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満足度調査 

 

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。 

 

○市自体の働き口が少なく、賃金の差が激しい。若者

や共働き世帯は収入も少なく、生活は苦しい。交通

機関も少ないし、料金も高い、交通関連が不便。娯

楽施設も少ないし、県外からの観光客も少ないの

で、中野市のアピールできる物を増やしてほしい。

街の活気もない。県外の友人に、中野市といっても

知られていない特産品も多いし、もっと県外への

情報発信をした方がいい。何もないままだと若者

も県外に流出するし、高齢者しかいなくなる。行政

と民間企業の連携をもっとしてほしい。 (男性／

18～29歳／パートタイム・アルバイト／豊井地区) 

○企業誘致活動は、市の財政や雇用確保において、必

要不可欠と思いますが…。現市政において、その必

要性や、現在の活動状況等、将来に向けての方向性

が見えません。機会があれば、解答いただけました

ら幸いです。 (男性／50～59歳／会社員・団体職

員／平野地区) 

○除雪費用、毎年雪の量は違います。足りない年はあ

っても余る年はあるのですか？ もし、余った時

はどうするのですか。１年ごとの予算で使い切っ

てしまうのですか。次の年（雪の多い年）にまわす

ことはしていないのですか。除雪の道路の派閥も

あるとも聞きましたが、あまり良いことを聞きま

せんでしたが、本当でしょうか。税金を正しく使っ

ていて下されば、問題ないのですが。 (女性／50

～59歳／パートタイム・アルバイト／中野地区) 

○美術館を造ってください。市出身の芸術家が大勢

います。大切にしたいと思います。 (女性／40～

49 歳／無職／中野地区) 

○家のまわりの土地が荒地になっております。高齢

者ばかりで、手入れがいきとどいておりません。キ

ツネ、タヌキ、ハクビシン等出回っております。空

地の土地の所には、竹ヤブがおいしげっておりま

す。１人暮らしのため、自分の家のまわりの管理だ

けていっぱいです。行政に相談しましたが、動いて

もらえません。どうしたら良いかわかりません。い

いアドバイスがあったら、力をかして下さい。 (-

／70歳以上／無職／延徳地区) 

○・市道、県道、国道などいろいろ難しいとは思いま

すが、デコボコな道路を平らに、きれいにほそうし

て欲しい。 ・中学生の通学路など、歩道もない所

では街灯も少なくて、真っ暗な道路を歩いている

事があるので、街灯をもっと整備して欲しい。 ・

市政とは別かもしれませんが、「中野バラ祭り」。

年々先細りです。松本市で行っている“クラフト

フェア”や小布施の“苗市”のような、作家さん

いっぱい集めて“のみの市”みたいな事を一緒に

やってみてはどうでしょうか？ クラフトフェア

以外にもペット関連でも人は集まります。もう、バ

ラだけでは無理だと思います。 (女性／30～39歳

／自営業・自由業／中野地区) 

○図書館は移動してくればと思う。 (-／60～69 歳

／自営業・自由業／倭地区) 

○理想をかかげるのは良いが、市税の赤字の物を市

民の有る所より加税して取った物であっては、だ

めだ。特に我家は市内の収入でなく外貨を市にお

さめる有り様で、中野市も国も同様である。新しい

人に新しい市政を生み出してもらう事。農業も市

政も 50 年前、100年前より今日のあるのはわかっ

ていたはず。行政とは言うもののサラリーマンで

すね。何があろうと、テイネンまでの考え方や。 

(女性／70歳以上／農林業／長丘地区) 

○・何故現消防団団長がこんなに長くやっているの

か？ もうこれからの時代、今までのやり方では

何も変わらないと思います。行事の削減、大会の廃

止等々、不必要なものを見直してほしいです。（お

そらく市自体が変わることを恐れているので絶対

ムリでしょうが。）そういった活動がイヤで若者が

中野を離れていっている現状を、ちゃんと見てほ



124 

 

しいです。自身、消防活動があるため、すぐにでも

中野を出たいです。 (男性／30～39歳／公務員／

中野地区) 

○・市職員において、専門分野にたけた職員の採用を

強く希望します。そして配置も強く希望しま

す。 ・情報等の共有は、現在では不可欠である中、

話しがその課であったり、係であるところすら、通

じていないことに、すごく不満をもちます。「信頼

出来ない市と思うこと」と常です。（しっかりして

下さい‼） (女性／60～69 歳／家事専業／中野地

区) 

○なにを重点的にやっているのか、よくわからない。

目標を明確に示してほしい。 (男性／40～49歳／

農林業／高丘地区) 

○高齢化になるにつれ道路整備、医療の充実を検討

してほしい。 (男性／50～59歳／自営業・自由業

／中野地区) 

○・市政は今後民間委託の方向に行くのですか。 ・

給食センターの民間委託。 ・学校庁務員の民間委

託。 ・将来は水道事業も民間委託となるのか。水

は命と関わるので絶対反対です。 (男性／70歳以

上／農林業／高丘地区) 

○市民全世帯に１台のタブレット活用を進めて、手

続き等は自宅で。 (-／70 歳以上／その他／中野

地区) 

○１）若い（子育て）家庭に支援をお願いします。 

２）数年後、限界集落にならないような施策をお願

いします。平坦部、山間部、近くても高齢者は住み

にくい。 ３）働く場所が少なすぎるので対策をお

願いします。全年代で、働く求人場所がない。 ４）

高齢者交通事故防止の為、自動ブレーキ補助金の

導入を早急にして下さい（東京都のように）。 (男

性／60～69歳／その他／平野地区) 

○何年か前から市役所の女性職員の方々が制服から

私服になられました。市役所へ行くと、一般の方な

のか職員の方なのかわからず、何か聞きたいこと

があっても戸惑う人もいるのではないのでしょう

か？ 制服の方が統一感もあるし、来た人がパッ

と見てすぐ職員の方だとわかるのではないでしょ

うか。 (女性／40～49歳／農林業／科野地区) 

○現在また県の道路で七瀬のトンネル（100円）徴収

されている。あれから 20年以上もたっている現在、

朝、夕方、車がじゅうたいしている。無料にして車

がスムーズに通勤できるよう市長、県議、市議会員

がうんどうして無料になるようにしてもらいたい。

※あれは県職のアマクダリのためにのこしている

トンネルです。 (男性／70歳以上／農林業／平岡

地区) 

○・住民税が高すぎる。 ・公園や緑の場が少し少な

いと思う。 ・オリンピック道路の無料化を早急

に。 ・隔週もしくは毎週土曜日における市民課の

受付。 ・外国人が増えています。ビザの確認をき

ちんと行っているのか？（これは市の対応ではな

いかもしれませんが） ・中野市に長年住んでいま

すが、住みやすいと思います。生活する上では、余

り問題を感じませんが、中野市は小布施や須坂市、

山ノ内と比較すると、観光面が少し弱いかと。病院

（北信）も余り良い噂を聞きません。 (男性／30

～39歳／会社員・団体職員／高丘地区) 

○老後も安心安全に過ごせる街である事を希望しま

す。 (男性／50～59歳／会社員・団体職員／中野

地区) 

○『町の中心に関する事』 ・中心の商店街を歩いて

いる人を、このごろ見掛けません。 ・銀行の駐車

場が混んでいるが、店に買い物に来る人は減少し

ている。 ・一方通行の解除をお願いします。西町

通り、南薬局様の前の道（時々逆走している車を見

掛けます。）。『冬の除雪対策について』 私の住ん

でいる前の道は、除雪車が来ない時があります。 

(女性／60～69歳／家事専業／中野地区) 

○・問４－２の記載のとおり、除雪対策に取り組んで

いただきたい。ただ単に道路の両横にではなく、空

地等に運ぶ等にすることもです。又、長い先を見据

えると水を利用するなども考えてもらいたい。 ・

町の中に予約なしで使用できる娯楽施設の設置を。

長寿社会対策としてで、例えば、卓球台、囲碁、将
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棋、麻雀等の設備を備えること。 ・八ケ郷土地改

良区の解体。用悪水路の管理所有を市に移管。所有

の賃貸料は自分で、管理は住民で負担はおかしい。 

(男性／70歳以上／自営業・自由業／中野地区) 

○・中野市西町あたりの昔栄えていたであろう町が、

後継者不足なのか。未使用の建物が多く、土地がも

ったいなく感じる。少しずつでも解体し、新しい建

物を作り、若い人間が商売しやすくするべき。 ・

世代交代の時期であると思う。しかし、若い人間は

外へ行く。仕事を求めてだと思う。その人等は帰っ

て来いと言っても帰って来ないので、せめて中野

市で就職した人間をやめさせないよう、「やめない

企業作り」が必要。 (男性／18～29歳／会社員・

団体職員／延徳地区) 

○・中野市の保育園に子どもを通わせたいです。 ・

長野市に出かけるのに、電車、車ともにまだ時間、

キョリが遠い。（長電が高額ではないか。） (男性

／30～39歳／公務員／中野地区) 

○冬の季節、早朝の除雪を、中心部ばかりきれいにす

るのではなく、坂道、山の方を早めにして欲しい。

雪が多くて除雪が来てくれない時、仕事に行けな

い。町中だけでなく、村の方も早くやって欲しい。 

(女性／50～59歳／パートタイム・アルバイト／延

徳地区) 

○プレミアム商品券などは、みんなにチャンスがあ

るようにしてほしい。平等に！ (男性／40～49歳

／会社員・団体職員／中野地区) 

○・広報なかの、色々な情報を今風なデザインで載せ

て下さるようになり、昔に比べて毎月読むように

なりました！ ただ、毎月投函されるタイミング

が大変遅く、来ない月もあります。アパート住まい

ということもあり、配って下さる方の都合もある

かと思いますが、きちんと読ませて頂いてますの

で、出来る限り月始めの投函をお願い致しま

す。 ・親せきが中野市に遊びに来ることが多いの

で、楽しく観光できる場所やイベントがあると嬉

しいです。 ・資源回収がたくさんあると助かりま

す。 (女性／18～29歳／家事専業／中野地区) 

○いずれは孫が２人（小、幼）の娘家族と同居したい

と思っていますが、子供達が不安なくもどって中

野で暮らしたいと思ってくれればすぐ同居でなく

も、他の土地で家を建てる事も考えています。一番

の望みは広い土地をさがし（安かったら）二世帯住

宅が希望ですかね。中野はまだまだ場所の割には

土地が高いですね。知り合いも（飯山）、それなら

小布施の方がと言う人もいます。中野住民をふや

すには、その土地から始めな気がします。 (女性

／60～69歳／無職／平岡地区) 

○建物を造っても、そこに入る人間がいなければ何

の役にもたたない。優秀な人材を受け入れること

が必要。平岡へ保育園が新しくできるが、そこにい

る保育師が集まるのか？ 人を集めることをもっ

と考えた方がいいのでは。これからの子供が安心

して暮らせる様に待機児童がいる様では、未来は

ない。建物も大事だが、人づくり。 (男性／60～69

歳／農林業／科野地区) 

○・空家対策 100点 ・水路対策 100点 ・道路

対策 70 点 ・雪対策 100 点 (-／70 歳以上／

無職／中野地区) 

○年金生活（家庭）です。税金、介護保険料と健康保

険料が高額過ぎると思う。（天引きされている。） 

(-／70歳以上／無職／中野地区) 

○各開業医同士を団結させて欲しい。それぞれの病

院はきれいな設備で立派だが、「かかりつけ医」に

してよいのか悩む。もしくは市で、「今こんな症状

だが、耳鼻科？ 内科？ 今日やっている病院

は？」（（水）休みとか午後は休みとかもあるので）

という相談にのってくれる窓口があると有難い。

「そもそも、これは緊急で病院に行く必要があ

る？」など、電話やサイトで確認できる仕組みを。

もう既にある場合は、その周知をおねがいします。 

(女性／30～39歳／パートタイム・アルバイト／平

野地区) 

○子育て世代と老人福祉を利用する世帯等には、い

ろいろ充実してきている所があるが、そこにはま

らない世代や世帯にとっても、身近に感じられる
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市政を行っていただきたい。どちらにも当てはま

らないから…と市政に興味、関心をもてなくなる

ので、そういう人達にも参加したくなるまちづく

りが人を呼ぶまちになるんだと思います。 (女性

／40～49歳／家事専業／中野地区) 

○私は他県から来た者ですが、文化の香が全く感じ

られないのが残念です。全く信じられない話です。 

(女性／50～59歳／パートタイム・アルバイト／平

野地区) 

○中心市街地活性化の推進をやめ、中野インター周

辺の活性を希望します。 (男性／40～49歳／自営

業・自由業／高丘地区) 

○中野市と豊田村が合併して新たな中野市になりま

したが、豊田の住民については、以前よりサービス

が低下してしまった様に思います。市役所での役

割が多く支所では満たせない。又、細かい道路など

の改善の依頼をしても、すぐに間に合わない、いつ

も後回し的な立場になってしまっている様に思う。

合併したのに豊田にとってのメリットはあまりみ

られない。 (女性／70歳以上／パートタイム・ア

ルバイト／豊井地区) 

○いろいろな支援、対策などがあるのに、市役所では

相談、又は、聞きに行かないと教えてくれない。聞

きに行っても親身になってくれなかったり、職員

が勉強不足な所があり、話しにならない事が多々

あった。 (-／-／-／-) 

○会社勤めの人の為に、土、日、午前中でもいいので

営業してほしい。 (男性／30～39歳／会社員・団

体職員／日野地区) 

○市民の声が反映されているのか？ (男性／30～39

歳／自営業・自由業／中野地区) 

○車を運転する時に角地の家の庭木の枝葉が伸びて

いて見にくい。 (男性／70歳以上／無職／中野地

区) 

○質問の内容（言葉）がむずかしくて、わかりずらか

った。 (女性／60～69歳／会社員・団体職員／豊

井地区) 

○地区には、外見がとても悲しい状況の誰も住んで

いない空き家、又は廃屋が、数多くあります。今な

ら、所有者も分かるけど、あと数年したら所有者が

分からなくなりますよ。解体を進めるなりして下

さい。放火、とても心配です。または、安い賃料で

シングルマザーとかに貸すなど、市の条約を決め

て、住む人が居なくなった３年以内に貸す、解体、

売るとかにするのは、どうでしょうか？！ 都会

のシングル親子とかにアピールしてみてはどうで

しょうか？ (男性／50～59歳／会社員・団体職員

／高丘地区) 

○中野市は文化的にすぐれた音楽家も沢山いるが、

生家が離れすぎ、見学もままならない。〈例〉中山

晋平さん（新野）、 高野辰之（永田村）、 その他 

人形会館－東山、バラ公園－本木。もう少しまとめ

て建設出来ないものか…。須坂市、が竜公園、飯山

城址跡、中野東山？ 市街地に近く‼ (男性／70歳

以上／無職／中野地区) 

○・これからを生きる子どもたちが心身ともに健や

かに過ごせる市政に期待しています。これは中野

市だけに言えることはないのですが、学校教育の

充実を考えても、子育ての基盤である家庭に不備

があるのに問題を教員や教育機関に責任をおしつ

けている気がします。教員が病んでしまったり、親

に遠慮するのでは本来目指す学校教育の充実は成

り立たないと思います。教育機関にばかり負担の

ないバランスのとれた教育の充実を希望していま

す。 ・個人的に新しい市民会館は宝の持ち腐れの

ように思います。現状、芸術、文化的なイベントを

しても興味のある人は一部で、久石譲にしろ生ま

れただけで中野市で育まれたとは思えません。文

化、芸術の意識向上あればと、もったいないなと思

っています。 (女性／40～49歳／パートタイム・

アルバイト／中野地区) 

○市政を進めるにあたっては、市民のニーズを的確

にとらえてほしいと思います。今の市政のすべて

に言えることではありませんが、市の取り組みの

一部は本当に市民のニーズに沿ったものなのか疑

問を感じる取り組みがあるように思います。限ら
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れた予算で効果的に市政の推進を行っていってほ

しいです。 (女性／18～29歳／公務員／中野地区) 

○子育て支援の充実をお願いします。待機児童や学

校の生徒の減少していく市に、他から人が集まっ

てはこないと思います。多々ある空家、空地、使用

していない畑などの有効活用も必要だと思います。 

(男性／30～39歳／会社員・団体職員／高丘地区) 

○税金が高いので、もう少し下げてもらいたい。 (女

性／30～39歳／自営業・自由業／高丘地区) 

○このアンケートがネットに繋がらない。農業資源

と、商工業資源の連携がとれてないように思う。市

が仲介してもらいたい。外国人が増えているので、

その人達との交流や、以前には公民館であった外

国語教室等を増やしてもらいたい。 (男性／50～

59 歳／自営業・自由業／延徳地区) 

○郵便局から下へと続く花壇（？）を整備してほしい

です。ボランティアでは無理だと思うので、業者に

依頼してやってほしいと思います。 (女性／70歳

以上／その他／平岡地区) 

○七瀬から田麦の間の道路沿いの木が大きくなり枝

が茂り、せっかく外灯があるのに、明かりが届いて

いません。枝を切って歩行、自転車、車の安全を保

ってほしい。草も大きくなり道路幅をせばめて危

険です。管理はどこでするのでしょうか？ (女性

／70歳以上／家事専業／長丘地区) 

○市役所に相談しても１年ごとに担当者が変わるの

で意味がない！ 個人情報を他所にもらしてもら

いたくない。電話しても担当が不在と言う事で、お

りかえし電話すると言って切られ、その後、今だに

電話なし！ うそつき男性職員。 (男性／50～59

歳／無職／平野地区) 

○今の若い職員の方は、お金に対して不自由がない

ので人をバカにしたような言い方をするのがショ

ックでした。たとえば、税務課に相談に行ったとき、

若い人が「この位のお金ないのですか？」って言わ

れたので、すごく自分がみじめになり、かなしかっ

た事がありました。又、何か口の中動かしてパソコ

ンやっていて、みっともない。 (女性／70歳以上

／無職／中野地区) 

○都会ならどこでも 100円で乗り降り出来るバス等、

高齢者に対する支援など充実しているが…中野市

では、バス停に行くまでのキョリが長く、高齢者が

出掛けにくくなっている。結局、ハイヤーか家の人

が仕事を休んで、通院や買い物に行かなければな

らないのが現状で有り、高齢者の免許返納も考え

るところではあるが、そんな様々な事を考慮して、

よりよい生活が営める様考えて欲しい。又、障がい

者が施設利用するにあたっても、送迎がないから

…といって断念したという人の話も聞いた。その

様な事のない様、福祉も充実させて欲しいと思う。 

(女性／50～59歳／パートタイム・アルバイト／豊

井地区) 

○都市計画道路実現の長期化や、用途指定地域の見

直し等、30 年～50 年経ても実現できない計画等、

長期ビジョンの策定や中期ビジョンでの実現状況、

短期での必須実現項目等、目的と手段が固定化さ

れ、実現難易度の低い物（事業着手しやすい）から

実施されている様に感じます。 (男性／50～59歳

／自営業・自由業／中野地区) 

○どこの街も同じですが、道路ばかりを充実させて

も人がいません。中野駅も寂しい限りです。駅の回

りを活性化して下さい。音楽のあふれる街、はどう

なったのですか。飯山のナチュラルホール、長野の

芸術館、すばらしい音楽ホールです。ほとんどコン

サートの終わりに「故郷」演奏しますが「中野市出

身」の高野辰之さんとは、紹介されません。この辺

でお生まれになったとか、須坂のメセナのコンサ

ートでは毎年、近くでお生まれになったので須坂

あたりの景色です、と紹介されます。変でしょう。

早く音楽ホールを造って下さい。音楽家は来ませ

んよ。 (女性／70歳以上／その他／中野地区) 

○水道は安全、安心のため民営化はしないでほしい。

職員の中に対応の悪い方がいた。 (女性／40～49

歳／無職／中野地区) 

○無料のスクールバスの巡回があればいいと思いま

す。※学生限定 (女性／40～49歳／パートタイム・
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アルバイト／科野地区) 

○高齢者がもらうタクシー券、温泉券など、健康であ

れば券を利用して病院へ行ったり買い物に行った

り出来るけど、生きてるだけで家族や子供などに

連れて行ってもらえなければ、一人では何も出来

ないのに、券でそういう年寄り出してどういう風

に使うのか？ ただ行政で助けてるよ！ ってい

い子ぶっているだけで何の助けにもならない。め

んどうを見る家族が温泉にタクシーに使う事が出

来るのであれば、まだ気持がうれしいけど、窓口で

聞いたら他に使う事はダメと言われた。もう何組

分も手をつけずあるけれど、めんどう見る人がご

ほうびに好きに使って気持をリフレッシュして、

介護に頑張ってもらうなら喜ばれるのに。そんな

券を発行して福祉が点数を上げて欲しくない。 

(女性／70歳以上／農林業／延徳地区) 

○小さい子供が遊べるお店や場所をもっと増やして

ほしい。お座敷のある飲食店なども。保育園の未満

児の受け入れ体制、しっかり整えてほしい。 (女

性／30～39歳／家事専業／平野地区) 

○不耕作地や空屋が目立つようになっています。有

効活用や、集約化が必要ではないかと思います。 

(男性／70歳以上／無職／科野地区) 

○市報をよく読んでいなくてすみません。第２次総

合計画のアンケートでしたが、第１次計画の評価

に基づいての設問だったのでしょうか？ 第１次

計画の進捗状況、反省等に立っての設問にしてい

ただけると、非常に解答しやすいと思います。例え

ば、第１次計画で進めている案件に対して時代の

変化に伴って、今後も進めるべきか否か、といった

設問等。ものすごい速さで変化している現代です

が、中野市ではどのように対応していくのか非常

に気になります。 (女性／60～69歳／無職／平野

地区) 

○市としてどのようにして行くのか見えない。近隣

と比べ、中途半端だ。 (-／60～69歳／会社員・団

体職員／高丘地区) 

○市と経済団体と別なので、不満を感じている。 (男

性／70歳以上／農林業／永田地区) 

○福祉や子育て支援サービスに関して、充実してい

ると思います（他の市町村と比べ）。市の職員の方

の親切な対応に感謝しています。 (-／-／-／-) 

○中野市に住んで 40年以上たちました。シニア大学、

いきいきサロンのお手伝い等、少しずつ色々な行

事に参加させていただきました。年をとっても、し

てもらうばかりでなく、広報を読んだり市の情報

誌等、積極的に学んでいかなければと思います。中

野市とても良い所です。でも木島線がなくなり、交

通が不便でもう少し年をとったら毎日の買物が大

変になるなと思っています。 (-／60～69 歳／家

事専業／平岡地区) 

○市役所に食堂を設置してほしかった。 (男性／60

～69歳／農林業／倭地区) 

○市政とは異なりますが、市民体育館の冬期間使用

時の暖房について希望を申し上げます。協議によ

ってはバレーボール等は 10度以下では競技できな

いとか規定が有り、各市町村を調査してみた所、人

命尊重の為、ジェットヒーターを館内に数台設置

し対応しているとの解答が須坂、千曲、長野、坂城

等々でわかりました。中野でも冬期間の暖房をア

キレス腱断裂、心臓マヒ等々心配される事故、ケガ

予防の為にも、ぜひ導入の程をご検討願いたい。 

(男性／70歳以上／無職／平岡地区) 

○冬になると除雪が心配で、朝起きるのがつらいで

す。横道の為、除雪されません。人の道路だけでも、

お願いできればと。 (女性／70歳以上／無職／中

野地区) 

○中学校を卒業すると、半数以上は市外に進学しま

す。須坂には「メセナ」、飯山には「なちゅら」、晋

平と久石の出身地でありながら、あの市民会館で

は文化の拠点となるべきところが皆無です。若者

には何の魅力もない市でしょう。市庁舎ばかりが

新しく立派ですが、市民には何の得もない。朝の通

勤通学時に、交通の妨げになっているのは、無計画

に造られた市職員の駐車場からの出入りの人と車

です。 (女性／50～59歳／パートタイム・アルバ
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イト／日野地区) 

○自分のパソコンを市の経費で落とし買う職員がい

るそうです。市民の税金をそのような事に使うこ

とのないように、徹底した管理をしてもらいたい。 

(男性／50～59歳／会社員・団体職員／延徳地区) 

○広報なかのは良く考えて編集されています。今後

もこのスタイルで地域の話題、情報を取り上げて

下さい。 (男性／70歳以上／農林業／延徳地区) 

○・来庁しても出てくる（対応）が遅い。 ・雰囲気

が暗い。話しかけづらい。 (-／40～49 歳／会社

員・団体職員／科野地区) 

○行政サービスの向上に職員の方々には大変御苦労

されていると思い頭がさがりますが、このアンケ

ートの質問に「誰もが」とあるものには、答えがむ

ずかしいと思いました。市の窓口対応で、年に数回

ほどしか利用しない私ですが、対応してくださる

方が数人変わったり、確認の時間が長い場合があ

るようです。問８の５にも○をつけたいです。 (女

性／50～59 歳／パートタイム・アルバイト／中野

地区) 

○・中野市で生活する上で、カツカツな（何とかギリ

ギリ）生活をおくっている人たちが多い様に思う。

市民の人たちにも、余裕のある生活がおくれる様

に、支援してほしい。 ・車が無いため、移動に不

便さを感じる。 (男性／30～39歳／その他／日野

地区) 

○市の名称を「信州中野市」に変更しようとする動き

がありますが、その必要性を感じず、名称変更には

反対です。仮に名称変更の可能性が大きくなるな

らば、市民の意見を十分に聞くべきと思います。一

部の意見により物事が進められることに不満を感

じています。 (女性／50～59歳／家事専業／日野

地区) 

○例：老人福祉でさまざまな活動があり、市予算など

使われているが、役員のみが自分勝手判断し、老人

クラブのあることなど知らないことがある。 (-／

70 歳以上／無職／中野地区) 

○小中高校生に対する公共交通の充実を求めます。

中心市街地の活性化を訴える市議会議員が個人商

店を利用せず、大型量販店を利用していることに

矛盾を感じます。外から（中野市外から）人を呼ぶ

以前に、外に出ないようにする工夫。外に出て戻っ

てくる工夫を考えるべきではないでしょうか。一

部議員の住居周辺のみ道路の拡幅、水路の補修が

ひんぱんに行われています。もっと重要な必要な

所があるのではないでしょうか。 (男性／30～39

歳／会社員・団体職員／日野地区) 

○自転車などの回収をいままでの様に地区の公会堂

にしてほしい。遠くなってこまります。 (男性／

60～69歳／会社員・団体職員／中野地区) 

○保育士確保と、お給料をあげて下さい。 (女性／

18～29歳／公務員／平野地区) 

○保育士不足のため、子どもを保育園に預けられな

い事があるので（どんどん預けるための基準もき

びしくなっているので）、改善して欲しいです。も

う１人欲しいな、と思うが、仕事に戻れないので、

結局生活を取ってしまい、子どもをあきらめる人

が多くなってきている。以前のように、心優しくう

け入れて欲しいし、急な時（土曜など）預かって欲

しい。 (女性／30～39歳／公務員／豊井地区) 

○今回の「アンケート」について、お盆前の忙しい時

期に、また、届いてから提出するまでの期間も短く、

大変でした。量が多いのですから、考えて頂きたい

です。 (女性／60～69歳／自営業・自由業／倭地

区) 

○市道、歩道の草がすごくのびている。通勤、通学に

あぶないと思います。地域によってですが、お店の

数が少ない。 (男性／60～69歳／パートタイム・

アルバイト／延徳地区) 

○パソコンが使えません（今時、大きな声では言えま

せんが）。ＩＣＴ活用の推進など、重要な事はわか

りますが、このところアカ抜けてきた、広報誌類な

ども、しっかりやって下さい。 (女性／60～69歳

／パートタイム・アルバイト／科野地区) 

○一本木公園の再デザインと、古いすわれないイス

のてっしゅうと設置。アズマヤの天板とイスの離
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れすぎのため、長くすわることが出来ません。 (-

／70歳以上／無職／平野地区) 

○除雪についてお願いします。国道など大きな道路

はしていただけて有り難いですが、住宅が密集し

ている狭い道などにも目を向けていただけると、

冬場、安心して通勤、通学等ができると思います。 

(女性／50～59歳／パートタイム・アルバイト／中

野地区) 

○・市役所勤務の方へ 民間企業のマインドをもっ

と持ってほしい。１人１人が自分の置かれた立場

で １）どうすれば早く仕事ができるか。 ２）コ

スト削減（税金のムダ使い）できないか。 ３）地

域を支える企業がもっと発展するには etc、考えて

ほしいと思います。民間企業は経営に失敗すれば

倒産します。役人は、財政が赤字でも給料、ボーナ

スは減りません。民間企業の発展、市民が豊かにく

らすにはどうすればよいか、市政の立場で考えて

いただきたいと思います。中野市の目指すべき方

向が、本当に良いものか、よく分からない所があり

ます。私が考える具体策 高齢化社会に備えて、一

人一人が「生涯現役」をスローガンとする健康長寿

長野県一位（日本一位）を目指す。健康作り ・毎

日野菜、くだものを食べる。毎日 10分歩く。心を

豊かにするイベント開催。 (男性／50～59歳／会

社員・団体職員／平野地区) 

○80 歳以上の者にこのアンケートは正しい答えが出

せない。 (-／70歳以上／無職／平野地区) 

○歩道を歩いていると、街路樹が道までのびていて、

通行を妨げていることがある。コンクリートの隙

間からのびた草。鳥のフンだらけだったり。そんな

道は歩きたくないです。そこで市内をキレイにす

るため、ボランティアを募集する。参加してくれた

人には、ポイントカードにポイントプレゼント。ポ

イントを貯めると、市内の買い物、市内施設の利用

料、市民税の支払いなど、色々利用できるようにす

る。市民全員が、この中野市を住みよい市にするた

め協力し合う気持ちを、学校の教育から育てる。大

人も学ぶ。中野市内で利用できるポイントカード

をつくることによって、市外へのお金の流出を防

ぐことも必要だと思います。 (女性／50～59歳／

パートタイム・アルバイト／中野地区) 

○中野市でも待機児童であると聞き、非常に心配で

あります。将来もずっと中野市で住みたいと思っ

ていますので、子どもに関する施設や制度を充実

して欲しいです。よろしくお願いします。 (男性

／18～29歳／会社員・団体職員／平野地区) 

○財源が厳しくなってきているとは思うのですが、

いろいろカットしていかざるを得ないのかもしれ

ませんが、福祉に優しい市であっていって欲しい

と思います。特に増々高齢化社会になっていくの

で、予防含め、ＳＯＳに対応して老人にわかりやす

く説明したり対応して欲しい。又、子供達へも中野

市をになっていけるよう、たくましく生きていけ

るような支援、乳幼児の親子のストレス解消等、話

せる場などもっとあればいいと思います。大変で

はありますが、頑張って欲しいと思います。 (女

性／50～59歳／公務員／延徳地区) 

○高齢者が多くなっています。福祉に力を入れるの

もわかりますが、若い人達が過ごしやすく、子供を

育てやすい地域にしていく事が大切だと思います。 

(女性／50～59歳／会社員・団体職員／永田地区) 

○ゴミ収集について 各家庭の玄関先に出しておけ

ば回収して行ってくれるサービスを望みます。収

集場所までもって行けない年寄り一人暮らしや、

子供を連れて離れた場所まで持っていかなければ

ならない住人のことを考えて欲しい。収集の人は

仕事でやっている。住人ファーストで考えて欲し

い。都会の方ではあたり前の様に、家庭を回って回

収して行ってくれています。 (女性／50～59歳／

会社員・団体職員／平野地区) 

○・冬の除雪作業をもう少し丁寧に行って欲しい。車

での移動が多い仕事をしているが、中野市、小布施

町は道路状態が悪い。 ・駅前に人が集まるような

施設があれば良いと思う。オランチェのような物

産店、農作物のお店があれば観光客が増えると思

う。 ・運動公園（市民体育館）の外にバスケット
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ゴール（３×３）がほしい。 (女性／30～39歳／

パートタイム・アルバイト／中野地区) 

○土、日も市役所窓口、開けてほしい。 (女性／50～

59 歳／自営業・自由業／延徳地区) 

○・屋外放送がハッキリ聞こえない。 ・市で管理し

ている公園、駐車場（高速バス）が荒れていて手入

れができていない為、害虫が多発生して周りの畑

が迷惑している。担当者が変わると引継がれてい

かない。 ・年に一回温泉券、タクシー券が配布さ

れているが、行ける人と行けない人がいたり、利用

されないまま処分してしまっているので、幅広く

利用できる商品券にしてほしい。 (女性／50～59

歳／自営業・自由業／高丘地区) 

○市役所の、障害手帳などの手続きの場所や税金の

相談口などが、通路に面していて、話している事も、

役所の対応も丸見え、丸聞こえで、プライバシーの

無さがひどい。もうすこしでも、プライバシーの保

護はできないのだろうか？ 机の横に少しの板を

はさめば、プライバシー保護できていると思って

いるのですか？ 少しでも早く改善していただき

たい。 (女性／30～39歳／家事専業／中野地区) 

○保育園に入所する条件について、もう少し家庭の

状況を重視してもらえると助かります。 (女性／

30～39歳／無職／高丘地区) 

○雇用の促進について、若い人で仕事につけず、困っ

ている人もいるなか、臨時、嘱託職員の入れ替えを

強く望みます。20～30 年もいる方もおられると思

います。子供も社会人になり、生活には困らないと

思います（経済的に）。年数でくぎりをつけ、色々

な方が働ける様、市民として切に望みます。 (女

性／70歳以上／家事専業／中野地区) 

○市民体育館をもっときれいに使いやすいものに建

て替えてもらいたいです。駐車場も狭く、子供の大

会等で利用できるようになれば、もっと活気が出

るのでは…。 (-／40～49歳／会社員・団体職員／

平野地区) 

○空き家の活用 ・中野市にはカフェがないので、活

用してほしいです。 ・お店を始めたい方や、趣味

を共有する場として活用できる空き家がある事を、

色々な人々に知ってほしいです。 昔からあるお

店の存続支援 ・特に呉服屋さんは地域にとって、

とても貴重な「存在」だと思います。 (女性／18～

29歳／会社員・団体職員／平野地区) 

○ゴミの排出日について、その日時が守られず、ゴミ

収集車が来たその日に持って来る人がいて守られ

ていない。収集日の前日に出す人が大勢いて、法律

に基づいて決められている日時が守られていない

のが、実態であります。具体的な対策、指導をお願

い致します。ゴミ問題は将来的に続く問題であり、

文化的生活、環境問題になり得る事柄であります。

単にマナー違反では済まされません。早急に対策、

指導をお願いします。 (男性／60～69歳／無職／

科野地区) 

○１）自家用車に乗れない人の対応。老人、買物、病

院通い。 ２）子供が少ない。人口減、あき家、農

地があれてくる。 ３）地域のふれあい。 (-／70

歳以上／農林業／高丘地区) 

○近くに電車、バス、公共の乗り場がなく、老後が不

安。 (男性／30～39歳／会社員・団体職員／延徳

地区) 

○・早期に市民会館の建設を現在地へ希望しま

す。 ・八十二銀行が移転した跡地はどうなるのだ

ろう。又、市が買取りしさら地にし、荒井屋やマツ

ヤの跡の様に、無駄な土地を有するのだろう

か？ ・小布施町の観光事業など研究してみては

どうだろう。 ・中野市で生まれ育ち大好きな市で

す。市役所の通りから見る高社山がとても好きで

す。 ・市の職員の方も日々、お仕事大変でしょう

が、お体に気をつけて頑張って下さい。 (女性／

60～69歳／無職／-) 

○除雪対策の充実をお願いしたい。高齢者世帯のみ

ではなく、いくら働いているとはいえ女、子供の世

帯、高齢者＋女のみの世帯もある。そういう世帯に

も除雪に対する対策をして欲しい。特に屋根の雪

降し及び、坂道がきつく凍ってしまうと歩けない。

「なんでもネットで…」はかんべんして欲しい。使
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い方を知らない人達もいる事を忘れないで下さい。

自分達（市の職員の方々）が使っているから、市民

も全員使えるとは考えないで下さい。 (女性／50

～59歳／会社員・団体職員／倭地区) 

○市政の中心の話題となるのが、市街地が中心とな

っており、旧豊田地区の方は考えて頂いているか

と思う。仕方のない事だとは思いますが。住民は少

ないが、高齢者を中心に住んでいるので、道路環境

等、交通手段等考えて頂ければと思います。ふれあ

いバスは運行していますが、医療機関へ行く際等

を考えると…。 (男性／40～49歳／会社員・団体

職員／永田地区) 

○生まれて 70年、中野市以外の居住した事がありま

せん。中野市もだいぶ変ぼうしました。市街地のす

いたい、子供等も市外に通勤し会社員です。高速道

路も通っているので、会社、農産物の活性をして中

野市を発展できたらいいと思います。生まれそだ

った所が一番いいですよ。発展中野市！ (男性／

70 歳以上／農林業／平野地区) 

○・地区の高齢化で役員の選出むずかしい。どこの地

区もそうだと思います。行政でアドバイスとかア

イディアほしい。 ・今は夫婦で健康。でもこの先

の事、福祉面、財産管理、土地、家屋の処分、法律

的な事、何も知識ありません。勉強会、セミナーな

どあるといい。 (男性／60～69歳／パートタイム・

アルバイト／高丘地区) 

○浜津ヶ池公園は広く緑多い、いこいの場ですが、ふ

だん人影がまばらなように思います。フィールド

アスレチックの遊具が少ないように感じます。予

算の関係もあるでしょうが、もう少し面積を広げ

て充実させたものにしてほしいです。 (女性／60

～69歳／無職／高丘地区) 

○私は、活力あふれるまちづくりと文化（生涯学習）

の充実を希望します。県外から若い女性が中野市

で働いておられます。その女性は、以前は青少年ホ

ーム、婦人の家があったのに統合され、それらの事

業はやってない（一部は除き）…「とてもさびしい」

と話しています。私もさびしいです。若い人に夢の

ある働きやすい中野市であってほしい。 (-／70歳

以上／農林業／延徳地区) 

○１）中野市民アンケート調査で市民の考え方を把

握することは大切ですが、さらに市民の適格なニ

ーズ及びその対策のために、小学校区程度の単位

で「ワークショップ」などを実施することも検討し

てみたらと考えます。 ２）「信州の小都市が取り

組む地方創生まちづくり」でも、今回のアンケート

内容とほぼ同様の内容が記されているが、ポイン

トは、その内容からどのように具体的に対策を実

施することではないだろうか？ その際、市民も

含めて行うことが大切（一体化）。 (男性／60～69

歳／農林業／倭地区) 

○東山にある土人形館、わかりにくく客少なし。経費

削減を含め一本木公園内に一緒にしたらと思う。 

(-／70歳以上／無職／中野地区) 

○市民のために、ありがとうございます。中山晋平さ

ん、高野辰之さん、土びな等（グランセローズも）

市の文化が融合され、市の代表的なイメージとな

り、市外の方々にも広まっていかれたら、中野市が

充実したものとなる気が致します。市民がひとつ

にまとまる何かが、インパクトがほしいと思いま

す（なんとなく分散されている気がして、それぞれ

では頑張っているのに、もったいない気がしてい

ます）。 (女性／50～59歳／パートタイム・アルバ

イト／中野地区) 

○要望‼ １）中野市の西松屋～コートダジュール

（カラオケ）の出入口の縁石をなくして欲しい。※

出入口の縁石の高さがある為、タイヤが傷んだり、

車内の振動のダメージが激しすぎる。赤ちゃんの

首が折れそうで恐い。 ２）待機児童問題を早期解

決して欲しい。 (男性／30～39歳／会社員・団体

職員／平野地区) 

○一人暮らしの高齢者が入居できる市営アパート等

の公共施設が少ないので、しっかりとした完備施

設を要望したいです。 (男性／60～69歳／自営業・

自由業／中野地区) 

○アンケートの集計結果が市政に反映されるのなら、
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市長も議員も必要なくなるものと考えます。 (-／

30～39歳／会社員・団体職員／延徳地区) 

○市の職員が定期的に街を『歩き』、道路とか街灯と

か（数、電気の切れ）しっかり調べ、対応してほし

い。とにかく歩いてほしい。 (女性／50～59歳／

パートタイム・アルバイト／中野地区) 

○私はパートです。木、花が好きです。ですから以前

より気になっている事があります。市のあちこち

に花が植えられていて、とてもきれいで良い事だ

と、又、手入れ等で活動している方々も、がんばっ

てやられて良い事だと思います。しかし年２回ほ

どの植えかえ時には、きれいに咲いている花をす

てて、新しい花が植わっています。もったいない事

だと思います。学校にクーラーを入れたりするこ

とですので、税金をもっと大切につかってもらい

たいです（使う所は使い、見直す所は見直してほし

い）。 (女性／60～69歳／パートタイム・アルバイ

ト／高丘地区) 

○地域の活性化の為にも、古い組織や、地域の団体な

ど、新しい意見を取り組み、見直ししていくことが

大事だと思います。 (女性／30～39歳／会社員・

団体職員／中野地区) 

○市独自の思いきった子育て、出産支援を望みます。 

(女性／70歳以上／無職／中野地区) 

○中野市は中山晋平や久石譲など、音楽の分野で活

躍し、日本の文化に大きな影響を与えた著名人が

生まれ育った市です。しかし、ここまでの著名人の

出身地であるにも関わらず、“音楽のまち”とし

てＰＲをしているところをみたことがありません。

中山晋平記念館は建ってはいますが、それだけで

はＰＲとして不十分ではないですか？ もっと大

きく積極的に記念館の存在をアピールしたり、夕

方に曲を流すだけでなく、もっと色んな場面で中

山さんの曲を起用したりするべきだと思います。

久石譲さんも、水木しげる先生の出身地、境港市の

ように町中にジブリの像を設置したり、電車のデ

ザインをジブリにしたり、駅で曲を流したり…と

色々ＰＲ方法があると思います。せっかく日本に

影響を与えるような方々が生まれ育っているので、

しっかりアピールしてもっと色々な人たちに知っ

てもらうべきではないですか？ (女性／18～29歳

／学生／中野地区) 

○人がいなければ市政は成立たないので、少子化対

策に力を入れるべきです。 (男性／40～49歳／自

営業・自由業／平野地区) 

○福祉にもっと力を入れてほしい。弱いものに優し

い心や目をむけ、くだらないプライドなどすて、住

民がもっと楽にくらせるようにしてほしい。税金

や福祉のお金を、上げたり下げたりするなら、それ

なりのみかえりがほしい。弱い者をいじめる前に

他にやる事があるはず。コンパニオンや 1日で 100

万や悪い事をしてつかまった人間に、ただめしな

んて、やってる場合じゃない。もっと困っている人

達に目をむけてほしい。自分さえよければ人なん

て、どうになろうと関係ないと言う人が多すぎる。 

(男性／18～29歳／無職／中野地区) 

○中野市は有名な作曲家がいるのに県外では知らな

い人がたくさんいます。もっと広めてほしいです。 

(-／60～69 歳／パートタイム・アルバイト／平岡

地区) 

○祇園祭は伝統ある行事として長い間継続してきま

したが、マンネリ化した中身の為、魅力がなく改革

する必要があると思います。中心市街地に中規模

な生鮮食品を扱う店舗が高齢者の為に必要だと思

います。 (-／30～39歳／会社員・団体職員／中野

地区) 

○日曜日に腹部の周りに赤い斑点ができたので、臨

時の医療機関へ見てもらいに行ったが、その先生

は「分からない」と言われ他の医療機関で見てもら

うように言われた。翌日の月曜日、飯山日赤で見て

もらったら、「あせも」といわれた。はじめに見て

もらった先生は「あせも」も分からず、診療に５分

とかからなかったが診療費 2,000円とは高すぎる。

中野の医療はこの程度だと解釈している。だから

何かあったら飯山赤十字へ行くことにしている。 

(男性／60～69歳／パートタイム・アルバイト／日
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野地区) 

○待機児童の対策は早めにした方がいいと思います。 

(女性／18～29歳／学生／倭地区) 

○子供が中学生です。授業中うるさい環境の中勉強

をしてます。そういった子への対応の甘さが感じ

ます。 (女性／30～39歳／パートタイム・アルバ

イト／豊井地区) 

○選挙がなく、市長、議員の考え方がわからない。税

金、保険料を値上する場合は告知を。 (男性／50

～59歳／その他／中野地区) 

○「障がい者福祉に関して」 (男性／40～49歳／会

社員・団体職員／中野地区) 

○お盆中、中野市の保育園全部休みってなに？ 長

野市とかどっかしらやってるのに…市役所やって

る日は子供預けれるようにしないと、共働きでサ

ービス業や、介護とかやってると子育て出来ない。

医療費も、無料とかあるのに一部払うとか、他より

早めに無料にしないと中野に住む人いなくなる。

消防の大会も無くした市町村あるから見習ってほ

しいし、地域の寄り合いでは飲酒運転が当たり前

とか、○○は区費４万近くて祭りも多いし、空き家

の有効活用の項目あったけど、空き家多いし、畑灌

とか抜けるのに凄い金かかるから、畑手放せずに

そのままになってる所も多い農家の支援は重要だ

けど、シャインマスカットの農家にお金バラまい

たらちゃんと回収してほしい。農家のために税金

納めてるんじゃない。 (男性／30～39歳／会社員・

団体職員／科野地区) 

○インターネットで細かい情報も確認できるように

してほしい。紙媒体での情報が多い。回覧板が面倒。 

(女性／30～39歳／家事専業／豊井地区) 

○工業製品、施設、農産物などの品質を良くするよう

に努力すると自然と中野市を知ってもらえるよう

になると思います。派手にＰＲするのではなく、ク

チコミ等で知ってもらえるようになれればいいな

あと思います。 (女性／60～69歳／農林業／平岡

地区) 

○仕事柄、市役所の市民課をよく利用しますが、対応

が最悪です。もっと利用者に寄り添い、優しく対応

することはできないものでしょうか？ ほとんど

の方がつんけんしていて、毎回とても気分が悪い

です。 (女性／18～29歳／会社員・団体職員／平

野地区) 

○保育士不足による待機児童の多さに驚いています。

少子化が進む社会では、人材の確保はますます難

しくなると思います。園や学校の建物を新しくす

るために税金を使うことも必要かと思いますが、

それ以上に人にお金をかけなければ、将来の中野

市は明るくならないと思います。中野市の保育士

さんの給料の安さは近隣でも有名だそうです。せ

めて、近隣並みの給料を保証し、中野市の未来をに

なう子どもたちを育む保育士さんの確保を切にお

願いします。 (男性／30～39歳／公務員／平野地

区) 

○各地区の古くなった用水路を直してほしい。老朽

化した消雪パイプを直して、水が出るようにして

ほしい。バスと電車の運賃を安くしてほしい。高齢

者(免許証を返納した人)のための移動手段を考え

てほしい。例えば、家の門先まで迎えに来てくれる

など。 (女性／50～59歳／その他／科野地区) 

○なにかと、自治会や区に押しつけるような事が多

い。昔は人手も多く、地元で作業を進めることがで

きたが、現在は人が少なくとても負担になる。もっ

と市が中心となって作業を行ってもらいたい。 

(男性／50～59歳／その他／日野地区) 

○保育士が不足しているのはわかるが、休日保育を

充実させてほしい。お給料を確保して、人員を増や

してほしい。税金を無駄に使うなら必要なところ

に使ってほしい。子どもは育てにくい環境だ。 (男

性／40～49歳／会社員・団体職員／延徳地区) 

○今回のアンケート、大変参考になりましたが、難し

く長いです。もっと簡りゃくに短く質問して下さ

い（－／18～29 歳／パートタイム・アルバイト／

中野地区） 

○中野市通院等、助成券のことで高齢者世帯という

ことで 900 円の限度としますとありましたが、身
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体障がい者は、ほとんどハイヤーを利用していま

すので、来年の３月迄とありますが、あと２枚のみ

となり、今は全額払って通院、買物にハイヤー使っ

ています。市ではどう考えていますか。回答がほし

いです。私は左足のマヒで手でもたないと上がら

ないしリウマチになり、手も足も痛く、指は夕方に

ならないと字も書けないし、指が、手がにぎれない

し、つかむことも出来ないが一人ぐらしのため、イ

タイイタイと云いながら、なんとかやっているの

で介護はとれなく、支援でデーサービス週２回利

用してます（女性／70歳以上／無職／中野地区） 

 

  


