
平成25年度実施 

取手市民アンケート調査 

 ご意見への対応状況 
 平成25年10月～11月に実施した市民アンケートでは、1,267件
のご回答をいただき、そのうち485件で、市政に関する自由なご
意見をいただきました。 

 今回、いただいたご意見につきまして、その対応状況を集計
いたしましたので、ご報告させていただきます。 

対応状況 件数 ％ 

対応済み 76 16 

現在対応中 155 32 

対応予定あり 22 4 

対応可能 64 13 

対応不要 96 20 

対応不可能 72 15 

合計 485 100 

☚485件のご意見を、 

 ・すでに対応済のもの 

 ・現在対応中のもの 

 ・対応する予定があるもの 

 ・今後対応が可能なもの 

 ・対応が不要なもの 

  （お礼のお言葉・純粋な感想など） 

 ・対応が不可能なもの 

  （市の所管事項ではないものなど） 

に分類いたしました。 
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すでに対応済みであるか、いま対応中の
ものか、今後対応する予定を立てている
ものでした。 

 「対応可能」とした13%のご意見につ
いても、今後の対応を検討してまいりま
す。 

 



政策体系別 ご意見数 

政策体系別 件数 ％ 

１．水と緑を育み環境に優しいまちづくり 24 5 

２．美と文化を創る心豊かなまちづくり 49 10 

３．地域が活性化する産業が躍動するまちづくり 32 7 

４．安心して住みやすい魅力あるまちづくり 163 34 

５．心をつなぐ温もりのあるまちづくり 56 11 

６．みんなでつくる自主自立のまちづくり 24 5 

７．効果的効率的な行政運営 97 20 

その他 40 8 

合計 485 100 

 いただいたご意見のうち、いくつか代表的なものを抽出して、別紙にま
とめさせていただきました。 

 スペースの都合上、いただいたご意見の対応状況をすべてご報告するこ
とはできませんが、ぜひご覧ください。 

 

 今度とも、市政へのご理解ご協力を賜りますよう、お願い申し上げま
す。 
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 第５次取手市総合計画における
政策の体系別に件数をまとめる
と、上記のようになります。 

 

 全体の32％が政策番号４「安心
して住みやすい魅力あるまちづく
り」に集中しており、「安全・安
心」や生活に密接に関わるインフ
ラ整備などについて、市民のみな
さまの意識が高いことがうかがえ
ます。 



お応えします！ 

皆様のご意見 

取手市としても「自然エネルギーによるまちづ
くり」により強く取り組むことを期待している。 

（60代・男性） 

 今年度、国のグリーンニューディール基金による補助を活用し、取手市役
所本庁舎・永山中学校の屋上に太陽光発電パネルを設置する予定です。自然
エネルギーの活用を進める事も勿論ですが、万が一災害が起こった際にも電
気を確保することができるようになることから、防災拠点としての役割を強
化することが大きな目的となっています。 

 また、自然エネルギーの利用だけではなく、緑のカーテンの啓発や街路灯
のLED化による節電など、様々な施策を組み合わせて、市をあげて節電に取
り組んでいます。 

市民アンケート対応状況№１ 

☚ 

取手駅西口に今春オープンした
機械式自転車駐車場「サイクル
ステーションとりで」の屋上に
も、太陽光パネルが設置されて
います。 

（所管：環境対策課） 



お応えします！ 

皆様のご意見 
取手市では映画等に力を入れて 

いるということですが、アマチュア映像クラブ、 
映像コンテストなど、他の市に比べて劣っている。 
プロだけでなく、アマチュアが盛り上げないと、取手
市が映像に力を入れているとは余り感じられない。 
また、せっかく芸大があるのだから、力をお借りして

映像、芸術に力をいれて目に見えた芸術の市に 
したらどうでしょうか。（60代・男性） 

 取手市では、以前から東京藝術大学や取手アートプロジェクト等の団体と
の連携により、様々な分野の芸術を活かしたまちづくりを進めております。 

 芸術としての映像、という観点からは、「取手市壁画によるまちづくり実
行委員会」が、「国際映像コンペティション2013」というイベントを開催
し、JR取手駅東西自由通路でコンペ参加作品の映像を上映いたしました。
今年度も実施予定ですので、ぜひお楽しみいただければと存じます。 
 

 藤代代地区でも、「取手アートプロジェクト」が推進する「半農半芸」と
いうコンセプトでの芸術活動の一環として、高須農協の跡地を活用して
「TAKASU HOUSE]を開設しました。 
 また、藤代駅南口ロータリーをはじめとして、市内各地に 
「ストリートアートステージリング」も設置されています。 
 ぜひ、市内のあちこちでアートを発見してみてくださいね！ 

市民アンケート対応状況№２ 

芸術に関しては取手地区の方は盛り上がっているの
かもしれませんが、藤代地区に住んでいると、何も
日常生活で芸術を感じたり、触れたりすることは無

いです。（30代・女性） 

（所管：文化芸術課） 



お応えします！ 

皆様のご意見 
車がない現在、 
買い物に不便を感じております。 

（70代・女性） 

      取手市では、日常の買い物に困っている方を支援するため、 
移動販売スーパーによる買い物支援事業を実施しています。 

 買い物支援の方法には、ほかにインターネット販売や宅配サービスなども
ありますが、取手市では、皆さんが商品を手に取り、目で見て買うことがで
きる「移動販売」で、お買いものの楽しさも同時にお届けしています。 
 ぜひ、お近くの移動販売地点に足をお運びいただき、ご利用ください。 
 

＜移動販売地点一覧表＞ （平成26年7月現在） 

市民アンケート対応状況№３ 

付近には大型スーパーが少なく、 
（特に新鮮農産物）、不便を感じている。 

（住民の高齢化とともに遠方での買い物が不便） 
（70代・男性） 

•中央タウン 
（向原公園駐車場）  

 月・木 午前10:20～10:40 
•桜が丘自治会 
第2集会所  

 火・金 午前10:55～11:15 

•中央タウン 
（羽中公園）  

 月・木 午前11:00～11:20 •高須公民館   火・金 午前11:30～11:45 

•小堀集会所   月・木 午前11:40～正午 •光風台自治会館   火・木 午後2:50～3:05 

•浜田集落センター   水 午後2:45～3:00 •小文間日鉱団地  火・木 午後3:20～3:35 

•紫水 
（伊奈工業駐車場） 

 月・水 午後2:15～2:30 •小文間山王台   火・木 午後3:50～4:05 

•野々井集会所  
 月 午後3:30～3:45 
 金 午後3:00～3:15 

•中原町 
（中家建材店） 

 水 午前10:10～10:25 
 金 午後1:50～2:05 

•野々井野球場脇駐車
場  

 火 午後2:10～2:25 
•新取手5丁目 
（グリーンベルト） 

 水 午前10:45～11:00 
 金 午後2:25～2:40 

•中内集会所 
 月 午後2:45～3:00 
 水 午後3:20～3:35 

•井野屋敷集会所   水 午後4:00～4:15 

•井野台北坪集会所  
 月 午後4:05～4:20 
 木 午後2:10～2:25 

•市之代集会所  
 水 午前11:25～11:40 
 金 午後3:35～3:50 

•桜が丘自治会第1集会
所  

 火・金 午前10:20～10:40 
（所管：産業振興課） 



お応えします！ 

皆様のご意見 

久賀地区（双葉）は、国道６号バイパスが 
出来たことで車の交通量が多く、大型車などが 
スピードを出していて、非常にあぶない！！ 
幼稚園もあり、お年寄りも多い地域なので 
なんとかして欲しい！！ 

（40代・女性） 

 取手警察署と連携して、双葉地区が生活道路の安全を確保するエリア
「ゾーン３０」として、茨城県警察より指定されました。 
 「ゾーン３０」に指定した区域内では、自動車の最高速度が３０km/hに
規制されます。また、「ゾーン３０」であることを示すカラー舗装などを大
きく、分かりやすく設置します。 

 今年度から、歩行空間を明示する工事なども予定されていますので、いろ
いろな部門が力を合わせて、複合的に安全施策を進めていきます。 

市民アンケート対応状況№４ 

☚双葉地区に設置 
 された 
 ゾーン30の表示 

今後設置される ☞ 
予定のカラー舗装 
（他地区の例） 

（所管：安全安心対策課・道路課） 

＜区域図＞ 



お応えします！ 

皆様のご意見 

今どこでも高齢化の問題で悩んでいます。 
そして小・中学校の統廃合が進んでいます。 

そこで空いた学校の老人達の為に再利用の検討を 
お願いできないでしょうか。多少の補修費がかかる
と思いますが、できれば老人ホーム的なこと、又、
私達のような元気な者もボランティアでお手伝い 

できると思います。 （70代・男性） 

 現在、戸頭西小学校・稲小学校の２ヶ所の学校空き教室にて介護予防事業
「げんきサロン」を実施しています。（げんきサロンとは、自分で出かけら
れる地域の中で集い、仲間同士元気でいきいきと歳を重ねていけるように、
ボランティアの協力を得ながら運営する高齢者の憩いの場です。） 

 カラオケ、そば打ち、絵手紙、ハーモニカ、健康体操など、いろいろなメ
ニューを取り揃えてお待ちしております。また、サロンの運営には多くのボ
ランティアも参加いただいております。ぜひお気軽にお越しください。 
 

 また、高齢者のみなさまが健康で生きがいを持って過ごせるよう、介護予
防の一環として平成25年度より「介護保険ボランティアポイント制度」を新
たに開始いたしました。 
 介護支援ボランティアポイント制度は、65歳以上の方が特別養護老人ホ－
ムでボランティアをしてポイントにより交付金を受け取れるという制度です。 

ボランティアの内容は、施設運営の補助や利用者のお話し相手、草花のお手
入れなど、さまざまです。 

 いきがい作り、介護予防の一環としてもたいへん効果的です。笑顔で元気
な毎日を過ごせるよう、ぜひご検討ください。 

市民アンケート対応状況№５ 

（所管：高齢福祉課） 



お応えします！ 

皆様のご意見 

市について何か知りたい時は 
インターネットのホームページを利用しています。 

取手市のＨＰは、他市町村のＨＰに比べて 
とっても使いづらいです。 

トップページから目的までたどりつけない事が多く、 
検索サイトからダイレクトに目的のページを見ています。 

もう少し使いやすく考えてほしいと思います。 
（30代・女性） 

 今年の４月から市ホームページをリニューアルし、特にトップページが大
きく変わりました。動画コンテンツの導入なども実施し、市のPR映像など
もご覧いただけるようになりました。 
 

 また、同じく４月から職員全員が個人ページを持ち、情報を発信する
「月・木・SAY 職員のささやき」も開始しました。必ずしも業務や市政に
関する書き込みとは限りませんが、職員の生の声をお届けすることを通して、
みなさまに市政や、市役所や、市職員のことをよりご理解いただけたら、と
考えております。 
 
  このアイコンが目印です。☞ 
  ぜひ一度ご覧ください！ 
   
 

 引き続きホームページの利便性・検索性の向上を図るため、職員への研修
やサイト再構築の検討などを実施してまいります。ぜひご期待ください。 

市民アンケート対応状況№６ 

（所管：広報広聴課） 



お応えします！ 

皆様のご意見 

 市職員の対応については、お叱り、お褒め、激励など、さまざまなご意
見・ご指摘をいただいております。 

接遇応対については、接遇や服務規律を指導するとともに、研修なども組み
合わせてサービスレベルの向上を目指しております。 

 また、市職員の業務に必要な専門知識については、職員研修や職場内教育、
自己啓発などを通じ、必要な知識を身に付けられるよう努力しています。 

 今後とも、一人でも多くの皆様にご満足いただけるよう、さらにサービス
向上に努めてまいります。 

市民アンケート対応状況№７ 

応対の態度が悪いときがある。（60代・男性） 

市役所の窓口の応対がいつ行っても悪い。どう
にか改善してください。  （20代・男性） 
 
退屈そうにしてしゃべったり、暇を持て余して
る時がある。      （60代・女性） 

市役所の窓口で、対応していただいた方の何気ない
言い回しに残念な思いをしたことがありました。い
つもとてもよくしていただいているので、これから
もよろしくお願いします。   （30代・女性） 

前と違って職員の対応も良くなってきた。親切、丁寧
に応対していただけたらこちらもラッキーです。 

（60代・女性） 

確定申告の際、取手市役所の方たちの対応に感謝
致しております。       （60代・女性） 

市役所の受け付けは愛想がない！（どの窓口
も・・・）無駄話が多い！  （40代・男性） 

夫の介護の件では、男性職員の丁寧な対応が良
かった。         （70代・女性） 

（所管：人事課） 


