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各設問「その他」の記述内容及び市政に関する意見や要望（自由記載） 

 

■問４－１ 問４で、１または２を選んだ方に伺います。住み続けたい主な理由は何ですか。次の中から３つまで選び、○をしてく

ださい。 「17．その他」 

 

○すべてにおいて長く住んだという楽さがある。（男性／50～59歳／会社員・団体職員／中野地区） 

○病院やスーパーが近い。（女性／18～29歳／家事専業／中野地区） 

○農業に適している（男性／30～39歳／農林業／中野地区） 

○90代の親、70代の夫婦、今はなんとか車で買物もできます。でももうすぐどうなるかわかりません。いつまでも元気で長生きが

良いことだと皆さんおっしゃいますが、まだ自分の老後がどうなるかわかりません。高齢者家族の先行は真っ暗です。（-／70歳

以上／家事専業／延徳地区） 

○住めば都（男性／60～69歳／無職／高丘地区） 

○雪の少ない所（男性／60～69歳／無職／倭地区） 

○今の自分の生活に都合がよい（遊ぶ場所が近くにある）（男性／60～69歳／パートタイム・アルバイト／豊井地区） 

○果樹農家で畑があるから（女性／50～59歳／農林業／科野地区） 

○離れるのに不安がある（女性／60～69歳／家事専業／高丘地区） 

○持ち家があるからしかたなく（男性／60～69歳／パートタイム・アルバイト／延徳地区） 

○生まれ育ったところだから（女性／40～49歳／公務員／平野地区） 

○都会に出てももどってくる友人が多いため（男性／18～29歳／学生／平岡地区） 

○生まれ育った土地だから（男性／30～39歳／会社員・団体職員／平野地区） 

○仕事の配属先だから（男性／18～29歳／公務員／中野地区） 

○住んでいる住宅が良いから（女性／30～39歳／家事専業／中野地区） 

 

■問４－２ 問４で、３を選んだ方に伺います。市外に移りたいという主な理由は何ですか。次の中から３つまで選び、○をしてく

ださい。「17．その他」 

 

○町内での地域役員活動をやっていただけるようお願いするが、受けてくれない。（-／70歳以上／無職／高丘地区） 

○高齢に近づくと車の運転ができなくなった場合不安である。・日常の買物、病院等。・除雪作業が困難になる。（男性／70歳以

上／パートタイム・アルバイト／平野地区） 

○仕事の関係で、こちらにいるので、故郷に近いところに行きたい。（男性／18～29歳／公務員／中野地区） 

○祭りは有志でやってほしい。（男性／60～69歳／無職／中野地区） 

○まともな総合病院がない。（男性／40～49歳／会社員・団体職員／平野地区） 

○理想は雪のない所に住みたい。（女性／60～69歳／自営業・自由業／豊井地区） 

○仕事の都合で転居してきただけで、今のところ特にずっと中野市に住み続けるメリットがないから（何度か様々な市町村に住ん

でみましたが、中野市よりももっと住みやすい所はたくさんあった）。（女性／30～39歳／家事専業／中野地区） 

○雪が多いため、また、除雪が悪い。地区に入ると道が狭すぎる。畑や木の枝が道路に出ている。木の所有者に指導してほし

い。（男性／60～69歳／会社員・団体職員／平野地区） 

○両親の近くに住みたい。共働きなので、子どもを見てくれる人がいない。（男性／30～39歳／会社員・団体職員／中野地区） 
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○保育料が高く感じる。保育園が古い。（女性／40～49歳／パートタイム・アルバイト／平岡地区） 

○子どもがいずれここを出ると言うので、住み続けるのは無理と思います。実家には畑があるので、そこでのんびり畑をやりなが

ら過ごしたい。（女性／60～69歳／家事専業／豊井地区） 

○小児科が少ない。（男性／30～39歳／会社員・団体職員／日野地区） 

○市外に転居したいわけではないが、特別中野市にいたいというわけでもない。（女性／30～39歳／パートタイム・アルバイト／

平野地区） 

○市外で疲れたら癒しを求めに帰ってくる場所だと思うから（男性／18～29歳／会社員・団体職員／延徳地区） 

○雪が多いので冬が住みにくい（女性／50～59歳／家事専業／豊井地区） 

○交通機関が整っていない（男性／18～29歳／農林業／平野地区） 

○特に問題は感じていないが、ほかに住みたいと思う魅力的な市町村があるから（女性／18～29歳／会社員・団体職員／延徳

地区） 

○除雪が通勤時間に間に合わないこと（女性／70歳以上／農林業／倭地区） 

○住みよい環境だがほかでも暮らしてみたい（女性／50～59歳／自営業・自由業／中野地区） 

○仕事上の理由（男性／18～29歳／自営業・自由業／平野地区） 

○職場の都合（男性／18～29歳／会社員・団体職員／平野地区） 

 

■問５ あなたは市の名称についてどのように意識されていますか。あなたは、市の名称についてどのように思いますか。次の

中からあてはまるものを１つだけ選び、○をしてください。「３．その他の名称に変更した方が良い」 

 

○信州なかの（-／40～49歳／農林業／科野地区） 

○市名を変えたことによるメリットよりも、それに伴ってかかってくる経費がもったいないと思う。（女性／30～39歳／パートタイム・

アルバイト／平野地区） 

○信濃中野（-／70歳以上／その他／豊井地区） 

○信州なかの（男性／30～39歳／公務員／平野地区） 

 

■問５ （市の名称について）ご意見をお聞かせください。 

 

○ひらがなを使った地名にしてほしいと思う。全国からすると、中野市と言うと「どこの？」と言われてしまうのは、現実にあります。

できたら「信州なかの市」という名称が良いと思う。（-／40～49歳／農林業／科野地区） →問５［３．その他の名称に変更した

方が良い］ 

○簡単でいい。言い慣れている。愛着がある。（女性／50～59歳／パートタイム・アルバイト／平岡地区） →問５［１．「中野市」の

ままで良い］ 

○全国区の名前と思われるから。（男性／60～69歳／無職／豊井地区） →問５［２．「信州中野市」に変更した方が良い］ 

○内面の変化があって表面の変化が自然にあるべきだ。表面をいじっても…。（男性／50～59歳／会社員・団体職員／中野地

区） →問５［１．「中野市」のままで良い］ 

○長野県にある中野市をわかるようにすることが、必要と思われる。（女性／60～69歳／家事専業／中野地区） →問５［２．「信

州中野市」に変更した方が良い］ 

○信州といえば長野県と認知されている。「信州中野」といえば、中野市であるというぐらいに今まで以上に各分野で「信州中野」

の呼称を使い（農協を中心とした販売の箱等につけて）市民が中野市と勘違いするぐらい活用していく。（男性／60～69歳／農
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林業／長丘地区） →問５［１．「中野市」のままで良い］ 

○「中野市」に愛着がある。全国的に知名度は低いとは思うが、長野県内では中野は、中野市しかない。・市の名称を変更する前

に、知名度を上げる努力をする必要がある。そもそも知名度をなぜ上げる必要があるのか？ まだやれることがあるはず。（男

性／40～49歳／会社員・団体職員／平野地区） →問５［１．「中野市」のままで良い］ 

○県外での非行政上では「信州中野」を広めたらいかが。（男性／60～69歳／会社員・団体職員／中野地区） →問５［４．市の

名称は「中野市」、通称名（愛称）は「信州中野」「信州なかの」で良い］ 

○市名が変われば、その場所は違う場所になると考えます。（男性／30～39歳／会社員・団体職員／平野地区） →問５［１．「中

野市」のままで良い］ 

○市名が「信州中野」は長い。市名を変えるのは、住民の手続きが面倒。市名は今のままで、呼ぶときは（愛称）信州中野でいい

と思う。ただの「中野」だと中野区とか他市と迷うので。（女性／18～29歳／パートタイム・アルバイト／豊井地区） →問５［４．

市の名称は「中野市」、通称名（愛称）は「信州中野」「信州なかの」で良い］ 

○市の名称変更にあたっては、過去の市町村合併にこだわる方もいるかも知れませんが、先々を見据えて「観光地」としての認

知度を上げるならば変えても良いのでは。（女性／50～59歳／パートタイム・アルバイト／豊井地区） →問５［２．「信州中野

市」に変更した方が良い］ 

○東京にも「中野」って言っているところがあるから。（女性／40～49歳／パートタイム・アルバイト／高丘地区） →問５［２．「信州

中野市」に変更した方が良い］ 

○「信州中野」の名称だと、旧「信州新町」との区別がしづらい。名称でのブランド化を望むよりも、中野市として続いていくことで

のブランド化を目指すべきである。「継続は力」である。（-／30～39歳／自営業・自由業／中野地区） →問５［１．「中野市」の

ままで良い］ 

○変更した場合の費用が多大で、その割に効果が少ないと思う。（男性／50～59歳／農林業／永田地区） →問５［１．「中野市」

のままで良い］ 

○すでにゴム印等々、中野市大字○○と記されているから標札も変えなければならない。身障者手帳等々、書類を新たに作成し

なければならない。（男性／70歳以上／無職／豊井地区） →問５［１．「中野市」のままで良い］ 

○旧中野市と旧豊田村が合併する際に、住民アンケートで「中野市」に決まったのに（過去の歴史的経過も踏まえて…）なぜ今さ

ら名称についてまた変更が検討されるのか、よくわからない。「信州中野市」は長い。名前で知名度を上げるのではなく、優れ

た農産物、観光資源があれば、「中野市」という名称のままでも知名度は上がっていくと思う。関係者の方々はもうすでに努力

されているので、失礼を承知で書かせていただきますが、名称の検討よりも、いかに優れたモノやコトを作り出せるか、を考え

たほうがいいと思いました。（女性／30～39歳／家事専業／中野地区） →問５［１．「中野市」のままで良い］ 

○信州という響きが良い。聞いただけで自然に囲まれ、人間味のある感じがして、なんだかほっこりするような気がする。（女性／

70歳以上／無職／中野地区） →問５［２．「信州中野市」に変更した方が良い］ 

○費用がかかるから（女性／60～69歳／無職／中野地区） →問５［１．「中野市」のままで良い］ 

○全国的に見て、信州中野にすれば、どこか一目瞭然と思う。（女性／60～69歳／自営業・自由業／平野地区） →問５［２．「信

州中野市」に変更した方が良い］ 

○住所は中野市で良いと思います。市の広報活動には、農産物、観光面などに《信州》を付けても良いかと思います。（-／70歳

以上／家事専業／倭地区） →問５［１．「中野市」のままで良い］ 

○合併して中野市になったので今のままで良いと思います。（-／70歳以上／家事専業／豊井地区） →問５［１．「中野市」のまま

で良い］ 

○中野市が好きだから。（女性／60～69歳／自営業・自由業／科野地区） →問５［１．「中野市」のままで良い］ 

○改名の際、看板やシステムに多大なコストがかかる。「信州」自体の認知度が低く、またその信州を代表した市となっているか
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は疑問がわく。（男性／30～39歳／会社員・団体職員／中野地区） →問５［１．「中野市」のままで良い］ 

○どこの中野市ですかと、よく聞き返される。（-／70歳以上／家事専業／高丘地区） →問５［２．「信州中野市」に変更した方が

良い］ 

○まぎらわしく、やさしい「中野」よりも「信州」という言葉を強調することによって、知名度が上がるのであれば、そのほうが農産物

も売れやすくなると思うので、すべての名称を統一して「信州中野市」がいいと思う。（女性／18～29歳／パートタイム・アルバイ

ト／中野地区） →問５［２．「信州中野市」に変更した方が良い］ 

○市の名前より、もう少し見直すべきところがあると思います。（女性／40～49歳／会社員・団体職員／永田地区） →問５［１．

「中野市」のままで良い］ 

○県外に行き、中野市（長野県）から来ました…と言っても確かにわからないようです。残念ながら志賀高原の近くと言うとわかる

ようです。中野はたくさんの野菜、くだものがあるので、もっとＰＲをすることを楽しみにしています。杉浦太陽さんの活躍、とても

楽しみです。私はブログをずっと見させていただいています。中野のＰＲも上手にのせていただいていること、とても嬉しいで

す。（女性／50～59歳／農林業／高丘地区） →問５［４．市の名称は「中野市」、通称名（愛称）は「信州中野」「信州なかの」で

良い］ 

○「中野市」はたくさんあるので、間違われやすい。長野県と書いておいても、東京都や他の県と間違われたことがある。（女性／

70歳以上／無職／中野地区） →問５［２．「信州中野市」に変更した方が良い］ 

○東京都の「中野区」と混同されやすい（インターネット使用時）。（男性／30～39歳／会社員・団体職員／中野地区） →問５［２．

「信州中野市」に変更した方が良い］ 

○「信州中野市」の名称は、文字数が多く日常的に使用しにくい、書きにくい。「中野市」の画数20画が、この地域に相性が良い。

（女性／50～59歳／会社員・団体職員／中野地区） →問５［１．「中野市」のままで良い］ 

○旅先などで「中野市」と言うと東京の中野と間違えられることが多いので、「信州中野市」が良いのではないかと思う。（女性／

60～69歳／パートタイム・アルバイト／科野地区） →問５［２．「信州中野市」に変更した方が良い］ 

○頻繁に「信州中野市」が使用されていると思います。私自身も昔、東京のほうにいたとき、よく間違われました。（-／60～69歳

／自営業・自由業／中野地区） →問５［２．「信州中野市」に変更した方が良い］ 

○今までの駅は信州なかのだったと思います。催し物などは、中野産より信州なかののほうが、新鮮味があるかと思います。私

は信州なかのが、なつかしい名称です。（女性／70歳以上／無職／科野地区） →問５［１．「中野市」のままで良い］ 

○名称を変えたからといって、知名度が上がるとは思えない。（男性／30～39歳／会社員・団体職員／高丘地区） →問５［１．

「中野市」のままで良い］ 

○全国に中野が多く、間違いが多いとすれば、信州をつけたほうがよいと思います。（-／70歳以上／無職／中野地区） →問５

［２．「信州中野市」に変更した方が良い］ 

○信州なかの市に変更する。（-／70歳以上／無職／中野地区） →問５［２．「信州中野市」に変更した方が良い］ 

○長年にわたり「中野市」なので愛着がある。今さら変更する必要はないと思う。（女性／60～69歳／家事専業／延徳地区） →

問５［１．「中野市」のままで良い］ 

○信州が入ると「ナカノ」か「ナガノ」の発音のわかりづらさがなくなり良いように思います。（-／70歳以上／無職／中野地区） →

問５［２．「信州中野市」に変更した方が良い］ 

○中野市が自慢だったから。（女性／70歳以上／無職／日野地区） →問５［１．「中野市」のままで良い］ 

○旧豊田村在住だが、中野市と合併し、メリットがよくわからない。豊かという字を使っていただきたい気持ちもあるが、このままで

良い。（男性／40～49歳／会社員・団体職員／豊井地区） →問５［４．市の名称は「中野市」、通称名（愛称）は「信州中野」「信

州なかの」で良い］ 

○長野県内でも正式名称を信州～としているところはない。もしくはたくさんあるわけではないので、愛称でよい。（男性／18～29
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歳／公務員／平岡地区） →問５［４．市の名称は「中野市」、通称名（愛称）は「信州中野」「信州なかの」で良い］ 

○かつて愛知県にいたことがありますが、信州という言葉は、他県の人からわかりやすいと思います。（女性／60～69歳／家事

専業／豊井地区） →問５［２．「信州中野市」に変更した方が良い］ 

○ほかの中野に間違われやすい。特に東京の「中野」と。（男性／60～69歳／自営業・自由業／中野地区） →問５［２．「信州中

野市」に変更した方が良い］ 

○中野市のままで、県外には通称「信州中野市」で良いのでは？（女性／40～49歳／会社員・団体職員／中野地区） →問５

［１．「中野市」のままで良い］ 

○ずっと中野市だから、このままであってほしい。（女性／18～29歳／パートタイム・アルバイト／高丘地区） →問５［４．市の名

称は「中野市」、通称名（愛称）は「信州中野」「信州なかの」で良い］ 

○多額の金をかけ、名称変更する必要はない。（男性／70歳以上／無職／中野地区） →問５［１．「中野市」のままで良い］ 

○信州中野市も良いが、ことあるたびに住所を書くときに長くなり、面倒くさいと思う。（女性／18～29歳／学生／中野地区） →

問５［１．「中野市」のままで良い］ 

○旅行に出たとき、特に関西、九州、中国、四国方面の方は、どこにあるんですか？ほとんど知らないです。ビックリです。松本

市、あずみのアルプスはすぐ答えてくれますが、志賀高原、小布施、中野市、どこですか？（-／70歳以上／家事専業／延徳地

区） →問５［４．市の名称は「中野市」、通称名（愛称）は「信州中野」「信州なかの」で良い］ 

○長く親しまれている名称なので変えないほうがよい。（男性／30～39歳／会社員・団体職員／高丘地区） →問５［１．「中野市」

のままで良い］ 

○駅名で「信州中野」はなじみがあるが、長い名前（市名）は覚えにくい、書きにくいので。（女性／40～49歳／パートタイム・アル

バイト／中野地区） →問５［４．市の名称は「中野市」、通称名（愛称）は「信州中野」「信州なかの」で良い］ 

○長野県の中野市をアピールするなら、信州中野市にするべきだ。（男性／50～59歳／会社員・団体職員／中野地区） →問５

［２．「信州中野市」に変更した方が良い］ 

○長野市と聞き間違えることがある。隣りの市なので、生活の中でよく使う言葉なので、変更したほうがいい。（女性／30～39歳

／パートタイム・アルバイト／中野地区） →問５［２．「信州中野市」に変更した方が良い］ 

○歴史的な経緯から中野市の名称に愛着も感じるが、現状を考えると全国的に通じる知名度が必要である。（男性／70歳以上

／無職／中野地区） →問５［２．「信州中野市」に変更した方が良い］ 

○東京の中野区と区別できる。東京の中野区のほうがイメージが強い。（-／60～69歳／無職／豊井地区） →問５［２．「信州中

野市」に変更した方が良い］ 

○市の名称は中野市で良いと思う。会話の中で信州中野等と説明すると、会話もはずみ良いコミュニケーションがとれて良いと思

う。（女性／60～69歳／家事専業／延徳地区） →問５［４．市の名称は「中野市」、通称名（愛称）は「信州中野」「信州なかの」

で良い］ 

○信州がつくことで、歴史、農産物、観光等の特徴を伸ばし、行ってみたい、または、来て良かった町を伸ばしたい。次世代に受

け継ぎできるようになりたい。無理かもね。（-／70歳以上／家事専業／中野地区） →問５［２．「信州中野市」に変更した方が

良い］ 

○旧豊田村に住んでいます。生まれは中野市なので、合併してまた中野市民になれて良かったです。名称はあまり変えないほう

が良いと思いますが、県外の人は、“信州”とついているほうがピンと来やすいかも…しれません…。（-／50～59歳／会社員・

団体職員／豊井地区） →問５［１．「中野市」のままで良い］ 

○中野って名前は、東京だけでなく、けっこうほかにもあり、知名度が低くて、もったいない。長野県の中野とはっきりわかったほう

が良い。（女性／50～59歳／家事専業／中野地区） →問５［２．「信州中野市」に変更した方が良い］ 

○安易に変えることは良くないと思います。根本は、中野市が住み、生まれた所だから。（男性／70歳以上／無職／中野地区） 
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→問５［１．「中野市」のままで良い］ 

○中野市と言い続けてきたから（-／70歳以上／-／平岡地区） →問５［１．「中野市」のままで良い］ 

○住所の記入の際などは短く慣れ親しんだ名称が良いと思うので。（女性／40～49歳／パートタイム・アルバイト／中野地区） 

→問５［１．「中野市」のままで良い］ 

○自分の住所を書くとき、長野県中野市…と長野県信州中野市…では前者のほうがよい。ただし農産物等のブランド化では「信

州なかの……」で進めていくことでよいと思うが。（男性／60～69歳／パートタイム・アルバイト／豊井地区） →問５［１．「中野

市」のままで良い］ 

○今さら変更しないほうが良いです。（-／70歳以上／無職／中野地区） →問５［１．「中野市」のままで良い］ 

○「中野市」でそれなりに知名度もあると思うし、名称が変わるといろいろ手続きが大変なので、このままで良いと思う。（女性／50

～59歳／農林業／科野地区） →問５［４．市の名称は「中野市」、通称名（愛称）は「信州中野」「信州なかの」で良い］ 

○市の名称は中野市のままで、農産物や観光ＰＲは「信州なかの」で推進すれば県外にも長野県にある中野だと知名度も上がる

と思う。（女性／40～49歳／無職／中野地区） →問５［４．市の名称は「中野市」、通称名（愛称）は「信州中野」「信州なかの」

で良い］ 

○信州長野県の名称を変える話など全くないので中野市だけで十分だ。信州の名称が必要とする者が勝手に使用することで十

分だ。（-／40～49歳／農林業／日野地区） →問５［１．「中野市」のままで良い］ 

○信州と付くだけで特別な感じがする。（男性／40～49歳／会社員・団体職員／平野地区） →問５［２．「信州中野市」に変更し

た方が良い］ 

○住所記入の際、信州中野と書くのは手間がかかるし場合によっては記入欄に収めづらくなる。（-／40～49歳／会社員・団体職

員／平野地区） →問５［１．「中野市」のままで良い］ 

○中野市のままでもきのことか桃、りんごなど農産物のブラント化を図りＰＲしていくといいのではないかと思う。（女性／70歳以上

／無職／中野地区） →問５［４．市の名称は「中野市」、通称名（愛称）は「信州中野」「信州なかの」で良い］ 

○・間違われるからといって、今まで使っていた名前を変える必要はない。・今までどおりの中野市のままで知名度を上げる努力

をするべき。（-／60～69歳／自営業・自由業／科野地区） →問５［２．「信州中野市」に変更した方が良い］ 

○「信州」は全国区の知名度です。利用しない手はないと思います。（男性／70歳以上／農林業／平野地区） →問５［１．「中野

市」のままで良い］ 

○山ノ内町と合併していれば志賀高原市としたところですが、今のところ信州中野市が良いと思う。（-／70歳以上／農林業／長

丘地区） →問５［２．「信州中野市」に変更した方が良い］ 

○名称だけ変更しても注目されるような魅力あるモノがなければ意味がない。（女性／30～39歳／パートタイム・アルバイト／延

徳地区） →問５［１．「中野市」のままで良い］ 

○東京にも中野区がありますが中野市が一番好きです。（-／70歳以上／無職／平岡地区） →問５［１．「中野市」のままで良い］ 

○中野市という名称に慣れ親しんでいるから。（女性／40～49歳／会社員・団体職員／科野地区） →問５［４．市の名称は「中野

市」、通称名（愛称）は「信州中野」「信州なかの」で良い］ 

○ただの中野はどこにもあるから②が良いと思います。（-／-／-／-） →問５［２．「信州中野市」に変更した方が良い］ 

○以前ですが上田から荷物が届かないと思っていましたら東京の中野区へ間違って行ってしまいました。信州が付くとはっきりわ

かり自然豊かなイメージになる。（女性／60～69歳／家事専業／中野地区） →問５［２．「信州中野市」に変更した方が良い］ 

○東京に中野の地名があるので、信州中野のほうが良い（女性／50～59歳／パートタイム・アルバイト／日野地区） →問５［２．

「信州中野市」に変更した方が良い］ 

○県外で人に聞かれて中野市と言ったけどわかってもらえず善光寺さん、志賀高原の近くと言ってわかってもらいました。残念で

した。（女性／70歳以上／農林業／高丘地区） →問５［４．市の名称は「中野市」、通称名（愛称）は「信州中野」「信州なかの」
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で良い］ 

○長年親しんできた名称だからそのままで良い。（女性／70歳以上／農林業／平岡地区） →問５［１．「中野市」のままで良い］ 

○私の個人的な考えとして観光面からも信州は上位に入っていることや県外の人に出身地を問われたときは長野県と言うよりも

信州と答えています。響きもよく、大切にしたいと思っています。（-／60～69歳／無職／中野地区） →問５［２．「信州中野市」

に変更した方が良い］ 

○携帯なども中野だけだと東京とかで出てしまい、何かを探すときなど苦労することが多々あります。（女性／-／家事専業／中

野地区） →問５［２．「信州中野市」に変更した方が良い］ 

○産物については信州なかので知名度を上げていただき名称まで改めなくても良いように思います。（-／70歳以上／家事専業

／延徳地区） →問５［４．市の名称は「中野市」、通称名（愛称）は「信州中野」「信州なかの」で良い］ 

○長野県は信州とも呼ばれており、その中の中野市ということで、信州中野市が他県の人にも覚えてもらいやすいのではないで

しょうか。（女性／50～59歳／会社員・団体職員／日野地区） →問５［２．「信州中野市」に変更した方が良い］ 

○信州＝長野県なので、長野県信州中野市はおかしいと思います。（男性／60～69歳／農林業／平岡地区） →問５［４．市の

名称は「中野市」、通称名（愛称）は「信州中野」「信州なかの」で良い］ 

○中野市でやっていくならＰＲも中野市で。信州中野でＰＲするなら信州中野市で統一をしたほうがいいと思う。（男性／18～29歳

／学生／平岡地区） →問５［１．「中野市」のままで良い］ 

○他県また南信の方が信州中野のほうがわかる人が多く感じられる。（-／60～69歳／自営業・自由業／豊井地区） →問５［２．

「信州中野市」に変更した方が良い］ 

○◆県内だけの場合―中野市 ◆他県ともかかわる場合―信州中野市（男性／70歳以上／その他／豊井地区） →問５［４．市

の名称は「中野市」、通称名（愛称）は「信州中野」「信州なかの」で良い］ 

○そもそも「中野」の由来を知っている方がどれほどいらっしゃるのか疑問です。名称変更の前段階として今の名前の由来の再

周知から始めることが必要かと思います。（男性／30～39歳／会社員・団体職員／中野地区） →問５［１．「中野市」のままで

良い］ 

○信州をつけると長くなるので、中野市のままでいいと思います。（女性／18～29歳／会社員・団体職員／延徳地区） →問５

［１．「中野市」のままで良い］ 

○１．市内に長く永住している皆さんは、中野市でよいと感じている人が多いが、市外、特に県外、首都圏にいる人々は「信州中

野市」を希望している。 ２．その理由は、信州のイメージは、空気がきれい、水が清い、農産物がうまい、さわやかイメージであ

る。 ３．ぜひ「信州中野市」に変えていただきたい。 ４．将来必ずよい結果が期待できる（移住先、農産物の拡販等）（-／70歳

以上／会社員・団体職員／平野地区） →問５［２．「信州中野市」に変更した方が良い］ 

○県外での知名度が低いということであれば信州中野市が良いと思いますが住所とか書くときは中野市が字数も少なくいいと思

っていました。（女性／70歳以上／農林業／豊井地区） →問５［無回答］ 

○全国には同じ名前の所がいっぱいあります。あまり不便を感じていません。県名が頭についていれば迷うこともありません。今

までの名前で良いと思います。（-／70歳以上／農林業／科野地区） →問５［２．「信州中野市」に変更した方が良い］ 

○変えなければならない理由がない。（男性／60～69歳／自営業・自由業／豊井地区） →問５［１．「中野市」のままで良い］ 

○あまり変にいじらないほうが良いと思う。妙な地名になった都市をよく見かけるので。（女性／40～49歳／パートタイム・アルバ

イト／日野地区） →問５［１．「中野市」のままで良い］ 

○市の名称に対して大変な誇りと愛着を持っている方がたくさんいるとは思う。しかし、私のように他県から来て永住しようと思っ

ている者からすれば、それはあまりなく、むしろ信州という響きや地域を表す言葉のほうがしっくりくる。長野電鉄の駅名、高速

のIC名ともあわせたい。ひらがなを用いたのは、イメージとしかいいようがない。「つくば」「ひたちなか」などのように印象が残る

とかと思った。一方で、行政上の手続きが煩雑にならないか心配。企業、住宅等がすべて、住所を変更することの難しさや、煩
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わしさのようなものは想像しがたいです。（男性／30～39歳／公務員／平野地区） →問５［３．その他の名称に変更した方が

良い］ 

○「長野県中野市」の呼称を続け、周知させたほうが良いと思う。（男性／40～49歳／会社員・団体職員／平野地区） →問５

［１．「中野市」のままで良い］ 

○変更のためにかかる費用をほかの部分に回せばよいと思う。（男性／18～29歳／公務員／中野地区） →問５［４．市の名称

は「中野市」、通称名（愛称）は「信州中野」「信州なかの」で良い］ 

○信州と付ければ 長野県とわかりやすい（女性／50～59歳／家事専業／延徳地区） →問５［２．「信州中野市」に変更した方が

良い］ 

○愛着がある（女性／18～29歳／学生／豊井地区） →問５［１．「中野市」のままで良い］ 

○市の名称を意識していません。（男性／40～49歳／会社員・団体職員／平野地区） →問５［１．「中野市」のままで良い］ 

○「信州中野市」だと住所を書くとき不便だが、県外にブランドを紹介する上で有利だと思う。愛称のままだと効果が薄い気がす

る。（男性／18～29歳／自営業・自由業／平野地区） →問５［２．「信州中野市」に変更した方が良い］ 

○愛着があるため（男性／30～39歳／その他／平野地区） →問５［１．「中野市」のままで良い］ 

○信州中野市に変えた場合の費用対効果に疑問がある。通称「信州中野」で十分と考える。（男性／50～59歳／会社員・団体職

員／平野地区） →問５［４．市の名称は「中野市」、通称名（愛称）は「信州中野」「信州なかの」で良い］ 

○県外の方と話す場合は、知名度が低いため小布施の近くとか、志賀の麓だとか場所の説明が必要です。信州中野市だと長野

県だとイメージできていいと思うのですが文字数が多いため、現行のままがよい。（男性／50～59歳／会社員・団体職員／中

野地区） →問５［１．「中野市」のままで良い］ 

○確かに中野市で検索すると東京の中野が出ると紛らわしいときもあり商品のブランド化とともに信州中野市は良い案だと思わ

れます。（男性／50～59歳／会社員・団体職員／平野地区） →問５［２．「信州中野市」に変更した方が良い］ 

○住所に信州を入れるのがめんどくさい。だが、県外での知名度は低いと思うので愛称としてほかの人にも知ってほしい。（男性

／18～29歳／学生／平野地区） →問５［４．市の名称は「中野市」、通称名（愛称）は「信州中野」「信州なかの」で良い］ 

○市町村名は、長年親しまれている中野市でいいと思います。中野という町がどのような背景で誕生したのか、そういった面をも

っと知れればいいと思います。（男性／50～59歳／会社員・団体職員／中野地区） →問５［１．「中野市」のままで良い］ 

○中野の名称は全国に多くありブランド力の面から弱い。信州の名称は全国的にも良いイメージがあり信州が付くことによりブラ

ンド力アップはあると思う。ただしブランド力アップに対して中野市として何をするかが大切、農産物や観光などどのように結び

付けやっていくかだが、市名変更だけならやらないほうが良い（男性／50～59歳／会社員・団体職員／倭地区） →問５［２．

「信州中野市」に変更した方が良い］ 

○東京都の中野市と区別するため（女性／40～49歳／パートタイム・アルバイト／平岡地区） →問５［２．「信州中野市」に変更し

た方が良い］ 

○中野市という名称に慣れ親しんでいるので市名は今のままのほうが良いが、それ以外は信州中野を積極的に使うのが良いと

思う。（女性／40～49歳／会社員・団体職員／長丘地区） →問５［４．市の名称は「中野市」、通称名（愛称）は「信州中野」「信

州なかの」で良い］ 

○知名度が低いのであれば、知名度を上げる方策をとるべき。ほかに自慢できるところはあると思います。農産物とか。（男性／

30～39歳／農林業／中野地区） →問５［４．市の名称は「中野市」、通称名（愛称）は「信州中野」「信州なかの」で良い］ 
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■問８ 中野市を住みやすく、活力のあるまちとするためには、市内のどの公共施設が重要だと思いますか。重要と思う施設を３

つまで選び、Ａ欄に○をしてください。次に、公共施設の数についてどう思いますか。各施設について、Ｂ欄からあてはま

るものを１つずつ選び、○をしてください。「12．その他」 

 

○ホームセンター（女性／30～39歳／パートタイム・アルバイト／平岡地区） →Ａ欄に○なし Ｂ欄［今のままでいい］ 

○介護老人保険施設（男性／60～69歳／無職／中野地区） →Ａ欄に○ Ｂ欄［今のままでいい］ 

○温泉（女性／40～49歳／パートタイム・アルバイト／高丘地区） →Ａ欄に○なし Ｂ欄［今のままでいい］ 

○総合病院（女性／18～29歳／家事専業／中野地区） →Ａ欄に○ Ｂ欄［今のままでいい］ 

○美術館（展示施設）（-／70歳以上／無職／中野地区） →Ａ欄に○なし Ｂ欄［多いと思う］ 

○保健センター（女性／60～69歳／家事専業／延徳地区） →Ａ欄に○なし Ｂ欄［少ないと思う］ 

○医療（男性／40～49歳／公務員／延徳地区） →Ａ欄に○ Ｂ欄［今のままでいい］ 

○温水プール（男性／70歳以上／無職／平野地区） →Ａ欄に○ Ｂ欄［無回答］ 

○ふつうの公園（女性／40～49歳／パートタイム・アルバイト／平岡地区） →Ａ欄に○なし Ｂ欄［少ないと思う］ 

○ショートステイのできる施設（女性／60～69歳／家事専業／豊井地区） →Ａ欄に○ Ｂ欄［無回答］ 

○小児科などの病院（男性／30～39歳／会社員・団体職員／日野地区） →Ａ欄に○ Ｂ欄［今のままでいい］ 

○総合病院（男性／50～59歳／会社員・団体職員／中野地区） →Ａ欄に○ Ｂ欄［今のままでいい］ 

○短大または大学（男性／70歳以上／無職／中野地区） →Ａ欄に○ Ｂ欄［今のままでいい］ 

○音楽活動ができる施設（現在中央公民館は利用団体が多く希望どおりに使えなく融通し合っている。音楽にも会議にも運動に

も使えるというスペースがあれば増えていく高齢者が活動できる気がします）（女性／70歳以上／無職／中野地区） →Ａ欄に

○なし Ｂ欄［今のままでいい］ 

○高齢者グループホーム（共同生活）（女性／70歳以上／無職／中野地区） →Ａ欄に○なし Ｂ欄［少ないと思う］ 

○ホテル（女性／40～49歳／会社員・団体職員／科野地区） →Ａ欄に○なし Ｂ欄［今のままでいい］ 

○公共の駐車場（男性／30～39歳／会社員・団体職員／平野地区） →Ａ欄に○ Ｂ欄［今のままでいい］ 

○市民会館の改修。②の内容になりますが、飯山市の「なちゅら」のように中規模～大規模の文化施設が絶対にほしい。晋平の

里、ふるさと、久石氏など、文化芸術の歴史ある中野市のメインホールが現状の市民会館ではあまりにさみしいのではと思い

ます。コンサートも講演も。（男性／30～39歳／公務員／平野地区） →Ａ欄に○ Ｂ欄［今のままでいい］ 

○施設を作るだけでなく内容が最重要です。（男性／40～49歳／会社員・団体職員／平野地区） →Ａ欄に○ Ｂ欄［今のままで

いい］ 

○箱物ではなくソフト面の充実（男性／50～59歳／会社員・団体職員／倭地区） →Ａ欄に○ Ｂ欄［多いと思う］ 

 

■問10 あなたは中野市の行政サービスの向上に何を求めますか。次の中からあてはまるものを１つだけ選び、○をしてくださ

い。「６．その他」 

 

○今後の老齢化にともない、行政支所等へ行くのが困難となりそう。（-／70歳以上／無職／高丘地区） 

○除雪！！（男性／50～59歳／会社員・団体職員／中野地区） 

○飼い犬の死亡後、死亡手続きをすませたにもかかわらず、督促状が４回も来ました。そのたびに市役所に「手続き済み」と伝え

ましたが、何故ですか？ こちらが悪いことしているみたいで、気分悪いですよね。（女性／50～59歳／家事専業／日野地区） 

○中心市街地に道の駅を作って、活性化に役立てる。（男性／60～69歳／会社員・団体職員／中野地区） 

○今のままで良い（-／18～29歳／会社員・団体職員／平野地区） 
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○職員の対応とかよりも、中心地外の交通、通学（車のない方）の便の良さを求めます。（女性／40～49歳／会社員・団体職員／

永田地区） 

○利用回数が少ないので、あまり感じないです。（-／70歳以上／無職／中野地区） 

○子どもの予防接種をクリニックで受けられるようにしてほしい。共働きで、平日の昼間に連れていくのは大変。（女性／30～39

歳／会社員・団体職員／中野地区） 

○中央児童センターの利用条件が厳しい。・仕事が終わってすぐ迎えに行かなければならない。・少しでも就労証明よりも多く出

席日数や、利用時間を長く希望すると問いただされる。「本当に仕事なんですか？」と。少し失礼だと思う。（-／-／-／-） 

○訳あって山ノ内町や須坂市の行政も、手続き等で月に何度か行きますが、中野市は、ほかと比べると、とても良いと思います

（返信用封筒が同封されている点、特にそう思います）。（女性／60～69歳／家事専業／豊井地区） 

○住民税が高いと思う。（女性／30～39歳／会社員・団体職員／中野地区） 

○過去の情報を調べたいときに、全く情報が届かなかった。職員の方が異動（部署）するので、大変なのはよくわかるが、何も返

事が来ないのは、いかがなものか？（男性／50～59歳／自営業・自由業／高丘地区） 

○年になると病気になったとき、通院のとき、１人で動けない。（-／60～69歳／自営業・自由業／中野地区） 

○いきいき検診毎年受けていたのに（乳がん）見つかったときにはステージ３Ｃでした。私の医療費返してください。今までの生活

も返してください。（女性／40～49歳／パートタイム・アルバイト／平野地区） 

○市役所へ（保健センターも含む）用があって出かけたとき、用をすませてもすっきりしないことが多い。なぜか自分でもはっきりし

ないが、お役所といってももっと明るさが必要なのではないか。仕事に対する誠実さが感じられないときがある。いわゆるお役

所的対応が多いということです。（女性／70歳以上／無職／中野地区） 

○中野市の行政サービスの向上など紙上に記入できるが、現状をよく見てください。だれでもが高齢者になる時代、昔からの常

例だから隣組組長は廻り番だが（若いうちなら苦にならないが85歳にもなって、広報なかの配布、早朝のゴミ出し、区費・組費

等の集金、安協の早朝からの立番、白線引き、カーブミラーのそうじ、安協費集金等、自分の身体さえも自由にならない、倒れ

たらだれも助けてくださらない、こんな現状です。行政の指導はできないものですか？（男性／70歳以上／無職／日野地区） 

○家族がとある申請を市役所へ行った際、書類が足りないとのことで、そろえて、再度行った際また別の書類が足りないと言わ

れ、３、４回市役所を往復させられたことがありました。職員の方からすれば日常的なことで、当たり前で知らないほうがおかし

いという感覚かもしれないですが、不慣れな者からすれば、最初からなぜ教えてくれなかったのか、もっとわかりやすく必要なモ

ノをメモ書きなり、プリントなりにして工夫してくれれば無駄な時間を過ごさずにすむのに…と。市政に対して不満だらけになって

いっていると思います。（女性／30～39歳／パートタイム・アルバイト／延徳地区） 

○市役所への往復が困難な方のための出張（代行）サービスがあってもよいと思う。（女性／50～59歳／会社員・団体職員／日

野地区） 

○異動が早く対応ができていない。お金をもらっているから私たちはプロです。間違いはありませんと、ツンとした態度がいやで

す。（女性／60～69歳／農林業／中野地区） 

○市民の協力も大切だと思いますが、高齢（80歳）になっても役員をしなくてはならなく行政でできることは市のほうでと思います

（保健指導員など）。（女性／70歳以上／農林業／倭地区） 

○農政に偏っている（男性／30～39歳／会社員・団体職員／平野地区） 

○一部ではあるが、行政が上で民間が下という態度をとる職員がいる。（男性／60～69歳／自営業・自由業／豊井地区） 

○問「公共施設の数についてどう思いますか」について。「わからない」も入れてほしい。（男性／18～29歳／自営業・自由業／平

野地区） 
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■市政に関するご意見やご要望など、どんなことでも結構ですのでご記入ください。 

 

【市政全般にわたって】 

○１．市議会議員を5人～10人削減する。 ２． 投資効果の薄い補助金等を縮減する。 ３．50年後の市を考えたとき、公共施設

を同一地区に集中し、各施設の利便性を高める。（女性／60～69歳／家事専業／中野地区） 

○・除雪のレベルが低すぎる。他市町村はもっときれいに道路が除雪されている。検討してほしい。 ・交通手段が少ない、また不

便。長野電鉄しか、電車、バスがなく、子どもを進学させるには不安がある。 ・バラまつり以外のイベントが必要。アイディアが

少ないのか？ このままでは、バラまつりは坂城町にとられてしまう。 ・しかし、こじんまりしていて、人のやさしい、住むのに便

利な中野市が気に入っています。市を盛り上げるために、私も市民として協力したい。（男性／40～49歳／会社員・団体職員／

平野地区） 

○冬期間の除雪が不十分で生活に支障をきたしている。降雪が少ないときに運転し、多い日にはすぐに対応されないことに不

満。中野市中心街（銀座通り）を盛り上げるべきではないか。コミュニティカフェやワーキングシェアリング等、若者が使いやす

い、働きやすい場所を考えてほしい。古き良きことを残しつつも、現代に見合った取り組みを「見える化」して進めることで、市民

の理解や関心を引きつけていったらどうか。大型店も重要だが、地元住民の協働できる後押しを行政として前向きに考えてほ

しい。（女性／30～39歳／会社員・団体職員／中野地区） 

○この度の調査、大変お疲れ様でございます。中野市が豊田村と合併したのち、良くなった点、そうでない点、また、他市町村と

の福祉面などにおける待遇の違いなど、当人がかかわらなければ知らないことだらけですが、満足のいく暮らしを求めるなら

「稼ぐ」しかないと考えます。中野市にお金が入るしくみづくり、容易ではないと思いますが人は食べなくては生きていけません

ので、文化芸術もけっこうですが、食を第一に考えていただきたい。「音楽の市」を目指す取り組みはもう遅いと思います。ま

た、最近、産廃問題について大分静かになっていますが、原発事故地域の残材が大量にもちこまれ燃やされ、地域に拡散して

いるのは中野市が許可しているのか県が許可しているのか、ある地域では白血病などで若い命が失われているという話を聞

きます。本当に大丈夫なのか、何が本当の市民のための市政なのでしょうね？ 池田市長、頑張る姿に敬意を表します！（女

性／50～59歳／パートタイム・アルバイト／豊井地区） 

○・冬季に雪かきをしっかりしてほしい。凍結による事故が多い。また、雪をとかしていく道路の建設も考えてほしいです。 ・出会

い系の結婚パーティーなど、年に一度は、やっていってほしいと思います。（女性／40～49歳／パートタイム・アルバイト／高丘

地区） 

○市の名称について、中野（なかの）と長野（ながの）の発音の仕方で間違いやすいので、信州中野市にぜひ、名称を考える方向

でお願いしたい。信州中野駅前を起点とするコミュニティバス（日中、1.5時間毎のバス、５系統くらい）一方通行でもよいから、う

まく利用すれば年寄りには非常に助かる。今年、４月まで、大阪府内に住んでいたが、コミュニティバスがあって、特に車に乗

れない人には好都合でしたので、ぜひ、検討してもらいたい。（-／70歳以上／無職／豊井地区） 

○除雪の悪さをなんとかしてほしいです。特に市街地、住宅街は、除雪がされないと大渋滞の原因になります。 ・子ども支援…

中学卒業まで医療費無料、支援パスポートのサービス充実。 ・情報発信…見たくなるような広報の作成。有名ですが埼玉県

三芳町のような。 農道を自転車が通ることが多いので、自転車用の補道があると安全と思います。空き家を若者に安く提供し

てほしい。中古住宅の情報がほしいです。（女性／18～29歳／家事専業／中野地区） 

○・街灯の少ない道路をなくしてほしい。 ・電車、バスなど運賃を安くできれば、利用者が増えるのではないか。 ・除雪をていね

いにお願いしたい。（女性／50～59歳／会社員・団体職員／中野地区） 

○・除雪対策の強化 ・市内道路の舗装化（男性／40～49歳／会社員・団体職員／平野地区） 

○10年、20年先を考えると、持続可能な財政運営の推進は重要なことであるが、地域コミュニティ活動や市民活動の推進により

行政経営を見直すことが大切であると思う。特に広域行政の推進は重要と考えます。また、農林業の振興に力を入れていただ
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きたいが、一部の施設への過剰な振興は行政として問題があるのではないでしょうか？ 市民の一人として疑問に思います。

今後も中野市に住み続けたいと思える中野市であってほしい。市民として協力できることは協力するつもりです。（男性／50～

59歳／農林業／豊井地区） 

○意を決してお願いしていること（除雪やその他もろもろ）に対して迅速には動いてくれていない。除雪に関しては、民間の企業の

除雪を優先して、公共の道を後回しまたは、やらないでいる業者（苦情が多かった道を担当している業者）を入札参加させるべ

きではない。市民課の空気がどんよりしている。サービス精神が全く感じられない。市民が客だということを忘れているかのよ

う。（女性／18～29歳／学生／平岡地区） 

○保育料無料、多様な保育サービス等、子育て支援策に注力していないと感じている。今後の中野市を支えるべく子どもに対す

る支援を充実してほしい。当然、小中学校生の児童館、児童センターの活性化も必要である。その一方、収入面では財政出動

に依存しない将来の成長戦略として、観光に力を入れてほしい。中野市は多くの文化人を輩出しており、これに特色である農

業をマッチさせればよい。農業での差別化を図り、人々に周知してもらい、足を運んでもらうことで文化人の偉大さに気付いても

らえばよい。隣町の小布施町をよく見習ってほしい。ＩＣＴの活用やふるさと納税等、時代に沿った宣伝方法で全国、さらには全

世界の人々を中野市に招いてほしい。「ひと、もの、かね」を呼ぶことを基本に、市政を進めていってほしい。（男性／30～39歳

／会社員・団体職員／中野地区） 

○市役所、市民会館の新築、箱物行政に強い不満を感じている。豪雪対策が全然なっていない。中心市街地活性化事業に金を

使いすぎている。銀座通りの整備に予算をつけても、あの人のいない状況はもはやどうしようもない。もっと予算の使い方を考

えてほしい。（-／60～69歳／パートタイム・アルバイト／中野地区） 

○・中野市にはたくさんの名産物があるにもかかわらず、まだまだ「ブランド力」に欠ける気がする。きのこ、くだもの、野菜、花、も

っともっとあるがすべてが弱く、いまいち中野市は「これだ」と言えない。 ・子どもを手厚く手助けしていただけるシステムをもっ

と強化していただき、小さい子から大きくなると、教育にかかわる支援も多くしてほしい。（-／40～49歳／パートタイム・アルバイ

ト／中野地区） 

○山ノ内にくらべ、ゴミ袋が高いのはどうして？ 今年の雪の量はたいへんでした。除雪をしっかりやって（１月）ほしいと思いま

す。（男性／70歳以上／無職／中野地区） 

○・除雪作業 夜中23時過ぎはやめてほしいです。朝起きて、家の前の除雪をすると時間が過ぎて雪が固まっているので、重くて

大変なため、朝方のほうが良いのでは…。 ・役場窓口の方 明るい笑顔で対応していただきたいです。窓口の方だけではな

く、奥で事務作業をしている方も、ご苦労様の一言がほしいです。（男性／40～49歳／会社員・団体職員／中野地区） 

○・除雪をしっかりやってほしい。 ・道幅が狭いので、対策を急いでほしい。 ・介護施設をいくつか見学したが、将来、通所や入

所したいところがない。行政で必要基準を満たしていれば良いというのではなく、利用者が利用したいと思われる施設に指導し

ていただきたい。（女性／60～69歳／無職／倭地区） 

○若い人たちがくらしやすい町になってほしいです。支援面など、もっと紙面などでＰＲしてほしいです。今の時代はネットで…が

多いのですが、紙面は大切なように思います。（女性／50～59歳／農林業／高丘地区） 

○・ドッグランがあったらいいなぁと思います。 ・男の人の独身が多いように思うので、出会いの場、パーティー等を計画してほし

い。 ・消防団員は、なり手がいないので、どの地域の人も困っていると思うので、会社式にタイムカードを作って時給を高額に

して、魅力ある報酬を支払うようにしたらどうでしょうか？ 勧誘を断る方法などとネットに書いてあるほど、入団してもらうのが

難しい消防団、なんとかしてほしいと思います。（女性／50～59歳／会社員・団体職員／中野地区） 

○・５年に１度は大雪が降っているので、それにも対応した除雪を行ってほしい。使い切り予算ではなく、それ用の予算をストック

しておいてほしい。 ・大雪のとき以外の除雪も、中野市はひどいと常々思っている。雪が降る地方であるのに、降雪で生活に

影響が出るような除雪はお粗末。 ・有料でもいいので、延長保育を夜の７時までに延長してほしい。（女性／30～39歳／会社

員・団体職員／中野地区） 
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○①市民会館は独自のものは不要（箱物不要）。須坂メセナホールに共同で経営負担し、人的供給もし、すばらしいホールを利

用すべき。（晋平、辰之、久石の音楽家を輩出しても）あれ以上のホールを作れると思えないし、今の職員の資質では、あれ以

上の運営力を期待できない。 ②除雪の混乱は「中野市では…」とニュースになるほど、ひどいもの。特に道の両側雪の壁を作

り、ワザワザ狭くした行政の指示は意味不明。 ③以上、行政サービスは最低です。（-／60～69歳／自営業・自由業／延徳地

区） 

○公園の少なさに驚きました。保育料が前の市より高く、収入による分け方が細かくないので、値上（収入ＵＰのための）がおそろ

しいです。水道水がおいしくない。ゴミ収集場が少なく、汚い。（女性／40～49歳／パートタイム・アルバイト／平岡地区） 

○・市のＨＰ、ほしい情報がどこにあるかわかりにくい。 ・水がまずい。本当にまずい、臭い、飲めない。 ・オリンピック道路100円

を無料にしてほしい。（女性／30～39歳／パートタイム・アルバイト／高丘地区） 

○空き家、空き地、休耕地対策。高齢者の生きがいとして、持っている技術、知識（ものづくり、子どもたちの育成等）を発揮できる

場所、大きな団体組織。群馬こんにゃくパークのような特産（きのこ、果物、野菜、そして文化）を生かしたテーマパーク的な建

物。（女性／60～69歳／パートタイム・アルバイト／平野地区） 

○市、県外から来ると、わからない市だそうです。どこの市町村へ行っても、まず駅、役所へ通じる道路がわかりやすくなってい

る。何を目がけていいかわからないそうです。有名な音楽家がたくさんいらっしゃるのに、文化にうといので生かされていなくて

残念ですって。（-／70歳以上／家事専業／延徳地区） 

○アンケートの政策名が難しく、わかりにくいところがありました。中野市は、果物や農産物がおいしくて（安くて）そういうところが

好きです。（女性／30～39歳／会社員・団体職員／日野地区） 

○市役所で働く人の情報不足。公務員で安定しているから仕事に対して意欲が見えない。コネが多すぎる。市役所は前のままで

よい。その分市税に還元してほしい。市長の名前が知らない人がほとんど。ＰＲが少なすぎる。小布施をみならう。製造業の会

社をふやす。治安がわるい。（-／50～59歳／自営業・自由業／中野地区） 

○・市の施設（温泉、マレット場…）など、市民特権が必要（割引、配布など）。 ・入浴料が高すぎる。他市町村の人が来たいと思

う金額、内容を考えてください。 ・イベントがたくさん開催されていますが、多くの人の前に出れない人もいる。そのためにも友

人とちょっと行ける温泉施設など、個人に補助をしてください。 ・建て前、風潮がまだまだ先行している。個を大切に（市の施

設、建築、利用など）。 ・スーパーでの日曜回収、ゴミの受入は大変ありがたいですが、乾電池などの有害物もお願いしま

す。 ・年寄りが多くなり、市の配布物も理解できなくなってきています。（女性／60～69歳／無職／日野地区） 

○・中心部は戸数が密集しているのに公共施設が少ない。高齢化を考えると中心部に大きい図書館があってもよい。年配者が出

かけやすい。・水については、清浄な水源、水質の確保を目指すべきだ。現状は、ホテルの浄化水やたれ流しの水を処理し

て、それを市民が飲んでいるだけだ。夜間瀬川上流地帯にダムを設け、少しでも良質の水を確保し、市民に提供すべきだ、と

思っています。30～50年計画を立て取り組んでほしい。（市民会館は、利用頻度、建設費用、若年者への負担等から再考すべ

きと思うが、その費用で晋平、辰之、中野商跡地を回る高規格道路がほしい）（男性／70歳以上／無職／中野地区） 

○①合併した豊田地区のことがあまりにもわかっていない。わかりやすい地図等で全戸に配布を希望する（新聞等で豊田地区の

地名がでてもわからない）。②市のいろいろの施設が多すぎる。もっと整理して財政の負担を軽くする努力が必要だ。③ＪＡの

職員が毎月17日に手分けで全戸訪問し要望や注文を聞いているが、市の職員もＪＡと同じように各戸を訪問し市からの情報や

住民の要望、地区での問題となっていることなどを市政に生かす。（-／40～49歳／農林業／日野地区） 

○・除雪の対応が遅すぎる。 ・手続きに必要なものが不明。 ・市役所での手続きなど時間がかかりすぎる。 ・どこまで役場の

職員が市民のためと働いているのか？どこまで浸透しているのか。 ・子育て支援金など世帯主への口座にしか入金できない

のはおかしい。どこまで子育てに使われているか？ ・道路が新しくできるにつれ、車の流れが変わっているのに信号機はその

まま。渋滞する場所など渋滞が緩和されるようにしてほしい。（女性／70歳以上／無職／中野地区） 

○・除雪対策について、飯山市は雪が降る前に関係者が集い細かい対策をしていると聞きました。中野市はそういうことができて
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いるのでしょうか。 ・道路を歩いていて感じること。道路に面したお宅の植え木などがはり出していて目にあたりそうになった

り、道を狭くしているところが方々にあります。それから歩道ですが、自転車可のところでも樹木がじゃまをしているところがあり

ます。長野市では歩道が自転車と歩行者に分かれている所があり、歩道中央の植え込みも高い木、低い木がありますが、自

転車、歩行者ともに植え込みがじゃまをしていることがないように作られています。歩道が機能しているという気がします。中野

市も新設歩道には取り入れてほしいと思います。 ・音楽の演奏ができる中ホールがほしいです。（女性／70歳以上／無職／

中野地区） 

○・通学路になっている住宅地の狭い道路をスピードを出して通る車が多い。市街地だけでなく、郊外の住宅地の道路にも安全

対策をしてほしい。 ・キャッチボール等をできる公園や施設が少ない。気軽に遊べる公園等を増やしてほしい。 ・長野電鉄の

終電時間をもっと遅くしてほしい。 ・住宅地の街灯を増やしてほしい。（-／60～69歳／自営業・自由業／科野地区） 

○中野市の除雪をきれいに、早く行ってほしい（飯山市のように…）。街灯が少ないので増設を希望。（女性／18～29歳／会社

員・団体職員／日野地区） 

○結婚して中野市に来ましたが、市内の中で活性化している地区とそうでない地区の差が激しいなと感じました。アパートがたく

さん建つところもあれば、人が出てしまう場所もあり。住みやすい地域になるといいなと思っています。あと冬の除雪のひどさに

は驚きました。会社へ行くのに１時間もかかりとても困りました。除雪に慣れていない土地柄もあるのでしょうが、毎年続くのな

ら住みにくさを感じました。（女性／30～39歳／会社員・団体職員／日野地区） 

○・選挙の投票所まで行けない方のために、各戸廻っていただいてもよいと思う（運転サービス・家で投票など）。 ・身障者に地

区の役員をまわさないことはできないでしょうか。危険が伴う方もいらっしゃいます。条例があれば地区からの不平不満が出な

いと思います。 ・無医村をなくせないでしょうか？ タクシー代がかかるので不健康になると思います。 ・赤岩・柳沢はロケー

ションが良いので、荒れた畑等を利用し、何かテーマパークができないでしょうか。 ・可燃ゴミの収集が週３回にならないもの

でしょうか？（女性／50～59歳／会社員・団体職員／日野地区） 

○・ゴミ袋の値段が高い。 ・りんごっこのような施設の充実。（小布施のエンゼルランドくらいのレベルまでは上げてほしい） ・18

歳までの医療費負担をゼロに。 ・大きい公園（夏は水遊びができるような）（男性／40～49歳／会社員・団体職員／平野地

区） 

○①今年の大雪で除雪作業の遅れが見られました。道幅の狭い道路など大変危険であり、通勤や通学への影響も大きかったと

思います。迅速な対応を求めます。 ②公共交通機関の充実を求めます。長野電鉄の運賃が高いこと、通勤通学の障害となっ

ていると思います。隣接する飯山市とのアクセスがとても悪い点も改善してほしいです。（女性／30～39歳／公務員／高丘地

区） 

○・広報放送の話し方がモゴモゴ言っていて聞こえません。メールで見れるようにしていますが、大事な放送なのではっきり聞こえ

るように放送してほしいです。 ・除雪が雑過ぎです。通勤時間に除雪しては渋滞が起こるのは当たり前ですし、除雪自体も雑

です。改善を願います。 ・職員の態度の悪さ。人とやりとりをする仕事でもあるので言葉遣いには気をつけてもらいたいです。

（女性／18～29歳／会社員・団体職員／中野地区） 

 

【市役所、行政のあり方について】 

○市民のわがままを通すようではいけない。自分でできることは自分でやるという当たり前ができない人間が増えている中、職員

がそういった者を教育できる能力をもってほしい。県、国の職員に負けない人材になってもらいたい。（男性／60～69歳／農林

業／長丘地区） 

○これからも市民のために、役立つ市政をお願いします。（-／40～49歳／その他／中野地区） 

○各窓口で適切な対応をしていただき、特に不満な点や要望はありません。（-／70歳以上／家事専業／倭地区） 

○・職員の能力プラス態度。本当につまらない。 ・窓口の職員だけでなく、奥のほうにいる方も考え方、態度、見直しを求む。 ・
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市役所に職員の食事を見に行くわけではない。見えないスペースで休憩しなさい。（-／40～49歳／家事専業／中野地区） 

○大きな大きな市庁舎が建設中。血税でできあがる庁舎です。どうぞその辺をようくかみしめてください。議員さんの人数も再考

するべきかと。議員さんのお給料も再考するべきかと。（女性／70歳以上／無職／中野地区） 

○アンケートにあったように、行政の方たちは、こんなにも未来を見すえて考えてくださっていることを知りました。わからないこと

も多々ありましたが、日々ありがとうございます。（-／70歳以上／無職／中野地区） 

○市役所へいろいろな手続きで、いろいろな課に伺いますが、仕事をまじめにやっている方と、まわりの人とずっと話をしていて、

窓口に伺ってもちらりと見るだけで、「自分の客ではない」と判断しずっと待たされるときもあり、また、夕方４時30分過ぎに行くと

奥のほうの若い女性等は、くつをはきかえて、カバンの中にいろいろ入れて帰宅準備をしているところを、何度も見ました。正職

員でないと思いますが、まじめにやっていただく人もたくさんいるだけに、見ていて残念です。（女性／40～49歳／会社員・団体

職員／中野地区） 

○毎年踏襲型の行政でなく、常に疑問を持って職にあたられたい（特に管理職）。（男性／60～69歳／無職／高丘地区） 

○保健保導員の仕事をしています。役場の役員の方々は大変活動的で、いろいろな研修を立ちあげて、市民の人の健康への啓

発を働きかけています。他の部所はよくわからないのですが、これからもがんばっていただきたいと思いました。（-／50～59歳

／会社員・団体職員／豊井地区） 

○保育課職員の窓口対応が悪すぎます。私は仕事がしたくて、３人目の１歳未満の子どもを保育園に預けようと思い保育課に相

談に行ったのですが、「１歳未満で保育園に入れるなんて可哀想。今すぐ働かなくてもよい方法はほかにないのですか？」と言

われました。女性職員の言っていることもわかりますが、私は、そういうことも考え決心して相談に行ったのにこんな言われ方を

したら腹が立ちます。結局そのときは保育園に入れず、４月からの入園、私も４月からの就職になりました。私の周りの友人も

同じような思いをしたという話を何件か聞いたことがあります。女性職員だけでなく、男性職員にも言われたことがある人もいま

す。もう少し親の気持ちを理解してくれ一緒に考えてくれる人事配置を希望します。（女性／30～39歳／パートタイム・アルバイ

ト／平野地区） 

○市民課の窓口の方々の態度がよくない。私語多くずっと話していて、お願いしていいのかわからないときがある。わからないこ

とを聞くのに、バカにしたような返事がかえってくる。聞いてはいけないのですか？（女性／40～49歳／公務員／中野地区） 

○図書館をいつも利用させていただいています。今年頃から職員の方々の対応親切になってきていますがもっとサービス精神を

求めます。自分たちの仕事以外は一切受け付けてくれません。また、館長さんが毎年変わってしまうことにも疑問を持っていま

す。一年間が無事すごせればとの思いになってしまい本腰を入れて取り組めないと思います。静かにＢＧＭが流れていると心

地良く利用できると思います。「緑豊かなふるさと文化が香る元気なまち」スローガンに協力していきたいと思っています。（女性

／60～69歳／家事専業／中野地区） 

○上今井の国道ばたに住んでいます。家の東側に大木が茂っています。大木の花が春には庭まで舞ってきます。秋には実が舞

ってきて始末に困っています。支所のほうへ言ってくれたそうですが、そのうちに切ると言ってくれたそうですが未だにそのまま

です。なんとかしていただけたらと思い書きました。（-／70歳以上／無職／豊井地区） 

○あまり機械化はさびしいです（ＩＣＴ）（女性／70歳以上／農林業／高丘地区） 

○職員の皆様にはいつも私たちのために力を尽くしていただき感謝しております。ありがとうございます。（-／-／-／-） 

○行政サービス向上のため、職員の技量・能力向上を強く希望します。窓口・電話対応等、不満を感じている市民の方が多くいま

す。（女性／40～49歳／公務員／延徳地区） 

○市の職員であろうと民間会社の社員であろうと労働者に変わりはないはず。市民の奉仕者を演じてくれなどと前近代的なこと

は言いませんが、せめて上から目線の態度や言葉遣いには気を付けてもらいたいものです。（男性／60～69歳／自営業・自由

業／豊井地区） 

○市役所の方々、皆さん良い人ばかりです。議会に問題があるのかなぁ？ 何事もスピードが遅すぎるんです。一歩先行く「攻
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め」の姿勢に変えてほしいです。池田市長だから、攻めれるハズなんですが。市長、職員の皆さん、応援しております！（女性

／40～49歳／パートタイム・アルバイト／日野地区） 

○市役所も新しくなり職員も心機一転されると思いますが、行政サービスやソフト面も心機一転、変わったと思われるように頑張

ってください。（男性／50～59歳／会社員・団体職員／倭地区） 

○こちらに来て１年少しと短いので、細かいことはわかりませんが、行政が何をやっているか、あまり伝わってきません。別に伝わ

らなくてもよいですが、市民の生活が充実していると皆が言える状態ではないと感じます。すべて不満ですが、産業の将来性が

特に心配です。これがないと何をやるにも資金がなくてできないということになりそうです。（男性／30～39歳／農林業／中野

地区） 

 

【公共施設、設備などについて】 

○市民会館の建て替えの計画はあるのでしょうか？（女性／40～49歳／会社員・団体職員／平岡地区） 

○最近、ホームセンターばかりが増えていますが、本当に必要だと思いますか？ それよりも町中の公園整備など、子どもたちが

安心して遊べる場所がもっと必要だと思います。（女性／30～39歳／パートタイム・アルバイト／平岡地区） 

○各地区に設置されている放送設備、老齢者には聞きづらい。はっきり聞き取れない。一度点検してください。（-／70歳以上／無

職／高丘地区） 

○中野市には、遊ぶ場所がない。映画館やアミューズメント施設がほしい。（男性／30～39歳／会社員・団体職員／高丘地区） 

○小学校の教室が暑すぎる。（男性／60～69歳／無職／中野地区） 

○廃校になった小中学校の後利用を考えてもらいたい。（男性／50～59歳／会社員・団体職員／平野地区） 

○市の弓道場を利用していますが、グランセローズの試合があるときや北信地区の消防団の競技？があるときなど、施設全部

（テニス、弓道場等）が使用できなくなるのはなぜなのかわかりません。利用しようと行ってみると、｢今日は使用できません」と

断られ得心できません。（男性／60～69歳／パートタイム・アルバイト／豊井地区） 

○市民会館を早期に造ってください。希望としては須坂メセナホールのように大ホールと小ホールを造ってください。（-／60～69

歳／自営業・自由業／長丘地区） 

○・中野駅の通路の蛍光灯が切れていて冬など暗くて危ないので連絡しても、なかなか交換してもらえないので、すぐ対処できる

体制をとってほしい。 ・中野駅の通路のカベに何年も前から犬のおしっこのたれたしみがたくさんついていて、見た目も悪く気

になっています。駅といえばその町の玄関！洗うとか塗り直すなどの対応をお願いします。（女性／60～69歳／家事専業／科

野地区） 

○・冬は除雪を速やかに早くやってほしい。 ・三好町の交差点のポールが道を狭くしていて危ない。・街灯を増やして明るい町を

と思います。 ・文化公園マレット場を早く整備してください。 ・西町の交差点よりＮＴＴ交差点までの車道幅が狭いため、事故

が起きやすい。なぜ狭くしたのか？ センターラインがない、後で引くんですか？ ・更科の児童公園は利用者がない（考えてほ

しい）。木でも植えたら。（-／-／-／-） 

○現観光センター施設、記念館等の箱もの建設への財政運営に計画性をもってほしい。現在の現存施設は広範囲に設置されて

利用しにくいので残念。子育て中の親からは市内に安心して遊ぶ場所がないので魅力がないと言われ同感です。浜津ヶ池周

辺は全く街灯がなく近づくのも不安な思いです。新しい施設づくりに市財をつぎこむより既存の施設を有効利用してほしい。竹

原にある夜間瀬川河川敷のマレットゴルフ場、魅力がありますのでもうひと工夫してさらに市民の集まる施設として広がっていく

ことを強く望みます。（-／-／-／-） 

○ホームセンターばかりつくらないでほしい！！ 若者が中野市に来たくなるお店等をつくってほしい！ 国道403、292沿いに大

型複合施設など。（男性／18～29歳／学生／平岡地区） 

○近隣の市町村にくらべるとゲートボール場が少なすぎたり、コートが一番悪い。もっと良くしてもらいたいと思います。（-／60～
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69歳／自営業・自由業／豊井地区） 

 

【公共交通、道路整備について】 

○車に乗れない人は不便だと思います。立ヶ花橋、冬になるとツルツルでこわいです。（歩道）（女性／30～39歳／会社員・団体

職員／高丘地区） 

○ふれあいバスなど、どんな所でも手をあげて来てくれるようになれば便利だと思います。（-／70歳以上／パートタイム・アルバ

イト／豊井地区） 

○毎日乗るバスの利用を増やしてください。島の中に住んでいるようになります。（-／70歳以上／無職／-） 

○通園、通学路で歩道のないところや、渡りにくい踏切など、キケンだなと思われる箇所が少なからずあります。優先的に整備し

ていただくとありがたい。（女性／40～49歳／パートタイム・アルバイト／中野地区） 

○・道路をもっときれいにしてほしい（例えば草をきれいに取る）。子どもたちが通るとき虫がいたりして大変です。 ・冬は雪をきれ

いに片づけてほしい。ころんだりしてあぶないです。（女性／70歳以上／無職／日野地区） 

○高齢になり運転免許を返納した際、自家用車にとってかわる交通手段を考えていただきたい。（-／60～69歳／家事専業／中

野地区） 

○◎国道、県道、市道の両側の草刈の実施について。他県の観光地はきれいに整備されている。長野県、特に北信地方の整備

が一番遅れている。早急に早目、早目に実施してほしい。交通安全からも!!（男性／70歳以上／無職／永田地区） 

○道路の草取りをもう少し市のほうでやってもらいたい。会社のある人は自分たちできれいにしてほしいです。（女性／70歳以上

／自営業・自由業／中野地区） 

○バス・電車を使いやすくしてほしい。時間・本数を増やしてほしい。（男性／18～29歳／学生／平野地区） 

○ふれあいバスを利用するものですが、よくよく利用する立場の人のことを考えてダイヤを組んでほしいものです。小学生はよく

あいさつしますが、大人になると誰もあいさつできなくなるのはどうしたものでしょうか。人間とはそういうものなのかなあ？（女

性／70歳以上／農林業／日野地区） 

○上・下水道のマンホールのフタと道路との高低差が極端にかけ離れている箇所が随所に見られます。もちろんマンホールの縁

回りはアスファルトで塗り固められてはいるが、その部分は高く盛り上がり、自転車等の二輪車は特に危険であり、四輪車です

ら通行するたびにかなりの衝撃を受けます。一方高低差がなく安全な箇所もあります。業者の技量の差であるのなら、そのよう

な杜撰な工事をする業者をしっかり監督し、やり直しを命ずるなりしていただきたい。事故を未然に防止する観点から、危険箇

所を再点検し、平坦な道路造りに努めていただきたくお願いします。（-／70歳以上／農林業／平野地区） 

○必要な場所に横断歩道、信号機をつけてほしいです。（女性／40～49歳／パートタイム・アルバイト／平野地区） 

 

【冬期の除雪について】 

○冬の除雪が汚い。車の運転がこわい。（女性／18～29歳／パートタイム・アルバイト／中野地区） 

○冬の道路除雪の強化。今年の冬は市街地の除雪が悪かった。（-／-／-／-） 

○冬の除雪で去年の除雪は、道幅が狭くなってしまい、通りづらかったです。集合住宅のような私道も、できれば１回でもいいの

で、除雪をお願いできたらありがたいです。（女性／60～69歳／パートタイム・アルバイト／高丘地区） 

○冬に雪の除雪がありますが、片づけがもう少し迅速ていねいであるとよいと思います。（女性／60～69歳／無職／中野地区） 

○除雪をもう少し早くしてほしい。小学生が通う通学路の歩道など、できるならお願いしたい。歩道を歩くことができなく、道路に出

ることになってしまうため。（女性／40～49歳／パートタイム・アルバイト／高丘地区） 

○積雪について充分に配慮してほしい。各地区には組長さんたちがいるので、できればこの地区には交通量の多い所、危険な

所を把握してほしい。何かがおきてからでは遅いので…。（-／60～69歳／会社員・団体職員／中野地区） 



67 

 

○冬場の除雪対策にもっと力を入れてほしい。早く対応してほしい（自分の住んでいる地区は、除雪車が来るのに３日もかかった

ので）。（女性／18～29歳／パートタイム・アルバイト／中野地区） 

○除雪をもっと充実させてほしい。中野市の生まれの人は、未だに「中野市は雪が少ない」と思い込んでいる人が多い。対策が甘

い。少し細くなる道路では全く除雪が行き渡らない。大きな道路でさえ、悪路期間が長すぎる。中野市の冬が恐いです。（-／-

／-／-） 

○冬、雪が降ったとき、除雪に力を入れてほしいです。（-／-／-／-） 

○冬場の除雪作業は速やかに対応していただきたい。（女性／40～49歳／会社員・団体職員／中野地区） 

○冬の除雪ですが、他の市町村に比べてケタ違いにヘタで最悪です。飯山や山ノ内町の人からすれば、中野はヒドいと言われ、

こちらより雪の少ない長野市の人から除雪ができてないと言われています。委託して、市の職員ではないから仕方ない…のか

もしれませんが、私たちの税金が投入されているわけですから、技術の向上につとめるよう、きちんと指導してください。（女性

／30～39歳／パートタイム・アルバイト／延徳地区） 

○除雪を綺麗にやってほしい。（女性／18～29歳／公務員／延徳地区） 

 

【財政運営について】 

○持続可能な財政運営の推進を期待します。（男性／50～59歳／自営業・自由業／中野地区） 

○少子、高齢化、人口減少が続くことだから、税収増の対策に本腰を入れてほしい。（男性／70歳以上／無職／中野地区） 

○むだなことをなくして市税を有効に使ってください。（男性／60～69歳／パートタイム・アルバイト／延徳地区） 

 

【人口減少対策について】 

○北信ローカル新聞の（７月）記事で、中野市は長野県の市では一番住み良いとありました（全国で43番目）。将来の人口増の対

策として、宣伝活用できればよいのでは。具体的にどの点が良いか、アピールする。（男性／70歳以上／パートタイム・アルバ

イト／平野地区） 

○天災の少ない中野市、自然環境のいい中野市を内外にアピールし、人口増加をしてほしい。（男性／60～69歳／会社員・団体

職員／平岡地区） 

○若い人たちが中野市に住みたいと思える魅力的な状況を作り出すために、いろいろ工夫してほしい。空き家の活用とか、田舎

暮らし大好きな人たちの勧誘、それに伴う仕事探し。空いている土地の活用をどんどん進めてほしい。若者向け住宅を建てて、

安い家賃で貸し出す（同居をするのを好まない人もいるから）。自然が好きな人たちは住みたいと思う。（女性／60～69歳／自

営業・自由業／永田地区） 

 

【子育て、教育について】 

○税金が上がる一方で困ります。税金をとれる人からだけとるのではなく、働いていない人からも税金を徴収できるよう、子どもが

いても働ける場を作っていかないと、税収は増えないし、働いている女性（特に仕事をして子育てをして、税金を納めている人）

の不満、負担は軽減されないと思います。３人の子育てをしながら働いており、税金も納めています。子育て支援の給付金など

いただいていますが、税金のほうが高く、子育て支援を受けている感じが全くしません。本当の意味での平等な税の徴収、子

育てサポートをお願いします。（女性／30～39歳／会社員・団体職員／平野地区） 

○ご苦労様です。私事ですが、別居中です。母子手当の支給ができたらありがたいです。（女性／40～49歳／パートタイム・アル

バイト／中野地区） 

○来年度より子どもが保育園へ入園するが、中野市内の待機児童の状況、公立保育園の情報（教育方針、１日の様子）等をネッ

ト上で見られるようになると助かります。（女性／18～29歳／会社員・団体職員／中野地区） 
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○子どもたちが遊べる大きな公園や、１日中過ごせる、緑のある大きな複合施設。食堂あり、公園あり、池あり、駐車場あり、イン

ターチェンジから近い、人の集まる感じの施設。子育て支援をもう少ししてもらわないと、どんどん子どもが減る一方だと思う。

保育料が高い。（男性／30～39歳／会社員・団体職員／日野地区） 

○少子高齢化がすべての根源になると思います。とにかく子どもを増やしていけるような支援が最重要。そこから人が増え、介護

でも産業も盛んになっていくのだから、若い人たちが安心して子育てできるようにしてほしいです。60歳女性（女性／60～69歳

／-／-） 

○小さな子どもがいるので、子育て支援や保育の分野でお世話になることが多くあります。中野市に住み始めてまだ１年未満で

すが、ほかの市町村を見てきて（ほかの市町村に暮らしてきて）客観的に感じたことを書きたいと思います。関係各所の方々の

ご努力によって、ここまで整備されてきたことには感謝しています。未就園の子どもや、育児に奮闘する親たちの寄りどころが

たくさんあることや、一時保育、病後時保育の支援があることなど。しかし、もう一歩踏み込んで、利用しやすいシステムにして

ほしいです。具体的には以下のとおりです。他市町村でできて、中野市でできないことはないと思います！ 【一時保育につい

て】 ①一時保育は、事前に保育園との面談をきちんとしてほしい。その上で離乳食の提供もあればとても助かります。親も子

どもも、どんな方が保育してくださるのか、どんな場所で保育されるのか、わからないまま預ける（預けられる）のは不安です。

それに一時的に預ける理由があるのに離乳食の提供がないのは、とても不便です。アレルギーの対応も、事前に面談があれ

ば可能です。 ②預ける前に、登録制にして、申請書、辞退、変更届などの煩雑な手続きはなしにしてほしい。保育料は当日

朝、その日の分を持っていくようにすればよいと思う。 【支援センターについて】 ①支援センターで昼食がとれるようにしてほ

しい。ほかの親がどのようなものを、どういうふうに子どもに与えているのか、見て学ぶことができます。また遊んで→食事をし

て→帰宅→ひるねと、生活のリズムが付けやすくなります。（女性／30～39歳／家事専業／中野地区） 

○中野市民の声をもう少し取り込んでほしい。高校も、立志館、西校と定員に達しないのは、通学不便、通学手段があっても高額

な定期代で通えない現状をもっと知るべきで、せっかくの良い高校２校も、偏差値が落ちていることもちゃんと受けとめて、なん

とかするべき。せめて市民でも通いやすい高校にすべき。市バスの充実を求めます。中学、高校と勉学に励める環境にする時

期に、親の送迎がないと、どこにも行けないという現実を知ってほしい。ずっと、言いたかったコトでしたので、こういうアンケート

の機会がありよかったと思います。インターネットでも意見箱設置を希望します。（女性／40～49歳／会社員・団体職員／永田

地区） 

○子どもにお金をかけられるように。（男性／40～49歳／公務員／延徳地区） 

○父、母がよく言うことは、子ども３人以上いる家は何か優遇政策がなければ、中野市の発展につながらないと言っています。私

は将来を考えると、子どもを持つことに不安を感じます。お金のことに心配なく子育てできる社会を、中野市から全国（日本）に

発信する、そんな中野市にしてください。（女性／18～29歳／学生／中野地区） 

○・土曜日の希望登園の時間を長くしてもらいたい。 ・住んでいる地区の学校が合併になり、遠く離れた場所になる予定なので、

子どもが具合が悪くなり、迎えが必要な場合迎えに行きにくくなりそうで困ります。親も高齢のため、運転ができにくくなっている

ため。 ・子どもが発熱等を出たが、仕事を休めないときに預けられる場所があると、助かります。（女性／30～39歳／パートタ

イム・アルバイト／永田地区） 

○年々、夏が暑くなり、昔の涼しい信州ではなくなっています。東京より飯山が温度が高いときすらもあります。家庭では、熱中症

防止や、ないと暑くていられなかったりで、エアコンを使っていたり、麦茶を飲んだりしています。なのに、小学校にはエアコンが

なく、水筒は持っていきますが、いつもカラカラになって帰ってきます。ぜひ、小学校にエアコンを入れてください。それに使うと、

はっきり決めてくれれば、それ用の税金を払います。それと、休み時間に（昼食前の）あめ１コでも、おせんべい１枚でも梅干し

でも、子どもにおやつをあげてください。それも給食費に上乗せして払います。とにかく子どもを大切に、いじめがないのはもち

ろんですが、子どもに気を配ってもらいたいです。小布施町では、はじめています。小布施町でできることが、中野市でできない

わけないでしょう。（女性／50～59歳／家事専業／中野地区） 
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○・小中学校を始め、教室へのエアコン導入を検討ください。 ・少子化対策として、出産、子育て家庭への減税（案）。（男性／40

～49歳／会社員・団体職員／延徳地区） 

○中野市の子どもたちが今後も住み続けられるような環境を作ってほしいです。冬の除雪は大変ですが、雪道大変危険なので、

子どもを育てていく上でもっと考えていかなければいけないところだと思います。（女性／-／家事専業／中野地区） 

○近い将来、地域から学校が消えるということですが大変さみしいことです。整備された校舎、グラウンド、校歌（りっぱな）、子ど

もの頑張っている姿、すべて見えなくなることを考えると元気で夢が持てる都市なんて考えられません。少子化で部活もできな

い状態とかを考えると痛し痒しですが…。（女性／70歳以上／農林業／豊井地区） 

○受験勉強の際、開放されている学習スペースが少なく、図書館もたくさん人がいて騒々しく座る場所もなかったので市民会館な

ど他の施設も学習スペースがあるといいと思いました。（男性／18～29歳／学生／平野地区） 

 

【高齢者・障害者の福祉について】 

○医療、防災など、一人暮らしの高齢者対策の充実を願います。 イ．通院、入院対策 ロ．火災、水災などの、緊急時の対応 

ハ．日常の移動（交通）対策（-／70歳以上／農林業／長丘地区） 

○・道路（歩道の整備）をしてほしい。高齢になっても安心して歩ける。 ・高齢になって近くに歩いて行ける集まり場所があるとい

い。なにげない会話、健康について、社会についてなど話せたり聞けたらありがたい。（-／60～69歳／家事専業／長丘地区） 

○ヘルパー作業検討、再教育、ケーススタデー等話し合ったら、仕事半日で良い。休養はお家で。民生委員、高齢者通知配布す

るのみでなく「手わたし」話しの（いとくち）みつけ、生活等々どう過ごしている、気になること、聞くみみもってほしい。（女性／70

歳以上／無職／中野地区） 

○市の北部は、農協もバス、電車もなく、年よりは足もなく、今まで運転した人でも年をとってできなくなり、一人暮らしが多くなり、

買物もできず暮らしづらい世の中になってまいりました。もっとも年よりは早く死ね！！と云わんばかりに政府も云っているけ

ど、今まで戦後、しんけんに働いて来て、年よりはいらないから早く死ねとは、なさけない。これからの世の中どんな世の中が来

るか？ 親子でころしあいをする世の中が来るのでは。世の中、金、金、金、今は心貧乏の人たちばかり多いです。皆、うつと

か、精神病の人たちが増えています。世の教育者のみなさんに、もっと勉強してほしいと思っています。子どもより大人が勉強

すべきでは…学校ばかり出ても役に立つ人は、少ないです。思いやりの有る人間になってほしいです。（女性／70歳以上／無

職／科野地区） 

○昔は、年をとったら楽な生活ができるなと思ったが年をとっても楽にならず死ぬまで仕事をしないと生活ができない。（-／60～

69歳／自営業・自由業／中野地区） 

○車に乗れないので買物に不便しています。農繁期だけでも買物（生鮮食料品など）できる小型車を週に一回くらい配車してもら

えないでしょうか？（女性／70歳以上／家事専業／豊井地区） 

○高齢者が種々な面で老後安心して生活できますよう望みます。（女性／70歳以上／農林業／平岡地区） 

○80歳代後半の車椅子生活中の身体障害者として、現在デイサービスセンターへ週２日通っている者ですが、はじめのうちは体

のいい姥捨て施設なのかと思われるような雰囲気を感じられました。皆椅子に座ったままだんまりの１日だったからです。現在

はある程度慣れてきましたが内容的にはあまり変わりません。考えてみると年老いた身障者の集まりで、コミュニケーションに

も乏しく、住んでいる場所もまちまちなので無理からぬことかもしれません。しかし行政としての指導ではなく、アドバイスや知恵

を貸し、孤独がちな者が少しでも面白く、笑えるゲーム等考え出してほしいと思います。現在行っている施設では、より大勢の

参加として風船バレーボール送り、ビニールパイプの輪受け渡し等を行っています。（男性／70歳以上／農林業／平野地区） 

○介護福祉士の給与、手当向上。雇用の充実を図り高齢化社会に充実したサービスを受けられる中野市にしてください。（男性

／30～39歳／会社員・団体職員／中野地区） 
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【農業について】 

○中野市産のさくらんぼや、シャインマスカット、桃などは新鮮で最高においしいと思います。きのこも…。我が子にはもちろん、全

国どこの方へ送っても大変喜ばれます。そんな農家の方々の応援を、市政からも引き続きお願いしたいです。（女性／40～49

歳／公務員／平野地区） 

○ブタの施設のニオイが土日になるとすごい。広範囲にそれも朝方に特に多くニオウのでなんとかしてもらいたい。（男性／70歳

以上／自営業・自由業／豊井地区） 

 

【観光、文化、まちづくりなどについて】 

○中野市では、催し物は結構数はありますが、市としてのメリットがあるんでしょうか？ 隣町（小布施）は平日でも街中はいつも

観光客がおりますが、同市に戻るとカンコ鳥がノドを痛い痛いほど鳴いている。例えば、客足が多いバラ祭りの際、町中へ客を

寄せる方法はないのだろうか？ 商店街の店先に大きなカサ（カラカサ）を立て、目立つ赤いモーセンをテーブルの上に敷き、

来てくれた方にお茶のサービス等のおもてなし等をやってみては？ 年々減ってくる客足を増やすことを考えるなら、他市町村

でやっていないことをやってみてはいかがなものでしょうか？（-／70歳以上／無職／中野地区） 

○高社山に石段（整備された、下から上まで３千段以上もあるような「万里の階段」）をつくり、健康のために人々がのぼったり、観

光、修学旅行で人々が訪れる、そんな市になるといいです。（男性／50～59歳／公務員／平野地区） 

○私自身は住み始めてから１年未満になりますが、とても住みやすい環境が整っていると思います。（男性／18～29歳／公務員

／平岡地区） 

○まだまだいろんな活動を知らない人がたくさんいて、もったいないと思います。市内へ引っ越してみて、いろいろ参加させてもら

いました。はずれの村？にいた頃は、よくローカル新聞ではわかりづらいこともありました。あのころも知っていたらなぁと、感じ

ることが多かったです。（-／-／-／-） 

○中野市郷土の偉人、関山無相大師は市民にはどの程度の理解と知名度か疑問に思われます。行政当局は政教分離という点

から宗教者を持って中野市を宣伝することは不可としても、京都妙心寺を開山された関山国師は中野が生誕地ということも、も

っともっと誇りを持つことのできる市の指針とすることはできるのではないでしょうか。飯山市教育委員会では同じ宗派の正受

庵の正受老人の生き方を物語にして、小中学生用学習版を発行していることも参考にして検討してはどうでしょうか。市民が理

解して誇りを持つことで、必然的に全国に発信され、中野への誘致に通じるものと考えます。（男性／70歳以上／無職／中野

地区） 

○中野には遊び場が少ないと思います。 ・浜津ヶ池付近、池の周りを舗装してローラースケートなどをできるように考える。 ・魚

釣り、もっと魅力ある釣り堀にするには魚を漁協組合、池管理区と話し合いでコイ、ニジマス、フナ等放流して1,000円ぐらいで

釣った魚の持ち帰り制限をすれば、やっていけると思う。 ・長峰山の開発、モーターバイク等々のコースを作り、有料にて開

放、冬季は、スノーモービルなど考える。地権者との話し合いをしてみたら良い考えが出るかも？ 県内及び全国大会も夢では

ないと思います。（男性／70歳以上／自営業・自由業／平野地区） 

○本屋さんによくある観光ブックを見るとほとんどの観光ブックで中野市だけとばされています（取り上げられていない）。小布施

や山ノ内に比べ観光スポットがないのかもしれませんが今の時代はＳＮＳを使う人が多いのでＳＮＳで取り上げてもらえるような

ものを作り、少しでも中野市が有名になることを願っています。がんばってください。（男性／18～29歳／会社員・団体職員／延

徳地区） 

○小布施町のように特性を生かした町づくりをしてほしい。（女性／50～59歳／自営業・自由業／中野地区） 

○テーマなどを決めて環境から中野市全体で取り組めることをしたらどうか？ 花を植えたり、グリーンカーテンを市全体でやるな

ど。（女性／50～59歳／パートタイム・アルバイト／高丘地区） 
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【防災について】 

○災害等の起きないまちなので災害が起きたときどこに避難したらよいか等わからないことが多い。穏やかでもいつ災害が起こ

るかわからないので区のほうでお知らせしてほしい。（女性／70歳以上／無職／中野地区） 

 

【住民自治について】 

○各区の仕事は市政からお願いされた行政はきちんと行っていただきたいと思います（民生委員など）。（女性／60～69歳／パー

トタイム・アルバイト／平野地区） 

○公営、市営などは、介護が必要な方々や、デイサービスに行かれている方などは、ちょっと難しいので、できればそういうことが

必要じゃない方々のいない人がいいと思います。その理由は、公営、市営は、おそうじに朝の第２日曜日、組長やいろいろな役

の仕事があり、中には介護の必要な方を見られてる人が理由に、そうじをさぼったり、役ができないとか言って逃げる人がいた

りして、周りが困ってしまいます。サポートにも限度あり。疲れてしまいます。見ているふりして、ふつうに仕事に行ってデイサー

ビスのない日に行って、見ているふりをしている悪質な人もいます。（女性／60～69歳／パートタイム・アルバイト／日野地区） 

○地域のことは地域の人たちの良いようにお手伝いをしてください。対話してください。（男性／60～69歳／無職／倭地区） 

 

【広域連携について】 

○人口減少にともない、広い地域との連携が、今後ますます重要になると思える。「スマートシティー」等の勉強会を開いてほしい

が、すでに開催しているのでしょうか？（-／70歳以上／無職／高丘地区） 

○今後は、広域行政の連携が重要になってくると思います。例えば、JR飯山駅を活用し、ハブ・バスターミナル化を検討し、観光

開発を連携して行っていくのはどうですか。（男性／40～49歳／会社員・団体職員／平野地区） 

○年齢層にとらわれず多くの世代の人の意見を吸収できるイベント等、積極的にお願いしたいです。近隣の市町村との連携は、

もっと積極的に行ってほしいです。中野市は、飯山、山ノ内、小布施にはさまれたハブ的な地域だと思います。（男性／50～59

歳／会社員・団体職員／中野地区） 

 

【アンケート調査について】 

○この調査は、これからの若者、あるいは現在働いている人にアンケート調査を依頼すべきだと思いました。80歳近い私には、と

ても難しい問題が多々ありました。（-／70歳以上／無職／中野地区） 

○どんなアンケートでも「充実」はすべての人が望むことです。まずは、「充実」をすべての市民が望んでいる視点に立ち、アンケ

ートを作ってみてはいかがでしょうか？ このページNo.30にあるような「持続可能な…」等の一見すると上手に並べたような言

葉たちも、その本質を知れない我々のような一般市民では、「上手な言葉」に流されるように「重要」を選ばなければなりませ

ん。何をどう計画的…何をどう効率的にする…等、具体的なアンケートをお待ちしております。一市民より（-／30～39歳／自営

業・自由業／中野地区） 

○調査実施結果を必ず市政に生かしてください。（男性／60～69歳／会社員・団体職員／平野地区） 

○県外の実家に長期帰省していたため、帰宅時に既に回答期限を過ぎていました。もう少し余裕をもった期限を設定してほしい。

居住歴が短いので、正直なところ、アンケートの内容についてわからない点が多いのが実情です。（女性／30～39歳／家事専

業／中野地区） 

○問12の質問の仕方だと、どれも重要で差別化できないので、例えば「24から30の中で重要なものを３つ選べ」と聞かれたほうが

答えやすい（男性／18～29歳／自営業・自由業／平野地区） 

○市のＨＰが見づらい。使う人の立場になって市のＨＰからこの満足度調査へ、リンクを張ってほしい。（男性／50～59歳／会社

員・団体職員／中野地区） 


