
第５回議会報告会でいただいたご意見（３班）

No ご意見の内容 会場

1 国道115号に抜ける道路の整備を速く進めてほしい。 玉野公民館

2 国道115号の草刈りをしっかりしてほしい 玉野公民館

3 舗装整備ですが、傷んでいても補修作業が遅い 玉野公民館

4 免許返納は理解するが、生活に欠かせない 玉野公民館

5 路線バスの本数が少ないため、部活動で遅い場合は各家庭で迎えにいっている 玉野公民館

6 学校が休みの時は、路線バスの最終が午後３時半で大問題である 玉野公民館

7 医療バスがあっても良いのではないか 玉野公民館

8 患者バス（おでかけミニバス）に乗る人が減少している 玉野公民館

9 相馬市は介護施設が少ない。伊達市は介護施設が充実しサービスが良いので介護医療は伊達に行っている 玉野公民館

10 農業の問題で、花の育成（園芸）に変えたほうがいいのではないか 玉野公民館

11 原発事故のせいで、子供たちと別居生活になった 玉野公民館

12 相馬市に魅力がない。飯館村はやり方がうまい 玉野公民館

13 農業大国で宅地が少ない 玉野公民館

14 玉野地区を東北の軽井沢で売り出してみてはどうだろうか 玉野公民館

15 霊山（二つ岩）の歴史的価値の再評価をすべき。霊山の半分は相馬市所有だ 玉野公民館

16 若い人が少ない。人口が減少している 玉野公民館

17 相馬市でも外国人労働者を増やしてみてはどうだろうか 玉野公民館

18 野菜の生産販路拡大（後継者の問題） 玉野公民館

19 稲作をされている方が４件しかいない。空いている田んぼの利活用を検討すべき 玉野公民館

20 風評被害の問題を解決してほしい 玉野公民館

21 子供達の授業の中に、霊山登山など入れてみてはどうだろうか 玉野公民館

22 玉野の沼（玉野ため池）を利用した観光を考えてみてはどうだろうか 玉野公民館

23 霊山登山道整備をしてほしい 玉野公民館

24 霊山の歴史が手つかずなので、もっと整備を進めてほしい 玉野公民館

25 議会報告会においても更なる周知が必要だと思う 玉野公民館

26 地域見廻り隊を増やしてほしい 玉野公民館
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27 玉野を花見山に出来ないか 玉野公民館

28 玉野の沼地には、行政のサポートが必要 玉野公民館

29 玉野で高齢者の運動会を開催してはどうだろうか 玉野公民館

30 イベントで玉野の学校を利用出来ないか 玉野公民館

31 玉野高原野菜は素晴らしい 玉野公民館

32 玉野小中学校施設の利用はどうするのか。宿泊施設にしてはどうか 玉野公民館

33 玉野から八幡幼稚園へのバスの補助は出ないのか 玉野公民館

34 国際結婚をするために、もっと交流促進した方が良い 玉野公民館

35 他の地域との交流をさかんにしてほしい 玉野公民館

36 市議会に期待はしていない 玉野公民館

37 バイパスなどの道路整備が進んでいるのに、なぜ観光が促進しないのか 玉野公民館

38 緊急受け入れ病院の医師が不足している。南相馬市に回されてしまう 西部子ども公民館

39 特色を持った病院や、中核を担った病院を充実してほしい 西部子ども公民館

40 広報誌に医者の先生を掲載してはどうだろうか（弁護士のように） 西部子ども公民館

41 公立病院は時間が掛かる 西部子ども公民館

42 市民それぞれが同じレベルで生活出来るようにしてほしい。貧困の無い社会を。 西部子ども公民館

43 日中は仕事をしているので無料相談の時間を見直してほしい 西部子ども公民館

44 住環境と教育環境の充実が必要 西部子ども公民館

45 常磐道の法面の草刈りが年間１回のため、カメムシ等の害虫に困っている 西部子ども公民館

46 ふるさとは相馬なので、これからも住み続けます 西部子ども公民館

47 相馬は言葉がきついが温かみがある 西部子ども公民館

48 海外に意識を傾けた方が良い 西部子ども公民館

49 相馬のＰＲが少ない 西部子ども公民館

50 都会に無いものを大事にすべき 西部子ども公民館

51 市民が求めている物を明確にするべき 西部子ども公民館

52 若い世代がもっと活発にするべきではないか 西部子ども公民館

53 武士道や野馬追を大切にするべき 西部子ども公民館
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54 大学構内でパンフレットを活用しながら移住を進めています 西部子ども公民館

55 温泉がほしい 西部子ども公民館

56 入浴料が高額だ 西部子ども公民館

57 ２０年前から食べ物がおいしいので定住しました 西部子ども公民館

58 雇用が少ない、中央（大都市）に集中している 西部子ども公民館

59 最低限度の生活は保障されるべきだと思います 西部子ども公民館

60 相馬の地域性をどこに求めるのか 西部子ども公民館

61 伝統文化（御神楽など）見直すべきだと思います 西部子ども公民館

62 人を集めるためにはイベントを開催するべき 西部子ども公民館

63 農業に関心があります 西部子ども公民館

64 相馬の各所で歴史に関する案内板に絵を使ってほしい 西部子ども公民館

65 サイクリング事業の継続と、小さな事業でも企画し継続していく事が大切だと思います 西部子ども公民館

66 分散型の観光はダメ、山や浜の大規模化をしたほうが良いのでは 西部子ども公民館

67 観光パンフレットを新幹線中などに配布できないか 西部子ども公民館

68 観光の為に、新たなプロジェクトチームをつくってみたらいいのではないか 西部子ども公民館

69 松川浦の観光だけではなく、町や山間地の観光の推進をすべき 西部子ども公民館

70 イベント時に於けるプロの料理人での食べ物の提供 西部子ども公民館

71 食に対する風評被害で相馬産の安全ＰＲをすべき 西部子ども公民館

72 相馬の料理人は相馬産の食材をもっと使用すべきである 西部子ども公民館

73 米、野菜、魚の安全ＰＲをもっとしてほしい 西部子ども公民館

74 相馬産野菜のブランド化をすべき 西部子ども公民館

75 飲食店で生産者の写真付きで宣伝をお願いしたい 西部子ども公民館

76 相馬の食べ物は地元用ではなく、対外の人にもおいしいことを宣伝してほしい（当たり前だと思っている） 西部子ども公民館

77 玉野地区では果樹栽培が適している 西部子ども公民館

78 食育がキーワード 西部子ども公民館

79 セブンイレブンが多い 西部子ども公民館

80 ２４時間営業の店が少ない 西部子ども公民館
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81 人口に対して飲食店が多い 西部子ども公民館

82 市庁舎での絵画展示は大変良い事 西部子ども公民館

83 給食の無料化でラッキー 西部子ども公民館

84 心の教育をお願いしたい 西部子ども公民館

85 男性の参加者だけではなく女性の方の参加をお願いしたい。女性の考えを取り上げる事が大切 西部子ども公民館

86 薬や医療機関に頼る子育てはいかがなものか 西部子ども公民館

87 人と人との繋がりや里親制度について 西部子ども公民館

88 子供を愛するなら物品ではなく、心からの愛情を与えるべき 西部子ども公民館

89 施設整備も良いが、ハート面を育てる施策が必要 西部子ども公民館

90
農業体験をした子供がゲームするより楽しかったといっていた。農業体験は情操教育には適しているので推進し
たい

西部子ども公民館

91 学力向上に向けて、複数の担任で担当した方が良い 西部子ども公民館

92 教育に関して底辺の底上げをしたらどうか 西部子ども公民館

93 食材に対する教育をもっと充実させるべき 西部子ども公民館

94 女性の参加者がいないので時間帯を考えてみてはどうか 西部子ども公民館

95 出前講座を週末に出来ないか 西部子ども公民館

96 外国人労働者を受け入れる企業が必要である 西部子ども公民館

97 外国人に労働と宿食を提供して環境を充実すべき 西部子ども公民館

98 年齢層を絞った施策が大事である 西部子ども公民館

99 医療施設公立病院に入院出来ない、人工透析を出来る病院が少ない 市民会館

100 高齢者対策をどうするのか、問題が山積みである 市民会館

101 認知症はなるものと考えるべき 市民会館

102 介護士の人材不足が問題である 市民会館

103 広報誌に医者の先生を掲載してはどうだろうか（弁護士のように） 市民会館

104 公立病院は時間が掛かる 市民会館

105 セカンドオピニオン、医院から公立良いと思います 市民会館

106 震災の制度があるため南相馬や双葉に人材が流出している 市民会館

107 子供とおばあちゃんとの繋がりが必要 市民会館
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108 子供の教育環境に市民が関わった方が良い 市民会館

109 夜中のタクシーが無い 市民会館

110 独居世帯での生活で不便がある（物を動かす）ちょっとしたボランティアがあってもいいと思う 市民会館

111 南相馬市と賃金のおりあいがつかない（単価が合わない） 市民会館

112 道の駅に魅力がない。農協と漁協の協力をすべき 市民会館

113 大学が無いので、子どもは進学と共に相馬を出てしまう 市民会館

114 朝市の充実をすべき 市民会館

115 定住で税金の免除が必要ではないか 市民会館

116 市民会館は1,100人収容出来るようにすれば良かったのではないか。市民のため文化のためステージが狭い 市民会館

117 市民に投げかけ、意見を集めなければならない 市民会館

118 短期の問題ばかり取り組んでいるのではないか、長期的展望で計画するべき 市民会館

119 施設の充実も大事、利用者のニーズはもっと大切 市民会館

120 議会報告会の意見を反映出来るのか 市民会館

121 箱物行政よりソフト面を充実させるべき。施設の利用者は一部の方のみではないか 市民会館

122 対話が出来るしつらえが必要。構想の段階で市民に問いかけてみてはどうだろうか 市民会館

123 市民プールは温水でないため、半年しか利用出来ない 市民会館

124 区長を通じて市の見解を伺う 市民会館

125 相馬は人が良い。人情身がある 市民会館

126 相馬は海ばかり見ているのではないか。 市民会館

127 大学を卒業して戻ってきた人の働ける企業がどれぐらいあるのか、企業誘致は必要である 市民会館

128 賃金が安いが生活費はかかる 市民会館

129 地域起こし協力隊を活用してほしい 市民会館

130 常磐自動車道の全線４車線化を早期に実現してほしい 市民会館

131 福島への交通網のＰＲ不足 市民会館

132 歴史的焼物資料館の展示を工夫してほしい 市民会館

133 相馬の民謡はどこで聞けるのか。平時でもライブハウス等々で観覧出来ないか 市民会館

134 大堀焼ではなく、庶民が使用していた焼物の復活をしてほしい 市民会館
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135 道の駅が不満 市民会館

136 観光はドラマチックにしてほしい。観光に携わっている組織が機能していない 市民会館

137 相馬に電車で来られた方の移動手段はどうするのか 市民会館

138 海がきれいなのでゆっくり停まって時間を過ごせる場所がほしい 市民会館

139 イベントで魚を捌いたり、みそを作ったりする事は出来ないか 市民会館

140 相馬から仙台行きの快速がほしい 市民会館

141 地元の魚がどこで食べれるのか 市民会館

142 港めし選手権で優勝したが、今後の展開は 市民会館

143 買い物は商店ではなくスーパーに行く 市民会館

144 町に行かなくても買い物が出来る 市民会館

145 必要とされている物が相馬に売っているのか 市民会館

146 相馬市の施設は使いづらい、使用料金が高い、キャパが大きすぎる 市民会館

147 音楽のイベントを増やしてほしい。ライブハウスがほしい 市民会館

148 文化芸術の意識が低下している。生涯学習課はもっと力を入れてほしい 市民会館

149 振興公社の備品に対する管理が悪い。また床は傷だらけである 市民会館

150 広報そうまの有り方、月に１回で良いと思う、違うものに予算を使用してほしい 市民会館

151 教育で魚を捌く教育も入れてほしい 市民会館

152 老人クラブに入る人が少ない 市民会館

153 おでかけミニバスでは医者に行けないので、利用方法を改善してほしい 市民会館

154 おでかけミニバス高齢者の病院迄（受益者負担しても）100円ぐらい 市民会館

155 道路が出来た事により、相馬は通過点になってしまわないか 市民会館

156 子供に民謡を覚えさせたい 市民会館

157 祭り、民謡、盆踊り等子供にもっと思い出を作るべき、 市民会館

158 家庭に於ける子育ての意識改善が必要である 市民会館

159 教育予算が足りないのではないか 市民会館

160 現場の教職員に直接聞き取りをするべき 市民会館

161 職員の多忙化解消に取り組むべき 市民会館
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162 イベントが有る時はスポ少を休ませるべき 市民会館

163 放課後エルシステマ子供民謡をしっかりサポートするべき 市民会館

164 大型遊具（アスレチック的な物）室内にも遊具を設置 市民会館

165 相馬盆唄や盆踊りの普及するべき 市民会館

166 議会報告会の告知不足 市民会館

167 行事はあるが、呼びかけが下手でありもっと工夫して人集めをするべき 市民会館

168 交流の場所が不足している 市民会館

169 国際結婚は、女性が日本人で男性が外国人であれば定住出来るのではないか 市民会館

170 若年層の給料ＵＰが必要ではないか 市民会館

171 大人と子供の遊べる施設がほしい 市民会館

172 大人が行きたい公園を検討するべき、子供を連れて行くのは大人である 市民会館


