
平成 30 年度 まちづくり市民アンケート 自由意見 

 
本アンケートでは，385 名の方から自由記述式でのご意見をいただきました。 

以下に，政策分野ごとの主な意見（要望事項）を抜粋整理します（意見の後の（ ）は意見数）。 

 ※複数回答あり 
 

① 生活環境（防犯，防災，消防・救急，交通安全など）について（91） 

 生活公害（タバコやペットの糞尿処理のマナー向上，ごみ処理，公営墓地の設置等） 

 交通安全（運転マナー向上，交通状況・交通安全施設等） 

 防犯・防災対策（治安の強化，警察署の設置，街路灯の設置等） 

② 健康福祉（子育て支援，高齢者福祉，健康づくりなど）について（57） 

 子育て環境の充実（保育所の瀬尾美・拡充，経済的支援の拡充，遊び場の確保等） 

 高齢者福祉の充実（介護施設の充実，安心して暮らせるような対策等） 

 医療機関の充実（レディースクリニックの増設等） 

③ 教育文化（学校教育，生涯学習等）について（38） 

 文化施設（コンサートホール等）の整備 

 スポーツ施設の整備 

 教育レベルの向上 

④ 都市基盤（都市インフラ，景観，道路，公共交通等）について（173） 

 守谷駅（周辺地区含む）の整備，機能拡充，賑わい創出 

 緑の保全（緑・自然との調和，開発抑制等） 

 道路環境の改善（道路環境の改善，スマートインターの設置等） 

 バス交通の充実（ダイヤ，ルート，利用環境等） 

 上下水道料金の値下げ 

⑤ 産業経済（農業，商工業，観光等）について（17） 

 商業施設の誘致・充実（駅前除く） 

⑥ 市民協働（コミュニティ，広報・広聴等）について（34） 

 情報発信・シティプロモーションの充実 

 自治会について 

⑦ 行政経営（窓口，職員等）について（30） 

 まちづくり市民アンケートそのものについて 

 職員の応対等の改善 

 公共施設について（庁舎内部の施設，公共施設の配置等） 



番号 性別 年齢 地区 今後の守谷市のまちづくりに関するご意見がありましたらご記入ください

1 女性 ４０歳代 南守谷 モコバスの本数を増やして欲しい。

2 女性 ５０歳代 守谷
・モコバスの必要性が疑問
・自転車のマナーが悪いと感じる事が多いので、指導して欲しい
・老人の通院や買い物などに家族以外で付き添いをしてもらえる手段や制度があると便利

3 女性 ６５～６９歳 北守谷 守谷駅前がさみしい。もっと活気あふれる構想が実現して欲しい。

4 女性 ７０歳以上 みずき野
守谷駅前がパーキング場ばかりで景観が非常に悪い。バーキング場をもっと集約し周囲を緑で
囲むようにしたらいいと思います。今となっては困難かもしれませんが。

5 女性 ３０歳代 守谷 市内に警察署を作ってほしい。

6 女性 ３０歳代 北守谷

市内数か所で生活してきましたが、どこもゴミの分別がかなりいい加減で汚いです。ゴミ袋を各
種一枚ずつ（毎月）無料配布するなどしてはいかがでしょうか？袋代を払っているから良いのだ
という考え方の人もいると思います。ゴミ置き場の衛生面、周辺地域の汚れ、カラス等の悪影
響、ゴミ処理施設の老朽化を考えても改善を求めます。

7 男性 ４０歳代 みずき野 鳥の小道の川をきれいにしてほしい（散歩する人が増えているため）

8 女性 ４０歳代 北守谷
保健センターと連携が取れていないと感じる時があります。同一建物ならいいのですが「その件
は市役所へ」と言われるとせっかく保健センターへ行ったのにまた市役所へ出向かなくてはなり
ません。

9 男性 ６５～６９歳 北守谷
守谷の約半分はUR（旧住宅公園）の分譲等でほかの自治体から流入した住民であり、それも約
30年程度経過しており、次世代の子どもたちが気持ちよく住める政策をしないと他の例にもある
様高齢化市になってしまう危惧を感ずる。それでなくとも横の繋がりが弱い町なので。

10 男性 ７０歳以上 守谷 松並木の松の手入れ（枯れ枝等）の手入れをお願いします。

11 男性 ３０歳代 守谷 守谷から通える高校が少ない。

12 女性 ７０歳以上 みずき野
図書館の運営が民間になってから利便性が上がったのに又2年足らずで直営に変わる（戻る）の
はなぜか、一般市民にもわかるような説明がない。
ＴＸ守谷東口の開発（失敗）道路が迷路のよう、何とかすっきり出来なかったかのか。

13 男性 ５０歳代 北守谷

とりペットのふん被害
歩道の段差
信号の長さ（不要な赤、横断の短さ）
介護サービスの情報提供

14 男性 ３０歳代 守谷 守谷は住みやすい町だと思います。もっと商業施設ができるといいなと思う。

15 女性 ３０歳代 守谷

駅前の花壇の花に癒されます。いつも職場に行くときに花が植えられているのに気づくだけでし
たが、以前、ご年配の方々が植えている姿を見て初めてボランティアなのかと気づきました。
MOCOフェスetcの駅前イベントは活気があっていいと思う。市の活動やボランティア等について
アピールしてもいいと思う。マンションで共働きだと情報を得る機会が広報紙とイベントになる。

16 女性 ５０歳代 みずき野

子育て中は満足しておりましたが、年齢が上がるにあたり不安を感じます。子供が巣立ち夫婦2
人や1人暮らしになった時に買い物や駅までのアクセスの悪さを感じております。今は運転して
いますが、高齢になり運転しなくなったときには今の住まいにとても不安です。その不安がなくな
る町づくりになっている事を願います。

17 男性 ６５～６９歳 北守谷
市民会館を作ってほしい。いっぱいイベントを開催しみんなで心を豊かにしていきたい。健康にも
良く人間のつながりが良くなる。いっぱいいっぱい感動して長生きしたいと思っています。

18 不明 不明 不明

新守谷駅から守谷第一病院方面に向かう並木通りが整備され、きれいな街並みと思っていまし
たが、昨年初夏頃から秋までの植物が活発になり緑帯分離帯（？でよろしいのか）の生け垣の
間に草がどんどん生え、伸び放題にも係らず市が何も対応せず外観の悪さにびっくり。住民も商
店も全て見栄が悪く美的感覚がないのだと痛感！結局冬に向かい草が衰えるのを待ってやっと
という感じで草刈りが入ったが、一番緑が栄、街並みのきれいさが目立つ季節に平気で放置して
いる神経にはがっかりでした。何のための緑地帯なのか？他市を参考にされてみては。

19 女性 ７０歳以上 守谷 自然林（里山）の保全をしっかりやってほしい。

20 女性 ５０歳代 高野 子育てに関する支援や、施設の整備を進めていただくようお願い致します。

21 男性 ５０歳代 守谷
地震の震度が近隣の市町村に比べ守谷は1つ小さく発表される。市役所の地盤が市内の他のと
ころに比べ安定、強固であるためと思われるが、他の拠点に震度計を増設する等、考慮できな
いものか。

22 男性 ７０歳以上 守谷
市役所にコンシェルジュサービス（総合接客係）を配置し、日本一気の利く地方行政を実現する
（建物に入ったらいつでも気楽に質問ができる体制を整える）

23 女性 ６５～６９歳 南守谷
夜間の医療機関の充実をお願いしたい。緊急の時は取手協同病院しかなく不安です。子育て世
代の家がふえているのに残念です。よろしくお願いします。

24 男性 ６５～６９歳 みずき野
今年４月から始まるモコバス・デマンドに期待している。こんなアンケートで町づくりが出来るとは
思えない。

25 女性 ４０歳代 守谷 救急医療体制について整備してほしい。特に小児科救急の受け入れ。

26 女性 ４０歳代 北守谷
新守谷駅に新設の連絡橋及び駅周辺を禁煙エリアにしてほしい。学童たちや非喫煙者が不当
に副流煙による受動喫煙をさせられています。守谷駅ぐらいきちんとした表示をしてほしいです。

27 女性 ７０歳以上 北守谷
若い人達だけでなく老齢化社会にも同じ様な視線を向けて欲しい。いずれ皆年を取って行くので
すから

28 女性 ６０～６４歳 守谷
形だけでなく住みやすい街を作って下さい。ゴミ・回収など考え直して欲しい。街作り特に駅など
がぐちゃぐちゃ。



番号 性別 年齢 地区 今後の守谷市のまちづくりに関するご意見がありましたらご記入ください

29 男性 ６５～６９歳 みずき野

私の案ですが、健康保険を2年間（例えば）使用しなかった人に対して（これも例えばです）500円
のクオカード進呈等の案はいかがでしょうか？又これからは若い人達と子供達が何か楽しみを
与えるような遊具や遊び場がある場所を（子供中心）作って守谷市に沢山の人口がふえる町を
希望期待します。

30 女性 ６５～６９歳 南守谷
高齢者が参加できる単純作業の仕事があると良いと思う。趣味に生きる時代から少しでも社会
の生産に役立つ戦力として参加してもらう時代ではないかと思う。行政の方で高齢者を使うこと
が必要ではないでしょうか。

31 女性 ４０歳代 美園
夜間の救急病院へ連絡をして見てもらおうとしたら専門医がいないと県南の他の病院をすすめ
られた。消防署にもたずねて5件程の病院にTELしたが全て断られ最終的に柏の病院で見てもら
えた。数年前の話ですが、医療機関の受け入れ体制に不満があります。

32 男性 ７０歳以上 南守谷
この地区は常総と取手の両警察署のはざまにある様で守谷市の警察署が必要。特に取手警察
署の姿勢は「守谷はついで」にしか考えていないよう。市内の生活道路への大型トラック、コンテ
ナ車の通行規制、国道294号への誘導を市として警察への働きかけをおこなうべき。

33 男性 ５０歳代 北守谷
主要道路だけではなく、住宅地や幹線道路以外の舗装整備をもう少し積極的にやってほしい。
（例えば第一病院の信号の所や「松前台1丁目」「松前台小学校入口」の信号の所とか）

34 女性 ６０～６４歳 みずき野 信号増設

35 女性 ７０歳以上 守谷 緑が少くなって、住宅・マンション等が出来すぎだと思う。

36 女性 ２０歳代 守谷

駅前に出来たキャバクラやお酒のビル、ダッシュ？最悪。人のマナーが守谷は凄く悪い。緑が沢
山あり、道が広く大好きだけど、モコバス運転手の○○けんたろうという人（60代位）が最悪、客
がいるのに猛スピードで動いたり止まる前からバスのドアが開いたり押しボタンをおしても自分し
か乗ってなくてすぐ駅だった時ムシされた。

37 男性 ６５～６９歳 みずき野 町内に食品ミニスーパー等が欲しい。

38 男性 ６５～６９歳 みずき野
各地域に「まちづくり協議会」があると聞いているが、みずき野には有るのか分からない。少なく
とも活動しているという話は聞いたことがない。とかくみずき野は優等生扱いされるが逆に周囲
が全く干渉しないエアポケットになっていないか心配。

39 女性 ３０歳代 守谷 中央公民館では対応できない芸術活動のため市内にホールをつくるべきと思います。

40 女性 ３０歳代 みずき野 ショッピングモールや守谷駅周辺の混雑がひどくなっていると思います。

41 男性 ５０歳代 守谷
駅前は市の顔でもある。駅の南側を整備して貰いたい。城跡公園やプロムナード沿いの除草の
頻度を増やして頂きたい。特に城址公園の広場は子供や家族が遊ぶことができない時期が昨
年は長かった。

42 男性 ２０歳代 南守谷 守谷サービスエリアへのスマートインターチェンジ開設を希望いたします。

43 女性 ４０歳代 北守谷
古い市議会議員が変わらなければ何も変わらないと思える。横柄な人が多い。市民ファーストで
考えられる様な事をしていただきたい。派閥もあるし、何も変わらないと見ていて思える。期待し
ていない。

44 女性 ６５～６９歳 北守谷 気軽に出歩ける足回り。自転車道を安全で広めに！！街灯を町の隅々まで充実。

45 女性 ４０歳代 みずき野
子どもの数が減っているので、登下校通路を1人で歩かせるのは不安。安全面に配慮した街造り
を期待したい。

46 男性 ５０歳代 守谷
ＴＸの料金が高いので住みやすい町だと思いますが仕事が東京だと私は定期なので東京へ行く
のはお金がかかりませんが、家族はかかります。また駅の近くにはスーパーがないので買って
帰ることができません。駅前商業施設の建設をお願いします。ドラッグストアが多過ぎです。

47 女性 ５０歳代 北守谷
駅に直結するようなスーパーが無い為、仕事帰りに食料品などの買い物ができないことに不便
を感じます。駅前が駐車場やビルなどが乱立している為に景観がきれいではないことが残念で
す。

48 男性 ６０～６４歳 守谷
守谷の緑化の為に家で草木を育てていますが、草木ゴミの受入をもっと積極的にしてほしい。
（ゴミ集積所では迷惑だし、常総広域は受け入れていない。）

49 女性 ３０歳代 南守谷

レディース健診の際に、小さい子供を連れてだと検診を受けられない状況です。健診の際の10
分程度の時間でも保健センターの方に見ててもらいたいと思っても断られ健診に行けない時も
ありました。市の方でがん検診をすすめているのであれば小さい子供を連れて安心して健診に
行ける様な状況にして欲しいです。

50 女性 ５０歳代 大野
住宅地に事業所や人が集まる建物を立てる計画がある場合はまわりの住民に事前にアンケート
などをとってから建設するかどうかを決めて欲しい。

51 男性 ６５～６９歳 みずき野
散策コースのさらなる整備、維持、管理。城跡の河津桜、守谷沼、小鳥のみちを健康、ウォーキ
ング、市民のつどいの場所として整備して行きたい。

52 女性 ３０歳代 南守谷
子育て中ですが、子供の増加に伴い保育園や病院（小児科）が不足してきている印象がありま
す。今後学童なども心配です。施設は充実していて子育てしやすいと思います。

53 女性 ３０歳代 守谷 警察署があった方が良い。

54 女性 ６０～６４歳 みずき野
アクロスモールなど大型施設を駅ビルで作ってほしい。みずき野内にスーパーなど歩ける範囲で
商業施設が必要。

55 男性 ３０歳代 守谷 ほいくえんを増やしてほしいです。

56 女性 ７０歳以上 北守谷
道路が安全になったが、それ以上に信号が多すぎて不便。メイン道路であるふれあい道路と294
号線の信号を減らして欲しい。

57 男性 ２０歳代 守谷 ＴＸの値段が安くなって欲しい。経済的負担が大きくなるため。

58 女性 ４０歳代 守谷
黒内小へ通学する際に、歩行する294号線を朝スピードを上げて走行する車が多く、事故をとて
も心配しています。ガードレールをつけるなど対策をお願いします。



番号 性別 年齢 地区 今後の守谷市のまちづくりに関するご意見がありましたらご記入ください

59 女性 ５０歳代 北守谷
道路が広いところ（近所）に無断駐車（近所の人）してこまります。パトロールして欲しい近所同士
では云いにくくこまってます。市の相談の人もあまりまともにとりあってくれない。他にも近所の人
のこまりごとたくさんあります。センターで解決する方法作ってほしい。

60 男性 ５０歳代 守谷 駅前に商業施設を誘致してください

61 女性 ５０歳代 南守谷

街灯を増やすといい。今後老人増加を考えるとバスの本数を増加してほしい。公民館のように多
種多様な方々（老人増加するため）が気軽に集う場を設ける事が出来ると地域や近所との交流
機会も増える事で少し活気がでてくるかと感じる次第です。習い事以外でも簡単な項目での集い
などからの始まりなど。

62 男性 ７０歳以上 みずき野

①守谷駅東口の市有地の開発を進めないと柏たなか、つくばみらいに新住民をとられ守谷の発
展がなくなる。
②住宅開発は大規模でなく中規模をゆっくり進めないとみずき野、美園、北守谷の直面している
町の老齢化を繰り替えす事となる。その観点からみて松並の開発テンポは早すぎる。別地域の
開発も並行に進める30年40年先をみつめた街づくりが必要と感じます。
③老齢化が進んでいる町の買物手段（交通）を関鉄バス、モコバスの改善を町内会任せでなく市
が積極的に進めて欲しい。

63 女性 ７０歳以上 守谷
守谷市では「市民主体の町づくり」というお話をよく聞きますが、なぜか役所の責任のがれの様
に感じます。私は思いませんが「守谷の職員働かない」という意見を云う人もいます。

64 女性 ６０～６４歳 高野
駅直結の商業施設がほしい。大学や企業の誘致、大型ショッピングセンターやコンサート会場等
の建設など町の活性化に取り組んでほしい。医療機関の充実に努めてほしい。

65 男性 ７０歳以上 大井沢
モコバスの運営情報が変わるようなので、一寸だけ不安ですがなくなると困りますので続きます
ように

66 女性 ３０歳代 守谷
病院が本当に少ない。特に病院が二カ所しかないので、消去法で選ばなければならないのが不
安。不妊治療の市からの助成金も￥50,000と少ない点も不満。少子化を憂うのなら行政から積
極的な姿勢を見せてほしい。

67 女性 ６０～６４歳 みずき野
自治会町内会管理組合など一年間やって番が回ってまたかとしょうがなくやっている人が多い。
最低三年くらいはやらないと何もできないし来年来年と回しているだけ。家の3，4件先は誰が住
んでいるかわからないし、挨拶も顔もみせてもしない。もっと挨拶をするとしたしみがわく。

68 女性 ６０～６４歳 守谷
守谷駅周辺が魅力的になるとうれしい。狭い（歩道もない）道路の安全向上。行政から届く文書
が読解しづらいのでこのアンケートのようにわかりやすい文章になるとありがたい！！

69 男性 ３０歳代 美園 子育て環境の充実を図ってほしい（待機児童の解消等）

70 女性 １０歳代 南守谷

守谷駅に来るまで迎えに行くと近くにできた居酒屋から酔った客が横に広がり歩いていて危険で
ある。暴走族のバイクの音が非常にうるさくて、取り締まりを強化してほしい。たばこの投げ捨て
があり迷惑している。平成セレモニーホールの契約はどうなっているのか？もう契約期間は過ぎ
ていませんか？うやむやにしないでほしい。

71 男性 ５０歳代 守谷

守谷への人の誘致にはやはり駅周辺の開発が必要だと思います。その上で居住環境が安定し
て便利に暮らせることを望みます。駅の南口に大きくペデストリアンデッキを作るのも楽しいで
しょうし、暴走バイクは取り締まってください。ソフト的には市の職員の皆様が活躍している姿が
見えるのがのぞましいと思います。

72 女性 ４０歳代 守谷 もっと遊べる施設や公園を造って欲しいです。

73 女性 ７０歳以上 守谷 高齢者が安心して住めるように明るいまちづくりを希望します。

74 不明 不明 南守谷 ケイサツを市内に！！

75 女性 ３０歳代 守谷

路上でタバコを吸う人（歩きながら自転車に乗りながら、車の窓を開けながら、建築関係者が路
上で）をよく見かけます。小さい子連れが多い中でこのような人（特におじさん）（たばこだけかく
す人もいますがバレバレです）はイライラします。かなり厳しい規制をしてもいいのでは？と思い
ます。また、守谷駅東口の喫煙所ですが、まわりにけむりがくるので妊娠中の通勤はとても苦痛
でした。まわりに配慮ができない自己中な大人しかいないことに残念なのと、もっと子育てがしや
すい環境になってほしいです。

76 女性 ４０歳代 守谷
守谷交番及び市内の交番に警察官が24時間365日常にいるはずがいない状態なら交番の意味
がないので、どうにかしてほしいです。よく交番の前で困っている方を見かけます。早急な対応を
希望します。

77 女性 ３０歳代 守谷
東口の空き地はいつになったら開発が始まり、どのような計画がすすめられているのかHPや広
報等で知らせてほしいです。
常総線のふみきりを安全に利用できるようにしてほしいです。（高架橋や地下道をつくるなど）

78 女性 ３０歳代 大井沢
スポーツを気軽にできる場所が少ない。遊歩道があるならもっと散歩やサイクリングコースetc気
軽に楽しめるスポットを増やしてほしい。

79 女性 ６５～６９歳 北守谷
文化・芸術活動が盛んになるように支援して欲しい。高齢者だけになりがちだが若い世代の人た
ちにも参加してもらえるように。

80 男性 ７０歳以上 守谷
民間メディアによる「全国の住みよいまちランキング」1位に選定された事は、守谷市と市民に
とって非常に喜ばしいことであり、この状態を今後とも続けていける様に「まちづくり」に取り組ん
で頂きたいと思っています。

81 男性 ４０歳代 北守谷

①滝下橋更新または新しく橋を建設⇒渋滞緩和　不可能なら大型車は交通止めにして頂きた
い。
②道路族対策を進めて頂きたい。子供だけでなく「バカ親」が一緒に騒ぐ、もううんざり！夜中ま
でバーベキューに飲酒、車のエンジン掛けっぱなしetc
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82 女性 ４０歳代 大井沢
平らな土地を利用して「自転車のまち」を目指して欲しい。それを売りにして。（オランダのように）
エコっぽくなるから、カッコイイんじゃないですか？あと、透明度を売りにした市政。全部見せちゃ
うって今、一番カッコイイんですよ？

83 女性 ２０歳代 守谷
中央図書館の図書の充足、分館の駅近くへの設置がなされると良いと思います。駅前が閑散と
しており、暗い印象であるため商業施設の誘致、電灯の設置などを行うことで安心できるようにし
てほしいです。

84 女性 ３０歳代 守谷

子育てをするようになって思うこと…①保育園のさらなる充実②取手にあるウェルネスプラザの
ような室内遊び場（有料でも良いので）があると嬉しい、支援センターは土日休みが多いし設備
がいまいち③公園はみらい平の方が充実していて利用している④保育園の申し込みに関して、
4月など年度早くに産んでいなくても受け入れしてくれることにはとても感謝している。

85 女性 ４０歳代 北守谷
開いている土地がまだまだあるのだから、つくばみらい市のように災害時や行方不明者の情報
はメールだけでなく、防災無線（ポールにスピーカーがついているものです）のようなものをもっと
建てて市内に聞こえるようにしてほしい。常総の水害時、連絡が遅くてこわかったです。

86 男性 ６５～６９歳 北守谷
「住み良い街づくり」の基本は「人と人のつながり」だと思います。人と人のつながりが、より強くな
るような行政を期待します。

87 女性 ６０～６４歳 南守谷
ゴミを燃やさないでほしい。雨戸を開けると朝から臭い。ダイオキシンが発生するのでは？道路
のひび割れの補修お願いします。松波の信号機がない為人が通っても車は停車しない。信号機
つけた方が良いのでは。

88 男性 ５０歳代 守谷
毎週末、同じ時間に暴走を繰り返す守谷市内駅近くの暴走族取り締まりを徹底してお願いした
い。毎週決まっているのになぜ警察と連絡をしないのか？市の行政とは違うのか？

89 女性 ４０歳代 南守谷
住みやすい町としてPRされている割に、子育て環境はあまり良くないと思っています。保育園希
望の100％が入園できるような町としてもっと努力していかなければいけないのではないでしょう
か。どこも入れないならば、守谷は違うぞ！！というPRを出来るよう頑張ってほしいものです。

90 男性 ４０歳代 北守谷
・バスの本数を増やしてほしい・水道水がまずいので品質向上してほしい
・高齢者の車の運転について、あぶない

91 女性 ３０歳代 守谷 アンケート、web入力もできるようになればよりいいと思います。

92 女性 ４０歳代 南守谷 遊歩道や公園の夜間の街灯は明るくして下さい。早く消えてしまわないようにお願いします。

93 男性 ４０歳代 大井沢 市役所の前の道（水道局側）を早く駅まで一本道にして欲しい。なかなか工事が進んでいない

94 女性 ４０歳代 北守谷

・路上駐車がすごく多い。（住宅地周辺）
・自転車の危険な運転も多い。（飛び出し、広がって走る）
・犬のフンを拾わない人が多すぎる。
こういう小さな事から改善していかないと住みにくい市になる。

95 女性 ６０～６４歳 みずき野

みずき野にスーパーの跡地があります。活用を自治会でも考えて実際に運営したこともありまし
たが、うまくいかなかったようです。現在は車があって買い物など不便ではありませんが今後運
転ができなくなったとき日用品や食料品の購入が不安です。生活協同組合やネットなど利用せ
ずに近所（徒歩圏内）で買い物したいと思います。市の方でも、みずき野地区の今後について支
援してほしいと思います。

96 女性 ７０歳以上 南守谷 松戸市のようにすぐやる課があると良いです。以前に葉書を出しましたがなしのつぶてでした。

97 女性 ５０歳代 みずき野 介護保険やタクシー助成券など近隣の他市等にくらべて守谷市は厳しすぎると思います。

98 女性 ４０歳代 守谷
仕組みはあるけれど実際に担い手がおらず実質的にいは機能していない制度があり残念です。
例：ファミサポのサポーター守谷市社協ヘルパーステーション、担い手を増やすための情報や講
習など具体策を実行できると良いと思います。

99 女性 ６５～６９歳 大野

昔からの習慣かと思われますが、焚き火をされる方がいることで外に洗濯物を干すことを控えざ
るを得ないことがあります（臭いが付く為）何とか対策はないものかとストレスを感じています。職
場で話をすると同じ思いをしている人が多くいることを知りました。緑の多い街であることで枯れ
葉も多く出ます。何か対策があれば宜しくお願いいたします。

100 女性 ７０歳以上 守谷
この用紙が届いても、今は夫がポストまで行けますが、足の悪い私に困ります。何処にも行けな
いのでもう少し考えて下さい。切手代金の無駄です。

101 女性 ３０歳代 守谷
この一年間の間に、駅周辺の街灯が増えて日常生活の安心感が増しました。今後も市民が安
全に暮らせるまちづくりを進めていただけると幸いです。守谷市にはリサイクルショップが少ない
です。

102 女性 ７０歳以上 高野
モコバスが廃止になるようですが、年齢的に免許の返納を考えていますが、駅まで行くのは不便
になります。あるくのはむりがあり、年よりにはやさしい守谷市ではなくなります。

103 女性 ３０歳代 守谷
守谷駅前に図書館で借りた本の返却ポストがあると嬉しいです。（車がなく、公民館や図書館に
返却が行くのが遠いため）流山市には同様のサービスがあり便利でした。

104 女性 ２０歳代 北守谷

・街灯を増やしてほしいです。
・つくばエクスプレスの運賃を低くしてほしいです。
・関東鉄道バスについて、１時間に走る本数を増やしてほしいです。
・新守谷駅前駐輪所の改善をしてほしいです。

105 男性 ７０歳以上 みずき野 今後とも一部の利害関係者の意見に左右されず市発展の為よろしくお願いします。

106 女性 ４０歳代 守谷
・ＴＸ守谷駅にスーパーがあると便利だと思います。
・テニスコートの使用料について、クレジットカードや振込み等ができないか。

107 女性 ３０歳代 守谷
小学校のかたより改善を。道路補修をもっと行って欲しい。自然と人口のバランスが崩れてきて
いる。人口増加が凄すぎる。放射能の表示を行って欲しい。
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108 男性 ４０歳代 守谷
・守谷駅前の開発が必要（不便、寂しすぎる）※・信号機の見直し（場所、待ち時間など）など交
通インフラ整備・企業への誘致＝雇用の増加と賃金アップ※・教育機関の発達（学校、研究機関
など）※　※人集めの政策

109 女性 ７０歳以上 北守谷 デマンド乗合交通期待しています。

110 女性 ６０～６４歳 みずき野
緑の多い安全な街。これ以上開発はして欲しくない。守谷駅とショッピングできる建物は隣接す
べきだった。今は出かけた後ショッピングしにくい。特に車を運転できないものには！！

111 男性 ７０歳以上 みずき野 バス便を充実して欲しい。歩ける距離にスーパーがなく、車に乗れなくなった場合とても不便

112 男性 ５０歳代 大井沢
・介護施設を増やして欲しい。（例えば、保育園・幼稚園等と併設されている施設等）・守谷市中
心を少し離れると街灯がない所が多いと思う。

113 女性 ３０歳代 南守谷
道路が狭かったり渋滞がよくあるので、道路を広くして頂くなど利便性のある道づくりをして欲し
い。

114 女性 ４０歳代 みずき野
守谷駅周辺の開発をもっと計画的に行うべきであると思います。つくば市や柏市…に比べて魅
力がないことがもったいないと思います。小中の教育にも「守谷しぐさ」とかではなく、もっと魅力
的な特色を出すべきであると思います。良い人材、環境なのだから。

115 男性 ４０歳代 守谷
1.二学期制になるのは告知が無さすぎて意味意図が不明。
2.体育館の冷暖房完備!!

116 女性 ３０歳代 守谷
守谷東口の近くの空き地の利用について、音響のととのったホール、図書館、子育て支援や生
涯学習の場、スポーツができる場など市民やそれ以上の人も利用できる複合施設を建設してほ
しい。イメージとしては文京シビックホールが入っている文京シビックセンター。

117 男性 ６０～６４歳 みずき野
①守谷市に成人式やコンサートを開ける文化的かつ近代的な施設が必要
②特にみずき野内の路上駐車を厳格に取り締まって頂きたい（特にＴ字路5Ｍ以内に駐車してい
る車は危険）

118 男性 ７０歳以上 高野
高野小学校前の荒廃した青年研修所の撤去はいつ迄に行う計画があるのか？美園からの通学
道路はいつ工事が始まるのか？何年も廃屋状態で放置は美観上問題である。善処願います。

119 女性 ７０歳以上 北守谷

1)コミュニティバスが活動しているようには見えていない。
2)20年前よりどんどん大木が切り倒され緑が減少している事が悲しい。
3)駅前は利権を利用したミニパーキングでまるで迷路のよう。再開発した当時の前市長の責任
が大きい。これでは駅前が発展する術もありません。
追)災害時の市民への伝達が市の広報車では大事な報せが豪雨時は全く家内まで届きません。
第一担当者がきけんです。他の方法を至急に考えるべきです。災害は待ってくれません。

120 男性 １０歳代 南守谷
守谷駅をもっと活性化してほしいです。駅ビル等。駅のまわりが淋しいのでもっと賑やかになると
嬉しいです。

121 女性 ５０歳代 北守谷
乱開発を防ぎ、緑豊かな景観を計画的につくっていってほしいです。住宅地の景観規制（外観の
色など）をしてほしいです。

122 女性 ５０歳代 北守谷
新守谷駅近くの294号のファミマ、すぎのやの交差点の朝と夕方の車の渋滞がひどいです。294
号に出るまでに（守谷テニス方面から）夕方などひどいと10～15分くらいかかります。右折信号を
つけてくれないでしょうか。調査して下さい。

123 女性 ４０歳代 北守谷
せっかく乗り換えにも便利な守谷駅なのに、駅前開発がほかの駅にくらべ遅れていると言うより
皆無に等しいと思います。商業施設も少なすぎてひどい。

124 女性 ６５～６９歳 みずき野
福祉の町とか何か特色のある町づくりがよいと思う。あと人を呼びこめるような工夫がもっと必要
と思う。

125 男性 ７０歳以上 守谷 まずは市役所の職員の無知を正すべき

126 不明 不明 不明 健康のための体操等の講習をもっと増して欲しい。筑波大などと連携した健康づくりをしたい。

127 女性 ３０歳代 南守谷
先日交通防災課に伺いましたがペット同行避難について何の対策も取られていないことを知り
大変不安を感じました。

128 女性 ４０歳代 北守谷
駅に食品を買える店が無いので、会社帰りに更に店まで出かけないと行けないのが忙しい夕方
に時間を取られて不便を感じている。

129 女性 ３０歳代 守谷
問87でも返答した通り居住年数が短いため正直該当しない設問が多く、「分からない」というのが
本音です。四季の里など、もう少し植物や公園内の手入れをしたらより利用したいと思う場にな
ると思います。守谷駅に本屋等読書の啓発につながる場を設けてほしいです。

130 女性 ４０歳代 南守谷 住みよい街めざして頑張って下さい。

131 女性 ５０歳代 守谷

発展する街だと思って転居してきましたが、駅前はあまり開発されず（居酒屋ばかり）開店しても
閉店されたり進歩がない為、守谷駅は毎日通過点にしかならない。車社会の為、歩道バリアフ
リーは進まず（駅前でさえ、歩道が途中でなくなる地帯がローソン付近にある）街灯も少ない為、
結局車を使いたくなくても使わざるを得ない。歩道の整備を進めて頂きたいと思います。

132 女性 ２０歳代 守谷
ＴＸの運賃が高いのでもっと安くしてほしい。バスの運転手の運転があらくて気持ち悪くなる事が
ある。駅周辺の横断歩道（信号無）を渡りたくて待っているのに車がなかなか止まってくれない。
（スピードもそれなりに出ている）

133 女性 ６０～６４歳 守谷
守谷駅直結の商業施設があれば便利です。車を持たない高齢者にとって市役所、保健セン
ター、警察署、法務局、税務署等が点在しているので不便です。バスの連絡も本数が少なくて不
便です（タクシーの運転手さんも無愛想な人が多い）

134 男性 ７０歳以上 守谷
市役所、公民館等公共施設への主要道路の整備を進めるべきである。
居住区域が広域化（拡大化）され、地区の区別が明確でない為、町内会組織等を加味した避難
方法等の明確を図るべき。



番号 性別 年齢 地区 今後の守谷市のまちづくりに関するご意見がありましたらご記入ください

135 女性 ３０歳代 守谷
とにかく道路がせまい。メイン道路の車線が少ないうえ、信号が多く土日は特にどこもかしこも渋
滞していて事故にもつながる原因になると思う。

136 女性 ３０歳代 南守谷
住みよい街と言われているわりには保育園が充実していないなど小学生以下の子供に対して市
のバックアップが充実してないと思った。

137 女性 ５０歳代 美園
市長をはじめ昔からの地元の恩恵のある人たちが根をはり続け、駅周辺が全く発展しない改善
されないのはとても恥ずかしく住みにくさを感じます。守谷以外から移り住んだ人たちによって活
気あふれる市に成長したのですから市の行政に新しい風をもっと入れるべきです。

138 女性 ４０歳代 北守谷
路上駐車が多い。子供が通るのに危険なのでパトロールや警察等と取り締まって欲しい（細い
道に駐車場のように毎回止めている方がいる）安全なに町づくりをして欲しいと思います。

139 女性 ３０歳代 守谷

駅周辺の開発はもっとどうにかなりませんか？柏の葉キャンパスや流山おおたかの森など周囲
の主要駅は統一的に開発され成長が感じられますが、守谷は小さいビルや店舗が建ち並び居
酒屋とコインパーキングのみ目立つ状況です。せっかくＴＸの車庫もあって人の流れが活かせる
土地柄なのに・・・もったいないです。ロータリーもせまい。人の流れを無にしてます。ビジネス
パーソンが住みたいのはＴＸ様々です。他にウリがなさすぎます・・・。

140 女性 ６５～６９歳 南守谷
こんなひどい暴力的な町はない。自然は美しいのにすんでいる近所の文化程度最悪。迷惑千
万。見られることも聞かれることも許していない。介護士の必要なし。泥棒介護士がたくさんい
る。

141 男性 ７０歳以上 守谷
警察署の設置を望む。（難しければ取手警察署の拡充を望みたい）（守谷交番の充実を）（これ
があれば住み良さランキングはもっと上がります。）

142 女性 ７０歳以上 北守谷

◎コミュニティバスを運用してほしい。行政区間だけでも回るバスは必要です。
◎カスミ裏公園に水遊びが出来て守谷のPRにつかわれてますが、行政（民間？）の管理しやす
いシステムで夏は暑くて、はだして子供は遊べず水がミストで出たと思ったら止まりで以前の踏
水のままのほうが涼しげに感じました。せめて水がずーっと出たままor底辺にたまって水遊びが
出来るようにしてほしい。（3年前から要望を出しているが改善がみられません）
◎ＴＸ駅発北守谷3ルートが同じ時間に出発するのは納得がいかないです。5分ずらすだけでお
客さんは助かるのに関鉄に要望してほしい。
◎土日の帰宅時バスが9:35分ぐらいの最終バスの延長を希望します。

143 女性 ３０歳代 守谷
食料品を買うには大変満足しております。衣料品を買うには店舗が少なく感じます。保育園の待
機児童をなくしてほしいです。高齢者等で何か困っている人がいたら何か手助けがもっと簡単に
できる仕組みがあれば良いなと思います。（一般の市民も参加できるような）

144 女性 ５０歳代 守谷
駅前の道路がクネクネしていて走りにくい（車で）駅周りの施設がバラバラで利用しにくい。常総
運動公園の陸上、競技場をタータンにしてほしい。

145 女性 ４０歳代 みずき野
守谷で育ち、今も住んでいます。親の買った土地ですが、大変生活しやすく不満は特にないで
す。今後も守谷の為に市役所のみなさんよろしくお願いします。

146 女性 ４０歳代 守谷
これだけ人口も増えているので大型ショッピングモール開発（イオンタウン全面リニューアルでも
いい）、クリニック等の医療機関の充足、警察署の設置、JA野菜などの買物をしやすい環境を整
えてほしい。

147 女性 ３０歳代 みずき野
クラシックコンサートや式典を行えるコンサートホールを作ってほしい。つくば市のノバホール級
のもの。みずき野のあたりにスーパーマーケットを作ってほしい。

148 男性 ６０～６４歳 みずき野 高齢者の技能をバレク化し、民間企業などとのマッチングを促進する

149 女性 ３０歳代 みずき野

関東鉄道バスについて・・・→以前より本数がへって不便に。（特に朝や夕方のよく使う時間帯の
本数もへらされたため今は全く使っていない）書いてある時間にバスが来ないことも。（守谷駅に
て）→運転手に理由を聞いてもハアクしておらず・・・。ＴＸとバスとの時間もちょうどいいのがいつ
もないので本当に不便で使いづらい。もっとバスを使用している人のイケンをとりいれてほし
い！！

150 男性 ４０歳代 守谷 駅前をもっと有効に使ってほしい。

151 女性 ４０歳代 守谷
アンケート選択肢、該当するものがなく困った。環境は良いが活気はない。文化レベルが低いと
感じる。ポテンシャルはあると思う。行政のこれからに期待。

152 女性 ６５～６９歳 南守谷 年齢を重ねるごとに住みにくいと思うおようになりました。

153 男性 ７０歳以上 北守谷 ガンバロー!!文化都市・守谷！住み良い町・守谷!!

154 男性 ３０歳代 北守谷
自転車用車線を充実してほしい。
駅前の駐輪場を増設してほしい。
ＴＸの車両を増やしてほしい。

155 男性 ３０歳代 南守谷
病院に行った時にどの外来を受診したらいいか分からない時があるので、症状を聞いて、どこの
科に行くべきかを教えてくれる「総合診療科」のような科を設けてほしい。

156 女性 ４０歳代 大井沢

守谷市民がふれあえるイベント（祭り、フリーマケット・・・）が気軽に開催される事を願っておりま
す。まだ、子供が小さいので日々の生活に追われており、なかなか市への活動に参加出来てお
りませんが守谷をもっともっと良い街にしたいという思いはあります。頑張ってください！私も頑
張ります（笑）

157 男性 ２０歳代 守谷

アプリ等（Morinfo）などで民間業者と提携してポイントやサービスを利用してる（？）かと思いま
す。素晴らしいアイデアだと思います。まちづくりに自分も含め若い世代をまきこんでいく仕組み
をつくることが大切だと思います。日頃から守谷市の行政や市政に参加されているみなさまに感
謝しています。

158 女性 ４０歳代 南守谷 守谷市にはおおむね満足しています。ただ、水道代が高いのでそれをなんとかしてほしいです。

159 女性 ６５～６９歳 守谷
総合病院がもうひとつあったらいいと思う。第一病院はいつも混雑です。松波青葉は子供たちの
数が急増しています。市として対策はあるのでしょうか？



番号 性別 年齢 地区 今後の守谷市のまちづくりに関するご意見がありましたらご記入ください

160 女性 ７０歳以上 守谷

私は15年前、主人の病気退職（パーキンソン病まだ軽度）にともない東京都心より知人親類等一
切いないこの守谷に移住してまいりました。裏通りを入るとまるで別世界、農村の田園風景の
中、主人と二人と犬での毎日、散歩は経験のない新発見、感激の日々でした。市役所の職員は
皆様親切、小学生の子供の登下校時整列して班長を先頭に秩序ある行動をしている事、駅周辺
の清掃が行き届いている。反対に気になること、行き止まりの道に何の表示がない所が多く見ら
れる。又地区の公園の名前の表示、現在地の表示も少ない。行き止まりの道に粗大ゴミが捨て
られている。モコバスを利用したくも何か利用しにくい。いつも空車、もしくは1、2名しか乗ってい
ない大きいバス。税金お無駄遣いとしか思えない。よい方法はないのか？とかなり不満を述べま
したが、新鮮な地元の野菜が毎日手に入りきれいな空気と周囲の人間関係に恵まれ、この地に
来て正解であったと思っております。

161 女性 ４０歳代 守谷
本町の辺りは道を歩いていても危ない。白線しか引いていないので車がスレスレで通過する。
ガードレール等もう少し対策をお願いします。

162 女性 ７０歳以上 守谷
町内会のコミュニケーションがもっとスムーズにできたらいいと思います。今の時代はスマホ・ア
プリなど自分からキャッチしないと人のつながりがむずかしくなっていると思います。その為には
ひがし野は公民館がないので作って頂きたい。気がるに集まれる所があったら良いと思います。

163 男性 ６５～６９歳 南守谷
イオンタウン～守谷駅間の道路がせまく＆歩道が無いので交通事故があぶない。都市計画を
もっとまじめにやってほしい。駅周辺の道路には歩道を設置しないと旧市街地のようになってし
まう。

164 男性 ６５～６９歳 守谷

高齢者福祉に力を入れる事は理解できますが、力の入れすぎです。もっと若い人にお金を使っ
て！！
他に企業誘致、市内で働ける場所の拡大－若い人がいなくなる原因です。市の安定した税収－
大きな事業所が少なすぎます。
教育、高校（私立にせよ公立にせよ）を増設してほしい。大学の誘致－バス路線の増設の希望
あり！！
都市計画、駅前の計画的な開発、地上げ屋にとられた様な土地の対策。高架下の積極的な利
用、2階建自転車置き場等々・・・。

165 男性 ７０歳以上 大井沢
最近家の周りに猫を飼う人が増えてマナーが非常に悪い。放し飼いに対する罰則を作っていた
だきたい。守谷に住んで17年家の庭が他人の飼っている猫の為にトイレになっている。

166 男性 ２０歳代 南守谷 コミュニティバス（特にCルート）の本数を1時間に3本くらいにしてほしい。

167 女性 ６５～６９歳 みずき野
以前に比べて町内みずき野の公園の遊具等の設備が整備され驚きました。身近なものが整備
されると気持ちが良いものです。これからも定期的に楽しめ安全にも気を配っての点検等もお願
いします。

168 女性 ７０歳以上 守谷
京都府、神戸市、東京都と居住致しましたがこの町で原住民市住民と云う言葉を知りびっくり、
頭が古い人ばかりと思います！井の中の蛙大海を知らずこんな人ばかりです。

169 女性 ７０歳以上 美園 北柏迄行くバスと取手迄行くバスがない事が不満です。

170 女性 １０歳代 守谷
駅の近くにショッピングセンターが欲しい。自転車置き場が少ない。平日の昼間に行くと満車が
多い。CDショップがあるといい。タワーレコードが茨城県内にないのでつくって欲しい。

171 男性 ７０歳以上 北守谷
文化会館新設（誰も分かり易い場所表通りに）1.有名アーティストの演奏可能、設備（音響、座席
多数）図書館、レストランの併設（文化会館内）希望します。

172 男性 ７０歳以上 南守谷
公園内の外灯が切れてるかこわれているかで何回電話連絡をして直さない。12～1月2か月間も
放置、何かと云うと業者まかせの受答、修理なり交換したら職員が確認すべきでは。放置ごみな
ども目に付く範囲で処理しているが目に余る行為もある。

173 不明 不明 不明

都内から移住したがサービス窓口の少なさ、図書館の貧弱さ、市内交通網、駅前の賑わいの創
出、安全面、全てにおいて見劣りする。茨城県内では先進的な点もあるかもしれないが、首都圏
全体で見ると情けない行政だと思う。隣の柏や流山に負けない行政をしないと今後守谷は衰退
すると思う。

174 男性 ６５～６９歳 守谷
守谷駅周辺もうちょっと賑わいが必要に思います。そして自然公園等の緑を生かし、調和のある
街づくりをしてほしい。

175 女性 ５０歳代 みずき野
守谷は住みやすい街だと思います。便利だけど緑も多い所がすきです。ただ住民税は少々高い
かと・・・（職場の県内の人と比較しておどろかれたことがあります。）仕方ないのかなぁ。

176 女性 ２０歳代 北守谷

つくば市や坂東市のような立派なコンサートホールを作って頂きたいです。今の中央公民館の
ホールでは、ホールが狭くオーケストラもギリギリ、ピアノも小さく不十分だと思います。また非常
に湿度が高い。もっと多くの演奏団体に心地よく使ってもらえるよう検討していただきたく存じま
す。

177 女性 ４０歳代 守谷 駅前の施設の充実をお願いしたい。

178 女性 ４０歳代 北守谷 音楽、芸術など発表、コンサートなどができて文化的な活動ができるホールを作ってほしい。

179 男性 ４０歳代 大井沢
R294～守谷市役所までの前川製作所前の道が歩道もなく車が自転車/歩行者と事故になる危
険性が高い。至急な整備に取り組み改善してほしい。

180 男性 ５０歳代 南守谷
守谷サービスエリアに「スマート・インターチェンジ」を導入してほしい。交通力が地域の力となり
ます！！都内に通勤しているからこの様に感じます。

181 女性 ７０歳以上 北守谷 市内バスについて、日中の本数を多くして下さい。

182 男性 ５０歳代 守谷
従来から住んでいる方と新しく引っ越しされた方が集うコミュニティスペースが駅前にあると良い
と思います。最近自治体によっては図書館を充実させているところがあります。駅前であれば年
齢を問わず集まれると思います（例：土浦市）
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183 男性 １０歳代 南守谷

水道の件では企業にはせず、そのまま行政の方で監理していただきたいです。理由としましては
最近ニュースで企業に変えることで水道料金での市民との問題が発生する恐れがあるので変え
ないでいただくとありがたいです。また水の質までも落ちる危険もあるので変えないでいただきた
い。また近年日本全体の平均所得低下により住民税が高いと感じます。さらに、日本全体でも守
谷市の公共料金が高いと思いすこしでいいので料金をさげていただくとありがたいです。県北に
行くことがありバスの利用をすることがあるのですが、バスの本数が少ないと感じたことがありま
す。なのでバスではなくてもいいので電車の駅を増やしていただくとありがたいです。またＴＸを東
京駅につなげるという噂を耳にしたのですが、本当なのでしょうか。もしつなげていただけるのな
らば住民の増加もみこめるので賛成です。素人の意見ですが見ていただけると幸いです。守谷
市の知名度の向上と繁栄を願っています。

184 女性 ４０歳代 守谷
現在の就業情報が大変忙しく地域活動で特にボランティアについては活動の有無や内容を知る
機会がないことで参加するまでに至っていません。退職後にはぜひボランティア活動に参加した
いと思っています。

185 女性 ３０歳代 守谷

守谷駅前に市役所出張所が欲しい。守谷駅前に、市図書館の本の貸出し返却ができる場所が
あるとありがたい（インターネットで蔵書確認、申込み予約ができるシステムなどで）駅前に住ん
でいて車を所有しない人でもサービス利用がしやすいことを希望します。平日フルタイム勤務へ
の対応も・・・。上下水道料金が高い。水質が悪い（塩素が多い？）ことへの改善も希望します。

186 女性 ２０歳代 北守谷
守谷駅前をもっと活性化させて利便性を良くして欲しい。居酒屋や駐車場ばかりでもう少し買い
物ができたりご飯やも若者向けのものがあると嬉しい。またよくわからない小さなビルやマンショ
ンばかり建てて道や視野が狭くなり無駄にゴチャゴチャさせないでほしい（運転しづらくなるので）

187 女性 ６５～６９歳 みずき野 住宅の購入額

188 女性 ６５～６９歳 北守谷 音楽ホールがほしい

189 女性 ４０歳代 南守谷
税金が高い。駅前で買物ができず不便（駐車場ばかりいらない）公共施設を守谷駅前で平日も
利用できるようにしてもらいたい。守谷市の中心はどこか分からない。

190 女性 ４０歳代 守谷

守谷駅の近くに最先端医療や子供が夜間救急を受けられたり（守谷市は水曜のみ！！他の曜
日に取手まで夜中行き、朝方帰る。大変だった。）がんセンター等整った高度先進医療が受けら
れる病院があると良いと思う。駅近にあれば高齢になりバスで移動しても必ずバスは駅を通るか
ら駅から徒歩5分以内が良いと思う。超高齢社会も見込んで検討していただきたいと思います。

191 男性 ７０歳以上 北守谷
守谷駅前をもっと商業都市にしないと客が柏方向に行ってしまいますので魅力のある駅前を望
む

192 男性 ５０歳代 南守谷
守谷市の利便性は、地理、インフラ的に大きなアドバンテージがあるにもかかわらず、他の地域
との比較においても全くメリットを活かせていないことは明らか。今からでも遅くないので是非行
政の方が頑張る意義があれば協力いたします。

193 男性 ６５～６９歳 守谷

都心へのアクセスも良く穏やかな住環境を維持できていると思われますが、ＴＸ頼りの感は否め
ません。住み続けたくなるための整備は今後必要と思います。気が付いた点を1～2点書きます
が①道路が汚い（歩道が黒く汚れた所が多く、枯葉が吹き溜まりのまま）②テニスコートが少ない
（テニス人口に比し少なすぎる）③駅周辺の清掃がされていない。（随所に黒ずんでいる所が見
られる）

194 男性 ４０歳代 北守谷
他人が評価した住みやすさランキングではなく、住んでいる人が住み続けたいと思う街づくりをし
てほしい。全てが中途半端な感じがする。住みやすさランキング上位なのに住んでいる人はそう
思っていない。

195 男性 ７０歳以上 北守谷
四季の里の水車ようやく修理改良される様になりました。満２カ年修理されなかった。市外の観
光客には見苦しかったと思います。

196 女性 ６５～６９歳 守谷
特にありませんががんばって下さい。こういうアンケートはあまり好みません。自分の生活で精
いっぱいで他に目を向けることがなかなかむずかしい。外にでる機会はあまりありませんから。

197 女性 ７０歳以上 北守谷
都内まで勤務している共稼ぎの人の為駅ビルやせめてスーパーを作ってほしい。75才すぎたら
タクシーの割引券など考えてほしい（年をとっても買い物ができないので免許を返せない）

198 女性 ４０歳代 北守谷
守谷駅バスターミナル周辺に冬や夏場の夜間空調がきいたバス待ちできるスペースがあるとよ
い。（お店がしまった後、バスを待っている間、寒かったり暑かったりして困るので。夜11時すぎま
であいてるお店（カフェなど）あると良い。）

199 女性 ３０歳代 守谷
子供たちが安全に通行できるように車通りの多い通りには歩道やガードレールをつけてほしい。
294沿いや、ミルク工房もりや前の道です。

200 男性 ７０歳以上 北守谷
市の行政も過去1年、数年と見たとき、具体的成果がよく分からない。市民への必要なサービス
はしているのでしょう。あまり不平不満はない。ただそれだけでは未来へ向けた街作りをしている
ことにならない。守谷をどういう街にしたいのか議論を聞いたことがない。

201 女性 ６０～６４歳 守谷
駅前周辺にお店が少なく寂しく不便。小さなスーパーが欲しい。駐車場ばかり・・・。ちょっと昼間
寄れる飲食店も少ない。栄街公園のロープは不必要。どこからでも公園に入れるようにしてほし
い。花だんも。

202 男性 ３０歳代 守谷
大型車がよく通るエリアなので、歩道はガードレール等とつけてほしいです。子供たちが安全に
歩けるようになったら安心です。外灯を増やしてほしいです。夜道が暗いです。子供の医療費窓
口負担月600円（2回まで）は無くならないのでしょうか？

203 女性 ７０歳以上 北守谷

①守谷市へ来てから3年過ぎ、以前10年前畑が緑におおわれ野菜等が沢山植えてありました
が、今回は多くの畑が何もうえてなく休耕畑が目立ち残念な気分です。いろいろな事情があるか
もしれませんが何かの方法使用するとよいと思います。②私の近辺で（損保ジャパン研究所）道
路側に犬のふんが大量にしてあり大変不愉快に感じます。
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204 女性 ３０歳代 大井沢
学校設備や教育レベルは非常に高く満足しています。全体的に満足していますが、北守谷地区
は畑が多く外灯が少ないので夜間は不安なことがあります。住宅地と農村地の差が縮まればと
思います。守谷は平均的に良いですが、これといった魅力がもっと増えるといいです。

205 女性 ４０歳代 守谷
駅前を車で行ける店を作ってほしい。（駐車場がある駅ビルなど）温泉やカラオケ、ボーリングな
どの娯楽施設を１つにしたのがあるとうれしい。

206 男性 ７０歳以上 北守谷
市民会館の建設したら如何でしょうか。その新会館よりの”のど自慢”を発信してもらってはと思
います。そのことをとおして全国で、さすが守谷は住みよい処と思って頂けると思います。どうぞ
宜しくお願いします。

207 男性 ６５～６９歳 美園
ＴＸ守谷駅周辺の再開発（駐車場ばかりで商業施設が非常に少ない）守谷氏の鉄道玄関口とし
てまったく魅力がない。

208 女性 ６０～６４歳 南守谷 守谷駅前にある風俗？店の様な店は好ましくない

209 女性 ５０歳代 大野
規模の大きな市民ホールを建設してほしい。音楽コンサートなど著名な人を呼んだりできる音響
設備の整ったホールがあるといいと思う。また今年子どもが成人式に参加したが常総運動公園
の体育館を会場にしたのを見て、やはりちゃんとしたホールが必要だと痛感した。

210 男性 ４０歳代 北守谷 守谷市に美術館やホール（文化センター）を建てて下さい。

211 女性 ５０歳代 南守谷
弱者にやさしい町であってほしい。たとえば車より自転車、自転車より歩行者（歩道を歩いたこと
ありますか？）また大人より小人、近隣の公園施設の充実がうらやましい。駅前の駐車場だらけ
にはがっかりする。

212 男性 ５０歳代 守谷 ＴＸの混雑改善してほしい。待機児童問題を至急解決してほしい。

213 女性 ４０歳代 南守谷
小学校の登校について、各地区の子供会に任せないでほしいです。トラブルがあっても解決でき
ない。希望する家庭については個人登校としてほしい。子供会の役員がトラブル解決にのりだす
のは辛いです。

214 不明 不明 不明 高齢者に対する買物、交通への配慮を望みます。

215 女性 ７０歳以上 守谷 自然食品関係が充実していない

216 女性 ２０歳代 北守谷

守谷市内にはスーパーがヨークベニマルとカスミばかりなので「タイヨー」も建ててほしいです。
最近の焼却炉を作って分別のいらない町にしていただきたいです。
立沢公園の水はけを良くしてほしいです。遊具がたくさんあっていい場所なのに地面がなかなか
かわかないので遊びたくても遊べない事が多いです。
問80についてですが、「守谷市のために頑張っている人」とは具体的に誰のことでしょうか。分か
りづらいです。

217 男性 ４０歳代 北守谷
警察署の設置。立沢公園周辺の街路灯が暗い（数が少ない）ので防犯上不安がある。（つくばみ
らい市側は数が多い）新守谷駅前駐輪場（閉鎖中）の建替え（広く使い勝手がよかったから）

218 女性 ５０歳代 北守谷
交通事故や無理な路駐のいらない治安の良い街になる様な努力を続けてほしいと思っていま
す。

219 男性 ３０歳代 守谷
守谷市の人口（生産年齢）が増加し、自転車利用も増加している中で駅前の駐輪場が不足して
いる。待ち人数も2施設で400人弱これからますます子供達が大きくなりＴＸで通学する為には駐
輪場を早い段階で整備しないと問題が大きくなる。早期改善を強く願う。

220 男性 ７０歳以上 北守谷 守谷市内に共同墓地を造って戴きたい。

221 男性 ７０歳以上 北守谷 高齢者の仕事が少ない。出来れば市内で生活したいと思う。

222 男性 ３０歳代 北守谷

子ども会活動を以前のように積極的に行えるようにしてほしい。（15～16年前）自分に子どもが
出来た時、子ども会は住んでいるところにあるかどうか不安。
アパートに住んでいると、自治会とか地域活動にどのように参加したらいいのか全く分からない
（広報もりやは実家で見ている）

223 男性 ７０歳以上 北守谷

孫は「友達を招待してもどこにも連れて行ってあげる所がない」と言う。守谷駅周辺には小店舗し
かなく、通勤のついでに買い物ができる店もない。例えば柏おおたかの森駅周辺のような。茨城
県が魅力度最下位の県であり、これからの人口減少社会のさらなる進行を考える時、若者に
とって楽しく過ごせるまちに変化・進化する必要がある。そのための知恵出しと実践が直ちに必
要だと常々思っている。

224 女性 ５０歳代 みずき野

質の高い安心してかかれる総合病院の誘致をお願いします。「守谷には脳の急な疾患で救急車
を呼んでも手術ができる病院がないので引越しを検討する」と言う友人がいます。
年を取ってもこの街で豊かに暮らしていけるための文化の充実を希望します。アマチュアではな
く一流の奏者の演奏が聴けるためにはホールが必要です。子ども達が身近に本物に触れられ
お年寄りが出かける楽しみが増えるような。

225 女性 ７０歳以上 北守谷
地震時に周囲の市町村の震度と守谷市ののそれはいつも違います。地震計の置き場所をどこ
か別なところにしてはどうかと思います。

226 男性 ５０歳代 北守谷 水道料金が高い

227 男性 ３０歳代 守谷
転勤族でさまざまな街に移り住んできましたが、住みやすく良い街だと思います。人口が少し増
えてきたのか最近は電車や車の混雑が気になる様になってきました。

228 女性 ５０歳代 みずき野
つくばエクスプレスの主要駅である「守谷駅」をもっと上手に使いましょう。守谷に来てもらって
（東京や千葉などから）そこから県南めぐりをしてもらう、「観光バス」拠点にする、など広い東西
駅前広場の利用度をあげるべき。「駅前マルシェ」とか「駅前カフェ」とかもいいと思う。

229 男性 ４０歳代 みずき野
緊急夜間等でも診察してくれる歯科があればいいと思う。年末年始歯が痛くてもみてもらえる歯
科が守谷に無く、流山や東京までいくことになった。
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230 女性 ３０歳代 北守谷
公園の地面がぬかるみやすい公園があるので大きめつぶの砂をしいてもらえると子供も滑らず
に安全に遊べる（立沢公園が特にひどい）

231 男性 ６０～６４歳 南守谷
守谷駅ビル内又は近辺にスーパーの誘致、現在はFMの一人天下状態です。よってFMの接客
対応は感心しません。競合相手がいないからです。

232 女性 ４０歳代 守谷

百合ヶ丘の菊地サイクル前の道路、歩道のほとんどが側溝であるが割れ欠けがあり直していた
だけないか。
公園の遊具がどの公園も全て同じでつまらない。公園ごとに特色があれば子供と遊びに行く公
園が選べて良い。今年町内会の役員をしたが、現役世代では会長等に当たった場合とても勤ま
らない。市役所もサービス業として土日開庁を増やしたりできないか。自治組織も働きながらでき
るようにする為には市役所も書類の受理等が土日もできるようにして欲しい。茨城県に薬科大を
設立して欲しい。

233 男性 ７０歳以上 北守谷 アジア人を住まわせない！議会の録音の公開をウェブで。

234 女性 ７０歳以上 南守谷 市内を走るバスをもっと利用しやすいように運行方法を考えてもらいたい。

235 男性 ７０歳以上 守谷
①住居近くの街灯がLEDライトになり、まぶしくて明るすぎる。迷惑なので白色からダイダイ色に
替えて下向きに光が出る様角度を変えて欲しい。夜でも家の内まで光が入りまぶしい！②側溝
のゴミの排除は市が行うべきだ！

236 女性 ３０歳代 北守谷
どうして？震災のとき守谷市は福島の人たちを受け入れなかったのかいまだに不満です。お隣
の取手市は良い市だと思うのです。これから守谷が災害にあっても冷たくされてもしかたない。

237 女性 ３０歳代 守谷

駅前を充実させてほしい。とくにショッピングセンター。図書館のネット予約＆貸出しを駅前で
やってほしい（流山おおたかの森みたいに）。料理教室や都市銀系の支店がなくて不便。警察署
がない。ビスタシティにバス停を作ってほしい。とくに図書館の出張所ピックアップサービスはとて
も便利だったので是非検討してほしいです（前に流山おおたかの森に住んでいてよく利用してい
ました）こういうアンケートはうれしいです！

238 女性 ３０歳代 守谷
保育施設を充実させてほしい（大至急）現在育児休業中ですが仕事復帰できなくて困っている。
子育てしやすいまちだと思っていたが、この問題が解決されていないようでは話にならない。
ごみの分別が細かすぎて住み続けられないと思っている。

239 女性 ６５～６９歳 守谷
コンサートが開ける大規模な芸術ホールを建設して頂きたい。森や林をこれ以上なくさないでほ
しい。

240 女性 ３０歳代 南守谷

生活環境について、のらねこが多く糞害に困っている。遊歩道等にも糞の放置が多く不衛生であ
る。
不審者情報が多いため遊歩道の外灯を明るくしてほしい。
公園に時計を設置してほしい。

241 女性 ４０歳代 守谷
子育て相談についてもう少しオープンにしてほしい。保健センターの保健師さんは良いですが検
診時の心理士の方の話が非常に不快でした。

242 男性 ６５～６９歳 みずき野
①街路樹のこまめな剪定（落葉対策）②各家庭の生け垣の歩道占有の規制を積極的に施行し
て下さい。

243 女性 ７０歳以上 北守谷

意見にはなりませんが、私の住む所では、自治会に入らなくてもいい、近所の人達とも付き合わ
なくても困らない等の理由で自治会に入っていない方が沢山居られます。この環境で足並みを
そろえていくのは至難の苦労だと察します。出来る事があればと思いつつ何も出来ないのが現
状ですが少しづつ参加していきたいと思っています。

244 不明 不明 不明
食品や日用品は、ほぼ不足しないが衣類など小さな店ばかりで「つくば」や「柏」に行かなければ
用が足せない。大きな商業施設が来ると便利。小さな店を守ろうとすると消費者は外へ行く。

245 女性 ２０歳代 北守谷
駅前でのイベントは非常に邪魔。車の通行も不便で、人が多く迷惑です。もう少し減らすか他の
場所で。駅前や近くがもう少しにぎわってほしいです。市民ホールや警察署ができてほしいで
す。

246 女性 ３０歳代 みずき野

人口が増えてきていろいろな考えをもつ人が増えているように思います。市として今後も広く住
民によりよい守谷にする為の情報発信をよろしくお願いします。守谷駅は市の玄関、顔として重
要な場所だと思うので、街づくりで1番力を入れてほしいです。（ガールズバーなど風俗ばかり増
えている気がします。）

247 男性 ４０歳代 守谷
子が通っている（いた）小中学校で授業が荒れていると聞く。また、いじめが原因で転校した子も
数人いたと聞く。先生方に保護者が相談しても一向に改善されない為です。学校名は出せませ
んが市と学校が協力して対処してほしい。

248 男性 ６５～６９歳 美園
前市長、現市長とも守谷市の出身か？木を見て森を見らざるごとし！！視野が狭いように感じ
る。守谷駅周辺はこれ以上発展する感が全く無い様に感じる。道路付もがっかりしている！！

249 男性 ７０歳以上 守谷

自分に守谷を自慢しろと言われたなら何も無い、商業施設は他の市町村より有るかもしれない
が、他所に大きな施設が出来たらお客は皆そちらに行き今の常総市・取手市の様なかそちにな
るのは目に見えている。
昨年「四季の里」へあやめを見に行きました、沼の水が少なくあやめに元気がなく不思議に思っ
ていた、そこであやめの手入れをしている方がおり理由を伺ったところ市に予算が無く管理が出
来ずボランティアで花摘みをしているとの事、あの様な立派な施設があるのに管理も出来ない守
谷市、これから何を期待しろと言うのか、城跡公園・森林公園・雑木が茂っているだけで入る気
になれない、でも下草の管理はしなくては成らないでしょうそれだったら近隣の人達が来られる
観光地の様な事も考えてはどうか。いろいろな意見はあるだろうがこの辺に無い物、秋の紅葉で
「もにじだに公園」みたいな施設、駐車料金だけでも公園の管理費の一部は負担できるのでは、
役所の各部署での「守谷市発展」のためのミーティングなど行っているとは思いますが、その模
様を工法で知らせていただけたら市民の方達の市政に対する関心もたかまるのではないでしょ
うか、期待しております。
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250 男性 ４０歳代 守谷

守谷市本町の地番について複雑な感じがします。守谷市本町1丁目○○番地などの方が分かり
やすいと思いますが如何でしょうか。
守谷市消防団の全てではないとおもいますが担当地域の自治会や企業に協力金をお願いし集
金している分断があります。自営の場合は自治会・店舗・市税の3重で防災費（消防）に協力して
いる感じになりますので分断からの協力金依頼は即時辞めて頂きたい。
守谷市の震度情報について。周辺地域より低く発表されている感じが否めない。地震計の設置
場所（おそらく市役所だと思いますが）について再考して頂きたい。
免許更新など警察関係の手続きでは、常総警察・取手警察など遠方に手続きに行かなければな
らないので、警察署の設置について取り組んで頂きたい。
暴走族対策について、数十台の2輪車が294号を爆音を立てて走行しているのは恐怖そのもの
である。警察も取り締まりの努力はしていると思いますが、目に見える取り締まり強化をして住み
よい街にして頂きたい。

251 男性 ４０歳代 大井沢 新築した家にゴミ捨てなどのイヤガラセがあり住民のモラルが低い

252 男性 ５０歳代 守谷 温泉を造ってほしい

253 男性 ２０歳代 守谷 自宅に保険や不動産の勧誘がよく来訪するので何とかなれば良いなと思っています。

254 女性 ５０歳代 守谷

守谷駅からＴＸに乗り仕事に行きますが、守谷駅前はずーっと変化がないですよね。ＴＸ利用率
が多いのに駅前に商業施設が何もないのには不便を感じます。新しく出来るのは飲み屋と銀
行、駐車場しかできませんね。自転車置き場も少ないし、もっと他の駅を見習って下さい！！こ
れだけ発展しない市も珍しいですよね。住みたい町になんてなってないですよ。本当にＴＸの乗
車以外便利はないです。

255 女性 ３０歳代 南守谷

ちょうどＴＸ開通直後頃に引越してきたが、駅前の開発に市としてのスタンスやスペースの有効
利用が全く感じられず、駐車場と雑居ビルが乱立してしまったのは市の怠慢だと思う。守谷市の
魅力を発揮できるチャンスを逸し、ほんとうにもったいないことをした！せめて選挙の期日前投票
のスペースを駅前に設けてほしい。市役所に設けても平日働いている人にとって、何のメリットも
なし。

256 男性 ４０歳代 守谷

モコバスの使い勝手が悪すぎる。だから利用しない人が多い！！ＴＸとの接続の悪さ、本数の少
なさで利用したくても利用できない！！特に本町で関鉄バスがなくなった所の人達はＴＸで通勤
している人が多い！市役所の人は何もわかってない！！（わからないんだろうな）利用者少ない
→本数・線路減らすじゃなくて、なぜそうなのか、しっかり考えなさい。

257 女性 ２０歳代 守谷

転入の手続きで役所に行った際、全てが終わるまで1時間以上かかった。書類に不備がなかっ
たにも関わらず、私のみ1時間以上何の対応もなく待たされたので、少しその職員に対して不満
がつのってしまった。
市のアプリで様々な市の情報を簡単に得られるので非常によいと思う。

258 男性 ３０歳代 みずき野

駅前に商業施設をつくってほしい。
ヤクザなどのいないまちづくりをしてほしい。
タクシーの台数、バスの台数を増やして欲しい（常総線上り終電以降）、祭り、伝統文化活動を地
元の人だけでなく新しい移住した人でも参加できるよう工夫してほしい。

259 不明 不明 不明

①関東鉄道による回り道の多さ、渋滞の解消②国道沿いの美観が悪い。③街灯が少なく夜の防
犯に視認性の悪さ。④開放的で大きな運動公園がない。⑤運動施設の老朽化。⑥駅前の駐輪
場が1年以上定期の空きがない。⑦市役所の方は親切ですが、諸々処理の回転が遅い様に感
じます。

260 女性 ６０～６４歳 南守谷
町内の会長選出の件で、役員決めが中々決まらずジャンケンで負けたら会長という事になるみ
たいなので～それが心配です。どうしても出来ない人もいるのに・・・心の負担でたまりません。
何かいい方法はないものでしょうか。そんな方が沢山いらっしゃるので。

261 女性 ２０歳代 南守谷

アンケート項目について、市での生涯学習や福祉活動については全く知らないため評価がしづ
らい。
ＴＸが開通して、流山市と共に人口は増えているのではないかと考える。もっと若者（消費活動の
多い年齢層）が来たいと思う施設が必要だと思う。

262 女性 ４０歳代 みずき野
これからも緑のあるきれいな守谷市であってほしいです。守谷駅近くに生鮮品等購入できるお店
があると便利だと思います。

263 女性 ３０歳代 守谷 水道代が高いので下げてほしい。

264 女性 ６５～６９歳 南守谷 守谷駅周辺の街灯がきれいです。できればもう少したくさん着けて下さい。

265 男性 ４０歳代 大井沢
野焼きを無くしてほしい。環境にも健康にも悪い。迷惑だ。市からそういう考えでないのであれ
ば、いいまちとは思えない。

266 女性 ６０～６４歳 不明
守谷市は景観を重視し過ぎるのでは？と感じる事が、市内を運転していて多々思う。特に守谷
駅周辺の活気が悪い。もっとショッピングセンター（駅なか）、高層ビル、マンションが建っても良
いと思う。

267 女性 ７０歳以上 守谷

守谷駅から下新田けいゆ病院に行くバスがなくなると足がなくなりますと、病院に行く時が年寄り
二人でいるのに主人も股関節で手術して病院通うのがこれからバスがなくなるとこまると近くの
人達も口にしている。自治会、町内会は23年も住んでいるが、だれがやっているかまったくわか
りません。

268 女性 ５０歳代 北守谷
保健所が市役所の付近にあればもっと便利だと思います。将来的に集約できる案を考えてもら
いたい。それと「守谷警察署」ですね。免許の更新とかで常総市か取手市に行くのが煩わしいで
す。まちづくりの趣旨とは関係ないかも知れませんが。

269 男性 ６５～６９歳 みずき野

守谷市の顔であるＴＸ守谷駅の改善をしてほしい。アワーズがなぜ失敗したかだれでもわかって
ます。外部から都市デザイナーコンサルを入れて未来指向の守谷駅周辺プランを立て実行して
いただきたい。駐車場の中を横切って駅まで行くようなアクセスの現状はどこの駅でも見たこと
のない異常なインフラです。だれか立ち上がってください！
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270 女性 ４０歳代 守谷 住宅が増加した、ひがし野、松並みエリアに郵便局を作ってください。簡易局でも構いません。

271 女性 ７０歳以上 北守谷
生垣、庭付、少子化で老人世帯では手入れ管理が難しくなり、空き家も増え、住み続けるのが重
荷になってきました。庭木の手入れを安価で定期的にやってくれる専門家（グループ）があると良
いのですが。（シルバーさんは年寄りで安心できない）

272 男性 ５０歳代 みずき野 河川敷グラウンド通路の舗装

273 女性 ７０歳以上 みずき野
私は今パークゴルフを下妻の方まで行っています。出来れば守谷市内にあれば健康のために
良いのです計画をお願いします。

274 女性 ７０歳以上 大野

某所サークルでの希望
守谷市に住み30数年過ち同居人の他界等で遠くに墓地をと云う方が多く、守谷市内に安値な樹
木葬の様な物がほしいと云う意見があります。
民生委員の方の住所と名前が良く知らされていない場所が有る様です。（顔を見た事がないと云
う事の様です）

275 女性 ３０歳代 守谷
駅周辺の開発をしてほしい。駐車場が多く、商業施設が少ない。計画的に開発されていないこと
が一目瞭然で、景観が悪く、利便性も低い。柏の葉キャンパス駅前のように、衣食住すべてがそ
ろい景観をそこなわない顔を作ってほしい。

276 女性 ２０歳代 大野

近隣トラブル等の対応がもっと充実してくれるもっと安心して暮らせると思う。加害・被害ともに生
活に困っていると思う。
独身の時は気にならなかったが、”火燃し”ももう少し取り締まって欲しい。規定外の物を燃やし
ているせいでプラスチックの燃える匂いや、天気が良く換気している時に火燃しの煙が部屋に
入ってくることがある。乳児、小さい子供がいる家庭にとっては好ましくない。

277 男性 ３０歳代 守谷
松並の人口が急激に増え、災害時の避難所の問題はどうなっているのか。黒内小学校の児童
数が増え、教室や校庭の問題など早めに対処方法を決めておいて欲しい。学区の再編も必要な
のではないか。

278 女性 ４０歳代 守谷

自転車（サイクリング）コースの整備
クロスカントリースキー（夏場トレーニングローラースキー）コースの整備
⇒理由；コガイ川、利根川と良いインフラを活かしきれていない。川沿いの整備（治安維持向上）
によりスポーツトレーニングコースへ。りんりんロードまでサイクリングロードをつなげてほしい。
茨城の玄関口！

279 女性 ５０歳代 守谷

他の市町村に比べて街路樹の手入れが行き届いていると思います。今は車社会なので少し市
内から離れるとその差がくっきりわかります。街並みの印象はとても大切です。これからもよろし
くお願いいたします。
市役所の出張窓口、守谷駅前に欲しいです。歩いて行けるので。
警察署は守谷にできないのですか。

280 女性 ３０歳代 北守谷

自然が少ない。近所の付き合い、話す機会が全くない為、先々不安。（地元よりも親密感がない
市だと思う）どの辺が住みよいまちなのかわからない。公共料金（主に電車）、保育料等高く、生
活しにくい。会社にいる牛久市の方に聞いた、牛久市の子育て政策の方が、子育て世帯に優し
いと思った。年をとった時、この地域で暮らしていくのは不安しかない。

281 女性 ５０歳代 大井沢

守谷は都心からのアクセスも良く緑も豊かで素晴らしいと思いますが、子なしで外部から転入し
た夫婦や人にとっては地域とのつながりが薄いと老後は若干不安です。高齢になって車が無く
ても移動に不自由しない公共交通の整備と安全な街づくりをよろしくお願い致します。また、美術
館やホールが駅近で有ると駅前もにぎわうのでは無いかと思います。

282 男性 ３０歳代 守谷 駅周辺の空き地がもったいないです。統一感のない駅まわりは気になります。

283 女性 ４０歳代 北守谷
丸福の対象を中3までを高校3年までに（外来）してほしいです。
私立高校授業料無償化に所得制限なくしてほしい。
ふれあい道路、高速道路上の歩道が暗くて危ないと思いました。

284 女性 ５０歳代 守谷

八坂口の横断歩道に信号をつけていただきたい。
子供がひかれそうになったことがあります。
お子さんがいる方だけでなく介護で離職された方々への支援が不足していると思います。市民
全員が満足していける市政をおねがいしたいです。

285 男性 ６５～６９歳 北守谷
町づくりも大事ですが、それよりも市職員の教育（基本的な対応が出来る程度の）をしっかりして
ほしいと思います。特に出先機関にいる方の中には簡単なことであっても対応しない（仕事しな
い）方がおられます。（参考まで）

286 女性 ３０歳代 守谷
子供が開智のぞみ小学校に合格した為、引越してきました。学校に通うまでの道が森林で危険
です。子供が使う道の整備を強化して頂きたい。新守谷駅の方は歩道橋ができて便利になりま
すが、新守谷の奥の方は電灯も少なく環境が整っているとは言えません。

287 女性 ７０歳以上 守谷 高齢者への施設の充実を切に願う。市民会館の設立（娯楽の場が少ないから）

288 女性 ２０歳代 南守谷
駅前のロータリー（送迎の利便性）がもっとよくなってほしい。駅に買い物できる施設が増えて欲
しい。子供や高齢者、障害があっても暮らしやすいステキな守谷になりますように。社会福祉の
充実を切に願っています。

289 男性 ２０歳代 守谷

・避難ハザードマップについては、水害時の避難場所が分かりづらい。低い土地が避難場所に
なっているような気がする。
・守谷市にはグループホーム（知的障害）が少ないので、援助してでも作ってほしい。
・各災害時に届く防災メールに英語版がなく、外人の友人は困っている。（杉並区の例を同封し
ます）日本語を話せても読めないので内容が理解できず、テストメールということも分からず大騒
ぎとなったそうです、せめて”TEST”と入力してほしい。とのこと。
・最終バスが（守谷駅発）早すぎます。最終電車で帰ってもバスがないのは不便です。
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290 男性 ５０歳代 南守谷
自然と自転車、美術を愛する市民です。これからも自然環境と共存できる（自然に手を付け過ぎ
ない）街づくりをお願いします。アーカスプロジェクトについては素晴らしいと思っています。今は
あまり参加できていませんが、是非続けてください。

291 女性 ５０歳代 守谷
とにかく駅が寂しい。もっと商業施設を充実させて欲しい。特に電車通勤の共働きの人が生活し
やすいスーパーや保育園など居酒屋ばかり多いのも不満。

292 女性 ２０歳代 北守谷
きれいな街に住んでいて気持ちが良いです。ありがとうございます。特別市に対して何かできる
わけではありませんが、住みよいまちづくりが少しでもすすむことを願っています。応援していま
す。

293 男性 ４０歳代 みずき野 みずき野郵便局前の十字路の交通量が多いため右折専用の信号設置を検討下さい。

294 女性 ３０歳代 みずき野 森林公園の遊具付近に水道を作ってほしい。

295 男性 ６５～６９歳 北守谷
アンケートの結果から良い町づくりよろしくお願い致します。私も微力ながら協力出来たらと思い
ます。

296 男性 ４０歳代 守谷
守谷駅東口ロータリーの外の通り、思学舎駅前校の通りが歩行者や自転車の信号無視、横断
歩道外の横断、自動車の路上駐車等々、通勤通学時間帯は無法地帯と化しています。死亡事
故が起きる前に対策出来ないものか・・・。

297 男性 ５０歳代 守谷

自治会の役員の業務が重く負担に感じる方が多くいます。自治会を無くすなどよい案はない
か？
犬のフンの放置が無くなりません。条例等で罰則を設けてください。
2020東京オリンピックへ向け路上喫煙の禁止を！

298 男性 ４０歳代 守谷
守谷駅内に市役所の出張所をつくっていただきたいです。
守谷駅付近は統一感の無い景観なため市が主導して自然なり経済なり何かコンセプトをもった
開発を行っていただけると街は活性化するかと思います。

299 男性 ６５～６９歳 みずき野
市内は現在および今後住宅化が進んで行くと思われる。更に20年30年後高齢化単独・夫婦世
帯が増えていく。そんな人達が安心して生活できる環境（福祉、インフラetc）の充実に取り組んで
欲しい。また若い人が市内で働ける企業誘致にも力を注いでほしい。

300 女性 ６０～６４歳 みずき野
現在、みずき野に住んでいますが、マーケット、銀行等がなくなり、どんどん不便になってきて、
同時にコミュニケーションをとる場所もサークル活動に参加してない人たちにとっては無く、活気
が増々なくなって行くのが残念です。

301 女性 ７０歳以上 みずき野
古くからの地主や農家の所有する林家防風林の手入れが全くなされていなく隣接している住宅
や道路に大量の落葉や枝に迷惑している。地主は責任をもって管理する義務があると思う。住
みやすい環境には地主の協力が必要です。みずき野6丁目山側の住民は皆困っています。

302 男性 ７０歳以上 守谷 警察がないのは守谷だけ

303 女性 ３０歳代 守谷
これから守谷市の人口が増え、子どもの数も増えると思うので保育園、学校の数を人口に見合
う数にしてほしいです。

304 男性 ２０歳代 守谷 より便利な街になって行くことを期待しています。

305 女性 ４０歳代 守谷

駅と周辺の施設をもう少しおしゃれなお店と景観にしてもらえるとより楽しいと思います。（駅をよ
く利用するため）
市政やまちづくりに積極的にとりくんでいる活動や人たちが普段の生活では見えてこないので
もっと宣伝すると参加者が増えコミュニケーションでも活発になるのではと思います。

306 女性 ６０～６４歳 南守谷
子どものいじめや、子どもの虐待など子どもの命を守る町であってほしい。守谷市の教育委員会
等、子育ての相談の対応がきちんとしていてほしいと思います。

307 男性 ７０歳以上 みずき野
まちづくり協議会設立に賛同しています。町内でも協議会が設立されていますが、一度もその内
容が公表されておらず、役員も公選ではありません。これでは「まちづくり」は出来ません。

308 男性 ４０歳代 守谷 守谷市は住環境としては良い場所だと思う。満足度は高い。

309 女性 ６０～６４歳 守谷
雑木林を多く残してください。以前にいた野鳥や小動物、また野草がずいぶん少なくなりました。
自然との調和も必要に思います。

310 男性 ４０歳代 守谷 渋滞対策を急ぐべき。駅前の開発に取り組んでもらいたい。

311 女性 ３０歳代 北守谷

なぜ駅前にキャバクラができたのですか？必要がないように思います。守谷第一病院などの会
計が非常に長く待たされます。自動会計システムを導入すればすぐに解決するのでは？小学校
の先生が少ないのでは？先生方は頑張って下さっていますが、単純に手が足りていないように
感じます。

312 男性 ６０～６４歳 大井沢

道路左右側に自転車道の設置などを早急に取り組んでほしい。歩道を自転車で通行しているた
め危険である（大事故に発生する）防犯ライトや防犯カメラの設置増、守谷市役所近隣道路の整
備（〇〇〇の設置）。未使用の畑を市が運営して貸出す。（作物を生産していない畑が増加して
いる）

313 女性 ６０～６４歳 守谷
駅前が居酒屋ばかりが目立つ。文化ホールみたいな所とかあればと思います。守谷に知人が少
ないこと、高齢になり運転免許を返した時これから先に不安を感じる。行政情報等で誰が読んで
もわかりやすくあればアピールして欲しい。

314 女性 ５０歳代 大井沢
新しいマンションが増え人口も増えてきているので、病院を増やしてほしいです。開発されている
ところと開発されていないところの差が大きいと思います。



番号 性別 年齢 地区 今後の守谷市のまちづくりに関するご意見がありましたらご記入ください

315 女性 ５０歳代 みずき野

・期日前投票を公民館単位で実施して欲しい。もしくは守谷駅前。
・路線バスの本数が減ったせいで帰宅時間帯は早くから守谷駅のバスロータリーに並ばないと
席に座れなくなってしまった。深夜バスを良く利用していたので金曜夜だけでもいいので復活さ
せて欲しい。
・ハローワークを守谷に作って欲しい。失業したのに申請の為にわざわざ水海道まで行くのは交
通費が高くてもったいない。
・路線バスが本数が少なく大変不便になりました。守谷駅東口発を取手行き17：15を逃すと18：
15迄バスが無いなんて有り得ません。平日の通勤帰りですヨ！バス定期あってもタクシー乗るな
んて信じられません。
・庭木の枝が歩道にかかり、視界を悪くしているお宅があり指導して欲しい。（さくらの杜交差点
に面した8丁目のお宅　見て頂ければわかります。度々危険な思いをしています）

316 女性 ６５～６９歳 高野

町内会に入る為にそれぞれの町内の事情により年額が数千円～10萬円（私達はそのように言
われました）の隔たりがあり、自治会に入る意味が理解出来ませんでした。入会しないとゴミも捨
ててはならない、守谷市の広報紙も一切届けられません！守谷ってまだまだ昔のままの地域が
あるのは事実です！！

317 女性 ３０歳代 大野

龍ヶ崎の湯舞音のようなスパとフィットネスが揃った施設が欲しい。現在ある施設ではいまいち
なので…！！同じような商業施設ばっかりで（カスミ、ベニマル、西友）こんなにたくさんいらな
い。駅前は明るいが少し離れると幹線道路沿いでも夜暗いところが多いので街灯を増やしてほ
しい。でも長年守谷市民だがＴＸ開通をきっかけにどんどん住みやすくなっているので今後さらに
より良い発展に期待したい。

318 女性 ６０～６４歳 南守谷
市内の緑あふれる公園にアスレチック施設やバーベキュー広場を作って市民同士が楽しく交流
できる場を提供してほしい。

319 女性 ４０歳代 北守谷
4月から小中学校の２期制が導入されることに伴い、県民の日、創立記念日が通常授業、夏休
み短縮とすごい改革になっているが、1年ごと又は行事終了時に現場や子供、親のアンケートを
実施し、無理のない学校生活を送れるようにしてほしい。

320 女性 ６５～６９歳 みずき野
みずき野のエクセル跡地の有効利用を早く進めていただきたいと思います。路線バスの本数も
減り買物が段々不便になってくる不安が大きいです。老若男女が集えるようなスポーツジム・買
い物・コミュニティ等の複合施設があれば良いと思います。

321 男性 ６５～６９歳 南守谷
今更無理だと思うが駅の東西方向のひどさの改善　（1）COCOS交差点からEONへアクセスする
道の狭さ（2）いとう眼科へ行くまでの米屋周辺のワイディング道路（3）中央公民館の田舎くささ

322 女性 ７０歳以上 大井沢
守谷市の各委員会の委員は、学識経験者と称し市役所のOBが殆どであるため、発展や新しい
発想等が出てこないと考えれらる。各委員委員会は、一般公募を優先させることとして頂きた
い。

323 女性 ６０～６４歳 北守谷
大型のショッピングモールがないので買い物が不便。同じスーパーがあって変わりばえしない。
娯楽施設もないので緑があっても生活する上で楽しみがない。住み良い町から遠ざかっている
ように思う。駅に隣接する商業施設がないので魅力がない。

324 女性 ３０歳代 大野 滝下橋を大型車2台とおれるようにしてほしい。

325 男性 ４０歳代 南守谷
問34に関連する意見として市内の駅と大型商業施設を循環する交通網（バス）があると高齢者
にとって利便性が高まると感じます。

326 女性 １０歳代 大井沢
バスの時間を増やしてほしい。土日祝日もバイトがあるため21：40までのバスには乗れず毎週
困っている。

327 女性 ２０歳代 大井沢
イオンタウンだけではなくもっとショッピングモールを増やしてほしい。街灯が少なく夜道が危険な
ところもあるので街灯を増やして安全にしてほしい。

328 女性 ６５～６９歳 守谷 職員は勉強して基礎知識を身に着けてほしい

329 女性 ６０～６４歳 みずき野
他の市町村の生涯学習センターや福祉施設を訪れる機会がありますが、守谷にも特に駅近くに
欲しいと常に思います。

330 女性 ６０～６４歳 北守谷

・外灯、防犯灯を多く設置してほしい。
・町会加入しない理由～町内会長の独断が多すぎることと会費をあつめても、特に何の催もな
い、活力がない町会だったので退会しました。活力のある町会って市内にあるのでしょうか？広
報紙は町会加入にかかわらず全戸配布が当然ですよね～。

331 女性 ７０歳以上 みずき野
・デマンドバスは年齢制限はない方が良い
・モコバスは残すべき（高齢者、若い親子利用多い）
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332 男性 ６５～６９歳 北守谷

・印西市、気仙沼市など「市民参加型」の話し合いが数多くもたれている市民は市としての「本気
度を見たり見ぬいたりもしている。プロセスや足を運んでの本気度を重要と考える。市としての
コーディネーター、ときには提起人が1人いてもいい。市民参加のプロセス、本気の議論、それが
若者の心を震わせる。
・時には中高の授業参観（若者、女性、市役所職員、市長も）形式ではなく、ほんとうの議論、互
いにぶつけ合ってほしい。
・市民もそうだが、市役所職員市会議員、市長も「全体の責任者」である。選挙のときだけペコペ
コして、当選したら「肩で風を切ってかっ歩する」こんな人物が多過ぎる。
・市役所職員に期待している。ベテランも大事だが、特に若い職員に私は期待している。上司も
議員もいばらず伸ばして上げてほしい。いいアイデアをきっともっている。
・ダイバシティとよく言われるが、特に高齢者の多様性は尊重してほしい。自治会、ボランティア
など勿論すばらしい。これからは「参加しろ」「孤独からの脱却」たしかに理解できるが個別の過
ごし方も考える時期にきている。この多様性に対応できる市づくりも必要では。
・ハード面だけでなく、人にやさしく「寄り添える町」「弱者にやさしい町」一部の人たちにへつらう
市づくりなどもうまっぴらだと考える。

333 女性 ５０歳代 南守谷

ゴミの件について
・ゴミ袋の大きさは以前の大きさに。
・不燃ゴミ出し⇒週1回ではすくない。
・ペットボトルのキャップもボトルと一緒に集めてほしい。

334 女性 ６０～６４歳 北守谷
生ごみの配布はもったいない。自宅にある袋（レジ袋他）で対応してほしい。アキ缶の回収は、ビ
ンと同様、カゴで回収してほしい。（袋にたまるのに時間がかかる為、1ヶ、2ヶでも出せるようにし
たい）

335 女性 ６０～６４歳 守谷

守谷駅のＴＸ下（西口）歩道橋を渡らずななめ横断したりする人が多く、車を運転していてこわい
です。もっと明るくして下さい。ふれあい道路から高砂町への入り口の所にあるトマト販売店の前
にあるマッサージやさんの駐車場いつも車がとびでていてキケンなので注意してもらえません
か。ナナメにとびでている事が毎日のようです。よろしくお願いします。（ここを通らなければなら
ないので住みづらいです。）

336 女性 ４０歳代 美園

守谷市内のどこにいても聞こえるような防災無線を各公園等にとりつけるべきだと思う。以前、市
民アンケートで他の方も同様の事を意見していたが、その際の守谷市の解答は『予算もかかる
し、災害の際には守谷市の車で各所を回り、住民に知らせるので、とりつけは考えていない。』と
返答していたのを書面で読んだことがある。実際、東日本大震災の時には守谷市の車は少なく
ともうちの住宅街の地区では全く活動していなかった。

337 男性 ６５～６９歳 北守谷

友人・知人（東京、埼玉、千葉県に居住）によく言われることは、守谷に行っても駅前に何もない
から、これから行ってもしかたない。それによって今後、つくばエクスプレスは守谷駅に快速は、
たぶん停車しないと言われます。どうかそうならないためにも駅前を小さく切り売りせず、大きな
ビル、ショッピングできるビルを作るようにお願いします。

338 女性 ７０歳以上 北守谷
駅周辺が閑散としていて淋しい。駅周辺に大きな商業施設があるともう少し賑わいがあると思
う。

339 男性 ４０歳代 大野

・駅前にキャバクラ、ガールズバーが出店しましたが、今後は止めてもらいたい。次はラブホテル
も営業許可となりますか？止めて頂きたい。
・今後、外国人労働者が増加すると思われますが、それについての対策はあるか？犯罪の増加
や子供への影響が心配される。

340 男性 ７０歳以上 守谷 現状程度の都市化が丁度良い

341 男性 ５０歳代 大野 道路にもっと街灯をつけて下さい。夜になると町中が暗い。とにかく町が暗いと思う。

342 女性 ４０歳代 守谷 広報もりやについて全く知らなかったので今度利用してみようと思います。

343 男性 ４０歳代 守谷

・市の出張所について。平日21時まで（土日はなくてよい）営業している場所を守谷駅前に開所
してほしい。
・ゴミの持込場所を平日だけではなく土曜日も営業してほしい。働く世帯に投資をしないと流山、
柏を選ぶと思います。市民は増えないと思います。
・駅の近く（三井銀行の周り）に郵便局、スーパーがあると、さらに見え方が変わると思います。

344 女性 不明 不明
守谷市には信頼できる救急病院がないため、とても不安に感じる。心臓や血管にトラブルがおき
たら対応できる病院が遠いので助からないのではないかと思う。老後は守谷に住むのは不安
だ。循環器、心臓血管系の専門の病院（救急対応）を誘致してほしい。

345 男性 ６０～６４歳 南守谷
問4に対し高齢者の閉じこもりの発見・・・について市では高齢者に対して守谷市社会福祉協議
会が地域にまかせっぱなしにしないで、もう少し社会福協で市民に参加出来るようにしてほし
い。

346 女性 ３０歳代 守谷

子どもを育てていくには少し不安な点があります。近くに夜間受診できる病院が少ないことです。
つくば市まで行かなくてはならないこともあり、救急車を呼ぶ程ではないが具合が悪い時などに
受診できる所を増やしてほしいです。同様に守谷駅に近い保育園も増やして欲しいです。新しく
できる保育園はとても徒歩では通えません。増やせないのであればステーション制などを導入し
ていただきたいです。

347 女性 ２０歳代 北守谷 バス停に雨をしのげるスペースがほしいです。高校生が困っている姿をしばし見ます。

348 女性 ５０歳代 守谷

遠くない将来を考えると現在、住宅が過剰供給なのではないでしょうか？また里山的な自然が
多く、それが気に入って守谷に住むことにしましたが、この10年に自然景観が劣化したように思
えます。土地利用を含め、将来ビジョンのようなものを示し、PDCAをしながら、よいまちづくりが
進むとよいと思っています。本アンケートの目的は行政評価とまちづくりの方向性を検討するも
のと理解しましたが、市民生活の項目はどのような関係があるのでしょうか？いずれアンケート
結果解析などが公表されるのを待ちたいと思います。
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349 女性 ４０歳代 北守谷
エネオスから市役所へ向かっていくと、ラーメン屋さんとJA（ＴＸ看板がある交差点）の信号がみ
じかいので、真っ直ぐや左折の車が多くて、なかなか右折できません。（アサヒビールの方へ行
けません）右折信号にしてほしいです。

350 女性 ６５～６９歳 守谷
木町通りのドブ板にすき間又はでこぼこあり。足がひっかかります。出来れば交換してほしいで
す。（前は古い物を使用しており新しいのにして下さい。）

351 女性 １０歳代 南守谷 自治会を介さずに要望等の意見を聞いてくれるようにしてほしい。

352 女性 ３０歳代 守谷

守谷市内の公園は木々（大木）に囲われている公園が多く、子供が遊べる遊具が少ないです。
（砂場は不衛生なので必要ないと思います。）木々は見はらしが悪くなる為、防犯上要らないで
す。緑化に取り組むにしても、木々に囲われた暗い公園は利用しにくいです。芝や、低木（ツツジ
等）で緑化し、公園に時計や外灯をつけてほしいです。（市内・外灯少ないです。）駅前を開発し
て商業施設を入れて下さい。何故、駅前の土地（空地多数）を利用しないんですか？他県から越
してきましたが、守谷は都市へのアクセスはいいけれど、守谷は何もない街だと感じています。

353 男性 ４０歳代 北守谷
何か場所によって統一性が無い。住宅は多いが自然なんて全然無い。住みやすいとは思わな
い。

354 女性 ３０歳代 守谷
松並のけやき並木につながるベニマル、カワチの交差点の見通しが悪すぎる。見栄えの良さを
意識して交通事故を誘発している。見栄えの良さを意識しているのに並木道途中の「とび出し注
意」の看板がダサすぎる。

355 男性 ５０歳代 北守谷 事業系ではないコンクリートがらや小石等のゴミ処理サービスを市営で実施してほしい。

356 男性 ６０～６４歳 守谷 守谷駅前の再開発（整備）を進めてもらいたい。

357 女性 ３０歳代 南守谷

マンションが増え、子育て世代が急増しているのに、保育園・学童など共働き世帯の子どもたち
の受け入れ体制が全く整備されていない。都内職場の先輩の話を聞くと、守谷市の状況は最も
ひどいねと言われた。県の「待機児童数」は守谷市一ケタですが、実際は認証すら１年前から
キャンセル待ちで驚きました。人口増の取り組み、マンション建設の許可など、まちづくりを市役
所トータルで決めていないのでは？縦割りの仕事をされているから、市民たちが困る状況になっ
ているのではないでしょうか。私たち子育て世代はみんな不満に感じていますよ。「許可園が３つ
できる！」と市長が公言していたのに、辞退する事業者や保留になる事業者が２園もあり、市役
所の監督体制に不信感を持ちました。

358 女性 ４０歳代 北守谷

自治会で広報を配る事や、回覧板は顔の見える地域づくりに活かされていないと思います。ほと
んどの人はポストに入れてると思います。班長さんが配るのも大変なのでポスティング業者さん
にお願いした方が良いと思います。また回覧は1枚のみの時もあり（1枚しかないのに回ってくる
事も多い。しかもお知らせの内容で）、ひんぱんに回しすぎです。回したと思ったら、また回ってき
て困っています。まわす必要のあるのは最小限で。

359 女性 ７０歳以上 みずき野
駅前におしゃれな良い商業店（レベルの高い）があればと思う。なぜ駐車場ばかりなのでしょう
か。

360 女性 ７０歳以上 みずき野
高齢者にやさしい町づくりをおねがいします。役所の皆様も必ず高齢者になるのです。どうしたら
将来に向けて一歩一歩でも町づくり行政を進めてください。

361 女性 ６５～６９歳 北守谷
＜守谷駅前の開発＞現在の守谷駅前は居酒屋の乱立と駐車場のみで利用出来ない。大規模
商業施設が出来ないと守谷の発展は無いと思います。又、駅周辺の道路も迷路の様で走りずら
い。以上は私の知っている守谷在住の方の殆どの意見です。善処願います。

362 女性 ７０歳以上 大野
新住民の方がどうして町内会に入会してくれないんでしょうか。缶拾いやゴミの捨て場所などは
どうでも良いと話する。どうにかならないでしょうか？あとからあとから家は出来てくる。町内会に
入会を勧めても会費が高い、当番がやだ、どうしたら良いのでしょう考えて下さい。

363 女性 ３０歳代 北守谷

町内にスピーカーが必要だと思います。広報車では聴き取りにくく災害時は不安です。広報紙は
自治体参加不参加関わらず配布したほうが良いのではないかと思います。国保の病院や来局
の利用記録が不定期というかぽつぽつ送られてきますが半年に1回等ある程度まとめてムダを
なくした方が良い様に感じます。

364 女性 ７０歳以上 守谷
まちづくりのためのイベントがいろいろあるようですが、私は他の事に生き甲斐があり忙しく参加
したくても出来ません。普段から声を掛け合うことが一番だと思いますし、そうしています。

365 男性 ３０歳代 守谷
待機児童が多すぎる状態であると思う。子育てしながら働くという環境が充実していないと思う。
今後も若い世代が増加する地域もあると思うので改善してほしい。駅前（ＴＸ）は駐車場が多く、
景観があまり良くない。魅せる努力をしてほしい。

366 女性 ５０歳代 守谷

環境美化の日の公園での除草奉仕作業について改善を求めたい。市が助成金で町内会に委託
する制度は、奉仕を強いられ住民同士で参加の有無を監視させる様な風潮だ。皆その世帯で無
理して都合をつけ参加しているようだ。地域住民での活動をとの事でも町内会単位では高齢者
世帯への負担や若い世代の町内会離れなど問題が生じている。

367 男性 ７０歳以上 大井沢
①スーパーが近くにないので車の運転ができなくなったら買い物難民になるのではと心配です。
②防災無線をつけてください。

368 女性 ５０歳代 南守谷 コンサートホールをつくってほしい。

369 女性 ５０歳代 北守谷
愛犬家として…緑がたくさんある市内にドッグランを作って欲しい。人にやさしい町は動物にもや
さしい町であり、住みやすいと思えるようになって欲しい。
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370 女性 ３０歳代 守谷

・共働き世代が多いはずなのに、クリーンセンターが月～金のみの営業なのはとても不安です。
粗大ごみを持ち込むのに、わざわざ平日に休みをとらないといけないので大変です。以前住ん
でいた市は、守谷氏以下の人口でしたが土曜日も営業していました。
・あいさつ運動？の意味や目的が分かりません。感情がこもっていないように感じる女性のテー
プも不快に感じます。やっている側の自己満足では？定着させたいならやり方を考えるべきでは
ないですか？
・ボランティアの方が守谷駅周辺（長龍寺前など）で朝、交通整理をしているのを見かけますが、
不定期でやっていたり、またどういった関係でやっているのかが不明で「？」と感じます。ボラン
ティアならそれと分かるようにしてほしいし、いる日いない日があったりで、市の委託でやってい
るのか自分の気分でやっているのかが不透明に思い不審に感じてしまいます。もしボランティア
ならばボランティアの方だと分かるようにバッヂやビブス等をくばるなどするべきではないでしょう
か？そうした「見える化」により問80の感謝する気持ちも生まれてくるものだと思います。

371 女性 ５０歳代 南守谷
市外（県外）勤務、駅と家の往復、殆どん守谷市には寝るために住んでいる。何かに参加してみ
ようとしても平日（働く人達は参加できない、税金沢山納めている人が参加できない）そういう人
たちも参加できるサークル（講習）を作ってほしい。

372 女性 ４０歳代 守谷
何年も言われ続けているのに全く変化のないＴＸ守谷駅にスーパー誘致。都内やＴＸを使用して
いる働く女性には家に帰る前に駅で買い物が出来るか否かは死活問題といってもよい。お年寄
りや子供ばかりでなく、働く中高年層の事も見つめて欲しい！切実です！！

373 女性 ７０歳以上 守谷

問14について。10年ほど前からパーキンソン病で治療を受けています。市の健診で何年か前の
健康診断の時に担当の方から、もたもたしないでさっさとしてください。と言われたことで健康診
断と聞いただけで恐怖を感じるようになりました。以降病院でも受けられなくなりました。健康に
不安な時は傷ついた事は忘れられなく苦しんでいます。（パーキンソン病は動作がゆっくりでな
いと日常生活はできません。特に洋服の着脱）

374 女性 ３０歳代 南守谷

犬のうんちの処分方法を明確にしてほしいです。公園に大量にあってふかいです。注意喚起の
看板はいたるところにあるものの、そもそもの処分方法の不明確さが問題かと。東京に住んでい
ましたが、ほぼうんちが落ちていることはなく、守谷に移り住み一番の驚きです。可燃対応？下
水？とにかく守谷は済みやすいだけにうんちがショックです。なんとか早くしてください。性善説よ
り明確なルールを！！

375 女性 ６５～６９歳 大井沢

先日スウィーツフェスタにはじめて行きました。以前少し前位になり会場のどこにも品物がありま
せんでした。ちょうど守谷マラソンの日だったので完売してしまったみたいです。楽しみに出向い
たのにガッカリです。せっかくのイベントなのですから各店もう少し在庫を持ってきてくれたらガッ
カリする人が少なかったのではないかと思いました。

376 男性 ２０歳代 守谷
他の地域に比べればそれほどでもないと思いますが、昔より夜間の騒音（バイク等の）を感じる
ようになったと思います。行政側で対応できることがあれば対策等考えをいただければ嬉しいで
す。

377 女性 ３０歳代 守谷
駅前の開発をＴＸ路線の他の駅に負けないぐらい頑張ってほしい。駅前の有効開発ができてい
ないのは守谷ぐらい。もっとバスの運行を多くし、駅前の駐車場をなくすべきだと思います。

378 女性 ２０歳代 北守谷 できたら休日のバスの本数を増やしてほしいです。私は守谷市が好きです。

379 女性 ２０歳代 守谷

ＴＸ守谷駅を利用しています。居酒屋もあり大変便利だと感じています。ですが、たまに嘔吐物が
駅のバスターミナル付近にずーっと放置されている時があります。子ども達がかわいそうだと思
うのですが、何か対策されてはいかがでしょうか。Ex）駅員がそうじする。市民ボランティアの仕
事として、市役所の人がそうじするetc

380 不明 不明 不明

西友前の大通り（交差点）の車の運転が荒く、気を付けていてもヒヤっとすることが多々ありま
す。（高齢者運転等）徒行者も安心して生活できる活動や仕組みつくりが進めばよいなと思いま
す。地震の際、震度が小さく表記されている気がします。震度計（観察地）の場所の再検討をして
いただければと思います。

381 女性 ６０～６４歳 北守谷 自然を残してほしい。チェーン店ではなくもう少し個性的なお店ができるといい。

382 女性 ３０歳代 守谷

いつも市民の為に働いてくださりありがとうございます。長々と失礼します。せっかくの機会なの
で2点ほど。①駅前について、乱開発を防ぐために規制があるのかもしれませんが、他のＴＸ沿
線と比較しても商業施設などが少なく、居酒屋ばかりで日中の活気がありません。車がないと不
便な街は今後の高齢化や都内等から流入する免許を持たない方等へ対応できないと感じます
ので駅前へ市の窓口を設ける、幅広い世代が利用できる商業施設(新設は厳しいと思うので、ア
ワーズの活用も含め）がもう少しあるとよいと思います。駅前はカフェや食事場所も少ないので、
例えば障害者施設の方が作成したものを販売したり提供したりするカフェや、図書館の分館的な
ものと施設が協働したスペースを作るなどであれば行政主導でアワーズの活用等できませんで
しょうか。場所がよいのに居酒屋や塾ばかりでもったいないです。②現在育休中ですが、保育園
に入れず復帰できません。今後の人口動態を考えむやみに保育園を作ることは難しいと思いま
すが、例えば流山市のように駅前送迎＋市内のみでなく市外の近隣自治体、企業主導型で空
のある園があれば提携して利用出来る等何かよい方法はないものでしょうか・・・。

383 男性 １０歳代 守谷
守谷駅を改装工事をしてニュー守谷駅にして、駅前に商業施設や守谷市の特産品を売り出して
みるといいと思いました。また、守谷イオンの直通バスを走らせてみたらどうでしょうか。

384 女性 ５０歳代 南守谷

自治会の在り方についてもう少し考えた方が良いと思います。現在のように希望する方のみが
入会する形ではなく、全員が入会して、はじめて、自治会としての体制がととのえられると感じま
す。自治会費を払うので入会するのが嫌だという意見があるなら、それは市の方で払っていただ
けば良いと思う。そればできないのであれば、せめて防災会を立ち上げて全員で防災に対する
対策ができるようにしたら良いと思う。追加ですが、市民ホールと警察署を作ってほしいと思いま
す。早急に。
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385 男性 ２０歳代 守谷
案内は紙で良いが、アンケートの回答はwebでもできるようにしてもらいたい。集計も楽になると
思います。


