
平成２７年６月実施　町民意識調査自由意見に対する回答
分野 項目 No. 自由意見 回答

(1) 健康福祉 病院・医療 30件 1

最近、町内の病院の閉院や医師の高齢化が進み、このま
まだと病気の時に病院に行けなくなる事も出てくる可能
性があるので医療機関（特に内科そして外科）の充実を
して欲しい。

　町内には、耳鼻科、皮膚科、眼科、整形外科、婦人科が
あり、内科は、４医療機関となっております。
　なお、昨年１０月に策定した人口ビジョンでは、施策の一
つに「子どもからお年寄りまで対応できる医療施設の誘
致」を掲げたところです。

(1) 健康福祉 病院・医療 2

子供を育てるうえで病院（小児科・耳鼻科・外科など）
とても少ないと思います。実際子供の具合が悪くなると
佐倉市や成田市の病院に行きます。これから自分達が何
十年後に老人の年齢になった時、酒々井に自分が通いた
い病院があるのだろうかと心配になります。医療の充実
望みます。

　町内には、耳鼻科、皮膚科、眼科、整形外科、婦人科が
あり、内科は、４医療機関となっております。
　なお、昨年１０月に策定した人口ビジョンでは、施策の一
つに「子どもからお年寄りまで対応できる医療施設の誘
致」を掲げたところです。

(1) 健康福祉 病院・医療 3

高齢化で医療機関へ通う場合の不安、町内に総合病院が
無く、町外へ通院されるため不便なのではないでしょう
か。（町内病院も混んでいて受診まで待ち時間など考え
ると町外へ行きたくなることも考えられます）。

　町内には、耳鼻科、皮膚科、眼科、整形外科、婦人科が
あり、内科は、４医療機関となっております。
　なお、昨年１０月に策定した人口ビジョンでは、施策の一
つに「子どもからお年寄りまで対応できる医療施設の誘
致」を掲げたところです。

(1) 健康福祉 子育て全般 24件 4

子育てに関して保健センターやこども課にお世話になっ
ています。2つの部門があまり連携してないなと感じま
す。同じようなことをそれぞれの部門でやっているよう
に思います。2つの部門が連携をしたら、より良い活動が
できるように思います。

　保健センター事業「ゆりかごルーム」及びこども課事業
「あいあいルーム（地域子育て支援拠点事業）」が対象年
齢や活動内容も類似する事業と理解しております。平成27
年度においては、合同でクリスマスコンサートを実施いたし
ました。
　また、平成28年5月より「酒々井町子ども・子育て利用者
支援事業」を開始いたしました。「子ども・子育てコンシェル
ジュ」を配置し、コンシェルジュによる多岐の分野に渡る子
育ての悩みに対応するため、保健師や相談員等との連携
した取組みを行っております。

(1) 健康福祉 子育て全般 5
幼児（0～5歳）生徒（6～12歳）の遊べる施設。幼児施
設、環境整備、健康施設を整備してほしい。児童館の整
備してほしい。児童館の整備。

　地域子育て拠点事業として「あいあいルーム」と「しょうえ
んこどもこそだてルーム」を設置し、就学前の子をもつ親子
の交流や保育士による保育アドバイス等に取り組んでおり
ます。また、要望の多い子育て支援関連施設の設置につ
いては、高齢者等との交流も視野に入れ、地域全体で子
育てを支える、そして子どもたちが伸び伸び過ごせる町独
自の交流スペースづくりについて検討しているところです。
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平成２７年６月実施　町民意識調査自由意見に対する回答
分野 項目 No. 自由意見 回答

(1) 健康福祉 子育て全般 6

子育て支援についてもっと充実した施策をお願いした
い。具体的には出産手当金、育児手当金等です。出産時
は仕事も休職したりやめたりして収入がなくなります。
そのところの支援を上げてほしいです。

　子ども・子育て支援事業の内、経済的支援事業について
は「児童手当」と「子ども医療費助成」が主となります。町の
財源や国及び県の補助の動向を注視し、施策を検討して
まいります。

(1) 健康福祉 健康 10件 7
保健センターにて諸々の健診をやっているのに対して、
補助してもらえるようになるとより助かる。

　受益者負担として、受診者の皆様には、検診費用の一部
をご負担いただいておりますが、７５歳以上の方、及び非
課税世帯の方は、無料となっています。また、がん検診で
は、特定年齢の方にクーポンによる検診費用の補助を
行っているところです。引き続き、検査費用の補助は行っ
てまいります。

(1) 健康福祉 健康 8
今後老人が多くなってくるので介護費用の増大が見込ま
れるので、先手を取って健康体操などを取り入れて元気
でいてもらう方法にしてほしい。

　町では、平成２８年度、介護予防のためのしすいハート体
操を制作し、だれでもできる簡単で手軽な体操を地域で広
めてまいります。住民の皆さんにも積極的に参加いただけ
るようにします。

(1) 健康福祉 高齢者福祉 9件 9
高齢者が住み続けたい町づくり。行政・福祉サービス業
者が協力して、高齢者の生活を介護していく連携の促進
をはかる。

　介護保険法改正により、平成２９年４月から介護予防事
業を市町村で実施することをはじめ、平成３０年４月から医
療と介護の両方を必要とする高齢者が、住み慣れた地域
で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けられるよう、在
宅医療と介護サービスの一体的な提供に向けて、町と医
師会等でより一層連携を図ってまいります。

(1) 健康福祉 高齢者福祉 10
老後（60才以後）、小中学校の学習のお手伝いをしたい
と考えています。学習ボランティアなど、子供達への支
援は将来の酒々井の財産になると思います。

　町では、未来を担う小中学生に向け小学校３年生から６
年生までを対象にしたこども青樹堂という学習支援の講座
を開催しています。また、中学校では、全学年を対象に、
地域未来塾という講座を開催しています。これらの講座
は、元教員などの地域の皆さんの力をお借りして運営され
ていますので、多くの皆様にお手伝いいただければと考え
ています。
　また、今後は人材登録制度を進めてまいります。
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平成２７年６月実施　町民意識調査自由意見に対する回答
分野 項目 No. 自由意見 回答

(1) 健康福祉 介護保険 9件 11

母の介護をしていて若年性の認知症への対応は町ではほ
とんど例がないのか、いい対応をしてもらえず、ケアマ
ネージャーにさえも入院をすすめられた。近隣市のケア
マネージャーさんに替わりすごく私達のために動いてく
れるのをみて感動しました。デイサービスは酒々井町で
は通える所がないので佐倉市の方まで行って自家用車で
送り迎えしている状態です。酒々井町でも在宅介護に対
するサービス、スタッフなどの育成に力を入れてほしい
です。介護は本当に大変です。体力、メンタル、お金も
かかります。

　町には居宅介護支援事業所が３か所、地域密着型通所
介護施設が８か所あります。地域包括支援センターが開催
する地域ケア会議（ケアマネージャー連絡会議）等におい
て情報交換や事例を検討し、ケアマネジメント能力や資質
の向上を図ってまいります。

(1) 健康福祉 介護保険 12

私はまだ介護認定にはなっておりませんが、将来自分が
要介護状態になった時の事を考えますと、エコトピアだ
けでは不足だと思います。有料老人ホーム又は格安で利
用出来る施設など高齢者の福祉を安定させて欲しいで
す。

　町には特別養護老人ホームが１か所、地域密着型通所
介護施設が８か所あります。特別養護老人ホーム待機者
解消に向け、平成２６年度に公募、審査を行い、施設整備
事業者を選定いたしました。現在、事業者は平成３０年４月
開所に向けて千葉県と協議中であります。

(1) 健康福祉 保育 9件 13
保育料は高いと思います。子供二人を保育園に預けると
10万円くらいかかります。

　保育料は、子ども・子育て支援法施行令の基準に基づ
き、町が参酌して決定しております。国の基準（3歳未満保
育標準時間）と比較して約20%～約55%の減額で町は決定
いたしました。子ども・子育て支援新制度に移行する前と
比較（3歳未満保育標準時間）しても保育料は約5%～約
45%の減額となっております。
　また平成28年度より、年収360万円未満相当の世帯に対
し、多子世帯算定対象年齢の制限（就学前子どもの内、最
高年齢を第1子）を撤廃し、生計を一にする兄または姉が
いる場合は、対象となる保育料を第2子で半額、第3子は無
料となります。

3



平成２７年６月実施　町民意識調査自由意見に対する回答
分野 項目 No. 自由意見 回答

(1) 健康福祉 保育 14
学童保育の環境を整え、しっかりと6年生まで受け入れら
れる体制をつくって下さい。

　平成26年に実施した「子ども・子育て支援に関するアン
ケート調査」の集計及び分析に基づき学童保育のニーズ
を5か年の事業計画として策定しました。事業計画に基づ
き、平成27年度から学童保育入所年齢を3年生までから6
年生までに拡大しましたが、社会情勢の変動により学童保
育のニーズが増加しております。平成28年度においては、
ニーズに対応するため、学童保育室の拡張対策、放課後
児童支援員の資格取得や補助員の確保等の事業を進
め、待機児童を出さない取組みをしております。

(1) 健康福祉 その他福祉 8件 15
精神障がい者に、金銭面やタクシー券などの交付をお願
いします。

　町では、精神障害者向けのタクシー券などの交付は行っ
ていませんが、国の障害者総合支援法に基づく障害者福
祉サービスとして自立支援精神通院医療費助成制度や、
精神障害者保健福祉手帳の等級によってはNHK受信料の
減免制度や普通自動車税の減免等の制度が利用できま
す。

(1) 健康福祉 その他福祉 16 生活保護受給者の調査はきびしく!!
　酒々井町の場合、生活保護の実施・決定主体は千葉県
印旛健康福祉センターとなっておりますので、連携した対
応を行ってまいります。

(2) 教育文化 教育 6件 17
他の都市の子の様に勉強だ、いじめだとぎすぎすしない
ので、のびのびと思いやりがある酒々井っ子になってほ
しい。

　酒々井町の子どもが勉強に熱心に取り組み、いじめをし
ない・許さないという決意をもち、のびのびと思いやりのあ
る子どもとして成長していくように努めてまいります。

(2) 教育文化 教育 18

空港に近いので国際交流の場があればと思う。例えば
ホームステイしてもらうとか外国の子供達を酒々井の学
校に遊びにきてもらう等。幼稚園、小学校でも英語にふ
れる機会が少ない。外国の子供達と一緒に田植え体験す
るとか酒々井の獅子舞を見るとか。

　町ではホームステイを受け入れるホストファミリーの登録
を進めております。昨年は春と秋の２回、台湾の中高生を
受け入れました。また、外国から酒々井町に来ていただく
機会があれば、学校としても積極的に交流を図るように努
めます。現在、町の中学生２０名をオーストラリアのシド
ニーへ派遣する事業があるので（平成２４年度から）、さら
に充実するように推進してまいります。
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平成２７年６月実施　町民意識調査自由意見に対する回答
分野 項目 No. 自由意見 回答

(2) 教育文化 図書館 6件 19

図書館を平日1～2日でもいいので、夜7時まで開館しても
らえると仕事帰りに寄って本を借りられるのですが難し
いでしょうか。佐倉市、成田市の図書館は夜7時まで開館
している日もあるようですし、自動貸出機を設置すれば
人件費も抑えられると思います。土、日、祝は主人が仕
事で、平日休みが多いので、土、日、祝日は図書館に行
こうと思っても6歳、3歳の子どもがおり、一緒に連れて
行くとゆっくり本を借りられません。平日はフルタイム
で働いているため、夕方少しでも図書館に行く時間があ
ればいいなと思っています。

　図書館の開館時間の延長につきましては、平成２０年１
月から平成２１年３月までは毎週金曜日、平成２１年４月か
ら９月までは毎週土曜日の開館時間を午後６時３０分まで
延長し、その利用状況を把握したところ一日平均利用人数
は約１２名という結果となりました。このことを踏まえ、夜間
の開館について検討した結果、日中同様に目的外の利用
者など不特定の来館者があり、職員体制の手薄となる館
内や来館者の帰路の安全面などが懸念されることや費用
対効果等を考慮し、継続しないこととした経緯があります。
　新たに自動貸出機を設置しては、とのご提案につきまし
ては、夜間業務にあたる正規職員や臨時職員を新たに配
備することになり、更には貸出機の導入経費や現在ある書
籍等にＩＣチップを装備するなどの初期投資費用が生じるこ
とから、現状においては難しいものと考えております。な
お、更に要望があれば設置について検討いたします。

(2) 教育文化 図書館 20
プリミエール酒々井に読みたい本が少ない。もっと新し
い本を増やして欲しいです。古い本ばかりです。

　町立図書館では、各分野の基本図書を中心に利用者の
ニーズを考慮した選書を心がけ、資料購入（平成27年度：
2,184冊）を行っておりますが、図書館に読みたい本がない
場合は、図書カードをお持ちで町内在住・在勤の方であれ
ばどなたでもリクエストすることができます。リクエストされ
る場合は館内備え付けの「リクエストカード」にご記入いた
だくか、お電話でのお申込みとなりますのでご利用くださる
ようお願い申し上げます。
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平成２７年６月実施　町民意識調査自由意見に対する回答
分野 項目 No. 自由意見 回答

(2) 教育文化 プール 3件 21
中学校にプールが無く、小学校のプールも老朽化してい
る。町営プールがあればよいと思います。子供達の体力
が弱くなる気がします。早急にお願いしたいです。

　中学校の体育は、学習領域を選択して履修することに
なっており、酒々井中学校では、「水泳」を選択していませ
ん。
　酒々井小学校のプールは、老朽化に伴い故障している
ため、佐倉市のスイミング教室に学年ごとにバスで通っ
て、水泳学習を実施しています（平成２７年度から）。大室
台小学校のプールは、機能を十分に果たしています。町営
プールについては、「ちびっ子天国」の活用を積極的に推
進し、子どもから大人までの水泳の機会が増えることを期
待しているので、現在のところプール建設の予定はありま
せん。

(3) 生活環境 交通安全 36件 22
通学路が劣悪です。登校時間に合わせて試しで歩いてみ
て下さい。歩道もなく、大型車が通る狭い路肩を子ども
たちにいつまで歩かせるのですか？対応が遅すぎます。

　町では、交通政策会議を設置し全庁的な取り組みをして
います。道路の整備は地権者との問題もあり進捗には時
間がかかります。また、平成２４年度から毎年、通学路点
検を行っているところです。その中で酒々井小学校の通学
路危険箇所である町道０２－００９号線（横町：県道役場入
口交差点～中央台入口）は、歩道設置に向けて事業を進
めているところです。
　また、県道宗吾酒々井線においても、歩道設置に向けて
県が事業を進めているところです。

(3) 生活環境 交通安全 23

今の酒々井町は老人に優しく、子供に厳しい町だと思い
ます。子供の通学路に歩道、信号をいつまでたっても
作ってくれないのに老人の集まる場所にはすぐに信号が
つく。そのせいで渋滞する場所があるのを知っています
か？無駄なことをしないでほしいです。

 信号機の設置については、交通量が多く、事故の発生の
危険性が高い場所に設置されます。設置については、警
察署の取扱いになりますので、事故の危険性が高い場所
への設置については、警察に要望します。

(3) 生活環境 交通安全 24

運転マナーも悪く、轢かれそうになったことも多々あり
ます。細い住宅街の51号へ抜ける道など事故も多く、道
も悪く、行きからすれ違う車の音、クラクション音がス
トレスです。安らげません。どうにか対策をお願いしま
す。

　警察や交通安全協会による街頭監視は、交通安全運動
期間中は特に力を入れて行っているところです。日頃から
の運転手のマナーによるものについては、広報や回覧、ま
たホームページで啓発を行っていきます。

(3) 生活環境 防犯 21件 25
交番の増設も希望したい。東酒々井、ふじき野地区に
１ヶ所あってほしい。不審者対策としてもよいと思う。

　町では、警察官のＯＢを配置する「防犯ボックス」を酒々
井駅東酒々井側の駅前に平成２９年度から開設する予定
です。
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平成２７年６月実施　町民意識調査自由意見に対する回答
分野 項目 No. 自由意見 回答

(3) 生活環境 防犯 26

最近、治安が悪くなってきている様に感じます。空き巣
やひったくりなどが多くなっており、不安が大きいで
す。防犯対策を強化して安心して暮らせる町になるとよ
いです。

　防犯は、地域ぐるみによる取り組みが大切であると考え
ています。町では「防犯ボックス」の設置や、各区、自治会
による取り組みについて支援してまいります。

(3) 生活環境 防犯 27 防犯灯や街灯をもっと増やしてほしいです。

　防犯灯には、町管理の防犯灯と自治会や区管理の防犯
灯がありますので、要望場所を示していただき管理者へ要
望をお願いいたします。また、自治会等で防犯灯を設置す
る際には、町からの補助金制度もあります。

(3) 生活環境 自然 19件 28

京成線臼井駅をすぎると田園地帯や山々が広がっている
のを見ると心がほっとする。51線、ＪＲ線も同様の事が
言える。この風景を世代が変わっても残していきたいも
のです。

　酒々井町には歴史・里山・里沼などの地域資源が多数あ
ります。これらの歴史的文化遺産や自然環境を活かし、町
民誰もが、“ふるさと酒々井”に愛着を持ち、育って良かっ
た、住んで良かったと思える、日本で一番古い町としての
歴史を活かした文化創造のまちづくりを進めてまいります。

(3) 生活環境 自然 29
緑豊かな所がいい所なので、そこを残しつつ町が発展し
てもらえればいいなと思います。

　町では、平成２５年度から景観行政団体に移行し、関係
者の協力を得て歴史的景観整備を進めています。

(3) 生活環境 自然 30
印旛沼の豊かな自然を活かして頂きたいです（佐倉市、
成田市、印西市などと協力して）。

　町では、平成２５年度から景観行政団体に移行し、関係
者や周辺市の協力を得て歴史的景観整備を進めていま
す。
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平成２７年６月実施　町民意識調査自由意見に対する回答
分野 項目 No. 自由意見 回答

(3) 生活環境 草刈り・剪定 16件 31

公園や道路、緑道などの草刈り、木の枝はらいなどを早
急にやってほしいと思います。どこを見ても雑草で荒れ
果てています。中央台の緑道の両サイド雑草でいっぱい
です。ふじき野のメイン通りは歩いていると街路樹の木
の枝が頭にあたるところまで垂れ下がっています。その
足元は雑草でおおわれています。図書館も人の集まると
ころなのに雑草で荒れ果てています。防犯上からも衛生
面からも早急に対処してほしいです。これでは「美しい
町」とは言えません。

　道路や公園の除草につきましては、公園愛護団体が除
草等をしていただいている公園を除き町が年間を通し管理
をしておりますが、なかなか十分な回数を実施できないの
が現状です。なお、ふじき野のメイン通りにつきましては、
昨年度街路樹の剪定を行ったところです。
　現在、プリミエール酒々井の歩道側（駐車場出入口側）
の芝桜植込み箇所については、年間３回の除草委託及び
駐車場出入口側・中央公園側の樹木剪定については、年
間１回の剪定委託を行っております。
　また、敷地内の一部分につきましては、ボランティアの方
による除草や職員による除草を行っておりますが、ご不快
な思いをさせ大変申し訳ありません。
　今後は、プリミエール施設全体の維持管理について検討
を行い、対応して参りたいと考えておりますので、ご理解願
います。

(3) 生活環境 草刈り・剪定 32

町の表玄関である京成酒々井駅東口から国道51号交差点
大道までの歩道の雑草が気になります。定期的に除草す
るなど環境美化に配慮して欲しいです。最近はアウト
レットを利用する人や本佐倉城跡の見学など酒々井を訪
れる人が年々多くなっています。酒々井は汚い街と印象
づけないように特に駅前はきれいに清潔にして欲しいで
す。

　歩道の除草に関するご指摘ありがとうございます。アウト
レット行のバスからもよく見える路線ですので、管理者とし
て、少しでも町民の負担がかからないよう努め、きれいな
町をこころがけてまいります。

(3) 生活環境 ごみ 15件 33

ゴミの収集について。現在生ごみの収集が週に2回しかな
く、特に夏場の腐敗が酷く、生活臭としてかなりキツ
イ。衛生的にも配慮が必要だと思う。酒々井での定住の
ために補助金など金銭援助を考える前に、現在住んでい
る住民の生活に目を向けてほしい。においは転居を考え
るレベルです。

　現在の収集回数を変更することは、費用の増加に直結
し、その分が町民の皆様の負担となりますので、現状の収
集回数を維持したいと考えております。なお、次の収集ま
で待つことができない場合は、可能であれば清掃組合へ
の自己搬入をお願いします。

(3) 生活環境 ごみ 34
カン、ビンのゴミ回収を週一回くらいに増やして欲し
い。

　現在の収集回数を変更することは、費用の増加に直結
し、その分が町民の皆様の負担となりますので、現状の収
集回数を維持したいと考えております。なお、次の収集ま
で待つことができない場合は、可能であれば清掃組合へ
の自己搬入をお願いします。
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平成２７年６月実施　町民意識調査自由意見に対する回答
分野 項目 No. 自由意見 回答

(3) 生活環境 防災 12件 35

防災無線は町内にいて聞き取れる時ばかりではありませ
ん。メール配信等で町外にいても情報を得られるシステ
ム作り、ケーブルテレビの町の情報活用等手軽に誰でも
わかりやすい方法で活用推進してはいかがでしょう。

　町では、平成２８年度から防災行政無線の工事を行いま
す。この工事に合わせて、メール配信などを行っていく予
定です。また、ケーブルテレビによる防災情報も配信でき
るよう検討してまいります。

(3) 生活環境 防災 36
最近地震が多いのでその時の為にも自宅に備えたい。大
地震はそろそろきそうな予感がします。対策は万全にし
て欲しい。

　町では、大地震に備えて、できるだけの対策は事前に行
うこととしていますが、自助が最も有効な備えになりますの
で、日頃から避難に必要な準備をお願いします。町の「地
震ハザードマップ」を参考にしてください。
　昭和５６年以前に建てられている場合は、耐震性が不足
している可能性がありますので「耐震診断」を受け、適切な
「耐震補強工事」を行う必要があります。「耐震診断」、「耐
震改修工事」は、町の補助制度があります。また、その他
耐震ベッド、耐震シェルター工事などの補助制度もありま
す。

(3) 生活環境 下水道 8件 37
京成酒々井駅周辺ですが、トイレくさいにおいがするこ
とが多々あります。下水でしょうか？一度点検をお願い
します。

　駅周辺で、公共下水道管の排水不良等は確認できませ
んでした。
　今後につきましても、下水道施設の適切な維持管理に努
めてまいります。

(3) 生活環境 下水道 38
大雨が降ると51号線のガストの近くなどが冠水して困
る。

　根本的な原因は、中川排水路の流下能力不足によりま
す。当面の対応として、流域内での雨水浸透対策を行うほ
か、国道管理者と協議し道路排水の一時貯留等が可能か
どうか検討してまいります。

(3) 生活環境 騒音 6件 39
常に（特に窓を開ける夏）大学生の原付のマフラー音、
話し声、騒ぐ声、奇声が日中、深夜問わずヒドイ！騒音
です。

　騒音があまりに酷いときは、警察に電話してくださいます
ようお願いします。

(3) 生活環境 騒音 40
51号線や296号線の暴走族がうるさい。毎年改善している
ように感じないし、町として黙認しているとしか思えな
い。

　町では啓発などに取り組んでいますが、暴走族の対策に
ついては、警察へ取締りの強化などをお願いしてまいりま
す。

(3) 生活環境 ペット 4件 41
ペットの糞などもう少し強く言ってもらいたいです。中
央台、東酒々井がひどいです。

　ペットの糞の問題につきましては、飼い主のモラルに負う
所が大きいですが、今後も町広報への掲載や立看板の設
置などにより啓発を行い、飼い主のモラル向上に努めてま
いります。
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平成２７年６月実施　町民意識調査自由意見に対する回答
分野 項目 No. 自由意見 回答

(4) 都市基盤 道路 25件 42 アウトレット周辺、特に墨入口の渋滞解消を！！
　墨入口交差点は、国道の右折レーンの設置を含めた交
差点改良の推進を道路管理者である県に要望していると
ころです。

(4) 都市基盤 道路 43
住宅街の道路が荒れていたり、パッチワークの様に見え
る所があります。きれいになったらいいと思います。町
の価値も上がると思います。

　国の補助金を活用して舗装の打替え工事を計画的に実
施しておりますが、すべての道路には対応できていません
ので、部分的な補修で対応しているところもあります。ご理
解をお願いいたします。

(4) 都市基盤 道路 44
馬橋のネオポリスから南酒々井駅に歩道橋を架けてもら
いたい（駅への近道）。

　駅へのアプローチ、歩道橋については、ＪＲと協議してま
いります。

(4) 都市基盤
バス（ふれあいタ
クシー含む）

22件 45

アウトレット行きのバスの本数を増やせないのでしょう
か？価格も住民は少し安いなどのサービスが欲しいで
す。ふれあいタクシーの利便性を上げてほしいです。本
数、時間帯、行き先（範囲）。

　土・日、祝日などは利用者が多いため臨時の便を増やす
などして対応しています。バス料金については利用者から
一律の料金をいただき、低料金での運行を保っています。
　全体的には、京成酒々井駅及びＪＲ酒々井駅の乗降者
数を考慮し、バスのダイヤを決めています。
　ふれ愛タクシーのサービス向上については、町民負担が
増大することから、今後、利用者からアンケートを取り、そ
の意見を参考として運行事業の向上を図ってまいります。

(4) 都市基盤 バス（ふれあいタクシー含む） 46
バスを利用することがあります。電車の時間に合わせて
運行考慮していただきたい。バスではなくワゴン車とか
にして本数増やして欲しい。

　バスの便数は利用頻度にもよりますが、バス利用環境の
みならず、町民の皆様の負担も考えつつ、公共交通全体
で町民の利便性が向上するよう、関係機関と協議を行って
まいります。

(4) 都市基盤 バス（ふれあいタクシー含む） 47
ふれあいタクシーの町外で下車する施設を増やしたり途
中で下車できるようになると助かります。

　ふれ愛タクシーの運行は、区域運行の認可が必要となり
ます。ふれ愛タクシーを運行している交通事業者が、路線
バスとの競合を避けるために関係者の合意を得た上で、
運輸局に申請することになります。今後、利用者からアン
ケートを取り、その意見を参考として運行事業の向上を
図ってまいります。

(4) 都市基盤 まちづくり 20件 48

古き佳き時代の酒々井町の情景を残しつつ、現代に生き
る人々の利便性、感情をいかせるまちづくりを推進して
ほしい。人々は十人十色です。全ての人々の納得が得ら
れるまちづくりに少しでも近づくことによって酒々井町
に住んでよかった、通勤・通学してよかったと思えるよ
うにしていくことが必要です。

　町民誰もが、歴史と文化、自然豊かな“ふるさと酒々井”
に愛着と誇りを持ち、「酒々井で育ってよかった」、「酒々井
に住んでよかった」と思えるよう、日本で一番古い町として
の歴史を活かした文化創造のまちづくりを進めてまいりま
す。
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平成２７年６月実施　町民意識調査自由意見に対する回答
分野 項目 No. 自由意見 回答

(4) 都市基盤 まちづくり 49
多くの若い世代に住んでもらい、若者と高齢者がバラン
ス良く調和し、町の活性化が図れることを望みます。

　町で生まれ学び育った子どもたちが、大学進学などで
いったん町を出たとしても、就職後や結婚後に町に帰って
きて、町で生活し、子どもを産み育てるなど次世代に繋げ
ていくために、幼い頃からの教育や、子どもから高齢者ま
での世代間交流等を活発にして、“ふるさと酒々井”に対す
る郷土愛の醸成を図ってまいります。

(4) 都市基盤 まちづくり 50

まわりに成田市、佐倉市、富里市といった発展した都市
に囲まれている利点を生かし、酒々井町は住環境を整え
た長く生活し暮らしていけるコンパクトな空間を目指し
た方がいいと思います。けっして周りの市と一緒になっ
たり、大きくな。る必要はなく、住み続けていくにはと
いうことに特化した自治体になってほしい

　町では、数や規模にこだわらず、小規模でも高品質でお
しゃれなコンパクトシティとしてのまちづくりを進めていま
す。病院や高齢者向け居住系施設と子育て支援施設など
を町の中心市街地に近接して整備することにより、安全・
安心なくらしの拠点とするとともに、町民の健康寿命を延ば
し、生涯、健康で生きがいのある生活が送れる環境を提供
してまいります。

(4) 都市基盤 跨線橋・踏切 15件 51

酒々井町は中央台と東酒々井がＪＲの鉄道によって真中
で二分されていてＪＲ酒々井駅の踏切のみ主要道路がな
い。東酒々井の人は役場、公民館、プリミエール等に来
るのに、大変な思いをしています。また、中央台の人
は、東酒々井へはよほどの用事が無い限り行きません。
役場の下の道路（ＪＲの上）を早く作ってほしい！

　当路線は、平成３年に国道５１号と国道２９６号との連絡
機能として都市計画決定を行った計画路線ですが、新たに
整備することにより、通過交通を起因とする環境問題等を
懸念し、反対する地域住民との合意形成が図れなかった
ため、事業化の目途が立たない長期未着手路線として残
されている状況です。

(4) 都市基盤 住宅 15件 52

マンションを増やしてほしいです。アパートか、戸建し
かなく、よそから酒々井へ来た者にとっては、とても住
みにくい。戸建はいらないが、ファミリータイプのア
パートもなく困っています。早急にマンションを考えて
いただきたいです。

　民間活力の導入を推進し、子育て支援の充実と多様なラ
イフスタイルやニーズに対応した適正な住宅供給を図り、
安心して定住できるまちづくりを進めてまいります。

(4) 都市基盤 住宅 53
高齢化による空き家が住宅地や農村地域でも目立ってい
るように思います。空き家対策の充実と活用が急務だと
思います。

　町では、自治会の協力を得て平成２６年度に空き家調査
を実施しました。特に危険となる空き家（特定空き家）は８
戸でした。適切な管理が行われていない空き家は、防災、
衛生、景観等の地域の住民の生活環境に深刻な影響を及
ぼしていることから、空き家等の実態調査を行い、所有者
の意向を伺い、空き家の利活用方針や、空き家の適切な
管理を促進するための情報提供や助言を行うなど、対策を
検討してまいります。
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平成２７年６月実施　町民意識調査自由意見に対する回答
分野 項目 No. 自由意見 回答

(4) 都市基盤 住宅 54
住宅を安く購入できたり、古い住宅のリノベーションの
補助とかがあれば間違いなく住み続けたいです。

　生活環境の向上や町内産業の活性化などを図ることを
目的とした住宅リフォーム工事への補助事業を実施してい
ます。今後も、定住促進に向けた支援策を検討してまいり
ます。

(4) 都市基盤 公園 14件 55

酒々井町は小さい公園ばかりで管理が行き届いていな
い。雑草がひどく変な置物だらけの公園では子供達も使
用したくない(不審者も出る）。またボール遊びが出来な
い公園も多いため道路でボール遊びをしている子が多
い。交通事故につながるし近所迷惑にもなるので安全な
公園設置を望む。

　草刈りや清掃等の管理に努めてまいります。
ボール遊びにつきましては、広場のある公園を利用してい
ただくようお願いしていきます。

(4) 都市基盤 公園 56
子供が遊べる公園が少ないです。公園があっても小さい
のでボール遊びなど思い切りする事ができません。

　地域の街区公園は規模も小さい公園が多く、遊具等も設
置されておりますので、ボール遊びにつきましては、広場
のある公園を利用していただきますようお願いいたします。

(4) 都市基盤 鉄道 5件 57 ＪＲ酒々井の電車の本数が増えるともっと便利になる。

　鉄道については、ＪＲ等関係機関と協議を進め、さらなる
利便性の向上に努めてまいります。また、路線バス、ふれ
愛タクシー等、公共交通全体で町民の利便性が向上する
よう努めてまいります。

(4) 都市基盤 鉄道 58
京成宗吾参道、ＪＲ総武本線南酒々井の利便性を向上さ
せて欲しい。

　両駅周辺は、利便性の向上や商業・業務機能等の充実
を図り、それぞれの趣きを活かした地域拠点づくりを進め
てまいります。

(4) 都市基盤 駐輪場 3件 59
JR酒々井駅の駐輪場が雑然としていて見た目が悪いで
す。もう少し何とか整備出来ないのでしょうか?

　ＪＲ酒々井駅の駐輪場につきましては、既設の京成酒々
井駅と同様に、有料化を前提とした整備を計画しておりま
す。

(4) 都市基盤 バリアフリー 3件 60
高齢者も多いので、歩きやすく、車椅子等も使いやすい
環境が大切かと思います。よろしくお願い致します。

　公共施設や歩道の整備にあたっては、バリアフリーに努
めてまいります。

(5) 産業経済 商業・商店 32件 61

JR酒々井駅周辺に商業施設を増やしてほしい。せっかく
アウトレットができてバス停があるのに、待っている時
間に利用できるカフェやお店があれば、町外から来た人
も利用すると思う。

　商工会や関係団体と駅前通りがにぎやかになるよう協議
してまいります。
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平成２７年６月実施　町民意識調査自由意見に対する回答
分野 項目 No. 自由意見 回答

(5) 産業経済 商業・商店 62

JR駅と京成駅のメイン通りが淋しすぎます。折角直線で
つながれているのに人通りが少なく昼間は通りに活気が
ありません。書店、雑貨店など人が集まれる様な店舗を
考えて下さい。どうぞよろしくお願いします。

　商工会や関係団体と駅前通りがにぎやかになるよう協議
してまいります。

(5) 産業経済 商業・商店 63 徒歩圏内の商店が欲しい。 　商工会や関係団体と協議してまいります。

(5) 産業経済 商品券 22件 64
プレミアム券の販売の方法は大反省し、苦情が多数寄せ
られていると思いますが、それを一つずつ重く受け止め
てこれからの町づくりを進めて下さい。

　今回多くの反省点がありました。今後同様な事業があっ
た場合は、今回の課題を踏まえ、たとえプレミアム率が下
がっても全世帯を対象とするなど、より良い制度設計に努
めてまいります。

(5) 産業経済 商品券 65
プレミアム商品券の販売があったが、あまりに不平等な
販売方法で納得いかなかった。町は商工会に丸投げでや
り方何のために販売したのかわからない。

　今回多くの反省点がありました。今後同様な事業があっ
た場合は、今回の課題を踏まえ、たとえプレミアム率が下
がっても全世帯を対象とするなど、より良い制度設計に努
めてまいります。

(5) 産業経済 商品券 66
プレミアム商品券は全世帯が買えるような工夫がほしい
です。それでないと意味が無いと思う。

　今回多くの反省点がありました。今後同様な事業があっ
た場合は、今回の課題を踏まえ、たとえプレミアム率が下
がっても全世帯を対象とするなど、より良い制度設計に努
めてまいります。

(5) 産業経済 アウトレット 20件 67

アウトレット周辺の施設が整っていない。成田に子供も
いるので子供の遊べる施設があれば親子での集客がある
と思う。道の駅、遊べる銭湯（イメージ大江戸温泉やラ
クーアみたいな）、大型アスレチックなどで家族がどの
世代の方でも楽しめる一画にならないと、ただアウト
レットだけあっても行かないと思う。

　アウトレット周辺には、昨年１２月に温浴施設がオープン
しており、直売所等の集客施設については、来年４月に
オープン予定で、現在建設が進められているところです。

(5) 産業経済 アウトレット 68
アウトレットが出店して町も活気づいてきましたが、こ
れからもより一層住みやすい町にして頂きたいです。

　酒々井町では、「地方における安定した雇用を創出す
る」、「地方への新しい人の流れをつくる」、「若い世代の結
婚・出産・子育ての希望をかなえる」、「時代に合った地域
をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携す
る」という４つの基本目標をもとに、住みよいまちづくりを進
めてまいります。

(5) 産業経済 アウトレット 69
アウトレットがあるのならそれを最大に活用し発展させ
ていくしかないと思います。

　アウトレット来場者が酒々井町の中心市街地にも訪れ、
町全体が活性化するよう努めてまいります。
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平成２７年６月実施　町民意識調査自由意見に対する回答
分野 項目 No. 自由意見 回答

(5) 産業経済 観光 12件 70

先日海外在住の友人が泊まりにきました。住宅地のすぐ
近くに田んぼがある。これは日本ならではのもの、感激
していました。この景観を生かしたもっと魅力的な風景
をアピールできないものかと思います。

　南の大地から印旛沼に広がる酒々井古来の地形、谷津
田などの田園風景を残しながら、散策路の造成など魅力
あるまちづくりに取り組んでまいります。

(5) 産業経済 観光 71
アウトレットの他にも、本佐倉城址とか子供が遊べる公
園、遊園地を活発にするとたくさんの人々が酒々井に遊
びに来てくれるのではと思います。

　アウトレットを訪れる方々に、中世の城郭跡「本佐倉城
跡」や「酒々井宿」などを紹介し、併せて親子が楽しめる施
設整備を進め魅力ある町になるよう取り組んでまいりま
す。

(5) 産業経済 道の駅 12件 72
道の駅や産直などから酒々井町の良さや魅力を発信して
みたい。地元の自分には気付かない町の良さをまわりの
人が教えてくれる気がする。

　酒々井プレミアムアウトレット内の酒々井コミュニケーショ
ンセンター、酒々井温泉湯楽の里などで情報を発信してい
るところですが、アウトレットなどの事業者やそこに訪れた
お客様の声も聴きながら、町の情報を発信してまいりま
す。

(5) 産業経済 道の駅 73

空港、インター、アウトレット、鉄道等があり便利で町
外からの方が多く移動するのに町内に人を集める物がな
いのがとても残念だと思います。立ち寄ってもらう目玉
の物、道の駅の様なところがあればな…と思う。

　酒々井のアウトレットにはあらゆる方面から大勢の方が
訪れております。
　アウトレット周辺に直売所等の集客施設が立地する予定
です。今後も、関係機関と協力しながら町内への集客方策
を検討してまいります。

(5) 産業経済 農業 8件 74
農地の荒廃が目立って町の美観が損なわれています。2～
3年も手入れしないと現状復帰は困難を極めることになる
ので早急な対策が必要と思われます。

　現在、日本全国で農地の遊休化が進んでおり、当町にお
いても、農業従事者の高齢化や後継者不足の為、耕作さ
れず、荒れている農地が多くあります。その中で、町農業
委員会では、新規就農者や農地所有適格法人など新たな
担い手への支援や大規模農家への農地の集積に取り組
むとともに、遊休農地とならないよう未然防止を図るため、
農地所有者に農地を適正に管理して頂くように草刈の通
知を行っています。今後は、平成２６年に設立された農地
中間管理機構の活用により、耕作放棄地の再生、有効利
用を進めてまいります。
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平成２７年６月実施　町民意識調査自由意見に対する回答
分野 項目 No. 自由意見 回答

(5) 産業経済 農業 75
酒々井町の田園風景をなくさないよう、農業にも力を入
れ、農業の若手後継者を育成してほしいと思います。

　農業従事者の跡継ぎが育たないのは農業収入が見込め
ないところに原因があります。町では、新規参入など次代
を担う農業者を確保するため、認定農業者対象者に対し
て、認定農業者制度のメリットをPRするとともに、農業の若
手後継者の育成・経営改善・規模拡大のための機会・施設
などの導入の支援を行っています。

(5) 産業経済 イベント 8件 76
お店だけでなく、自由に持ち込んでお茶ができるような
スペースとか。婚活的なイベントとか。街の商店で飲食
しながらバルウォーク的なイベント。

　現在、商工会の青年部が中心となり婚活イベントなどが
開催されおります。今後は町内の商店がより活性化され、
多くのお客様が訪れるような楽しいイベントが開催されるよ
う、関係する方々と協議してまいります。

(5) 産業経済 イベント 77
横との連携をとることで祭り事がより盛大になると思
う。

　関係する団体や関係課と連絡や調整しながら取り組んで
います。これからもより連携を保ち取り組んでまいります。
なお、現在、町民が結集する「酒々井・千葉氏まつり」を企
画しています。

(5) 産業経済 企業誘致 5件 78 若者が永住出来る様、積極的な企業の誘致を図る。

　町では、独自の企業誘致制度を策定するとともに、千葉
県企業立地課へ町職員を派遣し、優良企業を誘致に取り
組んでいるところですが、今後も千葉県、金融機関などと
協力しながら、優良企業を誘致できるように取り組んでま
いります。

(5) 産業経済 企業誘致 79
雇用の増加を見込める企業誘致に力を入れてほしいで
す。

　町では、独自の企業誘致制度を策定するとともに、千葉
県企業立地課へ町職員を派遣し、優良企業を誘致に取り
組んでいるところですが、今後も千葉県、金融機関などと
協力しながら、優良企業を誘致できるように取り組んでま
いります。

行政施策 25件 80
常に町民の為の町づくりを考え、他の市や町の良い所を
積極的に参考にして住み良い町にして下さい。

　酒々井町は、人口約２万人、面積１９．０１㎢で、駅が４
駅、酒々井ＩＣやＰＡもあり、１中学校、２小学校とまとまりの
あるコンパクトシティです。この機能を更に向上させるた
め、「地方における安定した雇用を創出する」、「地方への
新しい人の流れをつくる」、「若い世代の結婚・出産・子育
ての希望をかなえる」、「時代に合った地域をつくり、安心
なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する」という４つ
の基本目標をもとに、住みよいまちづくりを進めてまいりま
す。

(6) 地域社会
と行財政
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平成２７年６月実施　町民意識調査自由意見に対する回答
分野 項目 No. 自由意見 回答

行政施策 81

治水、駅前開発、特産品、全ての起案に関して中途半端
で進んでいない様に思われます。新たに何かを始める前
に行政一丸となって今ある問題を解決していかれた方が
良いのではないでしょうか。

　町民と議会・町とが「チーム酒々井」として一丸となり、今
回の地方創生を契機にあらゆる方策を展開し、住みよいま
ちづくりを進めてまいります。ご支援ご協力をお願いいたし
ます。

(6) 地域社会と行財政行政施策 82

アウトレットができ、酒々井の知名度が高くなってきた
のではないかと感じる。しかし、うぬぼれることなく
酒々井の良さを改めて考えて伸ばしていってほしいと思
う。

　酒々井町には歴史・里山・里沼などの地域資源が多数あ
ります。これらの歴史的文化遺産や自然環境を活かし、町
民誰もが、“ふるさと酒々井”に愛着を持ち、育って良かっ
た、住んで良かったと思える、日本で一番古い町としての
歴史を活かした文化創造のまちづくりを進めてまいります。

(6) 地域社会と行財政行政施策 83

現在の酒々井町には強みと言える強みが無い為、行政改
革の切り口が見えて来ない。強みを見い出すか、新たに
創造していかなければ大きく変えていくことは難しいと
思う。

　酒々井町は、地勢や交通環境、駅周辺の都市的未利用
地や上下水道の整備状況、さらには、雇用の増加や駅周
辺における住宅需要の高まりなど、他の地域にはない町
独自の強みを有してています。
　今後、町民と議会・町とが「チーム酒々井」として一丸とな
り、今回の地方創生を契機にあらゆる方策を展開し、住み
よいまちづくりを進めてまいります。また、実現のために
は、住民自らの参画を期待しているところです。

(6) 地域社会と行財政若者定住 24件 84

周りの知人友人も家の購入を考えている人が多いです
が、子育てや福祉等にやはり酒々井町を選ぼうとする人
は少ないです。住民を増やす為には、少し思いきった政
策も必要かと思います。

　子どもを安心して産み育てる環境を整備するため、中心
市街地に近接した利便性の高い岩橋保育園を中心とした
子育て支援拠点を整備するとともに、酒々井町独自の地
域性を加味した特色ある子育て支援の制度づくり等を推進
し、結婚から妊娠・出産・子育てまで切れ目のない一貫した
子育て支援を進めてまいります。

(6) 地域社会と行財政若者定住 85

コンパクトシティとして理想的な町であるにも関わら
ず、年々高齢化が進んでいる様に感じられる。教育（特
に中学校）レベルの向上を目指し、また小児医療の充実
を実現し、子育て世代が「住んでみたい」と思える町に
していくことが重要であると考える。

　児童生徒が社会の変化に主体的に対応できるよう、特色
ある学校づくりを推進し、それぞれの生きる力の育成を
図ってまいります。また高品質なコンパクトシティとしてのま
ちづくりを進めるなかで、病院や高齢者向け居住系施設と
子育て支援施設などを町の中心市街地に近接して整備す
ることにより、安全・安心なくらしの拠点とするとともに、町
民の健康寿命を延ばし、生涯、健康で生きがいのある生活
が送れる環境を提供してまいります。
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平成２７年６月実施　町民意識調査自由意見に対する回答
分野 項目 No. 自由意見 回答

(6) 地域社会と行財政若者定住 86

やはり子育てしやすく、子どもが多い環境が町をにぎや
かにしていくことだと思いますが、大きくなるとほとん
ど出て行ってしまう現実があります。一人暮らしでも家
賃が安いとか、定住しやすい環境も必要かと思います。
他の自治体では低家賃、保育料の低さ等、収入面で若い
人は大変な所、自治体で応援している所もあるようで
す。参考も必要かと思います。

　地方創生の中で、若年層・子育て世帯への経済的負担
の軽減を図り、子どもを安心して産み育てる環境を整備す
るため、中心市街地に近接した利便性の高い岩橋保育園
を中心とした子育て支援拠点を整備するとともに、酒々井
町独自の地域性を加味した特色ある子育て支援の制度づ
くり等を推進し、結婚から妊娠・出産・子育てまで切れ目の
ない一貫した子育て支援を進めてまいります。

(6) 地域社会と行財政人口動向 22件 87

酒々井町は面積もそれ程広くなく人口も多くはありませ
んが多面にわたって恵まれているように思います。その
多面にわたっての恵みの恩恵にあやかって生かされてい
るということを強く感じております。酒々井町に移転し
てちょうど20年、この町で最後を迎えたいと思っており
ます。

　これからも“日本で一番古い町”酒々井を誇りに、町民の
誰もが生涯健康で、生きがいのある生活を送ることができ
る環境を提供してまいります。

(6) 地域社会と行財政人口動向 88

約3年前に酒々井に引っ越してきましたがもともとは酒々
井の場所もあやふやで住むつもりは全くありませんでし
た。職場の人が酒々井に住んでいる事を知り、何となく
アパートを調べ始め意外と住みやすそうでちょうどよい
アパートもあり、酒々井に住むことを決めました。酒々
井には住み始めて3年経ちますが、住みやすいので私は好
きです。今のままの風景を残しつつ町が発展していって
くれることを願います。

　町民誰もが、歴史と文化、自然豊かな“ふるさと酒々井”
に愛着と誇りを持ち、「酒々井で育ってよかった」、「酒々井
に住んでよかった」と思えるよう、豊かな心を育み、歴史を
活かした文化創造のまちづくりを進めてまいります。

(6) 地域社会と行財政人口動向 89
酒々井という町自体は特に魅力のない町に感じる。成田
空港が近いので、空港勤務の人々ベットタウン化。大学
（順天堂）との連携などがあればいいのかな。

　酒々井町は、地勢や交通環境、駅周辺の都市的未利用
地や上下水道の整備状況、さらには、雇用の増加や駅周
辺における住宅需要の高まりなど、他の地域にはない町
独自の強みを有しています。
今後、町民と議会・町とが「チーム酒々井」として一丸とな
り、今回の地方創生を契機にあらゆる方策を展開し、住み
よいまちづくりを進めてまいります。

(6) 地域社会と行財政役場の対応 17件 90
話しをしていて情けなくなるほどのサービスです。住民
への対応が出来ない方（特に40～60近くの男性と女性）
の対応改善を希望。

　平成２４年７月に作成した「酒々井町職員接遇マニュア
ル」により、職員一人ひとりが「酒々井町役場の代表」とい
う自覚をもって対応するように指導しているところですが、
今後さらに徹底を図り住民サービスの向上に努めます。
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平成２７年６月実施　町民意識調査自由意見に対する回答
分野 項目 No. 自由意見 回答

(6) 地域社会と行財政役場の対応 91
役場について、書類の提出の仕方やどこに何課があるの
か、もっとわかりやすくした方がいい。対応をしっかり
してほしい

　ホームページ、広報紙、暮らしの便利帳などでお知らせし
ているところですが、住民の方にご意見を伺いながら利便
性の向上を図ってまいります。

(6) 地域社会と行財政役場の対応 92
役場は土曜日午前中はやってほしい(月2回でも良いの
で）。平日に行けない人もいますので。

　現在、毎月の最終日曜日の８時３０分から１２時に休日
窓口開庁日を設け、住民票・戸籍・印鑑証明書等の交付
や納税相談、町民税、国保税の収納などを実施しておりま
すのでご理解をお願いします。

(6) 地域社会と行財政財政・税金等 16件 93

厳しい財政事情とアンケートの中にありましたが、どの
ように税収を上げようとしているのか、どのように支出
を抑えようとしているのかを是非お聴かせ願いたい。厳
しくなってから、効率的で効果的な行政を目指していた
ら、もうそれは効率的でも効果的でもありません。目指
すのではなく、実行して頂きたい。

全国１７００余りの市区町村の約８割が厳しい財政事情と
なっております。これは国の制度に負うところが大きいので
すが、町では、企業誘致を進め働く場を確保し、住民を増
やすことや、電話催告や休日に臨戸徴収を行う等、町税収
の確保に努めています。
　また、財政健全化計画（平成２８年度～平成３０年度）を
策定し、財政の健全化を推進しています。

(6) 地域社会と行財政財政・税金等 94
税金や光熱費が近隣より高い為、もっと安くしないと安
い場所へ移り住む人も増えて来ると思います。

　町税につきましては、国民健康保険税において若干各市
町で差はあるものの、住民税、固定資産税とも近隣市町と
同一の標準税率であり、都市計画税にあっては郡内で２番
目に低い税率であることから酒々井町の税負担は特に高
いものではないと考えています。また、電気、ガス、灯油等
の光熱費は、居住地における価格差はあまりないものと考
えます。
　当町では町の環境や利便性等を活かした魅力あるまち
づくりを推進し、定住者の確保に努めているところです。

(6) 地域社会と行財政財政・税金等 95

町の高齢化が加速する中、若者の町外流出もしており財
政破たんに追い込まれないよう政策に力を入れて頂きた
い。町政の無駄を無くしてほしい。印旛都市でも一番高
い町民税！その割に住民サービスが悪いように思う。

　税金の賦課については、標準税率により行っているとこ
ろであり、特に高率の税ではありません。財政についても
健全であり、特に周辺市と比べても劣っておりません。
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平成２７年６月実施　町民意識調査自由意見に対する回答
分野 項目 No. 自由意見 回答

(6) 地域社会と行財政議会・議員 15件 96

酒々井町の人口約2万人の中に議員が16名、定員で選挙な
しで当選してしまう。何かおかしい。そもそも議員の
方々が町の運営にどのように貢献をしているのか、意見
が反映しているのか、具体的に施策として実現している
のか、よく見えない。さらにこのように小さい町に議員
が16名も必要なのでしょうか。しかも地元住民の高齢者
ばかり、ただ利権のあるものをひたすら抱えているよう
にしか見えない。「革新的な街づくり」にはふさわしく
ない。定数を減らすことで役場の経費削減にも（年間数
千万円の節約となる）つながるのではないでしょうか？
住民税の減額減資になるのでは？

町議会議員の活動については、年４回行われる定例会
及び不定期に行われる臨時会で条例、予算等の議案審議
や町政全般について町に質問する「一般質問」等により適
正、公平な町政運営がなされているかチェックをしていま
す。議員の定数については、平成２５年９月から議員全員
が参加する議会改革特別委員会を設置し、約１年間をか
け審議した結果、現行の１６人とすることに決まりました。

(6) 地域社会と行財政議会・議員 97
町民も議会の傍聴に行く等もっと行政に関心を持つべ
き。行政も町民が傍聴しやすい曜日や時間帯に議会開催
するなど工夫すべき。

　議会の傍聴については、議場に行くことができない方も
いることから、現在、インターネットを活用した議会中継に
ついて検討しているところです。

(6) 地域社会と行財政広報・ＰＲ 10件 98

酒々井は交通の便も良く、自然も豊かで環境はとても良
いのに、まったく外へ売り込もうとしない。キャンプ
場、大型スーパーやホームセンターなど若者から高齢者
まで日々の生活を楽しめる環境づくりや情報発信など、
出来ることはたくさんあると思います。お金がないから
出来ないのではなく、やる気がある人達にチャンスを
もっとあげられる環境を町で整備し伝えて行くべきだと
思います。

　酒々井町には、歴史・里山・里沼などの地域資源が多く
ありますが、これらの認知度が低いため、既存の歴史的文
化遺産や自然環境をバリューアップし、ＰＲを進めていくこ
とにより、町内での交流を進めてまいります。
　また、民業については、町商工会や事業者の努力ととも
に、町が共同して行っていく必要があります。

(6) 地域社会と行財政広報・ＰＲ 99

行政と町民間に距離感を感じる（高齢化に伴いそれは今
後益々加速するのでは?）。もっと町民の目を行政に向け
させる工夫、ＰＲが必要。町民の税金で成り立っている
事の自覚→その具体的ＰＲ。

　地域課題の複雑化等により、高度化、多様化する町民
ニーズを的確に捉えるとともに、地域の特色を活かした町
民等のまちづくり活動への支援など、町民等とのパート
ナーシップのもと、互いに立場を尊重し、協力してまちづく
りに取り組んでいくための町独自の住民公益活動補助金
制度を更に周知するなど、連携体制の充実を図ります。

(6) 地域社会と行財政市町村合併 8件 100

市町村合併がもしあるとするならば、行政等の内容を詳
細にわかる様に、ホームページもしくは回覧、閲覧等で
公開後、住民投票に委ね、その結果を踏まえて合併した
方が住民に納得して頂けると考える。

　現在、市町村合併は考えておりません。
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平成２７年６月実施　町民意識調査自由意見に対する回答
分野 項目 No. 自由意見 回答

(6) 地域社会と行財政市町村合併 101

合併はしなくて良かったと思います。酒々井に住んで10
年以上になりますが、これからも発展しつつ街だと実感
しております。交通、病院、買物など充実しておりま
す。

　全国で合併した自治体は選択と集中の結果、大きくなっ
た市域の周辺部は更にさびれております。このような状況
の中で住民の皆様が何を求めているのかを見極めてまい
ります。
　酒々井町は人口２万人規模のコンパクトで住み暮らすの
に程良い町です。更なる発展のため、酒々井町では、「地
方における安定した雇用を創出する」、「地方への新しい人
の流れをつくる」、「若い世代の結婚・出産・子育ての希望
をかなえる」、「時代に合った地域をつくり、安心なくらしを
守るとともに、地域と地域を連携する」という４つの基本目
標をもとに、住みよいまちづくりを進めてまいります。

(6) 地域社会と行財政住民参加 6件 102
よりよい町づくりに頑張って下さい。住民にお願いした
いことはどんどん伝えていただきたいと思います。行政
だけでは限界があるでしょうから。

　ご意見のとおり、行政ができる範囲は限定されますの
で、生活に密着した身近な点については、区・自治会等と
連絡を密接にし、町民皆様と協力体制をとりながら安全・
安心して暮らせるまちづくりに取り組んでまいります。

(6) 地域社会と行財政住民参加 103
あまり関心がなかったが、これからはもっと町のことに
協力したい。

　町の行事等は町広報紙や回覧板などで逐次お知らせし
ております。また、町内には地域を良くしようと、各種ボラン
ティア団体などが日々活動されており、住民協働課におい
て情報提供しておりますので、参考にしていただきたいと
思います。

(6) 地域社会と行財政職員 6件 104
町の職員の考え方の改善。町を良くしようと思っている
のか疑問。

　研修等を通じ職員の意識改革に努めます。

(6) 地域社会と行財政職員 105 町役場、保健センター等人数の大きさに疑問。
　職員数については、人口規模や産業構造が類似する他
の団体の平均と比較すると若干超過している状態である
ため、定員の適正化に努めます。
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平成２７年６月実施　町民意識調査自由意見に対する回答
分野 項目 No. 自由意見 回答

(6) 地域社会と行財政広聴 5件 106

若者世代がいかにこの町に愛着を持ち、家族を持って住
み続けたいと思うかは、町政を見ていればすぐわかると
思います。もっとこのようにたくさんのアンケートを取
り、住んでいる人達の声を聞くべきだと思います。みん
な、より豊かな生活を求めて必死で生きています。その
背中を支え、押して上げる事のできる、懐の深い町で
あって欲しいと思います。この声がきちんと町政に届く
かどうかをこれからもしっかり見て行きたいと思いま
す。

　これからも時代の潮流や、町の現状、町民の声に鑑み、
まちづくりの基本理念や将来都市像、その都市像を実現
するための施策の方向性などを定め、豊かでうるおいのあ
るまちづくりを進めてまいります。

(6) 地域社会と行財政

広聴

107
年に1回でも2回でも役場の方に巡回していただき問題の
事話を聞いて下さい。

　町民と行政とが綿密な関係を築き、まちづくりを推進して
いくことが重要と考えております。
　酒々井町には、座布団集会や地域担当員制度があり、
町の職員が自治会等の会合に出席し、町民と行政が情報
を共有し、地域の課題や要望について、相談・助言を行っ
ております。

(6) 地域社会と行財政コミュニティ 4件 108

町の方々のコミュニティ意識が非常に狭い範囲に限られ
ているイメージを持ちます。同じ町内でも住んでいる地
区が違うと交流がほとんどないのではないでしょうか。
一方で町民の文化活動などは活発に行われていると感じ
ますし、歴史や文化財に対しての取り組みも積極的であ
ると思います。

　町ではコミュニティ活動は重要なことと考えています。そ
の活動の場を提供できるよう、公民館では各種講座を開催
し、また多くのサークル等の団体の活動を支援していま
す。また、生涯学習課でも、スポーツや文化財関係のイベ
ント等を開催しています。
　町民の皆様が、このような講座やイベント、団体の活動
に参加していただき、コミュニティの輪が広がり町民の交流
が活発になるよう努めてまいります。

(6) 地域社会と行財政コミュニティ 109

酒々井町の住みやすさは住民のモラルの高さだと実感し
ています。自治会がきちんと機能しており、公共道路へ
の美化を個々が意識していることや「住民が自ら町を作
り上げる」この意識が高いというところです。この意識
が薄らいだ地域では自治会の消滅と共に治安悪化や環境
崩壊を招いて、住民が横暴になったのを目にしたことが
あります。それだけにこのことの重要性を伝えて、全住
民が意識していかなればいけないと思います。

　ご意見にあるとおり、当町においては、公園等の自主的
な清掃や道路付近への花の植栽などアダプトプログラム
が盛んになりつつあることから、「住民が自ら町を作り上げ
る」意識が高いものと思われます。
　行政としては、この素晴らしい活動を広く周知するととも
に、支援するなど協働のまちづくりを進めてまいります。
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平成２７年６月実施　町民意識調査自由意見に対する回答
分野 項目 No. 自由意見 回答

(7) その他 アンケート調査 76件 110

このアンケートにも税金が使われていますよね？ただ回
収して終わるのではなく、有効的に活用して頂けると幸
いです。役場の方々も日々業務で大変かと思いますが、
よろしくお願いします。

　これからも時代の潮流や、町の現状、町民の声に鑑み、
まちづくりの基本理念や将来都市像、その都市像を実現
するための施策の方向性などを定め、豊かでうるおいのあ
るまちづくりを進めてまいります。

(7) その他 アンケート調査 111
この意識調査により町内のハード、ソフトがどのように
向上するかはやや疑問です。この調査に掛けた経費が住
民サービスに活かされることを希望します。

　意識調査は町民の意見を汲み取るうえで重要です。この
調査結果は行政施策に活かされます。
　これからも時代の潮流や町の現状を踏まえるとともに、
町民のご意見を伺いながら、まちづくりの基本理念や将来
都市像、その都市像を実現するための施策の方向性など
を定め、豊かでうるおいのあるまちづくりを進めてまいりま
す。

(7) その他 アンケート調査 112

この封書が届いて正直、びっくりしました。酒々井町に
20年以上住んでいますが、ほとんど酒々井町について興
味がなかったので、改めてみて少し考えてみるきっかけ
になりました。

　これからも時代の潮流や町の現状を踏まえるとともに、
町民のご意見を伺いながら、まちづくりの基本理念や将来
都市像、その都市像を実現するための施策の方向性など
を定め、豊かでうるおいのあるまちづくりを進めてまいりま
す。

(7) その他 アンケート調査 113
このようなアンケートをインターネットからも行える様
にしたら、事務作業や郵送料などを軽減できるのでは…
と思います。

　インターネットの活用と併せ、これを活用しない住民もお
られることから、アンケートを実施することといたしました。
これからも時代の潮流や町の現状を踏まえるとともに、町
民のご意見を伺いながら、まちづくりの基本理念や将来都
市像、その都市像を実現するための施策の方向性などを
定め、豊かでうるおいのあるまちづくりを進めてまいりま
す。

(7) その他 アンケート調査 114
アンケートを入れる返信封筒も住民の側に立った大きさ
を…（入れづらい）。

　貴重なご意見ありがとうございます。
　ご指摘賜りましたことにつきましては、今後業務を行う上
での参考とさせていただきます。
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