事を望みます。

リターンして９ヶ月なので杵築市について余りよく理解できてないが、父母、祖母etcの意見を聞いたりした。早く杵築市民になっ
ていこうと思う。

質問が難しく、よく分からない。

市民の意見を取り入れやすく、何かみんなの意見箱を置いたらどうでしょうか？

安全・安心感こそ生活では大切。物・金だけではない。市長・職員こそ、その道のプロ。良心的に無理・無駄・むらなく指導性を発
揮してほしい。

大田農協の店、値段が高いです。安くしたらいいと思います。

誰もが利用しようと思うような図書館がほしい。市民文化会館を作り、コンサートや講演会が行えるようにしてほしい。

使命を自覚して職務に取り組んでいただきたい。

杵築市街地は低地が多いので防災対策を充実してほしい。そのためにも市役所を含む公共施設を高台に移転するのが望ましいと思
う。杵中については現地で高層化をする等の対策を取ってほしい。

旧杵築市民、市職員、商工会その他に活気、やる気が感じられない。旧山香地区の方が元気、活気が強力なように感じる。市職員の
人数多い。数を少し減らすべきと思う。

重要な書類は本庁だけしか扱えないのは困る。わざわざ支所まで行かなくてはいけない。支所の駐車場が少なすぎ。議会があると屋
上の駐車場はいっぱい。議員さんも他の場所に駐車しては。

市の車がたくさん使われているのは大田、山香、杵築と分かれているので大変だと思います。また私たちも山香や大田に行くのは便
利が悪いです。催し物でもなかなか行くのが大変で参加できません。車のない人は。

働く場所を提供してほしい。なぜ杵築では働けないのでしょうか？（ハローワークでもほとんど杵築はありません）

市に財力が無いのに、あまり必要でない事業に手を出すな。

これ以上、建物は必要ないと思う。税金を市民のために使ってほしい。

市役所の皆さま、毎日、忙しい中、ご苦労様です。市の為に体をこわさないよう頑張ってください。買い物等不便です。大きいデ
パート等が遠いです。老後は大分あたりに住みたいと思います。杵築は自然がたくさんあり食物が美味しくていいんですがね。

このままではいつまでたってもダメ。市外へ行く人が増えるばかり。税金のムダ使いが多すぎる！！

杵築市の施設は低地であり将来の子供達のため、学校または公共施設は高台がいいと思います。候補地としてゴルフ場予定地であっ
た１００町部の土地を利用。

『８マン』を発行してた時（市議会議員の時）の八坂恭介氏に戻ってほしい。今は独裁的だとすら感じることがよくあります。頑
張ってほしいからこそ、そう本当に思います。よろしくお願いします。初心です。初心！！おそらくそう思っているのは私一人だけ
ではないと思いますよ。

市役所の職員など、もろもろを減らすことも考えてほしい。アンケートを取るなら実行してください。１０年たっても２０年たって
も、全然良い街になったとは思えない。

建物より産業を大きく成長させるべきで、まず黒字の財力をつけるべき。体育館を改修しないと、使い勝手があまりにも悪すぎる。
一般の人の意見を入れて改善してほしい。総合的な意見ならもっと広いスペースがほしいです。言うことはいくらでもある。

周囲の人達ほとんどが杵築は不便、田舎すぎるなど住みづらい所だとすぐに県外へと出て行く。本当に自分達もそう思います。働く
場所もほとんど無く、一体市民の皆さんはどのように生活しているのか不思議です。きっと対策と言ってもしてないんでしょうね。

老人が増加しつつあるので、杵築市だけのオリジナルになる何かを考えてほしい。

南海地震が想定されている。高山川と八坂川に挟まれていることから、何らかの対策を講じるべきだ。避難所が杵築小学校など非常
に遠く、高齢者には不安の毎日。識者を集めて「ちえ」を出しては。

現在の消防署の所に第２庁舎を。（民間ではプレハブで建ててると思うが鉄筋コンクリートでなくてもよいのでは）

建物は作るべきでないが、維持するのも大変だから税金は投入してほしくない。議員、市長他給料の減額を望む。

杵築商店街であった所が家だけ新しくなり人通りが全くなく食品商店が全くなく買物に皆、不便でならない。

土、日、祝日の市民課のサービスを検討していただきたい。

財政を豊かにできる方法を、市長はじめ上層部の皆様でもっと考えて下さい。老人クラブ等の市からの助成金が少なすぎる。
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もう少し防災への力を注いでほしい。

なぜ物を建てる方向だけを示すのか。合併する時に不便になるのは分かっていたはず。もし建てることになれば、既にある山香庁舎
にすれば用地はあるし、安全性も高いと思う。

雇用が不十分である。

一市民が意見を述べたところで行政は取り上げてはくれないので、何も言う気にはなりません。

高齢社会の中で次々と箱物やサッカー場等事業を行い、後のツケは誰が払うのでしょうか？弱者の立場に立ってほしいものです。

若い人が住みやすく、住みたくなる市をつくっていく事が”大切”。

市政はもっと市民の意見を吸い上げて、本当に市民の為になる政治を望みます。目線は常に市民に。

若い方の住みたい街にして下さい。

今は実家に住んでいるので杵築にいますが、一人暮らしするなら絶対市外に転出します。生活するには色々と不便です。おじいちゃ
ん、おばあちゃんにとっても若者にとっても。

文化的な行事をもっともっと多くとり入れてほしい。杵築に永く住みたい気持ちになれるよう、福利厚生面にも力を入れてほしい。

高齢者の利用を考え、庁舎のあり方を考えるべきと思う。

私の子供も東北地震の関係で（宮城県から）材料が入らず家庭待機のようですが、どうなりまするやら…。第２の東北地震の二の舞
にならぬよう、今から真剣に取り組んでいただききたいと思います。

山香地区にサッカー場ができたことは良かったと思います。宇佐市は（安心院を含めて）立派な文化会館があり、いろいろなイベン
トをやっています。杵築市も見習ってはいかがですか。市庁舎よりまず市民のためのものを。

行政が良くわからない点がある。

今の大人のための社会づくりではなく、今後を担う子供達のための「街づくり」をお願いします。

交通体系の整備、新幹線の見込みもなく、時代遅れ。地元企業の育成に取り組むべきである。

平和な杵築市の一市民であり続けたいと思っています。

農業振興なくして杵築はない。予算の拡大を。

水道料が高い。

今まで通り頑張っていただきたいと思います。

職員採用は公平、公正に実施してほしい。

杵築市城下町をもっと全国的にＰＲしてほしいです。

何をするにしろ商業施設がないので遠くに行っています。いろいろ店がつぶれていてる気がする。

アンケート内にも記入しましたが、生活道路の整備は言われる前に把握し、是正を計画してもらえればありがたいです。

駅を活用して、杵築に来てもらうために駅前に商業施設があるといいと思う。大型ショッピングセンター、映画館、旅行会社、観光
案内、レンタカーなどなど。杵築の発展を願ってます！！

箱物ばかりが目立ちます。それよりも先にやることがあるはず。庁舎建設をなぜ今しなければならないのか。市長のやる事に腹が立
つばかりです。旧山香町の職員、ちゃんと働いてますか？

杵築市役所の皆様には大変お世話になります。色々な問題があって大変でしょうが、迅速な対応をお願い致します。

杵築市役所の職員の勤務時間で朝８：３０過ぎて歩いて行ってる人やギリギリの人やすごく車をとばしてくる人など、１０分前ルー
ルはふつうの企業としては当然です。少し考え直して下さい。

課が違うからと…ではなく、全体が把握できるように勉強してほしい。以前の利用で二度不愉快な思いをし、信頼できない。

市にお尋ねしたいです。父子、母子家庭も安心して住める市ですか？別居していたら子どもの医療費も補助してもらえないのは…。
削る部分は他にあるでしょう。弱い立場にたって考えることで、何が必要か思いつくと思う。

住みよいまちを希望します。

自然を活かしたまちづくりなのに、１番良い場所に古い物を山積みした商売をなぜ許可したのか？城が見え海が見える場所、通るた
び嫌な思いします。早急に取り除くようお願いしたい。

新庁舎を建設する場合は高台に建設すると良いと思います。

コンプライアンスを遵守して下さい。

庁舎の建て替えについては、お金がからむことで、腰の強い市の活力等あまり分かりません。

市長さん先頭に、もう少し頑張って、企業など増やしていったらと思う。若い人がどんどん都市の方へ行ってしまうと思う。とにか
く日出町に負けないように…。市職員の皆さん頑張ってください。

居心地の良い、くつろげる図書館ができることを希望します。

海抜０地帯に住んでいる市民として、何で沖合に波受堤防を作ってくれないのかがわからない。台風のたびに船を移動させなければ
ならない漁師の横で生活している市民に何か対応策を早急にしてほしい！

公務員給料を減らす。（半額にする）又人員を減らす。

行政の中身が不透明な部分が多過ぎる。市民に対する公平さを感じさせない現在の市政はストレスのたまる精神衛生上良くない。住
みにくい杵築市になってしまっている。

箱物行政ばかりでうんざりしている。誰が得をしているのでしょう。

新庁舎あるいは第２庁舎を新設する場合とあるが、中央が便利になるだけで、現在ある分庁舎をもっと強化すべきであると思いま

市民の事を考えれば、今後、防災のことを考えるべきと思う。

１８才以上のアンケートのため、現状で無関心な内容についての回答が困った。

文の構成が下手で悪しからず御免なさい。

現状では、電話、インターネット等ＩＴ利用等で職員の移動は減らせると思う。反面、一ケ所に職員が集まってしまうと各地域では
職員とふれあう機会がなくなる。

旧市町村庁舎を利用することで満足。

市長は箱物の建設を推進して第二の夕張にしようとしている。もっと自分の金と思って市政を行なってほしい。

現庁舎を有効利用し、統合庁舎として活用し、人件費の削減を強化・推進すべきである。

市役所の皆様には大変お世話に成っています。１人暮らしの家が多くなり何かとご迷惑かけることと思いますが、よろしくお願い致
します。

世の中のペースに無理して合わせることは必要ない。大きな１つの親せきのように住めれば、自然とやるべきことが見えてくる。人
と関わりたい人もいれば、そっとしていてほしい人。だけどみんな見えないバリアで包まれているような安心感。

100年先を見て熟考されたい。「想定外」ではすまされません。
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総合支所が津波等で災害になっても、分庁には被害がなかったら分庁にて市民のために災害本部ができるので、新しく庁舎を作らな
いでください。

市道の排水は全部市有地ですか？重要。会報で内容を発表してください。

税金を有効活用してほしい。

市の財政が良くないのですから、新しい物を作るより、今ある物を有効に使ってください。役所の近くにある空ビルとかを借りて分
かれている部門を中心に集めたらいかがですか？もっと知恵のある方をブレーンにして市を運営してください。

これからもより良い市でありますよう、よろしくお願いします。

杵築中学校のことはもっと市民の声を聞いてください。

行政コストに対する意識が低すぎます。市庁舎の蛍光灯はまぶしくないですか？電球を間引くなり節約を試みましょうよ！市民が利
用する場所だけ明るければそれで十分です。市の姿勢を示すべきです。

私達夫婦もすでに子供が６５才を過ぎました。子供二人は家の近くに一人、大分に一人いますが、年金も余り多くは貰っていないの
で安い金額で施設に入れるように建設をなんとかお願いします。

旧山香大田をこれ以上見捨てずに利用して良い方向に観光か産業に導いてくれるよう、心から願っています。山香温泉等もっと入浴
客が増えるよう、受付の人の接客態度等も問題があると思います。

杵築幼稚園近くの駐車場に市役所職員の車を駐車させるな。杵築小学校の近くに駐車場を作るべきだ。

杵築市役所の駐車場がとても不便で３階は暗くて止めにくい。場所がいろいろとあるのでよく分からない。

観光客の集まる所もそうでない所も同じ杵築市民が住んでいる所なので、同じ配慮を希望します。今回は調査票をお送りいただいて
ありがとうございます。市民の意見を取り入れた姿勢を期待しています。

市議会議員選挙の期日前投票に行った時、立会人が読書を熱心にしていて、一回も本から目を離さなかった。少し様子を見ていたが
ず～っと読書していた。又、窓口の人が残業として残っていたようだが、仕事をしていなくてぼ～っとしていた。全体的に職員が多
い、市役所が開いている時間が長くなってとても利用しやすい。時々市長本人が役所内を見て回ると悪い所が見えてよい。

箱物を作るたびに議会とモメ、市民の不満が高まる様では合併特例債の有効利用や庁舎問題は解決しない。もっとしっかり方向性を
十分論議してつくり、市民に詳しく将来のための説明をすべき。

議員は地域のために役立つ働きが見えない。

旧杵築市は合併してから道路の整備等すばらしくよくなったと思う。庁舎の在り方についても、旧杵築市に全部置くとなれば人の流
れもなくなり過疎が進むのではないか？心配！市民としては、色んな面で不便である。これでは旧杵築市のみ活性化していくように
しかみえない！

すぐに新しい物を建てるとか単純な考えをすべきではない。本当に必要な物を見極める「力」が市にないと思う。

新庁舎建設は不可欠だと思うが、その位置はＪＲ杵築駅寄りに望む。（ＪＲやその他交通機関の利便性や駐車場の確保等を考え…）

この自然が大好きです。自然を壊すことなくまちづくりをし、子供も老人も安心して暮らせる市であってほしいです。心豊かな穏や
かな気持ちでありたいと思う。市と市民が一体になれたら最高でしょうが？

山があり海の近い山香町で、もう10年もすると老人だらけの町になるように思われますが、杵築市は10年先の市の設計が見えない
ように思われます。大田も山香も取り残された町になるように思っています。若い方が居住できるような市営住宅などできれば、
もっと町の中にも活気が出るような気が致しますが、老人の心配事でしょうかね。

無駄なお金を使って、箱物ばかり作らず、市役所の仕事をもっとスピーディーにして下さい。

災害対策は急務と思います。塩田地区に公園や市施設を建設しないでいただきたい。

①杵築市としての将来像というか、どのような産業を中心に進めるのか、また、市民は何を望み、楽しい市民生活はどうすればよい
か等のシステム化を掲げ進めてほしい。現在、ビジョンが全然見られない。②市会議員数減および報酬の減→市の規模からして多い
のではないか。報酬は日給でもよいのではないか。

庁舎の件ですが、大田、山香に支所があった方が老齢化した地域住民にとって、近くて便利がよい。なくしたら困ることがありま
す。財政面では効率は良いですが住民迷惑です。将来も支所を残してください。

北浜の中心部（アビヒサツネ）が空き家になっているのは良くない。杵築市の玄関として是非活用してほしい。バスターミナル等を
二階部分、渡り廊下等でつなぎ、賑やかなまちづくりをしてほしいものです。街路樹イマイチ良くない。

アスト国東のような市民（文化）会館をぜひ作ってほしい。

広報きつき、閉じられる穴をあけてください。

山香がさびれんようにしてください。

今後、税収による増加はそう望めないと思います。従って税収コストを下げることを真剣に考えねばなりません。そうすると、名古
屋方式を検討してみたら如何でしょうか？

再度隣接市町村と大合併を将来的に実践するよう希望します。

このアンケートに意味はあるのですか？最大限に活かしてください。

住民税はかなり高額になり、別府と同じ程度になったが、行政サービスはかなり低い。地域格差が大きく、とても不満です。山香は
市町村合併して、ただ税金が増えただけです。なんでも住民に依存しすぎです。

色々施設を増やさないでほしいです。なぜなら市政が苦しいのにこれ以上金をかけないでほしいです。

2,000人の中に選ばれありがとうございました。あまり市政のことが分かってなくて協力できませんでした。ど～んとテレビで市議
会の番組は見ています。何分高齢なのでいろいろお世話になります。今後住みよい市を目指してください。

このアンケートを行政で勝手に判断してムダな建設をしないでほしいと思います。

このアンケートは市民の意見を本庁舎新設に誘導する意図が明白に感じられる。これを根拠に新設を推進すると、恥をかくことにな
りますよ。

いろんな場所の良い所をもっと見てほしい。若い人がもっと集まり、お年寄り、子ども達が楽しく集う場（公園など）をいろんなと
ころに作ってほしい。このままだと過疎化が進んで住みにくい地域がたくさん出てきそうで不安です。

本庁は旧杵築市にこだわらなくて、もっと自由に考えて下さい。

財政の健全に努めてほしい。豊かさは満足を与えることはありません。昔ながらの隣り近所の温かい支え合いが復活するような杵築
を再構築してほしい。ムダな箱造りやモノまねは絶対止めるべき。人間が感じる豊かさは本来の風土の豊かさであり、安らぎと満足
はそこにしかありません。そうでなければ、Ｕ．Ｉ．Ｊは、お題目で終わります。

図書館は単独施設として建築を望みます。市民に関わる施設建設に際して、既存施設の再利用が多く、多くの市民が不満に感じてい
ます。使えない施設ばかりが増え、市民の満足度は上がらないと思う。
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大田には大田庁舎、山香には山香庁舎があり、今のままでよい。市民が税金が高い（大分県で２番目に高い）と聞いている。建て替
えとなると借金はどんどん増えて、年金でも生活してるのはもう先がない。なるべくお金のかからない政治をしてほしい。夕張みた
いになったらどうしますか。こんな田舎で今のままで充分。先は先で景気がよくなったら、また考えるとよい。

何故か目立つ建物、工事、施設に動いているように見えます。小さな公民館、公園とかコニュニティバスより個人でも対応できる相
乗りチケットの発行とかできると、お年寄りは買い物（日常）に助かると思うのですが！

市役所とはこのアンケートを見ただけでも検討課題が多いですね。これからも杵築市のためにもまちづくりにがんばって下さい。

私は高齢者の障がい者です。いろいろお世話になります。今後もよろしくお願いします。

県外から移住してきた者だが、上下水道や道路整備等々、１０年以上遅れているように思える。小さな市なので財政上の問題は多々
あると思うが、フットボールパークのような箱物？より、市民生活の向上に力を入れてほしい。（引越しを）バスの本数が少なすぎ
るので検討中。交通の便が悪い。

お尋ねの項目はどれも重要と認識しております。満足度については色々と事業を推進しておりますので、十分と思います。生活の中
で、市民であり家庭の保護者である立場を皆考えてほしいと思います。

イベントや催事をもっと企画、実行してほしい。（市民が動くように）農業を活かして雇用を生みだしてほしい。

一人ひとりの意見等が、勝手な意見等は別として市政にどう反映すべきか、今後も十分研究されますようお願いします。

今のままで良いと思います。１０人が１０人言うとおりにはできないので結構です。

県道成仏～杵築線整備至急。

税金のムダ使いはやめる！！

・市の仕事でワークシェアリングを取り入れ、職のない人に就職を斡旋するのはどうでしょう？その分、市の職員の方の給料は少し
下がることになるでしょうが、きびしい今の社会では、助け合う必要があるのではないでしょうか？・合併してメリットがあるのは
杵築市だけ。大田村と山香は取り残されている感じがします。・数年前ですが、とある支所に行ったら、そこの職員の方はTVを見
ていました。（時代劇）午後３時ですから、当然、勤務時間内です。一生懸命働いて、税金を納め、それがそんな職員の給料になっ
ているって、相当腹が立ちました。これを読んでる市役所の方、これが逆の立場だったら、どう思います？（地方公務員やめられな
いわけ納得！！です。）「市民のために働いて給料をもらってる」って思って働いている市役所の職員っていない気がします。

杵築市の人口を増やすため、子育てをしやすくするための補助や雇用促進など、力をいれてもらいたい。町中が賑わうのはいいが、
よその地域にも目を向けてほしい。

杵築は仕事の都合で住んでいる人も多いため、周囲との交流がなく、さみしい。買い物するにも平均的に高い所が多い。もう少し住
みやすい環境になればいいと思う。
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