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Ⅳ 自由回答 
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 市政に対するご意見については、303人の方からご意見をいただきました。いただいたご意見の
主なものを総合計画の政策体系に沿って分類し、政策体系に属さない分野については、「８．その

他」に分類しました。

 できる限り原文に忠実に記述していますが、不適切な表現は一部修正しています。また、誤字等

についても修正させていただいています。ご了承ください。



175 

≪主な意見≫

※「１－④青少年の健全育成」、「１－⑤人権教育の推進」、「２－②生涯スポーツの推進」、「３－②松阪牛の振興」、

「３－④水産業の振興」、「３－⑥企業誘致・連携の推進」、「４－④人権の尊重」、「５－②消費者対策の充実」、

「５－⑤消防団の充実」、「５－⑥浸水対策の充実」についての自由記述はありませんでした。

１．輝く子どもたち

①子育て支援の推進

○子育てしにくい社会だと思う。

○「子どもは社会の宝である」との言葉は、私は間違いないと考えています。子どもに対する

キメ細かい行政サービスを期待します。

○子どもの医療費が無償になっているのですごく助かっていますが、できるなら別の自治体のように

窓口での支払いがなくなるともっとありがたいと思います。

○仕事をするために学童に入れたのに、学童に入れたせいで仕事に支障をきたすという本末転

倒な状況を強いられている。保育園のように、行政主体の学童にならないものかと思ってい

ます。子育てしながら安心して働ける状況をもっと真剣に考えていただきたいと思います。

○子育てに力を入れていただけているので嬉しい。

○中学生までの医療費無料を廃止にすべき。無料だからといって、たいしたことのない病気・

ケガでも、無料だからと利用する人がいる。

○児童手当、子どもの医療費の所得制限をなくしてほしい。児童手当という形ではなく、給食

費、教育費として公平に子どものために使っていただきたいです。

○不妊治療をしている人がたくさんいます。お金の問題や仕事との両立など、治療がしづらい

環境です。そういったことへの取組もお願いします。

②未就学児への支援

○旧市内の幼稚園も預かりをしてほしい。嬉野だけあるのはなぜですか。

○保育園の受け入れ数を増やしてほしい。兄弟で違う園へ入園させないといけないような事を

無くしてほしい。

○日祝日が就労の保護者にとって、休日保育は大変ありがたく、そして保育士の方がたも当番制で休日

保育をしていただいていることにとても感謝しています。

○休日の利用料金ですが、所得に応じた保育料を払い、その上、休日１日に付き2,500円の利用料がい
ります。休日保育を利用した者は、基本平日に２日間保育所を休ませます。もちろん、週２日間は給

食をいただきません。休日保育は弁当持参です。休日保育は保育所の通常利用の一部という考え方で

はないのでしょうか。

③学校教育の充実

○給食費をなくしてほしい。制服とかは、なぜこんなに高価なのですか。もっと子どもの事に

税金をかけてほしいです。義務教育なのに給食費、制服代がかかるのはおかしいと思います。
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○義務教育の充実、特に中学の進路指導に力を入れてほしい。小学生の頃からもう少ししっかりと勉

強する環境を整えるという面からもエアコンの設置は必要であると思います。

○今の子どもたちは普通でいなければという気持ちが強いように思います。ひとつの家庭の教育では

限界があります。

○教育行政に対する理解がなさすぎます。特に ICT教育の充実を切に望みます。
○市の将来を担う児童生徒の教育環境を整えて下さい。

○部活の顧問の先生の態度の悪さが目にあまるものがあります。先生にも休みを増やして、生

徒に優しくできるようにしてあげて下さい。

○中学校の給食がやっと取り入れられ、定着したことは高く評価しています。

○中学校の給食も廃止にしては。両親からの手作り弁当の方が、愛情を感じ、良い。給食費の

未払い問題もなくなる。

○親、子、孫3代が学び、愛着のある中学校を見捨てないで下さい。他の中学校へ行く事よりも近くに立
派な学校がある事を誇りとして何とか他の中学へ行くことなく、近くの素敵な大江をいつまでも大切に。

○小学校の施設の老朽化に対する対策もお願いしたいです。

○教育の情報化への取り組みなど全国の動きから遅れているように思える。

○松阪市内に私立小学校があってほしいです。初等教育の選択肢が無いことが疑問です。

２．いつまでもいきいきと

①健康づくりの推進

○高齢になっても働かなければならない人もいます。日曜日の健康診断の回数・場所を増やし

てほしい。

○松阪市では、中高年の方の運動（体力づくり）を進めていますが、手軽に安い料金で、ヨガ、

エアロビクスなどが習える機会を増やしてほしいです。

③救急医療体制の確保

○救急医療施設をもう少し増やしてほしい。

○救急医療について、大きい病院で検査点滴が必要なことが明らかな場合でも紹介状が必要と

いうことで、休日夜間応急診療所に行ったことがあります。そういうことをしなくてもよい

体制がほしいと思います。

○休日夜間の診療時間以外（深夜など）に診てもらいたい時、救急車を呼ばずに総合病院などへ直

接行って診てもらえるようになるとありがたい。

○いおうじ応急クリニックは重要な役割を担っているのに、予算を削減する動きがあるようだがな

ぜか。

④地域福祉・生活支援の推進

○一人親世帯や高齢者が貧困で路頭に迷わないよう福祉制度を充実させて下さい。
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○地域づくりや福祉への取組を充実させてほしい。

○生活保護受給者で健康と医師判断された者を、半日でもよいから毎日市業務等に勤労させる

べきです。

○生活保護の給付をもっと厳しくすべき。元気で若いのに、全く働かず、遊んで、お金をも

らっている人が多過ぎる。余りにも審査があますぎる。担当の課も市民の税金である事を

よく考えること。

○生活保護受給者が増えているように思う。必要な人への支援はもちろん大切ですが、必要ない不

正受給などがないよう十分調べて、安易に受給者を増やさないようにしてほしい。

⑤高齢者福祉の推進

○高齢者の介護予防応援ポイントカードまたサテライト交流会等、やっていただき嬉しく思い

ます。

○認知症が進んできた高齢の親の介護をしていますが、負担が少なくなるような制度などの情

報がもっとほしいです。本人のかわりに申請をしたりしますが、手続きが大変です。相談窓

口がほしいです。

○接することの少ない高齢者に巡回課を設け、抽出訪問ではなく確実に対面してもらいたい。

○国民年金程度で介護老人保健施設に市政の力で入所できるようお願いします。

○高齢化のニーズに対し、認知症予防の体操などＴＶで観ましたが、質を高め皆が利用でき、

少しでも老後楽しみを持って生き生き暮らせるよう市にも協力、努力をお願いします。

○高齢者が、暮らしやすい安全と、そのパワーを生かせる仕組み作りを。

○松阪市は介護施設が充実しているわけではないのに介護保険料が高いと思う。介護保険料が

安くても充実した介護を受けられるように考えてほしい。より多く利用出来るよう、努める

べき課題だと思う。

○高齢者に優しい市政をお願いします。

○年金生活者の介護保険、健康保険等が、他の市町村にくらべると高いと思います。

⑥障がい者福祉の推進

○年金、障害者手帳、自立支援医療費、サービス受給者証等、一件ずつ申請が必要ですが、一

つ申請すれば、必要なものが全て受け取れる制度がほしいです。

○障がい者の方がもっと外へ出て生活しやすい地域になるように、バリアフリーを増やしてほ

しい。

３．活力ある産業

①農業の振興

○米農家を助けて下さい。200 年も頑張ってきたのに、ここまでなんて悔しいです。産業を助
けて下さい。
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○高齢化などで農地が活用されず、また処分することもできず困っている人たちが多々いると聞き

ます。今後、食糧問題が生まれた時、農地が不毛地になっていたらまた人口減少し、今日の市政

が成り立っていけなくなるかもしれません。今こそ市政が行動すべきだと考えます。

○荒廃地を有効的に利用できる政策を考えてください。

○農地の計画的利用を推進してください。

○農地への宅地化規制の見直し（農地売買の規制緩和）を。

③林業の振興

○雑木林や市所有の山を整備し、松茸を生産して名物にすることや、松阪牛を大切にするため

の仕組みを見直しながら頭数を増やす仕組みを。

⑤商工業の振興

○セントレアと松阪港との高速船が廃止されましたが、あの場所を地域発展のために何か考えて

利用すれば如何でしょうか。セントレア付近の商業施設は大変な賑わいを見せていますので、

松阪の特性（肉産業）を生かして沢山の方を誘客してほしい。

○似たような商業施設が多いですが、どれも決め手に欠け、中途半端な感じが否めません。他の

市町村からも松阪に来てくれるような、都会的な商業施設が必要だろうと思います。

○映画館などの娯楽施設なども松阪市に誘致してもらいたい。

⑦観光・交流の振興

○松阪駅前の開発が必要。飲食店を増やすと観光客も増えると思います。松阪牛のブランドが

あるのに残念なまちです。

○タクシーの運転手さんに松阪の名所（鈴屋）などの説明や案内ができるようにしてほし

いです。

○商人の館、長谷川邸など、開館が遅すぎる。観光客がうろうろしている。

○市外県外からの観光客、買い物客の誘客を。

○松阪市の偉大な国学者、本居宣長をもっとアピールするべきだと思います。

⑧地域ブランドの振興

○松阪木綿は、いつのまにか伊勢木綿に押されていくのではないか。もっと強くアピールしたほ

うが良いと思います。

⑨雇用・勤労者福祉の充実

○若者の流出は未来の市の可能性を減少させることになっている。「働き方改革」を進めて定住、

Ｕターンを増やしていくことが伝統の産業・文化の維持につながると考える。より一層学生

に対して地域の魅力、地元企業で働くワークスタイルを認識してもらえるように、インター

ン等を利用していくことお勧めする。
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○数年後に定年を迎える者にとって、少しでも生活の足しになるようにアルバイト程度のもの

を探したいと思っております。そういう職場を増やしていただきたいのと、そんな情報をた

くさん教えていただければ嬉しいです。

４．人と地域の頑張る力

①住民協議会・市民活動の推進

○地域あげてのお祭り、イベントなどへの経費削減はつらいです。今まで通りでお願いします。

○働き者の多い松阪です。市民の力を生かして楽しい松阪にしてください。

○まちづくり協議会は中途半端な組織、活動になっていると思う。廃止しても困らないと思う。

②生涯学習の推進

○図書館経営を市に戻していただきたい。

○図書館の1年間休館（改造のため）、中央公民館の移転問題等、市民の考えと多少違うような気がする。
○図書館の一年間の閉鎖。学力向上を訴えた市長の姿勢と全く反対の事態にびっくりしています。

○松阪公民館での講座の移転等、勝手に決めた後での発表は卑怯である。まず、利用者に意見を聞くのが

先だと思う。公民館は私物ではない。公共の物を勝手に決めるのは民主主義に反するのではないか。

③文化の振興

○子どもが伸び伸び成長できるよう、文化的な施設や行事、体験の充実を。

○文化的な取組の貧弱さ。昔から伊勢などと比べコンサートとか少ない。

○松坂城を復元してほしい。

⑤男女共同参画の推進

○プラザ鈴の講座に通えない。車じゃないと行けないので。

５．安全・安心な生活

①交通安全対策の充実

○他市より移転してきたが、松阪市は赤信号でも平気で車が出てくるのでびっくりした。もっ

と取り締まってほしい。

○松阪は交通のマナーがすごく悪く、特に自転車のマナーが悪いので厳しい規制をお願いします。

○もっと交通マナーと交通指導を徹底してほしい。高齢者の歩道横切りなど、安全教育以前の

問題も多い。

○小学校半径 1㎞以内をスクールゾーンエリアとし、午前 7時～8時半は 25㎞規制を行う。違
反者、厳罰化ルールの改正を行う。道路にレーンマーク標識をつける。

○深夜の暴走行為を警察との連携でなくしてほしい。
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③防犯対策の充実

○駅前通りを繁華街にし、夜間照明も増やし明るいまちに。防犯カメラの設置など犯罪のな

いまちに。

○交通事故や空き巣など、治安が悪いので取り締まりを強化して下さい。

④防災・危機管理対策の充実

○環境の変化や災害が多発する昨今ですが、三雲地域に避難タワーがありません。一刻も早く

建設を望みます。

○河川の推積土砂の定期的取り除きが必要。

○海岸部に住んでいますが、早急に避難タワーの設置をお願いします。

○生命尊厳を第一に考えて、一人の人を大切にする市政であってほしい。もしも、災害が発生

した時に普段の市政、行政の真価が問われると思います。市民側も団結して乗り越えていく

ため、出来る事は知恵を出し合い行動に移して、結果（幸福を築く）として出していく事が

大事ではないでしょうか。

○これまでに何十年前から名古須川の川幅を拡げる等の要望、提案をしてきました。市民の身

に危険が及ぶような案件は優先的に解決すべきではないでしょうか。是非調査審議を切に願

います。

○地域の特性か、危機意識に欠けると思います。災害に対する備えや非常事態の危機管理体制

等を徹底してほしいです。

○防災放送がほとんど聞こえない。

○市政で最も大切なことは、災害等で混乱に陥らないよう、早く復旧させるためには日頃からどの

ような対策をとっておけばよいか考えておくということだと思います。社会福祉協議会との密な

る連携、研修、縦割りにならず自治会、住民協議会、公共の機関等とのつながりを持って、いざ

という時にスムーズに対応できるよう、市長はじめ市の職員の方々は率先して日頃から研讃に励

んでいただきたいと思います。

６．快適な生活

①自然と生活の環境保全

○阪内川のほとりを散歩して、いつも「何と汚い川だろう」と思います。この川を公園のよう

にきれいに出来ないのだろうかと。私の育った金沢では市長や県知事が協力して見事な川に

しました。是非お願いします。

○犬のフン、オシッコなど後片づけをしない人の罰則強化をお願いします。マナーの悪い人が

たくさんいます。

○道路を車で走っていて、景観を乱す看板が目にあまる。歴史的な良さを引き出すために、目

立ちすぎる看板を規制してほしい。
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○阪内川周辺、松坂城周辺の散策を日課にしていますが、犬のフンやペットボトルなどの放置

が目立ちます。また、阪内川河川敷のゴミなどの放置や雑草、雑木の放置、特に左岸側は目

に余るものがあります。市の中心を流れる阪内川のこのありさまは、観光・松阪にとって大

きなマイナスだと思います。

②資源循環型社会の推進

○粗大ごみ等、ごみ集積場で扱いのできない物件について処理センターまで持ち込むというこ

とであるが、何らかの方法にて処理する方法を検討してほしい。

③地域公共交通の充実

○老夫婦ですが足が痛くて車が運転できなくなりました。病院へ行くのに思うように行けず、

タクシー代が高いので何とかしてほしいです。

○松阪市も加速度的に進行する超高齢化社会に対する今後の対応は大きな課題であり、急務でもあ

る。その一環として、運行しているコミュニティバスの動向も大いに関心を持っている。ニーズ

は高まる一方で、運営の厳しさは容易に想像できる。運賃の値上げもやむを得ないのではないか。

ただ、税も投入されていると思うので、市税の公平な分担という視点からも、運行してほしくて

も乗り入れてもらえない地域が存在することは違和感がある。改善を要望したい。

○交通手段として、公務員、大企業の方達は、自家用車を通勤に使用せず、公共の交通機関を利用

する努力をしてほしい。バスの利用者も増えて、路線を増やす事が出来るのではないでしょうか。

○コミュニティバスも大切ですが、福祉タクシーなどが乗りやすいようにして下さい。

○バス等も利用しやすいように、すべてのバスをノンステップバスとし市民の利便性を図ってほしい。

④まちづくりの推進

○駅前の賑わいを取り戻すための計画と本町、魚町の昔（商人の町、宿場町）の街並みを復元

し、観光名所としてほしい。

○松阪牛が全国的に有名なのにあまりにも駅前が寂しいし、駅が古く汚い。全国から見ても恥

ずかしくない駅前（せめて駅だけでも）を作ってほしい。

○駅周辺の現行都市計画の見直し。（農地を開発可能にしてほしい）

○旧市内だけでなく、旧市外にもっと目を向けてほしい。駅周辺の再開発はあまり必要性を感じない。

○私は 10年前に他都市から松阪市へ来ました。それまでに勤務の都合上、全国各地で生活してきまし
たが、松阪は災害のないこと、食べ物が美味しいこと、おだやかな風土・人柄などから、住みやすさ

という点では3本の指に入ります。勤務も卒業しましたが、このまま松阪に永住することに決めまし
た。ただ残念に思うことが少しあります。市の玄関口・松阪駅周辺の一等地の空洞化（駐車場化）。

○松阪市の玄関が松阪駅でなく中川駅でもよい。市役所は殿町ではなく交通が便利な所へ。

○昨年、将来の不安を感じ松阪市へ転居しました。独身でも住みやすいまちづくりをお願いします。

○今まで同様に住み良いまちでありますようにお願いします。

○高齢者が安全で安心して暮らせるまちであってほしい。
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○未来ある子どもたちが、ずっと松阪に住みたいと思えるようなまちづくりをお願いします。

○豪商のまちづくりにたくさんお金をかけているイメージがある。

○近鉄中川駅西口の北側周辺の道路を改修し、家を建てることも出来ない空地の活用を推し進

めてほしい。また、将来のことを考えると電気ガス水道下水などのインフラ設備の抑制を図

るためにも、住宅の集約が必要な時代がくると思われる。

○市街化調整区域で増税化された上に、回りに騒音発生事務所が増え、ダブルで住みにくくな

っている事を認識していますか。

○私の住んでいる地区は市街化調整地区のため、他から移り住む人はほとんど無く、世帯数、

人口は減るばかりです。市は周辺地域を見捨てているのでしょうか。

⑤景観の保全

○観光都市を目指すためには景観の美しいまちづくりも大切な要素ではないか。

⑥道路・公園の整備

○以前に比べ、自転車で走りやすい道路になってきて、嬉しく思っています。ただし、交差

点での歩道の途切れた部分の段差がきついと思います。車椅子でも難しいのではないでし

ょうか。

○道路の消えかけた白線を明確にしてほしい。

○通学路に危険な所があります。中万町の交差点に歩道橋を設置してもらえないでしょうか。

○市内の幹線道路はライフラインの工事の後の整備が悪い。凹凸があり過ぎる。もっと計画性

のある工事を行ってほしい。

○道路の掘削工事が多すぎると思います。

○道路が危ない。歩道整備が出来ていない。

○カーブミラーがない等、もう少し自治会の声を聞いてほしい。

○狭い道を広くしてほしい。

○劣化している道路を舗装し直してもらいたい。

○狭い公園のフェンスや環境も設備してもらえたら助かります。

○公園が少ない。

⑦上下水道の整備

○10年近く前に松阪市に引っ越してきて驚いたことは、水道料金とプロパンガス代の高さです。
水道料金は以前に住んでいた大阪の2ヶ月分相当です。それだけで住みづらいと感じました。
○他の市町村に比べて水道料が高い。

○水道代が高い。住みにくさ No.1である。津市など松阪市の半分くらいと聞きます。どうして
こうなるのか。なんとかしてほしいです。

○下水道を前倒しで設置してほしい。
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○観光政策で施設建築をするより、下水とか身近な整備を進めてほしい。中心市街地以外の整

備も大事なのではないですか。

○下水道ができて何年も経つのにまだ浄化槽を使っている家がある。何とかなりませんか。臭

くてたまりません。

○家庭排水がそのまま用水路に流されている。

○水道使用量に汚水排除量が相等しいのはおかしい。上水を使用した分、全てが汚水にまわらない

と思うし、洗車や植木等の散水は排除量に含まない。汚水使用単価は減額しても良いのでは。

○水道メーターの検針も、電気・ガスメーターのようにスマートメーター化してほしい。

⑧中山間地域の振興

○松阪市内だけでなく、過疎地へのサービス向上をお願いします。

○私の住んでいる所（飯南）は田舎ですが、これからも不便なく暮らせますように願いたいで

す。中央集約ではなく、過疎地域にも配慮のある行政をお願いします。

○過疎地域の対策を進めていただけるよう願うばかりです。土地と人材の有効活用を。

○市街地より遠く離れた山間地域にも行き届いた市政をお願いします。

○過疎化が進んでいる地域にリゾート地を作り活性化し、公共交通機関やショッピングモール、

娯楽施設を増やす。

７．市民のための市役所

①計画的な行政運営

○毎晩のように22時を過ぎるくらいまで市庁舎の電灯が点いているのはおかしいのではないか。
○指定管理者制度の施設等には、定期的に監査等を入れて厳しくされたほうが良いと思います。

○課の名前がよく変わったり、覚えにくい言葉が並べられたりして戸惑う事があります。年度

で課の場所が変わるので、あまり変わらないようにしてほしい。

○行政がすべき事を住協及び民生委員等が行動しているように思う。

○日祝日や時間外対応を考えてほしい（平日は仕事をしているので行けない）。

○総合窓口を早急に設置してほしい。

○民間は、給料がどんどん減っているのだから、市職員ももっと下げるべき。大企業と比較せ

ず、もっと中小・零細企業と比較すべき。

○松阪市に住んで 40年近くになりますが、日々、各方面に市職員の方が努力されている感じで
す。私は満足して住んでいます。

○市民センター職員の時間外労働や休日出勤が多い。公民館行事等での代休を確実に取れるよ

うに配慮すべきです。

○松阪市役所の職員さんの対応がいかがなものかなと思う時がある。

○能力を充分に活用できる場所になって下さい。人と人とのつながりも市政です。職員さんの活躍で

きる職場、明るい笑顔が市民の生活の安全安心、住みやすい松阪につながることと思います。
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○人口減少、高齢化に伴い、本当の暮らしの良さは何かをしっかりと考えた市政運営、変える

べき所は変え、守るべきものは守る、ブレ無い姿勢で行ってほしいものです。

②市民との情報共有

○市役所での手続きについて、広報等で月に１つずつでいいので説明の紙面などを作っていただける

とありがたいです。切り抜いて置いておけるように。

○パソコンを持ってない、使っていない者も私だけではないと思います。詳しいことはホーム

ページでとか、手続きはファックスかメールでなどと書いてあると不快感があります。出来

れば、手紙とか電話にしてほしいと思います。

○市長さん、市議会議員の方々は、もっと地域とかかわってほしいです。活動の内容が記事だ

けでは解りづらい。いつ、どこで、誰が、市議会の報告をされるのかを知らせてほしい。

○市長と直接お話できる場に一度参加させてもらったが、私たちが困っていることなど直接聞

いていただき、とても良い会だと思いましたので、これからもそのような場を設けてほしい。

③健全な財政運営

○市の借金を減らしてください。

○もう少しお金の使い方を考えてほしい。

○古い人より若い人の声に耳を傾けるように。今後の財政はもっともっと厳しくなるのでその

ことを納税者に隠すことがないようにお願いしたい。

○厳しい財政だとは思いませんが、財政難に陥ることのないように舵取りして下さい。とにか

く小手先のことだけを考えるのではなく、遠い将来を見据えて日々の生活に役立つ方向に行

くといいかなと思います。

○立派で大きな市役所の建設。

○税金は職員に払うのではない。市民に還元することを考え行動する人に払いたい。その姿勢

と話芸を見せてほしい。

８．その他

①市議会

○市会議員の定数問題は解決しましたか。まだまだ人数的に多いと感じます。

○市長、議員の方々が地域活動に参加していただけると、とても嬉しいです。

○本当の市政を各議員が考えて、安全なことを早急に実現してもらいたい。何にもできないの

なら議員は半分に減らすとか、各人が責任を強く持ってもらいたい。

②アンケートについて

○質問項目が多いです。もう少し減らしてもらえると助かります。調査用紙の量に対しての封

筒のサイズが合ってないです。
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○できればアンケート送ってこないで下さい。

○このようなアンケート調査はとても良い事だと考えます。このアンケート結果で市政に何か

役に立てればと思います。将来を見据えた松阪市づくりに期待しています。

○このアンケートは高齢者用ではありません。高齢者と若者向を分けるべき。記入する必要のない問が多

かったです。

○もっと短い問にして、多くの人から意見を集めて、かつ、年に 2 回ぐらいにしてやって下さ
い。3,000人は少なすぎる、最低 5,000人以上で。

○こんな事をするのだったら年金暮らしの人の税金をなくしてほしい。こんなアンケート意味

がないと思う。絶対に良くはならないと思う。

○このアンケートは対象が多すぎる。もう少し分野をしぼって行うほうが良い。このアンケートの費

用は莫大だと思う。無駄なくアンケートの結果を反映させて市政等を進めてほしい。

○意見を聞き、分析、数字で見せるだけでは結果は出ない。もっと項目を絞る事が必要では

ないか。

○定期的に各自治会へアンケート調査をお願いしたいと思う。

○高校生では答えられない問題が多すぎました。「わからない」の選択肢がほしかった。

○こういったアンケートで少しでも改善していく試みは有難いと思いますが、もう少し項目に

分けてアンケートしていただけるとありがたい。

○このアンケートでは、どのような傾向にあるか、政策の何を優先させるべきかを知る目的で

実施されたものと思われますが、選択できない大切な項目は多くあり、それだけに優先順位

をつけるよりは、並行に取り組めるよう、分業、分担して提案し地元の声をよく聴き、足を

運び、地道に積み重ねていくことでよりよい施策を進めていってほしいと思います。

○他県の出身で松阪市に引っ越してまだ 3 カ月ほどのため、松阪市のことがまだまだ分からな
い状況での回答でした。しかしながら、今回の調査を通して、松阪を知る 1 つのきっかけに
なったので、これからどんどん松阪について知っていこうと思います。


