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◆6 つの政策に関する意見

１． 自由記述（問６７）

＜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

回覧の廻り方が遅いため、締め切り日過ぎてのことが多々ある。昔と違い、朝出て

夜帰る家庭が多いので回覧では意味がないことが多い。当地域では20軒以上を1

つの回覧で回している。これこそペーパーレスにして、オンライン化できないか。オ

ンライン不可で必要な方だけに渡す方法はないだろうか。

60代

後半
女 西合志東

回覧板について

回覧文書が回ってくる回数が多すぎ。皆が目を通しているか疑問。「必要がない」

回さなくて良いと言われる。現在も数件飛ばして届けている。老齢には負担を感じ

る。若者は興味がなさそうである。情報の選別がもう少し必要では。わかりやすい

（簡潔な）文章

60代

前半
女 合志南

カラーの回覧はいらない。経費削減をしてほしい。 50代 女 西合志南

行政が意見を吸い上げて市民の参画を促しているが、市民はイエスマンになって

いる気がする。

60代

前半
女 合志南

交通安全及び防犯のためのボランティア活動される人が少ない。自治会としての

活動もほとんどない。

70代

以上
男 合志南

広報紙での情報しかなく、関係のある項目（ページ）しか読まないので理解してい

るとは言えない。
60代

後半
男 合志南

市政における具体的な取り組みと広報面での充実を図ってほしい。熊本市は市

民からの意見や疑問について丁寧に回答をしている（市民との対話形式）

60代

後半
男 南ヶ丘

市は各自治会への指導的立場でありながら、何も指導していない。高齢者住宅地

域の自治会はすでに役員決めや行事等で問題を抱えている。総務課に相談した

が何の回答もなく、話を聞いただけ、残念でした。個人の者は何にも意味がない。

自治会役員時に意見を申したが受け入れてもらえずも二度と役員をやらないと決

めた。自治会の指導は市が入ってやるべきと感じました。

60代

前半
男 合志南

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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市民の意見を街づくりに反映してほしい。私は市に良く要望を出すが無理とか考

えていない等の返答ばかり返ってくる。できない理由ではなく、どうしたらできるの

かを考えてほしい。

20代

以下
男 合志南

市民の声を反映する「目安箱」の設置。
60代

後半
男 南ヶ丘

推進している人と関わっていない人の差を感じる。
60代

後半
女 西合志南

町内会について私の組は8軒ですが、高齢者が多く、現在4軒は不在で近いうち

に3軒が不在になりそうで、組長、環境衛生、体育部、婦人部の役員が難しい状況

になりそうですので、体育、婦人をなくしてほしいです。

70代

以上
男 合志南

どの程度市民に任せるのか。ただの格好だけなのか。職員がやっちゃうでしょ。本

当の市民参画とは何か？

60代

前半
女 合志南

共働き世帯が多いため、自治会の活動はほどほどにしてもらえると助かります。 30代 女 合志南

市民参画によるまちづくりは比較的出来ていると感じる 40代 女 西合志南

若い人がもっと参加しやすいまちづくりにしてほしい。ICTを活用した情報発信、

意見集めしてほしい。この紙での意見集めも集計の手間が人件費のムダ！！
30代 女 南ヶ丘

若い人たちも参加しやすいようにしてほしい。 40代 女 西合志東

若者による町、街作りが必要では（夢がある提案）・サイクリングロードに大津・菊陽

は入って、合志入っていないとか、理解に苦しみます。
40代 男 南ヶ丘

私の自治会は何十年も前から高齢者の問題に対して対応していない。残念なが

ら意見や立案を述べても現役員の目には届かず、時間に流されておりますが、も

うすでに役員決めの際には対象世帯が少なく、なり手がない状況が毎年です。市

と自治会はしっかりと連携した関係をもって、自治会の運用、その役割を指導して

もらいたい。まあ期待はしませんがね！

60代

前半
男 合志南

市民交流の場を増して！
60代

後半
男 西合志中央

「納税者を大切に」住民個々人を大切に細やかな思いやりある政りごとを期待します。
70代

以上
男 西合志東

② 行政改革の推進

基本方針 年齢
性

別
小学校区

YouTubeなど使って、もっとopenに状況を伝えてよいのでは？ 40代 男 西合志東

一部の議員のチラシでしか触れることができないが、議会が建前で動いている気

がする。真剣に市の発展のため、本音で、国会も同様だが、市政がぼやけてる感

あり。

70代

以上
男 合志南

いろいろな手続きに行くが、泉ヶ丘市民センターと合志市役所の方の言うことが違

うことがある（タライ回しになったことがある）

60代

後半
男 合志南

各施策において具体的にどのような状況か理解していません。市民にアピールす

べきではないでしょうか？
50代 男 南ヶ丘

行政改革がどう改革されたのかわかりずらい。税収を何に使用したかわからない。 30代 男 合志南
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議員便りが少なすぎる。活動しているのは何人？
60代

後半
男 合志南

議員定数削減 50代 女 合志南

議員定数の削減に向けて横並びではなく市として本当に必要な人員を今一度検

討してはどうか。

70代

以上
男 合志

現在はインターネット社会ですが、ネット環境のない高齢者には「ホームページに

てご確認ください」では戸惑われることが多いと思います。
50代 女 南ヶ丘

合志市のホームページに各市議会議員の毎年の活動状況を一覧表にしていた

だきたい。活動内容と進捗率、結果（次年度も継続するのか、止めるのか）

60代

前半
男 西合志東

現在私共を含め合志市に移転してくる人がかなり多いようです。住宅、商業も含

め、人口に対して職員の人数、人員不足があるのではないでしょうか？今回の新

型コロナまたは災害があったときの対応も大変かと思われます。議員さんよりも職

員や教員を採用されることを望みます。

60代

後半
男 西合志東

コンビニ等で住民票を取れるようにしてほしい。 30代 男 わからない

今年の３月まで西合志総合窓口にいらした方が全員とても親切でした。わからな

ないことを尋ねても丁寧に答えてくれて、とても助かりました。４月に入って行った

ら、人が変わられていたので･･･。お年寄りの方など合志市役所まで行くのは大変

なので、もっと西合志総合窓口でもいろいろなことが出来ることなど広報してもい

いと思いました。

50代 女 西合志東

市議会議員が多すぎるのではないか。人件費のムダと思う。
60代

後半
男 西合志東

市議会議員の個人差もあるかと思いますが、議会便りの他にも、個々の議員の発

信の機会が少ないと思われます。努力も必要です。

60代

後半
男 西合志東

市議会議員の報酬を削減すべきでは。ふるさと納税を促進（魅力ある返礼品をも

っと考えて）

60代

後半
女 西合志南

市議会に活力がない。市民感覚で議会、市政に意見を出している様子がない。

議会と行政が仲良しクラブでは、市政に発展はない。
40代 男 合志南

職員の質の向上等を図ってほしい。市長の各行動に職員が追い付いていないよ

うに映る。

60代

前半
男 合志

市長、議員給与はもっと安くていいと思う。 40代 女 西合志東

市の予算、税金の使われ方（予算配分等）市議会の内容等全くわからない。
60代

前半
男 西合志東

市民と議員との意見の交流の場をもっとフランクな（軽い感じのやつ）形で設ける

べき。
30代 男 合志南

市民にわかりやすく、ていねいな応対を職員の方々にして欲しい
60代

前半
女 西合志南

市役所職員の地域への参加が少ないように感じる。課をまたいでの連携。 50代 女 合志

市役所内の女性管理職や市議会議員の増員。 40代 女 合志南
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市役所の取り組み、その内容、問題点、支援策、もっと市民に伝えるべき。何にも

情報は伝わってきていない。役所は何もしていないといつも思ってしまう状況です

よ。市役所の取り組みをせめて毎月に１回くらい市民に伝えた方が良いと思う。

60代

前半
男 西合志東

情報の公開。
60代

後半
男 合志南

問17（市が行う説明会や行事、イベントなどに参加しましたか。）が回答できないの

は、どのような内容が話されているかを知らないからです。もっと楽しい感じなら興

味を持つかもしれません。若者が参加できるような、したいと思うような、そういう企

画があったらいいです。少ないかもしれませんが、多少は関心を持っている若年

層もいると思うのできっかけがあれば。

30代 女 南ヶ丘

他市町村では選挙前にしか配られることのなかった議員だよりを、合志市ではよく

見かけます。熱心だなあと感心しています。
30代 女 合志南

地域の回覧板に入っている広報誌ですが、多すぎます。紙の無駄。 40代 女 合志南

中央政府による行き過ぎた行政改革に問題があります。地方交付税の減額や地

方公務員の人員減少は市民サービスのためにはなりません。この部分は国家全

体の失策の問題です。

60代

後半
男 西合志南

時折、市役所を訪れる際に快く対応してくれる職員、そうでない職員がおられま

す。何もわからず、質問しても悪態で対応する職員、窓口には不向きだと思われ

ます。合志市の窓口がこんなんじゃ…ですね。

40代 女 西合志第一

西合志地域在住者は、旧西合志市役所が支所になり不便に思う。手続き等で市

役所に直接出向かなければならず、不公平を感じている。
60代

前半
女 西合志東

早くマイナンバーカードを使ってコンビニ等で住民票等の書類が出せるようになっ

てほしい。マイナンバーカードを作った人へのメリットが少なすぎる。
40代 女 南ヶ丘

バランスの取れた行政をお願いしたい。それぞれの立場の人々の意見や考えを

柔軟に聞くことが大切だと思う。

60代

後半
男 南ヶ丘

普通に住む分にはおおむね満足だが、より良い市を目指すならまずは情報の発

信に力を入れるべき。これだけソーシャルネットが普及しているので、合志市公式

ラインアカウント、ツイッターなどを開設し、若年層に呼びかけていく。いつまでもア

ナログだと今回のような事態に陥った時、市民の意見を吸いあげるのに時間がか

かり、対応が後手後手になる。市民を守る、というスタンスを明確に打ち出すこと

で、それだけでも市民は安心してくらせる。

30代 男 西合志南

ホームページがわかりにくい。 40代 女 合志

ホームページ等から意見を出せるが、本調査のように市から「何か意見や要望は

ありませんか？」等のヒアリングをもっと積極的に行ってもらいたい。
20代

以下
男 合志南

ホームページの更新が遅いときがある。
20代

以下
女 西合志東

マイナンバーカードでコンビニから住民票とか取れるようにしてほしい。
20代

以下
女 西合志南

マイナンバーカードを所持していますが、登録者が少なくてもすべてのサービスを

受けれるようにしてほしい。所持している意味がない。必要性を感じない。
50代 男 わからない
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マイナンバーでの申告とかレタックスとかやり方を教えて下さい！聞いても知らな

い職員さんがいるので勉強会を開いて下さい！

60代

前半
女 合志南

改革までは不明です(市役所の内々で進んでいるのだと推測します。) 40代 女 西合志南

市の情報等が市民につたわってない。広報誌以外の伝達方法の再考を！！
60代

後半
男 西合志中央

選挙で印かんを押すよりも名前を記入した方が投票したという思いになると思いま

した。名前を記入できない方にとっては印かんを押すだけだと投票しやすそうだな

と思いました。

20代

以下
女 西合志中央

③ 財政の健全化

基本方針 年齢
性

別
小学校区

企業誘致、人口増加→、税収の増加 40代 男 西合志東

行政改革を推進して無駄な経費の削減。コロナで使った予算はいずれ一人ひとり

に税金として返ってくる。できれば複式簿記で予算執行してほしい。

60代

後半
男 西合志中央

現在、世界中が新型コロナウィルスで大変な状況になっています。合志市にお願

いしたいことは今回のコロナのことを考慮して、財源の計画的備蓄をお願いしたい

と思います。

70代

以上
男 南ヶ丘

ここは是非がんばってほしい。子ども達の未来に押しつけないように。 40代 女 西合志南

財政基盤の強い町づくりをめざしてほしい
70代

以上
女 西合志南

財政の健全化を特に願う。 40代 男
西合志中

央

財政の透明化。お金の出入りは、隠す事なく市民に報告すべき。
60代

後半
男 わからない

税金の無駄な使い方はしていないか？常にチェック体制を確立してほしい。
70代

以上
男 西合志南

バランスの取れた開発をすることで合志市ののどかな良さを残し、ひいては健全な

財政を子孫に残せるように。

70代

以上
女 西合志南

無駄遣いが多いと感じる。補助金、助成金に頼りすぎ！
60代

後半
男 西合志東

（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

行政の改革、財政の健全化は自分たちのことしか考えられないので無理でしょう。

民間ではないので。
40代 男 南ヶ丘

熊本市と合併してほしい。
60代

後半
男 西合志東

Targetは、高齢者・子育て世代ではなく、10～20代の若者だと思います。通り一辺

倒の政策ではなく、中長期的なビジョンで、他の自治体にない新しい合志の魅

力、強み、らしさをつくってください!!

40代 男 合志南
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とにかく市として、どういった対策を検討して打ち出していくのか、市民に広く伝え

るべき。国か県の対応では手の届かないミニマムだからこそできる救済を。多少損

金が出たとして、それで全国に名前を売り、この市は素晴らしい取り組みをする市

だというイメージがつけば、おのずと市民は増えるし、ふるさと納税などで利益も出

ると思う。例えば余っている地場の農産物を市が買い取り、休業状態の飲食店に

いくらかで委託し、調理してもらう。それを弁当や炊き出しにし、子育て世代や社

会的弱者に無料配布する。（全員WINWIN)シングルマザー、シングルファザーへ

支援をする。子どものストレス解消に学校の運動場を時間、人数を絞って提供す

る等、市民から広く意見をつのり素早く実施していく。熊本県民が合志市はいいな

あ、とうらやましがられる事をしていく、他の市にも飛び火していくパイオニアになっ

てほしい。今が最大のチャンス災い転じて福となす姿勢を見せて頂きたい。

30代 男 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

15歳までの医療費無料はとても素晴らしいと思います。
60代

前半
女 合志南

18才まで医療費無料 40代 男 西合志南

5人子どもをもうけたがそれだけ…特別なことなど何もなく。子育て日本一をめざす

という長男を産んだときの目標、今は健康合志。健康第一ですが。
50代 女 西合志南

育休中でも保育園に継続して通わせてもらえるのは本当に助かります。
20代

以下
女 合志

医療費（子ども）の助成ありがとうございます。子ども食堂、民間の学童クラブみた

いなものの誘致とか、必要性の調査とかはしてくれるものですか？
40代 女 西合志中央

医療費がかからずとても助かっている。 30代 女 西合志東

医療費を18才まで無料にしてもらえるととてもありがたいです 40代 女 西合志南

学童保育が6年生まで延長されると安心して働けると思う。兄弟数も減り、核家族

が増えているので1人で留守番も危険だと感じる。
40代 女 西合志南

学童保育の拡張 30代 女 西合志南

休職中でも保育園に入りやすくなると助かります。 30代 男 西合志南

高校生までの医療費の無償化 40代 男 西合志中央

合志市外でも子どもの医療費を現物にしてほしい。 30代 女 西合志東

子どもの医療費について、合志市外の医療機関でも医療費を現物にしてもらうと

助かる。１歳半、３歳健診など集団ではなく、個別で医療機関で行えるとよい。
30代 女 合志南
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熊本市から引っ越してきて３人の子どもを保育園、幼稚園に入園させることに苦労

し、引っ越してきてからの3か月間以上、日中1人で3人の子育てと自営するための

開業準備で心身ともに疲れ果ててしまったこともありました。もし他にもこういう方が

いらっしゃったらどうしたらいいのか、アドバイスをしていただけると助かると思いま

す。子育て支援課の方々には大変お世話になりました。もし私のような方々がいら

っしゃるなら、親身に再びお話を聞いていただき、適切なアドバイスを頂けると世

の中のお母さま方も救われると思います。

30代 女 合志南

子ども医療費受給者証を合志市外でも利用できるようにしてほしい。いったん自

己負担して後日申請しなければいけないという手間をなくしてほしい。

20代

以下
女 合志南

合志市は子育て支援が充実していると思うので今後も続けてほしい。
60代

後半
女 西合志南

子育世代の方へサービスの拡充。 30代 男 合志

子育て支援課の対応がいつも不快に思う。忙しく大変だろうけどもう少し寄り添っ

てもらえたらと思う。
30代 男 南ヶ丘

子育て支援等のイベントがわかりづらく参加しづらい。 30代 女 わからない

子育て支援に偏らない市民全般への支援、サービスの充実をお願いしたい。 40代 女 南ヶ丘

子育て支援の制度が充実していてありがたいです。 40代 女 わからない

子育てしやすい市と言われているが近隣の大津や菊陽より中学生の医療費無償

化がずいぶんと遅かったと思ってます。最近では八代は高校生まで医療費無償

になったらしく、一番お金がかかる時期なので合志市でも高校生までにならない

かなと思います。

40代 女 南ヶ丘

子育て世代の民間の借家アパート等家賃の減額を検討していただいたらどうです

か。市営団地が少ないから。
50代 女 南ヶ丘

子育て中に親の介護もあり、大変な時入園、入園、入学前のちびっこ講座等は

（児童館）熊本市や菊陽町に通いました。合志市（当時合志町）は他町村からの

受け入れはダメでしたが、菊陽等は受け入れてもらえたのでとても助かりました。

生涯学習講座も市外で受け続けています。自主講座等も同じで今でもお世話に

なっています。

60代

前半
女 南ヶ丘

子育てに関して財源を充てすぎている。平等にお金を使って下さい。
20代

以下
女 西合志東

子育て日本一をうたっているわりに、子どもが多い世帯への優遇が少ない。生ま

れてから大人になるまで長期的な支援策を考えてほしい。
30代 男 南ヶ丘

子ども園の定員を増やしてほしい。子どもをたくさん産めるような経済的支援をもっ

と充実させてほしい。

20代

以下
女 西合志中央

子どもが大きくなるといろいろな支援等を知る機会が少なくなる。子育ても困って

いてもそれが普通になってしまい、支援につながらない。情報を知らないから利用

できない。学校を通してや福祉課での更新で教えてほしいです。言葉かけで助か

る人もいます。

30代 女 合志

子どもが自然を満喫できるような場所やアスレチックみたいな身体を使って遊べる

遊具がある場所が欲しい。
50代 女 西合志東
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子どもが自由に遊べる環境が欲しい（児童館等） 40代 男 西合志南

子ども達が増えてきているため、親子で遊べる場所をもっと増やしてほしい。小児

科を増やしてほしい。（予約がすぐにうまってしまう）
30代 女 西合志東

子どもと環境が一番。
60代

後半
男 合志

子どもの遊び場がもっとあれば良いと思う。 30代 女 合志南

子どもの一時保育預かりの場所を増やしてほしい。 30代 女 南ヶ丘

子育て支援について。なんでもかんでも無料にするのではなく、少しは自己負担

も必要なのでは。（医療費等、結局若い世代の税金の負担増につながる）
50代 女 合志

十分満足ですが医療費の補助を病院での支払いをしなくてよいようにしてほしい。 40代 男 南ヶ丘

子どもの医療費無料は廃止すべき。最低500円～1000円の負担、薬代は有料で

よい。タブレットを早急に用意し、熊本市との格差を無くすべき。
40代 女 合志南

子どもの増加に伴い小児科も増やしてもらえたらと思う。また保育園の定員に空き

がないため（現在子どもは通園している）仕事を変えたくても変えられず悩んでい

る。また西合志南小校区の学童に入るためには保育園に居る時から働いていな

いと小１～小６まで途中入所は絶対できないと教えてもらい、ますます職を変えら

れず悩んでいる。学童・保育園も増やしてもらえたら精神的にも助かります。

30代 女 西合志南

子どもの保育園が決まらずなかなか仕事も探せていない。早く決まってほし

い！！看護師としてずっと働いており、今後も働こうと思っているが保育園が決ま

らないと働けない。今、コロナで大変な中、家でじっとしていることが看護師として

役に立てていないと感じてしまう。一方で子どもたちを守るという点では安心感もな

いわけではない。

30代 女 西合志南

児童手当の支払い額について、年収による減額はやめて頂きたい。一時的な収

入により、高額収入者と判断されては困る。
40代 男 西合志南

出産祝い金、育児手当、入学祝い金、チャイルドシート購入補助事業、住宅新築

等奨励金など、子育て支援日本一をうたうには導入すべき制度がまだまだ多いと

思います。明石市を見習ってほしい。

20代

以下
女 西合志南

出産に基づく一時保育サービスなど、ママ友さんから教えてもらわなかったら知ら

なかった。知らずに損している人も多いと思う。
30代 女 合志南

奨学金の世帯所得制限が厳しすぎる。
20代

以下
男 南ヶ丘

須屋地区の保育施設増希望。
20代

以下
女 西合志東

全国に先駆けていろいろな面で支援を開始してほしい。
60代

前半
女 合志南

待機児童が多いと聞くので現在育休取得中だが復帰できるか不安に感じている。 30代 女 合志南

待機児童減少への対策。子ども医療償還制度→窓口でも無料へしてほしい 30代 女 西合志南

多子世帯への追加支援。 30代 男 西合志東

とても子育てしやすいです。ありがとうござます。 40代 女 西合志東

とても子育てしやすく満足しています。 40代 女 西合志南
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とても充実しているが、やりすぎ感もある。医療費免除は小学生まででもよいので

は？
40代 女 西合志南

なお一層の子育て世代への政策を希望します。（保育園と学童の利用料が異な

る）

60代

前半
女 西合志南

何が支援されているのかわかりずらい。発達相談等結局申請した後は市役所がど

う支援されているのかわからない。
30代 男 合志南

妊婦の時、マタニティヨガなどの活動ができる施設が欲しい。マタニティスイミング

もしたい。
30代 男 わからない

年々人口増加し、あと数年で新しく小中学校が完成するので子育て支援にはより

一層力を入れていただきたいです。
30代 女 西合志第一

引っ越してきた頃、子どもが小さく子育てサロン等に参加したく、いくつか問い合

わせたところ、月からの入会しか受け付けしてないというところばかりだった。途中

からの入会も考えてほしかった。

40代 女 西合志東

病後児保育をもっと増やしてほしい。 40代 女 西合志中央

病児保育の充実を。人口に対して少ない。 30代 女 南ヶ丘

病児保育の利用時間を7:00又は7:30開始にしてほしい。（仕事と子育ての両立の

しやすさ 支援の為）
40代 女 西合志東

病児保育施設を利用しようとしたところ、新型コロナウィルスの影響もあり、断られ

た。仕事を休んで子どもの看病を行ったが何のための施設なのか意味が分からな

かった。また電話の対応も悪い印象がある。公務員なので市民の声などの評価で

の給与体制ではないのだろうなと感じました。

30代 男 わからない

病児保育をもっと充実させてほしい。病児保育や20：00まで預かり可の保育施設

等、子育てしながら働き続けられる環境ができればいいと思う。
30代 男 西合志南

ふれあい館などの児童館でのスタッフの方の対応もよく、たくさん遊んでいただき

とても助かりました。
30代 女 西合志東

保育園から認定こども園へ移行していってほしい。待機児童が減少できるようにし

てほしい。
30代 女 合志南

保育園入所の件で… 第2子の育休が1年以内でないと第1子が継続して通えな

い点がもう少し改善していただけたらと強く希望します。今年はコロナウイルスのこ

ともあり、不安がとても大きく危惧しています。（我が家が今年そうなので…）

20代

以下
女 西合志東

保育園の環境の充実 40代 女 合志南

保育園の入所手続きなどヴィーブル以外でもできるようにしてほしい。（申込書の

受け取りだけでもお願いします）
30代 男 西合志中央

保育園を土日祝日もみてくれるようにしてほしい。別のサービス利用では金額が

高く、登録しても利用しにくい。保育園0歳～無償化。子どもの医療費無料はかな

り助かっています。ありがとうございます。

30代 女 西合志南

保育園をもっと増やすべき
20代

以下
男 西合志中央
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保育士の待遇改善。子どもの医療費無料を高校生までに。出産祝い金の付与。 30代 男 西合志中央

未就学児用の全天候型屋内遊具施設を作ってほしい。安く利用できて、滑り台や

大型アスレチック、ボルダリング等ができるとよい。保育園ではなく、認定こども園

を増やしてほしい。

30代 女 わからない

もっとやれてもいいのに。無駄な財政みなおして。 40代 男 南ヶ丘

幼児の一時預かり場所をもうちょっとオープンにしてほしい。今４歳の幼児を子育

て中ですが、利用場所がいまいちわかりません。もう少し子どもを遊ばせる場所を

増やしてほしい（自然に触れあえる場所）

40代 女 わからない

両親が天草に住まい、今は子育ては学童や保育園・病児や学校に配慮していた

だきありがたいと思っています。維持していくことは厳しいことかもしれませんがぜ

ひ市町村の模範となっていると思いますので続けていただくと安心して過ごせると

思います。

40代 女 合志南

臨時休校に伴う学童保育閉鎖により子どもだけの留守番をせざるを得ない家庭が

非常に多かった。犯罪に巻き込まれる可能性が高いので、合志市独自でも何か

対策案、対応をして頂きたかったです。

40代 女 西合志東

子育てしやすい市と行政側は自負している感があるが、住民としては全く実感は

なし。熊本市から転入した身であるが、他市町村に秀でている状況はないと考え

る。

40代 男 合志南

地域によっては保育園に入りずらい。子ども医療費受給者証が使えるのが合志市

だけなのが不便。後から申請しないといけないのは大変。菊陽町のように市外以

外の医療機関にかかっても現物給付方式にしてほしい。

30代 女 西合志東

中学生までの医療費無償はとても助かりますが、必要以上の病院受診など、考え

させられるところもあります。負担にならない程度の自己負担（1機関あたり1000円

/月）程度も必要ではないかと思います。また、子ども手当（？）の圧着ハガキ等

も、希望者のみ送付で良いのでは？広報誌に「今月は支給月です」と掲載があれ

ば、十分かと思います。

30代 女 合志南

中学卒業まで医療費負担をしていただけること、本当に助かっています。 30代 女 西合志南

合志市が子育てしやすいことで私たちもそうですが、子育て世代の市外からの増

加により、今まで古くから合志市に住まれていた方々との間でいろいろと問題があ

ると思いますが、頑張っていただきたい。

40代 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

以前は散歩コースにカードをかざすとポイントが付くシステムがあったのになくなっ

たのが残念。
30代 女 西合志南

インフルエンザの予防接種が受けられない。ワクチンが足りないようだが、希望す

るすべての合志市民が接種できるようにしていただきたい
40代 女 合志南

重い病気にかかった場合は、日赤や他の大型の病院に行くことが多い。合志市に

日赤とまではいかないが市民病院のような医療機関があれば良いと思う。

60代

前半
女 南ヶ丘
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菊陽と比べても10年遅れてます。施設も、街並みも。 40代 男 南ヶ丘

健康診断の費用の補助金はとても助かってます。
60代

後半
女 西合志南

健康フェア―等の開催
70代

以上
男 西合志東

合志市総合運動公園や空き地をもっと一般人が安心してウォーキング出来る設備

にしてほしい。元気の森公園みたいな場所がもっとほしいです。家がたくさん増え

ているが保育園は増えない。

40代 男 西合志中央

合志市には地理的に皮膚科ありません（御代志地区）熊本市まで通院していま

す。ぜひお願いします。
70代

以上
女 西合志中央

合志市よかとことこウォーキングカードをもって公園に行って１km歩いたら1ポイント

もらえるシステムはすごくよかったです、再開してほしいです。
50代 女 西合志中央

子がいる人への支援はあるが子が欲しい人への支援が少ない。不妊・不育への

支援が欲しい。

20代

以下
男 わからない

子育て支援も大切ですが、子育て以前に子づくり支援を手厚くしてほしい。例え

ば不妊治療の費用負担（高額な人工授精の全額負担等）まずは合志市で生まれ

る子どもを増やすことが大事ではないでしょうか。

30代 男 合志南

健康増進に取り組めるような方法をもっと増やしてほしい。→高齢の方々の体の維

持、中年の体力増進
40代 女 西合志南

コロナ対策でマスクを配布して欲しい。 40代 男 西合志南

コロナの影響で、高齢者や弱者への影響が多方面に出てくると思います。今か

ら、終息後も含めて、重点的に対策を考えていく部署も必要かと思います。

60代

後半
男 西合志東

今後も人間ドック体制の充実をお願いします。
60代

前半
女 わからない

再春荘など、国立病院があるのに、なぜ救急病院として受け入れさせてもらえな

いのか。せっかく合志市にあるのに、熊本市内の病院に行くより近くで診てもらい

たい。

50代 女 南ヶ丘

週に５～６回、弁天山でウォーキングをして健康体力づくりに努められ、ありがたい

環境だと感じる。そこで周囲の道を足腰にやさしい柔らかい素材で舗装していた

だくことを希望します。（５月１日から駐車場が閉鎖されると聞き、ビックリしている。

なんとかできないのでしょうか？コロナの心配はわかりますが、そこまで密とは感じ

ません。ご検討をよろしくお願い）子どもの気分転換、体力づくりにも有効である。

70代

以上
男 西合志東

他県や熊本市のように「歩いた歩数をポイント化」できるスマートフォンのアプリの

導入。（ポイントをアンビーの購入や事務での利用）を検討してほしい。
50代 男 南ヶ丘

男性も参加しやすい健康料理教室
60代

後半
男 南ヶ丘

西合志南小校区内にもジムの様な運動器具を備えた施設を建ててほしい。（室内

でウォーキングできる位の広さの規模のもの）
50代 女 西合志南

人間ドック推進。補助額UPと適用病院の拡大。オンライン診療の推進。
60代

前半
男 西合志南

不妊治療に関する支援が少ない。また職員の対応、認識不足を強く感じます。職

員の対応により妻は非常に不快な思いを経験しました。
30代 男 南ヶ丘
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発熱外来,PCRセンター設置。ＰＣＲ検査基準の緩和と保健所判断をやめ、医師が

判断した方が検査できる体制をお願いします。軽症者用の各利用施設の確保と

入院トリアージ体制を。

60代

前半
男 西合志南

保健師さん、市の相談（心理士）の方等の横のつながり。
60代

前半
女 合志

ホットヨガとかジムとかもっと増やしたら若者は絶対利用したいって思ってる。
20代

以下
女 合志

毎年のがん検診ありがとうございます。 30代 女 わからない

夜間等の救急の医療を拡大して欲しい。 50代 男 西合志南

ユーパレス弁天のジム、器具が古くなって修理されていなかったり、故障して、そ

のまま無くなったりしている。新しい器具を入れて欲しい。(今はコロナでジムに行

けてないので、様子わからないけど。)

30代 女 西合志中央

路上喫煙防止条例を作ってほしいです。熊本県は喫煙マナーが非常に悪いと感

じています。受動喫煙防止法、改正されていますので、もっとたばこの害について

の啓蒙活動など積極的に行ってほしいです。

40代 女 わからない

⑥ 社会福祉の推進

基本方針 年齢
性

別
小学校区

30代のシングルマザーですが、母子扶養手当の2人目の金額が低すぎです。少

なくとも母子家庭で余裕のある生活をしている割合は少ないと思います。子育て

支援を語っているのならば、その辺を手厚くしてほしいと思ってます。見えていな

い所で大変な思いをしている現実があるという事を知ってほしいです。理想と現実

は違います。

30代 女 西合志南

介護認定の拡大と認定がなくても利用できる高齢者福祉の充実：入浴介助、ショ

ートステイ
60代

前半
女 西合志南

介護の認定が厳しく思うような。サービスが受けられない。認知症が進行していて

も体力的に歩行等自立していれば介護度が低い。家族は疲れる。

60代

後半
女 南ヶ丘

介護保険の申請での内容ですが窓口で対応された男性職員の人の感情を荒立

たせるような内容で受け答えされました。私の職業が介護施設だとわかっていらっ

しゃるのなら、あのような受け答えだったのだろうかと後日考えさせられ、まったくの

素人さんにもあのような受け答えなのかと落胆したと同時に介護保険申請など個

人で来られる方もいらっしゃるので、わかりやすく説明して頂きたい。私達、施設で

窓口対応の人間に市役所での対応の悪さを話される方がいらっしゃいます。それ

から住民票などの取得時に用紙記入でうるさいくらい横に付いて職員の方があれ

これ話されます。必要な時は皆さん呼ばれるかと。

50代 女 西合志第一

結婚給付金があれば、これから子どもを産んでくれるかもしれない未来ある若いカ

ップル（夫婦）を呼び込めるかもしれない。［結婚新生活支援事業など］

20代

以下
女 西合志東

子育て、高齢者への福利はある程度できているかもだけど、40～60歳代へは何の

対応もない。市からの福利を受けていない。
50代 女 合志南

子育て支援全国一（成人までの医療無料）高齢者支援全国一（医療費一割負担） 40代 男 南ヶ丘
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子育て支援の充実と高齢者にやさしい政策を実行して、人口の増加を図ってほしい。
60代

後半
男 西合志中央

子育て世代にはやさしいと評価されている「合志」ですが、高齢者には厳しいと思

います。町内の高齢者の方が家を離れていかれる現状です。最後まで安心で幸

せに生きていける「合志」であってほしいです。

60代

後半
男 合志南

子育てと高齢者の福祉（認知症の方の家族のサポートなど）については力を注い

でくださっていてありがたいと感じています。
40代 男 合志南

子育てにも力を入れておられて、とても住みやすい市と思う。高齢化への対策、子

ども食堂やボランティアの活動なども周知してほしい。
50代 男 南ヶ丘

子育てには力を入れているようだが、高齢者や障がい者へも力を入れて欲しい。

介護認定も厳しすぎるのではないか。介護の住宅改修の申請から、時間がかかり

すぎると思う。

70代

以上
女 西合志南

生活保護を受けている方が緩和ケア病棟への入院ができていない。熊本市など

は行えるのに。合志市は全くできないため、その理由を明確にしてほしい。
40代 女 西合志南

悩み、苦しい人たちが話せる環境が必要です。ゲートキーパー養成講座等の充

実をお願い致します。心のケアに関する情報が欲しいです。

20代

以下
女 西合志南

認知症対策に期待します。
60代

後半
男 西合志東

ひとり親家庭に子どもに対してのいろいろな体制がほしい！特に保育園の延長金

とか・・・（お金ない）
30代 女 わからない

ひとり親世帯へのサポート支援を充実してほしい。
60代

前半
女 合志南

ひとり親でかつ障害児を持つ家庭にはその生活の困難さを理解し、手厚い支援

や補償を強化してもらいたい（「（－１）+（－１）≠－２」ではない）※昨今のコロナウ

イルスの影響でさらに困窮してしまう。※放課後デイサービス利用回数制限をなく

してもらいたい（31日を上限）

40代 女 西合志東

フードドライブを推進し、子ども食堂へつながるような流れを作ってほしいです。 30代 女 西合志東

福祉施設、体育施設等がまとまりがなく、総合的に集中する場所が欲しい。またで

きればアクセスも必要と考えます。

70代

以上
男 西合志第一

福祉についても充実させるには財源問題が取りざたされますが、税金に対する国

家行政の認識に間違いがあります。市民、国民、政治家の多くが国の借金という

嘘と国際のデフォルトの可能性という嘘に気づく必要があります（行政マンには正

しい貨幣経済の勉強が今後必要です）

60代

後半
男 西合志南

福祉の充実は高齢者対応に偏ってはならない。未来を担う子ども達に愛情を注い

でほしい。健康寿命を平均寿命に近づける施策が重要と思います。

70代

以上
男 わからない

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

近所にスーパーが少なく、買い物が不便で、今後車の運転ができなくなったらと

思うと不安です。

60代

前半
女 西合志中央
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合志市は高齢化率は他市町村より低めではありますが、確実に高くなっていま

す。介護人材も不足していきます。婦人部なども消滅していますが、住民同士の

互助が必要。商工会や青年会、老人会なども活用を！！

50代 女 合志

高齢者が多い区では一人ひとりへ情報が入りにくいと思います。 50代 女 西合志第一

高齢者が気軽に立ち寄れる場所がない。フレイル防止をもっと行っていくべきかと

思う。

60代

後半
男 合志南

高齢者が健康づくりや趣味に積極的に取り組めるような施設が少ない（近くにな

い）
50代 男 合志南

高齢者が子どもたちと一緒に新しいことを学ぶ機会を増やすべき。どちらも同じス

ピードの学習ができる年齢を狙う。
30代 男 合志南

高齢者が自立して長く暮らせるように、掃除、買い物サポート、車を運転しなくても

行ける病院の環境を作ってほしい。なかなか認定下りないと大変。
40代 女 西合志東

高齢者が働ける職場を増やしてほしい（年金では生活していけないので）
60代

後半
女 合志南

高齢者支援体制の強化。世代間のコミュニケーション強化。
60代

後半
男 合志南

高齢者支援を増やしてほしい。 30代 女 西合志南

合志市には高校生の頃から住み始めてます。市の情勢には疎いながら、住みや

すい環境で安心できます。ただ、豊岡の各団地は次第に高齢化が進んでおり、将

来的には少々不安もありますが、そのあたりの取り組みを考えていく必要性を感じ

ております。

50代 男 合志南

高齢者でも利用できるオンラインシステムの充実（病院通いを車で行く前に診察し

てもらうなど・・・タブレットを利用する。）

70代

以上
男 西合志東

高齢者の就労施策。 50代 男 西合志東

高齢者のみの住宅に安否確認できるシステムを導入または合志市全部の住宅に

上記機能プラス防災、防犯情報が双方向で伝わるシステムを構築してほしい。固

定電話やスマホを活用しての仕組みです。

60代

前半
男 西合志東

高齢者への接触時間やサロンなどへの積極的参加回数を増やすことが必要と思

う。

70代

以上
男 西合志中央

高齢になっても何か得意なことをしていただく（例えば）毛糸でままごと（人形）の帽

子を作っていただいたりすることで意欲を出していただく。

60代

後半
女 西合志中央

市介護タクシーや市の買物移動販売等高齢者が1人でも生活出来る環境。
70代

以上
男 合志南

シルバー人材センターの内容を大幅に見直すべき。現行体制は全くダメと思う。

高齢者に対する考え方が間違っている。

60代

前半
男 西合志東

専門の資格を持った数名の管理のもとで、高齢者退職者など時間に余裕がある

方たちに労働してもらい、安価で学童のような施設、教育（学習）を担っていただ

けると･･･。今後高齢者増加に伴い、子どもの支援だけではなく高齢者の生きがい

になるようなものを作っていかなければならないと思います。土地を無料で貸して

いただき、農業をしてもらうとか？！料理を子どもたちに教えていただくとか？！

40代 女 合志南
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超高齢化社会（2025年）に向けて健康寿命の延伸の施策の策定。具体的な取り

組みと生きがいを感じる町づくり。

70代

以上
男 西合志中央

特別養護老人ホームの増設
70代

以上
女 西合志東

南部の住宅地に住んでいるが、高齢化が進んでいる。介護施設が今後不足する

と思うが、その対策に市が力を入れているのか不安です。

70代

以上
男 合志南

年齢とともに生活に不便を感じる（交通）主人ともども介護認定、支援を受けている

ため。でも現状に沿って明るく元気に生活することを心掛けたいと思います。

70代

以上
女 わからない

年齢を問わず介護をしている側の集いの場が必要です。心のケア、話せる場が欲

しいです。
20代

以下
女 西合志南

ユーパレス弁天などお年寄りが多くいるが、何もせずに涼みに来ている人もいると

思うので入場料50円くらいとった方がいいと思う（運営費はかかっているので）
30代 女 西合志南

私達の地区では60代70代がボランティアで80歳以上の方を月1回社協よりサロン

が行われています。皆さん元気で楽しみに参加されいます。
60代

後半
女 合志

高齢者に親切で福祉に力添えいただきありがたいと思います。
70代

以上
女 わからない

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（児）の自立と社会参加の促進は、具体的に何をされましたか。 30代 男 合志南

合志市での障がい者や持病がある人の雇用を考えてほしい。 40代 女 合志南

様々なイベント、事業等で障がい者の方々の来場を考慮した設定が不足している

ように思える。

60代

前半
女 合志南

障がい児が高校を卒業してから、自立と社会参加のためにも地元で就職、住まい

（グループホームなど）一生、育った地域で生活できる場を工夫してほしい。
50代 女 南ヶ丘

障がい児も安心して預けられる場所があるとうれしい。高齢者用の児童館みたい

なところがあるといいなーと思う。
30代 男 西合志南

障がい者活動の活性化
70代

以上
男 西合志南

障がい者支援施設や作業所などを増やす 40代 女 合志南

障がい者の雇用の充実をしてほしい。例えばごみ袋やマスクの工場などを作った

りしてもいいと思います。保育園や幼稚園に発達の子どもが増えているので先生

たちの研修を増やして、受け入れる体制を取ってほしいです。

40代 女 合志

障がい者の社会参加をもっと促進してほしい。
60代

前半
男 南ヶ丘

障がい者への理解を深める場が身近に感じられる機会があれば良いと思う。
60代

後半
女 西合志南

障がい者向けグループホームの充実・支援。 40代 男 西合志中央

障がいのある子を持つ親として安心して死ねる確たる福祉制度があればと思う。
70代

以上
男 合志
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発達障がいを持つ子どもも増えているのでサポートできる合志市であってほしい。 30代 女 西合志第一

バリアフリーの賃貸住宅、グループホーム、身体障害者の職業の場を作ってほし

い。
50代 女 合志南

人とのコミュニケーション難しい、集団が苦手、少人数での障がい者が集まり、安

心できる場がない成人のためのつどいの場があるとよい。障がい者地域活動セン

ターに申し込もうとしたが本人をみれる職員がいないため断られ、家でみるしかな

い。

20代

以下
男 西合志東

もっと触れ合う機会があることで健常者（児）との自然な関係が作られることを希望

します。

60代

後半
女 西合志中央

障がいがある子どもを育てています。障がいがある子との日々は大変ながらも実り

ある豊かなものとなっていて、それは合志市の温かい支援があるからだと、とても

感謝しています。近い未来、そういう子育てをしながらも仕事に就きたいと思って

います。支援学校の登校時間が遅い（9：20～）などたくさんの課題がありますが、

ぜひお力を貸していただきたいです。

30代 女 合志南

（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

子育て支援の充実、健康づくりの推進、社会福祉の推進、高齢者の自立と支援体

制の充実、障がい者（児）の自立と社会参加の促進、すべてにおいて希望しま

す。

70代

以上
女 西合志南

健康づくり及び高齢者の自立と支援体制の充実をよろしく。
70代

以上
男 合志南

健康づくりの推進、社会福祉の推進、高齢者の自立と支援体制の充実、障がい者

（児）の自立と社会参加の促進はよく分かりません。今のところ自分が必要としない

ので、必要な時に相談したい。

40代 女 西合志南

社会福祉の推進、高齢者の自立と支援体制の充実はとても充実している。連携が

取れて心強い。きめ細やかに対応してもらえている

60代

前半
女 西合志東

ユニバーサルクッキングの講習 30代 女 西合志東

「20年後はこんな感じですよ」みたいなアナウンス 50代 男 西合志中央

合志市は、福祉の面では大変手厚いと思います。他の市町村の方からうらやまし

がられます。

60代

後半
男 西合志中央

かなり充実していると感じている。このまま継続してほしい。 40代 男 西合志東

現在の路線を続けてほしい。縮小されないように。
70代

以上
女 西合志南

合志市は福祉が充実していると言われるが、生活していて、それが分かりにくい。

市外から引っ越してきた人にも分かりやすい冊子やＨＰを作成するなど、点と点を

つなぎ、それを市民に周知できる媒体づくりをしてみてはどうか。

30代 女 西合志東

合志市は福祉対策はよくできていると思います
70代

以上
男 合志

合志市はよくできていると思う。
70代

以上
男 西合志東
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個人的には恵まれた状況であると思うが、それをうまく使いこなせない人々がいる

ことは確かなので行政の力が大きくものをいうだろう。

60代

前半
女 合志南

自助努力、自己責任をもって財政に負担かけない方法を最も考えるべき。
60代

後半
男 西合志東

良くできていると思います。 40代 男 西合志東

子ども、学童は社会に世話になっている。しかし社会への貢献は全くゼロ
70代

以上
女 合志南

＜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

１クラス当たりの児童数をもっと少なくすべきでは？教員の増加・充実を。特認校

制度を導入してほしい。
20代

以下
女 西合志南

ICT教育の充実・指導法（市内・県・放送局等の連携）
70代

以上
女 合志

ICT教育の推進。特別支援教育の充実。教員の質の向上。 30代 男 西合志東

IT系や最先端の技術を学べる高校を建ててほしい（全国から生徒が集まるような） 30代 女 合志

オンライン授業の推進。田舎ほど必要だと思う。
60代

後半
女 合志南

オンライン授業の促進。専門のオンライン担当の方(教員でない）を配置する必要性。
60代

後半
女 西合志東

各学校の行事（発表会）などで小さい子どもに対して保育士を派遣して親がゆっく

り見られるようにした方がいいと思います。各学校に特別支援学級に２～３名の専

門の先生を入れて障がいを持っている子の教育をしてほしいです。

40代 女 合志

学校給食をおろそかにしないでほしい。人員不足なら、それに対しての柔軟な市

の対応（働く時間帯や、給料など）が必要だと思います。少しなら働けるという人も

たくさんいるはずです！子どもの人間の体をつくる、心をつくるための大事な食

事、給食を、大事に考えてください！

40代 女 合志南

学校教育に関して施設面の充実（特に乾式、洋式トイレ）。 40代 男 西合志東

学校に勤務する市の職員をもっと増やしてほしいです。そして今以上に手厚く保

障するよう予算を増やしてほしいです。不登校に対する支援や学習に対する支

援、小中学校の介護に対する支援、学校は人手が足りていません。

30代 女 南ヶ丘

学校の生徒が増えすぎていて授業参観もまともに見れない。 40代 女 西合志中央

学校のトイレの悪臭がひどくてトイレを我慢してしまうようです。よろしければ古い学

校のすべてのトイレを見回り、何か対策方法を考えていただくとありがたいです。よ

ろしくお願い致します。

40代 女 南ヶ丘

学校の部活動が廃止される中、塾やクラブに行けない子ども達が体力、学力で差

がつかない取り組みが必要。
50代 男 合志南
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義務教育（中学校）までの整備はある程度充実していると感じるが、それ以前の進

学となると合志市はとても不便。子どもは増えており、小中一貫校もできるので、そ

れ以降の進学も、もっと充実できるようにしてほしい。交通網や通いやすい環境など。

30代 女 西合志南

義務教育の学校の運営について（特に中学校）生徒の意見を反映できるようにし

てはどうか。オンライン授業の導入を積極的に考えて欲しい。
40代 女 西合志東

義務教育の実行に格差を生んでほしくない。成人の生涯学習やスポーツはそれ

なりの情報があれば十分やっていくだろうけど子どもに関しては社会での対応が

必要な気がする。

60代

前半
女 合志南

義務教育は人間の根幹をはぐくむ時期です。一人ひとりを大切に最大限の配慮

をお願いしたい。
70代

以上
男 わからない

給食費の負担が少なくなるとありがたいです。 30代 女 西合志東

教育の充実。中学校での学力upが重要。クラス崩壊等ないように 40代 男 西合志中央

教育の無償化
60代

後半
男 西合志中央

教育は人材開発の要です。子ども達の将来性を重視した教育環境づくりが最も大

切です。

60代

後半
男 西合志南

教育やスポーツが苦手な子どもに対する個別的な関わりを推進してほしい。誰も

が馴染みやすい場を作る必要がある。
30代 男 西合志中央

愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶという例えがあるように義務教育、生涯学

習を強力に進めてほしい。特に学校教育では読書。国語を理解することで英語、

数学等の点数が上昇する。

60代

後半
男 西合志中央

熊本学園大学のグラウンドがあるので、大学と連携して、新設学部のキャンパスを

誘致したりできないか？そうすれば都心部とのアクセスも改善されたり、学生向け

の店舗や、アパートが設置されたり、人の流れが変わると思う。高齢者や子育て世

代の事だけでなく、若者をどう取り込むかが、自治体の活力に大きくつながると思

う。

40代 男 合志南

熊本市ではタブレット学習が始まっていますが、合志市の義務教育の中では取り

入れていただけないのでしょうか。コロナで長期の休みが続いてて公園ばかり賑

わってます。また学習の遅れにも気になります。

50代 女 南ヶ丘

熊本市同様、子どもたちにタブレット配布などを充実していただきたいです。 40代 女 西合志第一

熊本市との教育レベルの差がすごくあると思う。教育の充実をお願いしたい。 40代 女 西合志南

合志市で教育事業を始めたい知り合いがたくさんいますが、誘致できていない。

子ども達や親の学力ｕｐ、文化体験の場が少ない。熊本市まで習い事へ通わせて

いる。

30代 男 西合志東

合志市内に高校を作ってほしい。 40代 男 西合志南

合志市に高等学校建設を求めます。あるいは中高一貫校もありだと思います。 50代 女 西合志東

合志市にも高校ができたならいいのでは？ 40代 男 西合志南

合志市は他、特に熊本市との学力の差（義務教育）が大きい。熊本市内の学校に

進学できる立地にありながら、学力が低く、ハンデがある。
40代 男 合志南
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合志中学校の学級は大丈夫でしょうか。 40代 男 南ヶ丘

高等学校の設立を検討してほしい。 50代 男 西合志第一

公立学校になじめない子への支援も。1クラス30名以下にしてほしい。多すぎる。 30代 女 南ヶ丘

子どもは将来の宝。教育には力を注いでほしい。
70代

以上
男 西合志南

この時期（今年はコロナウィルス）に学校で2学期制（前後期）を導入した意味が分

からない。モデル校にしたいのか、混乱する。
70代

以上
女 西合志東

コロナで休みになっているので、いろいろと人数が多くて（他の地域より）難しいか

もしれないが、タブレット授業なども考えてみてもらいたい。少ない地域と比べると

難しいかもしれないがオンラインを整備したり･･･wifiを児童のみ使用できる等（制

限はもちろんかけて）

30代 女 西合志南

コロナによるオンライン授業等がない。メールもこない。合志市教育委員会っても

…PCできない人がたくさんいて時代遅れでは。若い人を入れないと。
40代 男 南ヶ丘

コロナによる休校での学力低下が心配だ。 40代 男 西合志南

コロナの影響もあるのでオンライン授業ができるようになってほしい。 50代 女 西合志東

今回のコロナウィルスのように休校の場合、ネット環境や学習環境を速やかに考え

て対応していただきたい。共働きでもあるため子どもの学習になかなか関われな

いため不安です。

30代 女 南ヶ丘

小学校の学童保育の充実。そのため施設等の場所を確保し、安定した指導者が

確保できるよう支援すること。タブレットの充実と活用。小中学校の学習以外にも

高齢者にも有効となる

70代

以上
男 西合志東

小学校の児童のクラス定員の数が多すぎる。これでは満足な学習指導は望めな

い。

60代

前半
男 西合志東

小中学校でタブレットなどの導入によりコロナの時にも授業が継続できる環境を作

ってほしい。
40代 女 西合志東

小中学校でのSDＧsへの取り組みをするといいと思う。 40代 女 合志南

市立高校の設立もしくは県立高校の誘致(定員1学年80名か120名程度）
60代

前半
男 西合志東

人口増加の地域差があり、学童数が増えすぎている小学校があるのではと不安視

しています。

60代

後半
男 合志南

新設校（楓の森）における教育と学童がスムーズに運営されてほしいと思います。 40代 男 合志南

優れた人材、学力をもつ子どもや若い世代に支援拡充してよいのでは？合志市

から世界で戦える人材。
40代 男 西合志東

生徒一人にタブレットの利用。学校のコロナ対策→消毒液、マスクの常備。 40代 女 西合志南

大学生をアルバイトで雇い、小中学生を格安で勉強教える。
60代

前半
男 西合志東

タブレット授業を進めてほしいです。インターネット環境が整っている家庭ばかりで

はないと思うので、そのタブレットがあれば学校とだけでもつながれるような設定を

して、子ども一人ひとりに配布してほしいです。

30代 女 西合志東

タブレットなどを配布してあげてほしい。 50代 女 南ヶ丘
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タブレットの活用 40代 女 西合志東

中学生のたむろ等、巡回、指導を徹底してほしい。自転車ルールの悪い中学生

が多い。
40代 女 南ヶ丘

中学生の品行が悪すぎると感じる。非常に不愉快なことが度々ある。中学生といえ

ども地域で暮らす一員としての基本くらいはきちんと教育してほしい。
50代 男 南ヶ丘

中学校が遠い。 40代 男 南ヶ丘

中学校での特別支援学級はまだまだ足りません。人員や知識等（特に知的障害

のない子に対して）高校へ進学するのに普通高校を選ばないといけないから中学

校３年間はたくさんの支援が必要です（自らの経験）。通級も人数が増えていくの

で、利用が制限されてしまい、もったいないです。何の支援かわかりません。

30代 女 合志

中学校までの通学距離が長すぎる。
60代

前半
男 南ヶ丘

中学校をもう1か所（南ヶ丘小校区）に設立してほしい。
20代

以下
男 南ヶ丘

低所得者家庭で塾に行かれなくても同じ程度の学問を身に付け、貧困の連鎖が

子どもたちに影響されないくらいの教育を望みます。また今は新型コロナウィルス

による教育の遅れで塾でのオンラインによる教育が受けられる生徒、そうでない生

徒、教育の格差が大きくなると思いますが、そこのところどうなるのか？また、部活

が厳しく、帰宅すると夕食もそこそこ、すぐ眠ってしまう、宿題もできないと聞く、どう

思われますか？

70代

以上
女 西合志南

西合志第一小学校は生徒数が少なすぎるので統合した方がよいと思います。 40代 女 わからない

もっと学力向上、レベルアップを望む。タブレットを持たせる等また教員の質の向

上を（熊本市に比べて教員の頑張りが足りない）

60代

後半
女 西合志南

もっと教育時間数を増やしてほしい。少ないと思う。 30代 女 西合志中央

休校が続くとオンライン教育が必要だと思う。 40代 女 西合志南

合志市には普通の県立高校がないので作ってほしい。 40代 男 西合志中央

小学校、部活動がなくなり、仕事をしていると子どもの習い事の送迎はまず無理。

何も出来ないまま。
50代 女 西合志南

小学校送迎バスはわざわざ団地住宅街の狭い道路に来る必要あるのか？もっと

広いユトリック団地入口で止めるべき。広くて良いと思う。家の前に車を止めていた

らどかせと言われ気分悪かった。

70代

以上
男 わからない

⑩ 生涯学習の推進

基本方針 年齢
性

別
小学校区

ヴィーブル内の図書室を独立させ大きな図書館を作ってほしいです。
60代

前半
女 南ヶ丘

英語教育無料の街（年齢制限なく英語を学ぶ機会を与えることで世界に通じる人

を育てる）
40代 男 南ヶ丘
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子育て日本一をうたっている割に、図書館が市の直営ではなくなっていたり、教育

を軽く見ているのではと思う。
40代 女 西合志中央

子ども向けの生涯学習講座を増やしてほしいです。 30代 女 西合志東

コロナの自粛が続いていますが、子どもたちにとって今だからこそ本を与えてあげ

たいと思います。図書館利用ができないのは分かりますが、子どもたちに本が届く

方法を考えてほしいです！移動図書館で青空図書館とか…？

40代 女 合志南

生涯学習・スポーツは時代の変化に合わせ内容を変えていくことが必要。ネット教

育環境づくり・貸与や補助など（オンライン学習環境）

60代

前半
男 西合志南

生涯学習をよく利用しますが、今後とも充実をよろしくお願いします。
70代

以上
男 合志

図書館が全体的に暗い（建物自体も古く）印象です。光をもっと取り入れたり、建

物を新しくしたりはできないのでしょうか。子どもが過ごす部屋（特に西合志）が暗

く怖い印象です。スタッフの方の対応もいつもいいのですが、建物が暗いのが残

念です。（合志市の建物全体的に）

30代 女 南ヶ丘

図書館がどこかで小中高生が自習できるスペースを開放してほしい。（コロナが終

息してから）
50代 男 西合志中央

図書館は充実していて利用している。 30代 女 合志

図書館を大学のように勉強ができる空間にし、若年層の利用を増やしてほしい。
20代

以下
女 合志

マンガミュージアムの入場料ですが、中学生もお小遣いが少ないので、小学生同

様無料にしてあげてほしいです。
40代 男 西合志東

公民館は昔からの一部の住民が独占利用し、費用負担だけ広く住民に求めてい

る。健康づくりや生涯学習の場として利用が不十分。
40代 男 合志南

図書館(西合志)は便利で、本も多くよく利用している。いつもありがとうございます。 30代 女 西合志中央

図書館が充実していて、とても使い勝手がいいのが、とてもありがたいです。高齢

者の母が花道のおけいこに通っています。(学習センターで開催されている。)年

寄りはとかく引きこもりがちなので、楽しそうに通っているのは、ありがたいです(友

達とお茶の時間も楽しみらしいです。)これからも続けてほしいです。

40代 女 西合志南

⑪ 生涯スポーツの推進

基本方針 年齢
性

別
小学校区

２月にできたフィットネスジムみたいなの使用してみたかったです（弁天温泉のジ

ムも）
40代 女 西合志中央

ヴィーブルで行われているスポーツ教室などの情報が少ない。クラブこうしの活動

もわかりにくい。
30代 女 合志

ヴィーブルのジムを日本人女性でも使いやすいものにして欲しい。現行は大きす

ぎる気がします。あと下半身の機器を増やして欲しいです！
30代 女 南ヶ丘

運動ができる設備を整えてほしい。
70代

以上
女 合志南
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運動公園（中央）をもっと整備してほしい。
60代

前半
女 合志

運動する場の確保・整備、市民への案内が不十分。健康づくりへの啓発も不十分

であり、例えば体育館やスポーツジムの整備や利用助成するやり方もあると思う。
40代 男 合志南

屋外施設が少ないので人工芝のグランドの設置希望。 40代 男 合志南

菊陽町のような取り組みをぜひしていただきたい。わざわざさんさんの湯のジムま

で行っているのでそれを充実させたらお金を入れる窓口になります。月7300円か

かっているので、よろしく。ズンバ教室も充実させてほしい。夜の部を入れて仕事

終えてのプログラムもお願いします。

50代 女 合志南

公園の設備、遊具の老朽化の改善。ナイター照明が暗くて夜間のスポーツをして

いる人がかわいそうに感じます。
30代 男 西合志東

公共の運動施設の使用手順がわかりにくい。また運動施設が少なく感じる。熊本

県、市の公共施設予約システム「よやくまくん」のようなネットで予約が簡単にでき

るツールが欲しいと思った。合志運動公園はもっと活用できるスポーツを増やすよ

うにリニューアルした方がよいと思う。フットサルなど最近流行しているスポーツが

できる施設を増やすべきだと思う。

30代 男 わからない

合志市民が利用できる場所や条件がわからない。もっと情報発信してほしい。 30代 男 合志南

高齢者でもできる軽運動の推進。
70代

以上
女 西合志東

室内で体を動かせるところが欲しい。（高齢者や小さな子どもたちも動かせるような

感じ）

20代

以下
女 西合志第一

生涯学習のメニューを増やしてほしい。 40代 女 南ヶ丘

生涯スポーツを夜や土・日も充実させて欲しい。 40代 女 西合志南

小学校が社会体育に移行されたが、過度な練習や指導者の気質の課題も出てき

た。完全に学校と切り離すのではなく学校と連携は行ってほしい。
40代 女 合志南

スポーツ教室の拡大。ジョギングロードの新設。
60代

後半
男 南ヶ丘

水中運動を週２回利用してます。今はコロナのため公園や家の周りを歩いてます

が、膝や股関節に負担を感じます。つくづく水中運動をありがたく思います。皆さ

ま、先生に会えるのも楽しみの一つです。早く運動が再開される日を心待ちにして

ます

70代

以上
女 西合志東

激しいスポーツを避けてほしい。
70代

以上
女 合志南

プールが近くにないため、造ってほしい。
20代

以下
女 南ヶ丘

プールの熱中症対策→屋根の取り付け等。体育館の熱中症対策→エアコン。 40代 女 西合志南

弁天プールの水温をあげてほしい。とても寒いです。 40代 男 西合志東

弁天山から御代志駅を歩行者専用、サイクリングロードを作り、安全に気軽に行け

るようにする。（あと何kmとかも表示）弁天山を合志のランドマークとして活用。（御

代志駅に自転車レンタルおく。京都伏見稲荷大社みたく千本鳥居を建てるなど）

40代 男 西合志東

万歩計の使用。気軽にスポーツできるように現金に換えるように。
60代

前半
女 合志



23

野球、サッカーグランドの整備（高校以上の公式戦ができる球場、グランド） 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

なぜそれが必要なのかを基本からわかりやすく市民に理解させてから活動しない

と浸透は困難と思います。

60代

前半
男 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

郷土に誇りを持った人材の育成→魅力に満ち溢れた市（町）づくりの推進。合志

市の歴史、伝統文化を冊子にして小中学校で活用する。観光面の充実。
60代

後半
男 南ヶ丘

合志市の歴史・伝統・文化のデータ化（オンラインでの利活用で学校でも、一般人

でも学べるように）

70代

以上
女 合志

合志市の遺跡等や歴史的な建造物等について、もう少し力を入れるべき。
60代

前半
女 合志

合志の日などイベント日を作り、安売りや祭り化。ブランド化認知度を上げる。
60代

前半
男 西合志南

合志の歴史に触れる文献、案内等がないので知りたくともわからない。
60代

前半
男 西合志東

合志の歴史を深く知りたいとは思うが機会は少ない。 40代 女 西合志南

高齢者の活用、読み聞かせ、伝承工芸等広報の充実を。
60代

後半
男 南ヶ丘

子どもたちに合志の歴史や特徴を教えるなど、地元愛を育んでほしい。市民が合

志に愛着を持ち、誇りを持てるようになれば、遠い未来の人口減・人口流出を防

げるのではないかと考えます。

30代 女 西合志東

市外からの転入者なので歴史や特産物をもう少しアピールすれば市に興味が出る。 30代 男 合志南

小・中学校で合志市の歴史などそこまで深くはしていないような気がするので、熊

本の歴史と一緒に学べたらいいのかなと思いました。

20代

以下
女 西合志中央

それを楽しく伝える工夫。歴史、伝統、文化を学ぶことがどういうことかどんなメリッ

トがあるのかを伝えてから広げる。
30代 男 合志南

体験できる合志伝統館等
70代

以上
男 西合志東

郷土史愛好会がありますが、愛好の方も多く、市としても、健康面を含めて更なる

ご支援を。

60代

後半
男 西合志東

歴史等は新しい住民にとっては接する機会がないと思います。
60代

後半
男 合志南

自分が住んでいる土地の歴史は気になる。ただ、どのように調べたらいいか、どこ

に情報があるか分からない。機会があれば嬉しい。
30代 女 西合志中央

なぜそれが必要なのかを基本からわかりやすく市民に理解させてから活動しない

と浸透は困難と思います。

60代

前半
男 西合志東
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（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

各種スポーツ、趣味経験者にて春秋にスポーツ教室を開催する（毎期）。
60代

前半
男 西合志東

生涯学習、生涯スポーツ講座が対象年齢よりはずれているため不満です。 50代 女 合志南

生涯学習、生涯スポーツとても進んでいると思う。担当の方々が企画をしっかり立

ててくださりありがたい。
50代 男 南ヶ丘

生涯学習、生涯スポーツをする場所がなさすぎます。小さい公園ばかりで、スポー

ツなんか出来ない。
40代 男 南ヶ丘

公民館(？)などで行われるような教室。平日は昼間ばかりで、興味引かれても参

加できる時間帯には開講されていない。
30代 女 西合志中央

学校の先生、その他スポーツや文化講座;等の指導者の方々のスキルUPを図る

ための施策。

60代

前半
女 合志南

熊本市内に比べたら対応が遅いと思います。 40代 女 合志南

合志市はよくできていると思う。
70代

以上
男 西合志東

子どもは宝、教育は金かけるべし、但し、大学出た後帰郷すべし、人材育成に金

かけるべし。

60代

後半
男 西合志東

良くできていると思います。 40代 男 西合志東

親(児童、学生の親)の教育(一般常識)を！！
60代

後半
男 西合志中央

＜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

阿蘇の噴火による対策があるのか疑問である（小中高生の通学はどうするのかetc）。 40代 男 南ヶ丘

合志市は何かあったとき（災害等）に他県市町村への人や物資等のボランティア

対応はどうなっている？地震の時にそれが行われておらず、大変だったのではな

いか？水等の応援も遅く、自衛隊を頼らざるを得なかったのではないか！自分た

ちのこともだけどもっと他への対応も変えるべきではないか？自分が良ければい

いという時代ではない。

50代 女 合志南

合志市立の病院化、再春荘病院の拡充。災害時の拠点として作ってほしい（VF

パンデミック、戦争、地震、洪水など）熊本市、菊池市に頼ることなく自前で何とか

できる体制を。

40代 男 南ヶ丘

これまでの防災対策では対応できないことを、この新型コロナ対応で改めてわかる

ことも多くあります。予測できないことを他都市町の動向を入手したり、発想の転換

できることはすぐとりかかるべきかと思います。合志は、河川・洪水等のリスクは少

ないかと思いますのでその分、これまでの防災で足りないところをいかに見つけ対

策していくかと。

60代

後半
男 西合志東
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コロナ対策。若年者の雇用の充実。
20代

以下
女 合志南

コロナ問題に対する対応、支援策など。熊本市に比べても動きが遅い。 30代 男 西合志東

今回のウィルスetcが起きた時、外出しないでも生活が何とか最低限はできる環

境、インフラの調査・整備。オンライン(zoom）を使って、学校や行政、病院etcと連

携し合う。そういったところ（関係各所）同志の連携づくりや仕組みをビジネス化し

て市民が行うとか。

40代 女 西合志中央

今後一層進む高齢化老齢化への対応として極力難民を作らないよう、交通機関

の整備、道路網の拡充などに取り組んでもらいたい。

70代

以上
男 合志

地震後の給水などで不便を感じたが、（当初、西合志市役所と合志市役所の2か

所のみ。案内も放送のみ、時間もわからず困った）その後、今後のためにどういう

風にしていくのかアナウンスがないままの気がする。

60代

後半
男 合志南

市に防災士連絡協議会が１年前に発足しましたが、何も機能していません。もっと権

限を付与し、自由に活動できるように改善してほしい。（形だけの組織では駄目です）
60代

前半
男 西合志中央

新型ウィルスへの対応が遅すぎる。市民への情報提供は？HPの更新もない。高

齢者への情報提供も遅いのでは？
30代 女 南ヶ丘

全面的に見ても高齢化率は低いほうですが、職場が市外の方が多く、有事の際

に活動できるのは、日中はやはり高齢者を中心に考え組織作りをしておく必要が

あると思います。

60代

後半
男 西合志中央

台風、地震、今回のコロナウィルス等市として細かにどういう状態などを報道してほ

しい。県に任せないで市としてきめ細かに指導してほしい。

70代

以上
女 南ヶ丘

物理的危機管理の推進は必要とあらばためらわずに実行する。予測可能である

状況を踏まえて職員間に共有する方法を徹底しておく。市民は精神的危機管理

を常に念頭に持っていてもらうような情報を提供するようにする。

60代

前半
女 合志南

⑮ 防災対策の推進

基本方針 年齢
性

別
小学校区

一斉放送が聞こえにくい。内容がわからず困惑する。
20代

以下
女 西合志南

大雨の時に道路が水につかるところの解消。 40代 女 西合志中央

屋外の防災放送は音が反響して何を言っているのかわからない。 40代 男 合志南

管内放送ですが、音は十分大きいのですが、反射して内容を聞き取るのが困難

な場合が多いです。町内の各地点で確認してもらい改善をお願いします。話し方

の工夫でかなり改善されると思います。

60代

前半
男 西合志東

災害時の合志市独自の備蓄は十分なのか？ 40代 女 南ヶ丘

災害時のセーフティネットが住民数をカバーできていないと思う。有事の際になっ

て後手に回らぬようにコストバランスを取り対応してほしい。
40代 男 西合志東
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災害時の避難場所が自宅から近い場所でなく遠い場所に決められている。
70代

以上
女 合志南

災害時の避難所の充実 40代 男 西合志中央

災害時の水の確保（熊本地震の時のような） 40代 男 南ヶ丘

市からのスピーカでのお知らせがわかりにくい。何回か復唱された方がよいと思い

ます。

70代

以上
女 西合志南

市からの放送、アナウンスが聞こえにくいです。以前住んでいた場所からは窓を

開ければ聞こえましたが、今住んでいるところは窓を開けても聞こえにくいです。ス

ピーカーのそばに住んでいる方はうるさく感じるのではと思います。どうにかならな

いでしょうか。

30代 女 南ヶ丘

市からの放送が時々聞こえにくいことがある。 30代 女 西合志東

市の放送がとても聞きとりにくい。メールやLINEが他市のように活用できないのか 30代 女 西合志南

時報は非常にうるさく感じるが、その他の（重要な）お知らせが聞こえにくい。 50代 男 南ヶ丘

住宅集中地域の防災拠点追加設置
60代

後半
男 合志南

合志外の方から時報のチャイム(音)(昼夕など)がありいいですねと言われたことが

ありますが、今は12時はないようですね。なぜ？でしょうか。中止するのであれば

夕方も中止すべきでは。でも合志市の音としてやはり続けてほしいですね。12時も

私には大事なものですので今後よろしくお願いします。

70代

以上
女 南ヶ丘

新開地区に住んでおりますが、マイク放送が聞こえにくい。何だか「ダブって」いて

よく聞こえません。前から区に行っていますが改善されません。
60代

後半
男 西合志東

地域では災害の時、例えば地震の時、1か所に集まり、ゾロゾロと歩いて避難所を

目指す訓練をしているが、全く非現実的である。熊本地震で何を学んだのだろう

かと疑問。1か所に多くの人々が避難を集中するのはもう改めた方がいい。

60代

後半
女 南ヶ丘

地域防災、自警消防団等の拡充 30代 男 合志

前回の地震では多くの人が夜間は家から離れ車内等に避難していたが、次に予

想される南海トラフ地震時も同じように想定される。車で自宅を逃げ出す。したが

って安否確認をよく進めるために各戸玄関口または門扉付近に大きくわかるよう

に”家族全員無事”などと貼り紙で知らせるように決めた方が良い。ちなみに御領

区では組長が安否確認にあたる。

60代

後半
男 合志

町内放送が聞き取れない。大雨の時等の放送が聞こえないので危険を感じる（ベ

ランダに出ても聞き取れない）
40代 男 わからない

避難勧告などの一斉放送があまりよく聞き取れません 40代 女 西合志南

防災関係を含む市の放送が聞きづらい（反響して）ホームページもリアルタイムで

更新されていないので結局何のお知らせだったのかわからずじまいです。
40代 女 南ヶ丘

防災グッズをどのようにして家庭内に設けているか（置いているのか）どのような場

所にどのようにして。具体的に参考になるよう。写真なり・・・広報紙等に掲載して

いただくとありがたいです。

60代

後半
女 西合志中央
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防災訓練で公民館等に避難訓練を実施しているが歩行困難の者への対策などできて

いない。また避難場所も多人数の場合の対策などどうなっているか。特にコロナウィル

スと避難時が同時の場合どうするか。あんまり情報が市民に伝わらない。

70代

以上
男 わからない

防災情報が各家庭まで浸透していない。
60代

前半
男 南ヶ丘

防災対策の一環として公設消防団への加入を市の広報などで積極的に取り上げ

て新人団員の加入を促してほしい。私は28年間公設消防団に在籍していました

が、現在の新人団員加入は減少の一途だと聞いています。

50代 男 西合志南

防災等で放送がありますが地域(場所）によるものかもしれませんが、とても聞き取

りづらく内容がわかりません。クリアに聞き取れるようになればと願います。

60代

前半
女 西合志南

防災等の地域の放送が届きにくい家庭がある。 40代 女 西合志東

防災等の放送は以前より聞き取りやすくなったと思う。あと一歩明確に。
60代

後半
女 西合志東

防災放送（夕方の音楽や地震の時など）の音量が大きすぎるのでもう少し下げて

いただけるとありがたいです。コロナウィルスで大変かと思いますが、安心安全なま

ちづくり、医療体制をお願い致します（感染症に対しても）

40代 女 西合志東

防災無線以外の町内放送の内容をホームページ等で確認できるとうれしいです

（聞き逃す時もあるため）

20代

以下
女 西合志中央

防災無線が聞こえづらい（特に雨の時）家の中にいても聞ける、わかるようなもの

があれば…スマホに情報を流すとか。
30代 女 西合志南

防災無線がとても聞こえづらい。始めと終わりの音だけ聞こえても意味がない。
70代

以上
女 西合志東

防災無線がとても聞こえにくい。
20代

以下
女 西合志東

放送でよく高齢者がいなくなったというようなのが流れているが聞き取れない。 40代 女 合志南

防災無線をもう少し聞こえるようにしてほしい 40代 女 合志

防災放送はとてもいいと思います。高齢者やお子さんの行方不明の時にいいシス

テムだと毎回感心しています。(熊本市に住んでいた時はなかったので、初めは驚

いたけどとてもいい事です)

40代 女 西合志南

無電柱化→災害に強い都市。
60代

前半
男 西合志南

グランメッセ熊本みたいな施設があれば推進活動、防災拠点みたいなのに使える

のでほしい。
40代 男 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

朝夕の交通量が多く渋滞が激しい所を何とかしてほしい。人口が増えているが交

通が追い付いていない。もっと歩道をちゃんと作ってほしい。狭い道でも子どもが

安心して通行できるようにしてほしい。

30代 男 合志南

幾久富のフレンドフラワーとコスモスの交差点に矢印信号を付けてほしいです 30代 女 南ヶ丘
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犬の散歩をしている時に、信号がない横断歩道を渡るときに、車が停車しないの

で、信号が付けれるところは付けてほしい。住宅街の通学路に車がスピードを出し

て通るので、7:30～8:30の間は、住宅街の通学路は進入禁止にして欲しい。

50代 男 合志南

新須屋駅の近くの交差点に信号を付けてほしい。 30代 男 西合志南

横断歩道を増やすか道路でのマナーをもっと強化してほしいです。横断歩道のな

い所で小さい子どもや高齢者が突然渡ってきたりするときがあってヒヤッとするし、

危ないと思います。

20代

以下
女 西合志東

押しボタン信号の追加設置。通学時とても危険。（竹迫中町バス停付近） 40代 男 合志

外国人にもわかる標識及び交通案内表示。 40代 男 西合志東

楓の森小中学校が開校するにあたり、歩道、街灯、信号機を増やす。安全に登校

できない。
30代 男 合志南

危険個所の道路改良（みずき台付近変則４差路等） 50代 男 西合志東

車社会において住宅街の交差点が”一時止まれ”の指標設置の充実を求める。
70代

以上
男 西合志中央

車の交通量がものすごく増えたので、信号の切り替わりとか、時差式とか、右折専

用青信号がもっとあれば良いかも。
40代 女 西合志中央

恵楓園周辺の道路に街灯が欲しい（新設校の通学路） 30代 女 合志南

最近、道路に「止まれ」のイラストのシールのようなものがついていて、幼い我が子

も理解していました。とても分かりやすく、良いなと感じました。

20代

以下
女 西合志東

自衛隊の道路を開放してあるため朝夕の時間抜け道として使用している車が多く

あります。マナーが悪い車が多いためスピードを出す車が本当に多いです。いつ

かは交通事故が起こる可能性が高いので何とかしてもらいたいです。必ず死亡事

故につながる気がします！（三つの木の家からまっすぐ進んだ道路です）→一般

道なら我慢するしかないのですが「一般車両通行遠慮」の看板があるのに普通に

利用されているのが現状です！

40代 男 合志南

自宅近くの幹線道路の交通量が年々増加しており、朝夕の渋滞時には道路に侵

入しづらいので、手押し式の歩行者用信号の設置と歩道の幅を広くして歩きやす

くしていただきたい。

60代

後半
女 西合志南

下群のコッコローチキンの近くの交差点の信号を普通の信号にしてほしい。よく事

故ってる！
30代 女 西合志東

渋滞（特に朝）緩和の施策を。信号の長さの調整や右折矢印信号の設置で緩和

につながる場所があると思われる。人口増、住宅増により交通（車〉量は増加して

いるのでお願いしたい。

40代 男 西合志東

渋滞回避のため、住宅街を車が通り抜けていくのをやめさせてほしい（渋滞しなけ

れば大きい道路を通るはず）
40代 女 西合志東

住宅地の増加により脇道かあの信号設置等を強く要望いたします。 50代 女 南ヶ丘

小学校への通学路が危険！！細い道なのに車が多く、スピードも出ている。歩道

もない。信号もない。とても心配です。
40代 男 南ヶ丘
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小中学校通学路の交通安全対策を行ってほしい。中学校への通学路は女子生

徒にとって不安である。
40代 女 合志南

小中学校の通学路の整備はまだまだ不足しているように思える。歩道、街灯、横

断歩道、標識、信号。（ただし少しずつ整備が進んでいることは認識しており、評

価しております）

60代

前半
女 合志南

小中学校の登校が危険。通学路の交通量が多く、侵入禁止の時間帯などで規制

してほしい。
30代 女 合志

小中学校付近のスクールゾーンの時間帯（通行の）を見直してほしい！！通行箇

所によっては意味のないところもあります。
40代 男 西合志南

信号・ガードレールを付けることを（危ないところがあるので）メールにて送ってもそ

れに対しての返答も検討すらしていただけない。反応が全くない。

70代

以上
女 西合志東

信号機設置を増やす。
60代

前半
女 西合志南

信号機の設置 40代 男 合志南

新興住宅地道路（通学路など）のカーブミラーの設置が足りていない。 40代 男 西合志南

信号をもっと設置してほしい。信号のない交差点の事故が多い。運転マナーが悪すぎ

る。
50代 女 西合志東

狭い道路で特に通学路になっているところは車の速度をもっと抑制するようにでき

る工夫をするべき。
30代 男 西合志南

狭くてもいいので歩道の確保。子どもを道路で遊ばせない教育。 40代 男 西合志中央

竹迫地区、農協前の道路の中央線、路側帯線の消失により車の通行や通学路と

して安全性の確保が不充分です。早急に整備をお願いします。
40代 女 合志

団地内の交差点の”止まれ”を無視されるドライバーが多いので、自治会及び学

校から子どもたちを通して通達していただければ”ヒヤリハット”がなくなります。
50代 女 南ヶ丘

団地内のスピードの取り締まりを強化してほしい。黒石団地警察に協力を求めて

ほしい。30km制限。
70代

以上
男 西合志東

団地内の速度制限、年寄り、子どもを守ってほしい。取り締まりをお願いする。
70代

以上
男 西合志東

小さな子どものいる住宅地の交通安全。 30代 男 西合志東

近くに学校があるけれど車のスピード出し過ぎが多い 40代 女 合志

近くの交差点でいつも事故が起こります。信号を付けてほしいのですが、無理と言

われるそうです。せめて点滅でも良いのですが。（笹原公民館近くの交差点）
30代 女 合志南

通学路が狭く危険に思う場合が多々ある。
70代

以上
女 西合志東

通学路の安全確保または高齢化による歩道の整備をお願いします。
60代

後半
女 南ヶ丘

通学路の歩道が狭く、竹や木が道に張り出して危ない。 40代 男 合志南

通学路を広げる（時間帯による片側通行など） 30代 男 西合志東
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道路の整備。片側2車線道路を増やす。光の森から東バイパスにかけての混雑を

なくす。市役所の駐車場を広くしほしい。花壇が不要では？
30代 男 合志南

道路の標識でややこしい所があり危ない。みずき台と黒石駅に向かう道路、ウィン

カーに困る。夜間、元気の森公園の駐車場に止めている車はなんでしょうか？す

ずかけ地区等住宅街の細い道路で住宅前に駐車場のように止めているのはいい

のでしょうか？

40代 女 合志南

道路の幅員が狭く、歩道が整備されていない。子ども等歩行者も安心して歩けない。

整備されていても途中で途切れていたり反対側だけ整備されていたり。宅地を造成し

たり、企業誘致の際に道路の整備（拡幅）を進めてほしかった。家が建ってからでは土

地の収用等に時間を要するだろうし、そもそも協力は得られないと思う。

40代 男 合志南

道路や信号の整備をしてほしい。 40代 女 合志南

とにかく歩道や横断歩道の整備をしてください。北熊本ICができたからなのか大

型トラックがたくさん通るのに歩道が狭すぎるところが多く怖い。
30代 女 西合志東

飛田バイパス付近の二車線（須屋のハローディとコスモス前の信号付近）になると

ころは交通事故の発生リスクが高いと思います。

20代

以下
女 西合志南

野々島交差点の所に時差式か矢印が出るような信号になればいいなと思います。

かすみ園に右折する車がいる時に、その車を追いこす車がいて自転車とぶつかり

そうになっている時があって危ないなと思いました。

20代

以下
女 西合志中央

歩行者信号がないので近所ではみんな仕方なく注意しながら道を渡っている。
60代

前半
女 南ヶ丘

歩道が狭い。自転車道（もし農地が減らないなら）があればいい 40代 女 合志南

歩道が狭く、大型トラックが通る横が白線のみというところがある。反対車線側へ渡

れば歩道があるが、反対車線へと行くための横断歩道もなく大変危険だと思う。小

学校へ通うようになった時に心配でたまらない。

30代 女 西合志東

歩道の整備 50代 男 合志南

歩道の整備（狭い、途中でなくなるなど）信号機の充実（歩行者事故の可能性が

多い場所）（少ないと感じている）
40代 男 西合志東

慢性的なゆめタウン周辺渋滞の対策。
60代

後半
男 南ヶ丘

みずき台の団地内の道路なのに一般道路並みに交通量が多い。その上スピード

を出し過ぎで危ない。定期的に警察の方にでも見回りしてスピード違反を取り締ま

りしてほしい。一時停止等の取り締まりばっかりではなくスピード違反！！！

40代 女 西合志東

御代志→弁天に抜ける道路と交差する芝原への道がありますが、そこに信号機が

ないため大変危険です。ぜひ信号機を付けてください。

60代

前半
男 西合志中央

御代志駅→再春医療センター前駅の間に一部歩道がほとんどない（すき家辺り）

ので危険。信号のない横断歩道で交通量の多い所は押しボタン信号を付けてほ

しい。

40代 女 わからない

路上駐車の取り締まりをしてほしい。家の前に停めてあり、車の出し入れができず

迷惑している。
50代 女 合志



31

横断歩道を渡ろうとしている人がいても停車する車が少ない。8〜9割の車は無視

して通過している。信号がない横断歩道を子どもが渡る(渡らせる)のに不安・不満

がある。

30代 男 西合志南

私は須屋に住んでおります。とても住みやすく人がやさしい町だと思っておりま

す。ただ一つだけ改善してほしいことがあります。それは路上駐車と敷地からのは

みだし駐車です。毎日のように一晩中路上駐車がしていたり、初めからスペース

足りないでしょう！と思われる一般住宅で敷地からのはみだし駐車をされているお

宅があります。車や徒歩での通行の妨げになっているにも関わらず、改善される

様子はありません。一度警察へ相談しましたが、「駐禁」とはなっていないため取り

締まれないと言われました。事故が起きてからでは遅いといつも不安です。市民が

快く生活するためにも改善していただきたいと強く思います。

50代 女 わからない

永江地区に大きな段差を作り、逆に危ない。ゾーン30とあるが住宅地で30kmも出

すと逆に危険。通学・高齢者に道路が優しくない。市民の意見聞かれてるか？
40代 男 南ヶ丘

御代志に住んでいる。合志スマートインターができて、御代志辺りから弁天の交差点

まで車の通りが非常に激しくなったように思う。押しボタンとかの信号付き横断歩道つ

けたり出来ないか。結構トラックも多いし、スピードを出して走る車も多いので。

30代 女 西合志中央

黒石原方面から楓の森小中学校までの歩道が今のところ整備されていない。開

校までには整備されると思いますが子どもの安全のため、歩道の整備をお願いし

たいです。

30代 女 合志南

子ども達の通学コースの安全は必ず行って欲しい。本当に歩いて自転車に乗っ

て確認されてますか？危険がいっぱいですよ。
40代 男 南ヶ丘

信号機のない場所のカーブミラーの設置。 40代 男 西合志南

道路整備（特に歩道）に力を入れてもらいたいです。歩道のない（狭い）通学路は

とても危険で、不安しかありません。また、住宅の増加により、朝晩の渋滞がひど

く、不便に感じています。（右折車待ちが多い！！）また、住宅地内の市道で子ど

もがボール遊びや未就学児のひとり遊び（飛び出しも多いです）が多くみられま

す。事故防止、防犯面からも指導、啓発に力を入れてもらいたいです。（最終的に

は親の考え方次第かもしれませんが…。）

30代 女 合志南

歩道がなさすぎます。側溝のふたを青く塗っていますが、それは歩道とは言えま

せん。危険です。まともな歩道を整備してください。歩道と街の開発（住宅地造成）

はセットだと思います。御代志の「すき家」前は危険です。

50代 男 西合志東

子どもが安全に学べる街になるといいです。 40代 男 南ヶ丘

⑰ 防犯対策の推進

基本方針 年齢
性

別
小学校区

（野々島あたり）街灯がない。
20代

以下
男 西合志中央

家の周りで街灯が少なくていつも夜こわいです。近くにコンビニが増えたら安全だ

し便利だと思います。車がないとコンビニに行けない状態は少し不便です。

20代

以下
女 合志

街灯が少ない。 40代 男 合志南

街灯が少なく、女性や児童が歩くには危ないように感じる
20代

以下
男 わからない
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街灯が少なく夕暮れは暗く怖い 40代 女 合志

街灯がない所に街灯を付けてほしい！！
20代

以下
女 西合志第一

街灯の整備（全体的に暗い)LED化を進めているようであるが、LEDは光が広がら

ない特徴があることを考慮されているのか？全体的に暗くなっている。もっと大き

い街灯を選択してほしい。

40代 男 西合志東

街灯を増やしてほしい。小学校が遠い。歩道を増やしてほしい。
20代

以下
女 西合志中央

街灯をもっと増やしてほしい。 40代 男 西合志中央

電灯が全くない所があり設置してほしい。 40代 女 南ヶ丘

学校の警報機が壊れていて頻繁に誤報するので子どもの危機意識がなく普通に

過ごしているのはおかしい。
40代 女 西合志東

下校のアナウンス（3：30分）→子ども達のアナウンスに変更→「地域の方の見守り

お願いします」など。
40代 女 西合志南

住宅が増える傾向にあるが、付き合い程度、見知りの機会がほとんどない故に防

犯対策が継がれない。

70代

以上
男 西合志中央

犯罪ゼロの街づくり（防犯カメラ設置による犯罪抑止）※プライバシーに影響しな

いよう監視ではなく市民からの要求（犯人特定）時に使用する。
40代 男 南ヶ丘

防犯カメラ増設。安心安全の担保。
60代

前半
男 西合志南

防犯カメラの設置（住宅街）
70代

以上
男 西合志中央

防犯カメラを通学路に設置してほしい。 50代 女 西合志南

防犯パトロール隊の年齢層を幅広くしたらどうだろうか。 40代 女 西合志南

政府が小さくても防犯はしっかり。防犯は行政府の役割。水環境の保全、水の安

定供給と排水の浄化、廃棄物の抑制とリサイクルの推進、地球温暖化防止対策の

推進、このあたりを増税して財源に。

40代 男 西合志南

夕方のチャイムについて夏場は18時ですが低学年の子どもは17時に帰る子も多

いです。17時と18時にチャイムが鳴ると助かります。
40代 女 合志南

夜道が暗すぎる（電球が少ない!!）
60代

後半
女 合志南

夜道の街灯が少なく暗い所が多いので怖いし危ない。 30代 女 わからない

防犯マップの作成(特に危険箇所等) 40代 男 西合志南

⑱ 住環境の充実

基本方針 年齢
性

別
小学校区

空き家が増えている地域が多いにもかかわらず、新しい住宅が建っていることで、

古い住宅地の空洞化が必ずおこることについて、対策を取ることが、防犯の点か

ら考えても望ましいと思う。

40代 女 西合志東
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新しい住宅団地ができると、公園もその中にできますがとても狭く、もったいないで

す。ボール遊びが安全にできる、広く、安全な、公園が黒石原地区に必要です。

公園でボール遊びが禁止になると、子どもは道路で行うので危険です。外で遊ぶ

際、ボール遊び以外の遊びは、小中学生はしません。小さい公園をいくつもつくる

より、広い公園を是非、お願いします。

40代 女 合志南

ウォーキングやランニングをしているとそこら中ゴミ。最近では市役所横の道路が

ひどすぎる。企業で周りを朝ゴミ拾いをしてくださっている所があるが、そこはどう

すればきれいになるのだろうか・・・。キレイな街ではないですね。

40代 女 合志南

大型総合遊具があるような公園があるといいなと思う。 30代 女 合志南

大きな公園がほしい。 30代 男 西合志東

家畜？の臭いがひどい。窓を開けることができない。かなり臭いことに嫌悪感を感じる。 30代 女 西合志東

旧西合志庁舎の前方に携帯基地局鉄塔が建っています。以前市庁舎があったと

き「健康づくり・・・」という看板が掲げられているのを見て本当に市民の立場に立っ

た姿勢を行っておられるか疑問に思いました。西合志周辺は建築ラッシュです。

市内から鉄塔をなくすことはできないものでしょうか。

60代

後半
女 わからない

近隣の農家や古くから住まれている住民の方たちが生ごみやビニールハウスのビ

ニール等を燃やしているのがとても迷惑です。何度か通報もしましたが注意して終

わりなので何も変わりません。洗濯や布団干し、換気で窓を開けることもできない

ので何か対策を行ってほしいです。燃やしている時間帯は夜中から朝にかけてで

一日中臭いです。本当にどうにかしてほしいです。もともとの住民ではないので意

見も通らない。燃やすことが当たり前なので逆におかしなことを言っているように受

け止められました。健康にも影響が出て来ると考え方を変えていくような取り組み

を何かしてほしいです。

30代 女 西合志東

元気の森公園で老人がグラウンドゴルフ（？）をしているが、歩いていたり、走って

いると危ない。「場所を借りていると言い」今年ではないが花見をしていると「よけ

て」と言われるし、奥にある倉庫は何でしょうか。平等な使い方が望ましい。ウォー

キングするのはいいが、傘を持って振りながら歩いていて危ない。

40代 女 合志南

元気の森公園のハチ（足長バチ等）駆除、樹木の消毒スケジュール開示をお願い

します。
30代 女 南ヶ丘

元気の森公園の遊具を増やしてほしい。 40代 女 合志南

健康都市に相応した運動できる公園の整備に力を入れてほしい。特に飯高山の

遊歩道の凸凹や街灯整備＆追加、トイレの追加、新設等、多くの住民が使用して

いるが上記不備意見をよく聞く。住民の健康こそ合志市の活力！！

70代

以上
女 合志南

公園内の健康器具の少なさ。公園が狭い。
60代

後半
女 合志南

公園などあっても遊具など少ない気がします。子育て支援（お金とか）もう少し増や

してほしい！！

20代

以下
女 西合志第一

公園の見直し案→子どもが楽しめる公園。妙泉寺公園の池→汚水・危険等→埋

め立て（案）。自転車に乗る場所がない→自転車公園（案）。ウォーキング専用の

通路※広がって歩かないため。子育てに力を入れてるが大津町が充実している。

40代 女 西合志南

公園を増やしてほしい（子どもがあそべるような）水の科学館のようなものがほしい 30代 女 西合志南
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合志市所有の土地の草の放置→通学路まで草が伸びている。マダニの発生元と

なるため。草が伸びることでごみを捨てる方がいるため。
40代 女 西合志南

高齢者向けの公園(ゲートボール場)は十分。子ども向けの公園の拡充がこれから

必要
50代 女 合志南

ご近所に数件ゴミを燃やす方がいて大変迷惑をしています。風が強い日は燃えた

灰が飛んできて非常に危ないし臭いがすごいため地域での対策をしていただきた

く思います。

40代 女 わからない

子ども達がボール遊びができる場所があるといいなあと思います。 40代 男 合志南

雑草地の管理について何回も陳情しましたが、解決しません。地権者に徹底する

よう指導してほしい。カラスの駆除が実施されているが逆に増加しているようです。

70代

以上
男 西合志第一

自衛隊のヘリがうるさい。 30代 女 合志南

支援センターや児童館とても充実していると思います。ただ子どもの外の遊び場と

して遊具が少なく、弁天山等の遊具は古く危ないのではないか？と思うことがあり

ます。大型遊具の設置予定、古い遊具の改善等計画はあるのでしょうか？

30代 女 南ヶ丘

市道と歩道に生えている草をきちんと除草して!!毎年草殺しをかけている･･･不満

です！！
50代 女 合志南

市役所付近に銀行、郵便局があるとよい。または辻久保駅付近に。 50代 女 合志

住宅地内の小さな公園の遊び方について、各家庭に周知徹底してもらいたいこと

があります。サッカーボールや野球などの遊びをすると家や車に傷がついてしま

います。弁償してもらえば済む話かもしれませんが、毎回そのような対応をしなけ

ればいけないのは心苦しいですし、その前に謝りに来ない子がほとんどです。貼り

紙もすぐにはがされてしまうので市の方で立派な看板を作って設置してもらうとあり

がたいです。看板は無理でも、公園の遊び方のルールなどをのせたプリントでも

作って回覧板などの配布分を作ってもらって各家庭に周知徹底をお願いしたいで

す。

30代 女 西合志東

住宅乱開発のせいで大雨の際、頻繁に道路が冠水し、敷地まで流れ込んでくる。

下校時に大雨になると、子どもの命の危険を切実に感じています。一度工事して

もらったが解決していません。

30代 女 西合志東

宅地と畑の混在している地域の宅地への配慮（ニオイ、土ぼこり） 30代 男 西合志東

小さい子どもや老人の遊びや散歩のできる公園が、住宅が増える中で周囲に少

ない様に思います。災害時の集合場所にもなる様な広場があれば安心します。老

人は車にのれない（運転できない）でも道路の散歩は危い小さい子どもの見守り

できる場所、又、老人と若い人達との外での交流なら、気軽にできるかと思われま

す。知り合った顔が見れる場所は安心します。

60代

後半
女 西合志中央

野良猫、放し飼いの猫が多く、動物を責任をもって飼うように呼び掛けてほしい。 50代 女 合志

野良猫への餌を与えないでほしい。自宅前で餌をあげる人がおり、猫のフンなど

被害を受けているため。
40代 女 合志南
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畑の近くに住宅地ができ、畑のごみを燃やしたり、作物を消毒したりすることに後

から来た住宅地の人に苦情を言われて困ったりしている話を聞きます。どうにかな

りませんか？

50代 女 西合志東

弁天山の整備。子どもたちの遊び場。
70代

以上
女 西合志中央

三ツ石駅が最寄り駅ですが、雑木林や設備も古く、とても安心して子ども達（親も）

が利用できる環境ではありません。バリアフリーなんてあったものじゃないですね。
30代 男 西合志東

子ども達の遊び場が少ない。公園が欲しい。下群区。
60代

後半
女 合志南

無料で家族で楽しめる遊具がたくさんあるような公園があるといいなと思います。

車で行ける公園は多すぎて駐車できず行くところがないときがある。
40代 女 わからない

もっと木を植えるべきだと思います。
60代

後半
女 西合志東

山の手入れ等足りない面があるが全体から見ると北部の畑に沿い東西に延びる

山林沿いの道は良いウォーキングコースとなっている。が、＋αが足りない。私有

地といえども山林としての収入は少ないが、10mおきに山桜、枝垂れ桜等を植え

れば、10年程度で全国有数の健康田園都市となりそう。南と北側両面に東西数キ

ロと長い。

60代

後半
男 合志

遊具がある公園を増やしてください（小さいこともも遊べるようなもの）合志市は子

育てをするにはとても良い環境だと思います（医療費等）

20代

以下
女 西合志中央

郵便ポストを増やしてほしい。 50代 男 西合志東

路上にたばこのポイ捨て、ゴミのポイ捨てが非常に多い。ゴミ拾い活動（特にたば

この吸い殻拾い）等を地域で積極的に行ってほしいです！汚れた街は治安が悪く

なります。

40代 女 わからない

空家対策、空家の有効利用対策を！
60代

後半
男 西合志中央

現在住んでいるところは災害も少なく買い物、病院、銀行、交通と便利が良く大変

住みやすい場所です。今まで県内外で何度か引っ越しを市ましたが、一番この場

所が良い所です。

70代

以上
女 南ヶ丘

⑲ 水環境の保全

基本方針 年齢
性

別
小学校区

合志市北側には水源の元となる地域がある。開発すると熊本市の地下水に影響

が出る可能性がある。
40代 女 西合志東

地下水を大切にしてほしい
60代

後半
男 合志南

水を大事に。今後大変なことになるかも。 30代 女 西合志南
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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

住宅地が増加しているが水の安定供給が将来計画されているのか不安。人口増

加に対してのインフラの計画内容を知りたい

70代

以上
男 合志南

下水道設備の拡充を行ってほしい。 30代 女 合志南

合志市の水道水は菊池市か熊本市の水道水と比べておいしくない。改善できな

いでしょうか？（飲んだ感じ）

60代

前半
男 西合志東

上下水道の老朽化対応 今後どのような計画でメンテナンスを行っていくのか？

安心して永く住み続けるために。
40代 男 合志南

水道事業の民営化が進んでいますが、海外の民営化においては、利益主義から

幾多の不都合、住民の衛生環境が悪化して再公営化が進んでいます。民営化は

危険な方向と考えます。

60代

後半
男 西合志南

水道代金すごく高いと感じている。7人家族だから？ 50代 女 西合志南

水道の水が良くない様です。イオンの水の実験をしてもらったら、鉄サビの様なも

のが詰まっていました。県内でも合志が一番悪いですねと言われショックでした。

市に電話しようかと思っていました。

60代

後半
女 西合志中央

水道の水の臭い（消毒臭）が強い。
20代

以下
女 西合志東

水道料金ゼロの街。 40代 男 南ヶ丘

東京とか福岡に住んで、まずい水と感じていましたが、熊本の水はおいしく感じて

います。

70代

以上
男 合志

水に関しては、臭いもなく、クセもなく、おいしいです。熊本地震の時も早く出たの

で、とても助かりました。
40代 女 西合志南

水質があまり良くないように思う。 40代 女 西合志南

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

家に昔使っていた育成箱等が多量にあるが、廃プラスチック等は個人で持ち込め

ないようになっているためいつまでも捨てられない。
40代 女 合志

買い物袋を利用した人に店からポイント券をもらえるようにする。ポイント券はどこ

の店でも使えるようにする（合志市内の店）

60代

前半
男 西合志東

各地域のごみ捨て場をあと少し改善してほしい（カラスなどゴミを散らかすため）
20代

以下
女 西合志第一

鹿児島のリサイクルには脱帽です
70代

以上
女 南ヶ丘

缶・ビンなどが月１回回収なのを増やしてほしい。発泡スチロールの拠点回収が

遠いので少し不便です。
30代 男 西合志中央

缶とペットボトルを捨てる日数をもう少し増やしてほしい。せめて月２回に！ 30代 女 合志南

拠点収集の件、持っていくのが大変なのでいつものごみ集積場にできたらと思います。 50代 女 南ヶ丘
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ゴミの分別指導を定期的に実施してほしい。
60代

前半
男 合志南

ゴミ収集の回数を増やしてほしい（ビンカン、ペットボトル） 40代 女 合志南

ゴミ出しがペットボトルか缶ビン、紙が月1回しか出せないのはすごく困る。マスク

の配布
30代 女 西合志南

ゴミの収集回数が少ない。 40代 男 合志南

ゴミの収集について、ビン・缶の回収日が少ない。もう少し細かく分別するようにし

てもよいのでは？と思う。人数が多いので出る量も多くなる。→プラスへできるもの

リサイクルできるものは使っていって市の負担を減らす。

30代 女 西合志南

ゴミの出し方がわかりにくいのか（特に男性。主人や成人した子ども）自分で調べ

て考えて出そうとしないので、これから気を付けて教えていきたいと思います。

60代

後半
女 西合志中央

ゴミのプラは市販の透明の袋で良いのではと思います。
60代

前半
女 わからない

ゴミの分別等無料で回収できるところを増やしてほしい。無料だと面倒でも分別す

るが、有料だと手間もかかり、面倒だという気持ちが強く分別しない。
30代 男 合志南

ゴミの分別については細かく分かれており、リサイクルが推進されているものと実

感します、しかしほとんどの収集日が月1回での回収になっているため、家庭での

保管場所の確保が困難な状況です。ご高齢の方はなおさらかと存じます。地域ご

とのごみステーションの設置等の対策をお願いしたいです。

30代 女 西合志東

ゴミ袋がすべて有料なので分別が大変。細かく分かれているのも大変。チラシ、段

ボール等熊本市のようにプラゴミや紙ごみは無料にしてくれると分別しやすい。
30代 女 わからない

ごみ袋のサイズの種類→高齢者、一人で暮らす方には袋が大きいため※極小で

も大きい。
40代 女 西合志南

自己責任に於てゴミ減らすべし、このままでは地球は滅ぶ（70年位？）
60代

後半
男 西合志東

違う自治体のゴミ捨て場がある。きれいにしてあればいいがカラスなどが荒らす為

とても汚なく臭いも気になります。すぐに対応して下さい。
40代 女 合志南

年に数回市主催のフリマを開催してほしい 40代 男 合志南

廃棄物について、どの日に出せばよいのか分類の検索ができるwebページがあ

り、助かっています。品目がより充実していってほしいです。
40代 男 合志南

廃棄物の回収方法の工夫がないから燃えるごみにまとめて捨てて分別が進まな

い。分別したら何か利点があるとよいと思う(資源ごみの分別袋は無料）
40代 女 西合志東

ビン・缶とペットボトルの捨てれる日を月1回ではなくもう少し増やしてほしい。
20代

以下
女 合志南

プラスチックごみの回収日が少ない 30代 男 西合志南

ペットボトル。缶をせめて月2回は収集してほしい。 30代 男 合志南

ペットボトルゴミ、缶、ビンゴミの収集の回数が月1回は少なすぎます。せめて２週

間に１回、できれば週１回にして欲しいです。
30代 女 合志南

リサイクルに関しては、遅れていると思うので、もう少し力を入れてもらいたい。(人

口も増えてきたので)
40代 女 西合志南
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リサイクルは他県他市より早く取り組まれているのは誇りと思う。レジ袋について同

上。買い物袋は当然ですが他県に行くとレジ袋をたくさんくれます（断りますが）

60代

後半
女 西合志東

リサイクルボックスが合志小学校区にないのはなぜですか？AMBでも良いので作

ってほしいです。
30代 女 合志

廃棄物の抑制とリサイクルを推進するためには資源ごみの有料ゴミ袋から熊本市

のようにリサイクルの透明袋でも可という風に変更した方がいいと思う。「資源ごみ

を分別し有料のごみ袋を購入する」というのは」手間に感じる人が多いと思う。ゴミ

の分別を推進するには、資源ごみの袋の有料化をやめ、回収の回数を増やすべ

き。

20代

以下
女 合志

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

空いている土地を利用して太陽光をつけて温暖化防止
60代

前半
男 南ヶ丘

これ以上、自然を壊すのは心配である。今の環境で十分便利なので、自然を残す

努力を！！
40代 女 西合志南

太陽光発電、エコキュート、蓄電池、省エネ家電製品、太陽熱温水器などの補助

金制度。他自治体がやっているのでもっと支援してほしい。生ごみ処理機の助成

制度の充実。

20代

以下
女 西合志南

太陽光発電を活用。行政機関に設置→財政削減へ。補助復活・蓄電池補助。ス

マートシティを目指してほしい。

60代

前半
男 西合志南

地球温暖化について事実をしっかり調べてみてはいかがですか？ついでにリサイ

クルについても、無駄なことはしません。
40代 女 合志南

ハイブリット車購入時の補助を市として少し出す。
60代

前半
男 西合志東

（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

廃棄物の抑制とリサイクル、地球温暖化防止対策を推進されなければ、地球の未

来はない。子どもたちの未来もないことを具体的な数値を示し周知させる。

70代

以上
男 西合志中央

防災対策の推進及び交通安全対策及び防犯対策及び水の安定供給と排水の浄

化。

70代

以上
男 合志南

合志市はよくできていると思う。
70代

以上
男 西合志東

広報紙に記載されているクロスワードパズルを子どもと一緒に利用させていただい

ております。「QUOカードが当たるといいね」と話して楽しませていただいていま

す。「当たる！」となるとうれしいので、「ＳＤＧｓにつながると思う行動、アイデア」を

毎月募集し「何かが当たる」や「環境ポイントがたまる」などにつながると市民の方

の意識が高まるかと思います。

30代 女 西合志東

女性の一人暮らし。アパートなど家賃の負担が大きい。隣の声聞こえて不快。 40代 女 西合志南
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人口あふれるような街づくりにはして欲しくない。現在の人口で、宅地ばかりでは

なく、公園や、コミュニティーの場となる様な場所を増やして欲しい。災害時の避難

所等も、増えると良いと思います。

50代 男 西合志南

他の市町村では、いろんな補助金が出ていると聞く（例えば太陽光設置など）合

志はないみたいで驚きました。
40代 女 合志

銀行ATMが少なすぎて困ってます。人口が増えてきたので必要だと思います。弁

天山のアスレチックは周りの草の種や虫がたくさん服に付いて痛いです。合志市

民に合志市にこれがあったらよいと思うアンケートをして推進してほしい。市営住

宅はまだでしょうか。

30代 女 合志

近隣の犬の鳴き声がうるさい！苦情を言いたいが、トラブルの原因となる為、我慢

するのみ！ストレスが溜まるのみである。市政だより等で、注意喚起等の記事を載

せて頂けないものか？犬の鳴き声さえなければ、すごく静かでいい所なのです

が。

50代 男 合志南

県外から引越してきました。今まで住んだなかでは一番住みやすいと感じていま

す。前述しましたが、黒石原周辺にスーパー建設を！バス停も！朝夕の渋滞解消

と歩道整備を！住宅密集地ならではの道路族やモラルの低さ（夜中まで庭で大騒

ぎしながらBBQなど）の改善を！これらが解消されると、更に住みやすい合志市に

なるかと思います！！期待しています。

30代 女 合志南

妙泉寺公園でのバーベキューが禁止となって残念に思っています。ゴミ、騒音等

問題はあると思いますが、対策をして是非再開してほしいです。
30代 女 西合志南

御代志駅辺りに肥後銀行キャッシュコーナーがあると便利。
60代

後半
女 わからない

良好だと感じる。
60代

後半
男 南ヶ丘

ドッグランを作ってほしいです。 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

菊陽の土地と比べても、施設が少ない。どのように発展したいのか？菊電を光の

森方向まで延長したらどうか？土地利用の前に大きな道路を考えるべき。人口に

対して道がなさすぎ。

40代 男 南ヶ丘

２町合併してから合志市となり、開発の名で環境が破壊されていると思うことがあります。
60代

前半
女 西合志東

アンビー付近にファミリー層が休日遊べる様な公園、アスレチック遊具等、車出来

て1日遊び、買い物などして帰るといった、何かを作ったらいいと思う。また、渋滞

の緩和をお願いしたい。

50代 女 合志南

開発はこれ以上は止めるべき。（農地の縮小問題、30年後の人口問題） 30代 男 合志南

公園の充実（駐車場もきちんと用意して）遊具もある、遊べる公園がほしい。合志

は子どもが多いので必要だと思います。
40代 女 合志南
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公園を作ってほしい。例えばじゃが谷公園やさんさん公園みたいな公園を作って

ほしいです。
40代 女 合志

合志市といえば”コレ”というものが今のところない。例えば、菊陽であれば、光の

森や大手企業の工場の様な。単なるハコものではなく、若い人が集まる様なもの

があると良いのでは？→熊本ではあまりない、学園都市というポジションを長期的

に考えてみてはどうか？空港が近く、都心へのアクセスも悪くない。高速のICも近

い。立地は申し分ない。4年スパンで確実に新しい若者が流入してくるのは強い。

→更に企業誘致も行えば、卒業後も定住する人も一定数は確保できるのでは？

40代 男 合志南

合志市南部に比べ北部は農振地等の規制が厳しく、住居の建築（農家）すら許さ

れない。このままでは限界集落になるのもそう遅くない！一考いただきたい

70代

以上
男 西合志中央

合志市の住所、須屋が多すぎる
20代

以下
男 西合志東

合志市の土地利用制限の内容はわかりませんが、高齢化等を考慮すれば、税収

の増加につながるような開発を進めてほしい。

70代

以上
男 南ヶ丘

国有地が多いので住宅地や商業地として使えるようになるといいと思います。
70代

以上
女 合志

最近家がバンバン建って空き地がなくなってしまうのが残念。自然豊かなところが

好きでこの年まで住み続けてきたが、これ以上開発が進むと少し考えてしまうか

も。そこまで便利さを求めていない人間もいますよ。

40代 女 西合志中央

先駆けてインフラ集約とか戦略持ってやってほしい。その場しのぎではなく、今後

の社会どうなるからこうする戦略が見えない。
40代 男 西合志東

市営住宅（設備の整った） 50代 女 南ヶ丘

市議に依頼をしたが、何にも変化も進展もない。市が運営するドックランの開設を

願いたい。住宅地の増設により、ペットが増え、マナーやしつけについて市の運営

する施設で指導徹底を図るべきだと思います。

60代

前半
男 合志南

自然が減って家ばかりになっているこれ以上増やさないでほしい。 40代

答

西合志東

自然環境との共存を念頭において開発を進めてほしい（都市・産業も含めて）
60代

前半
女 合志南

市として家ばかり増えて魅力ないですね。広報もありきたりで未来を考えられてな

い。今じゃなく、数十年後でも「訪れたくなる街」を作れたらよいですね。
40代 男 南ヶ丘

市内北部地域には空家、空き地が増加、竹に征服されてしまうのではないか心配

である。ある行政区で「集落内から竹山を無くそう会」とかかつてあったようですが。

70代

以上
男 合志

住居表示を「丁目」表示で整備してほしい。現在の番地では隣地でも並び番では

なく、非常に不便（郵便サービス、配送サービスも合志市は困られる存在）宅地開

発の際は周辺道路の渋滞を悪化（発生）させないよう、的確に道路を整備したうえ

で進めてほしい。

40代 女 南ヶ丘

住宅街ばかりが増え、人口が増えることはいいことだが、20～30年後、高齢者が

増えてしまう。住宅だけではなく、工業や商業をもう少し増やした方がよいと思う。
20代

以下
女 合志南

重要だと思う。このことにより住環境が充実し市の発展にもつながると思います。
60代

後半
男 西合志東
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商業、街並み、町づくりの際は統一感もたせ、雰囲気作りも一緒にし、観光スポッ

トとしても来たくなるようにお願いしたい。
40代 男 西合志東

商業地や住宅地の許可の段階もしくは、市が率先して商業地や住宅地を誘致す

れば改善できる事項。
40代 男 合志南

新規の宅地開発の一方で既存の住宅地が廃退しつつある。田畑をつぶしてマッ

チ箱のような家を作るのではなく、中高年と若い人たちが共に暮らす町づくりを目

指すべきだと思う。

60代

後半
女 南ヶ丘

新住宅を増加してほしくない。老人が多くなり、免許返納のため、車の運転ができ

ないので、コスモスのようなお店があればうれしいです。

70代

以上
女 西合志中央

スマートインター付近の使われていない用地の活用など。竹迫方面菊池（旧泗

水）付近の使用されていない農地など。人口（子育て世帯）が多くなっているので

商業地を増やしたり、企業を誘致すると税金なども少し少なくなるのでは？

30代 女 西合志南

セミコンパークの拡大→上下水、工業用水の拡大。高速の延長。大津方面へ※

現在計画していることを早く進める必要あり
40代 男 西合志東

地域開発に差がありすぎ。
60代

前半
男 西合志中央

中古物件や空き地有効活用も 40代 男 西合志東

調整区域は農業を守るための政策で、経済を守ることはできません。現在、農業

が衰退しています。このまま農業に頼る政策では、今後の世代に負の遺産を残し

かねないと思います。（農業を否定しているわけではありません）合志市に住み、

働き、税を納める。このサイクルを実現するため、商業施設、工業施設を誘致し､

それが税を生み住民から得る税を少しでも還元（減らす）することで合志市外の人

からも「合志市に住みたい」と思われるような運営をやってほしいと思います。調整

区域が多く、学校施設のグラウンド、さらには農業研究センター、自衛隊演習場で

道は遠回りしなければならないこともマイナス面です。ここに（特に研究センター）

大型商業施設を誘致できたらと思うとワクワクして鳥肌が立ちます。研究センター

で得ている市の収入もあるとは思いますが・・・。（北熊本スマートインターチェンジ

を全く活かせていない。高速を降りてから、他の自治体に行くまでにどれだけ合志

市にお金を落としてもらうか。そこが勝負なのにそういう施設がない！あるのは畑、

畑、畑。）まずは若者が移り住み、子どもを育て、その子どもが育ち、また合志市で

働いていける。このサイクルもまた重要です。今からの合志市を生きていくのは、

60、70、80歳ではなく、今の10、20、30歳なのです。このことを頭の片隅にでも思っ

ていただき、今後の合志市の企画運営をやっていただきたく思います。

40代 男 西合志中央

調整区域を緩和し市の発展を促すべし、市の活性化を最も計るべし
60代

後半
男 西合志東

合志市北側地域は、土地利用の制限により、開発を抑制する方が良いと思ってい

ます。道路混雑、自然豊かな状況との協調が合志の魅力と思っています。
50代 女 南ヶ丘

合志市北側地域は、工業団地を増やしたらどうかと思いましたが、地震の際の車

中泊を思い出したら防災対策に充てるのがいいかもしれないと感じました。
30代 女 南ヶ丘

市の発展と相反するようだけど緑地も残してほしい。
70代

以上
女 西合志南



42

住宅商業施設、工業団地が増えることが今後の合志市の発展につながるかどうか

はわからないが、設問はどうやって予算を確保するか、または金がなくてもあきら

めるかの二択になっているのではないか。もっと前向きな設問を提示してほしい。

暮らしやすい良い市だと思っているので金銭面だけを重視しないでほしい。

50代 男 南ヶ丘

土地利用がいろいろされているが、住宅の建つ速度が加速され、著しく感じる。
60代

前半
女 西合志東

農家を守りつつ、土地を有効活用できる仕組みを作ってほしい。 30代 女 合志

農地、山林は今後貴重な資源(観光、学習の場、精神衛生の面)となりうるので、開

発せずに現状を保ってほしい。
30代 女 西合志東

農地専用を解除してもっと住宅用を増やしてほしい。スーパー等の買い物ができ

る施設を増やしてほしい。
30代 男 わからない

野々島の方が発展していない。もう少し力を入れてほしい。
70代

以上
男 西合志中央

北部の土地活用を進める。北部から南部への道路整備を進める。 40代 男 合志

程よく田舎なところが好きだったので、最近の急な人口増加、開発、交通量の多さ

には辟易しております。
40代 女 西合志中央

まだまだミニ開発が多いよね。地域全体を見渡した計画が必要だよね。
60代

前半
女 合志南

御代志駅前は22年ころには素晴らしい駅舎になるので楽しみにしています。
70代

以上
女 西合志中央

住・商・工・農のエリア分けはとても大事です。この区分をしておかないとお互いが

住みにくい街になってしまうから。市街化調整区域を宅地・商地にしたい人が多い

かもしれませんが、住みにくくなると人は出ていきます。

40代 女 西合志南

大人になって合志に住みました。熊本市に比べてとても暮らしやすい街です。(郊

外で市街地にも近く、街と田舎の中間といった感じでちょうどいいです。)これから

も今のバランスをキープしていただけるといいです。空気も水も公園もキレイで、光

害も少ない。これは合志市の財産だと思います。子ども達が大人になった時に「い

い街」「暮らしやすい街」である事を望みます。

40代 女 西合志南

㉔ 計画的な道路の整備

基本方針 年齢
性

別
小学校区

「アンビー合志」周辺の道路が特に高齢者にはわかりづらい。光の森へ通じる住

吉線の渋滞が緩和されない。菊陽バイパスのような二車線化も検討してほしい。
50代 男 南ヶ丘

387号線の通勤ラッシュ時の渋滞緩和の為２車線（片側）化を進めてほしい。 40代 女 西合志東

朝夕の交通渋滞の解消
70代

以上
女 合志

朝夕の交通渋滞を解消するために道路の整備を行ってください。その後の土地

開発だと思います。
50代 女 合志南

朝夕の道路の渋滞の緩和を求める。（菊池大津方面）子どもの通学時間帯は特に。
60代

後半
男 南ヶ丘

アスファルトの劣化、白線の劣化に対する対応が遅い！ 50代 男 南ヶ丘

アンビー熊本への動線見直し・・・市内(永江、杉並台)から入る際スムーズに入れ

ない。

70代

以上
男 南ヶ丘
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アンビーに入るときたばこ産業の前から右折できると利用が増えるのではない

か？と思いますが、道路が渋滞するので無理なんでしょうね。

60代

前半
女 南ヶ丘

アンビーへの入場にあたり、南側からの侵入はとても遠回りしていかねばならず不

便である。オープン時はともかく、平常時は混雑したことがなく、もっと前から入場

できるようにしてほしい。大分方面南への中旧道路？の着工を急ぐべき。大分側

では早くから一部区間が完成しているのに･･･。

60代

後半
女 合志南

家の戸数に対して道路整備ができておらず熊本市内等へのアクセスが困難。道

路の整備を早急にすべき。
50代 女 西合志東

家の前の道路に側溝を作ってくれるよう何度も要望しているが、里道だからという理由

で作ってもらえない。市内の里道がすべてそうなのか疑問でまた舗装もしてくれない。

60代

後半
男 西合志南

意外と凸凹した道路整備にお金が出せないのか気になっていた。 40代 女 合志

移住して半年未満だが道路幅や渋滞が酷く、外出、買い物をする意欲が出ない。

道路の拡充、整備に力を入れるべきだと思う。

20代

以下
男 わからない

今なら立ち退きもなくすぐ道が広げられるのになぜ住宅ができ始めてから、道路拡

張に手をつけるのか理解できない。
50代 男 西合志中央

消えている道路の白線などきちんと再度ラインを引いて欲しい 40代 女 西合志南

菊池－飛田間の朝夕の渋滞緩和を考慮してほしい。
60代

後半
女 西合志中央

熊本地震以来、合志市への移住が増えて新しい住宅がどんどん建築されています

が、道路が狭いままでは渋滞と防災上不安があります。道路整備を優先してほしい。

60代

前半
男 西合志中央

熊本市内への移動に時間を要する。特にバスは細い道を走り渋滞もひどく、時間

を要する実態である。解消対策として立田山にトンネルを掘り、57号線や清水ヶ丘

経由の時間短縮をしてもらいたい。

60代

前半
男 わからない

熊本市のベッドタウンとしてだけでなく、九州、外国などとの交通利便性の向上（ま

ずは中九州横断道路）

70代

以上
女 合志

黒石と大池の歩道の狭さー危険特に自転車（御代志も含む）
70代

以上
女 西合志第一

計画的な道路の整備、よろしくお願いいたします。
70代

以上
男 合志南

下水道関係の不備（大雨時道が川のように!!） 道路の不備（常に穴が開いてて車

や自転車が危ない）

60代

後半
女 合志南

現在社宅として合志市に住んでいるが、社宅利用期間後は考えている。道路の

渋滞のストレスがなければ、よい町だと思っている。さらに住みやすい町づくりをお

願いします。(特に西松屋周辺の右折待ち渋滞はひどい）

40代 男 わからない

現在はコロナの影響で道路の渋滞もありませんが、日常はすごくひどい時が多々

あり、少しでも緩和できたらと思います。

60代

前半
女 南ヶ丘

県道30号線は大型ダンプ等の交通量が多く、道路の損壊も早く、沿線の住宅は

振動で地震かと思うくらいです。Ｒ387線までバイパスができていますが、1日も早く

完成されることを希望します。

70代

以上
男 西合志第一
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県道49号線沿いに住んでいます。レターバスルートであり、大型トラックも走るた

め、車走行による騒音、家の揺れに困っています。レターバスのルート変更や道

路の舗装、大型トラック制限等対策を希望します。抜け道として利用する方が多

く、小学生の通学路なのに危ないです（北川土木周辺）信号の設置やハンプなど

お願いします。

30代 女 南ヶ丘

県道国道に厚く高壁あり（パイプ役不在） 50代 女 合志南

朝夕SONY、東京エレクトロン、本田技研方面への交通渋滞が酷く、うんざりしま

す。何か計画はあるのでしょうか？
50代 男 西合志東

合志市のあちこちで渋滞がヒドイなと感じることがあります。どうにか対策できるとい

いなと思う。
20代

以下
女 合志

合志市の渋滞の緩和を望む
20代

以下
女 西合志東

合志市の人口が増え、特に光の森～合志市役所までの道路の渋滞緩和をもっと

進めてほしい。住宅地内の交差点に信号を。
40代 女 南ヶ丘

合志市の南側はこれからも人口が増え、（市外から）住宅が増えそうなので、その

前に道路整備をしてほしい。通学路が狭すぎる。人口、車が増加しすぎて住宅街

が抜け道となって大変危険。

40代 男 西合志東

合志南小の南側に池を埋め立て住宅団地を建設中ですが、堀川を渡る南北に走

る歩行者用道路（含通学路）があれば、利便性、事故防止の点からも効果的と思

います。

60代

後半
男 南ヶ丘

高速道路の整備に合わせたバイパスの整備を行ってほしい。 40代 男 西合志東

交通渋滞が激しいので道路整備を推進し緩和してほしい。
60代

前半
男 南ヶ丘

交通渋滞にならないように整備
20代

以下
男 南ヶ丘

交通渋滞の解決対策の実行（右折ラインを増す）通学路の整備（特に合志中）
60代

後半
男 合志南

交通渋滞の緩和を強く願います。 40代 男 合志南

交通の不便（４車線希望） 30代 女 わからない

交通量が多いのに狭い道路がたくさんあり、渋滞するので道路の整備をしてほし

い。
50代 女 西合志南

交通量が多く渋滞が多いことが気になる。
20代

以下
男 合志南

ここ数年で住宅が増え、同時に交通量が増え、あちこちで渋滞が生じており、早

急な道路の拡充を強く求めます。とても住みづらく感じます。立体道路や歩道橋

などもっとうまく空間利用を考えてみてはどうでしょうか。

20代

以下
女 西合志東

自衛隊教習所横の信号がいらない。渋滞の原因、点滅にしてください。 50代 男 合志南

市全体の道路の区別一覧表が欲しい。国道、市道、里道、私道を明示したもの
60代

後半
男 西合志南

自転車と人が安全に通行できるような専用道路（現在の川や水路沿いや用水路

を暗渠にする等にして利用する等どうか？）通学生やちょっとした買い物ができる

よう工夫された計画(企画)はできないか？自転車で買い物は道路事情が悪くて老

人には危なくて妻はそこまで行くのも車を使っているので。歩道を自転車も通れる

幅にする等工夫出来ればと思う

70代

以上
男 合志南
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市道、県道の渋滞がひどくなっている。
60代

前半
男 南ヶ丘

市道は当たり前だと思いますが、市内の国道や県道のでこぼこも把握してもらい、

国や県に申請してもらいたい。菊陽レディースクリニック前の道路がでこぼこで走

行しにくい。

50代 女 南ヶ丘

渋滞（朝夕）が減ってほしい。 40代 女 わからない

渋滞解消（慢性的な） 30代 男 わからない

渋滞がひどい。カントリーパークでイベントがあるときは外出出来ないくらいひどい

時がある。
40代 女 西合志中央

渋滞の緩和。朝晩のラッシュ、土日のスーパー周辺や387号黒石神社周辺での渋

滞など。
40代 女 西合志東

渋滞をなくしてほしい！ 30代 女 西合志南

住宅街の中の道の舗装（砂利道等） 30代 男 南ヶ丘

住宅が増え、交通量が増えており、信号に整備や道路（歩道を含む）整備が重要

と思う。
40代 男 合志南

住宅が増え人口が増えているのに道路の整備がそのままなので大変渋滞が起き

て困ります（渋滞口の中の狭い道路にまで）
40代 女 西合志東

住宅地が増えすぎている割には道路整備がなされていないように思える。これ以

上住宅地を増やさないでほしい。
40代 男 合志南

住宅ばかりが増えて交通量が増えたにもかかわらず道路の渋滞がひどく、朝夕の

移動が非常に困難な状況です。道路整備をお願いしたいです。
60代

前半
女 合志南

住宅は増えましたが、その前に歩道の拡張、信号設置。歩道を十分に確保してか

らの家を建ててもらえるといいかな？子どもたちが窮屈そうに登下校している様子

がかわいそう。

50代 女 合志南

住宅密集地の止まれ表示を増やしてほしい。住宅密集地の白線を引いてほしい。

→住宅地においてスピードの速い車が多い。危ない。歩道が全体的に狭い。
30代 男 西合志東

週末など出掛けるのに車が渋滞して夕方以降まで待つようになった。道路事情の

問題と合わせて、むかしの車幅のままなので狭い所があったり。抜け道としていろ

いろ問題が。ラウンドアバウトがあると良いのでは？と思う所が時々ある。渋滞→バ

スが遅れる…移動が嫌になる…車で行く→（渋滞に戻り循環）

40代 女 合志南

出勤時間帯（7:00～8:30）と退社時間帯（4:30～6:00）迄の車の渋滞対応をお願い

します。

60代

後半
男 南ヶ丘

主要道路の使用が集中しており、道が混雑している。合志市から熊本市へのバス

の本数が少ない。

20代

以下
男 西合志南

商業施設を増やすのは良いがまず道路整備を行い渋滞対策を検討すべき。 50代 男 南ヶ丘

人口が少ない北側だけきれい。 50代 女 西合志南

新興住宅地の道路が狭い所も多く、不便を感じることもあるので広めに取る規定

など設けてほしい。
30代 男 西合志中央
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震災後4年もたつのに大きな道路ですが、まだひどいヒビ割れがあちこちあり、自

宅が車通るたびにゆれている。パトロールをして、解決してほしいです。
70代

以上
女 合志南

杉並台から北にアンビーに行く道をつくってほしい。 50代 女 南ヶ丘

スマートインター、すごく使いにくいです。出口で止まってる車沢山あります。結構

危険です。
40代 男 南ヶ丘

住みよいまちづくりのために黒石地区の交通渋滞の緩和にも力を入れていただき

たい。
30代 女 西合志第一

生活道路が通勤の抜け道として利用され、朝夕混みあい危険である。また農道も

通勤等利用され、スピード出していて危険です。どれもがメイン道路の整備が現状

に合ってないためです。建物が建つ前に手を打たないと都市計画は０点です。

60代

後半
男 合志

狭い道路が多く、また渋滞を起こしやすい交差点の状況が昔と変わらないため改

善されることを要望します。
30代 男 西合志東

大規模な工事ではなく、今ある道路の交差点の改善等をすることで交通渋滞を抑

制し、人口の減る将来的にも管理しやすい状況に持っていっていただきたい。
50代 女 西合志東

通勤時の渋滞が酷い。道が狭い、片側一車線の道が多い。 30代 女 わからない

通勤ラッシュ時の渋滞がひどい。交差点の信号近くに熊本電鉄の踏切があるとこ

ろの信号機はどうにかならないのかと思う（信号が青でも踏切が閉まって進めない

ので渋滞を助長していると思う）踏切が閉まっているときは赤信号のままに市、踏切

が開いたらすぐ青信号にするなどの連動させたシステムにできないものだろうか。

30代 男 わからない

右折レーン、時差式の信号の導入による右折待ち渋滞の緩和が必要。私が知っ

ている限りの30年ほどで光の森等の商業施設は発展したが、道は変わっていな

い。会社が定時日の時は北区まで1時間以上かかり定時退社の良さがいかせな

い。

40代 男 わからない

東京など大都市部の一極集中の危険性は今後ますます増加が予想され、地方へ

の人口シフトには道路整備が不可欠です。

60代

後半
男 西合志南

道路・歩道を広くし、渋滞緩和に努めてほしい。
20代

以下
女 西合志東

道路県道30号未着工御代志駅より先。
60代

前半
男 西合志南

道路渋滞の緩和 40代 女 西合志東

道路状況が悪い
60代

前半
男 西合志南

道路整備するのは良いが整備の優先順位は考えるべき。陥没しているところがあ

るのにどこに伝えてよいかわからない。
30代

答

西合志南

道路については工事済みと悪路の差がひどい。
70代

以上
男 合志

道路にできたひび割れやマンホールとの段差を埋めてほしい。そこを避けて走る

車が多く危険を感じる（デイリーヤマザキ合志豊岡店前（マンホール）泉ヶ丘東北

公園より北側の信号付近（ひび）華乃家前387号（段差）（グレーチングとの）

20代

以下
女 西合志東

道路の整備（道路の広さ、信号、ミラー等） 50代 女 南ヶ丘
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道路の整備が進む中、その都度渋滞する場所が変わるというのが実感である。そ

れはなぜか？

70代

以上
男 合志

道路の整備をきちんとしてほしい。 50代 女 合志南

道路の白線が消えかかっており、夜はほとんど線が見えず危険。全体的に道路が

狭く、走行しづらい。
30代 女 わからない

道路の巾が狭い!!
70代

以上
男 南ヶ丘

道路を広くしてほしい。三ツ石駅の所の道を利用しているが、通りにくい。 30代 女 西合志東

どこへ行くにもどの道も渋滞。電車をもっと路線のばしたらどうか。 50代 女 西合志南

都市計画が後手後手であるため、道路の幅が不充分であったり、変則交差点が

多い。
40代 男 合志南

都市交通システムの見直しと都市開発の連動を（ＬＲＴetc）。市民でも意見が出せ

る環境に。中九州横断道路と都市開発連動を。

60代

前半
男 西合志南

飛田バイパス2車線化。熊本電鉄と市電との乗り入れ（広島電鉄のイメージ）広島市と五日

市市、廿日市市、の人の流れができている。熊本市と合志市の流れが活発化でき、合志

市がベッドタウンになる。光の森よりも活性化できる可能性あり。熊本電鉄の菊池線復活。

40代 男 西合志東

合志小地区（特に竹迫や上庄）、朝夕の交通量が多く、道路幅の狭さや曲り角が

多いのにもかかわらず、スピードの出し過ぎ・抜け道に利用されている為、危険す

ぎる。朝の通学時間帯でも、時間帯進入禁止や通勤で使用しているであろう企業

への働き掛けが必要ではないでしょうか。子どもへの事故が起きてからでは問題

です。

50代 男 合志

西合志地区は江戸時代の統治で他藩との戦争を意識した道路を作ってあるので

行き止まりが多い。交通渋滞が酷い。早く解消してほしい。

60代

後半
男 西合志中央

農面道路から阿蘇方面への渋滞対応(通退時）
70代

以上
男 南ヶ丘

灰塚あたりに高速道路が通ることの情報がうまく伝わっていない家庭があるようです。
20代

以下
女 西合志東

歩道のない狭い道路が多く、子どもが通行するのに不安がある。バス停が少ない

と感じる。
30代 女 合志南

道が狭い（木の伐採、見にくい）舗装があまりできていない
70代

以上
男 西合志中央

道がせまい。
20代

以下
男 西合志中央

南小学校から三ツ石駅への坂道が離合しづらい。とても危険なのでなんとかしてく

ださい。三ツ石駅から須屋駅への道路が、数年前道幅が広くなったのは良いので

すが、歩道に花壇を作られました。最初は合志市で管理すると聞いていましたが、

結局そのままで、見かねた組の民生員の方が整理されています。または自宅前の

人が草むしりをしたり花を植えたりとされています。その後の管理はどうなっていま

すか。

30代 女 西合志南

御代志→揚げたて屋→西合志中学校へ行くルートで、南原住宅方面に曲がる交

差点がものすごく渋滞する。朝のラッシュでは南原住宅→ユーパレス弁天へ右折

するのに５分以上待つこともある。近隣に住んでますが住民はかなり迷惑してい

る。本当にどうにかしてほしい。

40代 女 西合志中央
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御代志駅近辺やカントリーパーク周辺の道路の整備を行い渋滞緩和を行ってほ

しい。
40代 女 合志南

モノレール、菊陽町と合同で東バイパスをスムーズにする。
60代

前半
女 合志南

悪い所は要望していくので整備してほしい（区を通じて）
70代

以上
男 合志南

安心して通れる道路整備を。
60代

後半
男 西合志中央

高齢者が歩きにくい道を作ってどうするの？障がい者にも優しくない。10年間で進

化を感じとれない。
40代 男 南ヶ丘

市道等の整備管理を早急に。
60代

後半
男 合志南

平日の朝、387号線が須屋→御代志へ相変わらず渋滞します。(なぜ？信号の接

続がむずかしいのかな？
40代 女 西合志南

4月に引っ越してきたばかりでわからないことばかりだが、暮らしやすい所だと感じ

ている。スーパーなどもたくさんあるので。狭い道が多かったり、一方通行の道路

が多いのが少しいやだ。

20代

以下
女 わからない

㉕ 公共交通の充実

基本方針 年齢
性

別
小学校区

ＪＲと電鉄をつなげてほしい 50代 男 西合志中央

JRや菊池電車にアクセスを良くしてほしい。
60代

前半
女 合志

泉ヶ丘から熊本市内へ20：00（19：30）の飲み会に合うバスを1本金曜だけでも作っ

てほしい。レターバスの増便。
50代 男 合志南

以前は合志市が委託しているバスをよく利用していたが、コロナウィルスが流行っ

てから乗っていない。

70代

以上
女 西合志中央

以前はバスの便が良く熊本市内に行くのに便利であったが高齢化が進んでいる

のに交通の便が悪くなり大変不便を感じている。
70代

以上
女 西合志中央

今は自家用車を主に活用していますが、高齢になってくると車にも乗れなくなり、

活動も制限されてきます。普段の買い物（病院行きも）等も不便になってくると思い

ます。レターバス、循環バス、乗り合いタクシー等利用できる範囲を広げていって

ほしいと思います。

60代

前半
女 合志

ヴィーブルへのアクセスが悪い
60代

後半
女 西合志南

大津方面への公共交通機関が整備されたら、北高校以外の通学が便利になりま

す。高速道路の側道（三ツ石駅から武蔵塚駅）を運行するバス等。レターバスのJR

光の森駅への通学時間帯の増便。

50代 女 西合志南

買い物に行くのに不自由を感じている高齢の方のためにレターバスの便数を増や

すとか公共交通の在り方を考えるべきだと思う。

60代

前半
女 合志

カントリーパークでイベントがあるときレターバス等でもっといけるとよいです。 30代 女 合志

菊池電車の最終の時間をもう少し遅くしてほしい（金曜と土曜だけでもいいので） 40代 男 合志南
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休日のレターバス便数を増やす（JR光の森駅までのアクセス）熊電御代志駅から

県短経由でＪＲ大津、三里木等へのバス便を作って下さい。

60代

前半
男 西合志東

近隣では高齢世帯が大変多くなり近所にあったスーパーも撤退し、買い物難民が

増加して皆さん困った、困ったと言われています。免許返納されたが光の森方面

に行く交通アクセスがないので循環バス等を考慮してほしい。

60代

前半
女 西合志南

空港までのアクセスが悪い。合志市からの直通バスを再開してほしいです。 40代 男 西合志東

熊本空港へのＪＲの乗り入れが検討されており、合志市も熊本市、空港への軌道

車の連結が欲しい。

70代

以上
男 西合志第一

熊本市中央区方面への交通手段を充実して欲しい。 40代 男 西合志南

熊本市内への通学が不便。高校生は子育て支援の対象にはならないのでしょう

か？バスの本数が少ない。
30代 女 合志

熊本電鉄のダイヤ（時間）をもっと増やしてほしいです。
20代

以下
女 西合志東

熊本電鉄のバスの本数が少ない。町への利便性のためにも本数を増やしてほし

い。

60代

後半
女 南ヶ丘

車がない方には本当に充実してほしいと思います。
60代

前半
女 南ヶ丘

車の運転をやめ、バスを利用しています。同じ時間帯に重なっている時刻が多く

少ない本数にもったいないと思います。

70代

以上
女 わからない

車の免許返納した場合、現在よりも充実したバス路線になってほしい。
60代

後半
女 合志南

車を持っている人には非常にアクセスのよい所ですが、市役所にも5分で行けるの

にレターバスではすぐに行けず、日赤や光の森駅、植木も辻久保駅がハブになる

ことを望みます。

50代 女 合志

公共交通機関が整備されていないため公共交通機関のみで生活できるようにし

てほしい。レターバスをせめて1時間に3回程度運行してもらえると利用が増えると

思う。

20代

以下
女 西合志東

公共交通機関の増便。 50代 男 合志南

公共交通について、市役所まで非常に不便である。車がないといけない。高齢者

にとってはもっと不便性を感じているのではないか。バスの直行便がない。バスの

本数も足りない。

40代 女 西合志南

公共交通をもっと充実させてほしい（ＪＲ、バス）路線の拡張。 30代 女 合志南

高校生の朝・夕のレターバス活用が出来ない。例えば光の森駅行、御代志駅行と

かJR、電車との運用。合志市の高校生人口から見て、必要では？アンケートとか

してみてはいかがでしょうか？→民間にまかせたら。

40代 男 南ヶ丘

合志既存のバス会社を導入する、レターバスの便を増やす等できればよいと考え

ました。予算等難しいと思いますがどうぞよろしくお願いします。

20代

以下
男 合志

合志市以外へつなげる公共交通機関の充実。通学、通勤に不便 40代 女 西合志南

合志市の中でも便利なところに住んではいますが、一方、市役所や合志市の他の

地域へ行くのには不便です。また東バイパスへの公共交通がないので高速バス

利用です。

50代 女 西合志南
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合志市のバスの増便 40代 女 合志南

合志小校区及び辻久保周辺まで電車を延伸していただきたい（希望）
20代

以下
男 合志

合志小校区のバスが少ない。高校への通学は多くの家庭が自家用車で送迎して

いる。不便。
30代 女 合志

合志小校区は車がないととても不便。仕方がないが福原あたりにも公共交通機関

やお店もあればよいなと思う。

20代

以下
女 合志

合志南小校区在住ですが、JR（光の森、武蔵塚）や熊本電鉄（黒石、御代志）の

駅へのアクセスが不便すぎます。また、平日夕方の都心部方面のバスが少ないで

す。主要なアクセスポイントとのネットワークを強化してほしい。

40代 男 合志南

交通の充実。１時間に何本かある方が良い。
70代

以上
女 合志南

高齢化が進んだ地域への公共交通の乗り入れが進まないと免許返納ができない

高齢者がいると思います。
50代 男 西合志南

高齢化社会の中で且つ運転免許の自主返納の中、充実していない。行動範囲が

限られる。市又は地区で急がれることではないだろうか？
50代 男 合志

高齢者の免許自主返納なども増えるとますます交通の充実が切実となってきま

す。

60代

後半
女 合志南

高齢になって自家用車の運転ができなくなった時の生活が不安！公共交通機関

の充実を望む

60代

後半
女 合志南

子育てしやすい合志市を目指すのであれば、郊外での子育て世帯の交通利用の

充実は不可欠です。
30代 女 合志

昨年度に開催された公共交通協議会の説明会に参加しました。市内の交通網の

再編を計画されているようですが、今のところ高齢者の急激な増加を見込むには

大変無理があると思われ、循環バスや乗り合いタクシーの減少は止むを得ないと

思いますが、レターバスの増線、東西線の増線により、今までの利用者を失う可能

性もなきにしもあらずではないかと思う次第です。

60代

後半
男 西合志中央

市役所が不便な場所過ぎると思う。車があればいいが母はないので困っている。
20代

以下
男 西合志東

住宅が増えても子どもが高校へ通う駅までの交通手段がないので車で送迎が必

要→渋滞へとつながる
40代 女 西合志東

循環レターバスの時間の間隔はもう少し短くしてほしい。
20代

以下
女 西合志南

精神と知的障害があるため、バイク、自動車の免許取得ができない（医師は勧め

ない）学習困難のため自転車には乗れるが本人が行きたいところまで遠い。レタ

ーバスのバス停まで遠いという。

20代

以下
男 西合志東

せめて市役所までのバスが朝、夕ともに本数が増えれば利用できると思う。 30代 女 合志

電鉄菊池線の延長拡充、営業時間の延長。熊本市と共同で都市高速道路の設置。 50代 男 西合志東

電鉄バスがなくなったら不便なのでなくさないでください。最近は頻繁に時刻表の

更新が行われているような気がしますが、朝はなるべく同じ時間帯がいいです。レ

ターバスは小さくて楽しい。

30代 女 南ヶ丘
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電鉄バスの路線を増やしてもらいたい（バス停まで遠い） 50代 女 西合志南

年金生活者にとって買い物、病院への通院等に行くための交通手段等不便であ

る（合志市内での）

60代

前半
女 南ヶ丘

バス停の場所を住宅の近くに配置してほしい。 30代 女 合志南

バス停まで遠すぎて利用しにくい。
20代

以下
女 西合志中央

バスではなく、共同利用タクシーがいい。利用しやすい予約システムを作ってほしい。 30代 女 南ヶ丘

バスの運行時間が同じ時間帯でかぶっている。杉並台バス停発同じ時間（５分程

度）で市内方面に２本運行している状態。

60代

前半
男 南ヶ丘

バスの少なさが不便。
70代

以上
男 わからない

バスの便が少ない。熊本中心部へ公共交通の利便性が悪すぎる。 40代 男 合志南

バスの便が悪い。49号線を通るバスが欲しい。 40代 女 合志

バスの本数が少ない。みずき台、栄あたりにもバス停を作ってほしい。 30代 女 合志南

バスの本数を増やし、高校生が安全に高校に通えるようにしてほしい。 40代 女 合志南

バスの利用回数の少なさをどうかする。乗り継ぎ。熊電から泉ヶ丘への乗り継ぎ。
60代

後半
女 合志南

バスのルートと停留所を増やしてほしい！ 50代 男 わからない

バス利用ができるようもう少し対策をしてほしい。
70代

以上
男 西合志東

東バイパスを南北に走る公共バス路線の新設。
60代

後半
男 南ヶ丘

光の森駅や熊本電鉄と連携する市を横だんする交通網を充実化して欲しい。 40代 男 南ヶ丘

北西部の交通の便が悪く、レターバスは朝通勤通学に利用できない（第１便が遅

い）せめて1時間に1本運行してもらわないと1時間以上待つことが多い。採算は考

えないでほしい。

50代 男 西合志中央

御代志駅周辺の整備計画によると電鉄電車の終点を再春荘駅までとするとあるよ

うですが、旧西合志庁舎付近の住民は非常に不便になります。再考して頂きたい

です。

60代

後半
男 西合志中央

御代志からの便。交通バス路線（アンビー等の買い物への）の便の増便。今は車

だが高齢になるので。

70代

以上
女 合志南

御代志より延伸が欲しい
70代

以上
女 合志南

免許返上の年齢になると交通手段としてコミュニティバスが必要となるのでなるべ

く回数を多く年寄りが多いのでその点をこまかくバスを走らせてほしい。

70代

以上
女 南ヶ丘

最寄り駅までの公共交通が不便 40代 男 西合志中央

ユトリック団地前からのバスがなく(黒石前までいかないといけない)とっても不便で

す。両親は今は車の運転をして生活(移動、仕事、買物)できていますが運転でき

なくなった時のことを考えると不安です。バスの便をふやして欲しい

30代 女 わからない
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レターバスとJRの乗り換えがスムーズに行えるようにしてほしい。朝、レターバスが

駅に着くのが大幅に遅れてこまる。

20代

以下
女 南ヶ丘

レターバスなどもっと利用したいけれど、JRの時刻表に合わせる柔軟性がほしい。 50代 女 南ヶ丘

レターバスの運行が少ない。 40代 女 合志南

レターバスの増便。光の森から学生（子ども）が帰ってこれません。混んでいるとき

は時間がかかる。車がないと不便（年配になったら不安）
50代 女 合志

レターバスのバス停を増やしてほしい。 50代 男 西合志東

レターバスの昼間の時間帯を増してもらいたい。
70代

以上
男 南ヶ丘

レターバスの本数が少ない。JRの駅へのアクセスがよくない。 30代 女 合志南

レターバスの本数を増やしてほしい．道路工事のたびにでこぼこが多くなり、家に

いても車が通るたびに地震のように揺れる。土木課に申し入れするが無反応。
50代 男 南ヶ丘

レターバスの本数を増やしてほしい。車を持たない人間からすると市外への移動

がとても不便です。

20代

以下
女 合志南

レターバスを利用したいと思っているのですが、時間の間隔が開きすぎていて利

用しづらいです。
30代 女 西合志東

私の住んでいる所は、レターバスのバス停しかなく、まちまで行くのに坂を上り下り

しないといけないので、高齢者の方が行きたい時には大変な思いをすると思いま

す。

20代

以下
女 西合志東

合志市役所に行くのにバス利用の場合行きは良いが帰りのバスが無く不便であ

る。色々なサークルの案内は有るが車が無い人は参加できないことが多い。私の

住む所からは合志市役所がとても遠く感じます。

60代

後半
女 合志南

合志南小校区では次々と宅地開発がすすんでいますが、バス停も遠く、店舗も少

ないため、車が必須です。数十年後が心配です。
30代 女 合志南

菊陽町との違いは鉄道だと思います。特にＪＲ。ひと駅でもいいのでＪＲの駅がある

と人口が増えます。これが無理な合志市は何に頼るべきでしょうか。
50代 男 西合志東

（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

基本的に合志市は住みやすいところだと思います。人口が増えどこに行ってもた

くさんの人がいるので、もっと遊べる所や、買い物する所が増え、人が分散できた

らより住みやすくなるのではないかと思います。

30代 女 西合志東

商業や工業が発展しすぎることがなく豊かな自然環境を残し、健全な財政を維持

して子孫につなげていけるように。
70代

以上
女 西合志南

合志市はよくできていると思う。
70代

以上
男 西合志東

税金を減ずるためにやる 40代 男 西合志南

よく整備されていると感じる。
60代

後半
男 南ヶ丘

利便性向上に期待 30代 男 合志
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安全ですべての市民に平等な合志市でありますようにと願います。道路－歩道

（幅）渋滞（車）標識、ゴミ、駐車見直しが必要な気がします。よろしくお願いしま

す。

40代 女 合志南

家の近くに生協マーケットとか銀行ができてほしいです。バスと電車の本数ももっ

と増やしてほしいです。もっと大きい光の森のゆめマート、まるきょうぐらいのマー

ケットもできてほしいです。プラネタリウムが見れる博物館も建ってほしいです。

50代 女 西合志中央

土地の評価額が低いのに固定資産税が高すぎる。
20代

以下
女 西合志東

＜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

（経済効果あり、飲食業、宿泊関連）農産物の宣伝、ブランド化 40代 男 西合志東

園芸農業についても支援をしてほしい。
20代

以下
女 西合志東

海外輸入に頼らない食料の確保が必要な時代になっている。コロナや災害時の

生活必要物資不足に備える必要がある。
40代 男 西合志南

休耕地の活用 30代 男 わからない

休眠農地の活用が全くゼロ
70代

以上
女 合志南

合志市特産の農産物がよくわからない。ＰＲ活動が足らないと思う。 40代 男 合志南

合志市の特産物を考える。AI、ビッグデータに関連する会社を誘致する。
60代

前半
男 西合志東

合志市のブランド野菜を開発し、農業で稼げる仕組みを作ってほしい。 30代 女 合志

合志の産業は農業主体であるべき。自然を壊さず人間の生活と共存を！ 40代 男 西合志東

今後市町村を通じて10万が支給されると思いますが、その際、市内のテイクアウト

飲食店、農産物、肉を購入できる施設（きくちのまんま、畜流センター直営店）、牛

乳を購入できるらくのうマザーズの場所、花の購入促進につながる案内を回覧な

どで周知していただきたいです。生産者、団体と消費者がうまくつながっていない

です。

30代 女 西合志東

市が管理する貸農園制度があればいいなと思います 50代 女 合志南

市内で働けるようにしてほしい。農業、もっと前に出して、若い世代の取り組みをア

ピール→老世代のお手伝い等も含め円滑にいくよう市がサポートしても良いので

は？衰退していくと思います。

30代 女 西合志南

市の特産物（例：市外への土産など）があったらうれしい。 50代 女 合志

市民農園があれば使いたい。 40代 女 合志南

将来的には農業をしたいと思っているが、設備投資等不安が多い。 40代 女 合志
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新鮮野菜の直売所があることは魅力です。さらなる充実を期待します。
60代

前半
女 西合志南

せっかくの農地があるのなら、それを有効に活用し、農業を絡めた形で働く場の

確保などにつなげられたら良い。
50代 女 西合志東

地域(合志)で作られたお米、野菜を買う方がスーパーで買うよりも利点があれば、

地元のものをみんなが購入するようになると思う(スーパーの買い物券ではなく)
40代 女 西合志東

小さいころ体験したことを大人になってからやってみようという思いになるから、小学

生を対象に農園を作って米や野菜を育てる体験をさせ、（子育ての充実）その子ども

達が大人になったときに畑や田んぼに興味を示す子が増えると思う。自分が経験し

たことがないことをやってみようとは思わないから、農業人を増やすには子どもに経

験させることだと思う。習い事で週１で学ぶ機会があったらいいなとも思う。

30代 女 南ヶ丘

畜産産業は生活していく中でなくてはならない産業だと思いますが臭いについて

もっと改善できるような気がします。

60代

後半
男 西合志東

都会（県内、九州から、本州以東から）から移り住んで農業をしたい人を呼ぶ。こ

れからは食料の自給はもっと注目が高まると思う。
40代 女 西合志中央

どこに地元の物が売ってあるのかがわかるといいです。 40代 女 西合志南

農業が続けていけるような政策をとって下さい
60代

前半
女 合志南

農業後継者の減少化で遊休農地等の増加が不安
70代

以上
男 合志

農業大学もあるので協力し合い、農業に興味を持てるような取り組みをしてほし

い。地産地消の取り組みを充実させ、農地の有効利用を推進させてほしい。

60代

前半
女 合志南

農業の振興は安全保障上絶対必要。欧米諸国は食料の自給率が高い。
60代

後半
男 西合志中央

農業の衰退は良くない。もっと地元の農産物が手に入れるようにしてほしい。企

業、工場等の誘致には賛成ですが、過度の開発は良いと思わない。
40代 男 西合志南

農業は食料安全保障上の最重要産業です。自然災害や感染症の拡大から海外

が自国の農産品の輸出制限などの可能性が高くなりつつあります。農業は特に大

事！

60代

後半
男 西合志南

農業は大切。市として若者のUターン者が働け、最近はやりのビジネスとして考え

ては。降灰対策も重要ですね。企業が少なすぎ。企業を確保せねば。
40代 男 南ヶ丘

農業法人、会社の育成etc
70代

以上
女 合志

農業をもっと推進すべき。オーガニック（自然農法）に補助金を出すべき。 30代 男 合志南

農産物の販売が身近で感じられる場があれば合志市の農産物が浸透するのでは

ないだろうか。

60代

後半
女 西合志南

農地が住宅地に変わるのは基本的に反対です。農業の後継者を増やす施策に

取り組んでほしい。
50代 男 南ヶ丘

農地が住宅になっていくのが寂しい。田んぼや畑をしている人が豊かに生活でき

る制度が進んでほしい。
50代 女 南ヶ丘
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農地保全の観点から多面的機能支払制度を活用して現在の各地域ごとの活動か

ら、広範囲に集約した活動にできないものでしょうか？
70代

以上
男 合志

もっと地元の食べ物が売ってある所を知りたいです。
20代

以下
女 西合志中央

遊休地の活用と農業従事者の育成
60代

後半
男 西合志南

休耕地の有効活用を。
60代

後半
男 西合志中央

㉗ 商工業の振興

基本方針 年齢
性

別
小学校区

（スマートICからの）主要道路のお店を充実させてほしい。小さい子どもを持つ親

に対する働きやすい環境づくり

20代

以下
女 西合志中央

アンビー熊本の店が充実してきて普段の買い物がとても便利になった。
20代

以下
女 合志

アンビーには雨が降ったら行きたくないです。駐車場に工夫がほしい。 50代 女 南ヶ丘

家ばかりでなく商業施設やスーパーなどを作っていただけるとさらに住みやすい

市になると考えます。

20代

以下
女 合志南

今住んでいる地域は静かでとても良い環境だが、外食する店が少ない。ディスカ

ウントストアなどないのでぜひ出店してほしい。
30代 男 合志南

植木方面から合志市役所までの間にスーパーやホームセンター等が1ヶ所もない。
60代

後半
女 合志

大型SCが必要かと思います。企業誘致を行い雇用確保が必要かと思います。
60代

前半
男 西合志東

大型商業施設等の誘致 30代 男 南ヶ丘

大きな店だけでなく、中規模の店も欲しい。
60代

後半
女 合志南

御代志にコスモス。
60代

後半
男 合志

北側の歴史や農地は守りつつ、若干の商業施設を微増させても良いと思う。
20代

以下
男 合志

北熊本スマートインターチェンジができたので県外市外からのインバウンドを見込

めるように商業施設ができたらいいのではないかと思う。御船にできるコストコのよ

うな商業施設が良い。個人的にはアウトレットモールを合志に誘致できないものか

と思う。土地もあり、インターチェンジもできたのでインバウンドが見込めるし、土地

名も覚えてもらえて合志市の繁栄になると思う。

30代 男 わからない

旧西合志にもっとドラッグストアやスーパーがほしい。野々島周辺が不便。 40代 男 西合志中央

旧西合志には食料品店がない。合志の方には大きな店があるのになぜですか。
70代

以上
女 西合志中央

居住地近くにスーパーが建って欲しい。歩ける距離に存在して欲しい。 40代 男 西合志中央

黒石原周辺の住民増加に伴い、大型商業施設の誘致を強く希望します。
20代

以下
女 西合志東

合志市北側のスーパーマーケット、ガソリンスタンド、ディスカウントストア等の施設

を増やしてほしい。
40代 男 西合志東

合志市には本屋が少ないと思う。TUTAYAとかができたらいいなあと思います。
20代

以下
女 合志南
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商業施設(日用品、食料品、医薬品等)を設けていただきたい。木原野～野々島

地区。※住宅増と県道通行車両増から増収見込める。
50代 男 西合志中央

商業施設が少ない。 30代 男 西合志東

商業施設が増えればうれしい。子どもの遊び場が少ないように感じる。 30代 女 合志南

商業施設の誘致 50代 男 合志南

小商業施設を増やしてほしい。
20代

以下
女 合志南

食品、日用品を扱う店の出店を住居地中心においてほしい 40代 男 合志南

書店を誘致してほしい。 30代 女 西合志東

スーパーが少ない。 30代 男 西合志南

スーパーがいまいち。安いお店がない。「みやはら」が合志市にできればいいの

に。

20代

以下
女 西合志南

スーパーが少ない。
70代

以上
男 西合志中央

スーパーマーケットが少ないと感じる。小規模なものが各地域にあるとよい。 30代 女 合志南

スーパーをもっと増やしてほしい。
20代

以下
女 西合志中央

他の市町村に比べ、良質な商品やサービスを受けられる店舗や施設が少ないと

感じる。

60代

後半
女 合志南

小さい小売店をもっと大切にし気軽に買物ができるようにしてほしい。大型店ばか

りでは高齢者は買物しづらいです。
60代

前半
女 合志南

近くにあったマルショクが閉店してコンビニができたが、あまりにもコンビニが乱立

している現状を変えて、食料品店を増やしてほしい。

60代

後半
男 西合志南

近くにお店ほしい（徒歩で行けるところ） 30代 女 わからない

近くにスーパーやドラッグストアなどが欲しい。 30代 男 西合志中央

近くにもっとお店が欲しい。
20代

以下
男 西合志中央

西合志地区にお店（コスモス）など増やしてほしい。コンビニしかなくて買い物がし

にくいです。
30代 女 西合志第一

野々島交差点付近に大型商業施設を誘致してほしい。
60代

前半
男 西合志中央

遊戯施設等は好まないが生活用品、食料などの店が少なく、買い物は熊本市を多く

利用しているので小規模でも良いのでスーパーなどが建ってくれるとありがたい。
40代 男 西合志南

合志市内には魅力的なお店も多いけど、なかなか情報が見つけにくい。紹介され

てたりするのかな...一覧であったり情報誌みたいなパンフレットあると楽しい(以

前、広報と一緒に配布された紙の情報で、お店を開拓できて良かった。オオヤブ

ファームとかお豆腐屋のアイスとか)

30代 女 西合志中央

合志市北側は、本当に買い物する所が少ない。アンビーはあるが、立地的に厳し

い。でも以前よりは買い物場所が増えて嬉しいが気軽に寄るとこじゃないという認

識、混む、周辺が。

30代 女 西合志中央
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黒石原地区は住宅が増えてきているのに対し、スーパーマーケットが少なく、買い

物に行くのに、わざわざ車に乗って、遠くに行かなくてはいけないので、スーパー

が欲しいです。

40代 女 合志南

住宅地と農地のバランスがとれていると思います。が、住宅地にもう少し店舗（スー

パー等）をおねがいします。
30代 女 合志南

西合志中央小校区にもっとドラッグストアを出してほしい。
20代

以下
男 西合志中央

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

空いている土地があれば企業誘致は賛成。 40代 男 西合志東

大いに企業誘致をしてほしい。 40代 女 合志南

開発誘致して税を入れる企業の確立を目指してください。 50代 女 合志南

起業創業支援や事業に対しての支援が熊本市と比べ少なすぎる！！熊本市へ

事務所は移転を予定している。
40代 男 西合志南

企業誘致は公共の交通とセットで検討してほしい。 40代 女 西合志東

企業誘致は必要。若年労働者を市内に住まわせること。
60代

後半
男 西合志中央

企業誘致も大事と考えるが、その企業が倒産して税金の投入が無駄にならないよ

う、十分な審査をしてほしい。

70代

以上
男 西合志南

企業誘致をもっと積極的にすべき。菊陽町並みに企業誘致するために事前に誘

致できる土地を事前に確保、整備しておき、大型企業の誘致を！！企業誘致によ

る市の財政＆労働力確保になり活性化につながる。

70代

以上
女 合志南

旧西合志町役場のテナントビル、なぜ作ったのか理解できない。一度も利用した

いとも思わない。もっと市民のためになるものにしてほしかった。
40代 女 西合志南

合志地区には、水資源があまりなく大型の企業誘致は困難でしょう。商工業の面

では、開発された「アンビー」の客数の推移を見守っています。

60代

後半
男 西合志中央

合志市は意外と働く場(職場）が少ない気がする。市役所の求人が入るが、ここら

辺では一番賃金が安すぎる？（最低賃金レベルでしかない）から働けない！
40代 女 合志

先進国は物があふれて何が本当に必要なのかわからなくなってるよね。それゆえ

仕事の意味も分からない。金で計るしかないのが現状かな。仕事の意味づけをし

っかりしなくては！

60代

前半
女 合志南

働く場所をつくることは大切。 40代 男 西合志南

ルーロ合志・・・頑張って下さい！！ 40代 女 わからない

零細企業を中小規模に引き上げる役割。投資＋育成＋助成

トヨタ（ダイハツ）日産（スズキ）大規模工場誘致。地下水保全（コストの助成）を考

慮した生産工場。菊池市合同推進

50代 女 合志南

若手人材育成すべし、後継者問題、商業施設を誘致し財源を確保すべし
60代

後半
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

農業、商工業の振興、企業誘致の促進＋観光客の誘致＝ホテル（大型リゾートホ

テル）の誘致
40代 男 西合志東

商工業の振興、企業誘致は推進する
60代

後半
男 南ヶ丘

個人的ですが、合志市は「住む街」であってほしいので、他の街に働きに行って、

合志に住む、合志で暮らすがちょうどいいです。
40代 女 西合志南

頑張って欲しい！お金持ちでスマート政策を実現できるように。 30代 女 南ヶ丘

住宅より産業を発展すること。山川田畑人類生きるため、自然環境を壊すな。
70代

以上
男 西合志中央

ちゃんと補助金、まともに使われていますか？ 30代 男 西合志東

農業を守りながら商工業へも力を入れていただきたい 30代 男 合志

隣接する菊陽町に先行され、差が明白。農業・商工業どっちつかずで市として何

に力を入れているのか？中途半端
40代 男 合志南

＜その他＞

基本方針 年齢
性

別
小学校区

＜コロナ関連＞

今、コロナで大変な時期なので大人用、子ども用のマスクの無料配布などしてほし

い。
40代 女 わからない

学校給食の仕事がコロナの影響で３月から休みです。その上、補助金もないので

会社が休業補償で６０％出してますが、かなり収入減です。今年の市民税＋家賃

etc払えるか不安です。なのに子どもたちはスーパーに皆でアイスを買って遊んだ

りしています（集団で･･･）休校は遊ぶための休みですか？合志市は子どもの遊ぶ

率が高く思います。

40代 女 わからない

行政にスピード感がない。今回のコロナ対策で熊本市との違いが大きすぎてびっ

くりする。市民を守る気持ちが感じられない。
30代 女 南ヶ丘

合志市においてコロナに対する対策が何をなされているか分からない。情報発信

が足りていないのではないか。

20代

以下
女 南ヶ丘

このタイミングでこの内容のアンケートは非常に残念に思える。まだコロナウィルス

対策における合志市独自の対策アンケートなどの方が今は良かった。公務員で

はないため所得が下がる中、不安な状況で生活をしているため、もう少し市独自

の支援策を打ち出してほしい（子育て世帯などへの･･･）とにかく市からの発信が

少なすぎるし遅い！！

40代 男 合志南

コロナウィルスが早く終息するよう外出規制の呼びかけをもっとしていいと思う。 30代 男 西合志南

コロナウィルスに対しての危機管理や合志市でできる対策補助金などしっかり考

えてほしい。市長さんしっかりお願いします。
50代 女 西合志中央
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コロナウイルスにより家庭の収入が減る恐れがあり、収入が減ったときどうすればよ

いか不安があります。
40代 女 南ヶ丘

コロナが終息したならカントリーパークでライブとかあるなら行きたい。 30代 男 西合志東

コロナ感染の影響で毎日大変かと思います。一日でも早く終息することをただ願う

ばかりです。不安でいっぱいの日々ですが、安心して生活できる日がくることを願

っています。いつもご苦労様です。

40代 女 合志南

コロナ自粛なのに老人はゲートボールで密集しているのは良くない！危機感持

て！市も積極的アナウンスを！！

70代

以上
男 わからない

コロナ対策について、先手での対応を求めます。 30代 男 西合志東

コロナ対策はどのようにされるおつもりですか？人口が多い割には対応が遅い気

がしますが。市としてもっと早い対応を望みます。
40代 女 西合志東

コロナによる恐怖の日々闘いながら毎日仕事をしています。仕事柄感染した方に

接触する危険も大きくマスク不足、ガウン不足、消毒薬不足に対してとても不安が

あります。それでも危険手当が給与に付与されることもなく、普段以上に支出は増

えているにも関わらず・・・。早く終息してほしいものです。

40代 女 わからない

コロナの影響で上の子の保育園をずっと自粛していて、下の子がもうすぐ入園な

のですが、どうなるんだろうと不安です。働けるのかも不安です。求職期間（3カ月）

をのばしてほしいです。

30代 女 西合志南

コロナのため休校中で塾も休み、共働きでもあり、十分に学習できていない。現在

ジムも休業のため行けていない。
40代 女 合志南

コロナの問題もあり、皆が大変ですが、子ども世帯や病気の家族の家庭は特に大

変です。学校や地区の役員は大きな負担を感じます。回覧板は普通に回すべき

では？医学的根拠はありますか？役員の感染は？税金だけ送らないでほしい。

50代 女 西合志東

今回のコロナ対策として経済支援などの合志市の情報が欲しいです。 50代 男 西合志南

今回のコロナの様な緊急の場合の対処法や支援について大々的に市の案を提

示して欲しい。お金に関する事となるともし記載してあったとしても小さい…気づい

て欲しくない様に感じる。

40代 女 西合志中央

新型コロナウィルスのために色々な行事が自粛されているのでここ2カ月あまりは、

アンケート内容にあてはまらない箇所があります。はやく終息してもとの生活にもど

って欲しいと願っています。

60代

後半
女 西合志南

野菜はコロナで余っているとニュースで言っているけど、案外高い。
70代

以上
女 西合志中央

病院で入館時体温測定がなされていない。行政から病院に体温測定を義務化さ

せてほしい。

70代

以上
男 合志南

特別定額給付金の早急な対応をお願い致します。 40代 女 西合志南

市職員の皆さんの住民に対する対応が昔に比べると素晴らしく良くなった。一部

のわがままな住民には毅然とした対応をしてほしい。新型コロナ対策には感染防

止と補償には敏速な対応をお願いします（合志市のため日夜頑張っておられるこ

とに感謝申し上げます）

70代

以上
男 西合志南
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新型コロナで大変な中、学生も授業開始が遅れ、友達に会いたくても会えずオン

ライン授業です。今は我慢して家から出ないように頑張っています。コンビニやス

ーパーが少ないので密になってしまっているのが少し怖いです。

20代

以下
女 合志

全世界のコロナが早く終息して前と同じく皆様の生活ができることを願います。
70代

以上
女 西合志東

＜行政等関連＞

子どもが障がいがあり、福祉課や子育て支援課、健康づくり推進課によくお世話

になっています。いつも丁寧な対応してくださりありがとうございます。
30代 男 西合志東

今現在県外で大学に通っており、将来的に就職は合志市でないにしろ何かしら

必ず市に貢献したいと思います！応援よろしくお願いします！！

20代

以下
男 南ヶ丘

熊本地震によりみなし仮設として合志市にお世話になっています。その間社会福

祉協議会の皆様には相談にのっていただき大変感謝しています

60代

前半
女 西合志南

公共施設に行政のパンフレットが置いてあり、助かることが多い。困りごとの時も別

の課に尋ねても電話を回してもらって、対応が早く、高齢者にも優しい市だと思い

ます。

60代

前半
女 西合志東

合志市住みたい市ランキング。とても誇らしく、ありがたく感じております。市役所

関係の皆様のご尽力と思っています。
50代 女 南ヶ丘

合志市の情報誌にも載っていることですが、アンケートの前に合志市のNO1を教

えてほしかった。例えば医療費が安いとかメリットとデメリットを添えていただければ

ありがたいです。よろしくお願いいたします。

60代

前半
男 西合志南

市民の為に働いて「ありがとう」と言われる市役所の仕事にあこがれます。HPに40

代、50代からの転職とか市役所の仕事紹介とかのせてください。正直市役所で働

きたいです。

40代 男 西合志中央

市役所の皆さま、いつも電話での対応も親切で熊本市から引っ越してきてよかっ

たと思っています。これからもよろしくお願いします。
30代 男 西合志東

他の市と比較しても合志市は住みやすいと思います。より一層住みやすい市にす

るため行政の皆様よろしくお願いします。

20代

以下
女 西合志南

昨年度の3月の保育園登園の自粛分が返納されるのがとてもありがたく助かりま

す。4月前半の分が対象でないのはなぜでしょうか。

20代

以下
女 西合志東

毎日のお仕事ご苦労様です。特に新型コロナウィルス問題で大変でしょう。健康

に留意されて頑張ってください。市役所を訪問すると皆さまの気持ちのよい挨拶

がいいですね。

70代

以上
男 西合志第一

市長と団結して市役所勤務の皆様チームワークで頑張ってくださいませ。
70代

以上
男 合志南

６つの政策が〇〇の健康となってるのがわかりづらい（健康の意味）
60代

前半
女 合志南

＜アンケート関連＞

アンケート回答がネットでできるように。切手代が無駄。税金の無駄遣い
60代

前半
男 西合志南

アンケート等はオンラインでいいと思います。 30代 男 合志南



61

外出をしないでいるので、いつものアンケートより成果が違うので考察も例年よりや

りにくいと思います。大切な課題を整理し、発展的に解決できるよう協力する市民

でありたいと思います。

70代

以上
女 合志

今後、このようなアンケートはwebを利用されてはどうでしょう。はがきにQRコードを付

け送られるだけでペーパー代郵便代などのコストも下げられるように思われます。
50代 女 西合志東

本人宛に通知が来たため、本人と一緒に答えていったが質問の内容がわからな

い。アンケートが長すぎてきついとのこと。見た目は大人、これから先が生きづらく

なるのでしょうね。親が生きている間は良いのですが、基本、親が少しずつ生活の

仕方、お金の使い方など教えていかなくてはいけないのですよ・・・。

20代

以下
男 西合志東

＜その他＞

基本方針に基づき合志の発展を願い合志市のご指導をよろしくお願いいたします。
70代

以上
男 西合志中央

旧西合志地区はいろいろ話題になるが、本来の合志町の元気がないように思われる。 50代 男 南ヶ丘

県外から来ましたが、買い物も便利で、自然もそばにたくさんあり、とても住みやす

い環境だと思ってます。市民の声もよく反映されてて暮らしやすいです。
30代 女 南ヶ丘

合志市に住んで30年とても気持良く快適に暮らしています。この土地を選んでと

ても満足し又将来も期待しています。合志市を応援しています。

60代

後半
男 西合志東

合志は住みたい街の熊本でNo.1とか、何かこれ！というインパクトのあるものがあ

るといいなー 他面でコツコツやってるような。

70代

以上
女 南ヶ丘

合志市に引っ越しをされて来られる方が多くなってます。若いご家族の方が、多

いのかと思いますが、２世帯での引っ越しも多いようですね（高齢者も増えている）

新しいまちづくりも夢があり期待もしますが、高齢者の方の「認知面」気になる所で

す。新しいものの良い面も理解しますが、昭和の時代無くしてはいけないもの（教

育・音楽・習慣）など、人としての本来の「思いやり」「いたわり」など理解できる「人」

作りも大切かと思います（家庭での教育の見直し）など。今だからこそ考える必要

があるかと思います（思いやりのある町）あったらいいな～と思います。

60代

前半
女 わからない

合志市が何をしようとしているのかわからない。子育てについては対策など取って

いるとは思うけれどひとり身に対しても対策等を考えてほしい。
30代 女 合志南

合志市として自立した取り組みをより進めてほしい。県内での知名度UP。天気予

報では合志市は無視されている。県内都市駅伝大会になぜエントリーしてない

（ある人は菊池郡で出場（メンバー参加）しているからそれでいいと言う）

70代

以上
男 合志南

合志市に来て1年弱ですが、地域のことをまだよく知らないので、これから積極的

にイベント等に参加したいと思います。市の運営は大変だと思いますが、頑張って

ください。応援しています。

40代 女 わからない

合志市は自然環境、住民の人間性なども全国の中で住みやすい地方の中学地

域です。農業、工業、商業、住宅等バランスの良い人口増加は産業の充実など)

十分な受益を有していると思えます。感染症終息を願い、視野に入れながらの一

歩一歩の進捗、発展を願い祈るものです！

60代

後半
男 西合志南
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合志市は全国でもまれな存在感があると思う（過疎化から逆行して人口は増え、

廃校どころか新校舎ができようとしている等）今後も既存の文化、商業、農業等の

魅力を維持しつつ、さらなる発展に向けて、市ともども頑張って豊かな誇れる合志

市にしてほしい。

20代

以下
女 西合志南

合志市はとても住みやすい、やさしい町です。福祉も住民のためによく配慮されて

いて、とても幸福です。

60代

後半
女 西合志南

合志市民祭りは楽しみにしているが、人が多すぎて食べたいものや座る場所が全

くつりあっていないと思う。
40代 女 合志南

今年転入してきたばかりで分からないことが多いです。現在妊娠中であまり出歩け

ませんが、これから合志市について学んでいきたいと思っています。また新設校

校区に住んでいるため、その情報がもっとあれば～と思います。

30代 女 合志南

合志市役所の方はTELで尋ねても面倒がらず何時も親切でやさしいし丁寧です。
70代

以上
女 わからない

自宅裏の住居内（他人宅）に大きなスズメバチの巣を発見し、放置してあるので市

役所に相談しましたが、「市では何もできない！！」と言われた。困って相談のTel

をしたのに不親切な対応では？と感じました。

60代

前半
女 合志南

ずっと住みたくなる合志市にしてください。 40代 男 西合志南

住んで1年になりますが、とても住みよい町です。これからもどうぞよろしくお願いします。 30代 男 西合志南

天気予報もテレビで熊本市か菊池かわからない。テレビで合志市名をどんどん出

す努力を要する。

70代

以上
男 わからない

人にやさしいまちづくりを望んでおります。
60代

前半
女 南ヶ丘

日々ご苦労の多いことと思います。市の発展、市民の幸福度、満足度を高められ

るようご尽力願います。
60代

後半
男 南ヶ丘

複数の世代が同居できる町づくり（地元での就労、独居老人の減少、情操教育へ

の効果etc）

60代

後半
男 西合志南

約3年前に新居を建てて移住。とても住みやすく満足しています。今後の発展に

期待しています。
40代 男 合志南

私は転職で合志市に移り住むことになりましたが、いまだ合志市について知らないこと

が多いです。このアンケートをきっかけに合志市のことを知っていこうと思います。
20代

以下
男 わからない

今後の発展に期待しています。 30代 男 合志

今後も住みやすい街をよろしく。
70代

以上
男 西合志東

住み続けられるまちづくり。 30代 男 合志


