
Ⅳ 自由意見 
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分野別分類 

今回の市民意識調査の中で、東松山市のまちづくりについて、375 人の方から延べ 420

件のご意見をいただきました。分野ごとに分類すると以下のようになります。 

分 野 件 数 

 1 都市基盤の整備について 101 件

 2 駅周辺や商店街の活性化について 73 件

 3 環境について 36 件

 4 防災・防犯・安全について 31 件

 5 保健・医療・福祉について 35 件

 6 教育・文化・スポーツについて 31 件

 7 産業について 36 件

 8 情報について 8 件

 9 市政について 58 件

10 その他 11 件

合 計 420 件

以下、いくつかのご意見を紹介させていただきます。 
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自由意見 

■都市基盤の整備について 

性別 年代 自由意見 

女性 20 歳代 

道路整備にもっと力を入れてほしい。407 号や 254 号などの大通り

も大事だが、一本入った道はボコボコのところばかり。もっとよ

く見てください。以前電話した際に「いずれ工事します。でもい

つになるかわかりません」と言われました。計画があると思いま

すが、市民の声が届いたならそちらを優先して動くべきです。 

女性 20 歳代 
葛袋の交差点を大きくしてほしい（通勤時、混むことが多くなっ

た気がします）。 

男性 20 歳代 
農地をつぶしての大規模開発には反対です。耕作放棄地の安易な

宅地転用、造成開発にも懐疑的です。 

女性 20 歳代 

・高齢者の方が増えているため、駅のホームの安全性を高めてほ

しい。 

・ピオニウォークに車で行くことが多くありますが、道（歩行者

用）の草がのびていて車が見えづらく危ないため、整えていた

だきたい。 

女性 30 歳代 

・体育館などの公共施設をもっと使いやすくして頂けるとうれし

いです。 

・子どもが自転車の練習などをできる公園などがあるとうれしいで

す。 

女性 30 歳代 

子どもの遊べる場所を作ってほしい。ただの広場やあまり使えな

い遊具ばかりで、遊ぶ場所がない。せめてぶらんこ、すべり台、

鉄棒、砂場などあれば、近所の交流も増えるのでは。 

女性 30 歳代 市内循環バスを増やしてください。 

女性 30 歳代 

自転車を利用したいのですが、坂が多すぎてあきらめてしまって

います。もう少し自転車や歩行者が安心・安全・快適に動ける環

境にして頂きたいです。10 年前は駅で乳母車の利用は本当に一苦

労でしたが、エレベーターが付いて本当に良かったなと思ってい

ます。 

女性 40 歳代 小学生が安心して過ごせる外の遊び場がほしい。 

女性 40 歳代 

公共交通機関が少ないので、マイカー主流にもかかわらず、道路

の整備が遅れていると思います。交通量が多くても車道が狭かっ

たり、歩道がない場所も多く、危険だと思います。小・中学生の

通学路はきちんと整備してもらいたいです。稲荷橋は小学生の通

学路ですが、抜け道となっており危険なので、歩行者専用の橋を

横に作ってほしいです。市街化調整地域なので側溝もなく、排水

がそのままなので、早急に整備してほしいです。若い世代も少な

く、過疎化しているので、何十年後かには集落がなくなっていそ

うで心配です。 

女性 40 歳代 

高坂地区ばかりに住宅区を増やし過ぎだと思います。高坂小学校

の定員を考えれば、これ以上の住宅は不要です。人口の少ない野

本地区や東松山駅前の人口増対策をしたらいかがでしょうか？ 
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性別 年代 自由意見 

女性 40 歳代 

古凍地区は駅から遠く、自動車がないと住みづらい所です。市の

循環バスを利用して雨の日の通学に使いたくても、朝、夕の通学

時間にはまったくなく利用しづらい。東武バスも本数が少なく利

用しづらい。子ども達は自転車に乗れるからいいが、老人の病院

通い等生活しづらいです。 

男性 40 歳代 

スリーデーマーチで、石橋辺りも歩きますが、歩道の舗装の点検

をしてほしいです。できれば舗装工事をして下さい。毎年の事な

ので、コース確認をして、安全第一でお願いします。 

男性 40 歳代 

車一台がやっと通ることができる道路は一方通行にしてほしい。

双方向のままだとその道に入るために幹線道路が渋滞したり、急

に前の車が止まって危ないこともある。 

男性 40 歳代 
古い街で、市街地の道が狭い（一方通行も多く思う）ので、歩行

者に優しくない、危ない、運転しにくい、といった印象が強い。 

女性 40 歳代 
市の中心ばかりに税金を使っているので、全体に使ってもらいた

い。良くなっているのは、中心ばかり。 

女性 40 歳代 下水道を作ってほしい。 

男性 50 歳代 自転車用道路の整備に力を入れてほしいと思います。 

女性 50 歳代 

・デマンドタクシーはすごく良い試みだったと思いますが、せめ

て午後 6：00 までにしていただけたら便利です。それとせめて

土曜日まで入れてほしかったです。 

・デマンドタクシーでの病院の行き先に埼玉医科大学、毛呂山病

院も追加してほしい（市内のクリニックではわからない病気の

時、きまってこの大学病院の紹介になることが多いので）。具合

が悪い時、毛呂山病院までの交通機関は不便なので。 

男性 50 歳代 

下水道の整備がなかなか進まない。道路もアスファルトが割れて

でこぼこ状態だ。空き家も増えている。防犯上、この現状は問題

があるのではないか。 

男性 60 歳代 
遊べる施設、公園の充実。たとえば、森林公園、明治神宮、総合

運動公園のような機能を含めた施設が足りない。 

女性 60 歳代 

高齢者が増える中で、空き家が増えて、庭等が荒れ放題になって、

近所で迷惑となっています。そういう家があった時に、市の方で

対処していただきたいと思います。 

女性 60 歳代 
市役所から駅周辺は整備され、だんだんきれいになってゆきます

が、一歩奥まった地域にも目を向けてほしいと思います。 

男性 70 歳代 

当地（私が住んでいる所）は日常の買い物（食料品、衣料品）に

ついては、どこへ行くにも約１km 以上離れ、全く陸の孤島です。

自然環境の良い所を望んで来た所ではありますが、病院も比較的

近くにあり、安心できると思いきや、病院としての評判が悪いな

ど、日常生活をしていく上では不便な所と言わざるを得ません。

近くへのスーパーマーケット出店の推進を期待致します。 

女性 70 歳代 
デマンドタクシーは大変うれしく利用しています。地方の友人に

うらやましがられています。続けていただける様お願いします。 
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■駅周辺や商店街の活性化について 

性別 年代 自由意見 

男性 20 歳代 

駅前（周辺）に活気がない。もっと魅力ある（楽しめる）まちづ

くりに取り組むべき。（例）喫茶店、居酒屋、ファーストフード店

を増やす。 

女性 20 歳代 
東松山駅周辺の整備（商業施設の充実）を進めてほしい。高坂地

区のみ開発が進んでいるように思われる。 

男性 20 歳代 

ほとんどピオニウォークの方にお店がいってしまって、東松山の

駅前は本当につまらない。ミスド、ケンタ、馬車道、モスなど、

少しお茶ができたり待ち合わせできたりする場所が全然ない。プ

ライスがなくなったら駅前には何にも用がないです。電車はたま

にしか乗らないので。 

男性 30 歳代 
駅前の発展→特に東松山駅（高坂は常に優先され過ぎている！）。

箭弓町第一公園のムクドリによる騒音、悪臭の解消。 

女性 40 歳代 

駅周辺にスーパーが１つしかない。閉店の噂が本当なら、今後は

かなり不便。高坂は開発していて、人口が増えている。偏ってい

るように思う。バランスがとれるような開発をしてほしい。 

女性 40 歳代 

緑が多く自然に触れる機会が子どもにもたくさん与えられる環境

があり良いと思います。が、その反面、街はシャッター通りで活

気がなく買物にも困る始末です。子どもの姿も街で見ることはほ

ぼ無いですし、もっと商店街を活性化し、子どもが多く集まる街

にしてほしいです。住んでて楽しくないと感じます。 

女性 50 歳代 

百円市やまちゼミ等、とても良い企画だと思う。このような企画

を増やしてほしい。他の市町村に比べ、頑張っていると思う。ど

んどん参加したい。 

女性 50 歳代 
駅周辺の商業施設がなくなり、買い物難民となる高齢者の為の対

策を考えてほしい。 

男性 50 歳代 

東松山駅周辺について、整備され、きれいになったが、反面、店

が少なく、夜には活気がなくなったと感じています。昔の街並み

は狭く不便な所がありましたが、商店も多いと感じ、とても活気

があったように感じます。赤い大鳥居や、昔の街並みの雰囲気が

懐かしく感じる時もあります。 

女性 60 歳代 

今、東松山市街地の発展をどう考えているのでしょうか？商店街

の発展、道路の整備。また、東松山駅前にホテルとのニュースが

ありましたが、具体的に東松山にプラスになると思っているのか。

集客率はあるのか？ 

女性 60 歳代 

駅舎が新しくなり、公共交通機関と一般車のターミナルが分かれ

たのは良いと思う。東松山駅周辺の道路拡張工事が多年にわたり

行われているが、目的と目指す全体像がよくわからない。商業的

には寂れており、集客力はピオニウォークの方がある。 

女性 60 歳代 

東松山駅周辺は整備され、きれいになったが、商店街が寂しい。

ボッシュの跡地を有効に生かして、活気ある街づくりを望みます。

これからますます高齢化が進むので、子どもからお年寄りまで、

住みやすい街になればと思います。 
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性別 年代 自由意見 

女性 60 歳代 

・今年はまちのゼミナールが広範囲に紹介され、とても楽しく、

興味程度の意識でも参加しやすく、これを機会にお店利用もあ

りえると思いました。他方面に行かず、市内から活かせるよう、

今後も続ける事を願います。 

・駅の乗り降りの時に立ち寄る土産売り場、一息入れ座れる飲み

物店がなく、買い物に電車、駅前通りを利用しにくい。年寄り

が多くなる中、バス、電車利用でも使える駅前にして下さい。

皆でやさしい街に。 

男性 60 歳代 

・駅周辺やまるひろ通りは改革され見栄えが良くなったが、ぼた

ん通りで全てつぶしているように思える。改革はないのです

か？ 

・平野地区方面の商業の発展が遅れている。もっとこの方面にも

目を向け、力を入れてほしい。 

男性 70 歳代 

駅近辺のメインストリートにアーケード街をつくって個性的な個

人商店が反映できるようにする。東上線沿線でも東松山に行けば

楽しめるというイメージを持たせる。音楽、エスニック、郷土芸

能などと商業の融け合ったまちづくりを。現在は文化色の乏しい、

しらけた状況にあり、残念。 

女性 70 歳代 

丸広前が広くなりましたが、家がまちまち。次に道路を広げるこ

とがあったら、ロンドン風、オランダ風とか決めて、家並みを作

ったら、お客も来てくれるのではないでしょうか。市の方でも、

少し費用を出してあげたら良いと思います。 

女性 80 歳代 

商店街が寂しいです。歴史の古い神社等がたくさんあります。も

っと商店街のにぎわいに利用できるといいですね。ぼたん祭りも

鉢植えのぼたんを駅前からぼたん通り、丸広通りの市役所まで並

べて、駅からバスに乗せてしまうのでなく、市役所まで歩いてバ

スはそこから無料で運行すれば、ぼたん祭りらしくお客様たちに

も東松山を多少知っていただけるし、お祭りらしくなるのではな

いでしょうか。 
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■環境について 

性別 年代 自由意見 

男性 20 歳代 
定期的な悪臭の対策と東松山駅（特に東口）のバイク等で騒音を

出している人達に厳重な注意を行ってくれることを期待します。 

男性 30 歳代 
ゴミの収集日を増やしてほしい。可燃ゴミ、週に２回は少ない。

ゴミ置き場が遠い。 

男性 30 歳代 

魚釣りをするのですが、川底の放射線量が気になります。線量を

計測し発表していただくと安心して釣りを楽しめます。また、排

水溝、川の合流地点の川底の線量も気になります。 

男性 30 歳代 

丸広通りから市役所にかけてのライトアップは電灯（夜間）が明

るすぎませんか。いくらＬＥＤ照明といえ、ちょっと異常な雰囲

気を感じました。 

男性 40 歳代 

近所のゴミステーションは道路を渡らないとないのですが（中央

公園）、先日年配の方が朝のゴミ出しの時に信号を渡らずに出しに

行っていたのを見て、危ないと思いました。道路を境にして高坂

小学校のそばにゴミステーションがあった方がよいと思います

（年配の方がけっこういるので）。 

女性 40 歳代 

くらかけ橋が華々しく観光名所化されましたが、開発される以前

からの状態を知る私にとっては、非常に残念な気持ちです。動物

や虫、川の生物の居場所がどんどん切り崩されています。自然が

豊かで美しい土地なので住み始めましたが、数年の間に本当に多

くの木々が切り倒されてしまいました。都市化し、人間だけが住

み良いまちづくりは、逆にまちを破壊しかねないのではないかと

考えます。 

男性 50 歳代 

関東平野の中で武蔵丘陵の自然の豊かさを持ち、川、田園、小高

い山は地域資源である。伝統行事や文化財を保護する取り組みは

今後必要と考える。都幾川周辺の川辺空間の整備でいこいの場づ

くり（子どもを含む）が必要。 

女性 50 歳代 環境衛生改善のため、側溝に蓋をしてほしいと思います。 

男性 60 歳代 

都幾川の開発にあたり、水族館（川の生きもの）、蝶々館（比企の

昆虫中心に）をつくり、市民の憩いの場とする。小説「天の園」

に描かれている場所の自然を保全（市の所有として）し、守る。 

女性 60 歳代 
川の中にテレビなどが不法投棄されている。不法投棄をさせない、

されづらい環境作りが必要ではと思います。 

男性 60 歳代 

・林や緑が削られてソーラーパネルが増えている。エコなのでし

ょうか。 

・犬の糞は条例で持ち帰りにしてほしい。シャベルを持っている

人は、土や葉をかけている人がほとんど。公園や道端に埋める

のをやめてほしい。ペットの殺処分はやめてほしい。 

女性 70 歳代 

私の住んでいる所には上沼公園があります。春は桜、今はたまに

来る孫と鯉を見に行くのが楽しみです。74 年住んでいるステキな

まちです。 

男性 70 歳代 
下野本将軍塚は小生が知ってから 30 年。樹木は伸び放題、清掃は

地域任せ、ベンチ一つ無し。環境が変わればと願っています。 
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■防災・防犯・安全について 

性別 年代 自由意見 

女性 20 歳代 

夜になると、大学生が公園などで騒がしい。高坂は不審者が多く、

私自身もストーカーされ、怖い思いをしました。大東文化大の友

達に高坂のことを嫌ってほしくないし、良い所だと言ってほしい。

もっともっと明かりを増やして、不審者が出ない安全・安心でき

るまちにしてほしい！ 

女性 30 歳代 

公園など昔からあるけど、遊具が汚かったり暗くて怖いので、新

しくしてほしい。街灯が少なくて歩くのが危なく、夜はタクシー

で家に帰宅したいが、タクシーの数が夜遅くになると無く、坂戸

等から呼ばないといけないので改善してほしい。 

男性 30 歳代 

街灯が少ないです。夜７時頃ですでに人もまばら・・・。夜、ま

ちを歩いてみて下さい。暗いです。塾帰り、会社帰り、怖いと思

います。ゾーン 30 を知っている人も少ないです。市内で告知も見

ないです。タクシーすら守りません。ポスター等作れませんか？ 

女性 30 歳代 

・マーレの駐車場を増やしてほしい。 

・公園に、女性や子どもが入りやすくしてほしい。 

・子育て支援センターなど、女性や子どもしかいない場所に、警

察官の巡回や防犯カメラの設置など対策をしてほしい。神奈川

県の事件を見てから不安になった。 

女性 30 歳代 

高坂駅周辺には大学生が多く居住しており、夜になると騒いだり、

酔った人が駅ベンチに寝ていたりと、あまりいい環境とは思えな

い。子どもが怖がっています。夜の見回りを強化してほしい。 

女性 40 歳代 

新しい家が増えているのに、街灯が増えていない。20 年近く経っ

ている家の周りも暗いから、まったく進んでいないようだ。水路

や池などのフェンスも古い物だったり、フェンスがないところも

多い。どうにかしてほしい。水の事故防止のために警察官はもっ

とパトロールするべきだ。 

男性 40 歳代 
深夜の少年のバイク暴走。安全や青少年のためにも、きちんと取

締まりができるまちづくりにしてほしいです。 

女性 40 歳代 
道路の整備、制限速度以上で走る車やバイク、ロード自転車、歩

行者の横断マナー違反が多い。 

男性 60 歳代 警察と連携した治安維持・向上活動。 

女性 60 歳代 
どこかのサイクリング練習者達が、道路が狭いのに勝手な走行を

していることが多くなっている。危険です。 

男性 60 歳代 
都市計画図、ハザードマップ、避難先案内図、東京都発行の避難

時の小冊子等の最新版の配布。 

男性 70 歳代 

災害らしい災害に遭っていないので、いざという時がきたらかな

り大変だと思う。防災マップがあるのかどうかも知らない。とり

わけゲリラ豪雨でもあったら、水はけが悪くて大変だと思います。

女性 70 歳代 

大きな災害がいつ来るかわかりません。何かあった時の準備（仮

設トイレ等）をしておいてほしい。昨年の大雨の後、シルピアの

ある北の道路で自分の車が止まるのではという恐怖がありまし

た。事前にお知らせがあったらと思いました。 
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■保健・医療・福祉について 

性別 年代 自由意見 

女性 20 歳代 

がん検診も他の市町村に比べ高い。健診を推奨したいなら、今よ

り 200～300 円でも安くするべき。嵐山町の個別大腸がん検診は

500 円です。肺がん検診も 65 歳以上は無料です（東松山は 70 歳以

上の人が無料）。特定健診も医療保険負担割合１割の方が受けれ

ば、1000 円でわざわざ健診を受けるのはバカらしい（1000 円では

高いということ）。健診代を安くすることで、受診率が増え、生活

習慣病やがんの早期発見につながり、結果的に医療費の削減にな

るのではないでしょうか。 

女性 20 歳代 

待機児童が多い。保育園の空きがない。先日、保育園を申請した

いと言ったが、入所できるか保証がないと説明を受け、無認可も

空きがないと説明されました。一時保育は補助はないし、申請に

も制限があるような自由に使えない状況を改善してほしいです。 

女性 20 歳代 

１才の子どもを保育園に預けて仕事をしたいのですが、保育園が

決まりません。今年から点数制になり、両親とも仕事をしていな

いと難しいと言われましたが、預かってもらえる場所が決まらな

い限り、仕事をすることができません。何か対策を考えて頂ける

とうれしいです。そして、仕事量に対してお給料が少ないため、

保育士さんが一年で何人も辞めてしまう現状。預ける側としては、

心配があります。何か対策の方、よろしくお願い致します。 

女性 30 歳代 

長女が誕生して、東松山のこども医療制度の充実を素晴らしいと

実感しました。こども達の明るい未来のために、東松山がますま

す発展していけば良いと思います。 

女性 30 歳代 
ピオニウォーク周囲に住宅が増えているが、保育園・幼稚園を増

やして下さい。 

男性 30 歳代 ノーマライゼーション（福祉への取り組み）。 

女性 40 歳代 医療機関の増設。 

男性 40 歳代 

個人医院からの紹介を拒否する市民病院に多くの税金が使用され

ていることに不満がある。何のための市民の病院なのでしょうか。

特定の地域への設備投資が目立つようです。 

女性 40 歳代 子ども医療費が、高校生くらいまでだと助かります。 

女性 50 歳代 
学童など民間に依頼しているが、コストばかり考えていると安全

面が問題なのでは（中で働いている人が言っていました）。 

男性 60 歳代 

医療の充実が最重点課題と考えます。以前、家族が夜間に具合が

悪くなったのですが、市民病院、近隣医療機関はいずれも当直の

担当医が専門外、検査設備が整っていないと断られ、結局埼玉医

大の夜間救急に頼らざるを得なかった。せめて市民病院で受け入

れられる体制を確立すべきと考えます。 

男性 70 歳代 市民病院の充実（専門科が少ない）。 

女性 70 歳代 
エリアにホンダの歩行アシストを入れて下さい。近隣のまちには

入っているのに、福祉のまち東松山はまだまだです。お願いです。
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■教育・文化・スポーツについて 

性別 年代 自由意見 

男性 20 歳代 

東松山市の特徴を確認するべきだと思う。東松山には、私たち市

民が思っているよりも深い歴史があると思う。松山城跡や岩殿観

音、工事で掘り出された土器など、観光化するのに十分な武器が

ある。それを生かせていないのが東松山だと思う。 

男性 20 歳代 

市外の人のスリーデーマーチの認知度が低いと感じました。やき

とりは有名になっていますが、スリーデーマーチもすばらしいイ

ベントなので、もっと広めていってほしいと思います。 

男性 30 歳代 

今後の地域の支え手となる子どもたちにもっと焦点を当てていた

だきたい。高坂エリアを中心に子どもが増えていますし、学習、

運動、食育などの面で積極的な取り組みを期待しています。 

女性 30 歳代 

小学校・中学校のトイレ・手洗い場を新しくきれいにするべき場

所だと思います。子ども達が一番長くいる場所をまず明るくきれ

いにする必要有です。街灯を多くつけ、とにかく明るい道、イメ

ージを大切にする必要有です。 

女性 30 歳代 

元市民プールを深谷市みたいにサイクリングコースにして子ども

たちが遊べる場所にしてほしいです。少し料金が発生しても良い

ので（100～500 円以内）。親子で楽しめる場所が東松山には少ない

と思います。赤ちゃんだけではなく、小学生、中学生でも楽しめ

る場所があるとよいと思います。 

女性 30 歳代 高坂地区の学校教育の安定化をお願いしたい。 

男性 40 歳代 

高坂地区の急激な人口増加で保育園や小学校の不足が起こってお

り、大変不安と不満があります。計画的な整備をお願いします。

住民票の登録や出生届の提出があるのですから、今の事態はもっ

と前から予測できていましたよね？ 

男性 40 歳代 

比企フィルムコミッションのように、「モノ」ではなく「コト」を

売る活動が求められている時代である。企業誘致の推進もまだま

だ不十分とは思うが、まちづくり、活性化という意味では、文化

的、観光的な付加価値を高める取り組みを重視することが、長期

的には必要なことだと思う。 

男性 50 歳代 

白山中学校の生徒数の減少が問題化され、いっこうに改善されて

いない。早期に通学区の変更をすべきと考える。市長・教育長の

決断が必要である。 

女性 50 歳代 

市民プールがなくなったので、それに代わる運動施設があればい

いと思う。一年中使用できる温水プール等があれば、高齢者の運

動の場としていいのではと思う。 

男性 60 歳代 

早く市民が使用できる市営の美術館を建設する。学芸員を置き、

アートの拠点とする。常設展、企画展、貸しギャラリー等運営し、

花と歩けの平和賞の最優秀賞の収集保管、受賞３年後の個展企画

等を実施する。 

男性 70 歳代 
野本地区の人間ですが、野本地区にグランドがないので、ぜひ近

いうちにグランドを作っていただきたいです。 

男性 70 歳代 各地区の昔からの小さな事業のほりおこし大会を行うこと。 
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■産業について 

性別 年代 自由意見 

男性 20 歳代 飲食店を増やしてほしい。 

女性 20 歳代 東松山でもう少し働ける場所を増やして頂けたらうれしいです。 

女性 20 歳代 
他都市では市主催の街コンがあることを聞きましたが、東松山は

やらないのですか？スリーデーマーチ（街）コンとか。 

男性 30 歳代 若者の雇用。若年層向けの企業・店舗の誘致。 

女性 40 歳代 市内に勤めたいが、職場が見つからない。 

男性 40 歳代 

ふるさと納税を始めた方が良い。北海道の士幌町は、ふるさと納

税の収入で幼稚園の無料化等が実現しているそうです。ふるさと

納税を始めることにより、企業も活性化すると思います。 

女性 40 歳代 

・魅力のある地場産業がない（自動車産業の低迷によるまちの腐

敗） 

・活気がない。 

女性 40 歳代 
ピオニウォークができたので、市外からも買い物客が増えて良か

ったと思います。 

男性 50 歳代 

産業振興は一朝一夕でできないが、シティプロモーションと地域

産物ブランドに取り組むことで、市内外の人に知ってもらうこと

が必要と考える。 

女性 50 歳代 

子どもが小さい時には自然に恵まれていて良い環境だと思ってい

ましたが、成人し、就職先を決める段階になると、市内に働く場

があまりに少ないです。結局、２人の子どもは都内、市外へと転

出しました。この状況が続くと、本当に高齢者ばかりの「まち」

になってしまいます。地元で就職し、結婚し、子育てできる「ま

ち」を早急に作らなければ、「市」として立ち行かなくなってしま

うのではないでしょうか。 

女性 50 歳代 買い物難民がこの先増加しそうなので、対策を考えてほしい。 

女性 60 歳代 農産物直売所の品揃えが乏しい。野菜の種類や量を増やしてほしい。

女性 60 歳代 

工業団地ができ、雇用や税収が上がるのは大変良いと思います。

東松山駅前付近にスーパーや飲食店が少なく、人が集まりにくい

と思います。 

男性 60 歳代 高齢化に伴い、農業振興をどう取り組んでいくか。 

男性 60 歳代 製造業等の企業誘致を進め、若年層の就労を積極的に推進してほしい。 

女性 60 歳代 
20 代、30 代の人が都心へ通勤がしやすいまちに。都心の会社との

交流を持っていく。 

女性 70 歳代 

私の周りに独身の男女（30 代 40代）の方が多くいます。出会いの

場が少ないと言っていました（特に車通勤の方が多い）。そういう

方のために市で力になってほしい。働く場で正社員を多くしない

と、何年か先、市も国もいい社会にならないと思います。一度会

社を辞めたら、契約社員がとても多いように思います。若い人を

育てて下さい。 

男性 80 歳代 
企業を積極的に誘致した方がよいと思います。現状では人口も減

る一方で、活気が感じられません。 
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■情報について 

性別 年代 自由意見 

女性 20 歳代 
東松山市のホームページをもっと充実させてほしい。わかりやす

くしてほしい。 

女性 20 歳代 

今、せっかくゆるキャラグランプリにまっくんとあゆみんが参加

しているので、もう少しＰＲしていったら良いのにと思いました。

自分の地域の子にあまり票が入っていないのはやはり寂しいで

す。 

女性 30 歳代 
うちには市報がこないので、市報が届くようにしてほしい（アパ

ートに住んでいます）。 

女性 40 歳代 

スリーデーマーチは行事として印象的ではあるが、市外の人には

いまひとつ知られていない。住んでいても特徴として思い浮かぶ

ものもあまりなく、市外の友達に東松山市に住んでいると話して

も「何がある市なの？」と聞かれる。スリーデーマーチと言って

わからない人には、ピオニウォークと言うとわかってもらえる程

度。特徴は薄い。まっくん・あゆみんも市外の人は全く知らない。

女性 60 歳代 

もっと積極的に観光面で発展してほしい。「天の園」も、スリーデ

ーマーチも、箭弓神社も、マスコミに取り上げられるような努力

が必要と思う。 

男性 70 歳代 郷土の歴史に関する良さの PR が足りない。 

女性 70 歳代 

市役所からの福祉関係のお知らせ等を読んで感じるのですが、「福

祉とは与えられるもの」でなく、私たちが作り出すものではない

か。それにはわかりやすい言葉で、一人でも多くの人達が参加し

たいと思う内容のものにしてほしいと常々思っております。 
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■市政について 

性別 年代 自由意見 

女性 20 歳代 
市の職員が多いのではないかと感じます。髪の色、ネイルも考え

てほしいところです。 

女性 20 歳代 

ふるさと納税などの導入等をして、財政を整えたり、できること

からで良いので、安心して暮らせる市にしていってほしいです（今

も安心して暮らせているとは思いますが） 

女性 30 歳代 まっくん、あゆみんが好きです。応援しています。 

女性 30 歳代 市役所の方、元気がないです。笑顔、大切ですよ！ 

女性 30 歳代 

市民になって３年。もともと比企地区出身で、東松山市を見つめ

てきましたが、やはり近隣の拠点だと思います。医療や観光など、

もう少し頑張った方が良いのかな？と思います。 

女性 40 歳代 

困ったことがあり電話をしても、早めに対応していただけるし、

窓口へ行ってもみなさん親切で、用事があっても面倒くさくなく

行くことができます。これからも、いろいろ良くなるように頑張

っていただけたらと思います。私も頑張りたいと思います。 

男性 40 歳代 

市立図書館の職員で私語の多い者がいる。対応する前もさかんに

話しており、対応が終わると、目の前にまだいるにもかかわらず、

話に戻る。市役所等の職員の方の対応がいいので、非常に残念で

す。まずは職員の方の指導が先だと思います。 

男性 40 歳代 
職員数採用減。身を切る改革。市民に対して「人事」になってい

るのを直して、本当に仕事をして下さい。 

女性 50 歳代 
数年前まではゴミ処理場の職員の方など横柄な態度の方が多くて

行きにくかったですが、最近はよくなってきたと思います。 

男性 50 歳代 

行政機関、各種団体、組織等の統廃合による業務の合理化、効率

化改革（数々の広報紙などはカラー刷りの立派なものばかりです。

業務効率の悪さと経費のムダ使いの象徴です） 

女性 50 歳代 

市民の声を取り上げていただく方向で、よい機会を与えて下さり、

ありがとうございます。基本、自分の住むまちは、他人事的な考

えを捨て、市民一丸となって、住みやすい、愛着のあるファミリ

ー的なまち東松山市が私の理想です。 

男性 60 歳代 

市が行う事業は市民へ新たな負担をかけるべきではないし、一つ

の事業の影響は一つだけではありません。税は有限です。市民の

安心、安全、住みやすさのために使ってほしい。さらに今あるイ

ンフラを生かすべきです。 

男性 60 歳代 市の葬式を再び復活してほしい。 

男性 60 歳代 

東松山市役所職員は物事を右から左へ動かすことはできるが、そ

れ以外のことは知識がなく、何回も私はひどい目に遭った。一番

ひどいのは、人の一生に関わることで届出を拒否され、人生がダ

メになりかけた事もありました。職員全てではないかもしれない

が、プロ意識がない。 

男性 70 歳代 
市職員への感じ方の項目がありますが、議会、市長さんの項目も

入れておいた方が・・・。 
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■その他 

性別 年代 自由意見 

女性 30 歳代 
これからもより良い東松山市になるよう、市民の一人として支え

ていきたいと思っています。これからも頑張って下さい。 

男性 40 歳代 
スリーデーマーチで歩いている人達のマナーが悪すぎるので、何

とかしてほしいと思います。 

女性 60 歳代 

今回のアンケートに参加させていただいて、逆に、自分自身があ

まり積極的に市政に関わろうとしていないことに気づきました。

子を育て、孫が育っていくこのまちのことをもう少し主体的に見

ていきたいとあらためて思いました。“誇れるふるさと”たる東松

山でありたいですね。 

男性 60 歳代 

ＮＨＫ（昼前）で東松山を取り上げていましたが、とても良い印

象だったと思います。川越からこちらの方へ是非足を運んでもら

える、そんな東松山になってほしいです。 

男性 70 歳代 

最近、貸農園等で作物を作る人が多い。私も親戚の畑を借りて、

お陰様で充実した生活を送らせていただいています。ただ残念な

のは、夜間犬を放つ人がおり、せっかく蒔いた種や芽が出始めた

作物等を荒らされ困っています。何らかの事情で犬の散歩をでき

ない人がいるのだと思いますが、こういうところに市民意識の欠

如の一端がうかがえる気がします。 


