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◆6つの政策に関する意見 
 

１． 自由記述（問６６） 

 

 

 

 

 

＜基本方針１＞自治の健康 

 

① 市民参画によるまちづくりの推進 

基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

回覧板の情報系を電子化してもよいのではないでしょうか？レスペーパーの観点で。 30代 女 わからない 

回覧物が多すぎる。月２回程度に抑えてほしい。各戸の回覧も大変だが区長や組

長、班長の負担が大きく、なり手がなくなるから。 
60代

前半 
男 西合志南 

行政区の長にはわずかながら手当が支給されているが、担い手は区民である。区

に対して行事などに補助がもっとあってもいいのでは。 

70歳

以上 
男 西合志中央 

共和制ローマでは民会というものがあった。今の区長、自治会長は自分の住む地

区のことに一番詳しいので市民の問題解決には民会みたいな意見を吸い上げる

ことを仕組みに入れる。 

60代

前半 
男 南ヶ丘 

具体的な市民参画によるまちづくりの内容があまりわかりません。 
60代

前半 
男 西合志東 

区費と組費があり、二重に費用がかかる。（＠700円/月、＠300円/月。区費年

8400円、組費年3600円計12,000円）例：熊本市内自治会は町内会費のみで運営

され会費も1/3ほど（＠300円/月年3600円）であり、二重行政は必要ない。 

70歳

以上 
女 西合志東 

県外から引っ越してきた人たちの集まりがあるとよいと思う。そこで合志市について

様々な説明があると助かる。 
40代 女 合志南 

合志市民が合志市内でお金を使い、合志市民で自らの振興と促進を持つこと。 
60代

後半 
男 合志南 

合志の魅力は？昔から存在する農業と市街化による人口増加。目指すまちづくり

は「農業を中心とした観光資源化と若い世代の人材育成」だと強く思います。 
40代 女 西合志東 

高齢化のため「組」の改編が必要だと思います(泉ヶ丘) 50代 男 合志南 

高齢者が多い地域での対策をその自治体に任せるだけでなくてもっと市全体で

協力できる対応策を考えてほしい。 
40代 男 合志小 

市議会議員によるもっと積極的な市民の意見集約を望む。 
60代

前半 
男 合志小 

NPOは、きちんとしていないところも多そうです。私は、おかしいと思うようなNPOがある

ことも聞いています。ちゃんと調べて下さい。 
50代 女 南ヶ丘 

若い人の意見を取り入れる市にしてほしい。 30代 女 南ヶ丘 

市議会議員はwebで自身の政策などを発信していくべきだし、市は市民にそうい

ったメディア媒体を告知していくべき。選挙の時だけ名前を連呼されてもうるさい

だけ。選挙はがきに各候補者の政策をまとめた資料を一緒に送るようにすれば市

民も政策に興味を持つようになると思う。選挙が名前連呼は禁止にして政策を伝

える工夫を促して欲しい。 

30代 男 西合志中央 

自由記述内容を６つの政策ごとに整理した。基本的に、誤字記入を修正したほか

は、原文のまま掲載している。 

今後の政策立案の参考としますので、まちづくりや市民サービスなど、ご意見等がありました

ら自由にご記入ください。 
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自治会に意見を言ってもなかなか通らない。 30代 女 南ヶ丘 

自治会の「婦人部」なるものはいらないと思います。 

フルタイムで働く主婦にとって負担でしかありません。熊本市に住んでいた時はあ

りませんでした。「男女共同参画社会」を推進するのであれば女性だけにそのよう

な負担を強いるのは時代遅れだと思います。フルタイムで働き社会保険や税金を

納め、子育てに家事、休みの日に婦人部の仕事、女性だけそんなに働かなくては

いけませんか？ 

50代 女 西合志東 

市民参画をよく言うけど市職員の姿が日常あまり見られない気がする。市職員の

ユニホームを目立ちやすくして地域に出てきてほしい。 

60代

後半 
男 合志南 

市民の声が届くことを願っています。 40代 女 南ヶ丘 

市役所職員に都市計画の手法やゲームソフト「シムシティ」を演習させ市長になった

視点で町づくりを体験させたら、市行政の幅広い視点を養成できると思うので、取り

組んでもらいたい。 

合併前に合志町魅力化事業というのがあった。各地区ごと、プラン作成→実行→反

省のplan→do→seeの3年間の活動に取り組んだ。そのプランにハード整備も支援し

てもらえる仕組みだった。取り組んだメンバーは大変だったが自分の地区地域の問

題を知り、何が必要かで改善の予算を要望する。限られた予算なので、バラマキは

できない。それなりの活動をして要望をする仕組みづくりが再び必要な時期なのかも

しれない。 

市行政視点の公的な地域振興と合わせ、市民が民会「魅力化事業」的な機能を果た

すところに予算を厚くする仕組みが必要。 

60代

前半 
男 南ヶ丘 

住民の高齢化による自治会の危機に対しての対策を取ってほしい。 
60代

後半 
男 合志南 

少子化、高齢化は現実のものであり、一人ひとりが協力、支え合う街づくりが必要

だと思います。 

60代

後半 
男 西合志南 

情報がとりにくい。できるだけ参加したいと思うが情報がわかりにくい。 30代 女 南ヶ丘 

推進という事業だけで市民の声が反映されてない（菊陽町に遅れを取っている） 
20代

以下 
女 西合志東 

全体として市民一人一人が行うこと各自治会が行うこと、行政が行うことを大まかな

表にまとめて日頃から意識付けすることが大切だと思います。 

60代

後半 
男 西合志南 

その土地、地域に住所がある場合は全員区に入るべきだと思う。 

たぶん入っていない人がゴミなど勝手に置場に置くと思う。 
70歳

以上 
女 西合志中央 

例えば西合志庁舎の利用。児童館、学童保育等 公でやることがたくさんある。 

金の問題だけではない。 
70歳

以上 
男 西合志東 

ちょっと違うかもしれませんが、町内会に入らない家も増えていますし、今年からは

子ども会もなくなってしまいました。変わりつつあると思います。めんどうくさいこと

だとは思っていたけれど、不安もあります。 

50代 女 南ヶ丘 

問60について「あなたは合志市自治基本条例を知っていますか」と言う問いに、逆

に質問を合志市職員のみなさんにします。 

全職員もちろん知っていますよね？個別に質問して見てください。半数近く知りま

せんよ！議会で取り上げて下さい。 

20代

以下 
女 西合志東 

古い住宅団地の独居老人対策や自治会活動（役員会、ゴミ対策）等の支援。他自

治会での改善策紹介等。 
- - わからない 

分区をして数年になるが自治会が十分機能していない。まちづくり、健康づくりの

ために行政は自治会にどのような支援をされているのでしょうか。 
50代 女 西合志東 

まちづくりは地域づくりからだと思いますので地域の困りごとを把握し、解決に向け

ての取り組みをお願いします。 
50代 男 合志南 

団地の高齢化に伴い自治会活動に疑問。発生時と同じで変化（簡素化）も必要。

他自治体の改正例等示して（研究して）ほしい。 
- - わからない 

若い人の意見を取り入れる市にしてほしい。 30代 女 南ヶ丘 
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② 行政改革の推進 

基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

ＨＰ上での議会動画公開ありがとうございます。あの動画を見て話す内容やにじ

み出る人柄から「この議員さんは二度と当選してはダメ！とわかりました。 
20代

以下 
女 南ヶ丘 

以前より庁舎に行くと窓口にさっと出て対応してくださるようになったと思います。し

かし若い方ばかり対応されるので、中堅者以上の方は・・・。立たれない。見向きも

しないこともある。そのような力関係を見て感じています。 

30代 女 南ヶ丘 

議員は自分で行政を担うというより市役所の人に質問しているばかりと感じる。 30代 女 合志南 

議会議員の定数は今のままでいいのか？ 40代 男 南ヶ丘 

職員のタバコ休憩をなくして、業務効率化をしてほしい。 

7月以降、特例で喫煙所を残すことはやめてほしい。市役所は原則禁煙の場所 
20代

以下 
男 西合志南 

合志市も人口減少時代に備え、危機感を持ってほしい。今の状況は続かないと思

うので。 
50代 女 西合志南 

今回の市議選挙の投票率（50.65％）の低さにビックリです。次は50％を割る？？？

そんなことになりませんように！！ 
60代

後半 
女 西合志南 

市議、県議の人数が多いのでは？減らしても問題ないかと。削れるところはここか

らスタートでは。 
40代 女 西合志南 

議員さんが多すぎる気がする。 30代 女 南ヶ丘 

市議会議員の選挙広報誌に、本来なら現職は過去の「公約」と「実態」及び今後

の展望、新人なら合志市をどうしようかという意志をのせるべきだ。「議員に関する

条例」を載せた者がいた。 

60代

後半 
男 西合志東 

市議会議員のなり手が少ない傾向があることからでしょうか、市議会議員の報酬を

引き上げたことには疑問を感じます。 

このようなお手盛りの議長は市長の意見を充分反映させる必要があると思います。 

60代

後半 
男 合志南 

市議会議員の1人1人の進めている、提案している案件を市民に分かるように、案

件の進み進捗度etc.を市報etc.で提示して下さい。 
60代

前半 
男 南ヶ丘 

市議会議員の報酬は減ることはあっても、増えることは許されないと思う。 50代 男 西合志南 

市議の方など選挙時と当選後の対応が違うように思います。派閥などがあるかもし

れませんが市民から選ばれた方なので市民全体のことを考え、精いっぱい頑張っ

てほしいと思います。期待したいです。 

40代 女 西合志中央 

市行政と関係のない、なんとなく思い付きで質問しているような議員がいるのが気

になる。どうにかならないのだろうか。 
40代 男 合志南 

市職員の公務員としての意識が低い。要望がないと動かない。動いたとしても動き

がのろい。やっつけ仕事が目につく。 

70歳

以上 
男 西合志東 

市役所職員の接客態度が悪い。市役所の駐車場停めにくい。 40代 女 西合志南 

市役所全体の窓口の対応がよくない。 

特に福祉課の対応には問題あり。綺麗事だけでは納得出来ない。悪い! 

70歳

以上 
男 合志南 

市役所窓口の対応はいつも丁寧で利用しやすいです。ありがとうございます。 50代 男 西合志東 

職員の質の向上 
60代

前半 
男 西合志東 

書類などの紙を使いすぎていませんか？ 
60代

後半 
女 西合志第一 

親切な方もいますが、どこの窓口に行っても職員の対応がよくないです。 

無愛想でもちょっと優しくされたらびっくりします。それでいいのですか？窓口から

見えるところでスマホをいじっている人もいます。 

合志市は毎年住みよい街ランキング上位で自慢です。臨時職員も多いと思いま

すが、われわれには正職員と区別は出来ません。全職員で変えてください。 

アンビーもだんだん大きくなって、高速インターも出来てこれからもっともっと素敵

な街になってくれることを期待しています。 

50代 女 西合志東 

水道料金のクレジットカード決済が出来ると有難いです。 40代 女 西合志南 
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選挙中、選挙カーが走り回ってうるさかった。“精いっぱい頑張ります””一票をお

願いします”と言われても、その人がどんな政策を掲げているのか、全くわからな

かったので、票を入れようにも入れられず、ただうるさいだけの印象だった。 

もう少し、SNSやHPなどを作った方が今の時代わかりやすくていいと思った。 

20代

以下 
女 わからない 

庁舎内の案内を確実に実施されたい（案内で間違った課を案内された） 
70歳

以上 
男 西合志東 

西合志地区の支所が減らされているので窓口の充実。 30代 女 西合志東 

日曜日に市役所があいているのでとても助かっています。 40代 女 西合志東 

日中働いている人も多いため、役場の方の訪問や役場でしか手続きできないこと

の事務について、時間外や何かしらの工夫をしてほしい。 

過去に役場の方が繰り返し（ＰＭ3：30～4：00）までの間に数回来られていたのを

インターホンの履歴で気づいた。その時間に家庭に在宅している人は少なく、特

に働き盛りの世代（20-40代）には困難ではないか。意見を聞いていただき、ありが

とうございました。 

20代

以下 
女 合志小 

２年前、窓を重窓にリフォームしたら夏涼しく冬暖かいです。おすすめします。 
70歳

以上 
女 合志南 

難しいが良い人材を確保、育成してほしい。 
60代

前半 
男 わからない 

元々熊本市に長年住んでいた経験からですがとても大きな違いは市役所、支所

などの窓口、受付などの職員さん達の市民に対する態度は合志市職員さんの方

がとても素晴らしく思います。そこは今後も変わらずにお願いしたいと思います。 

道路の白線（その他にもあると思いますが）消えてしまっているところが多く、激し

い逆走、はみ出しを多く経験し、毎日運転していることが恐怖に感じています。線

がはっきりと描かれていることで、少しは違うのではないか？と思いますが…考え

て頂けないでしょうか。  

また、三ツ石駅から、菊陽方面への高速道路の側道逆走、（一方通行無視）本当

にひどいです。何度も事故に遭いそうになっています。年齢に関係はないようなの

で、標示などもっと明確にされた方がよいと思います。自分の子どもと通る道です

し、車で通っても何度も怖い目に遭っています。 

50代 男 西合志東 

役所の方がとても親切かつ丁寧な対応をしてくださり、大変感謝しています。 40代 女 西合志中央 

若い職員のレベルは上がってきていると思う。 

古い職員がブレーキや足を引っ張らないように注意して。 

60代

前半 
男 わからない 

 

③ 財政の健全化 

基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

企業誘致により財政の安定化 
60代

前半 
男 合志南 

国の財政健全化を国民全てが真剣に考えるべきだ。 

消費税「８→10％」くらいでガタガタ言っているが、現状不認識もはなはだしい。消

費税は即刻２０％にして数年後２５％まで考えるべきだ。国に対して進言してほし

い。 

60代

後半 
男 西合志東 

子育て世代にかかわらず、いろいろな年代が満足出来るように各方面バランスよく

予算を組んでほしい。 

高齢化が進む中で医療費をおさえる為にも予防対策を充実させてほしい。（他の

自治体を参考にするなど） 

60代

前半 
女 西合志南 

市議さんへ。私利私欲のない市民目線に立った政策をお願いします。 

市議さん全員の目的地（点）は市民の幸せ（合志の発展）のために働くことでしょ!?

足の引っ張り合いはいりません!! 

60代

後半 
女 西合志南 

現在は若干の人口増はありますが、減少は見えているので将来のコスト負担軽減

が必要だと思います。 
60代

後半 
男 西合志南 

市民のために本当に財政が使われているのか見直してほしい。 
20代

以下 
女 わからない 
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（基本方針１ 自治の健康－その他） 

基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

今のままでいいと思います。 30代 女 合志南 

菊陽町のような発展はうらやましく思います。合志ももっと発展してほしいです。 40代 男 西合志中央 

現在はよく推進されている 
60代

後半 
男 南ヶ丘 

選挙の時だけ議会について媒体が出るが、その他の取り組みがよくわからない。

身近に感じない。 
30代 女 合志南 

全体に共通することだと思いますが、人の流れがない所だなと思います。 50代 女 西合志南 

 

＜基本方針２＞福祉の健康 

 

④ 子育て支援の充実 

基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

18歳まで医療費無料にして欲しい。 50代 男 西合志南 

3人目出産以降の子育て支援の充実。 30代 男 南ヶ丘 

医療助成を合志市内だけでなく、県内まで無料化にしてほしいです。 

休日や夜間は市内の病院で対応できないことが多く、他市町村に行って受診しや

すいようにしてほしいと思っています。 

30代 女 西合志中央 

医療費、子ども医療費を合志市以外の病院に行っても窓口支払いをゼロにしてほ

しいと思います。子どもが同じ時に病気になると高額になるので・・・。 

他の市町（大津・菊池市）はできているのになぜ合志市はできないのか知りたい。 

30代 女 西合志中央 

医療費無償はありがたいがそれが財政を圧迫しているのなら、方法を見直すべ

き。 

例えば500円くらいは必ず負担するとか。手厚さと手薄さのアンバランスが発生し

てはいないか？ 

40代 女 合志南 

親子で参加できるイベントをもっとたくさん企画してほしい。 

できれば参加無料で。申し込み不要のワークショップなどはありがたいです。 

すでに開催されていたらすいません。 

40代 女 西合志南 

学童保育代や給食費が減免・無償化されると子育て世代はますます住みやすさ

を感じると思います。 
30代 女 合志南 

学童保育は何年生までかわからないが、高学年まで希望。 

病児保育の病院が少ない。 
60代

前半 
女 西合志南 

学校給食費の無料や半額 30代 女 西合志南 

子どもの公園の設置をお願いしたい。隣接町に出向いている。 
60代

前半 
男 合志小 

旧西合志庁舎など保育園スペースに。 30代 女 南ヶ丘 

熊本市、合志市、菊陽町が隣接しているのにこども園の住所の地域に住む人しか

２号認定されないのは働きたくても働けない女性を増やす一因だと思います。何と

かしてほしいです。 

40代 女 西合志東 

公園について、危険ということで多くの遊具が撤去されて子どもの遊び道具がなくなっ

てしまっている。 

遊具の撤去は仕方ないとしても、それに代わるものを設置してもらえたらと思う。遊び

に来ている子どもたちが以前に比べかなり減少したように思う。 

60代

前半 
男 西合志中央 

公園の充実を！！ 30代 女 合志小 

子どもの公園の設置をお願いしたい。隣接町に出向いている。 
60代

前半 
男 合志小 

高校生まで医療費の無料化になるととても助かります。（子どもに常用薬がある為） 40代 女 西合志南 

高校生まで医療費を無償にしてほしいです。 50代 男 西合志中央 
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合志市は熊本市に比べてなぜ子育てに関する支援が充実していないのか。 

保育園は増えているがなかなか入る枠がないのが現状では？高齢者へのいろい

ろな負担も大きいと思う。 

40代 男 西合志東 

高齢者への支援は充分にある。多いくらい。若者が苦労せずに子育てできる環境

がまだ足りていない。 
40代 男 西合志東 

子育て、出産すると夜勤や残業できない分どうしても給料が減り、2人目3人目を産

むのに不安を感じる。 

安心して2人目3人目を産める合志市にしてほしい。 

20代

以下 
女 わからない 

子育て支援課の方にもう少し優しい態度で接してほしい。 

以前、対応していただいた女性の方が、冷たかったので…。 
30代 女 合志南 

子育て支援センターのわっこクラブ、とても良いと思います。 

親子で参加してとても楽しく親の心の安定にもなっています。これからも続けてほ

しいです。 

30代 女 南ヶ丘 

子育て支援について、医療費の面では本当に助かっています。 

ただ保育園の申し込みに対する制限や定員などまだまだ足りていないように思え

ます。 

転入や入園のタイミングが悪いと言われ、保育園を退園しなければならないのは

共働き世帯にはつらいです。 

20代

以下 
女 西合志中央 

子育て支援のおかげで若い人が合志に移り住み活気のある市だとは思う。 

しかしその子ども達が安心して働き、住み続けられるような長いスパンで将来を見

据えて政策を考えないと子育てだけのための支援で終わると思う。 

60代

後半 
女 南ヶ丘 

子育て支援はありがたいと思っています。 

病院は薬を色々出したがる感じ。少し改善した方がいいような。 
40代 女 西合志東 

子育て支援を充実してほしい。 30代 男 合志南 

子育てしやすい町のわりに保育園の待機児童がいるのはおかしい。 

もっと保育園を増やすか預けやすいようにしてほしい。 
30代 女 合志南 

子育て日本一になったのですか？ 
20代

以下 
女 西合志東 

子育ての悩みをヴィーブルに相談した時に親切ではないなと感じた。 

口調が荒かったので。 

20代

以下 
女 わからない 

子育てばかりよくなっている。 40代 女 西合志東 

子育ては大切ですが中3までの医療費無料は制限すべきものです。 

無料なので同じ病気を何度も別のクリニックにかかっている現況。すべて市民の

税金です。 

１か月1回とか同じ病気では制限すべき。 

60代

前半 
男 南ヶ丘 

子育ては母親だけでなく父親も十分参加できる社会制度が必要だと思います。 
60代

後半 
男 西合志南 

子ども医療が高校（18歳）まで無料化になってほしい。 40代 女 南ヶ丘 

子ども医療の助成の充実を希望します。 

高校まで無償にして頂けると、もっと合志市に移住してくれる人が増えるのではな

いでしょうか？ 

30代 女 西合志南 

子どもが多いため様々な子どもにかかる費用の免除があると助かります。 30代 男 西合志南 

子どもの安全な遊び場の整備、スキルの高い教育。 50代 男 西合志中央 

子どもの医療機関受診時、熊本県内の地域へ免除の幅を広げていただきたい。 

払い戻しの手続きが平日のみのためできないことも多く、最初から子ども医療の適

用があるとすごく助かる。 

30代 男 西合志中央 

子どもの運動指導（年少少も含めて）ラグビーコート、サッカーコート、スイムなども

っと盛んにしてほしい。 

合志市内で運動系スクール一覧あると探す手間が省け、体力向上につなげやす

いかと。 

30代 女 南ヶ丘 

子どもの学力UPだけでなく楽しく学べる環境を作ってほしい。 

子どもが運動できる場所を増やしてほしい。 
30代 男 西合志東 
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子どもの人口が多い割には遊具が充実している公園がない。 

元気の森公園は利用者のマナーが悪く、犬のフンがたくさん落ちている。禁止し

た方がよい。 

40代 男 合志南 

子ども医療費が中三までかからない事がすごく助かっているのでこれからもぜひ

継続してもらいたい。 
30代 女 西合志南 

最近2世帯住宅に住んでいる小学生（男の子の孫）の遊ぶ場所が近くにない。 

公園などがもっとあればと思う。 
70歳

以上 
女 西合志南 

児童館が新しくなればうれしいです。 30代 女 合志南 

小学校の学童保育の定員を増やすように設備を整えてほしい。 30代 女 南ヶ丘 

小中学生までの医療費無償化について窓口負担ゼロになるようにしてほしい。も

しくは上限を設けるなど。 
40代 男 西合志東 

職場の女性が保育園に入れないために職場復帰が遅れた方がいらっしゃいまし

た。 

保育士さんが辞めない環境、給与体制を整備し、安心して復職できるようにしてい

ただけたら幸いです。 

20代

以下 
女 南ヶ丘 

女性が働きやすくなるため保育園の増加を希望します。 50代 女 合志小 

女性の社会進出・貢献と子育て世代の家庭の健康維持及び夫婦の時間確保の

ため、行政の援助のある料理サポート/家事サポートがあると利用したい。 
40代 女 南ヶ丘 

人口も増え子どもたちも多い合志市になったのに、なぜ学校側に図書館や児童

館がないのか不思議です。 
50代 女 西合志南 

待機児童がいることが気になる。 

熊本市のようにベビーセミナー（プレママセミナー）を行ってほしい。 
20代

以下 
女 西合志南 

待機児童ゼロを最優先にしてください。 
60代

後半 
女 西合志南 

地区内の児童公園では大人のゲートボールは行われ、ボール遊びや自転車の乗

り入れは禁止され、家の前で遊べば苦情があり、遊ぶところがない。 

妙泉寺公園はバーベキューができてとてもよかったのにそれもできなくなり残念。 

40代 女 西合志南 

中学3年生までの医療費やひとり親医療費の補助、インフルエンザワクチン補助、

ガン検診などとても助かっています。 

熊本市やその他の地域の方からもとてもうらやましいという声を頂いています。 

合志市に居住していて良かったです。 

50代 女 西合志南 

坪井川緑地公園ひごっこジャングルのような施設を作っていただきたいです。でき

れば屋根付きがいいです。 

外で遊ぶ場所がないからゲームばかりしているのではないかと思います。視力低

下にもつながっています。 

のびのびと遊べる場所が欲しいです。 

40代 女 南ヶ丘 

とても充実していると思いますが本当に保育園に入所し働きたい方が入れず自営

業手伝いという名目で入所し、全く働きもせず子どもを預ける母親をどうかと思う。 

厳しくしてほしい。 

30代 女 西合志南 

土日祝の子育て支援をもっと力を入れてほしい。 30代 男 わからない 

乳幼児健診の効率を良くしてほしい。 

健診スタッフの質の向上（私語はつつしむ、カルテを見たことを他に言わないな

ど） 

30代 女 西合志東 

乳幼児健診のみの施設が必要-危険防止対応。個別対応が増加しているのに対

応できない。感染対応、拡大防止対応が不十分。プライバシーを守る対応の場所

が少ない。 

子育て支援ヘルパー、育児支援の相談等の訪問ヘルパー。 

50代 女 南ヶ丘 

母親学級や両親学級をやって欲しい。産婦人科でもやっているが、そこの病院で

出産する人に限られているので、参加できない場合があるため。 

市でベビー用品の貸し出しがあればうれしい． 

40代 女 合志南 

ひとり親家庭の支援の充実(学童の無料化、学校の用具・服・文具などすべて無料化) 40代 女 西合志東 
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病児保育があるのはありがたいが実際予約制だというのが利用しにくい。（２～３日

前に空きがあれば予約できると言われた）子どもの体調次第になるので判断も難

しい。 

実際何人もお子さんのいる家庭が制度を知らないこともあり。 

30代 男 西合志中央 

病児保育を増やしてほしい。 30代 女 西合志南 

不妊治療助成金の制度が合志市はないので少しでもあると助かります 30代 女 わからない 

不妊治療の助成金をどうにかしてほしい。婦人科も遠いので仕事を辞めては不妊

治療できない。 
30代 女 西合志東 

保育園、学童の充実により共働きしやすい環境を整えてほしい。 
20代

以下 
女 南ヶ丘 

保育園でのフッ化物塗布をしてほしいです。 40代 女 合志南 

保育園には入りやすく共働きが出来る様。 

小中学校がマンモス化しているので、施設の充実を。十分な教育を。 
70歳

以上 
女 合志南 

保育園の人員幅の増大と保育士の就労拡大。 

看護師の給与UPと福利厚生の是正。 

託児所や一時預かりの場所の提供をもっと多くしてほしい。 

30代 女 西合志南 

保育園の先生方を増やしてほしい。（時間がなかったので・・・と印鑑だけ押されて

子どもの保育園での様子が全く分からなかった。）ショックでした。 
30代 女 合志南 

保育園の不足   

学童の充実がたりない 
50代 女 西合志南 

保育園や幼稚園の先生が働き続けられるよう、給与を増やしたり、自分の保育園

に入れられるようになったり、福利厚生を充実させてほしい。 

20代

以下 
女 南ヶ丘 

保育料を安くしてほしい。 
20代

以下 
女 合志小 

保育士さんの待遇改善。 30代 女 合志小 

子育て支援もっと充実させてほしい。 
60代

後半 
男 西合志南 

幼児と老人の一体化福祉施設の開所。 

保育士の負担軽減とホームヘルパーの負担軽減につながり老人の生きがいも引

き出せるのでは？ 

60代

前半 
男 南ヶ丘 

若い世代が住みやすい町づくり。 

老人の町にならない様にバランスが大切 
50代 男 西合志中央 

若い人が立案してないのか、現代には遅れている気がします。 

医療費無料は大きなメリット（それも考えて引っ越してきた面もある）だが、次に何

ができるのか考えているのか疑問がある。 

30代 女 南ヶ丘 

若い人の定住には保育の充実（待機園児、児童問題）。 
60代

前半 
男 合志南 

子ども達が外で遊べる場所が無く、周りにアパートや若い人達の新築は、どんど

ん建っているものの子どもの姿を見ないし、週末は大型店でゲーム等の姿をたくさ

ん見る度に悲しく思う。 

又、孫を預かり、坪井湧水公園へ足を運ぶが子ども達の目の輝が違う。子ども達

の健康で自然の姿。若い方々が共働きをせざる時代になって来たが、じゃ、どれ

だけ一日に子どもと接する時間があるか（8時に保育へ送り、5時に迎え、家事に

食事、風呂、眠りへ…）その子たちが大人になり、子育てはできるか？ 

何故ひきこもり、DVが多いのか。愛情を受けた分、人にも愛情を注げる！注ぎ方

がわかる。 

負の財産は負の財産に、格差時代悲しく正社員が少なくなり若い人達が子どもを

産み育てる（安心して）時代の終り。 

子どもは宝と言うが、安心して子どもを産み育てる余裕と時間、収入こそが若い人

達に必要な事である。 

60代

前半 
女 西合志南 

5才児検診の導入（3才以降、就学前までに間があくので発達、発育の遅れに気

付くのが遅れてしまう） 
30代 女 合志南 

保育園の待機児童が減るよう、保育園を増やす等してほしい。 30代 女 わからない 
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子どもあっての未来の世の中なので金銭的にはもちろんですが、豊かな心の育つ

ような教育の充実。 

不幸な子どもがいない合志市を目指してほしいです。 

50代 女 南ヶ丘 

貧困ゆえに朝食を取れない子どもたちのための早朝の給食（軽食）普及。 
60代

前半 
女 西合志中央 

子育て支援は充実していると感じます。 

保育士や教師の働く環境、福利厚生が整ってほしいです。 

高齢者支援・障がい者の社会参加の促進も誇れるようになるといいと思います。 

20代

以下 
女 西合志東 

子どもの虫歯予防のためのフッ素塗布無料化。 

健診の時だけでなく、定期的に塗布していた方が良いと思うが、合志市は有料の

ため。 

30代 女 南ヶ丘 

他自治を見本参考に子育てに向いている街として考える体制づくりが必要だと感じる。 

若い世帯が戻りやすく支援の充実を図ってほしい。 
30代 女 合志南 

子どもが安心して遊べる施設の充実整備 
70歳

以上 
男 西合志東 

⑤ 健康づくりの推進 

基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

医療費について原則窓口で無料にしてもらいたい。（還付はとても面倒） 30代 男 南ヶ丘 

オシャレな健康づくりイベントがあれば参加したいです。 30代 女 合志南 

がん検診など格安で受けられるのでとてもありがたいし、毎年受けようという気持ち

になります。 
40代 男 西合志南 

熊本市にある大きい病院（紹介状をもっていくような）に行きやすくなると、結局医

療費が安くつくと思います。 
50代 男 合志南 

元気の森公園の消灯時間をもう少し延長してほしい。早すぎる。 

ウォーキングイベントを増やしてほしい。 
40代 女 合志南 

健康診断で脳関係を入れて欲しい。 
60代

前半 
女 西合志南 

健康診断など手軽に受けられるサービスがほしい。 30代 女 西合志第一 

健康づくりに対してはマラソン、ウォーキングなどの催し物でよいと思われる。 

スタンプラリーみたいなものを取り入れて合志市の特産物のアピールの場にして

いくのもよいと思う。 

例）これを使えばカロリーオフとなります。カルシウムUPします等キャッチコピーを

入れたり 

40代 女 西合志中央 

健康づくりの推進についてだが支援の方法があいまいではないか？ 

健康で若い人に対しても多数支援されている。支援の必要と思われる人への配慮

があってよいのでは。 

70歳

以上 
男 西合志東 

健康に対する意識をより高めるための40代，50代、60代といった年齢別の取り組

みがあると参加しやすいと思います。 

無料チケットがあればなおよいと思います 

50代 女 西合志東 

健診の充実 40代 男 わからない 

合志市以外の医療費の免除。 40代 男 南ヶ丘 

合志市として健康度合いに応じた種目による各町内会等全員参加型の大会の開催 
60代

後半 
男 合志南 

合志市立病院を作ってほしい。 30代 男 西合志中央 

高齢者の健康づくり、維持の為に各区にあるスポーツ施設でスポーツに勤しんで

いる高齢者のヘルプをしてほしい。 

施設の利用料が高い。 

70歳

以上 
男 合志南 

高齢者の健康な命のためスポーツジム(今だんだん増えてきています)でロコモに

ならないための運動をすすめ、そこへ個人的に回数券のようなものを市から販売

等補助して近くのジムで気軽に行えるようにしてはどうだろうか 

60代

前半 
女 西合志東 

再春荘病院での健康診断の実施。 
70歳

以上 
男 西合志東 
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市のがん検診を土日にしてくれるようになって大変助かっています。（子どもの行

事で仕事を休むので、自分の検診で休むのは言い出しづらかったので。） 
40代 女 西合志東 

女性のがん検診など20代から受けやすいようにしてほしい。 
20代

以下 
女 西合志東 

スポーツ補助券は特定健診を受けなければ配布されないのがおかしい。 

健康のため健診を進めているのはわかりますが、もう少し緩めてはどうですか。 

弁天ジムはガラガラ。年間半分以下の人の申請を却下すればよいと思う。 

60代

後半 
女 西合志東 

特定健診の内容が他の市町より充実してないと思う。 

以前いた町より料金は高く健診項目が少ない。 
70歳

以上 
女 合志小 

ひざが弱っているので、高齢者のリハビリ教室とか開いて欲しい。 
70歳

以上 
女 合志南 

皮膚科が１軒だけです。（小児科は充実していると思います）あまり子どもにやさし

くないので別のところ（市内に行っています） 
30代 女 西合志中央 

風疹の予防接種の助成金の金額をもっと上げてほしい。 30代 女 わからない 

福祉の健康推進内容を文字だけではなく、小冊子等にイラスト等で紹介して欲し

いと思います。 
60代

前半 
男 西合志東 

保険医療をあまり利用しない家庭への優遇措置をとってほしい。 50代 女 西合志東 

毎年検診を受けても見落としがあり残念です。 

医療機関にも徹底的に画像のチェックをお願いします。 
60代

後半 
女 西合志東 

満足している。特に高齢者の健康支援。 
60代

後半 
男 南ヶ丘 

ユーパレス弁天のジムの強化、ボルダリングなどの新スポーツ設備の増設をお願

いします。 
30代 男 西合志中央 

予防接種等、（日本脳炎Ⅱ期や二種混合など）わかりにくい。ホームページもみに

くい。検索しても出てこない。 
40代 女 西合志中央 

がん検診の種類を増やしてほしい。 30代 女 南ヶ丘 

50歳くらいから健康長寿に向けた健康づくりプランが必要。 
60代

後半 
男 西合志南 

 

⑥ 社会福祉の推進 

基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

介護サービスの場所など増えてきているが、リハビリや趣味などを活かせる介護ス

テーションなど増えて欲しいという話を聞く 
30代 女 合志南 

介護保険を用いた住宅改修について承認基準が厳しすぎる（理解不能）風呂場

の手すりについて一番必要とするところが付けられず、そこまで絶対に必要としな

い所に承認が下り、付けられた。 

介護を必要とする人や介護を行う人の意見を理解してほしい。 

市の財政も大切だと思う。だからこそ必要のない出費を抑え必要なところに資金

投入してほしい。 

40代 男 南ヶ丘 

現在若い世代や子どもが多いのは良いことだと思いますが、確実に高齢化の波が

訪れるので、長期的な政策を考えてもらいたいです。 
30代 女 西合志東 

現状わかりませんが、一人暮らし中年にも恩恵があれば助かります。 

扶養なくても市営町営にも入れるよう念じます。低所得者もいますので。 
50代 女 西合志南 

県内屈指の福祉重視の自治体になってもらいたい。 50代 男 南ヶ丘 

高齢者、障がい者の在宅医療が進む中で安心した老後が迎えられるようにお願

いします。 
50代 女 南ヶ丘 

子どもと高齢者、身障者の方だけでなく、将来の合志市を担う中間層に対しても、

もっと手厚い支援を行ってほしい。 

家族だけでなく独身の方向けにも充実を。 

30代 女 西合志中央 

サービスを受けるまでの時間がかかりすぎる。 

それまで家庭がどれだけきつい思いをしているかわかってほしいです。 
50代 女 合志南 
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在宅訪問病院、今後足りるの。 

多死社会、火葬場足りているの。 
50代 女 西合志東 

市の子どもの貧困率は？行政の手は届いておりますか？ 

私は老人ですが、貧困の子ども達が少しでも少なくなるように願っています。 

70歳

以上 
女 合志南 

自分の健康に対しては、自助努力していくが、福祉が必要ない時、障がい者にな

った時は援助してほしい。 

70歳

以上 
男 西合志南 

地域における格差が拡大してきているのではないか？ 
70歳

以上 
男 西合志東 

入所施設やグループホームを増やしてほしい。 
20代

以下 
男 西合志東 

複雑な運用を国が規定しているが住民主体の福祉の視点から全国広域的な水準

を目指して取り組んで。 

60代

前半 
男 わからない 

福祉環境は十分だと思います。 40代 男 西合志東 

福祉サービスが向上しすぎると、人をダメにするような気がします。 

合志市は今のままくらいで十分だと思います。 
50代 男 合志南 

福祉等の周知が低い気がします。 

知らないと言われる方が私の周りにも多数いらっしゃるけど勧めるとすぐに行動す

る人が少ないのは内容の周知の方法を再考されるとよい気がします。 

60代

後半 
女 西合志南 

民生委員の仕事のあり方に問います。→まじめにやっている人、いい加減な仕事

をやっている人の差がありすぎる。 
60代

後半 
女 南ヶ丘 

子ども達に”力”を入れられるのは良くわかるのですが働き盛り、弱者・・・年配への

心遣いがまだまだ・・・。置き去りにされているような・・・。今はお金がないと何もで

きません。 

病気してもお金がないために病院に行けない人がいっぱいいることをわかって、

知っています。これからはもっと増えると思います。子ども手当もいいけど・・・もっと

考え直さなければならない問題点が・・・。 

皆が声を大きくして伝えなければならないのでは・・・。もう少し手厚い配慮を望み

ます。 

60代

後半 
女 南ヶ丘 

 

⑦ 高齢者の自立と支援体制の充実 

基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

94歳の父、91歳の母もっと積極的に市に支援していただきたい。 
60代

前半 
男 わからない 

居場所づくり。 

100歳時代→介助介護、車免許返した後のこと考えて、買い物難民、病院通い

は。3人に1人は老人。 

孤独死。尊厳死を考える時です。 

50代 女 西合志東 

高齢者の定義（65歳）を75歳くらいに引き上げ、50歳くらいから健康長寿に向けた

健康づくりプランが必要。 

60代

後半 
男 西合志南 

高齢者が寝たきりにならないよう予防に力を入れてください。 

養生園が菊池市民のために行っている教室を合志市でも取り入れてほしい。 

60代

後半 
女 西合志南 

老いても元気に自立して生活できるサービスが充実していた方が良い。 40代 女 わからない 

各個人に合わせた補助をしてほしい。 50代 女 西合志第一 

具体的にはわからないが、不安である。 
70歳

以上 
女 合志南 

元気な高齢者が無理せず働ける環境をもっと充実すべき。 

空いている農地を家庭菜園が出来るよう整備をつけて（水、小屋etc.）市民に安く

開放する。 

70歳

以上 
男 西合志中央 

高齢者が多くなり個別に意見を聞くような支援を。 
70歳

以上 
女 合志小 

高齢者世帯の日常生活の中での安否確認のため近隣との決め事、合図等話し合

う必要がある。 

60代

前半 
女 西合志中央 
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高齢者の医療費を減らす為には工夫が必要と思います。 

病院に替わる新コミュニティ作り。 
40代 男 合志南 

高齢者の方が気軽に通えるようなコミュニケーションの場を作るともっと活気づくと

思います。 

介護度などに関係なく使えるデイサービスのようなものが欲しいと近所の高齢の方

からよく聴きます。 

20代

以下 
女 西合志中央 

高齢者の健康維持。独居世帯の増加。 
60代

前半 
男 西合志東 

高齢者の社会参加の機会と仲間づくりを促進してほしい（行政の立場から） 
60代

後半 
女 南ヶ丘 

高齢者の自立と支援体制の充実、1人住いでも入居できる市営住宅があればと思

います。 
60代

後半 
女 西合志南 

高齢者の自立を目指すのはいいのですが、活動できる場が不明瞭な気がしま

す。 

スマホやパソコンが苦手な方もいると思うのでわかりやすく参加できることができた

らいいと思います。 

40代 女 南ヶ丘 

高齢者の働く場所を広く作ってほしいです。 

年齢制限があることが多く不満に思います。 
60代

後半 
女 合志南 

高齢者の方が働きたいだけ働ける世の中にする必要があると思う。 

出来なければバランスが取れず破綻すると思います。 
40代 男 合志南 

高齢者他一人暮らしの人が気楽にいけるような食堂（家庭料理みたいな）が団地

内とか地域に一軒ずつぐらいあるといいなと思います。あるいは500円くらいの弁

当専門店があると助かると思います． 

60代

後半 
女 合志南 

子育て支援と同様、高齢者の移動方法、買い物（特に日常における生活必需品）

を高齢者にわかりやすく、便の良い方法を取っていただきたい。 

Ex.食における移動販売（免許を返納しても安心して買い物ができる体制） 

50代 男 合志南 

子育て支援の充実したい町と思う反面もう少し高齢者の支援も充実してほしい。

（例えば医療費） 
70歳

以上 
女 西合志東 

子育てばかりを推進しないで高齢者を大事にしてほしい。 

年金から介護保険も引かれるし苦しくなる一方です。 
60代

前半 
女 南ヶ丘 

子どもは大事ですが年寄りにも力を入れてほしい。 40代 女 西合志東 

自家用車がないと買い物にも行けません。 

熊本市「さくらカード」を合志市でも実践していただきたい。 
60代

後半 
女 合志小 

自分の将来に不安を感じます。（認知症や歩行が出来なくなった時等） 50代 女 西合志中央 

デイサービス以前の自立支援体制の強化で、日頃の体力づくり推進を図り、元気

な高齢者の維持。 

70歳

以上 
男 西合志南 

介護の仕事をしているが、合志市は熊本市と比べると介護保険の認定や、利用に

関し非常に厳しい。 

若い世代にお金を使うのは良い事とは思うが、偏りがひどいと感じる。 

年を取ってからは住みたくない。合志市にとってはそれが目的なのか？とも感じ

る。 

50代 男 西合志東 

一人暮らし世帯の見守り。 50代 男 合志小 

周りにいる人にわかるようにしていただきたい。 

高齢者本人が物事を進めることは難しいため。 
50代 女 西合志南 

老健施設の充実。 - - わからない 

老人会についてもっと知らせてほしい。 
60代

前半 
女 南ヶ丘 

年金だけでの生活は厳しく、病院等の受診も控えている人もいる。家から出ない。  
60代

前半 
女 西合志南 

高齢者の運転免許書の返納に対してどの様なことを市として行なっているのか気

になる。高齢者の運転にひやっとすることがとても多い。 
20代

以下 
女 西合志南 

団地内もどんどん高齢者が増えるので、ヘルパーやデイサービスなどの受け皿充

実。 
30代 女 南ヶ丘 
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高齢者雇用拡大。 
60代

前半 
男 合志南 

母が年なので気軽に行けるものがあれば助かります 50代 女 西合志中央 

高齢者を支える家族支援の充実 
60代

後半 
女 西合志中央 

農作物の規格外の利用、子ども食堂や独居老人への格安提供。 
60代

前半 
男 西合志中央 

 

⑧ 障がい者（児）の自立と社会参加の促進 

基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

障がい者の自立、高齢者のため生活しやすい街づくり。 

障がい者のガイドヘルパー利用の際の交通費は本人が半額ヘルパーは一般で利用者が

払わなくてはいけない。 

60代

前半 

拒

否 
合志南 

障がい者の自立ということで家族によって考え方は色々だと思いますが、今社会

問題になっているひきこもりの人が私のまわりにも多くいます。 

親は諦めている人もいると思いますが、ひきこもりになっている人は働けるようにす

る行政の取り組みが大事な時代に入ってきていると思います。 

60代

前半 
女 南ヶ丘 

障がい者の自立と社会参加、どうやって参加するのかわからない。 
20代

以下 
男 南ヶ丘 

個人から聞くのではなく市役所の方から進んでいろいろな扱いを教えてほしい。 50代 女 西合志第一 

障がいのある人が死を迎えるまで生活できる場があってほしいです。 50代 男 西合志東 

障がいのある者や子が使える施設を増やしてほしい（一般の人と一緒に利用しや

すいもの） 
50代 女 西合志南 

障がい福祉など利用までに時間がかかりすぎる。 40代 男 合志南 

精神障がい者の自立支援施設が市役所の近くに設立されたらありがたいです。 30代 男 西合志中央 

中学校の子どもが上がるのが心配。 40代 女 南ヶ丘 

障がい児枠には必ず加配を付ける義務を加えてほしい。 

保育現場は手が回りません。 

ただでさえグレーゾーンが増加している。 

30代 女 西合志南 

手帳保持者への優待など。 40代 男 わからない 

サポート体制の充実を。 
60代

後半 
女 南ヶ丘 

発達障がい児、大人の支援を！ 
60代

後半 
女 合志南 

発達障がい児の早期発見と療育できる環境の充実 40代 男 西合志東 

障がい者が地域で自分らしく生き生きと暮らせるよう、周囲の理解と協力支援が求

められます。 

合理的配慮には予算も必要でしょうが先進的取り組みを期待します。 

60代

後半 
男 西合志南 

就労まで、就労後もフォローしてくれる体制づくり。 30代 女 南ヶ丘 

障がい者を支える家族支援の充実 
60代

後半 
女 西合志中央 

 

（基本方針２ 福祉の健康－その他） 

基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

今のままでいいと思います 30代 女 合志南 

福祉の健康、大いに推進してもらいたい。 
60代

後半 
男 西合志第一 

福祉の充実を願います。 
70歳

以上 
女 合志南 

住宅地の成立の時期の差によって高齢化が進んだ所と新興の住宅地とをつなぐ

施策の実施を望む。 

60代

後半 
男 合志南 

住民、特に昼間働いている人に情報をどう伝えるか。 40代 男 南ヶ丘 
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正直、子育ても健康推進も大切と思うが、一部のサービスなのが、利用する機会

がない。 

一番助けてほしい時にサービスがない（よくわからない） 

30代 女 合志南 

すべて積極的に合志市は取り組むべきだと思う。 
70歳

以上 
男 西合志東 

子育て・高齢者・障がい者関係は当事者でなければなかなか目が向かない。 40代 男 西合志中央 

 

 

＜基本方針３＞教育の健康 

 

⑨ 義務教育の充実 

基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

IT教育を充実させた方が良い。 30代 男 西合志中央 

PTA活動の軽減 30代 女 合志小 

新しい小中学校の建設は本当に必要か。 

10年後、20年後は子どもの数は減少していて教室が余ることにならないか、、、そ

のあたりも教えてほしい。 

30代 女 西合志東 

市立高等学校をつくっていただきたい(県立でも可) 30代 男 西合志中央 

今は義務教育後は熊本市や大津など他の地域への通学になっている。 

地元に行くことができれば親子とも助かると思う。 
40代 女 南ヶ丘 

医療刑務所跡地の小中学校を早く作ってください。 

スクールバスを走らせてください。 
50代 男 合志南 

新設小中学校区に住んでいます。新しく設置される学校の情報が全く入ってこな

い。 

区の代表が会議に出ているようですが、区民の意見を集約する様子もなく、正直、

住民は苛立っています。 

市のホームページなどを拝見する時間など正直、子育て世代にはありません。 

もっと行政と住民が密になって理想の学校づくりはできないのでしょうか。 

40代 女 西合志東 

学費や保育費とかの義務教育費の免除。 40代 男 南ヶ丘 

学校給食について。和食に毎回牛乳が出されるのは食に対する日本人の感覚と

してズレてると強く思う。 

長年の「こうあるべき」から少し離れて、給食については見直してもらいたい。 

魚についてもせっかく海のある県に住んでいるのにどうして東北から加工された魚

を使ったりしているのか。 

菊池市の給食を参考にされてはいかがかと思う。 

40代 女 西合志中央 

学校のPTA活動について、ほぼ強制の参加となっていて、正社員として働いてい

る身としては、ＰＴＡには参加できないと感じています。 

もっと、自由参加であるというのを周知してほしい。 

クジで役員を決めるのはおかしいです。こちらで意見することではないかもしれま

せんが…。 

30代 女 西合志南 

義務教育の充実期待していない。 

古い世代から若い世代へ教育体制が入れ替わるなら期待する。 

人権ばかりをうたっていて成長しない。 

30代 女 合志南 

教育は重要です。一人ひとりの個性や考え方を大切にすることが求められます。 
60代

後半 
男 西合志南 

高校までの無償化 40代 男 西合志東 

合志市の教育は十分だと思います。 

今後は保護者の学校への関わりを持たせることが重要だと思います。 
50代 男 合志南 

合志市に高等学校を。 
60代

後半 
女 合志南 
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合志市内に県立の普通高校を設置するべきだ。 

熊本市に行くには朝渋滞する。人口５万人いるのだから、県教育委に訴えてほし

い。 

場所は九州農業試験場や自衛隊演習場の跡地は良いと思う。 

できたら大学も設置してほしい。 

60代

後半 
男 西合志東 

合志市の通学地域が、市南部の生徒が多く、自転車通学が九割と聞いている。 

居住地域の近くに中学校を作ってほしい 
30代 女 合志南 

高等学校（中高一貫含む）の新設をぜひ。私立の誘致含。菊陽町との協力でも。 40代 男 西合志東 

子育て世代に現金をばらまくくらいなら、給食費を税金でまかなう方が、手数料も

手間も減ってためになると思います。 

また、学校の１クラスの人数が多すぎるように思います 

40代 女 西合志東 

教育費の無償化が始まるとは聞いているが、給食費の無償化も進めるべきでは。

支払えるのに義務教育だからと支払わない人、理由はそれぞれ。 

また、保護者が給食費の回収をしている地域もあると聞いているが、保護者の負

担は大きく、給食費こそ無償化にした方がよいと考える。 

朝食も摂らずに登校している子どもが増えていると聞いている。給食は最大の栄

養素。 

60代

前半 
女 西合志南 

子どもの目線で寄り添って安心安全な学校に。 

中庸のような自我（個性のないみんな一緒な学校はいらない）見方捉え方→多面的多角

的にできるように教育してほしい。 

50代 女 西合志東 

これからもっと多様化してくるであろう教育について、小学校のうちから先生方が

ゆっくり丁寧にかかわることができるような環境を整えてほしいと思います。 
40代 女 合志小 

今後小中学校が建設されるが中学校が遠すぎます。人口増加もあるので検討す

べきです。 

60代

後半 
男 南ヶ丘 

児童数の増加により、教室・体育館など狭くなっている。 

少人数の学校と比べると先生達の目も行き届かないのではと不公平に思う。 

70歳

以上 
女 西合志中央 

自分たちが子どもの頃のように今の子ども達にもっと元気に外で遊んでほしい。 

また勉強は大切だと思うが毎日宿題に追われるのはかわいそう、友達との時間を大切

にしてほしい。 

小学校の登下校について兄弟がいるのに学校で待つこともできず一人で帰る子ども

たちがいる。防犯面の改善で待てる場所、もしくは集団登下校により一人での登下校

をなくしてほしい。 

小学校での部活動を再開してほしい。 

友達だけでなく仲間の大切さを学んでほしいし、目標を持つ大切さを知ってほしい。 

30代 男 西合志東 

宿題の多さにより子どもらしく外で遊ぶ時間がない。 

小学生の部活動を再びしてほしい。 

小学校の集団登下校をしてほしい。 

30代 男 西合志東 

小学生の部活動がなくなり放課後のスポーツ等する子どもが減ってしますのでは

ないかと思っています。クラブチームも限られているし子どもに合うものを見つけら

れるか心配です。 

30代 女 合志南 

小学低学年のランドセルの重さが一時問題になっておりましたが、合志市では改

善されたのでしょうか？夏場に向かい水筒等もあり気にかかっております。 

教育委員会での調査は？各学校に一任？ 

70歳

以上 
女 合志南 

小中学生の道徳教育。道路にゴミを捨てないなど学校で教育して欲しい。 
60代

後半 
男 西合志東 

小中学校ができる→職場を作って。 50代 女 西合志東 

小中学校の教育レベル向上。 
60代

前半 
男 西合志東 

小中学校の授業などを住民（特に高齢者）に公開してほしい。 
60代

後半 
男 合志南 

市立高校があるとよいと思う。 30代 男 西合志東 

市立高校を建ててほしい。 40代 男 合志小 
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新校はいつ出来るのでしょう。校区決定も一方的である。 30代 女 合志南 

大手塾の誘致 40代 女 西合志東 

制服がいい。 30代 女 南ヶ丘 

全国学力テストで上位は秋田県や石川県だとＴＶでやっていた。 

独自の教育法、生徒自身が考え、皆で教え合い、自ら課題解決する授業の様子

が放映された。 

自分で学ぶことを楽しみ、学習意欲を高めるようなことに取り組んでほしい。 

60代

前半 
男 南ヶ丘 

先生の負担を減らして長く働き続けられる教育現場にしてほしい。 

部活、スポーツ、学習（補修）に時間を取られ過ぎないようにしてほしい。残業が多

く大変そう。 

20代

以下 
女 南ヶ丘 

タブレット活用の教育の時代なのに、全くそのビジョンすら見えない小学校の教育

に不安を覚えます。 

熊本県で１番に取り入れてくれたら「合志市、将来のことを考えているね」と思うの

に残念。 

・中学校も場所が良くないので、私立を考えている。 

・アントレプレナーの教育も全くみえない。 

30代 女 南ヶ丘 

地方ではめずらしい人口増に対応して特に義務教育の環境整備 
60代

前半 
男 わからない 

中学生の子どもがいるのですが、合志中が教室・廊下などとても古くきたなく感じ

る。 

トイレは和式があり、慣れない子どもも多いと思う。昭和の病院のようなこわく、古

い、汚い。 

下の子を通わせたくないと思いました。 

30代 女 南ヶ丘 

東小校区に図書館や子どもが集える場所があるといいのになぁと思っています。

御代志は図書館、まんが館、体育館、グラウンドと子どもが夏休みでも利用できる

場所があり、いいなと思ってしまう。 

東小が一番児童の数が多いのに屋根のある場所がないですよねー。 

40代 女 西合志東 

東小は分離後も大規模校であり続けることを考えれば、校舎の高層化も選択しな

くてはならないと思う。 
60代

後半 
男 西合志東 

普通高校を合志市に作って若者を昼間増やす。 

小中学校の障がい児教育を専門の先生なども入れて先生や保護者の理解を深

める。 

50代 女 西合志南 

不登校の子には柔軟な対応をお願いしたいです。多様なニーズがあると思います。 40代 女 西合志中央 

放課後の小中学生への勉強・相談等に関することへの推進 
60代

前半 
女 南ヶ丘 

御代志駅近くに高校ができるともっと栄えると思います。 

（再春荘敷地を学びの場とするのはいかがでしょうか？） 
30代 女 西合志中央 

もっと充実させてほしい。 
60代

後半 
男 西合志南 

建物の老朽化や人数増加の為かもしれませんが、小・中学校の自校給食がなくな

るのは残念です。作り手の顔が見えて安心して食べられると思います。 

お店で食べるのと同じで味わいも変わるでしょう。 

食育については育たない気がします。 

40代 女 西合志第一 

熊本市が出来ないことを合志市はチャレンジしてほしい。 

タブレット教育、アントレプレナー教育、外国人受け入れの土壌など先を行ってほ

しい。 

30代 女 南ヶ丘 

 

⑩ 生涯学習の推進 

基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

各種教育講座（市計画）の実施時間を昼間、夜間等計画して就労者の参加拡大

を図っていただきたい。 
60代

後半 
男 合志南 
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子育て世代はなかなか時間が取れず参加できない。 30代 女 南ヶ丘 

生涯学習課の組織の充実と積極的PRの実施 
70歳

以上 
男 西合志東 

生涯学習講座の種類や枠（募集定員）が少ない。 

もっと魅力ある内容と枠の拡大を望みます。 

60代

前半 
女 合志南 

生涯学習に参加したいと思うが平日昼間、まるで働いてない人のためにあるように

思える。 
40代 女 南ヶ丘 

生涯学習は行政機関が企画した以外にも取り組んでいる人は多く存在すると思い

ます。 

自分で日頃何かを行っていれば対象に入れるような調査をされたらいかがでしょう

か。 

60代

後半 
男 西合志南 

生涯学習は日中ばかりなので，働いている人が参加できない。 50代 女 西合志東 

生涯学習や施設なども今はあまり利用する時間が私にはありませんが、「参加した

い」「もっと利用したい」といつも思っています。 
50代 女 西合志南 

生涯教育には興味があるが、子どもがいない現代社会には利用できるものが正直

ない。図書館は良く利用しています。 
40代 女 わからない 

合志市で行っている生涯学習講座の情報をどこで手に入れれば良いか分かりません。

合志市のホームページなどで分かりやすく情報提供してくれると嬉しいです。 
30代 女 南ヶ丘 

図書館で中高生、大学生の学習できる環境を作ってほしい。 

塾に通っている子は教室の開放があるが、そうでない子はファーストフードや菊陽

の図書館等利用している。 

西合志図書館の入口の机は残念。 

週末市民センターがあいていれば勉強用に開放してほしい。 

芝生のサッカー場や人が集まれるレンタルスペースがあれば良い。 

50代 女 合志南 

図書の本やDVD、音楽など、とても充実していて嬉しいし、助かっています。 30代 女 西合志中央 

募集や開講を1か月程度早くしてほしい。５月中旬程度に開講希望。 
60代

後半 
男 合志南 

メンタルが幸せだと毎日生きる事が楽しい。笑いヨガ教室やってほしい。継続して。 50代 女 西合志東 

生涯学習についてPRをもっとうまくできないものかと思います。 40代 男 西合志中央 

生涯学習講座、徒歩で参加できない。 
70歳

以上 
女 合志南 

生涯学習の充実を図ってもらいたい。 
60代

後半 
男 西合志第一 

誰でもいつでも参加できる日に行ける学習会が数多くあればいいなと思います。 
60代

後半 
女 西合志南 

生涯学習の土日での利用を増やしてほしい 
60代

前半 
男 合志南 

 

⑪ 生涯スポーツの推進 

基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

(色々な)スポーツを体験できるイベント等たくさんつくってほしい 30代 女 西合志第一 

今は忙しくて出来ませんが、子育てが落ちついたら自分の趣味を持ちたいので、

生涯スポーツなど今まで通り行なっていってほしいと思っています。 

いつか参加したいです。 

40代 女 西合志東 

生涯スポーツのPRをもっとうまくできないものかと思います。 40代 男 西合志中央 

生涯スポーツへ徒歩で参加できない。 
70歳

以上 
女 合志南 

生涯スポーツの充実を図ってもらいたい。 
60代

後半 
男 西合志第一 

多種多様の学びは多い市、イベント等も今で十分だが、リゾート気分で大勢で健

康ダンスをするのも楽しいと思う。 

インストラクターは同じ人でなくても、自由参加で、月２回くらいできたら健康にもい

いと思う。幅広い年齢が参加できる企画がいい！！ 

50代 女 南ヶ丘 
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生涯スポーツの土日での利用を増やしてほしい 
60代

前半 
男 合志南 

インプット不足かもしれないが、ゴルフ練習場で市が中心となり教室指導を行って

もらいたい。シニア層には結構ゴルフファンは多い。 
70歳

以上 
男 合志南 

女の人の生涯スポーツは充実していますが、定年後の男の人のためのストレッチ

など不足していると思います。主人とか参加させたくても、あまりない。おねがいし

ます。 

50代 女 南ヶ丘 

弓道（アーチェリー）場の設立と用具のレンタル/教室 
60代

後半 
男 合志南 

誰でもいつでも参加できる日に行けるスポーツ教室が数多くあればいいなと思い

ます。 
60代

後半 
女 西合志南 

区毎にメンバーを出させてスポーツ大会をされていますが、無理やりメンバーをそ

ろえて出ているところある。出てもらったらお弁当代等で不必要な支出もある。 

合併前からのやり方だと思われますが、今後も継続されるのでしょうか。 

50代 女 西合志東 

熊本ヴォルターズの試合開催を増やしてほしい。 

合志の体育館をフットサル可能にしてほしい。 
20代

以下 
男 合志小 

元気の森公園近く堀川沿いにも歩道を整備してほしい（歩けるようにしてください

→walking course の延長、拡充） 

元気の森公園は利用者の犬の散歩、ランニング者などで人が多く,歩きにくい。 

60代

後半 
男 合志南 

公園(大型)を作る。 

市民プール(市民無料) 
40代 女 西合志東 

合志市全体で行うスポーツ企画があってもいいのでは？ 50代 男 西合志南 

合志市内にはさまざまな公園があるが、「大人」が楽しめる器具などがなく困って

いる。 

（例えば）大人の鉄棒及び腹筋などの資器材です。※お金を出さないと身体を鍛

えることができないですね。設備の一考！！ 

70歳

以上 
男 西合志南 

自由に参加できる（一人でも，家族でも）スポーツやレクリエーションがあると良い。 30代 男 西合志南 

生涯スポーツを、初心者でも参加できる種類をふやしてもらいたい。 
60代

後半 
男 合志南 

数年前まで生涯学習講座でヨガをしていました。最近は夜のコースが少なくなって

いるようで残念です。 

仕事もあるので夜、土日の夕方などあるならばぜひ受講したいです。 

30代 女 西合志南 

スポーツ施設を増やす。 
20代

以下 
男 南ヶ丘 

スポーツの推進がとても盛んで今後ももっと取り組んでほしいです。 30代 女 合志南 

地域のスポーツクラブ等の種類をもう少し充実したものにしてほしい。 

子どもが入れるスポーツ、大人のスポーツが限られていることが多い。 
40代 男 西合志東 

当市には弁天にプールがあり利用していますが、国保の人には利用券（200円で

利用）が支給されますが、家庭の事情で社保の扶養者は３倍の600円の利用料が

必要で度々行くのはためらわれます。 

隣の植木のかがやき館のプールは70歳以上は無料で他の市町村の人でも63歳

以上は200円で利用できるから、今はそちらに行くようにしています。 

プールでウォーキング運動は年をとっても無理なくできるから高齢者にとってとて

も良いので、運転ができる間は隣町の植木に行くようにしますが、車の運転ができ

なくなったら弁天に行くしかない。 

利用料を国保の人と同じ料金で利用できたらと思います。 

健康都市合志を目指すためにもぜひご検討ください。 

60代

後半 
女 西合志南 

年は老いても楽しく過ごしたいし、筋力トレーニングの設備が欲しいですね。 
70歳

以上 
男 西合志南 

百花園で市のゴルフ大会を開催したらどうでしょうか 
70歳

以上 
男 西合志中央 

部活動廃止にともない運動不足がますます心配。 

他市のように総合スポーツ活動を週に1回程度でもいいのでつくってほしい（放課

後、運動場で） 

30代 女 合志南 
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弁天のプール（ヴォイラ―）が壊れて泳げなかったので困りました。 

水泳の習慣が途絶えて健康的でなくなりました。すぐ修理してほしかった。 
60代

後半 
男 西合志中央 

弁天山公園で歩いている人も多く、気持ちいいスポットで気に入っています。最近

は木も切られ、すっきりしてとてもいいです。 

これから先としては、走る人の為にシャワールーム等があったりしたら、どうかなあ

と思います。 

50代 女 西合志中央 

みずき台グランドは芝にしてほしい。 50代 男 西合志東 

夜間に運動できる体制を。 
60代

後半 
女 合志南 

野球、サッカーができる広いグラウンドが欲しい。 

他市より少なすぎると思います。 
40代 男 西合志東 

 

⑫ 人権が尊重される社会づくり 

基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

いざという時のマニュアル作成。 

最近は個人情報を優先するためなかなか難しいところがあるようです。 
60代

後半 
女 南ヶ丘 

大人（保護者）に対する人権教育などが必要。 40代 男 合志南 

基本的人権を守るのが第一と考えます。 

教育が進んでいるので、個人の力を出させるのが第一と考える。 
60代

後半 
男 わからない 

個人情報が保持されるのか不安。 

例：弁護士が求めれば出してしまうなど。窓口での職員さんの応対が目つきなども

う少し柔らかいとありがたい。特に休日。 

50代 女 西合志南 

生涯現役の推進 現役が尊重される社会づくり 働いている人（高齢者であって

も）はもっとリスペクトされるべき ※病等働けないのは別です。 
40代 男 合志南 

人権を尊重するということの具体性とはどんなことなのかを理解出来るような学習

が必要だと思います。 
60代

後半 
女 西合志第一 

精神障がいに対する偏見をなくすよう正しい知識を義務教育の中で教えていって

ほしい（思春期に発症する統合失調症など） 

60代

後半 
女 西合志中央 

私たちは小さい星地球の同じクルーという考えをもって協力し、支え合うことが必

要だと思います。 
60代

後半 
男 西合志南 

男女参画と言いながら、公民館の掃除は女性部で行うのは疑問です。 50代 女 西合志東 

 

⑬ 歴史・伝統・文化を活かした郷土愛の醸成 

基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

余りにも合志市を知らなさすぎの市民が多いのに驚く。 

せめて"広報こうし"だけでも目を通せばと思う。 

人口は増えているけど合志市市民として意識が少ない。住みやすい街にただ住

んでいるだけの様な気がする。 

70歳

以上 
男 西合志南 

県外から来たので特に気になりますが、「合志」を「こうし」とちゃんと呼んでもらえ

ない。他県や他市の人が見て「こうし」と呼んでもらえるようにしてもらいたい。 
40代 男 西合志東 

合志市民が使うＬＩＮＥスタンプを愛用しています。 

九州一の住み心地の良さ！誇りに思います♪ 

 

 

 

 

 

 

20代

以下 
女 西合志東 

市の広報誌に合志の歴史についていろんな角度からコラムをのせる。 40代 男 南ヶ丘 
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竹迫観音祭りは歴史あるお祭りで、今後も残していくべきだと思いますので、もう

少し盛り上がるよう（舞台やメイン会場を作る、くまモンを呼ぶ等）町、市をあげて成

功させたい。 

20代

以下 
男 合志小 

竹迫のお祭りはなくならないようにバックアップを。 30代 女 南ヶ丘 

文化的行事（演劇やコンサート）を増やして欲しい． 
60代

前半 
女 南ヶ丘 

もっとアピールしてほしい。 30代 男 合志南 

歴史より「〇〇をした人物」とわかるような人を知らないので（調べないとわからな

い）興味が薄い。 

菊池市の「菊池一族」のように、合志市をアピールできる人物等を知りたいし、広

報紙に乗せてほしい。（すでに紙面に掲載済みでしたらご容赦ください） 

50代 女 合志南 

 

（基本方針３ 教育の健康－その他） 

基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

今、マスコミ等（テレビ）を見ていると出演者がチャラチャラして日本語もよく理解で

きていない者が多い。これを子どもたちが見て悪影響になっている。 

マスコミ各社に対して日本語の正しい使い方をするよう要請してほしいです

ね！！服装もダメ。 

60代

後半 
男 合志南 

 

 

＜基本方針４＞生活環境の健康 

 

⑭ 危機管理対策の推進 

基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

危機管理専門部署の設置。 
60代

前半 
男 西合志東 

熊本地震以降、道路の復旧、高速道路の延伸等道路網の発達による交通事故

等の発生、多発を予測して事前の対策検討をしておく。 
60代

後半 
男 合志南 

熊本地震では幸いにも合志市は大きな被害はなかったと思います。 

そのため有事の対策についての議論がやや少ないかと感じています。残念なが

ら、我が家でも同じ状況ですので・・・。 

60代

前半 
男 合志南 

地震時、対策は活用されたのか？その後の検証はいいのか? 

市内の危険になぜ人が立つなり対策がないのか？ 
30代 女 合志南 

地震の際ペットと一緒に避難するところを作ってほしい。 

地震の際後で合志市と他の市町村の送られた物資の差が大きい（結局、後に余

ったものはスタッフで分けていた）熊本市。 

50代 女 西合志第一 

想定外を減らし、想定内の増大に向けて常日頃から見積り等を広げてその対策を

整えておく 
60代

後半 
男 合志南 

独居老人を有事の際運び出そうにも個人情報ばかりタテに取る？気にして何も踏

み込めない。 

区内の防災役員くらいには毎年の更新をした情報提供をしないと何もできない。

独居老人には有事の際は死んでもらうしかない。 

60代

前半 
男 南ヶ丘 

まず、地震時→武蔵野地区→避難所がない→手当も全くなかったところもあり、担

当者による弱者への安否確認もなかった。 
60代

後半 
女 南ヶ丘 

まず、弱者に対しての民生委員などの人間性が問われる。ある程度の教育が必要

では・・・。 
60代

後半 
女 南ヶ丘 

地域による住人の世代の偏りが少ないと、防災、防犯に強い町づくりができると思

う。 
40代 女 合志南 
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⑮ 防災対策の推進 

基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

「防災などの町内放送」声のエコーがかかるので、話すようにアナウンスするので

はなく、なるべく単語で切り、少し間を取ってアナウンスしてほしいです！！！ 

前の言葉のエコーに次の言葉が重なるように聞こえるので、何を言っているのか

わからない場合があります。（アナウンスする人によっては肝心な部分がエコーと

重なり全くわかりません） 

50代 女 合志南 

各地区の緊急避難先を周知徹底する。 40代 男 南ヶ丘 

熊本地震の時、様々な人からの声がありました。 

ペット連れ、赤ちゃん、高齢者全ての人が安全に避難出来て守られるようにしてほ

しい。 

50代 女 合志南 

これだけ人口が多く、避難所が足りるのか心配。 30代 女 南ヶ丘 

最近住宅地となっていった所には、消火栓や防火水槽が少ないと思う。 

また、公園なども少ないため大きな地震があった時とりあえず逃げる場所が全くな

い事は不安だ。 

30代 男 西合志東 

自主防災クラブ（御代志区）→形だけで区民が参加する。実際の訓練がないので

実訓練が必要である。 

70歳

以上 
女 西合志東 

地震はまだある可能性あります。 

年1回は防災訓練を各区で行うよう指導してほしい。 

70歳

以上 
男 西合志中央 

室内にいると放送が聞こえない。 

重大かつ緊急の場合は対応できないことのない様、追加措置が必要（補助スピー

カーの設置，通知ベルを各戸）。 

70歳

以上 
男 西合志中央 

防災対策については現実に発生した場合を想定し、具体的に各分野の対応を検

討して欲しい。 

60代

前半 
男 わからない 

防災等のアナウンスが聞き取りにくい。 
60代

後半 
男 合志南 

防災に関して!!災害発生時に近隣住民間で助け合いするような組織等を町内会

長等で立案実行してほしい。 
60代

後半 
男 合志南 

防災への呼びかけ（通報）マイク、スピーカーのみでは天候、時間でよく伝わらな

い。 
- - わからない 

防災放送が聞き取りにくい。 

反響して何を言っているかわからない。 
40代 男 西合志南 

防災無線が大きくて聞きやすいので良い。 

市役所を利用した際、親切に対応してくださり、市外からこちらに引っ越してきた私に

とっては本当にありがたかったです。 

20代

以下 
男 合志小 

防犯対策を強化してほしい。 

また交通量の多い箇所も増え、危険と感じる音も多い。路駐対策や歩道の整備を

進めてほしい。 

40代 女 合志南 

街灯が暗く、夜に一人で歩けないような場所があるため整備してほしい。 40代 女 西合志東 

災害時の連絡などSNSを上手に活用してほしい。 

放送も現代でも役立つと思うがSNSも重要だと思う。 
30代 女 南ヶ丘 

もっと推進してほしい。 
60代

後半 
男 西合志南 

防災対策は見回りの車を見たり、放送を近くしてくださるととてもたすかります。 50代 女 西合志南 

休日の朝から町内放送に起こされます。 50代 女 西合志東 

 

⑯ 交通安全対策の推進 

基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

街灯は以前より増えたと思うが、信号機を付けてほしい箇所がたくさんある。 40代 女 西合志南 
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学校前の道路を通学時間帯に大型車が通るのが気になる。 

登下校の時間帯のみでも通行禁止にできれば、子ども達も安心して通学できると

思う。ナビ利用で街から住宅地への通り抜けが多すぎると思う。 

40代 女 南ヶ丘 

カントリーパーク道路脇の歩道、草ボーボーの時があります。 

夜ウォーキングしていて、すごく邪魔です。 
40代 男 西合志中央 

県外より転入してきて思うのがインフラの設備が十分でないことを体感します。 

交通機関の停留所は少ない。 

歩道の設備が不十分、安心して子どもを学校に送り出せないと思います。子ども

はいませんが、歩道はもっと設備してほしいです。 

そもそも熊本県自体がインフラ整備をもっと取り組むべきです。それにより雇用も

増えると思います。 

30代 女 合志南 

合志市幾久冨、合志南口交差点とマックスバリュー永江店の交差点は朝の通勤

時の子どもの通学時にいつも心配しています。 

人が立っていない時、車がムリヤリはいろうとするので、歩行者分離にしてほしい。

（ポールでも設置してほしい） 

いつか事故が起きるのではないかと不安になる。 

30代 女 南ヶ丘 

合志市の道路を広くしていただきたい。 
60代

後半 
女 合志小 

交通マナーが良くない。合流させようとしない。 

踏切渋滞。 
50代 男 西合志東 

交通量が多いため、小学校の登下校に危険を感じます。 

抜け道に住宅の間の狭い道路を猛スピードで通り抜けていくので危ない。 

なので、スピード制限の看板の設置。交通の制限（時間帯通行止）をお願いした

い。 

30代 女 合志南 

交通量の多い道路が多いので、速度を出さないような工夫が出来るとよい。 30代 男 西合志南 

交通量の多い所に信号機の設置を、十字路のところを特に望みます。 

（新須屋駅前、豊岡のローソン前など） 
30代 女 西合志南 

交通量も多くなっており、信号無視の車もよく見かけます。警察ともっと協力して安

全確保が必要と思います。 
40代 女 合志南 

高齢者ドライバーが関与した交通事故が増加しています。市としても何らかの方

針を検討しても良いと思います。 

60代

前半 
男 合志南 

高齢者の運転がとても不安。免許返上するためにも交通機関の拡充を急いで欲しい。 50代 女 わからない 

高齢者の運転免許の返納についての条例を定めてほしい。 30代 男 わからない 

高齢者の車の運転（免許証返納？）を市で対策が出来ないものか…？ 50代 女 西合志中央 

高齢者の自動車運転事故が社会問題となっている。「７０才で免許停止、禁止」と

する法律を作るよう国に訴えてほしい。 

まずは合志市議会で議決すべきだ。 

60代

後半 
男 西合志東 

高齢者の免許更新は尚厳しくすべき。 

一方で安全設計の車両のみ限定的に許可、認可されるべき（推進、補助金etc) 

悲しい事故はお互い不幸です。 

40代 男 合志南 

高齢者も運転しやすい道路とガードレールを作ってほしい。 

（本当は運転してほしくない!!レターバスなど本当に使いたい人のところへ行って

いるのか？） 

20代

以下 
女 わからない 

子どもや高齢者が事故にあい死亡する事例が減るような取り組みが常日頃から必

要でしょう。 
60代

後半 
男 西合志南 

自家用車の登録（世帯ごと）の制度化。 

駐車スペースをオーバーするほどのマイカー。 

自分勝手な考えで路上や空地に留置。 

夜中睡眠中にエンジン始動音やヘッドライト光が家の中に照射。不軽、不眠とな

る。 

隣の方の車は受け入れるが遠方人はだめ！！自動車ナンバー登録後は野放し。

無管理が実情と思う。 

60代

後半 
男 合志南 
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事故も多く見られます。 50代 女 西合志南 

市南側市街化区域の朝夕の渋滞、それに伴う住宅地内の通り抜け。 

新しい小中学校が出来る事による交通量の変化等が気になる。 
40代 女 合志南 

車道はともかく、歩道が狭く、ベビーカーや車いすを押すにもガタガタでひと苦労

しています。 

危険を何度も感じたので整備してほしいと日ごろから思っています。 

ファミリー層が増えているにもかかわらず、上記の点についてなにもされていない

と感じています。 

30代 女 南ヶ丘 

住宅が増え、車が増えたことで信号のない危険なところが増えたと感じる。整備し

てほしい。 

渋滞緩和してほしい。 

40代 女 合志南 

住宅が増えたことで交通環境を見直し歩道や信仰、横断歩道などを設置検討し

てほしい。 
30代 女 合志南 

住宅が増えているが道幅のせまい道路が多く、子どもの通学が不安。 

横断歩道や信号などの整備を進めてほしい。 
40代 女 南ヶ丘 

住宅が増えて道路が混雑するようになったと思う。 
60代

前半 
女 西合志東 

住宅地での路上駐車の取り締まりを強化してほしい。(特に日中帯) 
60代

前半 
男 合志南 

住宅内道路での子どものボール遊び、自転車遊び、飛び出し等々毎日ハラハラ

です。 

両親ともに黙認！！近くに公園あり。 

60代

前半 
女 合志南 

小学一年生の子どもがいますが、下校時に自治会長、民生委員の方が付き添

い、家の前まで送り届けて頂き本当にありがたいです。 

合志市ならではの光景で合志に住んで良かったと実感できます。 

30代 女 合志南 

小学生の登下校が危なくいつ事故にあるかと心配。 40代 男 西合志南 

小学校までのガードレールないところにガードレールを作ってほしい！！ 30代 女 西合志東 

信号機がないため、車の事故が多いので整備してほしい。 

メイン道路から入った道に照明が少ないので増やしてほしい。 

子ども達だけで買い物に行けるよう歩道等を整備してほしい。 

30代 男 西合志東 

信号機の増設。横断歩道の増設。 
60代

後半 
男 合志南 

信号機のない交差点の安全確保（以前と車や人の流れが変化していると思います） 50代 男 合志南 

信号無視の車のパトロール強化！！ 

何度もひかれそうになっています。早急にお願いします。 
40代 

拒

否 
合志南 

スピードの速い車が多い（須屋など）通学路になっている道でも早いので危ないと

感じることが多い。 
20代

以下 
女 西合志東 

早朝から大型車両が狭い道路を、スピードを落とさず走っていることが問題であ

る。 

またその道路は通学路であり、その時間帯にも同じような光景が見受けられ、非常

に危険である。 

道路状態も悪く、家が揺れます。 

40代 女 西合志東 

小さな「ゾーン30」などまったく意味ない。 

青でかこむより白で大きくはっきり書いてほしかった。目立たない。せっかくするの

ですから。 

数年前大風でミラーがたおれてこわれ自治会長にお願いしたのですが、以前は2

つのミラーだったけど1つのミラーだけで片側が危ない。もとのようにつけてほしか

った。 

ミラーがつくまで数年もかかった。ほかの場所も、ミラーをお願いしたが9年つか

ず、自分の子どもが事故にあい、そのあとミラーがついた。 

何かあってからではなく事故のある前からしてほしかった。 

30代 女 南ヶ丘 

通学路が狭いので車が乗り入れできない時間を作ってほしい。 30代 女 西合志東 
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通学路が狭く、車はスピード有りで危険な場所が多い。 
60代

前半 
女 西合志南 

通学路の安全整備（小・中） 30代 女 合志小 

通学路の交通安全対策として児童、生徒自身が安全を強く意識する働きかけが

必要だが、ハード面では安全に配慮した歩道の確保、街灯の設置、信号機の設

置などが必要と考える。 

住宅がどんどん増えている現状において安全対策が後手後手にならないようスピ

ーディーな対応をお願いしたい。 

日本一安全な住みやすい市として今後さらに交通安全、防犯対策について力を

入れていってほしい。 

60代

前半 
女 西合志南 

通学路の整備 
70歳

以上 
男 西合志東 

通学路の歩道の充実、黒石駅踏切の渋滞の緩和(点滅信号をつくるなど) 40代 女 西合志東 

通学路の歩道を広くしてほしい。自転車レーンを整備してほしい→事故防止安全 
20代

以下 
女 南ヶ丘 

電動アシスト自転車が走っても安全な歩道のある道路を作ってください。 50代 男 合志南 

登下校の見守りを10数年やっているが、通勤車両の増加とマナーの悪さに（スピ

ード）日々苦労している（南小北側）行政調査要求。 
- - わからない 

道路の整備について、工業団地への車の量が多く現在阿蘇方面へ通勤していま

すが行き帰り渋滞が多い。熊本市内へも非常に時間がかかります。 

70歳

以上 
男 わからない 

道路の白線が消えているところ多数有り危険（雨の日とか） 50代 男 西合志東 

西合志東小学校の通学路について、セブンイレブンまではガードレールがありま

すが、その先の道（黒石グラウンドにかけて）歩道が狭く、えん石に乗り飛び出す

児童が多いので、危険。児童が巻き込まれる交通事故が全国的にも多いので、防

げる事故は防いでいってほしいと思う。 

ぜひガードレールをつけてほしい。（住宅街などもあり、難しいのは分かります

が・・・。） 

20代

以下 
女 西合志東 

抜け道となっている道の規制。 40代 男 西合志南 

光の森駅→送電線下の遊歩道をアンビーまで続ける。 50代 女 南ヶ丘 

弁天の所の信号が早すぎて植木から右に曲がるときに信号変わるのが早くて渋滞

をうんでいる。 
50代 女 西合志中央 

みずき台から、黒石駅までの道が狭いにもかかわらず交通量が多く、また制限速

度を大きく上まわるスピードを出していることが非常に多いため子どもの通学時間

帯などとても危険を感じる。 

以前もこのアンケートが来た時に同じようなことを書いたが、何一つ変わらないの

でこのようなアンケートの必要性にはとても疑問である。意見が全く反映されない

のであればお金と時間のムダなので今後はやめてほしい。 

50代 男 西合志東 

みずき台地区信号機が少なく、子ども達が危険にさらされている。 
20代

以下 
女 西合志東 

私は御代志の役場の近くに住んでいるが、最近車両の量が多く、大型トラックもた

くさん走っている。にもかかわらず、歩道の整備が進んでいない。小さい子どもが

事故にあわないか不安である。 

雨水の排水が悪いところも多々ある。市の対応が追いついていない感じがする。

道路の整備は全く十分でないと思う。 

60代

前半 
男 西合志東 

須屋区、道がひどい 歩道がない。なのに車が多い。 50代 女 西合志南 

南群～マックスバリュー永江団地店の南北線など、交通量が多いのに道路が狭

い。 

歩道もなく、電柱も多いため、歩行者は危険。住宅が建ってしまっているので、もっ

と前に計画しておけばよかったろうと思います。 

自動車も、わき道から本道に出るときの事故も多いです。 

雨のときはこわいくらいです。道幅を広くして下さい。 

50代 女 南ヶ丘 

予算がない、担当ではない等の理由で対策を取らない。 

市民サービスとはかけ離れている現状である。 

60代

前半 
女 西合志東 
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我が家の周辺は割と新しい住宅なのですが住宅地内の公道で子どもが当たり前の

ように広がって遊んでおり、車で通る際、危なくて仕方ないのでどうにかできないで

しょうか？ 

子どもの親も一緒になって遊んでいることもあり、車を運転するコチラが細心の注意

を払いながら、車が来たことに嫌な顔もされるので気分が悪いです。 

40代 女 合志南 

道路、信号機等（通学路）整備不十分である（御代志地区） 
70歳

以上 
女 西合志東 

私の自宅の近くに（北バイパスの下のローソン辺り）の四つ角が、とてもあぶないと

いつも思っています。 

朝夕と学生さんたちも歩行、自転車通学など多くて、旗を振ってくださる方、保護

者の方も良くしてくださいますが、他の時間ではとてもキケンな場面が見られ、どう

にかしてほしいです。 

50代 女 西合志南 

交通安全対策として道路が狭いところが多いので通学路にブルーの線を引いて

子どもの安全を守りたい。 

70歳

以上 
男 西合志中央 

車を感知して動く信号で上手く機能していないものがあるので修理してほしい。 
20代

以下 
男 合志小 

路地にある交差点のミラー改修。歩道のない道路での区分の色分け。 30代 男 西合志中央 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60代 男 西合志東 

 

⑰ 防犯対策の推進 

基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

空き巣変質者がとても多く、防犯カメラを所々取り付けてほしい。 30代 男 合志南 

新しい住宅地には、小さな子どもも多いです。 

通学路など、人通りが以前よりも増えた所に街灯などあるともう少し安心です。 

20代

以下 
女 西合志中央 

防犯対策は見回りの車をみたり、放送をしてくださるととても助かります。 50代 女 西合志南 

新しく住宅地として家が建っているところへの街灯を増設してほしい。 

夜間の下校が暗く、子どもたちの部活帰り等見ていてかわいそう。 
30代 男 西合志中央 

安心安全な町づくりに取り組んでもらいたい。 
60代

後半 
男 合志南 

街灯が少なすぎる。もっと防犯対策をしてほしい。 30代 女 西合志中央 

街灯が前より増えて帰宅が遅くなった時歩きやすさを感じました。 

さらに増えるといいなあと思います。 
50代 女 南ヶ丘 

過去に通学路として利用していた道路の街灯が少なく危ない思いをしたことがあ

ったので、より広い範囲に街灯の設置を拡大してほしい。 

20代

以下 
男 合志小 
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学校から届く不審者情報メールは場所が全く具体的ではない。 

もっと発生場所について具体的に伝えてほしい。 
40代 女 西合志中央 

学校周辺及び危険箇所には防犯カメラを順次設置して欲しい。 
60代

後半 
男 西合志南 

監視カメラの設置。 
60代

前半 
女 西合志中央 

合志市は他の方面からの人たちが入ってきて市自体「住みやすい合志」になりつ

つありますが、実際に防犯などの危機管理ができているのかわからない。 

特に高齢者の多い地区になれば、だれが住んでいて特に挨拶などもなく隣の家

にどなたが住んでいるのかわからない地区もあるのではないかと感じている。 

この辺は住みやすい合志としてどのように考えているのか。 

子どもには住みやすいとしか考えていない気がする。 

（子ども世帯）独身者や一人になっている高齢者などには住みやすいのか疑問 

40代 女 西合志中央 

最近周囲の家に空き巣泥棒による被害が多発しています。団地独自の防犯パトロ

ールによる見廻りもありますが、不安です。 

警察のパトカーによる夜間巡回を増やすとか出来ないものでしょうか。（合志市須

屋、黒石団地区です） 

70歳

以上 
男 西合志東 

市道、県道にかかわらず、もう少し街灯設置を要望する。犯罪が起きてからでは遅い。 
70歳

以上 
男 合志南 

小中学生の子どもがいるとらくらくメールに加入しているため不審者情報なども入

ってきやすいが、子どもがいないと入りにくい。 
50代 女 西合志東 

人口が年々増えているが，それに対しての防犯というのがきちんと出来ているのか

不安に思う。 

ポリテク横の交番は夜間不在だが,問題ありなのでは?行政からの働きかけが必要

では？ 

50代 男 西合志南 

人口が増え、治安に不安を感じることが多くなった 40代 女 合志南 

数年前空き巣に入られた経験があり、今でもとても不安を抱えています。 

家の周辺の街灯などあまりなく、夜など安全面で心配です。 
40代 男 西合志南 

須屋に外灯が少ない。 

暗くなって電車から降りて歩いている人に驚くことがある 
20代

以下 
女 西合志南 

竹やぶや木が多く伸び切って通学路の妨げになっている箇所の改善がなかなか

進まない。 

特に小中学校の周りは早くしてほしい。 

40代 女 西合志中央 

通学路の電灯設置。 30代 男 西合志中央 

不審者及び老人の行方不明者が増加しており、街灯、監視カメラを増やして防犯

対策を強化してもらいたいと思います。 
60代

前半 
男 わからない 

不審者情報がよく流れてきますが、同じ人物のような気がします。 

厳重に取り締まり子どもたちに迷惑をかけないでほしいです。 
40代 女 西合志中央 

不審者対策が何かあればいいなと思う。防犯カメラとか。 40代 女 西合志東 

普段より子ども達の安全のための市内放送、お世話になっています。 

今回気になったのですが、小中学校の家庭訪問の時期の下校時刻は13：00～

13：30頃ですが、下校時の安全を知らせる放送が通常下校時刻の15:30頃になっ

ているのが気になりました。 

子ども達の安全のため、学校と連携をとり，臨機応変な対応をお願いします。 

40代 女 西合志東 

防犯カメラの設置を進める（主に公園、大通りetc.） 
60代

前半 
男 南ヶ丘 

防犯カメラの増。地域の防犯パトロールへの補助 
60代

前半 
男 西合志東 

夜の一人歩きは怖い。 40代 女 西合志東 

ここ２年程不審者が出ております。 

防犯カメラを設置していけば未然に防げると思います。 

特に中央小は増加しております。区と半分ずつでも出し合っていけるようお願いし

ます。 

70歳

以上 
男 西合志中央 
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電灯が切れていて夜道が暗くて怖い。 40代 女 合志南 

住宅地の街灯設備の充実 30代 男 南ヶ丘 

 

⑱ 住環境の充実 

基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

「ゴミ」屋敷の撲滅の制度か強化。 

世帯主への罰則・罰金制の新設。 
60代

後半 
男 合志南 

野良猫に餌だけあげている人が多くて困っています。 50代 女 西合志東 

愛犬家の為に有料でかまわないので、犬を自由に遊ばせることができるドッグラン

を作ってほしいです。 
50代 女 合志小 

空き家対策、便利屋さんほしい→蛍光灯変えて～とか。 

安心して生涯暮らせる対策を。優先順位もって予算は限りあるので。 
50代 女 西合志東 

空き家の有効活用。 30代 女 南ヶ丘 

新しく家がたった所にはゴミステーションが近くにあるのに、昔から住んでいる家の

近くにはないので高齢者の方は大変だと思う。 
50代 女 西合志中央 

家の前のごみをどうにかしてほしいです。 
20代

以下 
男 合志南 

生まれてからずっと合志市に住んでいます。愛着を持って毎日生活しています。 

竹やぶや畑が減っているのは残念な気もします・・・（小さい頃よく遊んでいたの

で・・・）人口が増え、家が増えるのもうれしいですが、自然の景色も昔のままがい

いなあとも感じます。 

30代 女 西合志南 

大きな公園を増やしてほしい。 30代 女 合志南 

学習塾・スポーツ公園・買物など市外の施設に頼っている。 

（農業公園の無料化要請(県） 大手学習塾の誘致）ご検討を。 
60代

後半 
男 西合志東 

何年も前から公園の遊具の充実を願い意見が出ていますが、予算的なことなど動

きが鈍いと感じます。 

子育て世代が増えた今は迅速な対応をお願いしたい。子どもはあっという間に成

長するので・・・。 

例えばあまり使われていない遊具で比較的老朽化していないものは必要な地域

に移設するとか。 

そういった使い回しはできないのでしょうか？  

40代 女 西合志東 

家庭ごみを庭先で焼くのでダイオキシンなど、臭いと煙でとても困る。とても多い。 

（野々島地区）その時は市役所に連絡してもいいのか？！ 

60代

前半 
女 西合志中央 

熊本市から移住して感じるのは路上の犬のおみやげの多さです。私も飼ってはい

ますが、愛犬のおみやげは必ず持って帰ります。 

しかし、条例では禁止されていても飼い主の心はまだまだのようです。 

キレイな街づくりをお願いします。 

60代

後半 
男 合志南 

公園がもっとほしい。市役所の近く等にあるといい。 
20代

以下 
女 西合志第一 

公園の増設 40代 男 わからない 

合志市は自然と都市のバランスがいいと思います。現状維持でいいと思います。 50代 男 合志南 

毎日（3回）自宅周辺のゴミを拾って歩いているが、タバコの吸殻等が減らないの

で、罰則を設けたらどうでしょう。 
60代

後半 
男 西合志南 

自宅前の畑で畑の主が、火を燃やしながら雑草を焼いている。大変不愉快で、困

っている．．．毎回天気の良い日に作業を行なう。 

（70歳代の男性）住宅地の中で、そういう行為は腹立たしい。 

20代

以下 
女 南ヶ丘 

砂遊び、水遊び、バーベキューなどできる公園を作ってほしい。 
20代

以下 
女 わからない 

税務署，ハローワークを合志市に 50代 女 わからない 

ちょっとした時間無料で借りられる施設があればと思う。 

大津町やパレアにはありますが・・・ 

60代

後半 
女 南ヶ丘 
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坪井川公園のような大きな遊具施設があるとよい（管理人を雇うと雇用も生まれ

る。）。 

合志に住んでいながら皆坪井川公園、にんじん公園、鼻ぐり公園にいく。 

ヴィーブル周辺の畑を公園にしてはどうでしょうか。 

40代 男 合志南 

家族で一日中いても飽きない公園があるといいと思う。 40代 女 西合志東 

早く安全な住宅をたくさんつくってほしい。 30代 女 西合志第一 

より住みやすくスーパー等できてほしい。 

年寄りの親かかえると歩いて行ける所にできると助かります 
50代 女 西合志中央 

若原区です。 

住宅が増えているのに銀行がなく不便さを感じています。銀行へ行き（菊陽or熊

本市内寄り）その近くでお買い物をしているので、地域に貢献できていません。 

学用品（ノート等明日要るもの）を買うために、夕方、菊陽まで出なくてはなりませ

ん。文房具販売しているお店も必要かと思います。 

郵便局も不便です。駐車場が離れており、雨の日は子どもの手を引いて、傘をさ

して抱っこしてずぶぬれで行かなければなりません。 

公共の施設はもっと工夫してほしいです。 

30代 女 西合志中央 

空き家問題に対しても放置しない仕組みづくりを急いで行って欲しい。 

若い人に安く賃貸して高齢化を防止する。 

子どもの放課後クラブや高齢者カフェなどに提供すると税金が免除されるなど。 

50代 女 わからない 

ドッグラン施設を作ってほしい（他区、他市等にはないもの等）福岡県の公共施設

を参考にしてほしい。 

管理者は募集すればやりたい人はたくさんいる。 

30代 女 合志南 

合志市栄地区などに産業廃棄物処理の大企業があるけれどもこの頃一段と大きく

なっているように思われる。 

住環境の悪化にならないか心配している。 

70歳

以上 
男 合志小 

 

⑲ 水環境の保全 

基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

気候がどうなるかわからないので、特に水の問題は大きいと思います。 
60代

後半 
女 西合志第一 

天然水を飲める幸せをいつまでも継続していただきたい。 
60代

後半 
女 合志小 

永江団地在住だが、水道管が古くないか不安がある（劣化さび） 30代 女 南ヶ丘 

水環境をしっかり整えてほしいです。 

突然水圧が弱くなるととまりますし、水温が高いため夏場が厳しいです。 

水道管の関係でしょうか・・・？ぬるい水しか出ません。 

30代 女 西合志東 

昔から合志市の水は大腸菌があると聞いていました。心配です。 50代 女 合志南 

水は人間が生きていく上で最も大切なものです。 

水道事業の民間委託などの法律改正もありましたが、安全安心、長期間にわたっ

て安定した供給が行われるよう希望します。 

60代

後半 
男 西合志南 

 

⑳ 水の安定供給と排水の浄化 

基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

時間帯によって水の出が毎日悪くなる。 30代 男 合志南 

水道管のインフラはどうなのでしょうか？ 

老朽化していると思うのですが、水道管の取り換え工事を見たことがありません。 
50代 女 西合志南 

水事業の民営化は絶対にやめてほしい。 
60代

後半 
女 合志南 

水がおいしくない（カルキ）。 

お茶がおいしく飲める水は無理でしょうか？ 
60代

後半 
男 合志南 
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買えば高いのであちらこちらで求めています。車が使えなくなったら年金で水を買うこと

になります。 

私達に必要な水は公共でやって欲しい！！ 

「外国にゆだねる」と聞いた事があり他県ではそれを実行している。 

生活に直結するライフラインについては責任もって市で取り組んで欲しい。 

60代

後半 
女 南ヶ丘 

 

㉑ 廃棄物の抑制とリサイクルの推進 

基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

(市外から転入して思う事)空き缶・ビンは何故同一袋に？ 

緑・赤の袋を大中小か大小、極小の3種類作れば良いと思う。 

老人、一人暮らしが増えていくので生ごみは極小袋(安い)にすると、経済的、又空

きビンは意外とたまらず、極小袋(安い)で捨てられる。 

60代

前半 
男 西合志東 

以前熊本市に住んでいた時は名刺サイズ以上の紙は、資源物としてゴミ袋代がか

かっていませんでした。 

諸事情があり、資源物の回収にもゴミ袋代を払わなくてはいけないのは承知して

いますが、合志市でも資源物の無料回収ができればいいなと思います。 

30代 女 西合志南 

エコステーションの充実 40代 男 西合志東 

大型ゴミなどの廃棄場が不明。大津まで持ち込み処理をすることもある。 

合志市にそういった場はないのでしょうか？ 
40代 女 西合志東 

熊本市のようにプラの袋を透明にしてほしい。 
20代

以下 
男 わからない 

合志市から子ども、孫の世代へ美しい環境を残す気概の高揚を作る。 
60代

後半 
男 合志南 

ゴミ回収の回数を増やしてほしい（資源ごみ）。 40代 男 合志南 

ゴミ出しカレンダーを各世帯に配ってほしい。 
20代

以下 
男 わからない 

ゴミ出しのルールが守られていない人が多い。 30代 女 南ヶ丘 

ゴミ出しルールが悪い。 

プラはいつまでプラで出すのか。ほかの自治体では燃えるゴミに移行する話も出

ている。 

50代 女 合志小 

ゴミ出しルールの徹底、周知。全てのゴミ袋への名前の記入。 
70歳

以上 
男 西合志東 

ごみの仕分けが分かりづらい。 40代 女 合志南 

ゴミの分別が難しい。プラゴミなどの回収日が少ない。 50代 男 南ヶ丘 

ゴミの分別が分かりにくい。 50代 男 西合志南 

ゴミの分別をもっとわかりやすくしてほしい。 

細かすぎて考えてしまう・・・判断しにくい。 
30代 女 合志南 

ゴミ問題、広めるために小中学校で仕分けかるた等を公募で募る。 

社会の授業で勉強する。新しくできるごみ焼却場等の見学を受け入れる。 
50代 女 西合志南 

廃棄物抑制とリサイクルは長期的視点での取り組みの理解を進めてください。 
60代

後半 
男 西合志南 

資源ごみを捨てる袋を無料にしていただくと、もっと再利用のために捨てやすくな

ります。 
30代 女 西合志中央 

物に対してリサイクルをもっと進めて、もっとシンプルな生活を考えてゆくべきと思

っています。 
60代

後半 
女 西合志第一 

できる限りの分別をしていますがホッチキスはどうするの？ 

化粧品の容器は洗ってどこまで分別?等わからないことがあります。 

具体的な区分けについて質疑応答の時間をたっぷりとった勉強会の機会を年数

回数か所で行ってほしい 

（合志市民全員が参加できるまで） 

60代

後半 
女 西合志南 

廃棄物処理法に則り適正処理を順守すべし。かなり遅れている。 
70歳

以上 
男 合志南 
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フリーマーケットを市で募集して開催してほしい。 50代 女 西合志南 

分別が大変です。ペットボトル、ビンカンの日を増やしてほしいです。 30代 女 合志南 

ペットボトルの回収日を月２回に増やしてほしい。 

熊本市内から転居したが、月１回では不自由である。月１回を逃したら2ヵ月も置い

ておくことになり、特に夏場は大変な思いをする。 

缶は子ども会とか老人会の回収があり、月1回でも良いですが・・・。ペットボトルの

月2回をすごく希望する。 

実際月1回を忘れたときは実家（熊本市）に持っていくこともある。 

50代 女 合志南 

ペットボトルのキャップ回収（各大型店舗等にも入口に設置推進） 

※恵まれない国へのワクチンを 
60代

前半 
女 西合志南 

ペットボトル廃止への早期取り組み。 
60代

後半 
男 西合志南 

昔から農業を行っている方は、自分の家で草木を燃やしています。もちろん煙や

灰が飛んできます。 

それが洗濯して洋服を外に干しているとにおいが染み付きます。 

条例とかで草木を燃やすことを禁止できないのでしょうか。 

昔と比べて住宅地がかなり増ええいるので物を燃やすこと自体，今の時代にあっ

ていないと思います。 

50代 男 西合志南 

燃えるごみの収集について。 

家庭の庭木の剪定をして袋に入れるため小さく切り入れる労力は年間大変なもの

です。現在はごみを収集する方を中心にした考え方であり、ゴミを出す方は二の

次になっています。 

５年間に３回環境衛生課にお願いしましたが、「検討します」で終わりました。 

改善案として①袋が破れやすいので厚みをあと0.01㎜厚くしてほしい。 

②大袋（１００ℓ？）を検討する。価格が高くてもよい。 

③袋に入れないで出す方法（熊本市内は実施） 

70歳

以上 
男 合志小 

リサイクル(ゴミ)の収集場所を増やしてほしい。 

ペットボトルも収集してほしい。 

60代

前半 
男 合志南 

リサイクル廃品場所などが分かりにくいのでそういうマップなどあればと思います。

日中カラスなどが荒らす。夜間の仕事などで朝からごみを出せない。 

夜出すと管理している家の方がうるさい。などあるのでゴミ収集場所の対策をして

欲しい。 

30代 女 合志南 

リサイクルボックスを各地区に設置する。 40代 男 南ヶ丘 

大型廃棄物の区分がわかりにくい。それにより金額が異なり、ゴミを出しにくい。 
20代

以下 
女 西合志東 

冊子があるので助かっていますが、それぞれがどのようにリサイクルされるかがわ

かるとさらに分けやすいと思います。 
50代 女 南ヶ丘 

セイブクリーンさんに資源物を出せるようになったのでとても助かっています。 40代 女 西合志中央 

定期的なリサイクルバザーを開催できる場所の提供と推進。 
60代

前半 
女 西合志中央 

 

㉒ 地球温暖化防止対策の推進 

基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

アスファルト、コンクリート駐車場でも木陰になるような木を植える。 50代 女 南ヶ丘 

環境問題には重点を置いて取り組んでください。 
60代

前半 
女 わからない 

近年の自然災害は異常だと感じています。 

各家庭から出るCO２排出量減に学習機会を増やし真剣に取り組むべきと思う。 

60代

前半 
女 南ヶ丘 

地球温暖化は合志市だけでなく全国的規模で行う必要がある。 

大変難しいと思うが、各自治体で早期に取り組む必要がある。 
60代

後半 
男 西合志南 
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（基本方針４ 生活環境の健康－その他） 

基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

犬を飼っている人が多く犬に慰められたり犬友と談笑したりしている人が多いので

きちんとルールを決めて犬用の公園（ドッグラン）をぜひ作って欲しいと思います。

管理者もいた方がいいと思うし，清掃等の維持も必要なので有料でいいと思いま

す。（300～500円くらいなら利用者は多いと思います） 

60代

後半 
女 合志南 

今のままでいいと思います 30代 女 合志南 

現在合志市は、子育て支援が充実しているという事で住宅建築も増えているよう

に思いますが、シニア世代は、特に合志市が良いとは感じていません。 
60代

前半 
女 合志南 

現状はよいと思います 
60代

後半 
男 南ヶ丘 

避妊や去勢をしていない猫に対して無責任な餌付けを行う住民がおり、野良猫が

増加しています。 

せめて餌付けをしないよう注意喚起をお願いできると助かります。 

30代 女 合志小 

満足しています。 
20代

以下 
女 西合志東 

満足しています。ありがとうございます。 30代 男 西合志中央 

 

 

＜基本方針５＞都市基盤の健康 

 

㉓ 計画的な土地利用の推進 

基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

「合志市は西日本で一番住みやすい町だ」ということを、雑誌が報じていた。これ

を合志市当局は大いにPRすべきだ。 

合志市には住宅用の土地がまだまだある。人口はどんどん増えるだろう。子どもの

数も増え、学校も増える。 

同時に交通インフラも整備しなくては。 

60代

後半 
男 西合志東 

合生地区は子どもも少なく、小学校の存続も危ぶまれています。 

住宅建設の促進に取り組んでもらいたい。 

70歳

以上 
男 西合志第一 

家が建ち過ぎていると感じます。 

朝夕の渋滞がこれ以上増えるのは困ります。 
50代 男 合志南 

大きい病院が無い。市民や高齢者も多いので、近くに大きい病院が必要。 

高齢者の車の運転を減少させることにもつながると思います。 
30代 女 合志南 

開発を誘導し住宅を増やせば、自然がなくなり災害も起きやすくなると思う。 
70歳

以上 
女 西合志中央 

北バイパス高架橋下のスペースを月極駐車場にしていただけるといいと思いま

す。 

市内の方はしていますが合志市ではしてないですよね。 

草ぼうぼうで荒れ地になっているのなら有効活用した方がいいと思います。 

40代 女 西合志南 

区画整理。 50代 男 合志南 

県営藤崎台球場の老朽化により、市の活性化になるため、野球場、サッカー場な

ど公式競技ができる施設を誘致する。 

特にプロの試合など行えば知名度も上がり経済効果にも結び付く。 

70歳

以上 
男 合志南 

健康遊具やアスレチックなどがある運動が出来る公園が欲しいです． 40代 女 南ヶ丘 

合志市全体を市街化区域に変更してほしい。 
60代

前半 
男 合志小 

合志小学校区の人口を増やしてほしい。 

若い人が魅力のもてる場所を作ってほしい。 
50代 女 合志小 
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合志市北側の市街化調整区域なので自営の事務所としてのトレーラーハウスを置

くこともできず、空き地のまま何もできないといわれ、せっかくの土地が無駄になる

と危惧しました。 

息子のため（結婚して家を建てる時）に残しておいている土地だったのに、家も建

ててはいけないというならば、税金も払っているのに全く魅力を感じない地域だと

思います。 

若い人のことも考えてほしいです。 

40代 女 合志小 

合志市南部区域は菊陽に生活圏を取られているので合志市役所への開発を進

めて、ショッピングモールじゃないテーマパークを進めてもらいたい！！ 

西部ガス基地もイベントに参加して。 

50代 女 南ヶ丘 

御代志駅の再開発があると聞きました。 

近くは農業公園とか、恵楓園など、気持ち良く走れる所がたくさんあるので、ランナー

が電車で来て、近くを走って、ビール等を飲んだり、シャワーを浴びたりできる施設に

なったら、うれしいなぁと思っています。 

50代 女 西合志中央 

コンパクトシティへ。 

拡大していくものでなく→縮小していく対策を具体的に早期に。 
50代 女 西合志東 

現西合志市庁舎のテナントの中はどのような活用を考えていらっしゃるのか。 

具体的にわかりづらいのですが、社会人が自由に使える（PCを持ち込める）部屋

があればよいと思う。学生と社会人と分けて使える部屋をお願いしたい。 

また、私語はできないようにルールを作る。 

他県では喫茶店をそのような活用の場にしてあることある。 

40代 女 西合志中央 

最近住宅化が進みすぎて、緑がなくなっているように思います。 
60代

後半 
女 西合志第一 

最近住宅ばかり増えている。 

制限を緩和しスーパー・飲食店を増やせるようにしてほしい。 
60代

前半 
男 合志南 

自衛隊との境界が住環境としてはやや聖地化しているような印象です。 

国との交渉をお願いします。 
60代

前半 
男 合志南 

市長以下、一部の議員達による役場近辺への市街地化への動きが感じられる

が、都市計画の観点から無理筋の開発のような気がしてならない。 

都市化への現状認識に誤りがあるように思える。 

県は御代志駅周辺開発を念頭に置いているようだが、市行政サイドにその発想は

薄いように感じられる。 

まさに田舎の行政と議会の無策臭を感じている。 

60代

前半 
男 西合志中央 

市北部の住宅開発商業施設を推進してほしい（合志小校区の生徒数が少ないため） 30代 男 合志南 

市役所近辺の市街化区域を除いて市役所を中心に商業施設、公園の開発etc.で市

民が集まるパークを推進して下さい。 

住宅は増しているが、道路の整備が悪い。 

60代

前半 
男 南ヶ丘 

住宅が多すぎる。 30代 女 南ヶ丘 

住宅が増えても働く場所がない。 

買い物するのは市外が多い。 
40代 男 合志小 

住宅地はたくさんあり、広がっているように思いますがスーパーマーケットのような

日常に買い物する店は近くにないので自動車必須になっている 
30代 女 合志南 

住宅地を開発しすぎている。 30代 男 西合志東 

商業誘致（大規模店舗） 50代 男 南ヶ丘 

人口減少は必ず合志市にも来ます。 

インフラのことを考えると現在の広範囲の土地開発は将来必ず市は大変苦労する

と思う。 

またバラバラの土地利用大型病院の位置・商業アンビーの位置、素人が展開して

いるしか思えない。プロに任せるべき。たぶんアンビーはつぶれると思う。 

（アンビーは主婦間で魅力ないと有名） 

60代

前半 
男 南ヶ丘 

須屋区は、アパートも住宅もどんどんと建ってはいるものの、子どもたちの遊び場

がない。 

60代

前半 
女 西合志南 
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須屋下水道処理跡地に子ども達が安全に外で遊べる場所と避難所を 

（坪井湧水公園規模のお金がかからず走り周れる公園。ルールも学べる） 
60代

前半 
女 西合志南 

調整区域に住む住民と意見を重ね、より良い施設を作るなどの制限緩和が必要

だと思う。 

それがないと、土地を持っている住民は土地利用ができないで土地だけ残り苦労

しかねない 

40代 男 西合志東 

調整区域を外して市街化区域にしないとお店も住宅を建たない。 

農業人口は年々減少しているのに・・・。 
60代

後半 
女 合志小 

問６５に関する現実なことですが、若い人たちは家（住宅）を自分の土地に新築し

たいのに制限があり、区を出て住宅団地等に建設している状況です。 

合志市北部は農業地域ではありますが制限を緩和して住宅の許可を願っていま

す。 

人口は過疎化しています。 

60代

前半 
男 西合志中央 

都市圏で商圏を考えてもらいたい。 

これ以上市内に集客施設ができると渋滞等で正直迷惑である。 
30代 男 南ヶ丘 

永江団地付近の渋滞を何とかしてほしい（道路の整備） 

→子どもと老人が危険な目に合うのではないかと不安。 
40代 女 合志南 

農業する人は減り、放棄地も増えていく。 

アンビー周辺をもう少し開発して住宅商業施設としてもっともっと充実を図ってほし

い。 

60代

後半 
女 合志小 

農業の方は年を取りできなくなり、調整区域を緩和して各場所の意見も聞いてほ

しいと思います。 
70歳

以上 
女 合志小 

農業委員会のデータでは将来どこの土地が放棄地になるか予想される。 

ゾーニングをして市街化地域、調整地域、農振地域を５～１０年先を見越して開発

を行う。工、農、商、公、住のゾーニングを明確にして人口を増やす。 

市内定住定職型の環境づくりに取り組む。 

60代

前半 
男 南ヶ丘 

農地でも分家は認めて下さい。 
70歳

以上 
女 西合志中央 

農地をつぶしてショッピングセンターを作っているのではないか？ 30代 女 西合志東 

野放しの宅地化は問題。 
70歳

以上 
男 西合志東 

不必要な区画整理の見直し。 
20代

以下 
男 西合志東 

法律の内容、体系が古すぎる。 

特区など規制を緩め、自主的に計画ができるよう取り組むべき。 
60代

前半 
男 わからない 

御代志に住んでいます。 

私道が多すぎて、全く通り抜けできない所が多すぎる。公道化しての利活用など

進めていただきたい。 

使えないような土地が多すぎる。もったいない。 

50代 女 西合志東 

乱開発の防止をする。 30代 女 西合志東 

分譲地の拡大により若い世代の人口増加に努めてほしい。 
20代

以下 
女 南ヶ丘 

 

㉔ 計画的な道路の整備 

基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

「合志市⇔熊本市」の交通があまり良くない。 

特に朝方は渋滞がひどい。 

１．北バイパスは「国道３８７号～麻生田」間は立体交差にしてほしい。 

２．途中の交差点の信号はなくして、ノンストップで県庁に行けるようにしてほしい。 

３．菊池電車は藤崎宮から水道町もしくは市役所までレールを連結してほしい。 

４．御代志駅もしくは弁天から熊本空港まで直行バスを運行してほしい。 

60代

後半 
男 西合志東 
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ＪＴ交差点～セミコンテクノパークまでの渋滞緩和対策。 30代 男 南ヶ丘 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40代 女 西合志東 

朝・夕に市外の工業団地へ仕事に行く人の車が、朝早くから（ここ２～３年）増え

て、あちこちの交差点で通過に時間がかかるようになった。 

交通状況に応じた交差点の改良を予算を付けて少しでも早く進めてほしい。 

60代

前半 
女 南ヶ丘 

朝の渋滞がひどい。 

交通量が多い方面の信号が短い※特にＪＴ前の交差点 
30代 男 合志南 

朝の登校の時間一方通行を無視して通行する車をよく見かけます。よければ、対

策をしてほしい。 

カーブミラーが古くて、見えにくい。古い物を交換して頂けないでしょうか？ 

30代 女 西合志南 

朝夕の渋滞をどうにかして欲しい。 

市内のどの道路も一緒。菊陽町のバイパスの様に流れて欲しい。 

60代

後半 
女 南ヶ丘 

渋滞の原因を調べ、解消してほしい。 

→右折車線を追加するとか伸ばすとか 
60代

前半 
男 合志南 

家がふえたので車がとても多く道が混雑しています。 
70歳

以上 
女 合志南 

以前は1日3回バスが通っていましたが今は1本もなし！！ 
60代

前半 
男 わからない 

大きい病院が欲しい。 

とても車の数が増え、最近は渋滞が増えた。 
60代

後半 
女 南ヶ丘 

御代志交差点の渋滞を緩和して欲しい。 50代 女 西合志東 

御代志付近の渋滞の緩和 
70歳

以上 
女 西合志中央 

開発を誘導するのはいいですが、現在交通渋滞がひどいのでそこまで考えてほし

いです。 
40代 女 南ヶ丘 

北熊本インターができてインターから御代志までの車の込み具合が多くなったよう

に思える。 

道路の４車線化かバイパスを作ってもらい渋滞をなくすことを考えてもらったらうれ

しいと思います。 

60代

前半 
男 西合志中央 

北熊本インターがようやくできて良かったです。 

福岡方面へ行くのに植木インターまで運んでいるのに遠すぎました。 

60代

後半 
女 西合志南 

九州沖縄農業研究センターの敷地内の道路を一般車両も通行できるようにしてほ

しいです。 

ユトリックから御代志方面に行くとき不便です。 

30代 女 西合志中央 

急に住宅地となっていった場所の道路はせまい所が多く、水はけも悪いところが

多い。 

私の御代志地区の役場近くでも水がたまる所が多く、こまっている人がいる。 

道路の整備を急いでほしい。 

30代 男 西合志東 

近隣の道路が年々渋滞が増してきているように感じます。 

道路整備の推進をお願いします。 
50代 男 西合志南 

熊本大津線のカーブと狭さをどうにかしてほしい。 30代 男 わからない 
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熊本市、菊陽町にまたがるが、東バイパスからJT原料工場まで片側二車線にす

る。 

慢性的な渋滞な為、特に朝夕のラッシュ時など旧道に車があふれ危険を感じてい

る。 

70歳

以上 
男 合志南 

車が多く、渋滞する。 

光の森～泉ケ丘交差点など危険が多い。 
30代 男 合志南 

合志市だけではないが道路の白線の塗りなおしをやってほしい。 
60代

後半 
男 合志南 

合志南小校区の渋滞緩和。広い道路が全く無い。 

恵楓園付近に小中学校建設予定みたいですが、周辺に片側2車線ぐらいの道路

を作ってほしい。 

導線が大事だと思います。これからも住宅が増えるようなので…。 

30代 女 合志南 

合志南小近くの交差点の南小⇔市民センター方面の青の時間が以上に短く、夕

方すごく渋滞しているので青の時間を長くするか、信号の右折を作るか、右折レ

ーン、誘導ラインを設けるなど改善してください。 

近くに住んでいるのですが渋滞がすごすぎて道路に入れません。よろしくお願い

します。 

40代 女 合志南 

工場が近くに出来たことで朝夕の道路の混雑がすさまじくなっている。 

インフラを整備してから工場を誘致すべきで順序が逆。 

高齢者の運転事故が騒がれているが運転せずとも移動できるよう行政はよく目配

り願いたい。 

70歳

以上 
男 西合志中央 

国道387号線（ナフコ）前から御代志駅までいつも渋滞するので，上下線ともに片

側二車線化を行って欲しい。 
50代 男 西合志南 

国道３８７号線の熊本行き御代志の信号から黒石まで夕方はいつも車がつかえて

いる。 

逆に朝カントリーパークでイベントがあると須屋から御代志までがいつも車が渋滞

します。解決をお願いします。 

60代

前半 
女 西合志第一 

国道３８７号線の渋滞解消策、県道３１６号線も同様 40代 男 合志小 

最近、黒石・須屋のあたりは車がやっとすれ違う。 

歩道も狭い道が抜け道にされたり、住宅が急に何重にも建ったり（家一軒に最低

車が二台はある）で道路が整備されるのが後手にまわり、危険箇所が増えていま

す。 

土地の開発前に事故が起きにくい道を作る法令があればいいなと思っています。

できれば自転車道も整備すると町の「住みたい」度が格段に増すのではないでし

ょうか。 

40代 女 西合志東 

自衛隊のわきの道路のバイパスを作ってほしい。 

朝・夕の30キロゾーンを東小校区にもしてほしい。 
40代 女 西合志東 

市道が狭いため、歩くのが危険である。 50代 女 西合志南 

市道の計画的な整備を促進してほしい。 

南側地区の住宅地内の道路改善。 

60代

前半 
男 わからない 

車線拡大 
20代

以下 
男 わからない 

渋滞しやすい道路の整備をしてほしい。 30代 女 南ヶ丘 

渋滞対策をしてほしい。 

信号のない五差路等危ない道を変えてほしい。 

20代

以下 
女 南ヶ丘 

渋滞の解消や緩和対策。 40代 男 合志小 

渋滞の緩和。 

食品店などを増やしてほしい（西合志） 
40代 女 西合志東 

渋滞のない交通を目指してもらいたい。 
60代

後半 
男 西合志第一 

住宅開発ばかりが進んでおり、道路整備が追い付いていない。 40代 男 合志南 

住宅が増え、道路環境が悪くなっている。朝夕のラッシュがすごい。 
70歳

以上 
男 合志南 
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住宅が増えているが道路の整備が追いつかず渋滞が悪化しているように感じる。 30代 女 合志南 

住宅が増えると共に交通量も増え、狭い道路が増々狭く感じる。 

道幅を広くしてから住宅を増やすことはできないか。 
60代

前半 
女 合志南 

住宅地が増えた分、朝夕のラッシュ時の交通渋滞がひどくなっているのが気にな

ります。 
30代 女 合志南 

住宅地はさらに増加している一方、慢性的な渋滞があり、道路を整備してほしい。 30代 女 合志南 

住宅地はどんどん増え、交通量も増えているけれど、道路が以前の狭いまま。 

宅地開発の際には道路の幅を広げるなどもう少し考えてほしい。 
40代 女 合志南 

住宅ではなく商業施設を増やしてほしいです。 

そして狭い道路（歩道も狭い）の割には交通量が多く、夕方の黒石駅付近はいつ

も危険と感じます。道路の整備を望みます。 

30代 女 西合志東 

住宅は増えているが、道路状況は以前のまま。混雑がすごい。 
70歳

以上 
男 合志南 

人口が急激に増え、車の渋滞がひどい。 

計画的に道路整備を行ってほしい。 
50代 男 西合志東 

人口増加,車社会での道路整備が出来ていない。早急に実施して欲しい。 
60代

後半 
男 南ヶ丘 

人口増加にも関わらず道路の整備が追い付いていない。 

慢性的な渋滞をなんとかしてほしい。 
50代 男 西合志東 

人口ばかり増えているのに道路が全く追い付いていない。 
60代

前半 
男 西合志東 

スクランブル交差点を何とか。見直しの必要性。 

子どもたちの登下校の時間帯だけでいいのでは。 

夕方など団地内を車を飛ばして侵入し、ショートカットする人が多くなり、危ない場

面を何度もみてきた。 

60代

後半 
女 南ヶ丘 

スマートIC、商業施設間の片側２車線化。 

道路状況の改善。 
30代 男 西合志中央 

須屋駅踏切を抜け花立方面へ行く道路で高速横の道が一方通行（１０年ぐらいに

なる？）になっている為解消（片側１車線）して欲しい。 

60代

後半 
男 西合志南 

上須屋のスーパーキッドとラーメン屋の間のカルバートボックス手前の買収されていな

い土地のために歩道ができず、大変危険だと感じています。早急な改善を要望しま

す。 

同様に弁天北側の西側の歩道が途切れている部分も交通量が増加しているのに、い

まだ歩道が作られず危険です。両方とも長年の不便を感じています。 

60代

後半 
男 西合志東 

生活道路の改築・改良を優先してほしい。 
60代

前半 
男 わからない 

狭い道路の拡幅や歩道の整備を希望しています。 50代 男 南ヶ丘 

線路に沿った道路および交差点は止めてほしい。 

せめて線路側には感応式信号を入れてほしい。 
30代 男 西合志中央 

竹迫の昔商店街だった道をもう少し広くなりませんか？ 
60代

前半 
女 合志小 

宅地ばかり増え，道路整備がまったく行われていない。 

まず道路を整備した上で宅地にしなければ、後々無駄に税金を使い道路を作るこ

とになっている． 

50代 女 わからない 

竹迫下町～上町にかけての道路は通行量に対して狭く速度も早いため、とても危

険だと思います。 

道路の拡張や通行速度抑制の対策を検討願います。 

30代 女 合志小 

通学路の歩道の整備。 

バイパスの整備。 
50代 男 西合志中央 

道路が整備されておらず、渋滞がおきている。 50代 男 西合志東 

道路交通網の整備 
60代

前半 
男 西合志東 

道路整備（車線増やす） 50代 男 南ヶ丘 
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道路整備、信号整備。 50代 男 合志南 

道路整備。住宅地は増えるが道路整備ができていない。 
20代

以下 
女 西合志東 

道路整備が進んできてありがたいと思います。 

分岐点の行先表示がさらにあると外から来た人にも助かるだろうなあと思いまし

た。 

50代 女 南ヶ丘 

道路のガタガタを直してほしい。 

中学校までの通学路にもしトラブル何かあったとき（例えば：自転車通学生のタイ

ヤパンク時）の連絡方法を考えてほしい。 

道路の白線が消えかかっています。 

50代 女 南ヶ丘 

道路の計画的な整備 
70歳

以上 
男 わからない 

道路の渋滞緩和。 

交通機関の充実（車社会を減らすため） 
50代 女 西合志東 

道路の整備として、最近住宅が密集して車の行き来が多くなり、渋滞が時間帯に

関係なく増えている。 

渋滞緩和の道路整備も検討してもらいたい。 

60代

後半 
男 合志南 

道路の整備に力を入れてほしいです。 

住宅が広がり子どもの数が増えているので歩道やカーブミラーなどは積極的に対

応してほしいです 

30代 女 合志南 

道路の整備について地域格差があるのではないか。 
70歳

以上 
男 西合志東 

道路の整備の必要性を強く感じているが、同様に道路管理について問題を感じ

ている。 

熊本市では路面清掃車を見かけるが合志市では見かけない。道路の両横に泥な

ど堆積しているところがあり見た目や衛生面において良くないと路面清掃車の導

入運用の必要性を強く感じる。 

道路をきれいに保つことは水害対策の一つとなり生活環境の健康にもつながって

くるのではないかと思う。 

費用やどこが管轄しているかなどハードルが高いが検討してほしい。 

60代

前半 
女 西合志南 

道路の白線（止まれ、中央線）等々がはがれているところが多い。 

至急対応望みます。 

（県道、市道、住宅地内）宅地（敷地から）道路へ出ている樹木があり、行政指導し

てください。 

60代

前半 
男 西合志東 

道路の幅を広くしてほしい。 50代 女 西合志第一 

道路はせっかくきれいな舗装がされてもすぐに水道工事が入り、凸凹になることが

何度かありました。 

とてももったいなく思います。 

40代 女 西合志中央 

道路はそのままで、住宅が急増している為、朝・夕の渋滞がひどく困っています。 50代 女 西合志東 

道路を整備してほしい。交通量に対して信号などない道が多い。 

渋滞がすごい。 
30代 女 合志南 

道路を広くして渋滞の緩和 40代 男 西合志東 

都市開発する際に道路網をまず計画し幅が広い道路を整備してほしい。 
60代

前半 
男 合志南 

西合志地域は合志地域の道路より道路が狭い。 

拡充をお願いしたい。特に南部地区。 

60代

後半 
男 西合志南 

西合志東小、南中校区の住宅の急増で通勤通学時渋滞ひどい道路が狭い。 
70歳

以上 
女 西合志東 

光の森～豊岡の渋滞緩和政策 40代 男 わからない 

光の森に通じるどの道路も通学、通勤時、大渋滞。団地内の細い道路を子どもと

車がやっと通れる幅で、いつも冷や冷やしてみています。 

住宅地はどんどん増えていくばかりの中、道路は広くならず。 

開発も結構ですが、その前に道路の確保が重要だと常々感じます。 

60代

後半 
女 南ヶ丘 
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光の森のように歩道を広く作ってほしい。 

災害の時にもよいが、安心して歩くことができる。又、自転車との歩行も心配しなく

てすむ。 

30代 女 南ヶ丘 

光の森付近（市内）道が狭い。一車線しかない。渋滞がひどい。 

永江団地内の道路がガタガタ。 
30代 女 南ヶ丘 

弁天前の交差点の信号は東西南北のどちらからも右折車が多いのに右折専用レ

ーンも信号もないから渋滞につながっています。 

レーンと専用信号を設置してほしい。 

60代

後半 
男 西合志東 

歩道がない危険箇所がある。安心して通れるよう整備してほしい。 
70歳

以上 
女 西合志中央 

ポリテクセンターから入って黒石国地内のメイン道路がでこぼこで修復をお願いし

たいです。熊本ガスから東方面。 
50代 女 西合志東 

町作りがなっていない。車を利用しないと移動ができない。（住みやすさ日本一位

だというが何がと思う。） 
70歳

以上 
男 西合志東 

マックスバリュー永江、なべしまの付近の交差点の信号、右折信号を付けてください。 

朝の時間バスが全く動けません。いつもそこで遅れてしまいます。とても困っています。 
60代

前半 
女 南ヶ丘 

慢性的な車の渋滞を解消してほしい。 

夕方等、どの道を通っても混んでいて通れず、陸の孤島かと感じることがある。 
30代 女 合志小 

道が整備されつつあり、便利になった部分と改善を必要とする部分も多くある。 

スマートICができてとても便利になった。 
40代 女 西合志中央 

道も一車線しかない所が多く、渋滞するので渋滞緩和と、商業施設が増えたらな

と思う。 
30代 女 西合志中央 

御代志駅～再春荘までがとても混雑します（菊池方面から熊本市内に行くとき、再春荘

に左折する車が踏切で止まってしまう）あの道路の片側一車線は厳しいです。 
30代 女 わからない 

御代志駅から弁天の間が広くなったが、いままでの道路から（野々島）から右折信

号がないのでなかなか出られず困っている。見にくい。 

まっすぐ弁天の方に行くのか曲がるのかがわかりにくい。 

50代 女 西合志中央 

御代志駅付近の道路の渋滞を解決してほしい 

（合志市役所方面からスマートインターに続く道路） 

60代

前半 
女 西合志中央 

ユーパレス弁天前の信号機も東から西へ行く側が18秒ほどしかないので30秒ほど

になれば渋滞が防げるのではないかと思います。 

カントリーパークでイベントがあるとき近辺道路が渋滞します。西合志方面から合

志市役所へ行くのもかなり時間がかかるときがあります。 

スムーズに流れれば住みよいまちだと思います。 

60代

前半 
女 西合志中央 

良い街だと思います。 

（私は県外の暮らしが多いのですが）家の前の県道七城線が朝夕になると混みま

す。 

20代

以下 
男 西合志南 

須屋に外灯が少ない。 

暗くなって電車から降りて歩いている人に驚くことがある。 

御代志駅～黒石あたりの渋滞をどうにかしてほしい。 

20代

以下 
女 西合志南 

辻久保バイパスが国道387号まで完成しました（4/1時点完成予定？）が辻久保交

差点の渋滞は完全には解消されていない。 

本来辻久保交差点の土地を買収し、県道30号の両方向に右折のラインを設ける

べきである。そうすればバイパス整備費（30億円）もかからずに済む。 

県の事業であるが、当事者は合志市なので県に強く主張すべきであった 

70歳

以上 
男 合志小 

20～30年程度の範囲でなく、50年～100年くらいの視点が必要だと思います。一

度作った道路で無駄なものもあるのではないでしょうか。 

市民も理解（我慢？）していくべきでしょう。 

60代

後半 
男 西合志南 

歩道を増やしてほしいです。 30代 女 合志南 

道路の整備なく計画的な土地利用はできない 50代 男 西合志中央 

インターチェンジより御代志駅までの道路幅の拡張。 
70歳

以上 
女 西合志東 
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改善必要点：白線ラインが消えている箇所が多い 

（特に横断歩道・特に直進、右折の交差点前） 
60代

前半 
男 南ヶ丘 

道がせまく、車の運転もしづらいです。 40代 男 西合志中央 

南群～マックスバリュー永江団地店の南北線など、交通量が多いのに道路が狭

い。歩道もなく、電柱も多いため、歩行者は危険。 

住宅が建ってしまっているので、もっと前に計画しておけばよかったろうと思いま

す。 

自動車も、わき道から本道に出るときの事故も多いです。雨のときはこわいくらい

です。 

道幅を広くして下さい。歩道もちゃんとしてほしいです。 

50代 女 南ヶ丘 

県道37号線の交通量が飛躍的に増加し危険性が高まっている。 
70歳

以上 
男 西合志中央 

住宅が多くなり、交通渋滞が激しくなった。 

道路の建設を最優先に取組みを希望 

60代

前半 
男 南ヶ丘 

中九州横断道路の早急な設置を 
60代

前半 
男 合志小 

渋滞緩和（主要道路四車線化） 

合志南小前の押しボタン信号化。 
40代 男 合志南 

 

㉕ 公共交通の充実 

基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

H31年4月6日（土）にレターバスを利用させていただきましたが、（初めて）時刻に

対して25分くらい遅れてきました。 

昼間でしたので車もあまり渋滞していなかったと思います。 

60代

前半 
男 西合志東 

ＪＲの駅の利用がしやすくなるように公共交通の乗り入れができないか考慮してほ

しい。 

60代

前半 
女 南ヶ丘 

公共交通機関がほとんどなく、合志市に来て飲み会等行けなくなりました。 40代 男 西合志中央 

ＪＲ光の森駅に行くのに困る。 

歩くには少し遠く、レターバスは本数が少ない。 
60代

前半 
女 南ヶ丘 

JRや電車を利用したいが、駅まで遠すぎる。 

電鉄バスの停留所も若いときはよいが、足腰が弱くなってからは遠すぎる。 

現在は自家用車を運転して移動しているが、将来、運転免許証を返納したあとの

不便さを考えると非常に不安である。 

もっと公共交通の充実をお願いしたい。 

60代

前半 
女 合志南 

アンビー熊本に商業施設がオープンするので、乗換ではなく直通で施設まで行け

るようにしてほしい。できれば辻久保から施設まで通るようにしてほしい。 

ダイヤももう少し増やしてほしい。 

レターバスはあまりお客さんの乗り降りするバス停がない所もあるので、省いてほし

い。 

イマココがメンテナンス？で表示されないのは困る。 

30代 女 西合志第一 

家から徒歩数分程度の所に市を網羅する小型バスの停留所を設け、アンビー、

御代志駅、ユーパレス弁天等合志市主要施行きの交通網をつくる。 
60代

前半 
女 西合志東 

移動には車がないとどこにも行けず、２０年以上住んでいてもそこは変わることな

く、免許有りの人達にだけには、親切な市ですね。 
50代 女 西合志南 

今は車を利用しているので不便はありませんが、高齢になったときにもう少し交通

機関の充実がなされないと、この地に住み続けるのは不安があります。 
40代 男 西合志南 

運転免許証を返納している高齢者のレターバス利用者が多いうえ、光の森方面

（ゆめタウンや病院）利用がほとんどなので、レターバスを増やすか、（例えば「合

志庁舎～御代志駅」狭い区間を増やすとか） 

土日祝だけでも普通の大きなバスにしてほしいです。 

特に土日祝は小中学生が多く乗れないです。 

50代 女 合志南 
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思うままに描いてしまいましたが、公共交通機関の便利がもう少し良ければ、買い

物以外の活動が広がるので、長く住みやすくなると思いました。 
50代 女 合志南 

買い物や通院で自家用車を使えない高齢者が増えてきているので、レターバスを

利用できるよう工夫してもらいたい。 

70歳

以上 
男 西合志中央 

各地区からの市役所への利便性の向上。 
70歳

以上 
男 西合志東 

熊本電鉄のバス路線が廃止となり、循環バスを利用することになる。 

レターバスのルートを少し変えて有効に活用できるようお願いしたい。 
60代

後半 
男 西合志東 

菊電が自宅の方まで通っていたら便利だと思う。（子どもの通学、混雑がないので） 40代 女 合志小 

菊電やレターバスなど利用者が少ない時間帯もあるが、高齢の方など活用しやすく、とて

も親切だと思う。 

赤字なのかもしれないが市民にとっては助かっていると思います。 

40代 女 西合志東 

北側の買い物する場を増やして欲しい。 

子育て世代も、高齢者の交通手段の面でも必要になると思う。 

合志市内だけでなく、熊本中央区へだけでなく植木方面への直行。 

30代 女 合志小 

熊本市（水道町や熊本駅）へのアクセスの充実により住みやすい街を作ってほしい。 
20代

以下 
女 南ヶ丘 

熊本市、合志市、菊陽町等による環状線（道路、電車）の整備ができたらもっと便

利になると思います。 

60代

前半 
男 合志小 

熊本市北部・菊陽町・合志市をぐるぐる回るレターバスがあると良いと思います。 50代 男 合志南 

熊本電鉄（電車）の延伸（光の森方面へ）ＪＲとの接続。 

熊本市内まで定時で移動できる交通網の構築。 

熊本市内中心地から10ｋｍ圏内の住宅エリアとしての生活環境整備はまずアクセス

の利便性の確保（合志エリアの住みよさのＵＰ）を目指すべき。 

60代

前半 
女 合志南 

熊本電鉄（電車）の終電が１時台まで欲しいです。 40代 男 西合志南 

熊本電鉄が事故で運休すると途端に困った。 

バスだけになると熊本市内への行き来が不便。 

合志市も住宅が増えたので通勤時の乗客も増えてきた。 

50代 女 西合志東 

熊本電鉄の延長の再検討 

（企業への通勤、買い物等が不便な為、どうしても自動車を使用してしまう） 
60代

前半 
男 合志小 

熊本電鉄を利用しやすい時刻表の時間を増やす。 

利用者を増やすため熊本電鉄の時刻表を電鉄と協力して、利用の多い世代に配

布する（高齢者）※広報紙でお知らせ等。 

50代 女 西合志南 

車が運転できないので循環バス、レターバスなど公共交通機関が足りません。 

接続を整えて本数を増やしてください。 
50代 女 合志南 

車の運転ができなくなってからの生活のための“手段”は、どうすればよいのか、不

安に思っています。 
60代

前半 
女 西合志東 

車の運転をしないためレターバスがあるおかげで助かっています。 

直接光の森へ行くことができうれしいです。 

60代

前半 
女 西合志東 

車の運転をしないと生活できない環境にあり、今の居住地では将来暮らしていけ

ないと思う。 

合志市内でも差がありすぎて既存地区は栄えていっていない。 

50代 女 合志小 

公共交通、電鉄バスはますます利便悪くなっています。 

車の量も多く、いつも遅れてバスが来ます。 

本数も減り、結果超満員になって、それでまた遅れます。 

７：00～９：00台もう少し増便してください。 

60代

前半 
女 南ヶ丘 

公共交通が朝と夜の1便しか（バス）ないのでもっと便を増やして欲しい。 

熊本市内（道）との連結がうまくいっていないと思う。 
60代

前半 
女 西合志南 

公共交通機関の終電が早すぎる。 
20代

以下 
男 西合志南 

公共交通機関は不十分だと思っていましたが、車社会であり利用者が少ないよう

にも感じます。有効な方法が充実すると良いと思います。 

20代

以下 
女 西合志東 
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公共交通については、幹線道路や大きい箇所からの利用しかできず、不自由に

なるとタクシーしか使えない状況のようです。 

高齢者も多く困っている人もいるでしょう。 

40代 女 西合志第一 

公共交通の充実。 40代 男 合志南 

公共交通の充実：熊本空港、熊本駅への公共交通を充実してほしい。 40代 男 西合志南 

公共交通を推しすすめるように希望します 
60代

後半 
男 合志南 

移動が難しい市民が日常生活に困らない小回りの利くようなものが求められます。 
60代

後半 
男 西合志南 

合志から植木、玉名方面への公共交通でのアクセスができるようにする。 40代 男 南ヶ丘 

合志市には、菊池電車という、せっかくの財産があるのに、電車の乗り場まで行く

手段が少なく、もったいないです。 

現状では、家族に送迎してもらって利用しています。 

何か良い方法はないですか。 

50代 女 西合志中央 

交通機関がない。車に乗れなくなったら、どこへも行けない。 50代 女 西合志東 

交通機関は、ほとんどのところが車がないと行きたいところへ行けない。 

もっと公共交通機関を増やしてもらわないとお年寄りはどこにも行けなくなる。 
40代 女 西合志中央 

交通の便が豊富な所とそうでないところがあるので、もう少し野々島などバスの本

数があればなと感じます。 
20代

以下 
女 西合志中央 

交通の便が悪い 50代 女 西合志東 

高齢化にむけて、（例えば、免許返上など後の交通状況確保）お年寄りに優しい

交通を‼ 

60代

後半 
女 わからない 

高齢者に特化した交通機関の充実及びサービスの充実化！ 40代 男 合志南 

高齢者の方の安全のためにもレターバス等交通の充実を強化してほしい。 40代 女 合志南 

これからは交通事情に左右されるバスではなく、もっと電車の発展をお願いした

い。 

電車は高齢者や障がい者にも優しい乗り物だと思います。 

50代 女 西合志南 

集客には車利用者（車ならどこでも行ける）より公共交通の便利がないと少なくな

るのではないでしょうか。 
50代 女 合志南 

交通の便がバス程度しかなく、高齢者ドライバーが増える一方・・・免許返納しやすい体

制作りをしてほしい。 
30代 女 合志南 

商業施設がオープンするときなどは免許の持ってない方、年配の方などに行きや

すいよう配慮してほしい。 
30代 女 西合志第一 

人口も増えていてベッドタウンとしてもせっかく優良の市なのに公共交通機関が全

く充実できていない。 

朝夕の光の森近辺と菊陽のセミコンテクノパークへの渋滞解消を。 

合志小校区のバスの増便を。 

南小校区の人口増加と合志小校区の人口減少解消のためにも。 

40代 女 合志小 

公共交通面では、JR線を補完するバス路線への転換は無理なことでしょうか？ 50代 男 南ヶ丘 

住みやすい街の安心度では合志市は1位になっています。前回の12位からランク

UPしていてうれしく思います。 

ただ、移動が車を持っていないと不便とありました。私も、いつまで運転できるかわ

からないし、事故をおこして他の方に迷惑をかける訳にもいかないので移動手段

の充実を望んでいます。 

50代 女 西合志南 

須屋は交通便が悪い。電車しかない様なもの。 

道もせまい。 
40代 女 西合志南 

電車をJRにつなげて欲しい。 50代 女 西合志東 

電鉄バスとレターバス乗り継ぎスムーズ化。 

ルート増やして、タイムスケジュール調整してほしい。 
30代 女 南ヶ丘 

西合志から合志庁舎は遠くてちょっと不便に感じます。 

レターバスの時間を増やしてほしいなと思います。 
40代 女 西合志東 

バス停を増やす、ルートを増やす、便数を増やす。 40代 男 西合志東 
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バスの運行本数が減ったので不便です。 
70歳

以上 
男 西合志東 

バスの便がだんだん減ってゆくのが心配。 
70歳

以上 
女 西合志南 

バスの路線を増やしてほしい。須屋（黒石）→北バイパス→東バイパスなど。 50代 女 西合志東 

光の森駅や武蔵塚までのバスを充実してほしい。 40代 女 合志南 

ひのくに支援学校、菊池支援学校の生徒がバスに乗るバス停に屋根があるといい

なと思う（学校の前） 
20代

以下 
男 南ヶ丘 

街の高校・大学にも行きやすい道路整備（渋滞の解消） 30代 女 合志南 

御代志～熊本空港のバスをお願いします！ 30代 男 西合志中央 

黒石原の方もレターバスが通るようになればいいと思う。 40代 女 合志南 

登校下校時間帯のバスの運行（ＪＲへの乗り継ぎ光の森駅行き）を望みます 
60代

後半 
女 西合志南 

もやいで乗れるタクシーほしい。 50代 女 西合志東 

ユトリック団地～熊本市へのバス廃止後の不便さ（七域田島線）さくらカードもなく

電鉄のシニアパス（3ヶ月11,000円）しかなく、元熊本市在住で菊池方面へは行か

ないので、レターバスetc.の利用はない。 

→合志市の人口増加の要因としては、熊本市勤務者の居住移転が相当の比重を

占めているのでは。 

光の森周辺はかなり利便性があるから、当ユトリック団地は、七城工業団地等企業

への通勤、またスマートインター設置に伴う、自動車の直行のみ増加しており、自

家用車でないと不便さを感じる。→高齢化の不安大 

70歳

以上 
男 西合志中央 

ユトリック団地の住民として先述のとおり七城田島線が廃止され、黒石駅まで歩く

しかない。 

歩けるうちは良いが、８０才以上にもなれば歩行困難となり、タクシー利用しかない

のでは～。 

市から電鉄本社へ菊池線のうち何本かを上須屋～ユトリック団地～弁天～西合志

支所前～御代志経由にしてほしい！要望してもらいたい。 

70歳

以上 
男 西合志中央 

レターバス、循環バス利用者が少ない。 

利用者目線での案内方法が必要。 

運転免許返納対策としても必要と思われます。 

70歳

以上 
男 西合志南 

レターバス・循環バスの停留所を増やしてほしい。 

中学校前・有隣前・ひまわり公園前など。お年寄りの方が御代志駅まで歩いてい

るのをよく見かけるが辛そうなので。 

住宅も増えたし需要はあると思います。 

30代 女 西合志中央 

レターバスの便数を増やしてほしい（コースを何通りか変えるとか）山鹿温泉行の

直行バスを考えてほしい。 

60代

後半 
女 わからない 

レターバスの本数が少なすぎて利用ができないから増やしてほしい。 40代 女 合志小 

レターバスの本数増＋武蔵塚駅へのルート新設希望（夜間も運行してほしい） 50代 男 西合志東 

レターバスの本数増便 
20代

以下 
男 合志小 

レターバス路線の充実を図ってほしいです。 50代 女 合志小 

レターバスをもっと利用したいのですが、本数が少なく（２時間に１本）買い物に行

くのに不便です。 

本数を増やしてほしいです。 

60代

後半 
女 合志南 

車を持つ身としては不便を感じていません。 

高齢の方の移動手段がどうなっているのかなと思います。 

20代

以下 
女 西合志東 

電鉄御代志駅→辻久保orカントリーパーク－合志市役所→三里木駅→熊本空港 50代 女 南ヶ丘 

県営住宅前のバスの本数を増やしてほしい。 30代 女 わからない 

須屋は１日に２本しかバスが通らないことが困る。 

増やしてほしい。 

20代

以下 
女 西合志南 

熊電と熊本市電とのアクセスの利便性 
70歳

以上 
男 西合志東 
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公共交通機関を利用しにくいのでバスの停留所を住宅が増えた所に配置してほ

しい。 
30代 女 合志南 

現在御代志駅周辺の開発が計画されているが、熊本電鉄（電車）を辻久保まで伸

ばすことができると次のようなことが期待できるのではないかと思う。 

・上須屋～御代志間（国道387号）の通勤通学時間帯、イベント等における渋滞緩

和・カントリーパークと連携したイベントの開催など地域資源の友好活用がやりや

すくなる（御代志駅からカントリーパークまでのピストン輸送がいらなくなる） 

・辻久保周辺に住宅が増えつつあり、今後さらに増える可能性がある。 

地域住民の移動手段として利便性が高まり利用者が増えるのではないか。 

・ひのくに高等支援学校への通学が乗り換えなしでスムーズにできる。 

国道387号を中心とした南北の公共交通は充実しているが、東西については不十

分と考える。地域性を考慮した整備ができないかと思う。 

60代

前半 
女 西合志南 

 

（基本方針５ 都市基盤の健康－その他） 

基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

以前の合志市の発展はすごく活気があるが西合志町の方はどうなのか？どのよう

に考えているのか道も古いままのところもある。 
40代 女 西合志中央 

将来の展望が不明 30代 男 南ヶ丘 

広い意味での市作りをお願いします。 
70歳

以上 
女 南ヶ丘 

もっと推進、整備、充実していってほしい。 
60代

後半 
男 西合志南 

 

 

＜基本方針６＞産業の健康 

 

㉖ 農業の振興 

基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

空いている農地を一般の方が使えるようになり、現在高齢化した農家さんが指導

者として活躍してほしい。 

空き地にひまわりを上「ひまわり油」を合志市の特産にしてはいかがでしょう。 

60代

前半 
女 西合志中央 

空農地がないような政策を望みます。 

食べ物の多くを輸入に頼っている日本で、もし輸入できない状況になったら大変

なことです。農業は大事にしてほしいです。 

60代

後半 
女 西合志南 

合志市の野菜はとてもおいしいので全国にもっとアピールすべきだと思う。 

SNSなどを通じてPRすべき 
30代 男 西合志中央 

合志市は農業に力を入れている市だと思うが、合志市職員が内閣府創生政策ア

イディアコンテストにすら出場していないのに、六次産業が発展するとは思えな

い。職員さんがまず勉強すべき。 

30代 女 南ヶ丘 

合志市はまだまだ農業が盛んな地域だとは思いますが、農地が荒れている所も多

くあると思います…今後、荒れ地が増えない為の政策が必要かと… 
50代 女 西合志中央 

地元の新鮮なお野菜がすぐ購入できるのはありがたいと思います。 50代 女 南ヶ丘 

就農希望者への支援制度の充実。 30代 男 南ヶ丘 

就農される方が増えるようにお願いします。 30代 女 南ヶ丘 

新規営農者への支援を充実させ、耕作放棄地をなくすようにしてほしいです。 40代 女 西合志東 

新規就農者の支援、休耕地の有効活用または支援。 40代 男 合志小 

日本の食糧自給率は40％程度とかなり低い状況です。 

後継者が育ちやすい制度設計がさらに求められます。 
60代

後半 
男 西合志南 
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農業の振興については自給率をあげるために必要ではないか。 
70歳

以上 
男 西合志東 

農業を振興させ、地産地消の取り組みを推進してほしい。 

また、その農産物を加工して頂ける食品メーカーの支援をしてほしい。 
40代 男 西合志中央 

農業を大事にしてほしい。 
70歳

以上 
女 合志南 

農地の流動化、耕作放棄地をなくした大規模化、新規就農者を増やす。・地元企

業を大切にする。 

・規制を強める。・起業しやすくするしくみ、事業の継続を支援するしくみづくり 

40代 男 南ヶ丘 

畑で木や雑草を焼きたいのに禁止されているので処分に困る。 

邪魔になるし害虫もわく。畑の持ち主が切った草木を焼くことを許可してほしい。

いちいち業者に頼んだら破産する！ 

40代 男 西合志南 

未耕作地を農家以外にも積極的に貸したりできるように。 50代 男 南ヶ丘 

若者向けイベント（フェスなど）に農業を促進するような出し物を出してみるといいと

思う。 
30代 女 合志南 

農業と商業の連携による地域活性化。 
60代

前半 
男 西合志東 

 

㉗ 商工業の振興 

基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

100メートルごとにコンビニがある。 40代 男 西合志東 

新しくできたアンビーの道路に戸惑っている車をよく見る。 

新しい道路をわざわざ使いにくく作る意味が分からない。 
20代

以下 
女 わからない 

アンビー熊本ができてとてもワクワクしながら買い物に行っています。 

しかし中学校に通う通学路なので本格的にオープンした時の安全などが気になり

ます。 

40代 女 合志南 

アンビーですが場所は利用しやすいですが、出入りしにくいのでもう少し考えて欲

しかった。 
30代 女 合志南 

アンビーパーク→日曜トラック・朝市、（飯高山）子育て世代の無料貢献、美術の

森、四季の花の遊歩道、デイキャンプ 
50代 女 南ヶ丘 

アンビーは計画的であったのか？ 

今後の展望を示さないと、住民の協力が得られず栄えないのでは。 
30代 女 合志南 

アンビーをもっと活性化してほしい。 40代 女 西合志中央 

農業と商業の連携による地域活性化。 
60代

前半 
男 西合志東 

今の住んでいるところからお店がたくさんあるところまで行くと必ず渋滞します。 

たくさん商業施設があるといいとは思いませんが、便利がまんべんなくあるともっと

いいなと思います。 

40代 女 西合志中央 

大型商業施設は不要。逆に地域の小規模商店を保護して、買物難民をなくす。 40代 男 南ヶ丘 

今は菊陽、大津、泗水にて買い物しています。 

早く合志市内で品揃えができますように。 

60代

後半 
女 合志小 

大型書店があると便利。 
70歳

以上 
女 西合志南 

お店が欲しい！！近場に！100均とか 

御代志に！！コスモスとか。 
30代 女 西合志東 

合志市で買い物できる場所が少ないのでアンビーの充実。 30代 女 合志小 

合志市内の店で使える商品券（割引あり）などあれば使いたい。 40代 女 合志南 

合志市にお金を落としたい（使いたい）。現実は市外でお金を使っているので。 40代 女 西合志東 

合志庁舎近くの商業施設ができて賑わっているのでこのまま拡大して市に集客が

増えてくれるとありがたい。 

ETCをもっと県外の人にアピールして合志市に立ち寄ってほしい。 

50代 女 西合志南 
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高速のETCができたのでけっこう上りも下りも使っています。 

植木インターや熊本インターに行く機会が減ったので弁天や合志市役所近くで買

い物する機会が増えたが何か特典などの企画を作ってほしい。 

他の市町村で買わなくなると思う。 

業務用の店舗ができてほしい。コンビニしかないので。 

50代 女 西合志中央 

志来菜彩アンビーの集客を図る為の施策を希望。（合志市の中心になる事を希

望） 

（例）・アクセス（道路）の建設①アンビー→飲高山→杉並台への道を作る 

②北熊本スマートIC→アンビー→阿蘇へのバイパス建設を希望 

③アンビー周辺の環境を進める・アンビー外壁のコンクリ、レンガetc.で改善する。

現在は草で外見が悪い。 

④アンビー周辺に公園（スベリ台etc.設置）を作る。※合志市への遊戯施設（パチ

ンコ、ゲームセンターetc.）は絶対に建設は反対。 

合志が暮らし最適未来の為にも遊技施設の建設許可はダメです。 

60代

前半 
男 南ヶ丘 

市外での買い物を市内にて生活の全てを賄う様な商業施設誘致。 

自治体内での自給率を上げるような仕組みを考えてほしい 
40代 男 合志小 

住宅ばかりでなく、生活必需品等の購入が身近にできるようにスーパーやガソリン

スタンドなどができた方がいい。 
30代 女 合志南 

商業が少ないので、離れた店舗へ行かなければならず時間を要する。 

高齢者への買い物利用ができる制度も考慮したほうが良い。 
40代 女 西合志第一 

商業施設の充実化を図ってほしい。 40代 男 西合志中央 

合志市には大型商業施設やレジャー施設がない為、週末には買い出しやレジャ

ーで市街に行ってしまいます。 

ベッドタウンのイメージが強くもう少し市内にお金を落とす施設があってもいいので

はとも思います。 

40代 女 わからない 

商業施設の増加 
20代

以下 
男 わからない 

商工業（企業誘致を含む）の開発促進と農業の振興（農産品加工）、バランスを取り、

産業行政、～特に市内部に人材を育成し、将来熊本第２都市を目指してほしい。 

70歳

以上 
男 合志南 

食料品、衣料品等の店が近くにないのでとても困る。 

御代志駅近くにできたら便利で近くの人も助かると思う。 
70歳

以上 
女 西合志中央 

食料品は合志市内で買うが、衣料品は光の森のゆめタウンで買うのがほとんど。 

イオンモールなど大型商業施設があるといいといつも思う。 

本屋もないし、映画館もない。結局、菊陽町でたくさんお金を使っている。 

40代 女 南ヶ丘 

スーパー促進。（すずかけ台～笹原辺り） 30代 女 南ヶ丘 

スーパーは少ない。ディスカウントスーパーや食料品などできれば良いのに 50代 女 西合志中央 

スーパーも含め買い物できる場所が少なく市外で買うことの方が多い。 30代 女 合志南 

スーパーやコンビニが少ない。特に豊岡、竹迫方面。 30代 男 合志南 

スーパーやドラッグストア等、ある地域にはかたまってあるが、ないところにはな

い。 

その分、車での移動も増えるし、小さい子どものいる家庭やお年寄り世帯にも少し

不便と感じる。 

30代 男 西合志中央 

近くに商店、スーパーの立地がなく（以前は小さいながらも数件存在した）日常の買い

物を合志市外に出向く次第です。 

税収等を考慮すれば誘致してほしい。特に生鮮品をもつスーパー。 

60代

前半 
男 合志小 

近くに店があっても自分の生活に合わないなどバリエーションがないので遠くまで

買い物に行くことが多々あり、今は車があるからいいが、高齢になったときが心配

です。 

現在、母が車に乗らないので日常の買い物に不便を感じていると言います。 

母の友人（同年齢くらい）も同じだと言いますので何か対策を！ 

50代 女 西合志東 

ディスカウントストアが欲しいです（若原エリア） 30代 女 西合志中央 

西側に商業施設が少ない。 30代 男 西合志南 
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西合志中央校区にたくさん住宅が建ってきているので、スーパーマーケットを増や

してほしい（コスモス、マックスバリューなど）。 
30代 男 西合志中央 

西合志庁舎が商業施設を受け入れられれば、もっと利用度も高くなり、税収増に

もなると思います。 

市街化調整を外すようにしてください。 

御代志駅～再春荘の道は狭い上に歩道がなく、超危険です。 

60代

後半 
男 西合志東 

バイキング形式のレストランなどがあったら是非利用したいと思うのですが、合志

市は人口の割合に対して飲食店が少ないように感じます 
50代 女 西合志東 

光の森近くはアンビーなどがあり活気もありますが旧西合志には何か魅力的な商

工業があるかといえばユーパレス弁天ぐらいしかない。 

他にも温度差がないものを西合志方面にも考えてほしい。 

差がありすぎはないのか？ 

40代 女 西合志中央 

御代志駅周辺に商業施設を。コスモス、書店、100円ショップ、ホームセンター。 30代 男 西合志中央 

御代志駅近くにコスモスを誘致してください。 40代 男 西合志中央 

ゆめタウンのような遊び場を増やしてほしい。 
20代

以下 
男 西合志南 

私の家の近くにはスーパーがなく、車がない人は自転車で行かないといけないが

行くまで30分40分かかる。 
40代 女 合志小 

アンビーも、イオンや百均などが入るかなと期待していたが、まだ入っておらず、

残念です。 
30代 女 西合志中央 

光の森やクレアのような大規模商業施設が欲しいです。 40代 男 西合志南 

若い人の働く場の確保や年齢に関係なく働ける仕事づくりが求められます。 

現在の高齢者も簡単な作業はできるでしょう。業務の部品化コンテストはいかがで

しょうか？ 

日頃一人でやる仕事をいろんな人が分割して完了する仕事のギネス挑戦などで

もりあげるのもいいのではないでしょうか？ 

60代

後半 
男 西合志南 

 

㉘ 企業誘致の促進と働く場の確保 

基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

大きな団地がいくつもあるが、働く場や大学などの条件がないため、若い人が流

出していく。 

結果、老人だけが残ってしまった団地がある。 

企業誘致と地元の人材雇用に努めてほしい。 

60代

後半 
女 南ヶ丘 

環境破壊につながるような企業の誘致はしない。 

住宅地としての充実を図ってほしい。 
60代

後半 
男 合志南 

現在休職中です。転職も考えています。 

今の場所から動かずに仕事ができればいいと思っています。 

行政の助けが必要と思う事もあります。転職サポートなど相談でき、支援を行なっ

てもらえるよう考えていただきたい。そして広く告知してもらいたいです。 

合志＝こうしと呼んでもらえるようなところで働くことができれば終の棲家としてこれ

からも意欲的に生活ができるのですが、現状ではそれが叶わなそうです。 

ぜひそういったこと声を活用して良い街づくりに生かして下さい。 

40代 男 西合志東 

頑張ってほしい。働く場所が増えてほしい。 
20代

以下 
男 西合志東 

企業が増えることはいいことだと思いますが、農地をつぶしてまで増やすのはどう

かと思います。 

農家の減少対策も必要だと思います。 

50代 男 合志南 

企業をどんどん誘致して欲しい！将来の子ども達のために。 40代 男 西合志東 

九州農業試験場の利用（企業誘致）等を考えてほしい。 
60代

後半 
男 西合志南 

熊本市内で働いていますが合志市に良い仕事があれば合志市で働きたいです。 40代 男 西合志南 
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企業を誘致せずとも、ベッドタウンで良いと思います。 

福祉を充実・継続するための財源は確保したいですが、働くまでに一段階必要な

方が支援を受けながら働ける場があると、より住みやすくなると思います。 

20代

以下 
女 西合志東 

現在は子育て世帯が増加して活気のある合志市ですが30年先は高齢者が増加

するのはわかっています。 

若い人が合志市に残り働き、また子育てができるように商業、工業，ＩＴなどでいろ

んな働き方ができる街を作ることが今一番大切だと思います。 

自然も残しつつ、安心安全に生きる事ができれば幸いだと思います。 

60代

前半 
女 合志南 

工業施設及び工業団地開発を積極的に行い、企業を誘致し働く場所を確保し住

宅あるいは市民の増加を促す。 
70歳

以上 
男 合志南 

合志市は企業が少ないと思います。 

地元でもっと働ける場を作ってください。シルバー世代のためにも。 

60代

前半 
女 南ヶ丘 

合志市はベッドタウンと化しており、観光という側面には全く力を入れていないよう

に見える。 
30代 女 西合志中央 

高齢者でも楽しく働ける場（農業とか安全な）をもっと増やしてください。 

働きがなくなる事も認知の一つのきっかけになっている気もします。 
40代 男 合志南 

高齢者と短時間労働できるような場があれば良いと思う。 
70歳

以上 
女 西合志中央 

個人事業者や起業を考えている人への支援をより具体的に（相談できることがで

きれば・・）行なっていただきたい。 

特に起業については、IT分野など幅広く相談できる環境を整えてほしい。 

※特に今休職中なので切実です。 

40代 男 西合志東 

自分が知らないだけかもしれないが合志市が企業誘致を行っている気がしない。 50代 男 西合志南 

地元企業発展のため、大きな規模の業務も技術力があれば地元の企業で行うよう

にしてもらった方が良い。 
50代 男 南ヶ丘 

地元住民雇用優先の企業（できれば大・中企業）を誘致し、若者の地元離れを防

止できればと思う。 
60代

前半 
男 合志小 

住宅地区と工業地区を明確に区別して企業誘致を促進する。 

工業団地拡大と道路バイパスを高速道へ。 

60代

前半 
男 南ヶ丘 

企業誘致の促進と働く場の確保、進めてほしい。 
60代

後半 
男 西合志南 

積極的な企業誘致による雇用の拡大→人口の増加→財政の健全化 
60代

前半 
男 合志南 

積極的に企業を誘致し、合志の財源を増やして道路の整備や公共交通の充実に

つなげてほしいです。 
30代 女 西合志東 

農業も工業も精神障がい者を理解し、受け入れる世の中、市を希望します。 30代 男 西合志中央 

野々島方面に誘致すれば交通渋滞緩和。 
20代

以下 
女 西合志東 

働く場をもっと多く提供できるよう市としてより一層取り組んでいただきたい 40代 男 南ヶ丘 

難しいとは思うけど工業団地の方をしっかりできないか。 
60代

前半 
男 南ヶ丘 

企業誘致と働く場の確保を促進していただき、地域での雇用を増やしてもらえたら

と思います。 
40代 女 合志南 

労働の地産地消。 50代 男 西合志中央 

合志市への宿泊施設の設置。 
70歳

以上 
男 西合志東 

残業の少ない企業の税率を下げたりするとおもしろいと思う。長時間労働で生産

性が低下している。 

残業を減らすインセンティブを与えることで生産性が上がり利益も伸びて結果とし

て税収が上がる。 

またそのような仕組みがあることで若い人が働きに来るようになると思う（若い人は

残業を悪だと思っている） 

30代 男 西合志中央 

企業誘致の促進と働く場の確保による魅力がある生活地域 
60代

前半 
男 西合志東 
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（基本方針６ 産業の健康－その他） 

基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

学校の見学等に農業や工業、商業の見学を進めてほしい。 50代 女 西合志第一 

合志市は運営税収を何にするのか決めた方が良い。建つ所もないのは辛い。 30代 女 合志南 

産業の健康、進めてほしいです 30代 女 合志南 

法律の内容、体系が古すぎる。 

特区など規制を緩め、自主的に計画ができるよう取り組むべき。 
60代

前半 
男 わからない 

産業の健康、よく実施されていると思います。 
60代

後半 
男 南ヶ丘 

 

＜その他＞ 

基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

「感謝」「忠恕」憲法15条すべての公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者

ではない・・。 

安心して合志で死ねるようによろしくお願いいたします。 

皆さんが毎日頑張っていらっしゃるのは想像できますので、身体には気を付けて

これからも頑張ってください。お疲れ様です。 

今後ともよろしくお願いいたします。 

50代 女 西合志東 

20年以上住んでいますけどこれと言って合志市にしていただいたことが一つもな

い！！ 

もっと市としてできることがいっぱいあると思います。 

91歳の母を抱えて介護ももっとしてもらえないか考えてほしい！！ 

60代

前半 
男 わからない 

議員の方々の「皆さんの声を届けます」と言っても皆がみな、伝える機会があるわ

けではないので、このようなアンケートはありがたいと思っています。 
50代 女 合志南 

朝登校する子ども達が良く挨拶してくれます。 

元気な子どもが増えて人口も増えている市でとてもうれしく思います。 

元気で病気のない健康老人を目指し合志市で暮らしていきたいです。 

60代

後半 
女 西合志南 

合併してみると旧西合志、合志と発展に差があると思う。 

昔から住んでいる西合志は庁舎もほぼなくなり置いてきぼりにされているような感

じもある。 

合併してだからこそ人の流れを片一方だけにせず、どちらにも足を運んでもらうよ

うな魅力ある合志市にしてほしい。 

子ども世帯だけにやさしくせず、独身独居老人にも！優しい合志市にするともっと

住みたい住みやすい合志市になるのではないかと思う。 

40代 女 西合志中央 

行政もグローバル社会の中で運営していかなければならない時代になっています

ので大変だろうと思います。 

良い行政を推進するためには市長さんをはじめ職員の方々がまずは健康である

ことが大切だと思います。賢い市民を育ててください。 

合志市民が長期的に安心安全でより幸せに生活できることを望む市民が増えてく

ことが望まれます。 

60代

後半 
男 西合志南 

県外の友人から合志市は唯一本屋が無い市と聞いたが本当でしょうか？ 
60代

後半 
女 西合志中央 

合志市全体を他市町と同様の街づくりではなく、自然を残し、歴史を大切にする

方向を目指して欲しい。 

第二の“光の森”ではない方がよいと思っています。 

教育・文化の街づくり等良いと思います。 

60代

前半 
女 合志小 

合志市へ転入して１か月程ですが、良いところだなと感じています。 

これから、もっと発展していくのだろうと楽しみです。 
20代

以下 
女 西合志中央 

バス旅行など町内で楽しめるレクリエーションを増やしてほしい。 
60代

前半 
女 合志南 
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合志市とは直接関係ないとは思いますが、市民として・・・。 

立野ダムが着工されていますがあの場所は3年前の大地震の時阿蘇大橋がこわ

れた最も地盤が弱いところ。 

ダム建設にあたっては近隣の市民として他人事ではなくどの様なダムなのか知ら

せることも必要なのでは。 

60代

後半 
女 南ヶ丘 

昨年９月まで仕事オンリーだったので市政のことはよくわかっていません。 

地域の行事があっているのは知っています。 

物産館は新鮮なのがあってとても良いです。 

70歳

以上 
女 西合志第一 

合志市は急速に人口が増加しています。 

人が多くなると不安、不満等が生まれやすくなります。 

今後も住みやすい環境を作っていってください。 

40代 男 南ヶ丘 

「ふるさと納税」で返礼品になりそうな合志市の特産品は何でしょう。 

オオヤブデイリーファームのアイスクリームやヨーグルトくらいしか思いつきません

が。 

制度をうまく利用できればいいですね。 

40代 女 西合志東 

人口が増加する数少ない市町村です。これからも盛り上がって欲しいです。 

合志市民として誇りを持てます。 
40代 男 西合志南 

住みやすい街の「ランキングに入っていることは素晴らしいことだと思うが、学校近

辺（合志市内）に本屋がなく、とても不便である。 

市役所をヴィーブルに移管したことによって車を乗らない人間にとっては不便極ま

りないです。 

50代 女 西合志東 

制度等充実していてとても住みやすい。 

合志市に生まれ良かったと感じています。 

良い町づくりのためこれからも頑張って下さい。よろしくお願いします。 

20代

以下 
女 西合志中央 

町名変更について菊陽町のように○○丁目○○番地と都市的名称に変更できな

いか検討してほしい。 

70歳

以上 
男 合志南 

これからも住みやすい町づくりをお願いします 40代 男 西合志東 

日々の業務お疲れ様です。 

少ない職員での行政運営は大変だと思いますが、住みよい合志市運営のため、

これからもよろしくお願いします。 

50代 男 合志南 

アンケートが多すぎる。これまでも何回もいろいろあるけど、正直、こんなに必要かと思

います。とにかく、多すぎる。 

①NPOは、きちんとしていないところも多そうです。私は、おかしいと思うようなNPOがあ

ることも聞いています。ちゃんと調べて下さい。 

50代 女 南ヶ丘 

アンケート調査が多すぎる。 50代 女 西合志東 

アンケート用紙送ってくださってありがとうございます。 

皆で良い合志市にもっとなれる事、応援しています。 
50代 女 西合志南 

いつもお世話になっています。 

皆の住みやすい合志市をこれからも目指して、協力、支え合いを学んでいきたい

と思っています。 

50代 男 西合志東 

回答用紙を別にしてほしい 
20代

以下 
男 西合志南 

このアンケートの集計、全て手作業ですか？マークシートにして時間を効率的に

使ってほしいです。 

無駄な時間＝無駄な税金です。自由記入欄の集計は仕方ないとは思う。 

30代 女 南ヶ丘 

この方法でのアンケート回収だと集計にミス及び負担がかかりすぎると思う。人件

費の無駄だと思います。 

マークシートの同封やインターネットからの回答ができるよう工夫されたらいかがで

しょうか。 

30代 女 合志南 

3000人の意見が１つでも実現されることを祈っています。 30代 女 合志南 

問44 設問の新型インフルエンザ等の「等」が不明なので回答しづらい 
60代

前半 
男 合志南 
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今回アンケートを出した方にはこの４～５年間出さないように工夫すること。合志市

民が全員（世帯）参画することに意味があるので無作為ではダメだ。 
70歳

以上 
男 西合志東 

必要なところで選択肢に「わからない」がない。質問の順番に意図はある？ 

問1の男性女性、答えたくない。この選択肢の意図は？ 

まずもってこの質問で「答えたくない」と答えた人はその後の質問も答えたくないの

では？ 

70歳

以上 
- 西合志中央 

アンケートが分かりにくい 40代 女 南ヶ丘 

 


