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■ 自由意見一覧（原文掲載）

政策 1．水と緑を育み環境に優しいまちづくり

1-1 自然環境の保全

1
ごみ処理場を新しくキルン式で建設中とのことですが、安全性が心配です。これからの子

供達のために、安全性で選んでほしかったです。

2

また、取手市に残土を持って来る業者が非常に増えていて、勝手に進めてしまうし、市は

許可してしまうし、地主はお金で買われてしまうし、とても迷惑です。違法投棄も多いで

すし。（看板が立っているだけで監視されていないので、完全無視の不法投棄が多い。）そ

のせいで土を盛れば良いと考える人もいるということが、すごく悲しい。（キジやタヌキな

どなどがいるということを忘れないでください。蛍もいます。汚い土を持ってくれば当然、

彼らは逃げ出します。

3

引越して間が無いので、十分な判断ができない。前の住所より不便なのは解っていたが、

環境が良いので、環境を大事にしてもらいたい。桜ケ丘は人口が多いので公共施設がほと

んどないのはどうしてか。老齢化への対応を。

4
岡堰、豊田堰は、以前は良い釣り場だったが、護岸工事できれいにはなったけれど魚が殆

どいなくなった。

5 自然をなるべく残してほしい

6
自然環境が豊かだといって安心していると、どんどん破壊されていってしまいます。ぜひ

森を残すような方法を考えてください。

7
自然豊かな場所で良いと思っていたが、たかいの里開発で全てなくなってしまいました。

イメ開発に合わせているのであれば、需要もあっただろうが・・・。

8
取手の街は子供たちを育てた大切な街でもあります。夏の空き缶拾いだけでなく、ごみ拾

いなどもみんなで協力をして環境に関心を持ち続けたい。

9

取手市はあちこちで何かを燃やしていて煙の臭いが髪や洗濯物について困ります。やめさ

せて欲しいです。水道料高すぎ。だから毎月検針にしているのでしょうが、普通２カ月に

１度だし営利目的にしているとしか思えない。

10

取手市は自然環境はいい方だ。高齢化の進む中で、若い人も将来に向けて教育しながら自

然と調和して全ての市民が豊かに健康で暮らすためにどう有るべきか、地域活性化の専門

インストラクターを各地域に配置すべきだ。

11 緑が毎年減っている。

12 椚木の上珥地にごみ収集箇所を増やしてほしい。

1-2 親しみのある河川･水辺の充実

1

「水とみどりの取手」水とは？利根川があるだけではそうはいえない。

みどりとは？田畑が多いだけでは、そうはいえない。

水とみどりを求めて、近隣町村へ出向く実態。

2
小貝川のウォーキング、散歩をしている人が多いが、夏は木影が欲しい。さくらとか、草

かりばかりやっている。木がほしい。

3 土手をもっと利用して下さい。取手市は土手しかない。
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4
藤代・守谷方面の道路はデコボコでせまいし、高齢の人々には歩きづらいし、夏は土手が

草だらけでせっかくの広々とした景色がもったいないし残念です。

5
利根川の土手堤に桜を植樹し、花を楽しむようにする。他にも出来る限り花木を植え、取

手市を花の街にする。

1-3 リサイクルの推進による廃棄物の抑制

1
ゴミの分類について

不燃ごみが多すぎる。再利用できる資源ごみを増やしてほしいです。

2
ごみ収集日のカレンダーは、新聞を取っていないものには配布されない。区長経由で全戸

に配布すべきではないか。このような市民に必要なところでなぜてを抜くのか？

政策 2．美と文化を創る心豊かなまちづくり

2-1 学校教育の充実

1

何しろ、通りすがりの人でもいいから「コンニチハ」のあいさつをする習慣が付く様に学

校で教育してください。子供が行えば大人も順々に実行するようになります。これが全て

の第一歩だと思います。

2 学校の統合もなぜしなければいけないのですか？

3

近隣のつくば市、土浦市と比べると取手市ももっと教育の分野でレベルアップをすべきと

思います。特に小・中のレベルアップに向けて、更なる補助教員の配置や今後の英語教育

で先駆けとなるようなプロジェクトが生まれ、それにより取手市で子供を育てたいと思う

人が増え、少子高齢化に歯止めがかかることを期待しています。（私自身も現在はつくば市

小学校を考えていますので）

4

自分の母校が統廃合によりなくなると、今ある自分の取手への愛着はかなり小さくなると

思う。少子化に伴い統廃合は仕方ないと思うが、児童・生徒数が少ない学校に統合される

のが納得できない。

5

社会科の授業の歴史で近代史の時間を多くとって欲しいと思います。近代史、現代史は一

番最後になるので学ばないケースが多い。しかし、現在は明治以降の流れを知ることが大

事なことと思います。

2-2 市民の学習活動の支援

1

月に数回、公民館を利用し、生涯学習をしています。整備がどんどん悪くなっています。

畳はぼろぼろ、エアコンは壊れ、予算がないので直せないとのこと。中途半端な利用料金

での改善は無い等しく、何も変わってません。もう少し、料金を上げても良いので見直し

てください。表面だけ生涯学習を推進せず、各公民館の要望も聞いてください。それが利

用者の声です。

2

図書館は土日や休日が開館しており、他の地域と比べがんばっていると思います。取手は

芸大があるからと言って無理に芸術の町になる必要はないのではないでしょうか？それよ

りも、図書館の活動の様に教育に取り組みやすい環境を提供していただける町になること

を期待します。

3 図書館を明るくきれいにしてほしい
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4 生涯学習ができる小中学校の利用

2-3 青少年健全育成の充実

1
幼児が遊んでいる公園で野球・サッカーを行っている。夜には、小中学生が深夜花火を行

い、公園としての役割はない。

2-4 芸術活動の創造と文化資源の涵養

1
4～50 歳代の人々が納得できる、あるいは楽しむことのできる文化活動の場があると地域

が活性化すると思います。

2 競輪やパチンコが目立ち、芸術の町とは到底思えない。

3 せっかく芸大があるにもかかわらず、活用されていない。

4 競輪場をできるだけ早く廃止して、文化的な地域に変えて欲しい。

5

公営の公民館等の設備はたくさんありますが、利用されていないと見受けられます。手作

りのイベント（学校の発表会、クラブ活動の展示会等）をもっとひらいてはどうか。市内

の達人の発表会も企画してみては。あいさつ、一声運動、善行者の表彰等。

6

私は囲碁が大好きで同志で棋友会等の会を作って楽しんでいますが、できれば市、主催で

年 2 回程度大会を実施いただければ、大変ありがたいです。優勝しても賞品はいりません。

賞状だけ頂ければありがたいです。

7

取手市（藤代）まあまあすみやすいかと思うが、文化面が悲しいくらいに低いと思います。

文化面の建物や活動できる所がない。以前音楽の為の建物を希望しましたが、県迄行った

が駄目になり残念です。もっと文化面に力を！

8

全体的には住みやすいと思っていますが、文化的な面では物足りない感じがします。しか

し、この地区に求めるのは無理でしょう。安全に、平穏に暮らせる雰囲気が出ていれば良

いでしょう。やはり生活の基盤が確立されていることが一番です。

9 文化・芸術を育むことのできる街になってほしいと思います。

2-5 スポーツ活動の支援

1

今後高齢者の増加が考えられますが、その人達が気軽にスポーツができるようにする。利

根川の河川敷を利用し、各種スポーツができるようグランドを整備してもらいたい。利用

料は有料で個々人より徴収する。ゲートボール、パターゴルフ、グランドゴルフ etc ご検

討よろしくお願いします。

2

守谷マラソン等、他の地域から参加したくなるようなスポーツイベントがあると魅力が増

すのでは。例：利根川や小貝川のサイクリングロードを使ったマラソンや自転車のロード

レース

3 総合体育館の建設。

政策 3．地域が活性化する産業が躍動するまちづくり

3-2 利便性の高い商業の振興

1
「取手とうきゅう」跡地の再活用を最優先に考えよ。駅前がさびれた印象では、市全体が

さびれた市のイメージになっている。

2 ３０年前から住み続けていますが、駅前の環境がさびしいので、早く店を作ってく欲しい。

3 駅前を魅力化する努力がない。(人とお店の動線バラバラ。)東急、イトーヨーカ堂がなく
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なりおおいに不便(食堂、生活日用品専門店など見当たらない。)

4

ＢＯＸヒルに若い人が買い物できる洋服が少ない。松戸のようにしてほしい。江戸取生の

登下校のマナーがとても悪い。道路に広がって歩いて邪魔。大学のパンフレットなどを捨

てていて、歩道がきたなくなっていた。（受験期に。）

5 お使い難民をなくして

6

ここで生まれ育った子供達が、魅力を感じる街、帰りたいと思う取手になってほしいと思

う。そして私たち、年配の人達が老後、買い物難民にならいないように特徴のある街にし

て頂きたいと切に思います。

7

さらに、取手駅の東急跡地がどうなるのか不安です。あそこが閉店してしまったのはとて

も残念です。若者も集まりたくなるような場所に早くなって欲しいです。（もう半年もシャ

ッターが閉まったままです。）

8
シャッター通り商店街、また、駅前（取手、藤代両方）のさびしさ解消にはどう対策をう

つのか。

9 スーパーや商店が少なくなり日常生活品を買うのに大変不便です。

10 スーパー等が閉鎖され食料品の買い物に困っています。

11

そのうち住みやすくなると思っていたが、逆に東急がなくなり住みにくくなってきている。

バリアフリー化は改善されてきているが、商店街も活性化からほど遠く、ロードサイドの

み活性化され、車がなければ生活できなくなっているのは高齢化と並行して先が思いやら

れる。

12
その後の利用をどうするか、何事も行動が遅いと思います。買い物をするにも守谷の方に

出掛けるのが多いです。

13 マクドナルドを入れて欲しい。（ボックスヒルに）

14 ヨーカドー、東急の撤退の原因は調査済みですか。理由を知りたい。

15

ヨーカ堂や東急などが無くなり、不便と思います。西口の再開発が意味がないものとなっ

ています。住みやすい街づくりも行おうと市では考えている様子があまり感じられない。

もっと意識改革が必要です。

16

以前は、イトーヨーカ堂、東急があり、駅前で全て用事が足りる便利な街でした。東急の

撤退についても何ら対策を考えてくださらない市に失望しています。また、取手駅西口の

道路もガタガタで市の玄関口として整備していただきたいと思っています。取手駅は、常

磐線快速の始発駅であり、本来栄えられる立地です。取手駅前で買い物ができないのなら

ば、銀行や企業も次々撤退し、ますます、淋しい不便な街になってしまうでしょう。新し

いものを作るより、今あるものを整備し、工夫して住みよい街にし、かつての繁栄を取り

戻してほしいです。

17 衣料品の買い物が不便になった。

18
飲食店や買い物環境の流れがどんどん、守谷やつくばに流れていき、つぶれてしまう店が

多く残念です。

19
駅近くの店で食品以外欲しいものが少ない。それでも駐車料金を払ってでてくるのは損を

した感じがする。

20 駅周辺の大型商業店舗等の商業地の発展が必要。
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21 駅周辺を充実してほしい。（他市に出向かなくても何でもそろう）

22
駅前(取手)の活性化を早く進めてください。特にヨーカドー、東急の跡地。買い物したく

なる場がないです。

23
駅前がさびれていると、取手全体がさびれている印象になってしまうので、飲食店などを

増やして活性化してほしい。仕事帰りに立ち寄る店がいろいろあると嬉しいなと思う。

24 駅前が寂しい。

25
駅前にもっとデパートとか買い物ができる所を作って欲しい。マンションはもういいから

買い物ができる場所をつくってもらいたい。

26

駅前にヨーカ堂に続き東急がなくなりとても不便です。ちょっと食料品を買い忘れたと思

っても、わざわざ車を出して買いに行く状態です。今まで駅前を利用していた車や自転車

に乗れないお年寄りを考えると、不便な街になってしまったと思います。せめて、スーパ

ーマーケットは、東急の跡地に作っていただけませんか？

27
駅前のさびれた感じには、淋しさを感じている。お金がないのは、国地方自治体も同じこ

と。その中でもう少し工夫を！やはり商店街の活性化、近くで買い物が揃う様にしたい。

28 駅前のショッピングセンターの充実

29

駅前のスーパー、東急がなくなり食料品、日用品の買い物に不便を感じている。東急撤退

後、このビルには何の店舗も入っていないが、スーパーが入る予定はないのか。ないので

あれば、駅前に巨大な廃墟をそのままにしておくセンスを疑う。

30

駅前のとうきゅうがなくなりとても不便。食料品売場（スーパー）だけでもどうにかして

もらいたい。近所の飲食店やコンビニも次々とつぶれどんどんさびれている。Box ヒルは

品ぞろえも悪く、価格も高いのにそこで買わざるを得ない状況になっている。

31
駅前の商業施設が段々と減っていき、自動車免許を持っていない身としてはかなり不便さ

を感じています。せめて駅前に 1 店位はスーパーがあればと思います。

32
駅前の東急がなくなったので、買い物に大変不便を感じている。東部地域にあるような大

型生鮮食品ストアーの開設を強く望みます。

33
駅前の東急がなくなって街全体が活気がなく、夜は暗く、買い物も不便。早く大型スーパ

ーを誘致し、明るい駅前になることを希望すると、ともに、便利な駅前にして欲しい。

34
駅前の東急が撤退したことがショックでした。一気にさびれた感じがしました。もう少し

活気ある街にするにはどうしたらよいのでしょうか。文化的にもさびしいです。

35 駅前の東急のあとを早く活気づかせてください。若者が住みたくなる街づくりを！

36 駅前の東急撤退で買い物が不便なことと、

37

駅前を市街中心地として活性化させ、駅前から東は小文間まで芸大通りをしゃれた店を集

め、西口もしゃれた買い物が出来る商店街を充実させて柏まで行かなくても買い物ができ

る。そして若者が集まる取手に何とか出来ないものでしょうか？

38
海外生活が長かったので、都市の利便性がなつかしい。せめて、駅前付近だけでも店が並

んでいて欲しい。（くつろげることができるような街が欲しい）

39 街の活気がない！特に取手駅周辺！！

40
街の活性化に力を注いでください。（地域のスーパーがなくなり、車の運転のできない人た

ちが困っています。）
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41 街をもっと活性化させてください。

42
久賀地区には商店がほとんどないため、龍ヶ崎方面へ買い物に行かなければならない。で

きれば紫水、久賀地区に便利なスーパーなどを造ってほしいと思います。

43

近くに買い物に行くにも自転車が必要（スーパー、コンビニが遠い）駅前のヨーカドー、

東急がなくなり、ＢＯＸヒル内での食料品は高く、生活がしづらい、いずれ、生活環境の

良い地域に転居したいと思っています。

44
近年、守谷が活気づいてきて、JR と主要国道(6 号線)があるにもかかわらず、取り残され

ていた感じがする。

45
○○議員さんが、東急跡地の有効活用のさまたげになるような行動をしていると聞きまし

た。東急跡地に早く店をいれるなどして活気を取り戻してほしい。

46
戸頭在住ですが、戸頭団地全体が高齢化し活気がない。大型店舗等守谷に移行し、個人商

店の激減、ゴーストタウン目前。

47

後期高齢者の生活が少しでも快適になるように配慮願いたい。今冬は灯油の配達販売が無

くなり、寒い冬を過ごしていたり、スーパーマーケットが閉店したりして、車を持たない

後期高齢者世帯の生活が著しく不便をきたしている。

48

甲府市の中心部から取手に移転して 20 年以上に及ぶが（家族は 30 年くらい）郊外の清潔

な環境に大満足していたが、交通の不便により（バスの本数減がまたは全廃が原因。ただ

しコトバスがある。）買い物も不便となり、屋敷も広い為手入れも困難等の理由から全慮な

く東京都中心部に転居決定。体さえ効けばいくらでも高齢者が利用できる施設はある。こ

れ以上行政に求める事はない。あとは高齢者と利用者次第だと思う。

49

災害も少なく住みよい所だと思っています。通過点の様になってしまってさみしいのです。

どうすればいいのかわかりませんが、若い人が来て活気のある取手になってほしいと思い

ます。

50

市役所、郵便局が郊外にて移転したので用事の帰途に買い物ができない。人が集まる所が

ないので、商店街がさびれている。商店もサービスが足りない。消費者がないがしろにさ

れている感じがします。みなで知恵を出して頑張りましょう。

51 市役所駐車場に農家の人たちの産直野菜をおいたらと思う。産直ショップを作るべきです。

52
若年層が住みたくなる様な魅力に乏しい。どんどん守谷に流れていってしまいますよ！商

業の発展にもっと注力して下さい！早く手を打つ事が大事だと思います。

53

取手はお隣の守谷に比べて活気がありません。買い物にしても、他所の街へと流れてしま

い、もっと市民の足を取手市に留め、経済的にも活性化を図り、潤うよう商工、観光関係

の方々を含めた市政を希望します。

54

取手は始発の駅なのに、買い物する施設やカフェやファーストフード店が少なすぎる。唯

一生き残っているＢＯＸヒルは入っている店舗が終わっているので行く気にならない。柏

などのように丸井や若者向けの服屋を作って欲しい。ルミネなど。取手の服屋は中学生向

けかギャル向けなので、カジュアルで可愛い服が欲しい人はすごく困ります。マンション

ばっか建てて意味がわからない。住みにくい。

55
取手は通勤(東京への)にも便利なので今後も住み続けたい。駅にショッピングセンター(東

急)がなくなってしまったのがとても残念。ショッピングセンター(日用品や食料品、ペッ
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ト用品等)の店舗があればいいと思う。東口が西口にお願いします。

56

取手もイトーヨーカ堂、東急もなくなり買い物に不便しております。駅ビルはありますが

若向きでわれわれの買い物する所ではありません。そのかわり守谷に買い物に行ったり、

柏に行ったりしております。取手に住んでいるのに取手で買い物ができないなんてちょっ

とさびしいです。

57
取手駅、及びその周辺を整備し、若い人たちが住みたいと思う街にしてください。期待し

ています！！

58
取手駅の周辺に活気を取り戻すためにも「道の駅」で取手周辺の野菜などを販売する。取

手駅の周辺に温泉を掘り「憩いと健康の館」的な施設を造る。

59

取手駅は始発電車が多いので非常に便利である。食料品はカスミやヤオコー等の店舗があ

るので困らないが、多くの買い物ができる大型ショップモールのようなお店がないのと、

市内でも偏った所があるのでどうしても市街で買い物をすることが多い。

60 取手駅周り淋しい。東急跡、カタクラ跡地をどうにかしてほしい。

61 取手駅周辺がさみしい。買い物にも不便

62
取手駅周辺に活気が感じられない。（だんだんさびれていく感じ）大型店もなくなり、市と

して何か対策を講じる事が必要では。このままでは無策と言われても仕方がない

63
取手駅周辺の活性化にとくに取り組んでほしい。買い物できる店や飲食店が無ければみな

車で市外に出てしまうし、主要駅なのでもっと活かしてほしい。

64 取手駅周辺の買い物も不便！店も少なくなり、必要以外駅に行くことがない。

65
取手駅周辺の不便さがひどい。日常の買い物に困る。駅周辺がとにかくさびれていて未来

を感じない。将来性に絶望感がある。

66
取手駅西口～６号にかけての雰囲気が暗い。どんよりしている。なんとか工夫して(商店を

増やすなどして)明るくしてほしい。

67

取手駅西口の再開発を早く進めてください。何をするにも不便でみすぼらしいです。子供

を遊ばせるのに良い公園が殆どないのでつくば、守谷、龍ヶ崎に車ででかけ、買い物も向

こうで済ませています。

68

取手駅西口の東急ストアが閉店して不便です。以前は仕事の帰りに食料品などの買い物が

でき、良く利用していました。Boxhill は面白くないので、本屋さんと５F のパソコン教室

ぐらいしか利用していません。

69
取手駅西口東口の東急、ヨーカドーがなくなりさみしくなった。もう少しにぎやかな取手

市にしてほしい。

70 取手駅前、何とかにぎやかにしたいですね。東急の跡に早く入って欲しいです。

71

取手駅前があれだけさびれてしまっているのは、正直どうにかした方が良いかと思います。

(商業的な意味で)大型商業施設などの誘致などされてらっしゃるのでしょうか？このまま

だと会社員が仕事が終わって単なる帰るだけの所のままで、住むにも魅力がないままにな

ってしまうのかと、気になっております。

72

取手駅前にはＢＯＸヒルしかなく、買い物する所がない。（遊ぶ所も）葬儀場だけ、やたら

とあり、イメージが悪い。複合ショッピングモールなどあれば、取手で買い物ができるの

に、残念です。
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73 取手駅前に人の往来が増える（他からも来るように）仕掛けが絶対的に必要だと思います。

74

取手駅前に東急がなくなってしまい、買い物ができる所が少なくなってしまったので、早

くスーパー等ができて欲しいです。元気がない取手という感じがします。活性化すること

を望みます。

75

取手駅前の「東急」が閉店したことが今でもとても残念です。「東急」の目の前のマンショ

ンに住んでいるので、どうか跡地に大型商業店舗をできるだけお早めに開店させていただ

けたらと思います。

76
取手駅前の商店が少ない。駅全体が暗く感じる。駅前にもっと商店を呼びこみ駅周辺を明

るくして欲しい。

77
取手駅前の店もどんどん閉店して、市内で買い物もできず駅前があんな状態では将来性な

ど全然見えない。取手は東京にも行きやすい場所なのに勿体ない。

78 取手駅前を活性化することに真剣に取り組んでほしい

79 取手駅前大型のスーパーを誘致してほしい。

80

取手駅付近は新しい道路を造るため、家の立ち退きまでしても新しい住宅は増えないので

商業施設はどんどん撤退して、日常生活に不便を感じている。都内に勤めているので駅付

近で買い物できないので大変不便です。さびれてガランとした駅前を見ると隣の我孫子市

に引越したい位です。一人暮らしなのにいちいち車で郊外のショッピングセンターに買い

出しに行かなくてはならないなんて、将来不安になります。東京に勤めていても住民税は

とられているので、住みやすく、医療や日用品を手に入れやすい環境を希望。

81
取手市に道の駅をつくり市内の農産物等を通過するマイカーの方々に買っていただく。（地

元、産業の活性化になると思います。）

82
取手市の玄関である駅、特に西口はいつまでもシャッターの閉まったままの状態にしてお

くことはいかがなものでしょうか。非常に印象が悪いです。

83
取手市はもう終わっていると思います。魅力がありません。駅周辺の閑散とした風景はさ

みしいです。私が転居してきた３０年前はとても活気があった。

84
取手市内よりも買い物食事(外食)は、他の市町村に出掛けているので、市内に済むように

なればいい。

85

取手-上野間がわずか 30-40 分というような近い場所にあって、人口が減少し、街全体が衰

退してしまうとは理解できません。わずか 10分の距離にある柏のように、取手駅にも若者

たちが集うような大型店舗、ブランドの店等が並ぶ、そういうような駅前になったらいい

と思います。

86

取手西口駅前の東急デパートがなくなり夜電車から降りると真暗闇です。淋しいのでこれ

では田舎町と同じです。活気がなく大型店舗をたくさん入れてヨーカドーとか食品売り場、

洋品店などにぎやかになって欲しいです。

87

取手東急の跡地が夜になると廃墟みたいで怖いです。イオンやジャスコなど大手ショッピ

ングモールなどと手を組み早く明るい取手にしてください。藤代町北口にはコンビニがで

きないでしょうか？北口もシーンとしていて怖いです。藤代にも取手市はもっと目を向け

ていただきたいと思います。

88 守谷、龍ヶ崎、印西の商業モールが身近に欲しい
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89
守谷市は、新しい施設が建ち華やかです。取手市は遊びや服の買い物でも行くところがな

いので、若い人にとっては魅力が欠けてしまうのでないかと思います。

90
住みよい町ではあるが、ショッピングを楽しんだりする所がなく暮らすにはつまらない町

である！

91 住民が増えているにも関わらず、商店、大型スーパーがないため不便である。

92 商店街に活気を。

93
食料品、レストランの店舗があればとても助かります。車の駐車場ばかり多く降りた時、

何の面白みもなく思います。イルミネーションもあればよいと思います。

94
西口が先に消えたように寂しい雰囲気です。何とか活気のある街づくりをして欲しいです。

東口駅前に大型スーパー等なくとても不便です。

95
西口の駅前を何とかしてもらいたい。電車から降りた時暗い。西口の人達は買い物に不便

だと思う。

96
西口の東急の跡をなんとかしていただきたい。例えば、市役所を移動して人を多くしても

らいたい。

97 西口を取手(茨城)の玄関としての商店街になったらうれしい。

98 総合庁舎を駅近辺にし、集客対策を考える等々。

99
大型スーパーがどんどん退いて近くの高齢者には不便な町になっている。もう少し若い人

たちが住みやすくなるような活気のある町にして欲しい。

100
大型店、専門店がないため、車で買い物に行く不便。歩きや自転車で買い物ができる店が

あれば良い。

101

取手駅西口は大型店を誘致する。大型店を誘致してもだめだった理由は、①土地の割に家

賃が高すぎる、②高齢者が多く駅前の利用が少ない、③富裕層が少なく購買意欲も低い、

④その他住宅開発等が少ない等、だと思う。①について、地権者の努力…全く借り手がつ

かないより多少家賃を落とし借りてもらったほうが有利なはず。取手市として…地権者の

努力を促すとともに進出特典として家賃の一部を補助したらどうか。②、③について、富

裕層は少ないかもしれないが、購買意欲がもともとない訳ではない。

102

中高年の人達が喜ぶ、素敵なレストランや衣類の店がない。若い人ばかりに目が向いてい

て、おばさん達は買い物するものが無くて市外に行ってしまう。取手駅をもっと明るい場

所に早くして欲しい。

103 提出が遅くなり申し訳ありません。東急が閉店して不便になりました。

104

店がどんどんなくなっていて市に活気が感じられない。買い物は柏、筑波、守谷、土浦な

どですることがほとんどで、車や電車で移動するしかない。とても不便に感じる。若者に

とって魅力のある町でないと感じる。

105 店も少ない。出ていきたい。

106

東急、イトーヨーカ堂が撤退して駅前が大変不便になった。開発も進まず、今後の展望も

不透明で商業地としても機能していない。早急な開発の進展を望む。守谷に負けていると

思う。

107
東急あとに店ができますようにお願いいたします。年寄りが歩いて買い物は毎日のことで

遠くて辛いです。
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108

東急がなくなって不便だしさみしいです。駅前に行く機会も減り、このまま荒れた雰囲気

になっていってしまわないか心配です。どこかスーパーマーケットに入ってもらえないで

しょうか？空いている階は地元の店舗に入ってもらうなどはできないのでしょうか？

109 東急が閉店となったり大型商業施設がすくない。活気がない。

110
東急が無くなり大変買い物が不便になった(生活)、ワンストップで済まない。生活上不便

さが高まれば

111 東急ストアの後も何とかショッピングができるようにしてほしい。

112
東急のあとのビルをなんでも市場にしてイベントをたくさんやってはどうでしょうか。安

くて新鮮でみんなが望んでいる市場。取手に市場があれば活気があります。

113

東急の後何とか今年の夏までに何らかのスーパー等が入って欲しい。牛久の西友みたいに

なるのは取手市としてみっともない。駅前をみてるとさみしい。活気がない。引越したく

なる。玄関口がこれじゃ自慢もできなく肩身が狭い。

114
東急の跡に早急に大規模スーパーの実現をお願いします。（買い物の不便さと楽しみがなく

なり、柏、我孫子まで行っています。）

115
東急の跡はどうなるのでしょうか、心配です。白山商店街にもっと活気がでるような対策

が必要かと思います。

116 東急の跡地に日用品のスーパーを!!

117 東急の跡地を早く新しい施設にしてほしい。買い物が不便である。

118 東急跡をどうにかしてくれないと駅前なのにスーパーがひとつもなく不便極まりない。

119

東急跡地にやっぱり衣料品、食料品のお店を入れてほしいです。東口も何もなく、さびれ

た取手になってしまいましたね。昔の方が、住みよい取手でした。残念です。始発駅なの

に。活気がなさすぎ。

120
東急跡地に早く何か入ってほしいです。ダイソーがなくなったのが痛いとみんな言ってい

ます。あとサンキも来てほしいです。

121
藤井市長の市政改善の取組を評価します。喫緊の課題は守谷のスーパーに流れている東急

跡の活用。

122
藤代と合併するより守谷についた方が活性化したと思うと将来性が全く見えず愛着もない

のが現状。

123

藤代ののほほんとした雰囲気は好き。藤代に帰ってくるとホッとする。けど、もっとショ

ッピングモールとか映画館とかワクワクするようなものが欲しい。藤代ののんびりした雰

囲気は活かしながら、もっと活気がでたら、最高だと思う。つくばみたいなところがあこ

がれです。

124
藤代駅における北と南を結ぶ重要な跨線橋の早期開通が必要で、駅前の魅力を引き出すこ

とになると考えます。

125 日常生活に必要な物品は全て地元または取手駅周辺で調達可能にしてほしい。

126
日常生活の中で取手駅方面を利用することがなくなりました。東口のヨーカドー、西口の

東急がなくなった事が最大の理由だと思います。取手駅は経由だけとなりました。

127 買い物がしづらい。

128 買い物が不便です。ヨーカ堂もなくなり東急もなくなってしまったので、贈答品などに困
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ります。ＢＯＸヒルもあまりいきたくなるような店舗もなく、ドンキホーテのようなとこ

ろがあればいいのになと思います。

129 買い物するところがない。

130
買い物に不便なところです。近くの柏には色々と揃っているのに。でも柏は汚い、住民の

マナーが悪くてゴミだらけ。

131 買い物をすることが選べない。電車の始発、終着であるところは仕事の通勤上便利で良い。

132

便利な所に住んでいるのに白山地域は今の時代取り残されてしまいました。一番不便は買

物難民です。暮しづらくなりました。昔の様に市内で買い物がしたいです。大手スーパー

も大事でしょうが、もう一度商店街を見直して欲しい。商店街が元気になれば人も集まる

と思います。

133
約 30年ぶりに取手の自宅に戻ってきたが、以前駅前にあったヨーカ堂等が無くなって衰退

の一途。計画はあるのでしょうか？

134

贅沢いったらきりがないと思います。でも駅の近くに住んでいると東京へ遊びに行くのに

便利だから取手駅の近くに住みたい。１０才は若くなると思います。今でも日暮里まで買

い物に行きます。浅草までも遊びに一人でも行きます。

3-3 優良企業との連携と雇用の創出

1 企業を増やす。（働く場がある。）そうすれば人口が増加する。市の発展になる。

2 市内に人が集まるように企業、私学等の誘致をし、若い人間が入ってくる街にしてほしい。

3
取手周辺は小さい子供がいる主婦にとって働くところが少なくて残念。市では大型店や工

場などの誘致など考えているのでしょうか？

4 周辺と企業誘致をし税収を確保する。

5

常磐線から見える利根川沿いを桜や菜の花、コスモス等で埋め尽くし、すごいと思えるく

らいにしたり、バーベキューができる場所を作ったりとシルバーの人たちの働く場所を手

助けしたりしてほしい。

6

中堅スーパーなど複合商業施設の導入、中長期的には高齢化対策も重要ですが、それ以上

に世帯形成の増加→企業は場の誘致が肝要。合わせて魅力ある町づくりが人を呼び込むこ

とに繋がり活性化します。ＴＸ等で守谷に負けている取手の再生を図るべきと。

3-5 観光レクリエーションによる地域活性化

1
街づくり等を行い、魅力ある街にすることが必要。イベント（花火、灯篭流し等をネット

ＪＲ等でアピールして市の発展を願う。）

2 観光事業に創意を。いつまでも競輪でもあるまいに。

3 取手市は他の地域に比べてイベントの規模が小さいと思う。

4

小学生、高齢者向けのイベントや政策は行われていますが、「若者」「青少年」を市内にひ

きつけるものがないと思います。買い物やイベントもですが、広報がもっとされていくと

いいと思います。

5

東急跡に茨城全域からの海産物や農産物産直市場を計画、いばらぎ発の PR窓口にする。茨

城の食材を使ったスイーツ、ご当地グルメを広く公募し、他県の客を集める。イベントホ

ールをつくり、学生、社会人を巻き込んだ芸術・音楽の発表の場に。また、川や競輪場を

利用してサイクリングやマラソン大会などのイベント。
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政策 4．安心して住みやすい魅力あるまちづくり

4-1 有効な土地利用の推進

1 駅前が狭い(西口)（既に個人宅をつくっておりどうしたのか。）

2 1 日でも早く東急ビルの活性化を願う！

3
駅周辺で人が集まる魅力ある街づくり、若い人、家族が集える楽しめる設備を専門家を交

えて推進すること。

4
ＴＸができてから守谷市周辺のほうが発展している。取手駅周辺の開発が必要だと思う。

開発については民間と協力し予算を使いすぎないように実施してほしい。

5

おしゃれなコーヒーショップや、飲食店、雑貨店、小路、散歩したくなるような公園、運

動施設などを空いている駅前から展開していったら多くの人でにぎわうのではないでしょ

うか・・・。そんな市民に愛される街になってほしいです。

6
また工事中の業務取扱については、現市役所のボランティア用施設や公民館、その他取手

には空き店舗が山のようにある。そのような場所を有効活用すべき。

7
めんどくさいなあ～もう～。好きで住むのに理由なんぞ無いぞ。それより東急のあと、ど

うするの？

8

もっと町全体を美しくして欲しい。特に取手駅西口付近は汚らしく、近寄りたくない。ま

た、商業施設が少ない。飲食店も少ない。駅付近の一等地をなぜもっと整備しないのでし

ょうか？？！！

9

駅西口、東口に空きビルが多く街全体が廃れている感じがします。特に東急のビル駅前な

のに明かりもなく、駅全体が暗く淋しい思いがします。一日も早くビルの活性を考えて欲

しいと思います。

10

駅前（取手）パトカーを見かけるようになったが、今更遅いのではないか。やはり「東急

ストア」撤退が影を落としているように感じる。一刻も早く公共施設なり商業施設なり（そ

の融合がベストと思うが）設置してイメージアップしないと、ますます、スラム化する恐

れがあるように感じる。そうなったら取手に一生住みたい。

11 駅前、東急、ヨーカドーの跡地を何とかして下さい。

12 駅前計画を早急に進めて欲しい。

13
活気のある取手市にしてもらいたい。東急ストアー、カタクラの跡地はどうなるのですか？

取手市役所が駅近くに引っ越してきたらどうでしょう。

14 競輪施設の廃止と跡地の市民のために広場への転換。

15

近所の店がどんどん閉店し、駅前も閉店している店舗が多いため、取手市はさびれたイメ

ージです。駅前はしっかりとしたロータリーもありますしもっと駅前を中心に人が集まり

やすい魅力ある街づくりをしないと人は減るばかりだと思います。埼玉県の新三郷駅のよ

うな開発の仕方を参考にしてはどうでしょうか。

16
市の顔ともいえる取手駅前の一等地の有効利用が迅速かつ真剣に考え実行されない町にさ

れているのは残念である。ホール、ギャラリーなどの文化施設を期待している。

17 市内に核となる文化施設または公園などがないため、街としてバラバラな感じがする。駅
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周辺にこだわらず、新たにイベント施設や公園などを開発すべきと思う。商業地域を中心

とした新しい地域開発が望ましい。

18
取手は職場があるので、住居を構えているが、転居も考えている。もう少し取手住民にと

って暮らし良いまちにして欲しい。駅西口はなんとかしてほしい。

19 取手駅周辺が淋しすぎる。

20 取手駅周辺の開発を早く進めていただきたい。

21 取手駅西口の開発に期待しております。お仕事ご苦労様です。

22
取手駅西口の東急の後を積極的活用するように市も働きかけて欲しいです。（もったいな

い。）

23 取手駅西口の東急移転後の対策を考えるべき。

24
取手駅東口は道路が狭く、駐車場も少なく不便。坂も多くすみよいとは言いづらい。街づ

くりの方向性を決めて少しずつ解決していってください。

25

取手市は駅前再開発より、地域の活性化に政策重点を持つべき。取手市の発展は駅前問題

が先でない。市内各地域で毎日の生活の営みができるよう政策目標を持つべき。その結果

として駅前は活性化され駅前問題は解決。

26 取手西口駅前の建物（東急ストア）を 1日も早く手をつけてもらいたい。

27
取手町から市になって早 43 年間住み続けています。市が住みやすく守谷の方に人口が増え

ているようですけど、取手市の発展を望んでいる一人です。

28

住居表示地番についての質問があります

私の住所のすぐ近くに新居を建て引越してこられた方の住所地番が私宅とまったく同じこ

とを知り驚きました。納得できません。○○○番地一◎→全て同じ。せめて◎だけでも変

えるべきだと思います。フラワータウンです。

29

商店街がシャッターになり、暗い街になっている。人口が増えるためにはみんなが考えな

ければと思っています。体力が思ったより弱っていることもありますが、目標がないから

だとも思います。もっと芸術や道路に関心を向けてはどうですか。楽しみが多い所にして

ください。

30

小文間地区に住んでいますが、散歩しても休める公園もない。県道の両側は草がボーボー

でいつも汚いので桜の木でも植えて欲しい。何十年もいるが、何の発展もなく、とり残さ

れた場所になっている。

31 是非、取手東急の跡地を市役所にしてほしい。駐車場もあるし利便性も良いので。

32
西口駐車場を利用して「きらり」に入れるように。今の「きらり」は入りにくいので、新

しく開発される一部に作って欲しい。出入り口は美術鑑賞に行く気分になれない。

33
大型商業は柏に任せて、始発駅を活かしたベッドタウンによる活性化のほうがいいと思う。

人がいないと物も売れない。

34 町内会ごとの花道の整備

35 東急、ヨーカ堂跡地を早く開発して、活気出してください。

36

東急ビルの活用について。市役所を持ってくるのは反対。(理由)取手駅前は商業地が少な

い。その貴重な場所に役所を置いても町の活性化にはつながらない。駅前は今の派出所で

十分対応できている。もし建て替えを考慮し仮移転を含めて検討するならば、藤代庁舎を
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共同利用すればよい。３階の会議室を含め空いている場所はたくさんある。多少の不便が

あっても充分役割を果たせるはず。

37
東急や野々井中、一中などの利用しなくなった土地の有効利用をすみやかに決定してほし

いです。

38 利根川の広大な河川敷を有効活用（自然の保護と憩いの場の提供）

4-2 緑地・公園の充実

1

グリーンスポーツセンターの利用料金が高いのとロッカーの料金など見直しを望む。公園

に小人の運動機具だけじゃなくて大人の為の健康増進の為の設置をして欲しい。カンコク

の公園などはどこでも公園に大人の為の機具がおいてあってびっくりしたことがある。ぜ

ひ取手も考えて頂きたいと思う。

2

スポーツ施設、運動公園的なものがない。（駐車場も含め）現代は車社会であり以北の公共

施設を利用しながら、取手駅西口方面にも公共施設をまたは公園を充実して欲しい。野球

場はよくなりましたが。

3 近くに大きな公園がないのがさびしいです。

4 公園が古い。

5
郊外都市の良さを活かすため、もっと樹木が欲しい。友人との交流のため。取手駅西口に

車で迎えに行っても待つ場所がなくみじめな思いがする。

6
市民公園、スポーツ、イベント、硬式野球上、屋外コンサートができるように市内に憩え

る公園など見当たらない。

7 寺原小学校の校庭で遊べなくなって不便です。

8

取手、藤代駅前の再開発をしてきれいにしてほしいと感じる。藤代南口は開発が新しいが

雑草の手入れが遅く、せっかくのきれいなロータリーも古く感じ、田舎だなと思わせてし

まう。

9
取手市との合併前と後では、合併後では町内の環境整備(除草や公園の手入れ等)が行き届

かなくなっているように感じる。

10 中高年用のストレッチ公園があったらと思います。

11

田んぼ畑が多いのを「自然環境」というのでしょうか。一家庭が享受する「自然」など限

られたものであり、ならば整備された「自然」（例えば公園）の方がよほど”住んでよかっ

た”と思うのではないでしょうか。住んでいる立場からは回答しづらい設問と思います。

12 藤代南口駅前広場は緑を多くしてほしいと思います。

13

白山一丁目に住んでいますが、以前公園があったのにまったく区画整理の為公園が無いの

で（子供が結構いるにも関わらず）道路でキャッチボールをしている。また公園は年寄り

や地域の人のコミュニケーションの場であるので早く近くに公園を作って欲しい。道路を

渡っていかなければならない公園は意味なし！

4-3 消防体制の充実

1

私の住んでいるところは佐貫に近いところで自転車で、歩いても 30 分～40 分運動を兼ね

て買い物等、自然、環境では牛久沼の土手は眺望もよい。反面冬季の乾燥時は枯れ草火災

が多く発生しやすい。35年前は元気があったと思う。

2 消防署の設備は移動させたり等元藤代市民は怒り心頭です。
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4-4 防災対策の充実

1
下水道の整備を速やかにお願いします。防災無線が聞こえない。休耕田の枯れ草の小火が

怖いので何とかしてほしい。

2 防犯についても夜は暗くさみしい通りが多く不安

3 利根川、小貝川の防災対策、

4-5 市民生活を守る安全対策の充実

1

ゆめみ野を 294 号(県道)から利用するには、30ｍ道路に階段で下りて利用するのですが、

夜は防犯上危険であると思われます。照明は完備されてると思いますが、民家がなくすこ

ぶる危険な状態であると思える。計画の段階では考えられなかったのですか。そのような

ことが起こらないことを望みます。

2
安全上の問題があるとは思いますが、学校がお休みの日は入らせてもらえると、小さい子

が安全にお散歩できます。

3

一般住民の中に、乗馬クラブがあるということは、ほこり、悪臭、たまの脱走（これまで

に 2 回）などで近くの住民は困っています。特に入梅時には特に臭います。子供たちが公

園の遊具で安心して遊べません。

4
駅前からパチンコ屋をなくすこと。絶対なくす。女性の依存症、サラ金や自分の体までも？

自殺する人も 3～4人聞いている。

5
駅前の事件もあって防犯面では更なる強化をして欲しい。競輪開催時には特に駅前がひど

いと感じる事が多い。（酒酔い、ごみのポイ捨て）

6 開発業者の騒音・長時間の違法駐車等による安全・安心に問題が発生してる。規制が必要

7 凶悪犯罪が続き、取手市以北は不安が増します。

8 治安が良くないので安心できる環境を作っていただきたい。

9 治安も悪くなっているとおもいます。ぜひ対策をお願いします。

10
自然環境を守りながらも、歩道や外灯など場所によって危険を感じる所が多いように思い

ます。安全で四季を感じながら生活ができる街にしてもらいたいです。

11
車の盗難増加や居酒屋経営者などが、不燃ゴミを燃やしダイオキシンの発生など、ルール

やマナーを守らない大人。さらなるパトロールの強化をお願いしたい。

12 住宅街の外灯が全体的に暗いと感じる為、器具の交換や新設を検討して頂きたいです。

13

常陽銀行寮の近くに住んでいますが、通路脇の土地所有者の嫌がらせで杭が打ってあり、

せっかく自宅に駐車場があっても大きい車を買うことができません。今後家族が増えたら

大きい車が必要になるので転居を考えざるを得ません。

14

人様々な意見があると思いますが、安心安全な街であってほしいと願ってます。最近、取

手駅前、土浦ではストーカー事件が多発しています。だんだん世の中が住みづらくなって

きています。心配な世の中になってきました。社会のルールが無くなったせいでしょうか。

15
西口駅前の放置自転車はどうにかしてください。徒歩でも大変なのに。車いすの方は通れ

ません。東西の道路のチラシ配りは禁止にしてください。毎日通る人には大変迷惑です。

16
早朝の駅前美化のボランティアが少しうるさく感じる。下校の時に安全ボランティアが付

くのは良い。

17 東急がなくなり西口が暗く、夜間の防犯上不安がある。
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18 東口のキャバクラのキャッチが非常に迷惑。

19

藤代に住んでいますけど、片町、宮和田の街灯を明るくしてもらいたい。度々、夜、不審

者が出る時もある。人通りが少ないので、余計に防犯対策をしてもらいたい。娘が夜、帰

宅中に、何度か不審者に声をかけられたり、後追いされた時もある。

20
夜や夕方などにも実際に市内を見回って、街灯、ミラーなど危険な場所がないか見て欲し

い。

21 夜道が暗いので街灯をもっと増やしてほしい。

4-6 利用しやすい道路の拡充

1 駅東口と西口がずれて不便(駅前の建物を取り払って広くすること。)

2 スーパーへ行くにも交通が不便

3

バス、鉄道の料金が高過ぎます。取手市役所は駅から離れているので、雨の日などはとて

も億劫になります。晴れているときでも億劫になるときがあります。それに寺原駅から車

道を通るのでとても危ないです。

4
駅前の駐輪場。アビコ市の駅前駐輪場（5 年前ですが）が駅前のビルで料金も安く便利。

無人駐輪場ですが、good です。歩道に自転車はほとんどみあたらない。

5
駅前は金もかかるので整備は止めて駅周辺に力を入れて欲しい。旧６国の図書館先の歩道

を強制査収してきちんと作って欲しい

6 狭い道が多く、ベビーカーや子供を連れて歩くのがとても危険だと感じる。

7

公道に張り出す樹木が電線にかかっていたり落葉の清掃がなされてない空き地の持ち主へ

の指導を行政でしてもらいたい。空き地の雑草も通学路になっている道も危険防止の為に。

２９４号の歩道の整備を

8 坂が多くて住みにくい。

9 桜ケ丘 1 丁目のジグザグ道路は何とかなりませんか？

10

私は生まれも育ちも取手相馬町ですが、子供の時とは比較はできません。戦前、戦後もう

昔のものはなくなりました。何だか淋しい限りです。ただ今住んでいる所の道幅を広くし

たいです。

11 自転車が使いづらい

12 自転車専用の道路を造ってほしい。

13
車道も歩道も整備されていない。交通事故が減らないイメージがある。危険で実際、自転

車で駅まで行けない。

14

取手駅の周辺は色々と再開発をしているようですが、一般の住宅が建て直されているだけ

で（西口方面）なにをしたいのかがさっぱりわからない。多くの住人が車での送り迎えを

しているのです。（駅の近くに住んでいる人達ばかりではありません）建物ばかりではなく、

道路整備をしっかりやってください。

15
取手駅西口から、6 号線に出る所の歩道の敷石は危険なので車道と同じブロックタイルか

アスファルトにしてください。

16 取手駅西口が暗い。照明が少ない。

17 取手駅西口のロータリーは狭く通行しにくい。何であんな風に作ったのか疑問

18 取手駅東口のエスカレーター、エレベーター等がない。
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19

取手駅東西通路はいまのままで十分。私利私欲をなくし、本当に市民のためになる事をし

てほしい。予算を使い切るために道路をほったりするなら、街灯の明るいのをどんどん増

やしてほしい。

20

取手市についていろいろ思っていることはあるのですが・・・なかなか言う(伝える、話し

合う)機会がなくてただ思っているだけです。現状は。すいません。例えば、押しボタン式

の信号の待ち時間が長すぎます。松戸市では、押したらすぐに青になります。歩行者優先

の観点からそうあるべきと思います。

21

障害者が車いすで道路を走らせているとき道路がどこもガタガタ。犬の糞の跡がひどすぎ

る。土手なんかは犬の糞の跡でひどいです。看板を立ててください。ふつうの道路にもお

願いします。市の人が良く見回ってみてください。

22

常総線の新駅「ゆめみ野」は、国道 294 号を渡るのに地下道が作られたが階段しかないよ

うで、お年寄りほど交差点を渡ると思われるので危険を感じる。普段から横断歩道などを

使わずに国道やふれあい道路を突然渡り始める人の多い土地柄なので、事故が増えるので

はないかと心配。市役所-戸頭付近の国道 294 号の歩道が片側は路側帯しかなく、車で走っ

ていて不安。

23 西口開発において、６号国道大道化を含む道路整備

24 足も不自由になってくるのに、道路がガタガタ…。

25
東口駅前通りの歩道が狭すぎる。(駅から来て坂を登り切ったところから)自分を含め、家

族がベビーカーで安全に通行できません。

26 踏切の待ち時間が長すぎる。意味のない信号機を付けない。

27
美術展鑑賞等良くキラリに行きますが場所としては良いのですが、会場に入るまでの足元

が悪いため、行くのをためらいます。もう少し、入り易くなることを希望いたします。

28

夫の通勤で電車駅等家から遠い為、車で送迎して取手西口利用。朝 7：30～8：00 キヤノン

の迎えのバスが待機バスを含めて 3 台くらい、ロータリーに入っていて、大変狭く、5～6

秒の停車も苦労している。今更開発は無理ならば、朝のキヤノン用バス停を変更して欲し

い。前東急脇の道路が良いと思う。

29
歩きタバコポイ捨て。自転車のマナー違反、犬の散歩時の糞の後始末。とても道路が汚い

場所がある。

30 路地のでこぼこを直してもらいたい(危ない)。

31 道路の整備が全くなされていない。改善されていない。

4-7 公共交通機関の充実

1 コトバスの乗車率をみているとやめる事も考えるべきではないでしょうか。

2
ことバスですが藤代行き、つつみ幼稚園の方にもバス停があると大変助かりますネエ。か

ねしげ病院の奥の方を回りますが誰も乗りませんよ。

3

ことバスの時間が少なく、もう少し 15 分間隔位にしてほしい。東京などでは 10 分間隔位

で来るのでとても楽に思います。本数が少ないので往復できず、待ち時間が長い。市役所

に行くのも不便です。

4
ことバスの循環ルート例：協同病院、医師会病院、東取手病院 などの通路、時刻表を各

地区ごとに詳しく知りたい。
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5

コトバスの通行ルートを見直してほしい。利用したくてもバス停が遠く利用できない。利

用する人は一部だと思います。人数があまり乗っていません。医師会に通院するのにいつ

も足が無くタクシーです。コトバスを利用したいです。バス通りにはあまり必要性がない

と思います。もっと身近に利用できるように通行ルートを見直してください。車ばかり運

転する人はいません。大切な足として利用したいです。お願いします。

6

コトバスの利用状態はいかがでしょうか。私自身は今は車を利用しているので、まだ乗っ

たことはありませんが、運行ルート表を見てもなんだか、利用しづらいなとずっと思って

います。みなが利用しやすいようにするのは難しいかもしれませんが、相当な経費を要し

ていると思われますので、誰もが利用しやすいようもっと研究してくださると有りがたく

思います。

7 ことバスをもっと便利に。ほとんど利用されていない。いつでも空っぽ。

8 コトバスを本数おおくして。乗り降りに便が悪い。

9

ことぶき？バスについて大いに不満である。巡回ルートを変更したのに全く不便である。

到着地点で（市役所前など）再再度時間を見に案内板に行く。利用者も歩いて満席だった

のを見たことがない。近所の人達もみな同意見だ。広く一般市民の意見を聞かずお役所感

覚で決めたのだろう。

10 コミュニティバスは不要。

11 コミュニティバスは、本数が少なすぎて存在の意味がないのでは、ないでしょうか。

12

バスがない。一日一回のはありますが、不便です。これからの市長へ。昔のさくら荘へ専

用のバスを出してください。高齢者の居場所がなくなります。私もこれから高齢者になり

ます。人生楽しくしたいです。そういう市長がいいです。

13
バスの便が悪い（2～3 時間に 1 本）。電車の本数も少ない。（3～4 本/時間）車の運転がで

きなくなる年代での生活は非常に不便になりそう。

14 バスの本数が少ない。

15
ふれあい道路に（駅西口よりジャスコ、ケーズ電気まで）コトバスか関東鉄道バスで買い

物に行けるようにお願いします。

16
まだ歩けない状態(2 月末まで)で協同病院への通院も買い物も不便。タクシーはわざと遠

回りし、高い料金を取ったりする。老後はとても住めないと感じました。

17 医師会病院、協同病院に行くのも車を持たない者には不便です。

18

駅は取手で最も多くの人が利用する施設で市民は莫大な料金をＪＲに払っている。東口は

道路から直接構内に入れ便利が良く、夜も駅の照明が広場を明るくし防犯に役立っている

ので、東口廃止は絶対に反対である。さらに東口側階段はエレベーター・エスカレーター

を設置するよう市から働きかけて欲しい。市役所、保健所、スポーツセンターの場所が不

便で利用できない。駅周辺に移転できないか？当面 30分間隔で駅と結んでほしい。

19 河川敷は周辺部の人は利用しやすいが車での出入りが制限されているので限界あり。

20 関鉄の運賃が高すぎる

21 関東鉄道の運賃が高すぎる。取手駅の東西通路を地下道のみに頼るのはおかしい。

22
戸頭の自転車置き場をもう少し広くしていただけませんか。戸頭駅に行くときの坂をもう

少しなんとかならないものでしょうか。体が不自由になると大変です。バスの便、取手・
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守谷に行くとき、車の無い人にはとても不便です。

23 交通網の充実

24

桜ケ丘在住、とにかく交通手段がなく不便。歩いて駅までは無理。高齢になったら車の運

転も難しくなり、何かあった時のことを考えると不安。病院も歯医者ばかりで大きな病気

をした時に行かれる病院も交通手段を考えると不安。

25

市長さんに是非、お願いしたいことがございます。私達新取手より関東鉄道で取手市民会

館に行くときに、東口に行くのに、右側に出て西口より東口に行かなくてはなりません。

ぜひ橋上東西道路を作ってください。新取手の人皆の願いです。

26 市内運行バス(ことバス)が非常に利用しにくい。

27
市役所が中心より離れていて不便である。バスの利用が不便である。現場に出て仕事をし

なさい。机上はだめ。

28

私の住んでいる新取手など取手駅まで行く交通手段も常総線の運賃が高い。本数が少ない。

スタッフの態度が悪く、高齢者などには不親切。だから利用しづらいので駅まで皆足を運

ばないのだと思う。高い住民税を払っているのにとても住みづらい街だと思う。

29
取手駅にエレベーターを設置して欲しい。ベビーカーをかついで上り下りをしなくてはな

らず不便です。

30 取手駅ビルの前(駐車場)の所の両サイドに車が駐車していて邪魔だと思う。

31
取手駅西口の南側階段に老朽化している部分があり、踏み外す等の危険がある。北側同様

にエスカレーターを設置していただけないでしょうか。

32

取手駅東口のタクシー乗場は改札口出てから遠すぎる。

年寄りは大変である。

雨が降っているときは、濡れるので早足になり滑ったり怪我の恐れがある。

タクシー乗場を駅の近辺に移動してほしい。

33

取手市の東口は便利だと思う。青柳に住んでいるので買い物には困らないしバス停も近い。

駅も歩ける範囲で行ける。病院がもう少し近くにあると高齢の人には便利になるかなと思

う。毛有が勤め先なのですが、バスの本数が少なすぎる。クリニックに通う患者さまが不

便を感じている。本数を増やしてほしい。

34
取手市役所は駅に遠く、バスも直行便がないので市役所に行くのが誠に面倒です。住環境

としては悪いとは思わない。特に小貝川の流域など良いのではないかと思う。

35
上野からの終電が早すぎで、都内に働きに行っている人間にとっては…。取手駅まで度々

車で迎えに来てもらっている。

36
生活に車がないと買い物、朝晩の通勤時間にバスがないので駅まで車で送っていくが、取

手駅西口や駅周辺がとても不便！せめて取手駅東口の様になっていればと思う！

37

全く駅前にこだわる意味など無い。本当に市民の足を考慮するならば、コミュニティバス

の本数を増やすとか高齢者や小学生以下は無料にするとか、駅前の富裕層をターゲットに

するのではなく、全員公平に利用できるものが良い。無料にする方にはパス券みたいなも

のがあるといい。いずれにしても弱者に優しい町でいたいものだ。

38
退職者にとって関東鉄道の運賃は高い。小生は東京へ出向くときはどちらかと言うと、守

谷を利用します。しかも自転車を利用します。ＪＲも含めて割引制度を充実させるべきと
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考えます。

39 東京乗り入れ(常磐線)に向けて一番の問題として取り組んでほしい。

40 藤代は電車の本数が非常に少なくなることが不便。

41 藤代駅の無料駐輪場は助かっています。

42 藤代駅周辺の事を聞かれても利用した事がないので、解らないです。

43

藤代駅駐輪場の管理について改善をしてほしい。有料システムも検討しても良いと思う。

駐輪場以外にある自転車は処分してほしい。皆マナーが悪い悪人には、ペナルティを与え

るべきと思う。以前にも役所に TEL したが全く改善されない。

44 藤代駅北口の整備をしてほしい。

45

問 10-2-2 で回答しましたように、とにかく不便です。JR 東京駅乗り入れなどより、千代

田線の取手発着本数を増やす、コトバスも１日３本では役立たず。だから、皆自動車利用

⇒地元の活性化につながらない。

4-8 総合的な雨水対策の充実

1 一方通行や土地の高低があり雨の時水がたまり２９４は渋滞となる

2 下水道整備

3

競輪場下であり、雨水対策、道路冠水対策急いでほしい。遊水池等の検討して頂きたくお

願いいたします。競輪場から西口駅前商店街通りの雨水が一気にたまる為です。腰まで水

につかる状態となる為です。非常に困っています。

4

私は団地に住んでいます。一般の道路と違って交通規制が無く、門前、車庫、歩道に乗り

上げ駐車等で困っています。道路に面した生垣の落葉が下水に入り大雨の時は道路が冠水

してしまいます。各自が気配りの清掃を呼び掛けて欲しいものです。

5

取手駅東西通路について。雨等で濡れると床が滑る。西口から出る協同病院行きのバスに

乗るために利用するが、杖等も滑るため危険だ。ノンスリップタイルではないようだが、

次にリフォームの予定ができた時は、床のタイルをアスファルトにした方が安全でバリア

フリーだと思う。

6
取手市にはずっと住みたいと思っていますが、もうちょっと下水道がある所とない所があ

るので、ない所にも目を向けていただけたらいいと思います。

7
取手市内住宅地の排水溝が途切れている所が非常に多く、住宅地道路の水たまりをもっと

改善するようにお願いしたい。

8
大雨で川が氾濫した時等の水害対策は万全か心配です。特に藤代地区は土地が低いので水

没の危険が無いようにしてほしいです。

9

問９・３実施してくれない。予算がないの一言である。四半期に分けて実施できないのか。

特に、排水工事等部分施工をする計画性をもって、議員、区長の依頼がない。あれば？納

税者は市民である。良く考えてください。

4-9 公共水域の汚濁防止（水環境）

1 下水が遅れている。早く取手市全体を本下水にすべき。おそい。

2 下水設備がすごく遅れているので大変困っています。進んでいる気配も感じられません。

3 上下水道の整備、道路整備、

4 上水道の料金が高すぎる。H2.に転居してきたがびっくりしました。
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5 水道代が異常に高い。なぜこんなに高いのか？不満。

6 生活道路、生活排水の要望を実施してほしい。市会議員は逆の行動をとっている。

政策 5． 心をつなぐ温もりのあるまちづくり

5-1 保健・健康づくりの推進

1
あと、国民保健に加入していますが、健康診断などはもっと分かり易く告知してほしいで

す。

2

ヘルスアップ健診 18～39 才についても、胸部レントゲンを健診内容に追加してほしい(自

己負担金が増えてもかまわない)。乳がん検診の予約方法を往復はがきでの申し込みはやは

り不便。電話予約にしてほしい。医療福祉制度について、現在小学３年まで⇒中学３年く

らいまでに延長してほしい。

3 子宮けいがんの予防接種の費用を市で負担してほしい。

4 子供の医療費を中学校卒業するまで無料にして欲しい。以前住んでいた街がそうだった。

5 市民の健康増進のためプールを増やしてほしい。

6
小学３年までマル福が適用されたのはうれしかったが、小学校卒業までは無理なのか？自

己負担金も以前のように返金してほしい。

7
前に予防接種の問診をもらいに行った時の保健センターの対応に頭にきたことがありま

す。

8 病院がすくない。（総合病院は取手協同のみ。）将来不安

9 福祉に重きをおいてください。

5-2 生活保障制度の充実

1

子供、老人、障害者、立場の弱い人たちが最低の生活は保障されて安心して住むことので

きる街であってほしい。取手の特色として芸術文化の街同様、弱者が生活しやすい所を目

指してほしい。

2
新聞(商業新聞)をとっていないと広報紙が自宅ポストに投函されないのではないか。社会

的弱者に市は考慮してください。

5-3 高齢者福祉の充実

1

お年寄りがもっと活発に外に出掛けられるよう、各地区公民館等で(お年寄り対象に)何か

できないか。さくら荘のバスがなくなり、楽しみの減った方がたくさんいると聞いている。

家にこもりきりになったりしないよう、何かできることはないでしょうか。

2
これから老人が増えていくと思うので、医療や福祉などを充実させた住みやすい町にして

いただきたい。

3 医療施設や介護の充実、

4
引越ししたくても年齢の関係であきらめています。○○手当も結構ですが、高齢者の事（増

えている）ももっと考えてください。

5 介護施設の充実を、実況の正確な把握を。設備の拡充を

6
介護保険の利用や、短期入退院後のサポート機関について知りたい。例：手術後自分で生

活できないのに退院日が設定されている等。
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7
介護保険料が他の自治体より高すぎる！安い年金生活の中から払うのはほんとに高い！サ

ラリーマンの給料から天引きされる時よりもどうしてこんなに高いのですか？？？

8

快適な市民生活の為に優先されるべきことについて。財政難を理由として後回しにされて

いてもっと別の所の支出を抑えていない。そのためにお年寄りなどの弱者が置き去りにさ

れている気がする。

9

街から土手に行く時は階段に手すりがあるが、土手側の階段には手すりがない。膝の悪い

老人にはスロープは歩けない。産業まつりで帰りに階段を上がれなくなっている老人２人

を見た。老人が行きにくい場所のイベントは考えるべきだ。

10 行政、医療施設を駅前に集中化するべきです。老人が住みやすいモデル市を目指すべき。

11
高齢化が進む中老人が過ごし易い街にするにはどうするのか、買い物支援・生活支援 etc、

お金だよりではなく、何か良い方法はないのか。

12

高齢者については、全ての高齢者を訪問してどういう状態か知ってもらいたい。困ってい

ても相談できない事情もあるので平等な支援をしてほしい。言えば得するというのは、ど

うなのか？？

13

高齢者の買物難民が増えてくる近未来に向け何かの対策をお願いしたい。私自身も近々な

るであろうと心配でたまりません。※市からスーパー等にＦＡＸで注文出来る様指導でき

ないものか？

14

取手には（特に駅周辺）何もない。昔に比べて魅力も活気もない。医療機関や高齢者施設

も不足しているようで先が不安。土地や家が無ければ他に引越したい。市役所の窓口が人

によって対応が違っていた。

15
藤代はとっても空気が良く好きですが、残念なことがあり、合併してから、高齢者が楽に

集まる場所、さくら荘へ昔みたいに行けなくなった事。

16 保育施設や独居老人に対する支援についてはどのようになっていますか。

17 老後の生活に不安を感じています。老人ホームあるいは、養護施設等の事を知りたいです。

5-4 障害者（児）福祉の充実

1

今回、昨年末(11 月)に骨折し、初めて不自由さを体感し車いすの移動は庁舎も大変(各部

への出入り口の広さがない、少しの段差、坂など)であり、バスは出入り口の段が高すぎて

とても大変。

2 段差がありすぎる。

3

同じ取手市内に自閉症の弟が住んでいます。数年前迄仕事をしていましたが、勤務先が倒

産してしまい、それ以降、面接を何度かしましたがその度に落ちてしまい再就職がとても

困難です。もっと障害者に優しい取手市に生まれ変わってください！切実です。よろしく

お願いします。

5-5 安心できる子育て支援の推進と少子化対策の推進

1 もっと子育てがしやすい街にしてほしい。

2
子育て支援センターのようなもっと子供たちが無料で遊べるような場が欲しい。保育所を

増やしてほしい。

3
子育て支援の待遇が少ない。（例）守谷市はヒブワクチンは実質無料。少子化対策をもっと

するべき。
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4 子育て支援をもっともっと充実させてください。

5 子供は国の宝。公は命がけで子供を国民とともに守りましょう。

6 子供や教育についての助成が少なく、住みやすいとは言えない。

7 児童館などの施設を作って欲しい。

8
若者、若い家族が住みやすい環境作り(子育てしやすいとか、預かり保育などの強化)をし

てほしい。

9
少子化で小学校、保育園の減少がさびしい。UR、市、JR等の活用で活性出来るような策が

あればよいと思う。

10

生まれ育った町でもあるので愛着はありますが、将来に不安があります。もっと子供たち

の住みよい環境を考えて欲しい。取手市は良い所がたくさんあります。どこへ行っても楽

しく笑える町であって欲しい。大人がしっかりしなきゃいけないのでは？人にやさしく元

気にあいさつしましょうよ！

11

保育所（吉田）のトイレをきれいにして欲しい。朝寒いのにトイレのドアをあけたままに

するなど、非常に不便である。こどもの教育、保育士の先生方にとって良くないと思う。

税金が活かされていない。一体何に使っているのか。

12

問 10 について「４」と回答したが、東京より引越してきた 10 年前は大変住みやすい町と

感激したものです。このような住みにくい町に変わってしまい、大変残念です。現状の取

手は駅前は閑散としており人口も増えず淋しい限りです。常磐線快速の始発駅の強みを生

かし、「ともかせぎ」の若い世代を呼び込む等の工夫をしてほしい。東京都内に通勤してい

る身にとっては取手は非常に通いやすいよい駅です。

13
老人、子供支援を増やし、街を活性化する事業を行ってほしい。箱物（建築・土木）事業

は縮小する。

14 老人も若者も住みやすいように保育幼稚園の充実、

政策 6． みんなでつくる自主自立のまちづくり

6-1 地域コミュニティの強化

1
行政ばかりに頼らず、自分でできる事等、清掃等、町内行事をやることが良い事だと思い

ます。

2 子供達と高齢者が日常でふれあえる場所があれば良いと思う。

3

市民の人口増、所得増を図る必要は認めるが、人口減、所得減を前提とした活性化策を追

及していかないと、いずれは行詰ると考える。隣近所で気軽に助け合える雰囲気作りが今

後 10 年～20 年先を考えると地域共同体維持のベースになるように思う。このようなアン

ケートを定期的に行い、（年 1 回～2回）時系列的な情報を蓄積していくことは、市政運営

の基礎的なデータとなります。ぜひ続けてください。

4
地域のネットワーク作りが大事（小・中学の生徒を巻き込んで高齢者との交点を図ると良

いと思います。

5
藤代と取手が一つになってから地域の交流イベント（運動会、球技会など）がなくなり、

人と人とが顔を合わせることがなくなってしまった。特にこれらのスポーツイベントは世
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代間の交流としてとても意義があるものであったのだが、同じ地域の中でも若い人の顔を

見る機会をなくした。まちづくりから離れているのではないか。

6-2 NPO・ボランティア活動の支援

1

何事にも資金が必要ですが、ボランティア、町内会を活用してほしい。※色々と努力して

いることと思いますが、残念ながら伝わってきません。広報をもっと利用してください。

高齢者が増大しています。この人達は人生経験も豊かです。時間もあると思うので協力要

請してほしいです。

2 高齢化対策と学童・青少年対策は中高年のボランティアの活用を拡充するべき。

6-3 市民参加の推進と協働体制の構築

1
アンケートの設問に解答し難いものが多々あった。アンケートを通して地域社会とのつな

がりの薄さを痛感させられた。

2 また、働いていると地域活動に参加するのが難しすぎる。

3
戸頭地区においては、東京芸大の文化、芸術的な影響が及ばないことが残念です。取手駅

で東西が分離されていると感じる。

4 市議会、市役所と住民がもっと密接に感じるように配慮して欲しい。

5

市内西側にある運動公園の草取り、清掃は、中内部落の人達のみによる作業が続けられて

いることに遺憾を感じ、市内全地域の方が順に行うなどの仕方で進めてはいかがかと思っ

ています。それは近くに住んでいるからと不公平な考えだからです。近隣→遠方の方も除

草作業に是非参加して欲しいと思います。（ローテーションで）各 10 名ずつ（いつも 7 月

ごろは必ず近くの住民だけでは×です。）

6
主要道路ではなく住民の身近な環境を細部に渡り調査整備望む。そのために町内会、議員

利用すべし！

7

農家と新住民が混在している地域では、募金や消防会費などの集金には来るが地区町内の

活動については全くわからないし、連絡もない。もっと地域活動に参加したいと思ってい

ますが(グチでした)

政策 7． 効果的効率的な行政運営

7-1 人材育成と組織・定員の適正化

1

2、3年前のことですが、市民会館の人の対応がめちゃくちゃ悪かった。もうよっぽどのこ

とがないと利用したくない。どうせこれ読んでも対応しないんでしょ？期待はしていませ

ん。

2 議員や職員の数が多いと思うので減らしてください。

3

２０年前、取手に引越してきた時、市役所で３歳の子供の保育と就職の相談をした時、子

供を預けてまで働いて欲しくないといわれあまりにも閉鎖的でびっくりした。実際、学校

の用務員さんは市の職員の家族が多かったし、市の職員と保母さんのカップルが多いのも

目立った。取手市は親戚一同で仕事を配分している感じがした。ここ５、６年、広報で職

員募集が載るようになった。やっとオープンになったかと思った。

4 ２０年前に引越ししてきた時は、現在よりも活気があり、将来の発展性がありました。今



- 25 -

の取手駅前を見てください。何の魅力もありません。藤代との合併で議員の数ばかり多く、

住民税は高く。歩道と車道の区別が無く。せっかく長年住んできて、愛着もあるのに残念

です。

5
どこの市町村も役人的人格をもっていて、市民目線のやさしさが感じられません。自分た

ちの町だと思って改革していこうという人が少ないのでは？

6
元気な街に視察して、どうやったら元気な明るい街づくりをしているのか勉強して頂きた

い。

7

公務員（市役所や消防署など）がもっと目標や目的をしっかりと持って市民のために仕事

をしてほしい。例えば仕事中に昼食をどこにするか長々と話している人を窓口で耳にしま

した。必要のない所に税金を配らないで少しでも良いまちにして欲しいと思います。

8 市の職員が多すぎる。市会議員の数を２０人程度にしても十分と思います。

9
市議会の議員の数が多すぎませんか？また自身の選挙活動には熱心ですが、市民の為に活

動していないのではないですか？このアンケートがどれだけ活用されるか、疑問です。

10 市議会議員の定員がまだまだ多すぎると思います。少なくしてください。

11 市議会議員数が多すぎると思う。市役所職員の数が多すぎると思う。

12
市議会出張報告書を HPで拝見しましたが、議員の方のレベルの低さに驚きました。ホウレ

ンソウの意識を持って作成すれば意外と簡単に書くことはできると思います。

13

市民税・住民税が高い割に行政サービスが不十分。思い切った議員定数の削減（50％程度）

報酬のカット（30％程度）市職員の削減（30％程度）が示されない限り、各種施策に賛同

しかねる。市の発展が展望できる具体的政策を早急に導入しないと地盤沈下は明白。

14

市役所には昔から縁故で入っている人がたくさんいます。縁故のない人は何十倍もの競争

率の試験を受けています。最近も区長の子供だからと市の関連に入所しています。こんな

人もうやめてください。

15
市役所の国民保険の担当者のほとんどは、態度が悪いし、言葉づかいにもとげとげしさが

ある。市民に対して上目線は許されるのですか？

16

市役所の職員が多すぎる。一般企業ではもっと働いている人が少なく、大きな成果を出し

ている。仕事をしているかしていないか理解できないような人がたくさんいる。税金を納

めている人が減額されているのに地方職員の方がまだまだ優遇されていると思う。

17 市役所の職員が多すぎると思う。

18 市役所職員の削減を希望します。

19

市役所職員の対応に疑問を抱くことが多々ある。年齢が上の人に多い気がする。愛想がな

い。閉館前の態度が悪い。カウンター前に人がいても声をかけないなど。全体レベルでの

サービス向上をして欲しい。

20

職員の服装、髪型、挨拶の出来ない人、市役所に色々お願いすることがあります。親切に

教えて欲しい。こんなことも分からないのかというような態度で良いのでしょうか。自分

が反対の立場だったらどうでしょうか。職員研修をしてほしい。部長さん、課長さんもで

す。問９－５を職員全員で考えて。取手だけですよ、職員の態度が悪い所。市民が感じて

いる私たちの市役所になってほしいです。難しいことではないです。

21 税収も少ない市、お手上げです。市会議員の給与削減、定数削減、市職員の定数、大幅削
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減、人事の不正（アルバイトがいつの間にか職員になっていた。）をなくし、信頼されるよ

うにしてください。

22

東口の駐輪場（駅近くの方）にいる（夕方いらっしゃる）職員さん（更新の手続きなどを

してくれる方です。）とても感じが悪いです。対応も最悪です。（おじさんたちはとてもい

い方たちばかりでいいのですがね。）

23

当然業務簡素化に伴い人員の削減なども生じることとなる。それが難しいというのであれ

ば当然多少の不便は我慢すべきであり、より一層コストダウンを図る努力が必要である。

その努力さえもできないのならば、リストラするしかない。本来ならば、取手・藤代のい

ずれかに統一するのが筋なのだから、役所の方はその辺覚悟すべし。

24

否定的な項目に○ばかりつけて、申し訳ない。職員の方々はもっと市民に近づいたら！！

現場をしらな過ぎる。例えば、電気にしても高電圧にしたり、業者がまたは、元業者が勝

手にいじりすぎる。法律違反ですよ。我が家の家電はほとんど壊されるし。（電力で）身体

はボロボロ。喜んでいるのは医者ですよ！！

25

民間流をかかげた藤井市長に期待していたが、この 4 年間で失望した。市長選の際に約束

していた政策はほとんど実現せず、やったことと言えば小中学校や保育所の統廃合など、

市民の痛みを伴うことばかり。次の選挙が近くなったからあわてておやすみ処や公民館の

エレベーターを設置して点数を稼ごうとしたって市民はもう騙されない！市長には裏切ら

れた感じでいっぱいだ。このままでは取手は沈んでいくばかり。

26
問 9 のところですが、市議会議員の定数はもう少し減らした方が良いのではないでしょう

か。その代わり職員の数は現状のまま減らさず市民サービスに務めたらよいと思います。

27
役所の人々もすごく一生懸命やってくれる人とそうじゃない人もいてなんともいえないで

す。でも対応は昔よりよくなっていると思います。

28

臨時職員は 1 年ごとの交代ではない人がたくさんいるのは不公平です。こんなに失業者が

いるのに、5 年も 6 年も働けるのはおかしい。国民年金、ハローワーク、学校等にたくさ

んそのような人がいるのが、事実！もっと沢山の人に働く場所を作るべきです。

7-2 健全な財政運営の推進

1

旧藤代町の住民ですが、旧取手市に比べて道路インフラが旧態依然で有り、又地域事業の

廃止が増えている。公務員のいる家庭がどの集落にいってもいちばんめぐまれていてだれ

もがうらやんでいる。安定している職業ならリスクのない分給与さくげんしろ

2

市役所の職員は５：１５にカーテンを閉めてコートを着て５：１５に一斉に帰るのを見て

愕然としました。民間は安い給料で残業もなく朝早くから夜遅くまで苦労しているのに、

とても楽をしていると思います。給料を減らし、税金を安くしてください。お願いします。

3

このアンケートも如何かと思います。税金の無駄ではないでしょうか？若い人たちはどん

どん出て行ってしまい、人口も少なくなっているとき、他のことに使える税金だったので

は？市民一人当たりの借金もだいぶあると思います。税金は自分のお金のように、大事に

使って欲しいです。芸術もいいですが。

4 この調査票は無駄遣いと思います

5
ゴミ焼却場の問題、本当に最新式の焼却炉でなくとも安全に焼却できる能力があればよい

のでは？設備費ばかりでなくランニングコストや運営管理等総合的に考えているのだろう
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か。どこかのコンサルティングに任せているだけではないのか。

6

しっかりした行政が出来てないのに合併してこれから先下水道整備は？道路は？等々考え

られているのか。少なくともこの地区は 30年以上ほとんど何も変わっていない。税金はど

こに使われているのか。

7
以前ゴミ回収車を議員がやっていたときは、車１台に３人が乗っていた。今は、業者で１

台に１人である。戸頭の窓口があるがコストを考えると不要

8
駅前の魅力を向上させる必要があるのかどうか疑問。駅の機能は、今後どうあるべきかの

議論が先。そうしなければ無駄な金を使うことになると思う。昔とは時代が変わっている。

9
下水道の工事もどのような計画で進めているのか見えない。負担金は先取りされているの

に。

10
県に呼びかけし、ふれあい道路は県道にするなどして、市の負担が少なくなるようにして

ほしい。

11 公共料金の値下げを期待します。

12

国民年金、保険は義務なのに滞納していても、人道的理由でできないのか、強制的に徴収

しないのは払っているものにしたら、不満です。月々1000 円、2000 円でいいのなら、皆は

そうしたいです。滞納者に聞いたのですが、月々払えるだけでいいと。給料差し押さえて

欲しいです。不平等でこれではいつまでも税収はあがらない。

13

財政難のこの世の中、はたらく職員を減らし、議員を減らさず(仕事的にあまりしてないよ

うに思う)、おかしい？議員は２足のわらじをはいているし、報酬が多すぎ！最低でも、10

議席はなくしてもよい。ムダな金を使うな

14

市役所本庁舎は耐震強度が弱く、大地震の際には、建物が持たないと聞きました。耐震補

強にお金をかけるくらいなら、本庁舎を東急跡地に移転したほうが、市民税の使い道とし

て有意義だと思いますし、取手駅前に本庁舎がある方が、市民にとっても便利だと思いま

す。ご一考していただければ幸いかと存じます。

15 借金が多いのだから無駄をなくすべき。

16

取手駅の橋上通路計画は、本当に必要なのか疑問。これを造ることで駅前が活性化して住

みよい町になるのか？現状の地下通路をもっと改善することで済むのではないか？費用対

効果を考えて計画してほしい。

17
取手駅の東西口の通路整備に多額の予算を使うのは無駄と思います。もっと教育や大型商

業店舗の推進等に利用すべきです。

18
取手駅の東西通路の計画(正式名称が分からなくてすみません)は、なくなって本当に良か

ったと思います。税金の無駄使いだったと思います。

19 取手市の借金はどれくらいあるのかわかり易く公表してほしい。またその対策も。

20

取手市の赤字経営を改め市職員を減らし、書類ばかりの体裁ばかりの行政ではなく、熱意

ある明るく楽しい自然の中で堂々と生活できるような取手市として欲しい。正直いつもこ

の書類も読んでもらえるのか疑問ですが！？

21
取手市役所の職員。議会議員の報酬が多すぎるのではないか。公開することはできないの

ですか？

22 税金の無駄遣いだけはしないでできるだけ市民の為に使ってください。市職員多くないで
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すか？

23 税金は高いと思います。

24 税金を安くして若者が沢山住める町づくりをしてください。

25
藤代駅前駐輪場を無料ではなく少し手入れをして、有料化にして収益を上げるべきだと思

います。竜ヶ崎市等(佐貫駅)では有料だそうです。

26
藤代庁舎の休館日に、犬の散歩で立ち寄ると、お休みなのにいつも大画面のテレビが全部

ついているのはなぜですか？誰かがいつもみているのですか？

27
日本のワースト記録 40位以下の項目が相当数ある茨城県下の取手市は如何。収入源は県南

地区は上位であるが、どうしてか。仕訳が必要では。

28
日本の高価と言われる水道代、バス代等市民目線での施策の具体策を期待します。本アン

ケートで何を求めるのか。

29

乳児の自己負担（600 円）意味がわかりません。都内は全て無料なのに。自然もいっぱい

あるのに公園が少ない。1 月 1 日の駅はさびしかったです。友達にものすごい田舎と笑わ

れました。

7-3 計画的で効率的な行政運営の推進

1 事業仕分けをしてください。

2
いろいろな意見の中、いかに無駄を省いて市民の為に新しいものができるかをよく考えて

から、税金を使ってほしい。

3

このアンケートについて一言。政治、行政に関しては関心のある人とない人では感じ方も

違うし、また職業により駅を利用する人、又商売をしている人では現在の不況により生活

環境も違い、経済的にも大変なこともあり、やはり、弱者に対しての行政、思いやりのあ

る職員の対応等々、市民の税金を有効に使ってほしいものです。（一部の建設業者だけでは

なく、まんべんなくランク付けせずに仕事をさせるような仕方をするべきではないか。

4
このアンケートの結果集計は、市報などに発表されるのでしょうか。せっかく回答しても

そのままでは、無駄遣いになってしまいますね。有意義に役立てて欲しいです。

5

この地に住んで５０年近くになります。この間、取手市の発展はあったのかしらと、ふと

思う時があります。今回、西口駅前東急ストアが撤退するという事は数年前から判ってい

たのではないでしょうか？

6
運用や費用の補助(空き缶の全額無料などダメです、適度の補助)などをもっと考え、安心

して暮らせる町づくりが望まれる。

7 ぜひアンケートを今年度中に公表してください。よろしくお願いします。

8
新庁舎は現在よりも縮小し、取手に残す業務はニーズの高い業務と移動の難しい高齢者関

連業務などに限定し、その他については全て藤代に移管すべきだと思う。

9 駅付近の道路整備を中途半端に工事しないでください。

10

狭窄道路の拡張。確認申請がおりない。土地を無償提供しろというのはおかしい。建築基

準法的にはそうかもしれないが、市が公示価格の何割かで買い上げしない限り数十年かか

っても道路の拡張は進まないと思う。杓子定規ではうまく進まない。狭い道路に面したま

までは家も建たない土地になってしまう。それが住みよい町づくりですか？市民が安心し

て住める、住みたい町づくりを「常に考える」事を望みます。
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11 公共施設の駐車場不足

12 市の活動をもっと市民に分かりやすくしてほしい

13

市長には取手市に対する明確な戦略がない。市長は短期・長期的な戦略を明確にし市民に

示す必要がある。アンケート調査でなく市民の下僕で市長は自ら巡視し、市民の意見を直

接きくことが肝要である。

14 市民アンケート企画、主催について。大変御苦労さまでした。

15 市民の意見を反映しよりよい取手市を目指していってほしい。

16

市民の視点に立ち市民の声に耳を傾け市民に喜ばれる、創造的で心に響く行政を望む。数

値による評価は一目瞭然ですが、その陰で後退したり、犠牲になったものもあると思う。

人間性を忘れぬ様にお願いします。

17
市役所で住所変更(登録)しているので、納税通知書を旧住所に送られ、１期納期限に間に

合わず。チェック大丈夫？

18
市役所の昼食時間は交代制にするべきではないでしょうか。悠々とこの時間帯を休みにし

ているのはおかしい。電話応対すらしていないことに怒りを覚えます。

19 私は取手がとても好きです。よりよい政策を行って住みやすい市にしてください。

20

取手、藤代が合併されたが、それぞれが相変わらずバラバラで、軸になるものがないよう

な気がします。批判ばかりしたいわけではありませんが、将来につけを残さないよう、適

切な判断で市政を行っていただきたいです。

21 取手市には将来性、発展性を望む。

22

取手市に住んで良かった、住みたいと思う町づくりが望まれる。本当に取手は自然がいっ

ぱいのなのか？芸術の町にしようとしています。その方向の環境を整備しようとしている

が、それで住む良い町になりますか？ベッドタウンとして発展してきたが、なぜ伸びない

のか？老若男女から子供まで住めるような環境が整備されていないからではないか。やが

て、老人ばかりの団地になったりして住民が減ってくるのではないでしょうか。よく言わ

れる箱物はいらないのでは？

23

取手市の計画性の無さにがっかりしている一人です。西口開発、下水道整備、若い時に越

して来て未来があったのに、もう 60 を過ぎ光がないのにもかかわらず何一つ周りの環境が

変わってない。

24 取手市は市職員を近年採用を見送っていますが、なぜ見送っているのですか。

25
取手市は人口流失に見られるようにあまり活気がなく、魅力に乏しいと思われます。何か

特徴のある街づくりができると良い。

26
守谷、我孫子と比較すると、公民館等の使い勝手が良い。図書館の場所が不便。住民税が

高い。

27 小中学校の統廃合をもっと市民の立場で考えて進めて欲しい。

28
西口駅前の整備が遅すぎる。取手に来て 20 年たっても未だに整備されていない。工事して

いる人ものんびりした仕事の仕方。無駄な動き、税金の無駄遣いとしか思えない。

29 選挙の際に人手をかけ過ぎている。役場の職員の数が多すぎる。

30
地域の活性化の施策、子育て支援など計画的な事業を実施していただきたい。取手に生ま

れ、住んで、訪れて良かったと言われるような施策を！このままだと、人口減少を辿る過
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疎化の町になってしまうのでは！

31

地図を見ると、都市計画性を感じない。中央分離帯のある道路、広い道路で短いものが点

在する。例：小山（戸頭）、新取手自治体会館付近。フェアリー動物病院付近、関東鉄道ニ

ュータウン集会所付近（西取手）等。かっこよくない。現場に行くと、中途半端さが感じ

られる。→行政に幻滅。（問２・６に関連して）大人がマナーを守っていない。

32 長期的な市の将来像が不明。

33 都市計画税を払い続けているが、下水道の整備が遅すぎる。

34

当該アンケート調査票にも相当の予算を割いていると考えます。必ず効率的に効果的に活

用されるよう考えます。また、市の職員はサービス業としての自覚を持ち、常にお客様（市

民）の側に立った業務を提供していただきたい。

7-4 より便利な行政サービスの構築

1

「広報とりで」を友人は郵送してもらっていると聞いたので、家に郵送してもらえる様お

願いに行ったら、断られた。小さい子供がいるので、広報での情報（歯科検診や予防接種）

が欲しいです。

2 いつも職員が良く対応してくれます。

3

イベント時に花火が鳴るが、何のイベントかわからないことがある。花火を上げているイ

ベントをＨＰに出してほしい。（○○のイベントで○時と○時に花火をあげます。という感

じで。）

4 グリスポの休みが多すぎる。利用者がいて指導員がいると思うが。

5
ごみ袋に、持ち手をつけて欲しいことと、燃えるごみ袋（大）を一般家庭でも使用できる

ようにしていただきたい。今のごみ袋は大変使いづらいです。

6

シルバーセンター植木剪定について※運搬費に（枝葉処理）7,500 円とられました。これ

は再利用して市で売っているわけだ。高すぎると思う。安くして欲しい。斜陽の街ながら、

市職員、市民、力を合わせて少しでも活力ある良き街にして参りましょう。

7

まずこれらアンケートの設問と回答に意図が読み取れません。もう少し突っ込んだ設問で

あると良いと思います。最近の市政には人員の削減やら給料の減額やら後ろ向きの政策が

多いように感じます。人数分よりも多く、給料分よりも多く働けるための前向きの姿勢を

期待します。

8
競輪場は早くに県より市に移管し、市の公共施設として活躍させるよう願います。（イベン

ト会場、公園、避難場所等に利用）

9
一言でいえば、住み心地の良い取手を造るべきです。行政のリーダーはしょうねを据えて

ビジョンを示し、独創性あるリーダーシップを。

10 下水道工事を早く済ませてください。

11
会社員で平日は仕事のためなかなかイベントに参加できません。土日にできるボランティ

アなどの紹介といった情報を広報に載せていただければと思います。

12 空き缶の袋が大きすぎて独り者にはもっと小さな袋をお願いします。

13 戸頭窓口で普通の書類も受け付けてくれるとありがたいです。

14 高齢者・障害者・単身者・子供などが暮らしやすい街づくりを目指して頑張ってください。

15 今は市役所に行かなくっても納税することができるので、利用することが少なくなりまし
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た。昔と比べると職員の方の対応は良くなったと思います。

16

今後、市役所等利用することがあると思いますが、健康、病院、老人施設、便利に使える

ようにして下さい。今のままでは、不足していると思います。どうぞ、皆様しっかりがん

ばって下さい。よろしくお願いします。取手市を住みやすい町にしてください。

17
市外から来た人で、市役所の場所がどこにあるか解らない方が多いようです。（私も尋ねら

れたことがあります。）

18 市長さんを含め、職員の方々の努力を感じます。さらに住みよい街を目指してください。

19

市内に流れる放送について：pm2:50 の見回り協力の放送、高齢者の迷子の放送など、いい

ことだと思います。ただ、夏も冬も午後５時に音楽を流すのはどうかと思います。放任な

家庭も多く、５時の音楽に頼っている子供（親）もたくさんいます。冬は５時ではもう暗

いのでどうかと思います。前に住んでいた埼玉では、夏冬の音楽の時間が分かれていまし

た。秋冬４：３０に「暗くなる前に帰りましょう」程度でも放送してもらえないでしょう

か。各家庭でしっかりしていれば良いことですが、考えていただけたらありがたいです。

20
市内の小学校の給食への要望。食物アレルギーの児童への対応をもう少しきめ細かくして

欲しい。保育所では対応してくれていた。

21 市役所遠すぎ。

22
取手市に引越してきて１５年になります。水道料金が高くて負担です。もう少し安くなれ

ばより暮らしやすくなるのですが。

23 守谷市は粗大ごみ無料です。どうして取手は有料ですか？

24
手続きの必要な書類がある時、勤めがあると休みをとらなくてはいけない時があるので、

土日いずれか午前中のみでもやってほしい。

25
新聞をとっていないので広報誌を手にしたくてもなかなか手にする機会がありません。駅

構内において欲しいです。

26
新聞をとっておらず広報「とりで」が入手できない。新聞おり込ではなく自治会経由等の

変更はできませんか？神戸市はそうでした。

27
人口が減っても気にせず、最小限の良質なサービスを提供することに重点を置いてくださ

い。 日本全体が人口減です。人を取り合う必要はないと思います。

28 水道料金が高い（今まで住んだことのある市町村の中で一番高い）

29
地域に密着したスーパーや商店街、公共施設、設備、少子高齢化社会に対し身近な環境を

便利にしてほしいです。

30 駐輪場、他市では駅そば、屋根付きで年間 2,000 円だった。取手は高すぎ。無料は遠すぎ。

31 藤代と合併してから取手市民への負担が多い！！

32
藤代駅の駐輪場は整理員が自転車をつめすぎ。子供や女性は帰りに自分の自転車を出しに

くい。もっと鍵を開けやすいゆとりある置き方、整理をして欲しい。

33

年末年始のゴミ収集についてです。ごみ置き場に日にちと曜日、生ゴミ、燃えないゴミを

書いて張って欲しいです。前は親切に張っていました。今の若い人たちは新聞をとってな

い人がいるので広報が入ってこないからゴミの日が解らないそうです。

34
納税に行った時、1、2、3 の窓口の 1 は 12：00～1：00 の間誰もいないときがある。なぜ

か？（2、3 の窓口は常陽の窓口であり、手続きが面倒）
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35

文化活動の項目が出てきましたので、昨年の経験を記します。私は白黒写真の大の愛好家

で、藤代中央公民館の設立以来、20 年以上暗室を使用させて頂きてきました。ところが、

昨年使用を申し出ましたら、「暗室を貸せない」との職員さん。愛好家からよだれの出そう

な大型の立派な引伸機を備えていて利用させないのは（しかも突然去年からだそうです

が、）何とも宝の持ち腐れ。芸術は東京芸大と市役所の自己満足のためならそれで良いです

が、市民の税金で作り、運営しているのですから、市民にも使わせてほしいです。一般市

民の底辺まで広がって初めて「芸術のまち」では。

36

問 8－3 でも書いたのですが、広報は色々大事なことも書かれているので、みたいですが、

わざわざ、市役所や郵便局へいってもらうのは、忘れてしまったり、面倒だったりします。

保健センターの検診（ほほえみ）などは、必要なのでぜひ、回覧板でまわしてもらいたい

です。

7-5 広域連携の推進

1
ＴＸ沿線の活況は意識の外に出し、常磐線の中核市をめざそう。（水戸、土浦、取手が連携

して巻き返しを図ろう）

2
取手駅止まりの常磐線を土浦まで延線して欲しい。そして、つくばエクスプレス側に負け

ないくらい活気ある街づくりを行って欲しいです。

3 取手市に藤代は吸収されて良くなったことが少ない。むしろ、まったくない様に思う。

その他

1 市全体の活性化・魅力づくりについて

1
どうしたら良いかはわからないけれど、他の町をみると良い点が多い。決まり事に左右さ

れない様に、心が優先。

2

どんどん取手市がさびれてしまい、何の発展性もなく人がどんどん離れてしまい守谷市に

住んでしまう人も多くなり、淋しく感じます。もっと活気のある市づくりにしたいもので

す。

3
現在の住宅地は自然環境が良いのと 50年もの長い間住んで暮らしやすいですからね。生家

より車で 10 分程の所で双方で 74 年となります。これからの取手市の発展を望みます。

4 今の取手市は魅力がない。駅前の大手スーパー、文化会館、スポーツセンターが遠い。

5

四国の山があり、川、海のある自然一杯の土地に生まれ育ちました。その対極にある利根

川の東部に広がるだだっ広い土地に物足りなさを感じながら過ごして参りました。電車の

始発・終着駅として取手を選び非常に便利な通勤をいたしました。しかしながら、定年を

過ぎ、人生の 3 分の 2 を過ごした取手で四季を感じるようになり、愛着を感じるようにな

りました。取手駅前の再開発で魅力ある環境が整備できれば問 10-1 は「大変住みよい」と

いう評価が出来るようになると思います。期待しています。

6
市に元気がない。寝起きするだけの地域になっている。次第に衰退しているように思う。

市の人口減がそれを物語っている。

7 若い世代にとっても魅力的な街にしてほしい。

8 取手に住んだ３０年前はびっくりする事だらけだったが、白山地区もだいぶ変わったので、
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今では住み心地が良くなったと思います。

9 取手は芸大もあり、自然も豊かな所です。購買意欲も市民にはあります。

10
取手市民のために市内を良く見廻して困っている人もいますので、楽しく住めるようにし

てください。お願いたします。

11 住めば都、不便でもなれてきました。坂が多いのできつい。

12 将来の取手が明るくなるための魅力作りをしてほしい。

13

人口の流出も気になる。福祉制度の充実など問題が山積みだと思います。今後 10 年 20 年

と長期を展望し、取手市をどういう形で活性化するのか考えていかないといけないと思い

ます。

14 店も全然無い。小中学校遠い！(桑原地区)考えて欲しい。切実！

15 田舎半分、都会半分の町で住みづらいのか

16
藤代と取手が合併されてより住みづらくなったと思う(老人福祉、学校統廃合等々)。議会

の情報は朝の通勤時に共産党のちらしぐらいでしか目にしない。

2 駅周辺の整備・活性化について

1
”きらり”を駐車場の完備された場所にといつも思っております。本人高齢なので家族の

者が代筆しました。

2 市の防災広報マイクはいいですね。西口のイルミネーションはとても癒されます。

3
取手駅東口のイルミネーションの見た目が良くないので、やめるかもっとキレイに飾るか

にしてほしい

3 駐輪場の整備について

1
Boxhill 横の自転車置き場をきれいにしてくれたので、道の自転車が少なくなってよかっ

た。２時間無料も助かる。

2
駅近くの駐輪場前の道路工事が、一体何の工事をしているのか不明確。もう何年も工事が

終わらないのは、どういうことなのか。

3

取手駅東口井野団地行きバス停の近く駅前ガードレールに１台、何時も違法駐輪の自転車

あり、たまに違反のステッカーをつけられているが、壁には平然と駐輪している。かよう

なアウトローを放置すべきでない。

4 アンケートについて

1 ８０歳の高齢者なので、出歩く範囲が狭いのでアンケートに答えにくくごめんなさい。

2

アンケートの答えが私の考えていることの中にないものが多いので、○を付けるのに苦労

しました。（1 ページ目、私は主婦で、勤務先はない）ボランティアはやってみたいけれど、

病人を抱えていて外に出られません。

3

アンケートをして市民の意見を聞くことは賛成です。少しでも住みやすく、他の地域の人

が取手に住みたいと思う街にしてください。とりあえず、駅前(東口)のエスカレーターと

朝の６時～８時頃までの自家用車進入禁止を希望する。バスが入れず、いつも電車に乗り

遅れる！

4 アンケートを読み、理解力がなくてあいまいな返事でごめんなさい。よろしく

5 お礼はないんですか？時間をかけたのに。

6 このアンケートの意義が良く分からない。
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7 この労力がどれほど、役にたつでしょうか？

8 もう少し優しいアンケートをお願いしたい。

9

結婚以来(戸頭団地ができる前から)戸頭に住んでおりますが、ずっとつとめておりまして、

あまりまわりを気にせずに過ごして来てしまいましたので、良いアンケート調査に協力で

きませんで申しわけございません。

10
年をとって 70才を過ぎようとしている年寄りに質問をしても無理。世間知らずだから、家

から外に一歩も出歩かないから、市民アンケートなどとっても無理。

11
問７は、社会的・一般的な事を聞かれているのか、私の身の周りの事を聞かれているのか

非常に悩みました。

5 その他

1 私は戦没者遺児だ。もっと遺族会組織を解りやすくし、活性化してほしい。

2

(私のところにアンケートが来てくれてありがとうございます。取手市がこんなに住みやす

いとはおもわなかった。住みやすい事を伝えたかった。)仮の住まいとして茨城を選び 10

年以上。年をとったらふるさとに帰るつもりでいましたが、茨城がすごく住み心地が良く、

永住することに決めました。大好きです。いなかよりも大好きです。雪もないし。ふるさ

との友達には、いなかから見ればこちらはハワイだよと年賀状に書いています。

3

８２才の私は今４５坪の家に１人なのでゆったりしています。只、何でも一人なので・・・

車いすもあるけど仕方ない。子供は３人いますけど、皆独立しているので（取手市内）何

とか、がんばります。

4

アンケートをしたのなら、必ず役立てて改善してほしい。花火大会のさじき席は廃止。大

会前後長い間設置していて、その間の費用は業者がもうかるだけで、市民には何の利益も

ない。

5
この年になればそう考えればそうである。そうでなければそうでない。上下が全くとえて

ない？

6
駅前で事件を起こしたのも警察や行政が見て見ぬふりをして、気分が悪い。お前ら、癒着

してるだろ。

7 横浜市に長期単身のため、最近の状況はよく知りません。

8

家や土地についても守谷市では 10 年以上住んでいると安く買えたりとあるが取手市はな

い。市民を増加する努力が感じられない。取手市役所職員全員が不満なく暮らせていると

言えますか？

9
火葬場の問題も度外視しているのでは。市民なら誰もが利用お世話になるものなので度外

視は良くない。

10

今は、自動車にも乗れるが、高齢になった時の生活に不安はあります。税金や相続等、農

地の事等、ずっと取手市に住み続けるつもりですが、20年後はどうなっているのでしょう

か？

11 坂が多くて大変だけど私の住んでいる場所は好き。

12
仕事の関係上、ほとんど家にいないので町のことに関してはほとんどわかりません。何を

聞かれても、わからないとしか答えようがありません。

13 市に言うことではないかも知れませんが、駅前のタクシー運転手のマナーが悪過ぎます。
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客を乗せる態度も距離が短いと歩けと言われたり恐ろしいです。いつも天王台で電車を降

りてタクシーを使っています。あれでは、初めて取手に来た人の印象も悪くなると思いま

す。

14

市長が独裁的だという話を良く耳にします。表面だけ取り繕うのではなく、本当に市民の

未来を考えた市政を考えていただけたら幸いです。業者に金をばらまいて市長選を乗り切

るのはいいが、人気はない。

15

市長さんへ。私はとりでのバスのデザイン好きですよ。選挙演説の時に言ったバスのデザ

イン批判、日比野先生に大変失礼だと思いますよ。撤回して下さい。だから票入れてませ

ん。

16 市民税は上がる、

17
市役所職員の皆様にはいつも親切に丁寧に対応していただいてます。ありがとうございま

す。

18

私は昭和時代を歩いてきた大正生まれです。この度は御苦労さまでした。後期高齢者には

大切な贈物と信じ身辺を顧みずお答えしました。頭の体操に・・・健康第一にと思いつつ・・・

ありがたく感謝しております。

19
質問の趣旨が明確でなく、何か所か答えにくいものあり。選択肢が限られていて、いずれ

も選びにくいものあり。

20

取手に引越してきた時から仕事が優先だったので、（子育ても）地域のこと、行政など振り

向く、余裕がありませんでした。今、この年になり、これからの余生を考えているこのご

ろです。

21 取手市になってから行政が悪くなったように思います。

22 守谷には負けるな。

23
守谷市に隣接した土地に住んでおり、守谷駅を利用し、買い物も守谷に出ることが多いで

す。取手で生まれ育ちましたが、残念ながら郷土愛というものは持っていません。

24 住民税が上がっても福祉や、学校などへの援助は拡大してほしい。

25

転勤の多い主人と色々な所へ行き、生まれ育った取手市に家を買って戻ってきたが、どの

市町村よりも活気がないのが寂しい。良い所、良い人がたくさんあるし、いるのに活かせ

ていないのが残念だと思います。これからの明るい活き活きした町づくりに期待したい。

26

良い企画があっても PR不足ではないかと感じます。役所にもほとんど用事がなく、利用し

なくなりました。行事等に参加意識はありますが、年齢的に無理なので現状維持で行きま

す。
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