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◆6つの政策に関する意見 
 

１． 自由記述（問７１） 

 

 

 

 

 

＜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 

市民参画の機会の情報の見える化 30代 男 西合志南 

市民がまちづくりに参加できるような、情報提供をもっとやってほしい。 70代

以上 

男 西合志中央 

公民館の自主講座が平日の昼ばかり。休日や夜間の開講が必要。 40代 女 南ヶ丘 

憩の家の再開の目処は立っているのでしょうか。インターネット環境にない

高齢者に対する案内が不親切だと思います。温泉をコミュニティにしている

高齢者もいると思うので早期の再開をお願いします。 

50代 女 西合志東 

広報用スピーカーの音量が小さいため、よく聞き取れないので台数を増やし

て欲しい。 

70代

以上 

男 合志 

積極的に市民参加によるまちづくり。 70代

以上 

女 西合志中央 

市民が意見を言いやすいシステム「行政意見箱」のようなものを各集会場に

設置して欲しい。遠い施設に行くより近くが良い。 

60代

前半 

女 西合志南 

自治会によっては、公園内の清掃に参加しなかった際のお金が発生。特に東

部に関しては、区同士の協議会がないため、隣の区の取り組みがなんとなく

わかる程度。 

30代 男 西合志南 

自治会の入会者が減少している、強制していないからか。 70代

以上 

男 合志 

もっとみんなが参加しやすい自治会の運営にしてもらいたい。 40代 女 南ヶ丘 

障がい者（精神）なので訓練を含めた対象者の防災活動等をやって欲しい。

（もちろん参加したい） 

50代 男 西合志南 

年代毎に、また、近い世代同士だからできる簡単な仕事口（社会貢献）があ

れば、と思います。（マルシェ、フリーマーケット、骨董市など）ワクワク

できる催し物をやって欲しい。 

50代 女 南ヶ丘 

市民への理解が得られる情報公開ができていれば、それを市民が知ることで

理解を深めていける様にしたいです。 

40代 男 わからない 

市民の意見収集は、ネットで行う方が、利点が多いと考える。 50代 男 西合志南 

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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基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

区民と役員との遊離が続いていると感じる。昔ながらの行事、やり方や支

出。入区が少なくなっていて、改革や研修会が必要。 

60代

前半 

女 西合志中央 

バスケットゴールのある公園が欲しい。野球場を作って欲しい。 50代 男 西合志南 

子供が楽しく安全に遊べる、坪井緑地公園のような場所があると子育て世代

には助かります。 

30代 女 西合志東 

浄化センター跡地に保育所や公園を作って欲しい。 60代

前半 

女 西合志南 

マンガミュージアムそばの図書館を改良して欲しい。菊池市の図書館が好き

だったため、探しづらく赤ちゃん連れで行ったが居辛く感じた。絵本の読み

聞かせをしたかった。 

20代

以下 

女 南ヶ丘 

各自治体において決まりがあるのは多少仕方ないと思いますが、絶対に参加

しないといけないという空気感は良くないと思いました。皆が昔からそうし

ているから当たり前だと思っているし、区長さんや隣近所の人にどう思われ

ているかを気にして何も誰も言わないこの空気感は引っ越ししてきてから感

じます。これでは誰も里帰りや子供を連れて帰ろうという気にならないと思

いました。 

20代

以下 

女 西合志第一 

様々な年代の市民から合志市のあり方（政策）について意見をもらう機会が

増えると良いと思う。その際、固定の人ではなく、より多くの人からいろい

ろな目線で意見がもらえるようにした方が良いと思う。 

30代 女 合志南 

区の役員の決め方をよく考えてもらいたい。今、私がやっていますが好きで

やっているわけではない。２回家まで来て頼まれたが仕方なくやっているが

大変なことになっています。私も大変困っています。 

20代

以下 

女 西合志第一 

自治意識の低下。自治会への入区、メリットがないと加入しない（任意とい

う制度）。自治会に入らないと、防災や防犯に対する啓発等ができない。 

70代

以上 

女 西合志中央 

組制度について、組全体が高齢化したり、新型コロナウイルスにより参加し

ない世帯が増えている。今後組長制度等の役職が５年以内にくるとなると負

担が大きくなる。 

60代

前半 

男 西合志南 

コロナ禍で難しいと思うが、サロン方式での社会的集まりを通して市民参画

できる機会を作ってはどうか。 

40代 女 西合志中央 

公園利用の規制緩和。高齢者の憩いの場。（集まれる場） 70代

以上 

男 合志南 

交通渋滞が増えた。ＪＴの所や光の森へ行く道。今後宅地が増えるので、さ

らに不安。２車線等考えてほしい。御代志駅付近の開発が十分でない状況か

と思う。 

30代 女 西合志中央 

コロナが収まったら、カントリーパークなどでイベント（例年などの）を行

ってほしい。 

20代

以下 

男 西合志東 

自身も自治会に参加しているが、高齢化で考え方が古いと感じることもあ

る。市民参画できる情報や企画が少ないと感じています。 

40代 男 西合志東 

今ある山や公園での環境整備、遊具の充実。外で遊ぶことが楽しみなので合

志全体の公園が充実していれば集まりの緩和になるのでは？ 

30代 男 西合志中央 

 

② 行政改革の推進 

基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

読みやすい広報活動を充実したらと良いと思う。 70代

以上 

男 合志南 

農業試験場の移転。道路の整備（二車線化） 60代

前半 

男 合志楓の森 

ＩＴ化推進 50代 男 西合志東 
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基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

合志中学校へのバスを運行していただきたい。熊本市内へのアクセスを充実

させてほしい。 

30代 男 合志南 

道路渋滞の緩和。道路２車線を増やす。専用サッカー場の建設（ロアッソ等

の試合）。野球場の建設（サラマンダーズの試合等）。映画館があれば良い。

サテライト（競輪、競馬、ボート）があれば良い。 

20代

以下 

男 西合志東 

規制緩和の強力推進（工業者の転援）。国有地の有効活用。税金の無駄を徹

底的に省き、税の軽減と市民目線の施策推進。職員の削減（報酬の減額）。

行政職員の給与減額（民間410/年、市職員580/年）。委託事業の見直し。問題

発生の場合、最後までやり遂げる（難しい事、ややこしい事は、いつの間に

か幕引き、決まり文句で決まりですからの一言）行政としての責務を最後ま

で責任を遂行する全体的な底上げを図る。税金の軽減（税金検証、対費用効

果優先順位選択と集中）無駄な施策、時代の流れに応じた施策の推進（前か

らだと時代遅れが厳しい少子高齢化）年金の減額。職員、議員は市民の代表

である事の自負と初心を絶対忘れない事。民間の厳しさを出向等により経験

して、それを行政に生かす。市役所の改装費ばかりに金をかけすぎ。防災セ

ンター等、有効に活用されていない。自治消防に対する補助金の見直し。各

種交付事業を根本的に見直し悪しき支出を改善する交付事業を絞りこむ。市

民と行政の信頼感（批判が多すぎる）。 

70代

以上 

女 西合志第一 

公園にごみが散乱している。捨てる子に注意するが（注意するのも、最近の

世の中あまり良くないと思うが）、そもそもごみ箱があっても危険なのかも

しれないが、ごみ箱がなくてもあれだけ散乱していたら、設置の有無は関係

ないと思う（私自身、未就学児の子とごみ袋１袋/週を拾っているので、今

回言おうと思いました）。市役所職員の全員ではないが、態度が悪い。お役

所仕事って感覚。市民の言うことばかり聞いていてもしょうがないが、初対

面の職員でも態度や傾聴ができていない。 

30代 男 合志南 

東バイパスに抜ける道が、平日でも混み合っており、抜け道を使う車が大体

スピード速度があり、子供や高齢者は危ないです。道の整備を良くしていた

だきたい。 

30代 女 南ヶ丘 

バス停などの公共交通機関のさらなる充実。家の近くのバスの本数が少ない

ので、もっと増やしてほしい。車がないと少し不便。 

20代

以下 

女 わからない 

要職に男性が多いのが気になります。 40代 男 西合志東 

市議会議員の削減。何をしているのかわからない人が多い。勉強不足。15年

前の議員は、良くやっていた。近所の立派な人は、誰も出ない。 

60代

前半 

男 西合志南 

市街地化調整区域の見直し。市役所職員の丁寧な対応を求めます。 40代 女 西合志中央 

地区の活性化を問う。 60代

後半 

男 西合志第一 

積極的に市民の意見を聞きながら進めてほしい。 70代

以上 

男 合志南 

ビン・カン収集日を月１回→月２回に増やしてほしい（ゴミ収集日）。 40代 男 西合志南 

高齢化による自治会のあり方への取り組み。議員数の削減をして少数精鋭

で。 

60代

後半 

女 合志南 

役場など土日や午後６時まで開いていると助かります。フルで働いている人

は平日の昼間は全く利用できません。 

40代 女 合志南 

市議会議員の削減。市役所職員の削減。もっと効率の良い仕事の方法を検討

して欲しい。 

70代

以上 

男 合志南 

議員定数が妥当？減員しても良いのではないか。 60代

後半 

男 西合志南 

コンビニでの住民票交付 40代 男 西合志中央 
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基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

市議の方達がどんなことをしているのかがわからない。たよりなどで活動の

報告を知ることがあっても、それ以外の方はわからない。 

20代

以下 

女 西合志南 

コロナ禍ですので回覧物は極力避けてプリントを各自分配るやり方にして欲

しい。 

50代 女 合志南 

住宅を増やす前に道路を新しく作って欲しい。今でも土日は渋滞しているの

に住宅が建ったら大変なことになると思う。合志市は道路の整備が遅れてい

ると思う。ただでさえイライラの毎日（コロナ禍で）なのに、道路までイラ

イラの原因だと思う。道路を見直しすばらしい合志市にしてもらいたい。 

60代

前半 

女 南ヶ丘 

日本一食の安全に取り組む。添加物、農薬規制都市にする。 60代

後半 

女 合志南 

お祭りやイベントを増やして欲しい。花火大会の実施 30代 女 南ヶ丘 

コロナ注射の情報やマイナンバーの活用（市外での住民票の受領など）を早

くやって欲しい。 

40代 男 合志楓の森 

コロナに関する情報が遅すぎるのと、どこで詳しく知ることができるかが不

明。GOTOトラベルの連絡が少なく、情報収集ができなかった。 

60代

後半 

女 南ヶ丘 

今の時代、市から発信のSNSがあっても良いのではと思う。ホームページで

は市民が見に行かないと情報を得ることができないが、SNSで市側から発信

することで、ホームページへ促しより様々な情報を市民が得ることができる

のではと思う。ご検討頂けたら嬉しいです。 

40代 女 西合志南 

議会や行政において、各世代や各職種の市民を対象に合志市モニターや行政

まちづくりアドバイザーのような、生活での意見を市や行政や議会にあげる

システムを作ったり増やすことをして欲しい。 

30代 男 西合志南 

人と人との対面対応が危ないためインターネットを使い色々進めているが、

情報弱者（年寄りやインターネット環境のない人、小さな字が読めない人、

字がうまく書けない人）が住みにくい時代だから、暮らしにくい。どうにか

して欲しい。 

40代 男 合志楓の森 

面白い名所が欲しい。例）大分県湯平街道 20代

以下 

男 西合志東 

転入し、役所で言われた自治会に連絡するも、細かく分かれているようで、

中々本当の自治会までたどりつけず、コロナの自粛もあり今も入れていな

い。 

40代 女 南ヶ丘 

合志市は健康、教育等々色々な町づくりに強化されていると思う。活気があ

り、住みやすい。文化と自然などは沢山残し、環境に配慮した公園など憩い

の場所作りは良いと思う。 

50代 女 南ヶ丘 

交通量が多い場所での歩道の狭さ。合志南小近く、スクランブル交差点から

の下りは、右も左も狭い。歩行者と自転車が利用する時は、とても危険だと

思います。 

40代 女 合志南 

指定のごみ袋の極小のサイズがほしい。電灯の明かりを増やしてほしい。道

路改善。収入が減少したため、コロナ支援してほしい。生活が厳しい。 

20代

以下 

男 合志南 

家ばかりで車、人ばかりになっている。緑豊かで広い空がある合志。農業が

盛んな市を守ってほしい。 

30代 男 合志楓の森 

地区の高齢化により、役員選出が難しくなってきている。個人の自治役員に

頼らない仕組み作りを検討していただきたい。 

40代 女 わからない 

レターバスの改善 40代 女 合志楓の森 

市議を二人減らし、その給料を残った市議で分けるのは言語道断。 20代

以下 

男 合志南 
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③ 財政の健全化 

基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

財政は良好とは言えないかも。他の市町村に比べれば良い方ではないのか 40代 男 西合志南 

子育て支援や福祉に力を入れている面はありがたいが、そのための財政が不

安。企業、工場の誘致など、財源確保に今後も力を入れてほしい。 

40代 女 合志楓の森 

（市民、市会議員、県会議員、国会議員）これからのコミュニケーションの

新設。ＩＴ活用で取り組む課題と実施が見える化になるような方法を作って

ほしい。無駄な費用と足りない費用が見えると便利。 

60代

後半 

男 わからない 

コロナのため収入に不安を抱える世帯も増えていると思いますので、住民税

の減額を検討していただきたい。 

20代

以下 

男 わからない 

合志市はとても住みやすく、住民の方を向いた行政の取り組みがされている

と思います。ただ、子育て年代への補助が目立ち、高齢者世代には厳しく感

じます。 

60代

前半 

女 合志南 

合志市の財政について、税収をグラフでわかりやすく作成しどのように税金

が支出されているのかをまとめていただきたい。 

60代

後半 

男 西合志南 

合志が大好きで、ずっと生涯ここで生活したいと考えています。財政が安定

し続けてくれるように住みやすいまちづくりを望んでいます。 

20代

以下 

女 西合志南 

健全な財政状況と信じて納税しているが、ふるさと納税等で流出が拡大して

いないだろうか。 

50代 女 西合志中央 

合志市は他の市町村より税金が高いと聞いたが、税金を安くして欲しい。 40代 男 合志 

無駄のない財政であって欲しい。 60代

後半 

女 合志楓の森 

バランススコアカードで施策を評価してみると良いのではないでしょうか。 20代

以下 

女 西合志東 

議員の数を減らしてでも一人当たりの報酬を上げて良いと思う。 40代 男 合志楓の森 

財政は住民も一律に１０万円配布しなくてもいい。絶対に必要な所に使って

下さい。商品券の配布はよかった。 

50代 女 合志 

 

（基本方針１ その他） 

基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

野々島方面に肥後銀行（ＡＴＭ）がほしい 20代

以下 

女 西合志中央 

マイナンバーカードを取得したが、コンビニ等での住民票の取得等できず、

まったくメリットを感じない。何とかしていただきたい。 

40代 女 西合志東 

小学生でも理解できるような案内をしていただけると、もっと興味を持つこ

とができる。 

30代 女 西合志南 

市の管理する土地については、除草や防草対策をしっかりやって頂きたい。

自宅の隣接地が市の管理地であるが、草がぼうぼうで景観が悪いのと種を庭

に落とすので雑草が生えて困る。 

40代 男 西合志第一 

通学路（中学）などの歩道の除草や樹木の伐採をきちんとして欲しい。セミ

コン向け道路も。危ないし、台風などですぐに通れなくなるため。何かあっ

た時の責任範囲を明確に。 

40代 男 合志南 

人口が増え続け、今後道路の混雑が予想される。道路の整理が必要でしょ

う。 

70代

以上 

男 南ヶ丘 

住宅地の電柱に街灯が少ない。 30代 女 西合志中央 

交通量が増え、至る所で渋滞が発生している。道路の整備をしてほしい。 50代 女 合志南 
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＜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 

障がい者やひとり親の支援は充実しているように思うが、健常者の子育て世

代にも支援してほしい。ごみ袋の配布や学校で使用するものの支給等（お金

以外）。 

40代 女 西合志南 

小学生の学年が上がるにつれて、学童の順番が空かなくて、共働きだと周り

に頼る人がいないと大変。長期休暇だけでも預かってくれる場所が何か所か

増えてくれると助かる。高学年・中学年でも、まだまだ子供だけで留守番さ

せるのは心配です。 

30代 女 南ヶ丘 

市の政策ではないのかもしれませんが、児童手当について、早生まれ等、誕

生月によって損するような制度を見直してほしいです。誕生月関係なく、同

額支給にしてほしい。 

30代 女 西合志南 

子供の検診時に、母親自身の体の相談（医師）もできるとありがたい。 30代 女 合志南 

幼児関連施設と公営住宅を増加し、人口増加を目指す。 60代

後半 

男 南ヶ丘 

新型コロナウイルスのため、いろいろな子育てサロンや集まる機会が減り、

子育てに不安な親が増えると思います。孤立、孤独を避けるために、市が積

極的にコミュニケーションの方法を検討していただきたい（感染症対策をし

た上で）。 

30代 男 南ヶ丘 

保育園の全世帯無償化 20代

以下 

女 西合志中央 

保育園の申請等、職員で統一できていない部分があり、何度も足を運ぶこと

になった（仕事を休む必要性があった）。良いところもたくさんあると思い

ますし、ごみ捨て等は親の責任範囲であると思うので、必ずしも市役所のせ

いではないが、一度、土日祝等（勤務時間外ですが）公園を見てもらうとわ

かると思います。平日には見られない光景があります。 

30代 男 合志南 

学童保育の充実を希望 50代 男 西合志中央 

今後、子育て支援金の充実が推進されることを期待。 20代

以下 

男 わからない 

子育ては非常に取り組んでいる。楓小学校は一度見たけど、すばらしい。小

中一貫で、いろいろ問題も出るかもしれないが、先生たちには、がんばって

もらいたい。親も、もちろん協力。 

60代

前半 

男 西合志南 

夜間救急（小児）を合志でも行ってほしい。 40代 男 西合志中央 

医療費の無償化等、他自治体よりも手厚い制度になっていると感じており、

子育てに関して不満はない。 

30代 男 合志楓の森 

高校生での医療費補助を進めて欲しい。男女協働は意識がある人しか広報を

見ない。被害を受ける側が現実的に助けられるシステムを進めるべき。 

40代 女 南ヶ丘 

中学生以下の医療費を無償にしていただいているのはありがたいが、結果必

要以上に医療に頼る親が多いように感じる。本来の目指すものは病気になら

ない体づくりではないか。 

50代 男 西合志東 

不妊治療助成の強化。保育所の増設を希望します。 30代 女 わからない 

孫が保育園の待機児童です。保育園の充実を期待します。 70代

以上 

女 西合志東 

就学前の子供は保育料無償化が進んでいるが、実際は中高生にかかるお金の

方が高いので、そちらの方の支援もして欲しい。（市の問題ではないと思い

ますが） 

40代 女 合志楓の森 

子供が遊べる施設を増やして欲しい。駐車場がある公園やプールなど。 30代 女 西合志南 
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基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

高校無償化（私立）について、年収で区切られているため、多子世帯への配

慮が欠けているように感じます。年収590万で子供一人と、年収590万で子供

３人と考えると不平等にも思います。頑張って仕事や子育てをしていること

に変わりはなく、多子だからこそ稼がなければ養うことができません。高校

を卒業したら自分たちで見ていかないといけない、誰も助けてくれない、厳

しいと障がい児から障がい者（子供から大人）となった親の思いを聞きまし

た。親としてずっと一生懸命関わっていても子供の症状が強いと社会の一つ

一つの壁にぶち当たってしまうと思います。就労支援施設は増えていますが

就労ばかりでなく適時アドバイスをくださり一緒に子供の居場所を探してく

れるようなところがあれば親として頑張れるのではないかと思います。親子

共倒れになりがちな状況は辛いです。 

40代 女 西合志東 

現在妊娠６ヶ月ですが、コロナ禍で病院の両親学級などの交流の場がなく、

初産のため心配です。市のホームページを見ましたが両親学級は行っていな

いようで、リモートでも嬉しいので実施してくださると嬉しいです。これか

ら生まれる子供が安心して、コロナ禍でも不自由なく、のびのび成長できる

ような住みやすいまちづくりを期待しています。 

20代

以下 

女 西合志南 

保育園について、兄弟で同じところに入所できるのは良いが、席を空けてお

いてもらわないと意味がない。復帰する仕事への影響もあるので、あらかじ

め配慮いただきたい。 

30代 女 西合志東 

保育を十分にして欲しい。適切な園を選べません。 30代 女 西合志南 

子供の医療費を高校生まで無料にして欲しい。高校生が怪我、病気が多いと

思う。 

40代 男 西合志中央 

未就学児向けが多いので学童や学生向けの支援もあるとよい。発達障害やグ

レーゾーンの子供達の相談先やフリースクールがあるとよい。 

40代 女 西合志中央 

子育て支援を最重点にして頂きたい。国の施策では少子高齢化に歯止めが効

かない。国が対策をとらないのであれば、県市町村単位で積極策をとるべ

き。子供が増えない国に未来はない。 

40代 男 西合志第一 

子供医療費を高校生(18才)までにして欲しいです。 40代 女 合志楓の森 

市の人口を増やし続けるためには住宅を建て、市に根付いてもらうことが大

切。住宅を建てるには共働きしなくてはならない場合が多いので、保育園

等、施設の充実が必要と思います。 

40代 男 合志楓の森 

ひとり親の手当ては年収で決めないで欲しい。少なくてとても困っていま

す。前年度より今がとても苦しいです。 

20代

以下 

女 西合志南 

子育て支援をもっと充実させて欲しい。普通の家庭で大学に２人行かせるの

が限界だと思う。合志市内のみで人口を増やせる仕組みを作らないと。今は

市内に市外から人が来ているだけ。 

30代 男 合志南 

子育て支援については、高校生に対して医療費を無料にして欲しい。子育て

はせめて18才まで支援が欲しい。 

70代

以上 

女 西合志中央 

学童を長期休みの時だけの利用もできるようにして欲しいです。夏休みは特

に仕事中、子供だけでお留守番させているのが親子共に不安です。 

30代 女 合志南 

子供の発達について相談したいが、問い合わせたところ予約可能な日付が数

ヶ月も先。市の発達障害を扱う小児科についても予約がいっぱいで受付すら

してもらえない。非常に困っている。どうにかして欲しい。 

30代 女 西合志南 

子供の遊具が充実した公園が少ない。熊本市菊陽町へ出かけてしまう。 30代 男 合志楓の森 

子育て親の交流する会など、多くの市民が活用できる様な案内があるといい

と思う。 

40代 男 わからない 

子供が合志中学校まで通うのが遠く、自転車で登下校するのが不安。スクー

ルバス等で登下校させてくれると助かる。 

20代

以下 

女 南ヶ丘 
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基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

子育て支援に助けられた。合志市で子育てして良かった。子育て世代への支

援は未就学児より中高生家庭に、より厚くして欲しい。子供への出費は大き

くなってからが大きい。合志市にどの様な史跡があるのか知る機会があまり

ない。 

40代 女 西合志南 

どの生命体も命は若い人へ繋いでいくものだと考えているので、全力でより

若い人へ金と人を投入して欲しい。 

50代 男 西合志南 

一人親支援 40代 男 合志南 

子ども館など充実して欲しい。保育園、幼稚園に入る前のお子さんが親子で

過ごせる場所。 

60代

後半 

女 合志楓の森 

子供医療費の無料化を18才までにして欲しい。 30代 女 西合志中央 

大津町の様に医療費無料の期間を18才未満までにして欲しい。重心の現物支

給にして欲しい。（毎月役所へ提出するのが大変なため） 

30代 女 西合志第一 

子育てサポートセンター等があるが、まず手続きをしに行く時間がなかなか

取れない。自宅まで手続きに来てくれたら、もっと預かりなど気軽にお願い

できると思う。 

30代 女 合志南 

子どもの医療無償化に非常に助けられています。 40代 男 合志南 

子どもが５人います。国との連携も必要ですが、積極的な支援と優遇があれ

ばと常々思っています。 

50代 男 西合志中央 

他の自治体に比べ、子育て支援が充実していると思います。ウォーキングを

したらポイントが貯まる仕組みのおかげで、楽しくウォーキングできます。 

20代

以下 

女 西合志東 

子育て支援の強化を望みます。 30代 女 西合志南 

子育て支援を中学生から高校生までにして欲しい。医療費を充実して欲し

い。 

40代 女 西合志中央 

現在中学校まで医療費無料で対応していただいてありがたい政策ですが、高

校まで無償化が実現することを願っています。 

40代 女 合志 

小さい子どもばかり優遇されすぎ。高校からお金がかかるのだから考えて欲

しい。 

40代 女 合志南 

孫の保育園が近くにいくつもあるのに、定員オーバーで遠くの保育園へ通っ

ている。兄弟で別の保育園は行けないので、結局３人ともに遠くの保育園へ

行かなければいけないので、家からも職場からも遠くて大変。 

60代

前半 

女 西合志南 

希望する保育所になかなか入れなかった。自宅から近いところを希望してい

た。優先順位の基準となる点数以外にも、希望する理由も別で加味して欲し

い。 

30代 女 西合志東 

保育所へ入る際の手続きや小学校へ提出する書類に関し、マイナンバーカー

ドなどで書かなくても良いようにして欲しい。 

30代 女 南ヶ丘 

医療費を高校生18歳まで検討して欲しい。未就学児の保育料無償化は必要性

あるのか。高校や大学への援助がさらに必要になる。 

40代 女 西合志中央 

新型コロナのワクチンは高齢者より若者から打った方が良いと思う。 30代 女 わからない 

子どもの医療費無償化を18歳まで引き上げて欲しい。 30代 男 南ヶ丘 

子育て世代が年々増加しているため、保育園の確保や育児相談窓口の充実、

児童館の増設などをしていただきたい。他市では、出産した家族に対しおむ

つ捨て用のゴミ袋をプレゼントしている取り組みをしている。合志市でも実

施してみてはどうだろうか。 

30代 女 合志南 

高校生、大学生等（２０歳まで）学費の補助、サポートをしてほしい。 40代 男 西合志東 

女性が育休を取る場合は、上の子はそのまま保育園を利用できるが、男性の

場合は退園しなければならないと言われたことが納得できない。また、女性

に比べ、男性が育休を取得する場合に、市に提出する書類が多いこともよく

30代 女 西合志南 
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基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

わからない。 

認可保育園でも土日祝日に子供を預けることができると、経済的にも負担が

減るし、共働きとして働きやすくなるのでは。 

30代 女 西合志東 

子育て世代への支援体制の充実を促進していただきたい。子供は国の宝。 60代

後半 

女 西合志中央 

産休について。私の姉が熊本市に住んでいますが、臨月近くになっても働か

ないと給料、手当てがもらえないのはどう考えてもおかしいと思います。合

志市ではどのような取り組みを行っていますか。自分が払った税金を使って

ほしいと思います。 

30代 女 合志南 

合志市が子供医療の負担をして下さり助かる。長年の病院受診や、治療で経

済的に負担が大きかった。合志市に住めて良かった。出来るなら、１８才く

らいまで、医療費負担をお願いしたい。 

30代 女 合志楓の森 

公園は多いが、就学前の小さい子供の遊具がある公園が少ない。一つ大きな

公園があると良い。ひまわり公園は、近くに保育園ができたが、４、５人位

しか遊べない。もっと充実させてほしい。 

30代 女 西合志中央 

企業との連携により、ノウハウの活用。ひとり親家族への追加支援。 60代

後半 

男 合志南 

楓の森小学校の支援学級の先生の人数が少ないので、増やしてほしい。 40代 男 合志楓の森 

子供の健診を午前中に行ってほしい。コロナで他の兄弟を連れてこないよう

にとなっているが、せっかく幼稚園に行っているのに、帰ってくる時間とか

ぶり連れて行かざるを得ない。午前中の比較的機嫌のよい時間に行ってほし

い。コロナでなくても、午前中の方が助かる。 

40代 女 西合志南 

保育園や幼稚園、小中学校において、アレルギーを持つ子供への給食の提供

をどうしているか、情報がほしい。特に保育園選びの際は参考にできるよう

に、個々の園の情報が一律にわかるような仕組みがほしい。子育て相談を月

２回くらい実施してほしい。コロナで子供の歯のフッ素塗布が中止になって

いるので、無料券等発行してほしい。 

30代 女 合志楓の森 

これから子供ができ、育てていくので支援を手厚くしてほしい。 20代

以下 

男 合志南 

合志市は全国的にも人口増加傾向のある地域であり、大半は他市町村からの

転入だと思います。さらに、20～40代の子育て世代の増加が多くみられると

思うので、より子育て支援の充実が必要と考えます。 

30代 男 わからない 

医療費を高校生までしてほしい。高校生も病院に行くことが多いので。 40代 女 合志楓の森 

コロナでのひとり親や準要保護高齢者世帯への、お金の支援はあるが、それ

以外の世帯への支援はない。世帯年収0～100万、100～200万、200～300万と

細かく区分するなどして、支援してほしい。ひとり親世帯など親と同居も多

く、家賃がかからない等でメリットも多くある家庭が多い。私の世帯には、

何の支援もない。不平等を感じる。 

40代 女 合志 

医療費控除を15歳から18歳にして欲しい。 40代 男 西合志南 

働く母親は子供の送り迎え（習い事や塾など）もネックになっているため、

送迎の支援などもあると良い。介護も同様。 

50代 女 西合志東 

子供医療費を高校まで延長してほしい。他の町村などでは、すでに取り組ん

でいるのに、子育て日本一とうたっている合志市が遅れているのは、どうし

てですか。 

40代 女 合志楓の森 

年長の場合においてでかまいませんので、育休が１年以上あって通っている

保育園を出産後の１年で退所とするのでなく、子が年長の場合においては、

就学前教育を充実させるため、そのまま保育を可能にしてほしいと思いま

す。 

30代 女 合志南 

就学援助はコロナ禍により収入が減少した方やひとり親など厳しい方が申請 30代 女 南ヶ丘 
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基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

をするのに、なぜ一度支払ってその後まとめて支給するという仕組みなので

しょうか。先にまとめて支給すると親が使ってしまうなど等の理由があるの

でしたら、市役所と学校間でのやりとりはできないのでしょうか。正直一人

親には住みにくい市だと思います。市役所の対応も「母子家庭だからといっ

てもらえるわけではありませんので」という方もいらっしゃいました。別に

もらえて当たり前だとか、ズルしてもらおうなど思っていません。自分が育

った大好きな合志に帰ってきましたが残念です。一般家庭には住みやすい市

なのだと思います。 

 

⑤ 健康づくりの推進 

基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

手軽に運動の機会があれば、利用したい。 60代

前半 

女 西合志南 

高齢者に、各施設（コミセン、防災センター等）で実施されている健康体

操、スポーツ（卓球等）物作り等、細かく自治会報で個別回覧にて知らせて

ほしい。現時点では、どこで何が行われているかわかりません（クラブこう

しは、わかります）。 

70代

以上 

女 合志南 

ウォーキングやランニングスポットの照明をもう少し明るくして欲しい。 30代 女 西合志東 

去年インフルエンザワクチンが不足し、合志市指定病院で摂取ができなかっ

たので指定病院を増やして欲しい。仕方なく菊陽町の病院で摂取したが補助

が受けられなかったので、合志市がワクチン不足等で摂取できなくて他地域

の時は、後日にでも申請し補助金をもらいたいと思った。 

50代 男 南ヶ丘 

コロナ禍において、外出機会が減り心身への影響が全くないわけではなく、

働かなければ生活費が困窮してしまう。ワクチン接種を急いで欲しい。 

50代 女 西合志南 

食の安全を本気でやる自立した合志市にする。 60代

後半 

女 合志南 

子供から高齢の方、障がいの有無に関わらず、全ての人にスポーツ（運動）

を通してコミュニティの場を設けていただきたいと思います。 

20代

以下 

男 わからない 

人間ドックの助成は、後期高齢者は不要。国保40才からを30才からに変更し

て、早期発見が必要。バーチャルでのウォーキングや外出補助への継続をし

て欲しい。 

60代

前半 

女 西合志中央 

かかりつけ病院の充実。 30代 女 西合志中央 

健康のためのサイクリングを安心してできるサイクリングコースを充実させ

て欲しい。ウォーキングコースのポイント制を復活させて欲しい。 

50代 男 南ヶ丘 

スポーツ活動の支援をお願いします。 50代 男 南ヶ丘 

緊急の処置や手術等に対応できる総合病院があれば良いと思います（赤十字

病院や済生会病院のような）。 

20代

以下 

男 合志南 

ウォーキング推進のために、公園の遊歩道整備を充実して欲しい。市内妙泉

寺公園のウォーキングにも歩道の修復が必要と感じる。早急に対応を願う。 

50代 男 西合志南 

医療費より健康づくりのための町づくりをしてほしい。ウォーキングしやす

い公園の整備。 

40代 女 西合志東 

コロナ禍だからこその健康づくりに重きをおいて欲しい。 50代 女 合志 

子供医療費で病院の窓口負担がなくなり助かっている。歩いて健康づくりさ

れている高齢者の方が多く意識の高い方々だと尊敬している。 

40代 女 南ヶ丘 

がっつり運動のできる広場があると、若い人たち（10～20代）は、そこで運

動することができる。筋トレができる所（懸垂等）があるとうれしいです。 

20代

以下 

男 西合志東 

熊本市のように奇数や偶数年齢でのがん検診のクーポン配布など検討して欲 50代 男 南ヶ丘 
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基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

しい。 

歩こう会に参加しています。飯高山の西側の斜面が石ころで登りにくい。靴

が痛むし下部の4分の1をすぐにでも直して欲しい。 

70代

以上 

女 南ヶ丘 

合志市のがん検診に行きました。受付から検診までわかりやすく誘導され

て、コロナ禍でも安心して行けました。 

60代

前半 

女 西合志中央 

 

⑥ 社会福祉の推進 

基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

福祉は、現在も今後も大きな課題。個人での充実は、国の政策からしてほぼ

無理。現状も困難。 

70代

以上 

男 合志南 

医療費について、高校生まで拡充していただきたい。 40代 女 西合志東 

一人親、経済的に厳しい家庭への支援をやってほしい。子育てで悩んでいる

人への相談活動の充実。 

70代

以上 

男 西合志中央 

介護施設増加 60代

後半 

男 西合志中央 

中学生までの医療費助成制度に加え、市内在住の高校生世代の子を持つ保護

者を対象に、医療費の一部を助成する制度を入れてほしい。自己負担通院１

回２００円等。 

40代 女 西合志東 

「子育て日本一」と言われるが、実感がいまいち。たとえば、遅れているタ

ブレット授業等、早く整備してほしい。中学校の和式トイレの洋式化へ、早

く着手を。 

40代 男 西合志南 

社会保険加入者にも人間ドックの補助をお願いしたい（収入制限があっても

可）。 

60代

後半 

男 合志南 

高齢化社会なので介護施設の増設、子育て支援での高校・大学・専門学校の

奨学金制度の無償化をお願いします。 

60代

前半 

男 合志 

自治体より独自の子育て支援や高齢者支援を行っているところもあります。

その分住民税が高くても、見合ったサービスがあれば良いと思う。 

30代 女 西合志東 

ルーロ合志をもっとアピールして下さい。何があるか分かりません。 40代 男 西合志中央 

市や社協運営等の施設など公正公平に感じて任せやすく感じる。 50代 女 西合志中央 

産後のケアが乏しい、サポート制度が欲しい。高齢者の外出手段を検討、車

がないと生活がしにくい環境である印象が強い。免許返納後の移動手段、レ

ターバス乗り場まで遠い等。高齢者や障がい者、車椅子を利用して旅行や遠

足等が利用できる環境作り。ニーズはあるが環境や人手が不足。 

20代

以下 

男 わからない 

だいぶ良くなって来たが、今後も積極的に進め、日本一住みやすい合志市に

なって欲しい。 

60代

後半 

男 わからない 

シルバー人材センターから個人宅への家事サポート、サービスができるよう

にして欲しい。（大津町、熊本市はあり、大津町に住んでいる時に利用しま

した。こちらへ来て、産後の辛い時に困りました。）児童養護施設を退所し

た後の子供たちのフォロー体制を強化して欲しい。 

30代 女 南ヶ丘 

子育て中の親が子供の病気や学校行事などで休みを取りやすい職場（市の会

社等がそういう雰囲気）になっていくと良いと思います。保育士不足と聞き

ますが、仕事が大変な割に給与の低さに驚きました。例えば最低でも時給

900円から1、000円くらいになっていけば多少増えるのではと思います。 

40代 女 南ヶ丘 

福祉分野で児童発達支援や放課後等デイサービス事業所が多く設立されてい

るが、サービスの内容やニーズに沿ったものか見極めが必要だと思う。第３

者評価制度の導入や、１年毎に必ず実施指導をして欲しい。福祉施設にもか

30代 女 西合志南 
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基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

かわらず、未だ敷地内でタバコを吸っている事業所があり、どこに相談すれ

ば良いのかわからない。 

より住みやすい合志市でお願いします。 20代

以下 

男 西合志東 

私を含め、県外からの入居者も多いと思うので、孤立や孤独になる方を減ら

し、コミュニティの場をもっと広めてほしい。子供の遊べる公園や児童館な

どで、親子、地域の高齢者の方々も含めて誰でも参加できる場所作り。 

50代 女 南ヶ丘 

社会福祉施設が増えている中でそれぞれの種類や利用可能な条件が分かりづ

らいので、リスト化してみてはどうだろうか。 

40代 女 西合志中央 

高齢者よりも幼児に対する福祉を優先してほしい。 20代

以下 

男 西合志南 

合志市にはいろんな科目がそろった総合病院がない。日赤、熊大並みの病院

を誘致してほしい。車で移動するのに大変。 

70代

以上 

女 南ヶ丘 

相談できる場、情報を充実してほしい。仕事と育児、介護を両立できる街で

あってほしい。 

40代 女 西合志東 

今後、高齢者の数が増えていくと思うので、十分な福祉の充実を期待してい

ます。 

60代

前半 

女 西合志中央 

広い公園を作ってほしい。 30代 男 合志楓の森 

転入者へ市のガイドブックを充実させてほしい（買い物や遊びに行くスポッ

ト、子育て情報等）。自治会に入る手続きもわかりにくい。 

30代 女 合志楓の森 

 

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 

合志市は全国的に子育て支援が十分で良いことだと思いますが、高齢者に対

しても、もっと支援が十分にしてもらいたい。国民健康保険料が高すぎ（介

護保険+健康保険）で、仕事をしなければならない。 

60代

後半 

女 西合志東 

高齢者の支援より、一歩先に高齢者を引き受ける街づくりはできないだろう

か。対象者は、合志市民だけでなく、近隣市町村の住民まで広げるようにし

て、特養の効率良い運営ができると思う。 

60代

後半 

女 合志南 

新しい住宅が増え、子供たちの増加に学校は対応できているのか心配。デイ

サービス等、外出できる高齢者は支援を受けることができますが、在宅では

不安です。障害児の教育書は個別で選べる様で、前進したと思います。 

60代

前半 

女 合志南 

高齢者等にとっては、もう少し身近なところに行政窓口があると助かる。 40代 女 西合志中央 

老人が安心して暮らせますように、お願いします。 70代

以上 

女 西合志南 

高齢者が気軽に出席、参加できるものがあると良いと思います。外出するの

が、億劫になります。 

60代

後半 

女 西合志第一 

近い将来高齢者となるので年金だけの生活に不安がある。 50代 女 合志楓の森 

些細なことが不安になるものです。話しやすい民生委員や区長だと、毎日が

安心して生活できそうです。 

60代

後半 

女 合志 

高齢者が運転免許を返納する際、買い物が困難になっていくのを宅配サービ

スで防いで欲しい。日々の健康チェックや孤独死防止のために宅配サービス

が充実すると良いと思います。 

50代 女 西合志東 

実父母の介護の頃は十分に介護サービスを活用し本当に助かりました。（玄

関の段差解消やベッド借用など）しかし、70代の私が本当に他者の介護が必

要になる頃、国民の中の該当者が大勢いてサービスが受けられるのかがとて

も心配。老老介護になるのかな、とこれに尽きます。 

70代

以上 

女 西合志東 
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基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

独居の高齢者が増えている。 60代

前半 

男 合志 

高齢者の孤立の問題を解決していく必要性を感じる。緊急的な対策が必要で

ある。 

60代

前半 

男 南ヶ丘 

栄のみどり館の施設が、高齢者のための施設として全くなっておらずお金が

かかりすぎている（マイク貸し出しに500円とか）。今まで築いてきた高齢者

の施設の支援体制が全然なっていない。福祉面が今までより悪くなってしま

った。 

70代

以上 

男 合志 

介護保険が高すぎる。パート月額手取り６〜８万円程度に対し、介護保険料

7、440円で年間９万円。合志市は子育て支援の充実に取り組んでいるのは知

っていて良いことだと思いますが、高齢者の介護保険等の負担が高すぎて、

今後定年が近くとても不安です。私の子育て中は何の支援もなく高齢者に優

しい時代で、自分が高齢者になったら子供に優しい時代になりとても差別を

感じます。これ以上介護保険料や国民健康保険料等の値上げをされると老後

が不安です。 

60代

後半 

女 西合志南 

老人が安心して暮らせるシステムを推進して欲しい。体が不自由になったら

十分施設はあるのか。 

60代

前半 

女 西合志南 

充実していると思われます。なんでも無料ではなく、我々現役時代相応の負

担は良いのではないか。 

60代

後半 

男 西合志南 

施設への入所の補助や金額を下げるなど高齢者の支援や施設等をもっと充実

させて欲しい。 

40代 女 合志 

他の市町村と比べて、高齢者へ対する支援（介護保険料等）が厳しすぎる。

介護保険料を正当に支払っているにもかかわらず、住宅改修など利用を制限

するのは不当だと思います。 

40代 女 西合志中央 

高齢化が進むので充実させて欲しいです。安心して暮らせる市になって欲し

いです。 

60代

前半 

女 西合志第一 

シルバー人材の仕事内容。報酬額や活動内容等の紹介を積極的にする。 60代

後半 

女 合志南 

高齢者の安全教室。 60代

後半 

女 西合志東 

高齢になり自立のため、運動や散歩をしたいが、もっと場所を充実して欲し

い。広い公園に行くまでが遠かったり、駐車場が少なくベンチも少ない。 

60代

後半 

女 南ヶ丘 

子育て支援も大切だが、高齢者に対しての目に見える支援がもっとあればと

思う。人間ドッグを受診後、指導を受ける機会があるが、「食事に注意しま

しょう。運動しましょう」では、なかなか改善に至らないと思う。市が実際

に運動する機会を設けるなど、何かきっかけになるようなことで習慣化して

いけるようになれば良いと思う。 

40代 女 西合志南 

合志市は子育て支援は充実しているが、高齢者支援が足りないのではないか

と思います。車を運転できない人のためにタクシー券などあったら良いなと

思いました。（病院に行く時など上限を決めて） 

60代

前半 

女 合志南 

高齢者の自動車運転技術向上のために、定期的にホンダの運転センターを借

りるなどして欲しいと考えています。リタイアした先生方のボランティアで

学習が遅れている子どもたちに教えてくださると良いと思う。 

70代

以上 

女 合志南 

子育て支援はとても充実していると思います。今後は高齢者支援にも力を入

れていくと良いと思います。 

20代

以下 

男 西合志東 

こうし健脚塾は６５歳以上限定ですが、早期の予防策という点では、若い世

代が参加できるようになるといい。 

60代

後半 

女 南ヶ丘 

老人ホーム等の高齢者施設入所者への入所費用の助成。 60代

前半 

女 合志 
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基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

「フレイル」の周知（口、足が大切）整形外科の医者すら知らないという事

実があった。寝たきりになる前に手を打ってほしい。定年後の行き場所がな

い。（特に男性） 

50代 女 合志南 

施設入所を待つ人が増加しているようです。将来（高齢者増）を見据えた対

策をと思います。 

70代

以上 

男 合志 

 

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 

子供に障害があり、支援学校に通っています。卒業後の就労に関しての相談

窓口は合志市にないようですので、相談できる場所があると、とてもありが

たいです。よろしくお願いいたします。 

40代 女 合志楓の森 

障害福祉で子供がお世話になっていますが、自立には、親が面倒みなければ

なりません。親としては、経済的にも自立できると思うのですが、なかなか

道がひらけません。 

70代

以上 

女 合志 

もっと自立支援施設を作るべき。雇用場所がないと聞いた。 40代 女 西合志中央 

障害児への扶養手当を市から給付していただきたい。 40代 女 西合志中央 

障がい者の生きがいを増やすような社会の仕組みが充実すれば良いと思う。 30代 男 西合志南 

対象者のみ、もしくは健常者との交流を含めたイベント、レクレーションな

どをやって欲しい。「がまだす」ではやっていたが最近ないので市主導のも

のがあるといいです。 

50代 男 西合志南 

たくさん考えてあげて欲しいです。放課後等デイサービスを増やして欲し

い。就労A型・B型、生活介護等施設。一般就労場所を増やしてあげて欲し

い。 

30代 女 西合志南 

役場等に公務員として障害者の自立（就職）採用がもっとあっても良いので

は。 

50代 男 西合志南 

歩道のバリアフリー化。バス停において歩道のかさ上げをする道路と同じ高

さのバス停では、バスに乗車する時、スロープが急勾配になり危険であるた

め。 

50代 男 合志南 

充実していると思うが、モニタリングや面談が多く仕事を制限せざるを得な

い。経済的にもフルタイムで働きたいが休みが足りない。 

30代 女 合志楓の森 

障害児がいます。大変手厚い支援をしていただき、日々を心穏やかに過ごせ

ています。支援体制も整っており、地域や学校の理解もあるので、合志市民

で良かったと思っています。 

40代 女 南ヶ丘 

子どもが小さい時から、児童館や子育てイベントなどで楽しませていただい

ています。年間を通して、様々な子ども向けイベントがありますが、障害の

ある子供達向けのイベントもあったら良いなと思います。 

40代 女 合志南 

発達障害などのある児童が多く、合志市の受け入れ施設に空きがない。サポ

ート施設の増加を希望。 

20代

以下 

女 合志南 

 

（基本方針２－その他） 

基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

他の自治体と比較しても、とても充実していると思います。窓口の職員さん

も親身です。Ｇｏｏｄ！ 

40代 男 西合志南 

市民一人ひとりが参加の意識を持って、行政職員と一緒に動くことが重要。 30代 男 西合志南 
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基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

他の市町村と比べても充実していると思う。今後も継続してほしい。 40代 女 合志楓の森 

担い手の人材不足、質の低下が課題になるのではないでしょうか。情報（個

人）管理の一本化はできないでしょうか（病院間でカルテ共有等）。 

40代 男 西合志東 

気兼ねなく参加しやすい環境を作ってほしい。 70代

以上 

男 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 

義務教育は、一人ひとりの自立のためにある。であれば、もっと「生きる」

というテーマに重きを置くべき。 

70代

以上 

男 合志南 

教育に関しては、たくさん疑問があります。子供はたくさん増えているが、

受け入れる学校の体制や、学校の役割、先生方がより良く働けるための環境

作り。問題は山積みだと思います。合志市に限ったことではないと思います

が、世帯数や人口が増えている合志市では、顕著な問題なのではないでしょ

うか。 

40代 女 西合志南 

他の市町村と比べても充実していると思う。今後も継続してほしい。 40代 女 合志楓の森 

合志中校区にもう一校、中学校があれば良い。 40代 男 南ヶ丘 

１クラスの少人数化。市独自で、教師を採用する等で対応してほしい。 40代 女 西合志中央 

市に高校（高専のみ）がないので、中高一貫校があれば、教育の充実になり

良いと思う。 

60代

後半 

女 合志 

学校の教育システムについて、合志市として独自の質の向上ができないか。

教育の担任と副担任の２名対応とする等、個々の生徒に対して複数の先生の

視点で適性を考え、個性に適した指導を行う事が大切だと思う。一個人の偏

った視点での対応には無理があります。また、発達障害の方も増えており、

授業が思うように進まない例や、学級崩壊に近い状況も多くあると聞いてい

ます。先生の数も不足していると思います。英語、体育、部活は、外部の方

をコーチとして活用しては。素人の先生での指導は適切ではないと思いま

す。 

60代

前半 

男 西合志東 

周囲の学校が去年末にはタブレット配布をしているのに、合志中は６月以降

である。いろいろな面で合志中での遅れを感じている。しっかり機能してい

るのか。 

40代 女 南ヶ丘 

現在はコロナ禍で子供の教育が十分できていない状態であるが、こんな時だ

からこそ教育の原点に立ち戻り、子供達自身が自立して学んでいくといった

心構えが必要ではなでしょうか。 

60代

後半 

男 西合志南 

教員数の十分な確保 40代 女 南ヶ丘 

学習格差がますますある世の中になってきている。学習能力を学校（義務教

育）だけでつけるのは難しい。少子化や若年子育て者の救済を求める。 

50代 女 西合志南 

教育のレベルが低く感じる。 30代 女 西合志東 

市に移り住んでくる人が多いのは良いのだが、それによって小中学校の子供

の数が増えすぎて、教育環境が悪化している。楓の森小中学校が開校した

が、市の小中学校全体の校区の見直しが必要だと思う。 

40代 男 西合志東 

旧合志と旧西合志で給食の内容（センターか学校内）や洋服（私服か標準 40代 女 南ヶ丘 
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基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

服）など絶対に統一すべきです。後々に回すようなどうでも良いことかもし

れませんが、同じ市内で何故と思います。楓の森も開校したことだし、服の

指定は統一しても良いと思います。 

登校が難しい子供が学習できる場を展開して欲しい。 40代 女 南ヶ丘 

学校行事を減らすべきと思料。また、保護者の役員も世帯によっては負担に

なっているものと思料。できるだけ保護者の負担を強いない学校運営につい

て検討すべき。その様な負担が少子化に繋がっている理由であると思料。親

の負担で成り立つ学校運営は必要なし。運営が成り立たないのであれば、運

営方針が間違っているのであって、見直す必要がある。何かと時間に余裕が

ない世帯もあるので、一人一役制度などもっての他。シングル（親）の家庭

はどうなるの？ 

40代 男 西合志第一 

ボランティアの教育も取り入れてはどうか。優しい心を育てる。 60代

後半 

女 合志南 

タブレットを導入するのであれば、ネット料金の補助費を負担して欲しい。 30代 女 南ヶ丘 

コロナで学校の教育に不安がある。学習がすすんでいるのか、地域格差は出

ていないか。高校受験や大学受験で数年後に全国の子どもと競うのでとても

不安です。 

40代 男 合志楓の森 

小中の教育レベルの底上げ。小中が近くに位置しているのを生かして、交流

や一貫校に近い教育システムを。 

20代

以下 

男 西合志南 

誰一人取り残さない教育をしてほしい。子供のいじめ防止に力を入れて欲し

い。スポーツをする者にポイントをつけるなどの措置。 

60代

後半 

男 合志 

教育格差がなくなるよう、希望者の海外授業の実施。学習塾に通わせなくて

もよくなり、収入格差が教育格差に反映しないようにするため。 

40代 男 西合志東 

西合志中央小学校が小さいように思う。運動場も含めて、広い場所でのびの

び学ばせたい。 

30代 女 西合志中央 

少子化なので、現実的ではないかもしれませんが、合志は人口が増えるの

で、高校ができると良いと思います。 

40代 女 合志南 

中体連への参加を希望。市全体での決定にするのではなく、各々の中学校の

校長の判断で態度を決定してほしい。 

40代 女 合志 

コロナで教室の窓が開けてあるが、虫や鳥が入ってくるらしく困っていると

のこと。網戸をつけて欲しい。 

50代 男 南ヶ丘 

ITを推進し、在宅でも授業に参加できると、病後や不登校など学びたい意思

はあっても登校できない子どもに対応でき、また、コロナやインフルエンザ

流行時もカリキュラムの遅れを防げると考えます。 

50代 女 西合志東 

学習面でのクラブこうしを増やして欲しい。 30代 女 西合志中央 

永江団地方面に中学校を。合志市に公立高校を。 20代

以下 

男 合志南 

ニーズに沿った講座内容の厳選と設定。 70代

以上 

男 合志 

校区割は選択制かスクールバスにして欲しい。一番近いところが２km、校

区は３kmになる。 

20代

以下 

女 西合志中央 

楓の森小中学校のグラウンドに樹木がなく、生徒たちが休める場がないの

で、暑い日などとても心配です。 

30代 女 西合志南 

中学校までの道のりが遠く、それなりの距離になるよう設立を考えて欲し

い。 

30代 男 南ヶ丘 

タブレットの導入をスムーズに行って欲しい。 30代 女 合志楓の森 

中学生になると、塾へ行かないと授業について行けない。タブレットの導入

でスタディサプリなど使い、塾へ行かなくても学習できるようにしたほうが

50代 女 南ヶ丘 
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基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

良いと思う。 

 

⑩ 生涯学習の推進 

基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

日中、働いている人向けの講座が少ない。夜や週末の講座や、子供と一緒に

活動できるものが増えると良いと思う。 

30代 男 南ヶ丘 

熊本市が行っているアプリで、健康管理する熊本元気アップナビのような取

組をやってほしい。 

40代 女 西合志東 

幼児教育の充実。週１（土日）で、水泳教室や英会話等 20代

以下 

男 西合志東 

お金の教育を子供に学ばせるとより良い。高齢者が学び直すことでさらに長

く活躍できるような教育制度があると良い。 

40代 男 西合志東 

生涯学習がますます充実して欲しい。 60代

前半 

女 西合志南 

熊本市立図書館のように電子書籍があると利用者も増え、コロナ禍において

も利便性が増すのではないかと思う。 

40代 男 合志楓の森 

親子で学べる地域内での交流を通じて、学べる機会があればいいかと思う。 40代 男 わからない 

私は71才、時間が残り過ぎている。生涯学習、スポーツの推進をお願いしま

す。 

70代

以上 

男 南ヶ丘 

不登校の子どもが毎日行ける場所を作って欲しい。または家へボランティア

の学生さん等に来てもらい勉強を見てもらえるシステムがあれば良いと思

う。（我が子が不登校気味ですが、下の子の子育てもあり落ち着いて勉強を

見てあげられません。）マンガミュージアムでの本の借出をして欲しい。 

30代 女 南ヶ丘 

熊本市立図書館と貸し出しに関する協定を結んで欲しい（合志図書館にない

本が借りられるので、図書館利用の幅が広がる）。 

50代 男 わからない 

合志市に転入してくる人が多いため、気軽に参加できる生涯学習の機会があ

ると良い。義務教育を充実させるために、まずは教職員の教育を計画的に行

う必要があると思う。教職員には子どもの人生に関わっているという意識を

しっかりと持っていただき、勉強を教えることはもちろんだが、人を思いや

る気持ちなど、幅広い事柄を教えていただくために、教職員に対する研修を

充実させて欲しい。 

30代 女 合志南 

青少年育成の研修等の充実を望む。 60代

後半 

男 合志 

 

⑪ 生涯スポーツの推進 

基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

子供達の体づくりに力を入れて欲しい。自然体験など物に頼らず自分でなん

でも作り出す創造性豊かな教育を推進して欲しい。 

50代 男 西合志東 

みずき台のテニスコートの代金を遠くヴィーブルへ支払いにいかなければな

らず空いていても使用できない。中学生が使用したいと思っていても、近く

の黒石市民センターで受付ができず皆困っている。なぜわざわざヴィーブル

まで受付に行かなければならないのか。どうにか対策して欲しい。 

40代 女 西合志東 

小学生から利用できるジムを作って欲しい。 30代 女 西合志南 

今後も推進されることを希望します。 40代 男 西合志東 

学習やスポーツをしたいと思うが、お金がかかったり時間が合わないので、

今のところ参加が難しいと感じる。 

20代

以下 

女 西合志南 
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基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

例年通りという感じで新鮮味がない。新しく入りづらいところがあります。 70代

以上 

女 西合志南 

「健康都市こうし」と目指すだけあって、イベントが多いなと思う。 50代 女 西合志中央 

筋肉を落とさない＝健康管理、免疫力アップと思うので営利ジムでの利用券

発行や筋トレ意識付け対策をして欲しい。 

60代

後半 

女 合志南 

運動公園を作って欲しい。 40代 男 合志楓の森 

小中学校少人数での授業でクラス割り。親子が参加できるスポーツの開催。 30代 女 西合志中央 

部活やクラブチームのコーチの功労者の表彰をして欲しい。 50代 男 南ヶ丘 

4月25日に合志のサッカー大会があった。弟が参加しているので合志市であ

ると知っていたが、もっと呼びかけをした方がよいと思った。 

20代

以下 

女 西合志第一 

スポーツ施設を作って欲しい。人工芝グラウンドや陸上競技場。 30代 男 南ヶ丘 

図書館利用を多くしてもらうために、天気の良い日は外で、親子で利用でき

るようにテント設置等をして貸し出しをして欲しい（コロナ対策）。 

70代

以上 

女 合志南 

子供のスポーツ能力診断とか小学校低学年対象にやってはいかがでしょう。

子供に向き不向きがあり、未来のアスリートづくりのため。 

50代 男 西合志南 

生涯スポーツの出来る場所など、身近に出来る様に、教育や高齢者でも喜ん

で体力づくり出来る場所や、そこで一緒にボランティア等で参加できる様な

場所作り。コミュニティを作る事は防災にも繋がると思う。 

50代 女 南ヶ丘 

菊陽みたいに遊具のある公園を作ってほしい。 30代 男 西合志中央 

総合型地域スポーツクラブの普及、健康活動の活性化。 20代

以下 

男 合志 

合志市に住むスポーツをする人は、結構強い人たちが多いです。総合スポー

ツ公園などの施設を希望します。 

60代

後半 

女 西合志東 

子供や高齢者だけでない、その他の世代に対してもスポーツをする場を作っ

てほしい。 

30代 女 合志楓の森 

障害スポーツの促進充実を望みます。 40代 男 西合志東 

公園の遊具を増やしてほしい。 30代 女 合志楓の森 

部活と生涯スポーツの線引きに隔たりがあり、やりたい部活ができないこと

があるので、部活のあり方を再考して欲しい。生涯スポーツの種類も変わら

ないので一新して欲しい。 

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 

地域と一体となった健全な教育の推進が重要。また、大学でも合志市にあれ

ば良い。 

30代 男 西合志南 

人権が大切にされ、市民一人ひとりが安心して生活できる合志市にしたい。 70代

以上 

男 西合志中央 

ひとりぼっちの子供がないように、親御さんや先生等と共に、地域の人々の

声掛けに注意したい。顔色を見ていると寂しさが見えてきます。十人十色と

は、本当ですね。一人ひとりの人格を尊重する。すべて、自分と同じでない

ことを心がけていきたいです。 

60代

後半 

女 合志 

男女共同参画を意識しすぎてなのか、女性を女性部門として集めようとした

りするのはどうかとおもう。女性であっても一個人として参加したい。 

50代 女 西合志東 

合志は他の市町村と比べ学校関係のお金が高い。減収しているけれど就学支

援も通らず、学年費、制服代が高い。今回、兄弟で学区が変わる為、お下が

りも使えず一から揃え直し。少しでも貯金しようと生活を切り詰めているが

タブレット学習で通信費負担。余計に家計を圧迫されている。乳児の頃は、

40代 男 合志楓の森 
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基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

お金はかからない。かかっても微々たるもの。本当にかかるのは中学生以

降。税金の取り立ては早いのに支給には時間がかかり過ぎるか、無しが多

い。働く気も納める気もなくなる。 

もっと若い人が入りやすいように考えて欲しい。 30代 女 西合志南 

現場には人手が足りない。特性のある子も年々増えており支援能力のある方

のサポート体制を充実して欲しい。教育に予算をつけて欲しい。（人材確保

のための予算） 

50代 女 西合志東 

お互い、パートナーシップ意識を向上させることが住み良いまちづくりにつ

ながると思います。 

70代

以上 

女 西合志中央 

子供から大人まで外で遊べる自然な所が欲しい。家が増えているのはありが

たいと思う人もいると思うが、自然をもっと大事にしたい。上手くバランス

が欲しい。 

20代

以下 

男 西合志東 

小学校別の生徒数にばらつきがあると思う。生徒数の少ない学校へレターバ

スなどで通学できる制度があれば少人数教育の方が向いているお子さんには

助かる。鹿児島県霧島市に特認校制度というものがあり、学校ごとに特色を

出し、地域おこしの役目にもなり、双方（子供と親、地域）に良い効果をも

たらしていた。 

40代 女 南ヶ丘 

公民館などで高齢者が楽しそうに活動していらっしゃる姿は、とても良いで

す。 

40代 女 南ヶ丘 

通学路について、しっかりと安全性を検証し設定し直してほしい。今現在の

通学路では児童が車と接触する可能性が高いです。子供たちが通学する時間

帯に、担当の方に来てもらい、実際に見てもらいたいです。事故になってか

らでは遅いです。急を要しています。今の通学路で問題ないと言われるので

あれば、理由をお聞かせください。 

30代 男 合志楓の森 

ＰＴＡの入会は任意であることを、全校毎年明言してほしい。 40代 女 南ヶ丘 

 

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 

平日はなかなか参加できません。他の市町村からの転入が多いので、そうい

った人たちが地域で受け入れられて、活躍してほしいです。神楽とか最近復

活した文化もあり、良い成功例だと思います。 

40代 男 西合志南 

利用施設すべてにシニア割引料金を設定し、元気なシニアを増やし、医療費

の削減。合志の歴史、文化遺産の認定を増やし、若い世代の郷土愛を育む。 

60代

後半 

男 わからない 

小中（高）合志市で過ごしたが、市の歴史等に触れる機会はなかった。どこ

で触れられるのかもよくわからない。 

20代

以下 

女 合志南 

広報誌「こうし」に、地域の歴史学に関する話を取り上げてほしいです。 60代

前半 

女 合志南 

いろいろ学びたい。英会話とか中学レベルから難しすぎる。年よりには、歴

史伝統文化は、図書館マンガドームでよく学べる。すばらしい。 

60代

前半 

男 西合志南 

合志市の歴史、文化などを知り得る様なイベント等があれば参加したい。

（熱望！！） 

50代 男 西合志南 

古い歴史、重き伝統、新しい文化、融合している合志市だと思います。互い

にいい処取りで催し物、(SNS)情報発信、発掘（市政だよりイメチェン）な

ど活用したらと思います。 

50代 女 南ヶ丘 

夜間に大人が勉強できる場を増やして欲しい。図書館に電子書籍を導入して

欲しい。 歴史や伝統について詳しい内容を動画で配信して欲しい。 

50代 男 西合志南 
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基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

歴史文化の情報発信（国内外） 40代 男 合志南 

合志が愛着持てる市であり、歴史を学ぶのも良い機会である様。 60代

後半 

女 合志楓の森 

小学校は制服が良い。服選びで困りそう。身内の子どもがいじめられた。合

志は住みやすく好きだが、歴史等知らない。知ることができたら良いなと思

う。 

20代

以下 

女 南ヶ丘 

活かした独自のお祭りのようなものが作れればいいと思う。山鹿とうろう、

火の国まつりなど。 

40代 男 合志楓の森 

新しく移住してきた若い世代の人が多く、歴史、文化についてはわからない

人が多いと思う。広報誌やHPなどで特集したらどうか。 

40代 女 西合志中央 

竹迫城跡の存在を知らない小学生の親御さんがいる。草スキーが楽しいこと

などを含めアピール不足ではないか。 

50代 女 合志南 

 

（基本方針３－その他） 

基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

高校がない 30代 女 合志楓の森 

防犯カメラを通学路へ付けてほしい。 30代 女 合志南 

給食費を免除してもらいたい。毎月の学級費の支払いも免除してもらえる

と、家計がすごく助かります。 

40代 女 南ヶ丘 

合志市内に高校設立 40代 女 西合志中央 

高齢者と病気に関する医師との説明会。 60代

後半 

男 わからない 

大学生への支援をぜひ検討して欲しいと思います。本当に困っています。 50代 女 西合志南 

ビン、缶、ペットボトルの捨てる日が月に１回で少ない。月２回程度あると

便利です。使用頻度に対して回数が噛み合ってない。防犯カメラや街灯が少

ない印象。細い道が多く自転車も危ない。大きな道は渋滞が多い。公共交通

機関は利便性に乏しく使用する選択には全く入らない。 

20代

以下 

男 わからない 

学童保育には、希望した人は全員入れるようにして欲しい。子供の安全のた

めです。 

70代

以上 

女 西合志東 

熊本市に比べるとまだまだであり、積極的な推進を望む。熊本市との共同開

催も検討したらどうだろう。 

60代

後半 

男 わからない 

自分から出て行って色々と参加しないと何もならない。家庭的に行けない。 70代

以上 

女 西合志南 

どんなものがあるのかを知る方法と場を増やして欲しい。 20代

以下 

女 西合志東 

学校の校区の見直し（すずかけ団地） 30代 男 合志南 

楓の森校区の道路の安全が不安。御代志周辺の「歩く人」目線での整備をお

願いします。 

50代 女 合志 

 

 

＜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 

市役所そのものが、危機管理ができているだろうか。市役所へ行って思うこ 60代 女 合志南 
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基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

とは、中に入って、一目で消火器やＡＥＤの設置場所がわかるようには思え

ない。法の範囲がなく、自分たちの独自で現状で大丈夫かを見極めることが

必要。これは、絶えずその気持ちを持つことと考える。 

後半 

防災ハザーマップや避難所の分かりやすい案内があると良い。紙資源の回収

は多くの場所に設置されているのが見られるのは良いと思う。商業施設を使

い、ペットボトルや廃乾電池の回収場所ができると有効活用できるので良い

かと思う。 

40代 男 わからない 

須屋の榎の本に住んでいるが、家の周りの道が細く、歩道もなく、車がスピ

ードを出して通るので、大人でも歩いて通るのが怖い。子供が小学生になっ

て、一人で通学させるのが大変不安である。引っ越しも考えている。まつも

とこどもクリニックからミカエルの裏に続く坂道は、カーブしていて車がス

ピードを出して下りてくるので、ベビーカーを押して歩くなど恐ろしい。何

度か危ない目に合った。 

40代 女 西合志南 

 

⑮ 防災対策の推進 

基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

災害時の長期的生活用水の確保。既存集落内にある井戸の活用が必要と思い

ます。防災士資格の取得を望む生徒が増える動機作りが必要。小、中学校で

の学習の中で、大切な問題として、これからやれる事の実習を望みます。 

60代

後半 

男 わからない 

防災センター等が有効活用されていない。地区自主防災組織への無駄な支出

の廃止（当区40.00/年）（日市使用頻度が極端に低い物品を義務的に購入→使

用実施なし）。 

70代

以上 

女 西合志第一 

防災無線が聞こえない。個別設置はできないのか。 70代

以上 

男 合志南 

防災訓練の内容が充実していないように思います。レビューがないのは意味

がない気がします。 

50代 女 西合志東 

台風や強風時、住んでいる近辺だけ停電になるのでどうにかして欲しい。 40代 女 合志楓の森 

各家庭で防災グッズなどの準備をするよう推進してください。スーパーマー

ケットでの過剰包装が目立ちます。 

70代

以上 

男 わからない 

高齢化が進んでいる。自治会への防災対策や共助力のアップを支援して欲し

い。隣接する自治会の連携や消防設備、防災備蓄品等の更新に関する経費的

援助。 

50代 女 西合志南 

我が家は調整池の隣にあります。雨がひどい時には車庫や庭が浸水してしま

います。夜は眠れないくらいです。市役所に何度も伝えたし、区長さんにも

お伝えしていますが、何も変わっていません。個人の訴えですが、直接生活

に関わることですので早急の対策をお願いしたい。 

60代

後半 

女 合志南 

台風等の避難所が人口に対して少なすぎる。特に新型コロナ禍においては、

間隔を取るために少人数しか避難できないので、高齢者は他の場所へ行って

くれと言われても、交通手段がないので、融通して多数の方を避難させて欲

しい。 

60代

後半 

男 西合志南 

災害の際に使用できるよう、各地区に湧水（井戸）の整備を希望。理由：①

電気は自給率が高い（ソーラー発電等）②ガスは発災時も使用可③水は個人

の備蓄以外にはなく、人は水無しでは生きられない。短期的には食糧より水

の方が重要④食糧は各戸、米等の備蓄有。 

40代 男 西合志第一 

合志市役所からの放送が反響してなんと言っているか分かりません。いざ災

害が起きたら放送が聞こえないと大変なので、何か対策をお願いします。 

20代

以下 

女 南ヶ丘 

深夜に火災放送を流されると眠れなくなるので、該当地域以外で流すことは 20代 女 合志南 
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基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

やめて欲しい。コロナ対策の市内放送を何度も流さないで欲しい。（同じ内

容が多い。放送以外で呼びかけて欲しい） 

以下 

街灯を増やして欲しい。合志地区に去年から住み始めていますが街灯が非常

に少なく、子供の通学が心配です。防犯の面で不安。一時停止を行わない車

がたくさんです。取締りを強化して欲しい。ハザードマップを配って欲し

い。車上荒らしの注意喚起。空き家の手付かずは火災につながるとニュース

で見たので心配。ゴミの回収が遅すぎる。 

20代

以下 

女 西合志第一 

防災無線が聞き取れない。最近、地震が多いので放送が聞き取れないのは不

安。 

60代

前半 

女 合志南 

市のマイク放送が聞きづらい。菊陽町の方がきちんと聞こえる。防災の面で

も地震がいつ起きるかわからない状況である。皆さんに聞こえるようにして

ほしい。 

70代

以上 

女 南ヶ丘 

避難場所がどこになるのか詳しく知りたい。特に今はコロナがあるので、避

難場所も人数も限られていると思う。避難場所に行っても避難できないと意

味がない。 

30代 女 わからない 

防災の放送は、音が響いて良く聞こえないです。年配の方には放送が良いと

思いますが、若者向けに携帯アプリなどで合志市の防災、防犯の情報を流し

てはいかがでしょうか。リサイクル等合志市で、どのような取り組みがされ

ているか全く知りません。何かあればもっと広報して、市民が取り組めるこ

とを教えてほしいです。 

40代 女 合志南 

 

⑯ 交通安全対策の推進 

基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

我が家の近くの道路は狭く、車通りが多いが、歩道が整備されていないの

で、子供の登下校が安全ではない。よく南小校区で、変質者の話を聞くので

怖い。 

30代 女 合志南 

合志中学校は、自転車通学が多いのに、周辺道路の整備がいまだに整ってい

ない。事故も多いので、子供に気を付けるよう声掛けをするだけでなく、自

転車専用道路を作るくらいしたら良いと思う。 

40代 女 南ヶ丘 

車と歩行、自転車の分離。電動化推進。 50代 男 西合志東 

通学路の白線引き（すべての箇所）をしてほしい。黒石鶴の森公園から学校

へ行く途中、横断歩道がないので作ってほしい。鶴の森公園方面から来る子

供たちが左から右に渡るのに横断歩道がないので、バラバラに渡っていま

す。検討お願いします。セブン付近の道の狭いところ、子供たちが広がり道

にはみ出して歩いています。公民館～鶴の森公園方面へ行くよう、通学路の

変更をしたほうが良いのではないかと思います。 

40代 女 合志楓の森 

西合志南小学校区に住んでいますが、住宅、集合住宅の増により、交通量が

増えているのを実感しています。小中学生の交通安全対策に力を尽くしてい

ただきたい。 

70代

以上 

男 西合志南 

宅地が増え、工事も増えてきて、細い道や通学路でもトラックがものすごい

スピードで走っているのをよく見かけます。住宅街も、作業服を着た人たち

が車やオートバイで抜け道として使っていて、登校時間と重なるので、とて

も危険。どんなに小さな工事でも、片側通行になるのであれば、必ず警備員

をつけてほしい。とても危険です。 

40代 男 西合志中央 

交通渋滞の解消（道路網の整備）。御代志、再春荘、黒石団地。 60代

前半 

男 西合志東 

交通渋滞によるわき道（団地）への通り抜けやスピード違反などの危険。安 60代 男 南ヶ丘 
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基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

全向上のため、スピードリミッターの団地内への設置。 後半 

団地内の歩行者安全や歩道の拡大（ブルーゾーン） 40代 女 南ヶ丘 

子供の通学路の危険を感じる。中学生は自転車が危ない。スクールバスでな

んとかならないのかと思う。 

60代

前半 

女 合志南 

現在防犯パトロール隊にボランティアで参加しています。早朝の通学路にお

いて、大体の車が旗を出すと止まってくれますが、なかなか止まろうとしな

い車があり危ない場所には防犯カメラの設置をしたりして方法を考えた方が

良いと思います。 

60代

後半 

男 西合志南 

家が増えて渋滞や事故もありクラクション音や揉めていることがあります。 40代 女 西合志東 

街灯が少なく、夜の運転や徒歩が怖い。信号機がない横断歩道など。 30代 女 西合志中央 

家の前の道路は通学路で、昔からの道幅なので狭いのにスピードを出して走

る車両がとても多い。規則では時速30キロだと思うのですがそれ以上出てい

て、対向車が来た場合は白線を飛び出してすれ違うのでとても危険です。標

識などを増やすなど対応して欲しいです。 

40代 女 西合志中央 

天使園の前の交差点の朝夕の渋滞をどうにかして欲しい。さんかく公園の前

の道路とファミリーマート前の道路が本当に毎日危なくて何度かぶつかりそ

うになった。カーブミラーだけで車が来ているか見るのは危険すぎるし、自

転車や通行人も渡れない。 

40代 女 西合志東 

今、資材置き場になっているコッコローチキン付近の点滅信号がよく事故も

起きているし、渋滞につながっているので、平日の通勤時間帯は通常の信号

として動いて欲しい。今は、コンクリートブロックで視界も悪く危険を感じ

る。 

40代 女 合志楓の森 

幾久富のマルキョウとかサンクリーンがある交差点に、信号機を設置して欲

しいです。 

30代 女 西合志南 

天使園の前の信号に矢印（右折）をつけて欲しい。 50代 女 西合志東 

渋滞が多い。 30代 女 西合志東 

天使園前の交差点と熊本電鉄の踏切の渋滞をどうにかして欲しい。 50代 女 西合志東 

学校の近くだけでも歩道を充実させて欲しい。 40代 女 南ヶ丘 

学校の通学路の整備（辻久保交差点）横断歩道の線が消えていて危ない。抜

け道になっており車が飛ばすので危ない。注意の看板等を設置して欲しい。 

30代 女 西合志第一 

子どもの通学路の信号機設置。 60代

後半 

女 合志南 

交差点のミラーの曇りをとる方法はないのか。 60代

後半 

女 西合志中央 

歩車分離交差点での渋滞をなくすよう、時間を調整して欲しい。商業施設が

らみの渋滞を何とかして欲しい。 

50代 男 南ヶ丘 

企業誘致に力を入れるのはわかりますが、地元の農道や住宅地に通勤車が猛

スピードで走り抜けるのは何とか指導できないのか。大変危険だし、朝の農

作業の車が渋滞に巻き込まれて迷惑している。一度苦情を言いましたが全く

改善せず。 

50代 女 合志 

みずき台から（さんかく公園）豊岡方面に行く交差点に信号機を設置して欲

しい。 

50代 男 西合志東 

住宅街の通行速度抑制策。 50代 男 南ヶ丘 

街灯を増やして欲しい（小中学校や大池神社の周辺） 40代 女 西合志中央 

通学路の道で速度が速い車がいるので少し不安です。速度制限がわかりやす

いように、路面に標識を設置してもらいたいです。 

30代 女 西合志中央 

学生の通学路の安全をお願いします（須屋の北バイパスが交差する場所）。 70代

以上 

男 西合志南 
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基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

東須屋二条通りのブルーの通学路のカラーゾーンが薄くなっているので、色

を塗り直して欲しい。 

70代

以上 

女 西合志東 

缶やペットボトルの回収日をもう少し増やして欲しい。歩道がないところが

多い。子どもが少しでも安全に自転車に乗れるように。 

30代 男 南ヶ丘 

公共施設の駐車場には屋根をつけて、その上に太陽光を設置して電力の省エ

ネに生かして欲しいと思う。安全な通学路のために、自転車専用レーンを作

って欲しいです。 

70代

以上 

女 合志南 

通学路の道幅が狭いので、子どもたちは大変（西合志南）。ゴミ置き場の設

置をスムーズに置けるよう市主導で検討して欲しい。 

60代

前半 

男 西合志南 

西合志南小の通学路で、北バイパス下のローソンやエネオスがある十字路に

信号機をつけて欲しい。警察の方が１人でも立ってもらえると、運転のマナ

ーも変わるのではないか。 

40代 女 西合志南 

ガードレール、カーブミラー等の増。 30代 男 合志南 

合生地区（小池、辻久保地区）にも住宅が多く建築されつつあり、今後、児

童の数も増加すると思われるが、歩道が少なく危険である。特にフレッシュ

工房から小池方面への通学路は狭く非常に危険である。整備をお願いした

い。 

60代

後半 

男 西合志第一 

郊外にある工場や演習場から大型車両が多く行き来するので危険に感じるこ

とも多いです。道路も傷みやすく、停止線などが早く薄くなるので、気を付

けてほしいです。 

40代 女 南ヶ丘 

Ｔ字路にカーブミラーを設置してほしいと問い合わせたら、自治会長からの

申請しか受け付けないと言われた。自治会加入は任意なのに、入っていない

と発言の機会がないのはおかしいと思う。 

30代 女 西合志東 

渋滞が多い。細い道でも車が多い。 30代 男 西合志南 

合志に限りませんが、右折しようとしている対向車に道を譲らないなど、渋

滞の原因になる要因が熊本のドライバーには多いと思います。その辺りの啓

蒙活動を市が率先して行えば、交通渋滞の解消につながると思います。 

50代 男 西合志中央 

こちらへ引っ越ししてきてから、道路への出入り口に交通ミラーの設置をし

てもらうよう要望していますが、なかなか立ちません。こちらより後に建て

られた方々のところはミラーが立っているのに残念でなりません。 

60代

前半 

男 南ヶ丘 

通学路の安全を確保して欲しい。 30代 女 合志楓の森 

通学路について。恵楓園の中を通る地域です。恵楓園へ渡る場所が設定され

た道順では車のすぐ横を歩くことになり車通りが多い通学時間帯では大変危

険です。新学期が始まってから４月26日までは、ボランティアの方が安全と

感じる場所（設定された道順ではない場所）で子ども達を渡しておりまし

た。確かにその場所の方が車道をわざわざ歩くことなく渡れていたので私達

から見ても安全でした。しかしながら設定した道順ではない、勝手にボラン

ティアさんが道を変えたことが道順を設定された方の耳に入り、決められて

いるのだからその道で行って下さいと強く言いに来られたそうです（市役所

の方や強いボランティアさんが）。このようなことがあり４月27日は言われ

た通りの道で子ども達を誘導しましたが、危なくて誘導する私達も車道を歩

く子ども達も危険を感じました。そもそも狭い車道で歩道はありません。普

通に歩くのにも危険を感じるのに、荷物が多い時傘をさして、心配で仕方あ

りません。通学路の再設定を希望します。決まっている道だからと危険な道

を通して、子どもが車と接触したらどうされるおつもりでしょうか。死亡事

故が起きたらどうされるおつもりでしょうか。子どもが登校する時間帯に検

証しにいらして下さい。この地域の住民の皆さんにアンケートを取るなりし

てここに住む人達の意見も聞いて下さい。私達は子ども達を守りたいだけで

― ― ― 
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基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

す。ご検討を宜しくお願い致します。子ども達の意見も聞かれたらいかがで

しょう。 

⑰ 防犯対策の推進 

基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

防災意識を高めるための地区ごとの訓練に、若い方々（特にアパート住ま

い）の参画ができていければ。 

30代 男 西合志南 

合志中周辺の防犯をしっかり行ってほしい。 30代 男 合志南 

犯罪被害者に対する、加害者側の情報提示。加害者が未成年だった場合、学

年や居住地域、最終的な処罰の情報が知りたい。 

40代 女 南ヶ丘 

近くの交番がなくなったので、子供たちにとって警察官の人たちが遠い存在

になってしまったと感じます。 

60代

前半 

女 合志南 

学校より不審者のメールがよく届きます。見守りやパトロール等で、犯罪が

起こる前に捕まえてほしい。大変不安です。 

40代 女 合志楓の森 

合志小校区内は夜、自転車で帰宅している学生が多いが、街灯が少なく人通

りも少ないため防犯上女子学生は怖いようだ。 

40代 女 合志 

防犯カメラをもっと増やして欲しい。特に学校など。 30代 男 合志楓の森 

ルーロ合志より弁天方面に向かう交差点が大渋滞します。なんとかして下さ

い。不審者がたびたび目撃されますので子供たちを守るため防犯カメラの設

置、街灯を増やすなど対策が必要です。 

40代 男 西合志中央 

不審者情報が常にあるので防犯パトロールの強化や街灯を増やして欲しい。

子供が自分で身を守れるような対策（見守り携帯やGPS等） 

20代

以下 

女 合志楓の森 

防犯カメラの設置を速やかにして欲しい。道路の補修が遅い。停止線や横断

歩道が消えている所が多い。 

60代

前半 

女 西合志中央 

道路に街灯が少なすぎる。横断歩道近くにもない。犯罪防止の観点からも対

等を増設すべく早急なる対応を強く要請する。道路のカーブミラー清掃や樹

木などで見えづらくなっているが、対応されていない。すぐに対応可能な事

項であり、点検や清掃整備の実行を強く要請する。極めて当たり前のこと。

実行を伴う取り組みを早急に実行すること。 

50代 男 西合志南 

楓の森小学校へ通う小学生の交通事故防止対策として、国道387号線に歩道

橋をかけていただきたい。御代志は街灯が少なくよるとてもくらい。街灯を

多く設置して、犯罪未然防止にも繋げてもらえたらと思います。 

20代

以下 

男 西合志中央 

不審者情報が学校からメールでよく流れてくるのが不安。子供と毎回防犯に

ついて話をする。 

30代 女 合志楓の森 

不審者等への対処として市をあげての防犯パトロール等の実施、シルバー人

材等の活用を進めて頂きたい。 

60代

前半 

男 合志南 

不審者情報も多く街灯も少ないので、防犯カメラや街灯をたくさん設置して

ほしいです。 

40代 女 合志南 

防犯カメラの増設 40代 女 わからない 

 

⑱ 住環境の充実 

基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

市道に落ち葉等が堆積したら雑草で、道幅が狭くなった場所がある。現在、

有志がボランティアで処理しているが、定期的な整備をするべき。道路に空

き缶、紙コップ等が落ちている。その処理について、歩行時ビニール袋を携

行させるという運動ができないか検討願いたい。 

70代

以上 

男 西合志南 
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基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

住宅を増やし、子供たちがたくさんいる町にしてほしい。そのためにも、企

業誘致。今からの熊本での合志の発展を期待しています。 

60代

前半 

男 西合志南 

旧西合志地区に、商業施設がほとんどないので、不便なため作ってほしい。 40代 女 西合志中央 

空き家、空き地の有効活用 50代 女 西合志南 

ゴミステーションの増設 30代 女 西合志東 

資源ゴミの回収日をもう少し増やして欲しい。月に１回などの項目があり、

雨が降った場合とても困る。 

50代 男 合志南 

スーパーキッド菊南店の前に信号のある横断歩道を作って欲しい。渡れない

歩行者が多く危険。缶の日を月２回にして欲しい。歩きタバコや公園でのポ

イ捨て。 

30代 女 西合志南 

熊本市内に比べたら水道代が高い。 60代

前半 

女 西合志東 

北合志警察署や北消防署が近場に出来、安心感も増した。住宅、商業施設が

増えると環境問題も気になる。 

50代 女 西合志中央 

＊道路の整備（ヒビ割れなど目立つ場所あり）＊豊岡など高齢化が進み食品

移動販売者などあったらと思います。 

50代 女 南ヶ丘 

高速道路沿いの住居地周辺のコウモリの害がひどい。当方（須屋）外壁のフ

ン害。家の屋根裏に住みつきなど、駆除してもきりがない。市として駆除を

行ったりもしくは費用負担を考えて欲しい。小さなコウモリで室外機シャッ

ターの隙間などにも巣を作る。 

40代 男 西合志南 

幾久富に住んでいますが、放送が聞こえないので聞こえるようにして欲し

い。 

30代 女 南ヶ丘 

合志市は他の自治体よりも洪水リスクが低めである。被害エリアが絞られや

すい。そこのメリットをもっと活かすべき。玉東町がJR駅近くにマンション

を建設するらしい。合志市も御代志駅近くにマンションを建てられないか。

夕方になると合志市須屋周辺に飼育の臭いが漂いやすい。熊本市民からもよ

く言われるしイメージダウンとなる。 

30代 男 西合志南 

水道料金を安くして欲しい。 30代 女 南ヶ丘 

臭いが、合志市は住みやすいと思います。 30代 女 わからない 

犯罪を防ぐため、パトカーによる見回りを増やしたり、監視カメラを設置し

たりして監視体制を強化して欲しい。自衛隊のヘリコプターが低空飛行して

おり、騒音が気になる。訓練等飛行することがあらかじめわかっている場合

は、事前に広く周知していただけないだろうか。ゴミ分別をすすめるため

に、他市町村の成功事例を参考にして欲しい。例えばゴミ袋は全て有料化や

指定するのではなく、プラごみや紙類はゴミ袋を指定しないことで、燃やす

ゴミと資源ごみの分別が進むのではないか。 

30代 女 合志南 

公園遊具の整備。壊れたままのものを目にする。 60代

前半 

女 西合志東 

家庭用の太陽光売電買取期間を見直してほしい。現在１０年をどうにか伸ば

してほしい。 

40代 男 西合志東 

街灯が少ない。 40代 女 合志南 

道路整備に関して、国県道の渋滞の解消をお願いしたい。 60代

前半 

男 西合志南 

人が多くなったことでごみが増え、ごみ置き場にカラスや猫が来て困ってお

ります。人を増やすならば、周りが以前と変化していくことを考えて、環境

を整えるということを同時に行うべきです。 

30代 男 合志楓の森 

道路の整備、危険交差点への信号機追加。 40代 男 西合志東 

団地内を通り抜ける車が増加し危険。4月からごみの分別が変わり、困惑し 50代 女 合志南 
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基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

ている。落雷対策をしてほしい。 

前からある住宅地の建ぺい率が40％のところを、少し緩和してほしい。 60代

前半 

女 南ヶ丘 

危機管理は都市計画とも関連しますが、農地の税金対策として土地転用でア

パートの乱立が目につきます。アパートの老朽化により住人の質の低下とな

り、治安の悪化につながります。また、災害時に地区で把握していない人た

ちを増加させることになり、管理が困難となります。土地転用でのアパート

建築は許可を制限すべきと考えます。今後、地球温暖化等により、食糧難と

なることが予想されます。熊本地震の際も地産のおかげで弁天などにすぐに

食料が補充され助かりました。地産の大切さが身に染みました。フランスの

都市のように、都市部の発展と農地の保護と農家の維持システムを充実させ

た素晴らしい街づくりを望みます。 

50代 女 西合志東 

コロナ対策、台風、地震、水害などへの迅速な対応、水質管理などをお願い

したいと思います。また、このところ自治会の脱会や未入会等が多くなり、

地域住民について見えなくなっている様子があります。 

60代

前半 

女 南ヶ丘 

公園などに自由に使える運動できる遊具があると気があるに体力づくりがで

きるかもしれない。高齢者施設や保育園や学童が一つになって常に交流でき

るような施設があると良いと思う。 

50代 女 南ヶ丘 

 

⑲ 水環境の保全 

基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

水道代が高い。 40代 女 西合志中央 

水道管が老朽化している為、早急に地域割に区別に色分けして点検して欲し

い。又、地域によってはカルキが多い為か水道蛇口を含め容器などに白玉な

ど残る状態があり、できれば水質検査も計画的にして欲しいです。 

70代

以上 

女 西合志東 

水道水をもっと美味しくして欲しい。熊本市と比べ、水道料金も安くして欲

しい。 

40代 男 西合志東 

 

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 

災害が少なくて住みやすいです。派出所の巡査さんとの交流がないです。水

道管の老朽化が心配。水が噴き出している時があります。リサイクルは効果

の有無を計測してから実施するのが良いと考えます。 

40代 男 西合志南 

水の安定供給の充実。上下水道を民間に委託等、絶対にしてはいけない。安

心して暮らせなくなります。 

70代

以上 

男 西合志中央 

熊本地震、災害の時の実例があり、本当に困りました。植木の親戚のところ

まで水をもらいに行きました。 

70代

以上 

女 西合志東 

ここ黒石原区は、夕方から夜にかけて水道の水流が弱くなるので、これ以上

住宅が増えると水の出が悪くなるのではないかと不安になる。 

40代 男 合志楓の森 

水量が時間によって増減する。時間によっては大便が流れないこともあり、

何回も流したりして対応しているが、これで水道料金を基本同等に取られ、

使用量も多くなるので、むしろ高い料金を払っている可能性もある。早急な

対応を願う。（黒石原） 

30代 男 合志楓の森 
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基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

合志市の水道水はカルキか石灰化よくわからないのですが、よくやかんやポ

ットに白くざらざら残ってとても気になります。体に影響はないのでしょう

か。 

60代

後半 

女 南ヶ丘 

子育て中だが、学校から不審者のメールがよくきます。安心して住めるよう

に警察との連携を強化して。欲しい熊本地震の時水が止まったことが辛かっ

た。水が復旧するまでは不便で辛い。水をもらいに行くのも大変だった。水

道設備の強化をお願いします。 

40代 男 合志楓の森 

夕方になると、水道の水圧が下がり不便を感じることがある。 60代

後半 

女 合志楓の森 

宅地の増加により、市内の水資源が十分に足りているか不安である。年末な

どに水が出にくくなることが頻繁に起こるようになっている。計画的な宅地

開発をして欲しい。 

50代 女 合志楓の森 

夕方から夜間にかけ、水圧が異常に弱くなる。トイレが流れないほどで生活

に支障が出ています。 

30代 男 合志楓の森 

 

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 

交通量に適した信号の切り替えタイミングにしてほしい。渋滞に困ってい

る。普通にごみを庭先で燃やされるところがある。一律禁止にしてほしい。 

40代 男 合志南 

夜間、街灯が少ない道路があり特に冬は不安です。ゴミ回収日以外にダンボ

ールを回収してくれる場所の設置で助かっています。缶やペットボトルも回

収場所が店の駐車場などにあると良いです。 

50代 女 西合志南 

廃棄物回収日の増加を希望します。特に缶や瓶の回収が少ない。リサイクル

の促進はポイント制度の導入があると意識向上につながる。 

30代 女 わからない 

コロナ禍で子ども会による廃品回収が行われていません。自治会で行われる

と良いのにと思います。ゴミ出しルール（分別方法）をよくわからないのか

守らない方が多いと思います。 

40代 女 西合志東 

仕分けが難しい。 60代

後半 

男 西合志中央 

ビンや缶のゴミ収集日を月１から２回に増やして欲しい。 30代 女 西合志南 

ゴミ袋のサイズと価格がいまいち合っていないと思う。特小はもう少し安く

ても良いのでは。ビンと缶の回収の頻度が少ないので、民間の回収拠点に出

さないといけない。 

30代 女 西合志東 

ゴミの分別がわかりづらい。高齢者が表を見てすぐ理解ができるようにして

欲しい。自転車マナーが悪く、事故の危険を感じることが多くなったので、

マナーの周知をお願いしたい。 

20代

以下 

女 西合志南 

今までプラとして出していた物が、プラマークがついてないという事で燃え

るゴミとして出さなければいけないのにすごく罪悪感を持ちます。プラのゴ

ミの内容の普及の徹底をお願いします。知らない方が結構多いです。 

50代 女 西合志東 

草等をとった時、燃やすゴミとして出す必要があるが、多過ぎて困ってい

る。草等の処理方法をもっと考えて欲しい。 

30代 男 合志南 

少量のゴミの廃棄に困ることがあります。特にリサイクルできる物、電池等

は市役所、支所でゴミの収集がいつでも出来ると、好きな時間に持って行く

ことができて更にゴミに対する意識の高まりも期待できると思う。 

50代 男 西合志南 

合志市のごみセンターにおいて燃えるごみの粗大も取り扱って欲しい。 30代 女 南ヶ丘 
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基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

通学路の整備（危険な交差点に見守り隊の方が立っているが、車を誘導した

りとても危ないので、時間帯で通れないようにするなど規制して欲しい）。

公園や通学路の信号機に子どもの安全市民の安全のため、防犯カメラを設置

して欲しい。資源ごみ分別が増えるようにリユースされている様子や分別す

るメリットを伝えて欲しい。分別することが当たり前になるよう、小学校で

も指導して欲しい。赤いゴミ袋の値段を上げて、資源ゴミ袋の値段を下げ分

別やリサイクルの推進にする。 

30代 女 西合志中央 

街灯が少なくて、夜の帰宅時が不安。生ゴミ処理機の補助金は助かったし、

生ゴミが肥料となりゴミ減量となった。 

60代

後半 

女 西合志中央 

資源ゴミ回収を無料にして欲しい（資源ごみ袋を年１回各世帯に配布するな

ど）。 

50代 男 わからない 

ゴミ分別が分かりにくい。拠点収集は嫌だ。粗大ごみはいくら捨てても良い

という所から転入してきたので、不便に感じる。紙ごみの日に、業者らしき

人が、早朝勝手に持ち出している。 

40代 女 南ヶ丘 

ごみの分別にしてもルールを守らない住民が多い。そのルール違反を取り締

まれない体制も良くない。 

40代 女 西合志中央 

家が増えて、水圧が弱くなって困るという知人がいる。住宅地が増加してい

るが、もしもの場合に、避難所や備蓄は足りているのか。熊本地震の時は、

給水所が２カ所しかなく不便だった。遠いし、少ししかもらえず、放送はよ

く聞こえなかった。後に小学校でももらえるようになったと噂で聞いたの

で、ハザードマップ等に給水所を明記してください。ごみを減らしたいので

あれば、極小の燃やすごみ袋（１０枚入り1袋を２セット）を１５０円で販

売してほしい。小サイズも１０枚１５０円だから、皆こっちを買い、隙間が

あるので、紙や牛乳パックなど資源になるものも入れて、捨てる人が多い。 

50代 女 合志南 

近くにゴミ処理場ができて良かった。 30代 女 西合志中央 

出したごみがどのように処理されるか広報誌などで取り上げてほしい。例え

ば、なぜ缶と瓶が同じ袋なのか。どちらも最終的に燃やされていると聞いた

が、どうなのか等。ごみ処理場の見学もできればしたい。 

20代

以下 

女 わからない 

ごみ分別がよくわからず、間違えないようにしたいと思います。索引ノート

をもう少し細かにしてもらいたい。 

60代

前半 

男 合志 

楓の森小中学校付近の冠水対策。ペットボトル、瓶、缶の回収日を増やし

て。 

20代

以下 

男 合志南 

老朽化している避難所があると感じている。他県、他市と比べ、ごみ分別が

複雑。 

30代 女 合志南 

資源物（ペットボトルや空き缶等）の回収を月に１度ではなく、２回に増や

してほしい。蛍光管を２か月に１回の回収で拠点収集だと、不便でなかなか

出せない。 

40代 女 合志南 

ペットボトルなど月１回ではなく、２週間に１回など頻度を考えて欲しい。 30代 男 南ヶ丘 

 

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 

地球温暖化は、人類も破滅させる。早急な全世界的視点から対策すべし。 70代

以上 

男 合志南 

温暖化をストップしないと、気候変動で大きな災害が起きる。 70代

以上 

女 南ヶ丘 
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基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

合志市の水源を民営化することのないよう強く願う。生きていく上での一番

大切なものを合志市が大切にしていくことを今後も継続して欲しい。ごみ焼

却施設を作ったのは良いが、それ以前にゴミを減らす取り組みに力を入れて

いくべきではないか。地球レベルで考えて欲しい。 

50代 男 西合志東 

県道以外の脇道を通る通勤車がたくさんいる。特に農面道が時間帯で多くな

っている。太陽光発電の10年間が過ぎれば、売電が38円から７円になってし

まう。CO2削減になっているが国の考え方がわからない。 

70代

以上 

男 合志 

CO2、カーボンオフへの取り組み 40代 男 合志南 

 

（基本方針４－その他） 

基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

施設の整備が進んでいると感じる。 40代 女 合志楓の森 

危機管理対策の推進、防災対策の推進が遅れている。 60代

後半 

男 わからない 

 

 

＜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 

近年、住宅地が増加している分、環境問題が心配です。畑や田んぼ、緑が減

っている。鳥の鳴き声も聞けなくなっている。あぜ道もない。 

40代 女 西合志南 

あまりに住宅地が増え、人口増に行政が対応できているのか不安です。計画

性は、あるのでしょうか。 

60代

前半 

女 合志南 

市街地化調整はやめて良い時期と思う。今こそ、御代志方面の開発のチャン

ス。今もすごい。すばらしい。 

60代

前半 

男 西合志南 

交通渋滞の解消、道路整備。土地の有効活用 40代 女 西合志中央 

空き家問題。合志市北部地区の農地利用の促進。 50代 女 西合志南 

農地バンクができているが、地主が借手を見つけて登録するシステムになっ

ているため、耕作放棄が減らない。行政が借手と貸与をシステムでマッチさ

せて欲しい。 

60代

後半 

男 西合志中央 

耕作者のいない農地の利用推進 60代

前半 

男 西合志中央 

住宅ばかりなので病院やスーパーが西合志にも欲しい。 40代 女 西合志中央 

市の北側の開発の緩和 40代 男 西合志第一 

合志市北側の発展は望んでいるが、既存住民はどうだろうか。将来安心でき

る環境であると良いと思う。 

50代 女 西合志中央 

空家活用方法 50代 女 南ヶ丘 

農地の規制を緩和し、有効な利用を検討してもらいたいと思う。 40代 男 合志 

大きな商業施設がニシムタしかなく、光の森は渋滞がひどい為、御代志方面

の商業施設が欲しい。 

40代 男 わからない 

公共交通機関を利用するために、バス停、駅に駐車場を作って欲しい。 50代 男 西合志南 

工業団地を作れば、家だけではなくマンションやアパートも増えて良いと思

う。 

40代 女 合志南 
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基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

御代志駅、JR光の森駅間の公共交通の充実（便数や利便性）。県道住吉熊本

線の渋滞緩和。宅地開発と道路整備はセットで考えていただきたい。必要以

上の信号の設置は渋滞発生の原因になる。交通量の実態に合わせ、時間の調

整や夜間の点滅など実施して欲しい。 

50代 男 南ヶ丘 

三ツ石駅、駐輪場の拡大。菊電各駅の拡充。 50代 女 西合志南 

農家サポートとして、使われてない農地などがあれば、市民がオーナーとな

りその土地で、農業体験が出来るようにする。 

50代 女 南ヶ丘 

若者（10～20代）は、服を買ったり、ごはんを食べるのに、なかなか市内で

完結できない。おしゃれなカフェなどがあれば、女性からの層を獲得できる

と思う。 

20代

以下 

男 西合志東 

飯高山をもっと開かれた公園に、あんずの丘公園のようにファミリーで集え

る公園として整備すれば、アンビーとともにもっと集客できる。アンビーか

ら東側や空いている土地にもう少し商業施設ができるとよい。それも「合志

といえば○○」というもっと特色のあるものが。 

50代 女 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 

基本的に道路整備は都市計画の根幹。その上で交通の公共化。 70代

以上 

男 合志南 

渋滞が多いです。東西の移動に時間がかかる。そこを数か年で解消できれば

良いです。 

40代 男 西合志南 

歩道を整備し、スピードが出せない道路づくりをしてほしい。住宅は増えて

いるが道は狭く、通勤時間帯の渋滞を解消してほしい。近くの交差点で一か

月に一回は事故が起きている場所があるが、信号が両側についていないの

で、安全に往来できるように信号を設置してほしい。 

30代 女 合志南 

渋滞緩和（二車線化） 30代 男 西合志南 

交通量の多い弁天前道路舗装改善を進めてほしい。 50代 男 西合志東 

急速に住宅が増え、渋滞や通学路の安全面の不安が出ているので、今後も整

備を進めてほしい。 

40代 女 合志楓の森 

道路の改修工事等見ていると無駄な作りが多すぎ、人の通りがほとんどない

ところに歩道を両側に費用や効率を考えて設計すべし道路脇の給水施設（み

どり館先両脇）。 

70代

以上 

女 西合志第一 

堀川沿いの道路の整備（砂利道を土に変えてほしい）。街灯の設置。 30代 女 西合志南 

本市は、渋滞がひどいので、道路を広げるか新設するなど、思い切ってやっ

てほしい。 

70代

以上 

男 西合志中央 

道路がガタガタの所があるので、直してほしい。道が狭い。 20代

以下 

女 わからない 

学校までの通学路が狭い所がある。街灯も無い所がある。 40代 女 西合志南 

歩行者が安心して通行できる道路の整備が必要だと考えます（対応箇所やス

ピードに不満を感じます）。 

30代 女 西合志南 

三ッ石駅前の踏切付近の道路の拡張をしてほしい（狭いが交通量は多い）。 40代 女 西合志東 

人が増え、渋滞が増えた。細い道も多く、通る際不安になる場所もある。 20代

以下 

女 合志南 

ユーパレス弁天前の植木方面に行く道路の渋滞の緩和。 40代 女 南ヶ丘 

インフラ整備をきちんとしてほしい。 40代 男 西合志中央 

朝夕の渋滞緩和対策 50代 男 西合志東 

交通渋滞の緩和 50代 女 合志楓の森 
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基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

既存の道路の白線、横断歩道がかすれて見えない。定期的な整備が必要。 40代 男 合志南 

竹迫の通りは、朝夕とても車の通行量が多いので、歩行者は危険であると思

う。 

50代 女 合志 

須屋ローソン・ヒライから黒石原ファミリーマートへつながる道路の幅をも

う少し広げて欲しい。 

30代 女 西合志東 

道路渋滞対策 60代

後半 

男 合志南 

東バイパスまでの道路の二車線化。 50代 男 南ヶ丘 

道路の道幅の問題もあるが、時差式信号が少なく、無駄な渋滞に引っかかる

ことが多い。 

50代 男 合志南 

自宅周辺の通勤ラッシュがひどく、もう少し道路の整備が必要と思う。 60代

前半 

女 合志南 

道路の白線が分かりにくいところがある。 30代 女 西合志中央 

ルーロ合志前の道路渋滞をなんとかして欲しい。 40代 女 西合志中央 

弁天近くの交差点の渋滞がひどい。また水に浸かりやすい。菊南斎場近くの

渋滞がひどい。 

40代 男 西合志中央 

車の渋滞の緩和。特に合志市から東バイパス線。 40代 男 わからない 

各地で住宅が建つようになりましたが、合志で暮らすには車が必要です。そ

のための道路整備を優先してください。個人の住宅が増えるのは一時的には

活気が出るように見えますが、いずれ子供は出ていき、老人が残り空き家問

題へとつながります。熊本市のベットタウンではなく、大人になっても魅力

のあるまちづくりができれば素敵だと思います。 

60代

前半 

女 西合志中央 

平日の朝夕の渋滞緩和。道路の整備ができなければ、周辺地域の工場や企業

へのフレックス制導入の推進。 

40代 女 南ヶ丘 

交通量の多い道沿いに住んでいるが、アスファルトがボコボコで大型車が通

ると家が揺れる。 

70代

以上 

女 西合志東 

事故の少ない市づくりを心がける。 60代

前半 

男 合志 

合志市は道路事情が悪すぎる。道幅が狭く子供たちの通学時間には通りたく

ない。どうにかして欲しい。住宅が増える前に道路をきちんとしないといけ

ないと思います。 

40代 女 西合志東 

市内の高校に通学する生徒も多いと聞くので、光の森だけでなく、通学時間

帯の武蔵塚駅までのレターバスの運行を検討して欲しい。朝から保護者が送

っているというのをよく聞きます。 

40代 女 合志楓の森 

御代志駅周辺の渋滞を緩和して欲しい。 30代 男 合志楓の森 

国道387その周辺の車の混雑は解消できないのでしょうか。 40代 女 西合志東 

菊池市の道路、七城町への道路の渋滞の緩和を考えて欲しい。 50代 女 わからない 

道が狭い。スピードを落とさずに走る車が多いので子供が危険。 30代 女 西合志南 

朝夕の渋滞が軽減するような道路の整備をして欲しい。また、雨天時に冠水

するところが多いので危険だと感じることがある。 

40代 男 西合志東 

信号機を増やして欲しい。カーブミラーが曇っているので改善を。 30代 女 合志楓の森 

台風や大雨の時、雨水がまとめて道路を流れる。アパート等が道奥にできて

車が多く通り、直角の道でカーブミラーが見えにくい。 

60代

後半 

男 わからない 

ＪT前交差点、大津西合志線のピーク時の渋滞を整備して緩和して欲しい。 40代 男 西合志東 

交通渋滞が（夕方）特にひどくなっています。時差式信号の強化。 60代

後半 

男 合志南 

交差点によっては、右折車線や右折信号機、押しボタンの信号を設置して欲

しい。時間帯によってすごく渋滞します。天使園前〜三角公園〜コインラン

ドリー 

50代 女 西合志東 
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基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

御代志の再開発がどの程度渋滞を緩和するのかわからないが、御代志の朝の

混雑を解消して下さい。 

50代 男 西合志中央 

野々島から辻久保線の道路交通量も多いですが、トラック等の大型車も多い

ので、歩行されている人もよけながら歩いてゴミ捨てに行かれているのをよ

く見かけます。道もガタガタになってきています。早く工事を進めて欲しい

です。 

40代 女 西合志中央 

以前と比べ自宅周辺の渋滞が目立ってきているので緩和して欲しい。 20代

以下 

女 合志南 

大津植木線県道30号線、小学生の通学時間帯の大型車、利用の多さやコンビ

ニ等を利用し、ショートカットして脇道へ速度を上げて侵入が危ない。 

30代 女 西合志第一 

住宅が増えると同時に道路の整備も行なって欲しい。楓の森小学校も開校と

同時に安全な通学路の確保が出来ていないとおかしいと思った。 

40代 男 合志楓の森 

畑などが宅地になっているが、既存の道と接続ができないとの返事を聞いた

が、多くの人が利用できる道にはできないものか？ 

30代 男 合志南 

渋滞の解消への施策。電鉄とJR、市電の接続をもっとスムーズにして欲し

い。工場などの通勤時、道路の渋滞がひどい。 

50代 女 西合志東 

交通渋滞（野々島地域）解消。中九州自動車道の完成スケジュールの明確

化。 

50代 男 西合志南 

住宅街を増やしているが、学校やインフラの整備の方を優先するべきでは？ 40代 男 南ヶ丘 

楓の森小学校が開校し、通学時の渋滞と生徒の安全確保が課題。セブンイレ

ブン合志黒石原店付近は、事故も発生し易い場所であり、対応要。ボランテ

ィアの方がいらっしゃるが、正直処理仕切れていないし何かあった時に責任

問題になる。 

30代 男 合志楓の森 

歩道の整備補修 40代 男 西合志中央 

道路の整備が必要でしょう。 70代

以上 

男 南ヶ丘 

歩行者が安全に歩ける路側帯になっていないところがあり、大幅に車道から

はみ出して曲がるタイミングが悪ければぶつかっていのではないかと冷や冷

やしたことがありました。さんかく公園近くの急カーブのところです。 

30代 女 西合志東 

国道387号の高速道下周辺の混雑をなんとかして欲しい。右折レーンの設置

を求める。 

30代 男 西合志南 

スーパーキッド側の高架線あたりの渋滞がひどい。片道1車線での右折車が

とにかく多いので、対策や解決策を考えて欲しい。大きな事故もあったよう

なのでお願いします、 

30代 女 西合志東 

カーブミラーを要所に増やし渋滞を緩和できるように道幅を広げ右折レーン

を作って欲しい。レターバスの時間を読みやすいように時間通りにきて欲し

い。アンビー周辺をメインストリートにして欲しい。 

20代

以下 

女 西合志東 

自転車が安全に乗れるよう、四輪とのレーンを区別して欲しい。 50代 男 南ヶ丘 

狭い道が多い。定期的に草刈りもして欲しい。 30代 女 西合志南 
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基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

土地利用の推進はよくわかりますが、最初から道路を整備して欲しかった。

大型の住宅地ができたために自宅前の道路がいつも渋滞している。土日は午

前中早めに出て買い物を終わらせているが、自宅の駐車場に30分くらい入れ

ないことが多い。平日の午前中、昼間、午後も渋滞で本当に困っています。

更にまだ住宅が出来つつあるので、またこれ以上不便になると病院通いも考

えなくてはならず、どうにか道路の整備を早急にして欲しい。以前、レター

バスを利用したが30分以上待たされた。電話で聞くと、よくあることだと言

われたので利用価値がないと思う。 

60代

後半 

女 南ヶ丘 

野々島は買い物をするところがなく不便。交通量が増えたのでどうにかして

欲しい。 

50代 女 西合志中央 

西合志南小校区に住んでいますが、国道387号線沿いの歩道がとても歩きに

くい。足下が滑りずっと斜めになっているので足への負担が大きい。横断歩

道が少ないため、肥後銀行や郵便局まで走って渡る人をよく見かける。とて

も危険。 

40代 女 西合志南 

北熊本スマートインターチェンジで便利になったが、一般道路が渋滞するよ

うになった。 

60代

後半 

女 西合志中央 

北バイパスの下の道（新須屋近く）を広げて欲しい。三ツ石駅のところも狭

いので歩行者など危険。 

50代 男 西合志南 

朝から渋滞が凄いので何とかして欲しい。 40代 女 合志南 

国道３号線の渋滞の抜け道を作って欲しい。熊電前とアンビー前の道路を４

車線にして欲しい。増え続ける住宅に対し道路が狭い。 

40代 女 わからない 

各公共交通機関との乗り継ぎが悪いので、時間調整を頼んで欲しい。387号

線道路の朝夕の渋滞の解消。熊本高専熊本キャンパス横の道路のアスファル

ト凸凹改善。合流前の待避スペースがないため、路面電車との接触が危険な

ので待避スペースを作って欲しい（交通量が多くてなかなか合流できないと

ころのみ）。 

 

50代 男 わからない 

住宅がどんどん増えて、朝夕の道路の渋滞が凄いです。これ以上住宅街が増

えるのは無理があるように思えます。 

40代 女 南ヶ丘 

車線が消えたり薄くなっているところが多くわかりづらい。危険。市役所か

らユメタウン方面へ向かう道路で、押しボタン式の横断歩道があるが、待ち

時間が長すぎて利用しづらい。 

40代 女 南ヶ丘 

道路や交通アクセス等のインフラ整備はどんどん行って欲しい。国道387号

線の渋滞改善はとても重要。中九州横断道路のインターを県道37号にも作っ

た方がアクセスも良く効率も良いのではないか。 

30代 男 西合志南 

道路の凹凸をなくして欲しい。道に花を増やしたい。 20代

以下 

女 南ヶ丘 

天使園の信号が朝から渋滞するため、時差式信号にして欲しい。右折がなか

なかできない。 

20代

以下 

女 合志南 

通学路に細い道があり、30キロ制限であるが、かなり速度を出している車が

多い。その先に十字路で押しボタン式の信号があるので、車の事故が多く、

そこに子どもたちや歩行者が通っていたら、と思うと怖い。いつになったら

信号を整備してくれるのか（コッコローチキン前の道と、国府高校グラウン

ド前の十字路） 

20代

以下 

女 わからない 

道路に歩道がないため狭い。子どもが歩く場所に安全が欠如している。 40代 男 合志楓の森 

歩道や車道のうち、自転車が走行できる狭い場所も多く、自転車はどちらを

走行するか迷う。 

20代

以下 

女 西合志中央 

宅地整理に対して道路整備が追いついていない。渋滞緩和をして欲しい。 30代 女 合志楓の森 
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基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

歩道がガタガタで歩きにくいところが多い。 70代

以上 

女 わからない 

JR武蔵塚駅へのアクセスをスムーズになるよう考えて欲しい。障害者（ 車

椅子）がスムーズに通れないところが多い（段差が目立つ）。 

60代

前半 

男 西合志南 

他市町村と比べて道路の整備が遅れている。朝夕の交通渋滞がますますひど

くなっている。特に御代志駅の付近は１日も早く整備を。 

70代

以上 

男 西合志中央 

御代志交差点から北熊本スマートインター間の渋滞を解消して欲しい。弁天

前の信号交差点の切り替えが早い。 

20代

以下 

男 西合志中央 

若い世代が増え、小学生も多くいるので、歩道や横断歩道の整備が必要にな

ると思います。 

20代

以下 

男 西合志東 

車椅子の移動のため、道路の整備をして欲しい。 30代 女 合志南 

古い道路の補強工事をしてほしい。黒石団地を抜ける道路は大型車が通ると

大きな地響きと共に家の揺れがひどい。スピードも制限運転以上で困ってい

る。大型車進入の調査をお願いします。 

60代

前半 

女 西合志東 

道路がくねくねしている。狭い住宅の開発と、道路整備をセットで取り組

む。どうしたら電車の利用客が増えるか。 

40代 男 合志楓の森 

黒石団地の道幅を広くしてほしい。 50代 女 西合志東 

良い公園が多いが、行くまでの道が狭い公園、駐車場の数が少ない公園が幾

つかあり、残念。 

40代 女 南ヶ丘 

信号機のない横断歩道、ダイヤマークなどの塗装剝がれの整備。 40代 男 西合志東 

住宅地が多いので、車が増え渋滞によくなる。 30代 女 合志南 

渋滞をなくしてほしい。（特に休日） 30代 女 わからない 

道路整備が進んだ結果、渋滞が起こっているところもあり、さらなる公共交

通との連携が必要と思われる。 

40代 女 西合志中央 

渋滞がひどい。朝からの通勤に時間がかかる。 30代 男 西合志中央 

道路整備より宅地開発や商業施設の開発が優先され渋滞が多くなってきた。 70代

以上 

男 合志南 

家の前の道路がひび割れして隙間が出来ている。補修の様子がない。 50代 女 合志南 

住宅増加に伴い、いろいろな所で渋滞が増えた。幹線の割には、道路が狭す

ぎる。細い道が多い。これらを踏まえた上で整備を行ってほしい。 

30代 女 合志楓の森 

バスや電車を利用しているが、バスの本数が減っていて困る。朝などは人が

多いため、満員になっていたりする（今はコロナがあるので不安になる）。

道路の整備はありがたいが、今作業が進んでいる御代志付近の整備は、よく

わからない。御代志駅が遠くなるので不便になるし、道路が広くなっても、

車が多くなるだけなので、渋滞等変わらないと思う。車が増える分、事故が

多発するイメージしかない。 

30代 女 わからない 

まだ整備されてない土地が多くある。 30代 女 西合志中央 

道路の拡充なく宅地ばかり増えて、渋滞や通学路の危険地点の改善がおざな

りにされていると感じます（カラー舗装はとても良いです）。 

40代 女 南ヶ丘 

交通量の多い道路は、両側に歩道を設けてほしい。小さい子供がいるので不

安。 

30代 女 西合志東 

信号に名前を付けてほしい。ナビに反応しない。熊本北のＪＣの所は、入り

口がわからない。 

50代 女 わからない 

住宅が増えすぎて、道路が十分でない事が心配。 60代

後半 

女 西合志東 

道が狭く、朝夕は混みます。運転手のマナーも他市と比べて悪いように感じ 30代 男 西合志東 
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基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

ます。 

もう住宅はいりません。道路の整備を望みます。子供たちの安全を確保して

ください。 

30代 男 合志楓の森 

合志市内の道路は、非常に混みやすく、通勤等に大きな影響を与えていま

す。インフラ整備が容易ではないことは重々承知ですが、近年の人口増、住

宅地増を考慮すると、都市計画の見通しは急務と考えます。 

30代 男 わからない 

合志市の道路は、どこも渋滞ばかりで、せっかくできたアンビーに行くにも

裏道で行かなければなりません。もっと道路の車線を増やしたり、抜け道を

作っていただけたら良いかと思います。このまま住宅ばかり増えると、合志

市はどんどん不便になりそうです。 

30代 女 合志 

渋滞がひどい。住宅地の建設が進んでいるが、さらに渋滞がひどくなるので

はないかと、不安に感じる。 

30代 女 合志南 

光の森とセミコンテクノパークを利用する車の渋滞をどうにかして欲しい。

市役所へ行く道が２車線から１車線になるのはどうしてでしょうか。南方面

からアンビーへ行く時に右折レーンを作って欲しい。遠回りしないと入れな

いので不便です。レターバスが使いづらい。アンビーを拠点にしてあるため

わかりづらくなった。 

50代 男 南ヶ丘 

人口が増え、子どもたちの働く場所やそこへ通じる道路を考えて欲しい。 70代

以上 

女 南ヶ丘 

北バイパスと飛田バイパスの須屋交差点の渋滞がひどい。387号線を菊池方

面からアクアつかさクリニック前を鶴羽田方面に行く右折レーンを作って欲

しい。日産プリンス北部店横の道路から、鶴羽田方面に行く道路が歩行者し

か通れないため、一度387号線を通って回避しないといけないので車も通れ

るようにして欲しい。モスバーガー前に右折レーンがないため、第２車線が

右折車で埋まり、直進が第１車線しか通れなくて渋滞する。 

 

40代 男 西合志南 

黒石神社付近の交通渋滞の緩和を、早急に取り組んでほしい（特に朝夕の通

勤ラッシュ）。 

50代 男 西合志東 

渋滞が多い。細い道でも車が多い。 30代 男 西合志南 

渋滞が多く、道路整備を進めてほしい。右折信号がない所が多いと思う。 30代 女 合志楓の森 

道路の整備は積極的に推進すべき。 70代

以上 

男 合志 

北熊本インターチェンジへの朝の渋滞が慢性化しているので、道路整備を優

先して取り組んで欲しい。JRと菊電の連結や連携が全くできていないので不

便を感じる。改善して欲しい。 

40代 男 西合志東 

合志市の発展や成長において最も重要なことは、道路の問題と思われます。

渋滞対策を早急に実行すること。 

60代

前半 

男 合志南 

道路整備を進め、渋滞をなくす。御代志駅からアンビー熊本までの鉄道延長

など。 

40代 男 合志 

道路の改善。右折しづらい。 20代

以下 

女 西合志中央 

細い車道が多く、離合しなければならない道が多いとトラブルも起こりやす

いと思う。一方通行にするなど、決めて欲しいです。 

30代 女 西合志南 

歩道が整備されていない道路や、通学者や通勤者が多いところの整備を考え

て欲しい。 

30代 男 南ヶ丘 

歩道や車道のバリアフリー、歩道を広めにし、自転車が通れるスペースを半

分使っては。 

50代 女 南ヶ丘 
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㉕ 公共交通の充実 

基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

便数を増やしてほしい。（県営住宅） 60代

前半 

男 西合志南 

ＪＲ光の森、三里木駅とアクセスする公共交通網の整備を期待する。 60代

後半 

女 合志南 

熊本電鉄とＪＲとの接続の強化を望む。 60代

前半 

女 西合志東 

公共交通が充実しないと、免許返納をしたら、老人は動きがとれない。公共

交通機関の本数が少ないため合志市内外への乗り換え、乗り継ぎが円滑にで

きない。コロナが流行してからバスは利用していない。 

70代

以上 

女 南ヶ丘 

電鉄バスが突然廃止になった（七城行）。沿線に居住しているが、廃止され

てから知った。このような場合、受益者に説明会でも開くべきだと思うの

で、今後は説明してほしい。 

70代

以上 

男 西合志南 

電車の延伸 60代

前半 

男 西合志南 

公共交通が合志市のもっとも強化すべき課題。車を運転できない学生、高齢

者が生活するには不便だと感じる。また、高校が市内にはなく、熊本市へ通

うことになるが、熊本市内へのアクセスがあまりにも不便であり、バスや熊

本電鉄を有効活用する施策が必要（電鉄の本数増、電鉄までのアクセス改

善）。 

30代 男 合志楓の森 

合志小校区から市外学校への公共交通機関がほぼないため不便。J Rの森駅

を利用する学生も多いため、朝夕のレターバスが増便されるとありがたい。 

40代 女 合志 

レターバスの最終が早く、学生も部活生は利用困難で残念です。 50代 女 西合志東 

北バイパスにバスが通ると会社員も学生も助かると思います（四方寄→市

電） 

40代 女 西合志東 

通学通勤がしやすくなるように充実させて欲しい。 40代 女 西合志東 

通学路のさらなる整備。黒石原地域のバス停が少ない。J Rや菊電への交通

手段が欲しい。 

40代 女 合志楓の森 

乗り換えなしでゆめタウンまで行けるレターバスを充実させて欲しいです。 60代

後半 

女 合志 

東バイパス経由のバス導入が必要だと思う。 60代

後半 

男 南ヶ丘 

レターバスの便数増加を期待します。 70代

以上 

女 西合志中央 

熊本駅や空港へのアクセスがもっと便利になることを望みます。空港への肥

後大津駅にある無料運行バス等あると良いと思う。 

60代

前半 

男 合志南 

コミュニティバスや乗合タクシーの路線やバス停、使い方などよくわからな

い。 

70代

以上 

女 西合志東 

住宅ばかり建ち、商業施設がなく、菊池電車に関しても、レターバスの運行

本数についても遠かったり、少なかったりと交通便が悪く仕方なく車の運転

をしている。 

30代 男 西合志南 

乗合タクシーやレターバスはとても良さそうだが、本当に使いたい人はもっ

といるのでは。 

20代

以下 

女 西合志南 

道の配置が悪いので、見通しが悪く交通安全面で問題があるように思う。公

共交通が充実していないので、飲酒運転がなくならない。 

30代 女 西合志東 

熊本市内へのアクセスが不便。公共交通機関を３つ乗り継がないといけない

ので利用しづらい。 

30代 女 西合志東 

道路の凸凹は早く直して欲しい。バスの本数が少なく、乗り継ぎの時間が空

いてしまう。 

20代

以下 

女 西合志南 

レターバスの「熊本高専前」がなくなってとても困りました。戻ってきたら 20代 女 わからない 
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基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

とても助かります。学生の中にも困っている人が多かったです。 以下 

須屋地区のバスの利便性を図って欲しい。（目の前にあるがダイヤがものす

ごく少ない） 

50代 男 西合志南 

御代志駅とJR光の森駅間のバスがあれば便利になると思います。空港、熊本

駅、高校大学へ行く時、住宅街から光の森へ向かうバスがないので送迎が大

変でした。既存のバスルートは下群から快速ルートを交互にするとかして到

着時間を早められないかと思います。バス停は近くにあっても着くのに１時

間以上かかるので子供達は電車通学、通勤をしていますが、駅まで行く方法

がなく、家族が車で送迎している家庭がほとんどです。電車とバスが連携で

きたら、もっと便利にどちらも利用できるのではないでしょうか。 

40代 男 合志楓の森 

２〜３年に一度ほど熊本電鉄バスを利用するが、時間通りに来ない。 30代 女 西合志南 

バスが少し歩かないと街の方までいけないのが大変。 20代

以下 

女 合志南 

市のコミュニティバスやタクシーの運用を充実し、高齢者の免許返納を促進

し、事故防止へつなげられたら良いと思う。 

30代 女 南ヶ丘 

車がないと生活できない。高齢の親は足の便がなく病院など日々送り迎えに

困っている。 

50代 女 合志 

レターバスがアンビー開店と共に循環ルートとして変更になるのは良いので

すが、週末や朝方の本数を多くしてもらえると利用しやすいです。 

40代 女 合志 

駅より遠い地区のバスの本数を多くしたり、バスが通っていないところを見

直す。 

50代 女 合志楓の森 

現在60歳ですが、これから年をとり自動車に乗らなくなった場合、レターバ

スの停留所が近くになく、買い物や病院行きの交通手段がとても不安です。

あと何年後かには、車での販売をしてくれたら助かります。 

60代

前半 

女 合志 

近年、市の南側において住宅地が増え交通量も増えている。通学路であるに

もかかわらず、見通しが悪かったり歩道が狭かったりと整備されていない道

路が多く見受けられる。早期に改善をお願いしたい。各地に大型の住宅地が

できているため、バス停の場所の見直しをするとバスが利用しやすくなり、

利用者が増えるのではないか。JR駅からの夜間の公共交通機関（交通手段）

がないため、遅い時間のバスの便を増やすことはできないか。市民にアンケ

ートを取るなどして、運行ルートや時間の変更を検討していただきたい。 

30代 女 合志南 

仕事が市内なので電鉄バスを利用していますが、遅れてきたり、バス停近く

を走っているのに止まらずに先へ進んでいかれたこともあります。遅れると

バスから御代志駅（電車）に乗り換えして市内まで行くことになります。本

数を増やして欲しい。最近、ひのくに支援学校先あたりに工事がされていた

ので、きっとまた電車が通るのかと思っていましたが、ただ道路を広めただ

けでした。 

20代

以下 

女 西合志第一 

合志市の一番おかしい所は、公共交通機関の乏しい所。せっかくのベッドタ

ウンなので、電車の駅が増えると利便性が良くなりいいと思う。バスももう

少し時間帯によっては走らせてほしい。 

30代 女 合志南 

市の巡回バスですが、大きな団地を通るコースが多いように思う。でもそこ

は公共のバスが通るからほかの地区を回ってほしい。自宅近くはバスが全然

通らない。 

60代

前半 

女 合志南 

合志市内や菊陽までをマイペースに合わせて行動できるバスがない。一番近

くに１つだけあるバス停は週3日で１日２便。行先も決まっているので不

便。免許返納後が心配。 

70代

以上 

女 合志南 

レターバスを使ってしか光の森駅へ行けません？電車を使用して、高校の登

下校を考えることが難しいような。駅へのアクセスがもっと便利になるとう

40代 女 合志南 
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基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

れしい。 

電車の延伸（終点の通町まで） 60代

前半 

男 西合志南 

あまり充実していないと感じます。 40代 女 合志南 

バスのダイヤ改定のたびに、本数が減少しているので、ますます利用しなく

なっている。 

50代 女 合志南 

三里木駅から空港までの直通線（ＪＲ）が開通したら、合志市までのバスを

通してほしい。 

60代

前半 

女 南ヶ丘 

普段の生活でも電車を活用できる交通網となると、利便性が高まると思いま

す。JRは武蔵塚にもアクセスできると便利だと思います。 

50代 女 西合志東 

光の森周辺の渋滞を緩和して欲しい。幾久富から光の森駅（JRや産交バス）

あたりを重点的に周回するバスをお願いしたい。特に通勤時間帯に増やすと

良いと思う。働いている人や通学する人の身になるともっと良い。右折用の

信号をつけて欲しい。住民が増えているのにもっと公共交通を充実させて欲

しい。昔に比べると渋滞がひどいし、危険な運転の車も多い。ワゴン車くら

いの車で良いから100円周遊など福岡のように出すと良いと思う。年寄りに

も良いと思う。 

40代 女 南ヶ丘 

レターバスや乗り合いタクシーなど、交通の便が悪いと感じる（本数や時間

帯）。 

30代 女 合志南 

 

（基本方針５－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 

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 

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られる博物

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 
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基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

今は農業を重視し、地域での食生活を確保しておくべき。その方面での働く

場を創る。 

70代

以上 

男 合志南 

農業は国の基本です。きちんと生活できるように支援をお願いしたい。 70代

以上 

男 西合志中央 

開発が進みすぎ、農業者が守られているか心配です。長期的計画で、バラン

スのとれた「合志市」になるよう期待します。 

60代

前半 

女 合志南 

農業の就業者が減る一方で、農業の将来が不安。農産物の価格も労働の割に

安い。農業で食べていくのが大変。農業機械が高く、燃料も高い。 

70代

以上 

男 合志 

臭いは、どうにかならないか。 40代 男 合志南 

合志市は広いので、自然エネルギーや農産物の自給率のアップ、個々の後継

者を育て、休耕田や荒地に大豆等を育て、農業発展のまちを目指して欲し

い。 

70代

以上 

女 西合志中央 

市に住んで市で買い物をする、市に納税するという流れの為には、お金を稼

ぐ為の仕事場、お金を使う場所がなければいけないので産業振興は大切で

す。農業もそれに伴って振興するものと思います。 

40代 男 合志楓の森 

転入してきた農業には全く関係のない立場ですが、もっと農業や酪農等の事

業関係を大切にし、合志市の良いところを残して行って欲しい。住宅ばかり

増えていくより、豊かな地域に住みたい。 

60代

後半 

女 西合志東 

農業を頑張ってもらいたいが、この商品というブランド発信力に合志市は欠

けている。合志市の押しの特産品を知らない。 

40代 男 合志楓の森 

菊陽町にはゆめタウンもあるので商工業の振興は十分だと思う。合志市は農

業や自然の良さを出していけると良いと思う。 

20代

以下 

女 西合志中央 

合志市の農産物のPRをもっとしてほしい。 60代

後半 

女 合志 

農地の利用を新規転入の方に促してください。家庭菜園として利用も考えて

下さい。 

50代 女 合志 

都会の便利さもありつつ、新鮮な野菜を手に取ることができ、自然豊かな今

の環境が維持される事を願っている。 

40代 女 南ヶ丘 

意外と知られていない特産物も多いので、商業とコラボしてPRしたらいいと

思う。 

40代 女 西合志中央 

農地の制限の緩和 60代

前半 

男 南ヶ丘 

地元で採れる割には、野菜が安くない。「21世紀は飢餓の世紀」とも言われ

ている。いざ食糧危機に陥ったら、間に合わない。農業も手厚く保護してほ

しい。 

50代 女 合志南 

農地をうまく活用して、活性化できたらよいと思う。 60代

前半 

女 西合志中央 

耕作放棄地が多いと感じます。食料確保のために対策が必要だと思う。働く

場の確保は人口流出を止めると思う。 

60代

後半 

女 西合志中央 

都市化部分と農業地域との道路整備が行き届かず、農村部分は置き去り状

態。 

70代

以上 

女 西合志第一 

 

㉗ 商工業の振興 

基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

商業施設を増やしてほしい。 30代 男 合志南 

本屋もない街で良いのか。充実させてほしい（合志市内で何でも買えたら、

税収もアップするのでは）。 

50代 男 合志南 
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基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

西合志東小校区に塾やスーパーが少ない。子供が何かあったときに、駆け込

める所等。 

40代 女 西合志東 

商業施設を増やしてほしい。近くにコンビニしかないので、歩いて行ける距

離にスーパー等がほしい。 

20代

以下 

女 わからない 

南部と北部で店舗の数の差が大きい。御代志駅周辺の再開発で、商業施設を

充実させてほしい(駐車場の十分な確保も必須）。 

30代 男 合志楓の森 

大型全天候型の施設建設。スポーツコンサートを誘致できる施設。アウトレ

ットの誘致。 

40代 女 西合志中央 

アウトレットなど熊本にはない商業施設を作って欲しい。 30代 女 西合志中央 

住居がたくさん増えてきている中、買い物をする店も増やして欲しい。 20代

以下 

女 西合志南 

スーパーを増やして欲しい。 30代 女 西合志南 

買い物をする場所が近隣に少ない。そのため、熊本市北区や植木で買い物を

する機会が多くなる。 

40代 男 西合志中央 

自衛隊所有地周辺に店がない。歩いて買い物できるところが欲しい。年をと

り、車を手放した時が不安。 

40代 女 合志楓の森 

近場にドラッグストアやスーパーができて欲しい。 40代 女 合志楓の森 

若者が合志市で買い物をする場所が欲しい。 40代 男 合志楓の森 

栄地区には店がなく買い物に不自由しています。南部の方と比べたら車がな

いと身動きできません。辻久保あたりにドラッグストアや店ができたら生活

しやすいと思っています。ご検討お願いします。 

60代

前半 

女 合志 

ホームセンターが南小校区に欲しい。 60代

前半 

女 西合志南 

隣に住む一人暮らしのおばあちゃんのお話の中で、買い物がとても大変にな

ったと聞きました。須屋にあったスーパーが無くなったこと、須屋市民セン

ターに移動販売があまり来てくれなくなったこと、野菜などの買い物ができ

ず、近所の人に「スーパーへ行ったついでに買ってきて欲しい」と頼んでい

ました。 

20代

以下 

女 西合志南 

インター近くにもっと商業施設を増やして下さい。 40代 男 西合志中央 

大型施設に買いに行かないと個人商店がない為。車に乗れない高齢者は大

変。商業の振興に力を入れるべき。 

50代 男 西合志中央 

アンビーは大成功であると思料。アンビーのように市民はもちろん、市外か

らも集客可能な商業施設を開発すべき→地産地消の様に、市民の必要なもの

は市内で完結させ、企業に利益を与え税収を増やし、市民に還元する→人口

が増える→企業が増える、というサイクルができると思料。 

40代 男 西合志第一 

朝モーニングができるところが欲しいです。 50代 女 南ヶ丘 

大型商業施設を作って欲しい。 30代 女 西合志南 

もう少し飲食店が充実してくれると嬉しい、家はどんどん新しく建っている

が、それに伴って商業施設が増えることが無いイメージ。ベッドタウンにも

住んでいる近所に楽しめる場所が欲しい。 

30代 男 合志楓の森 

西合志方面（野々島）は交通量が多いが店が少ないと思う。（買い物や薬局

等） 

40代 男 西合志中央 

スーパーを活用しており、御代志方面でもできてくれると買い物で活用でき

るため希望します。御代志住宅街でのコンビニができてくれると生活が便利

になり希望します。 

40代 男 わからない 

市内の農家、牧場、食堂等を動画で紹介して欲しい。理解と利用が増えると

思う。市内の福祉施設も特に今は中にはいれないので動画で紹介して欲し

い。 

50代 男 西合志南 
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基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

商業の店舗を増やして欲しい。 60代

前半 

女 合志 

外食チェーンを増やして欲しい。お金を使ってでも大手企業を誘致して欲し

い。 

20代

以下 

女 西合志東 

スーパーが少ない。 30代 男 西合志東 

買い物できるところを増やして欲しい。スーパーなど少ない。 30代 女 西合志南 

合志市はお店を持ちたいと思ってもテナントが少ないように思う。アパート

の一室を事務所にできないところも多く起業したい人にとって足かせになる

のではと思った。 

40代 女 西合志南 

ドラッグストアなど大型商業施設を増やして欲しい。 70代

以上 

女 西合志中央 

地元のものを安く販売できるようにして欲しい。 50代 男 南ヶ丘 

御代志付近に銀行のATMの設置。ドラッグストアが欲しい。 40代 女 西合志中央 

家から徒歩で行ける距離に、コンビニやドラッグストア等があると助かりま

す。 

30代 女 西合志中央 

ヴィーブル周辺道路沿いが寂しいので、飲食店を作って欲しい。 50代 男 西合志南 

整備して買い物する場所（地産地消の弁当が売っているような）ところを増

やして欲しい。 

40代 女 わからない 

楓の森区域には店が少ない。高齢者も多いので歩いていける店を作って欲し

い。小さな八百屋や魚屋でも良い。 

50代 女 合志楓の森 

住宅は多いが、スーパーなど商業地が少ない。 40代 女 合志楓の森 

大型商業地の誘致、市の中心となるべく施設が近くにない（行政や商業施

設） 

60代

前半 

男 西合志南 

合志市北部（御代志や野々島）に銀行やドラッグストア、スーパーなどを優

先的に誘致して欲しい。映画も楽しめる商業施設を誘致してもらいたい。ユ

ーパレス弁天周辺にスーパー、ドラッグストアを誘致し、野々島住民にとっ

ても生活しやすい環境を整えて欲しい。 

20代

以下 

男 西合志中央 

特産館に行くが、これだけ色々な作物を作っている農家さんはいないのでは

ないかと思う。スキルを持った方がいる。買い物をする度に、色々な作物や

花があって驚く。 

30代 女 合志南 

企業と行政、市民がコラボレーションをして、合志市全体の魅力向上、活性

化をどんどんすると良いと思う。 

20代

以下 

男 合志 

買い物に行くとき、スーパーなどが住宅地内に少ない。 30代 女 西合志中央 

地産地消をもっと進めてはいかがですか。合志の物を合志で使う。そこに助

成金を出されるとか、お金の使い方をもっと本当に市のためにされてはいか

がでしょうか。 

30代 男 合志楓の森 

大規模な服屋（アウトレットモール）があると、北熊本インターからのお客

と市内、市外からの来客が見込めると思う。 

20代

以下 

男 西合志東 

 

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 

空き店舗対策として、街が活性化すれば良いです。経営のノウハウを提供し

て、新しいお店ができれば良いです。 

40代 男 西合志南 

農家を守りながら、商業施設の誘致を行ってほしい。 30代 男 西合志南 

企業誘致の促進が必要だと思うが、農地を守ることとの両立が課題だと感じ

る。 

40代 女 合志楓の森 
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基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

きれいごとを並べても、規制緩和をしない限り企業の進出ができず、大きな

阻害要因だけが、どうしていつまでも理不尽な規制を掛け緩和できないの

か。 

70代

以上 

女 西合志第一 

企業誘致は税収アップになるので強化してほしい。 40代 男 南ヶ丘 

上場企業の誘致を積極的に行ってほしい。 40代 男 合志南 

企業誘致すれば住宅もでき、がんばってもらいたい。働きやすく子育てがで

き、住み良い合志市に。 

60代

前半 

男 西合志南 

企業を誘致し、若い人たちの働く場所を確保してほしい。合志市で働き、市

に納税（企業からの税金が）できるように。 

60代

後半 

女 合志 

若い人だけでなく50歳以上でも働ける場所を増やして欲しい。 20代

以下 

女 西合志南 

合志市内で大型店舗ができたり、障がい者でも採用してくれるような一般企

業が欲しい。（大きな所があればいいです） 

50代 男 西合志南 

企業誘致は望むが渋滞も招いてしまう。横断歩道やバイパス計画と連動して

早めはやめの計画をお願いしたい。 

50代 女 西合志中央 

企業誘致頑張らないと。全然ダメです。菊陽に負けています。 60代

後半 

男 わからない 

大いに進めて欲しい。子供だけ増えても人は出て行く。 60代

前半 

女 西合志中央 

若者に魅力ある会社の誘致。 60代

後半 

女 合志南 

楓の森小の近くは、コンビニが多くスーパーがないので、コスモスかスーパ

ーどちらか近場にお願いします。 

40代 女 合志楓の森 

雇用促進の為、様々な企業の誘致は今後もしてほしい。 40代 男 西合志東 

 

（基本方針６－その他） 

基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

合志小地区に遊具のある大きな公園ができるとうれしいです。小学生が遊べ

る所が少ない。未就学児を連れて行ける公園も、なかなかない。菊陽にある

「にんじん公園」や「鼻ぐり公園」のような公園が、市役所の近くにできた

ら良いと思います。 

30代 女 合志 

野々島いろどり子ども歯科と吉川漬物間の町道は、雨のたびに水がくるぶし

くらいまでたまります。歩くたびに困っています。雨水がたまらないように

整備をお願いします。 

60代

前半 

男 西合志中央 

公共交通のアクセスが悪いので、利用しにくい。自家用車がないと不便な状

態。 

60代

前半 

女 西合志第一 

 

＜その他＞ 

基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

＜コロナ関連＞ 

新型コロナ感染症に関する対策や情報の提供を随時お願いします。 70代

以上 

女 合志 

コロナ禍で、このアンケートの中の項目に適していないものが多い。意味が

あるのか。まずアンケートを電子化した方が良い。集計が大変では。 

40代 男 西合志南 

コロナで体育館の使用制限がかかっているので、屋外にバスケットゴールを

設置して欲しい。 

30代 男 西合志南 
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基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

過去１年とある質問では、コロナの為に今はしていない問いもありました。

早くコロナが落ち着いて正常な日常が戻って来ることを願っています。お疲

れ様です。 

50代 女 西合志東 

飲食店等にコロナ対策費の補助や指導を行ってください。現状では少ないと

思います。自治体の役割と簡素化。配布物を削減し、インターネットや掲示

板等による閲覧にする。自治会費の自動引き落としなど。 

50代 男 西合志南 

コロナ対策で町内放送があるが、とても意識が高い取り組みだと思う。 30代 女 西合志南 

アンケートの回収が目的となっていませんか。回収して実行的な動きに通じ

ているのか疑問。結果をどのようにいつまでに実行したのか市民に理解され

るようにアナウンスを明確にして欲しい。 

50代 男 西合志南 

コロナワクチン接種を10代～50代も始めてほしい。学生、会社員こそ、家に

こもっていられない。学生は一生が決まるかもしれない入試にひびきます。 

50代 女 西合志南 

回覧板を廃止してほしい。コロナ禍で衛生的にとても気になるし、受け渡し

で人に接触したくない。コロナに関わらずメール等で情報を配信する方が、

全世帯に同時に伝達されるし、後で見返すことも容易だし、広報など紙資源

の節約にもつながる。班長の負担も減るのでは。紙を希望する人には例外と

して、郵便受けに入れると良いと思う。古くからの習慣だとは思うが、変わ

ることを切に希望している。アンケートの結果はいつ頃公表予定なのかを明

記していてほしかった。 

30代 女 合志楓の森 

新型コロナによる生活費（収入減あり）が厳しくなっている。前回いただい

たような生活支援金があれば助かります。電気代が高いので、少し安くなる

ようお願いしたい。弁天温泉、市民は半額にしてほしい。 

60代

前半 

男 合志楓の森 

コロナでイベントがなくなることが多く、夏祭りなどあるとどうしても密に

なってしまうため、全国である花火大会の合志市版があると良いなと思いま

す。家で見られる花火があると良いなと思います。 

50代 女 南ヶ丘 

＜行政等関連＞ 

日常の中で、行政や会議が遠い存在になっている。 70代

以上 

男 合志南 

住民税が、他の市町村に比べ高いと思います。同職場の他の市町村の方の住

民税と比べ、違うのはなぜか疑問です。 

60代

前半 

女 西合志中央 

[災害に強い合志市]○中九州横断道路の有効活用1.災害時（九州内）での交通

アクセス2.災害食料品の備蓄センター建設。災害食料品→大手企業の誘致

→6次産業との連携。地元産（野菜、肉、たけのこ）他県産（魚、フルーツ

等）。缶詰、ドライフルーツ→工場誘致。若手の雇用確保。○現在の高専に農

専科を新設。バイオ農業の技術者育成を行う（大手食料品企業の誘致と人材

確保）。※合志市周辺の農業機関（菊池農校、熊本農業大学校、九州沖縄農

業研究センター）上記教育及び研究機関をつなげた効果がないのか。 

60代

後半 

男 わからない 

役所の対応は、もっと柔軟性がほしい。 20代

以下 

男 西合志東 

市役所の対応が、各担当者により回答が違ったりすることがある。書類の記

入など具体的でわかりやすい例がホームページ等で公開されると良いのでは

ないかと思う。 

40代 男 西合志南 

合志役所にはそれぞれの窓口がありますが、対応が良い所と悪い所がありま

す。市民はわからない所があるから聞くのであって、とても不親切な人がい

るので窓口には親切な人をお願いします。 

60代

後半 

女 南ヶ丘 

1. 九州で合志市が住みやすい都市になっているが実感が涌かない。（PR不

足） 2.合志市を代表する名物、産業、企業等を広報等で大いにPRして欲し

い。＊自然災害（水害、山崩れなど）に強い合志であり安心しています。市

70代

以上 

女 西合志東 
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の職員の皆様、常日頃ご苦労様です。コロナ禍が１日も早く収束することを

祈り医療従事者の方々に感謝です。笑顔の日々になりますように！ 

合志市に限らないがホームページの内容が分かりにくい。民間の企業なら利

益に直結するので手抜きはしていない。新着情報を並べるだけでなく、どう

すれば行政、手続きにアクセスできるか、分かりやすいホームページにすれ

ば、より利用者が増えると思う。 

50代 男 西合志南 

市役所の窓口の対応が悪い時があり、気分を悪くして帰った時がありまし

た。もう少し窓口での対応は良くしてもらいたいです。わからない時は説明

もわかりやすくして欲しいです。 

60代

前半 

女 合志 

支所にマイナンバーカードの申請に行ったら、「自宅のネットでした方が簡

単にできます」と言われました。知人も同じことを言われたそうです。何も

言わずに快く受け付けて欲しかったです。お客様は誰もいませんでした。 

40代 女 西合志東 

市民と市長の対話集会を多くして、意見要望を政策に取り入れる。市議会選

挙の時、名前の連呼を多くするのではなく、政策や公約をきっちり述べるよ

うに指導する。市議の政策が必ずしもベストとは言えない。もっと市民の声

を反映させる。 

70代

以上 

男 西合志東 

同じ公務員として業務の多忙さや理解の得られなさはよくわかります。体に

気をつけて頑張ってください。 

20代

以下 

男 西合志東 

市役所の対応を良くして欲しい。 30代 女 合志南 

市のホームページを分かりやすくするように改善してほしい。「極小」のゴ

ミ袋が売られているが、値段が「小」と変わらず形も使いにくい。値段を

「小」より安く設定して、形も「大」「小」と同じようにしてほしい。黄色

中緑のごみ袋にも「極小」を作ってほしい。 

50代 女 合志南 

今年の成人式は延長の末、中止という成人式に参加するはずだった多くの人

を混乱させて終わってしまったことに不満を感じています。ホームページに

は「やりたいこと募集」と書いてありますが、募集したところで実現するの

かも明記しておらず、対応のすべてに無責任さを感じてしまいます。予測で

きないコロナの状況で何が正しいとは言えませんが、一生に一度の思い出に

なるイベントですので、もう少し誠実な対応をしていただきたかったです。

成人式で使うはずだった予算は確保していると思いますので、せめてそのお

金を有益に活用していただきたいです。 

20代

以下 

女 西合志東 

今後共、合志市が住みやすい環境づくりになおいっそう促進するならば、市

長自ら先頭に立って、市職員と市民一体になることだと思っております。情

報公開も必要になってくると思っております。 

50代 男 西合志東 

市民税が高いと感じる。住みやすい町、人気の街とあまり思わない。低所得

者に優しい町であってほしい。もう少し合志市独自の対策で、低所得者を守

ってほしいと思う。合志市の施設でフリーマーケットなど、イベントをたく

さんしてほしい。 

30代 女 南ヶ丘 

＜アンケート関連＞ 

アンケートを頼むなら、謝礼金（商品券等）もらえるようにした方が、回収

率が高くなるのではないでしょうか。 

20代

以下 

女 わからない 

3000人無作為抽選とのことですが我が家は毎年来ているように思います。 40代 女 西合志東 

施策名と書かれていても内容がよくわからないのでもっと具体的に書いても

らえると記入しやすいです。 

30代 女 西合志中央 

このアンケートはパソコンやスマホから答えられるようにした方が良いので

は。 

30代 男 西合志東 



46 

基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

問16、17過去１年間コロナで行事等がほぼなかった。この質問はおかしい。 50代 女 合志南 

問16, 17など、過去１年はほとんど中止になっているので答えにくい。文章

がおかしいと思います。 

40代 女 合志 

このアンケートもネットでも出来れば良い。（個人情報保護は当然）もっと

多くの人から意見を集めることができる。紙や郵送費がムダ。 

60代

前半 

女 西合志中央 

アンケートはもっと簡単で答えやすいものにした方が良い。 60代

前半 

男 南ヶ丘 

市役所より提出を求められる書類についてはすべて、返信用封筒を添付して

ほしい。例えば健診に関する書類は返信用封筒がない為、ヴィーブルまで持

参している。 

60代

前半 

女 西合志東 

このようなアンケートがあれば、私のような人でも意見が言えてありがた

い。 

60代

前半 

女 合志南 

無作為での抽出とはいえ、私のような高齢世帯より、若い世代の人たちの意

見をさらに取り入れながら、市の街づくりに取り組んでいただけたら幸いで

す。この町に住んでいることに満足しています。 

60代

後半 

男 西合志東 

このアンケートの締切日5/10は短すぎる。 50代 男 南ヶ丘 

アンケート内に過去１年間とあるが、コロナ禍中でのことを尋ねられると困

る（イベントの参加など我慢したため） 

30代 女 西合志中央 

＜その他＞ 

時代も多様化し、一人暮らしや高齢化が進んできているので、ライフライン

（近隣の商業施設、交通利便）を強化していくと、もっと住みやすい合志市

になっていくと思う。 

40代 男 西合志南 

除雪や水害復旧とかにお金を使わなくて良い恵まれた自治体です。市民の健

康、住み良いサービス向上、そういったところに予算を使ってください。 

40代 男 西合志南 

とにかく合志市は住宅が多く、人口も増えているが、道路がそれに追いつい

ていない。マンモス団地を造っても、渋滞ばかりして困る。早く、安全にス

トレスなく生活できる道路、信号を整備してほしい。 

30代 女 合志南 

市の公式ラインがあると、情報が入手しやすそう。 30代 女 合志楓の森 

芸術に携わる仕事をしていますが、文化事業や芸術にまつわるイベントや勉

強会など、少ないと思います。 

40代 女 西合志南 

身内も県外で、一人暮らし。精神障害年金を受け取りながらの、体調が良い

時のアルバイトをしながらで、将来が不安です。しかし合志市は、とても住

みやすい所だと思います。人口も増え、子育て支援も日本一。とても良いと

ころだとは思います。役所に電話しても、対応がとても優しくて、私は心強

いです。 

60代

前半 

女 合志南 

交通便が不便だなと思います。車なしではどこにも行けず。近場にお店もな

いです。免許返納した方は、大変なのではないでしょうか。自分が年を取っ

た時が不安です。住みやすい、やさしい町だと思います。満足度あり。 

40代 女 合志南 

市民の立場になって行動してほしい。情報の伝達方法が良くない。 70代

以上 

男 合志南 

回覧板が多すぎる。半分にしてほしい。 50代 男 西合志東 

日々成長する枝木の剪定後の処理に困るので、合志市で粉砕枝切りシュレッ

ダーを取り入れ、地域にレンタルできるようにしてほしい。粉砕後は、細か

なチップになるので、堆肥やウッドチップとして活用でき、住環境の保全の

ひとつとして役割を果たすかと思う。 

40代 男 わからない 

当市の人口が増加していることは、本当に良いことでしょうか。財源として

は必要だが、では、どのくらいの人口が望ましいと思うのか。そこまでシュ

ミレーションする必要もある。特徴ある街づくりで、全国から注目されたい

60代

後半 

女 合志南 
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かもしれないが、特に自慢するところはないことも大事なような気がする。

職員の皆様が、いつも改善していき、よりよい合志市にしたいという気持ち

がほしい（現状が決してベストではないと思う）。 

市内に一か所しかなかったりするのを、合志市にも建ててもらいたい。 20代

以下 

男 西合志南 

子供と一緒に楽しめる商業施設や公園が少ない。近くに作り、子育て世代が

過ごしやすい場所を検討していただきたい。今は、菊陽町や菊池市などの方

が、便利で利用しています。 

30代 男 南ヶ丘 

幹線道路の混雑緩和策を検討いただきたい。 60代

後半 

女 合志南 

楓の森小中学校、朝門の所に８時までしか職員が立っていない。小学生は８

時２０分まで登校なので、小学生の登校時間までは職員が立つべきだと思い

ます。防犯の意味でも門に誰も居ず、子供が入っていくのはおかしいと思い

ます。見守りもボランティアに頼りすぎではと感じています。ローソンの信

号、セブン付近等危険な場所には職員も立つべきではないかと思います。無

理なら下校の旗持ちを保護者に依頼すべきと思います。まだ、できたばかり

なのでいろいろ大変と思いますが、子供の命が大切です。通学路の見守り、

安全第一に考えてほしいと思います。先生方の見守りが少ないように思えま

す。 

40代 女 合志楓の森 

御代志駅前の再開発は大いに期待しています。とても良い施策です。思い切

りやってください。本市は、渋滞がひどい。思い切った対策をやってほし

い。 

70代

以上 

男 西合志中央 

道路整備について。朝夕の渋滞緩和のため、信号機のある交差点に右折レー

ンを設けてほしい（群の自衛隊横交差点。永江団地入り口のコスモス前交差

点）。 

60代

後半 

男 南ヶ丘 

自治会のメリット、デメリットが理解できない。住んでいる地区によって違

うことに驚いた。 

30代 女 西合志南 

中九州自動車道路の早期開通 60代

前半 

男 南ヶ丘 

商業施設の充実。車がなくなった時に、不便がない街づくりの検討を。 50代 男 合志南 

幼少期から住んでいる者として、参考になればと書かせていただきました。

選んでくれてありがとうございました。 

30代 男 合志南 

楓の森小中学校の体育館の一般人の利用ができないと聞いたのですが、なぜ

なのかを知りたい。 

40代 女 合志南 

スマートインターの開設により便利になりましたが、業務用大型車の通行も

大幅に増えています。道路対策、交通安全対策にも力を尽くしていただきた

い。 

70代

以上 

男 西合志南 

合志市発注の案件は、１次受注業者だけでなく、２次３次も合志市の業者を

入れる条件を付ければ良いと思う。 

40代 男 南ヶ丘 

近くに歩いて行ける医院か病院がほしい。内科や外科等あるとうれしい。 20代

以下 

女 わからない 

４月から子供が楓の森中学校に転籍しました。新しい学校ということで、楽

しみにしておりましたが、いざ、通いだしてみると何も決まっていない、準

備もされていない様な状況が伺えます。「一緒につくりあげていきましょ

う！」と言われていますが、今現在、２年生なのでバタバタと一年過ぎて、

３年生になった時に落ち着いて高校受験に望めるのか心配です。しっかりと

対応、対策していただきたい。 

40代 女 合志楓の森 

住み始めて30年以上になり、良い方向に改善されているとは思います。子育

て中は、地域の活動等楽しみにしていましたが、仕事等で多忙になり、かか

60代

前半 

女 合志南 
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わることがなくなりました。先日の回覧板に、子供会への入会を選ぶ欄があ

り、現状を認識しました。親も子も多忙なためでしょうか。でも、地域社会

への参加への第一歩になるのにと思いました。 

道路幅を広げないまま住宅が増えているため、車増により渋滞、事故のリス

クが発生している。新興住宅地周辺は、ほぼ全て。国道周辺（特に須屋黒石

ローソンあたりから御代志方面、パディ方面）の慢性的な渋滞。道路幅が車

量増に追いついていない。車線増、右折レーン増を要望します。 

40代 男 西合志東 

子供手当１人15000円にしてほしい。税金を下げてほしい。 30代 女 西合志南 

災害も少なく、交通便も良く、良い町だと思います。町の基本は人材育成。

教育にもっと税を使っても、誰も不満はないと思います。 

60代

前半 

男 西合志南 

何かを作る前にインフラ整備をしてほしい。これ以上、渋滞にならないでほ

しい。 

40代 男 西合志中央 

後継者がいないので、年を取ってから農地の管理ができなくなるのが不安で

す。広い農地は借り手があるけど、利便が悪いのは耕作放棄となってしまい

ます。残念です。 

60代

後半 

女 西合志第一 

今後も住み良い環境であるよう、お願いします。 60代

後半 

女 合志 

皆が稼ぐことができる、豊かな市になってほしい。 40代 男 西合志中央 

高齢者が一人になり、年金で住める住宅を考えてほしい。 60代

前半 

女 合志楓の森 

幹線道路の無電柱化 50代 女 合志楓の森 

レターバスで通える所で、野々島近くにスーパーを作ってほしい。銀行のＡ

ＴＭも野々島近くに作ってほしいです。 

30代 女 西合志中央 

回覧板や区費、組費の電子化（共働きはもちろん、職業の多様化により、必

ずしも日勤帯の仕事とは限らないため）。 

50代 女 西合志南 

須屋駅周辺、スーパーがなく買い物がしづらい。少しの買い物でも車で行く

必要があるため、多少の不便を感じる。 

40代 女 西合志南 

中央団地から合志小へ行く途中の元商工会支所付近の四つ角。前はお互い一

時停止だったのに、東西に行く道路の一時停止を消したのはなぜですか。農

協の方から上がると、右側にビニールハウスがあり、中央団地から来る車が

見えにくく、そして停止がないから怖い思いをよくするようになりました。

お互い一回止まって譲り合っていくことが安全だと思います。 

50代 女 合志 

以前家庭の悩みを市役所に相談しに行った際、内容も聞かないでとても嫌な

顔をされた。悩みに悩み相談に行ったのに頭ごなしに言われショックだっ

た。今後はあまり相談に行きたくない。市民対応の職員にはもう少し配慮や

対応をしっかり指導して欲しい。社協の弁護士さんに相談に行ったが、とて

も冷たい対応で相談にならなかったのがとても残念。 

40代 女 合志 

自治会役員をしているが、班長負担軽減のため、市からの情報や回覧は月２

回程度にして欲しい。自治会はその他の地域活動で多忙であり、集約した情

報発信をして欲しい。 

60代

後半 

男 南ヶ丘 

合志市に住んで良かった。今後もずっと住みたいと思えるまちづくりをして

欲しい。 

70代

以上 

男 合志南 

合志市が住み良いとされている大きな要因は災害に強いからではないかと思

います。そのために人口が増加し犯罪などが増えないように願っています。 

50代 女 西合志東 

日用品食料品を徒歩で行ける買い物をする場所が非常に少ない。 70代

以上 

女 西合志東 

自然豊かな合志市、都会化する必要はない。経済成長だけが幸せの基準では

ない。今ある宝を生かしたまちづくりを強く願う。 

50代 男 西合志東 
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市議会活動（問61、62、63）について、周知活動等はやっているのだろうが

関心のない人が多数だと思う。 

60代

後半 

男 合志南 

合志市は子育てしやすい市だと聞いて家を建てました。 20代

以下 

女 南ヶ丘 

西合志図書館や西合志総合窓口をよく利用しますが、この敷地内に郵便ポス

トが欲しいです。ルーロ合志にありますがわざわざ足を運ぶのが不便です。

また、御代志に銀行（ATM）が欲しいです。 

50代 女 西合志南 

区費が他地域より高い割に全員に還元できていないように感じる。一部の人

しか参加しないイベント（ボーリング大会など）が多すぎではないかと思い

ます。区費が全世帯にちゃんと還元できるよう自治会にも考えて企画をして

欲しい。あまりにイベントをやりすぎると、自治会の役員なども忙しく引き

受けづらいものになる。 

50代 女 西合志東 

去年市民全員に給付された支援金5000円は大変助かりました。ありがとうご

ざいました。 

50代 女 合志 

生物生態を増やすこと。環境破壊を少なくすること。自然豊かな市づくり。 60代

前半 

男 合志 

強い推進は良くない現状で。 70代

以上 

男 西合志南 

近隣都市との合併で効率化をアップさせる。議員削減して政策効率のアッ

プ。 

60代

前半 

男 南ヶ丘 

菊陽や嘉島に負けているところをカバーするようなまちづくりを進めれば、

必ず合志市は熊本県第２の都市になると思います。 

40代 男 西合志南 

太陽熱温水器に補助金を出すと太陽エネルギーが使える。夏場のお風呂はほ

とんど太陽エネルギーでお風呂が沸かせて助かりエコである。 

60代

前半 

女 西合志南 

医療の充実、総合病院など人材の確保。 60代

前半 

男 合志南 

高齢者がゲートボールで公園を占領するのはどうかと思う。児童公園と書い

てあるのに全く違う。 

30代 女 西合志南 

市主催の講座や市民講座について参加できるのは、仕事をしていない主婦や

高齢者だけです。昼間に仕事をしている人や土日祭日が休みの人は全く参加

できないというのは不公平だと思います。税金をたくさん納めている人も勉

強できる場所を与えて欲しいです。 

60代

後半 

女 合志南 

特にないので良い状態で生活できていましたが、コロナで収入がゼロにな

り、家賃など生活全てに困っています。 

50代 女 西合志東 

不在地主の土地の荒廃にて、落ち葉や枯れ枝が我が家にまで散乱し１年を通

して迷惑をしている。 

70代

以上 

男 合志楓の森 

マイナンバーカードを作りましたが、コンビニでも書類発行出来るように早

めに行動して下さい。 

40代 男 西合志中央 

家の道路にちょっとした継ぎ目があり、大型車が通るたび家が揺れます。ど

こに相談したらいいですか？ 

60代

前半 

女 西合志南 

西合志旧役場がなくなり不便（支所があっても）。地区の行事参加とか必要

以上にあり面倒。 

50代 男 西合志中央 

御船町、菊陽町に大型商業施設が出来、住民にとってはとても助かると思い

ます。しかし合志市にはそういった大型施設がなく、若者も合志市には魅力

を感じることがないと思います。交通面ではレターバスにおいて１時間に１

本は少な過ぎます。ゴミ出しの件ですが、熊本市は剪定した枝は縛って出し

ているので合志市でもその様にして欲しいです。 

60代

後半 

男 西合志東 

回覧板等のチラシはもう要らない。何の為の回覧板か。紙の無駄。うちの地

域は皆取らず、最後の班長が全部捨てている。税金ですよね？一部を全世帯

40代 男 合志楓の森 
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基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

に回せばいいのでは？必要なページは写メを撮ればいいでしょう。 

個人的なことですが、歩道を広くして欲しい場所が沢山あります。小学校や

保育園があるのに、その辺りの歩道が狭いです。他県では車が乗り上げてき

たニュースもあります。少しご検討いただけないでしょうか？ 

40代 女 西合志中央 

子供や高齢者は近くの公園や山で身体を動かしストレスを発散させているの

で、山や公園で安全に過ごせる様にして欲しい。又、集まりが偏らないよう

にどこの公園でも遊具や滑り台やブランコはあって欲しい。 

30代 男 西合志中央 

旧西合志地区にも商業施設（ドラッグストア、銀行、スーパーなど）作って

頂きたい。小学校、中学校の校区の見直し。 

30代 女 西合志第一 

いつも書いていますけど、須屋在住なので行政手続き等で合志市役所に行く

のはとても不便なので最寄りの須屋支所で受けられる行政サービスをもう少

し充実して欲しいです。（特に障害者関係をお願いしたいです。） 

50代 男 西合志南 

道路標識の件ですが、仕事で北熊本ETC高速を利用するのですが、30号線の

交差点からユーパレス弁天方面へ向かうところが非常にわかりにくく、３度

間違ってしまいました。交差点に名前をつけるか合志市役所、農業公園方面

に行く看板をお願いしたいです。（八代から）＊県外の方はナビがなければ

必ず迷うと思いますよ。 

50代 女 合志南 

問33の図書館利用について、２度ほど利用しました。しかしアレルギーがあ

り本を開くとアレルギーが反応してくしゃみが連発し、目が痒くなり我慢で

きなくなり帰り、現在、菊陽図書館を利用しています。 

20代

以下 

女 わからない 

古本など寄付したいです。市民センターなど伝言板など気楽に活用できるシ

ステムがあったら。 

50代 女 南ヶ丘 

道幅が狭いのに交通量の多い道が多過ぎると思います。 60代

前半 

女 西合志東 

合志市は好きです。もう少し雇用がたくさんあればいいと思います。雇用先

や条件に合う所を探すのが難しいです。子供達にもこの先合志市に残って欲

しいです。 

40代 女 合志楓の森 

御代志or野々島地区に肥後銀行を誘致、もしくはATMを設置して欲しい。ル

ーロ合志内、御代志市民センターetc. 

30代 男 西合志中央 

全ての施策について具体的にどういう形でどんな事が行われているのか伝わ

って来ない。単なるキャッチフレーズになって、やっていますよ、という形

だけにならないようにお願いしたい。 

70代

以上 

女 西合志南 

行政手続きのデジタル化。マイナンバーカードの活用。納税口座のインター

ネットバンク対応。 

50代 男 西合志東 

人数増加に伴い、小中学校の児童数が多くなったと感じています。教育の質

や教育環境に不安が大きいです。又、教育機関の行事の伝達などをもう少し

迅速にしていただくと、仕事との日程調整がしやすいと思います。 

40代 男 西合志東 

合志市に来て50年経ちますが、どんどん発展して来ていると思います。後は

自分が時代に乗っていくことが課題だと思います。 

70代

以上 

女 西合志東 

転職に伴い合志市へ引っ越して来ました。子供への配慮がすごく良く子育て

にはとても良い町だと思っています。これからも健康都市として頑張ってい

ただきたいですし、何かしらお手伝いさせていただきたいと思っています。

これからもどうぞよろしくお願い致します。 

20代

以下 

男 わからない 

下須屋の浄化センターの跡地の活用を地域で協議する場（市民のスポーツ公

園等に整備して欲しいが何に活用されるかわからない） 

50代 男 西合志南 

自治区に加入すると役員の強制、年間１万円の区費、地域の清掃など負担が

多い。メリットを感じていない。加入しないとゴミ置場の使用禁止など威圧

的で住みにくさを感じている。 

50代 女 西合志第一 
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基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

合志市としてのワクチン接種の日程等、全く説明がない。いつ、どこで？何

を考えているんだ！ 

60代

前半 

男 西合志東 

老人のための娯楽施設をもっと作って欲しい。温泉等。 70代

以上 

男 合志 

熊本は「交通の便」が悪すぎる。早く空港―新幹線―上通り・下通り（熊本

市内）―総合運動公園―光の森―カントリーパーク等を結ぶ交通路線整備

（JRやモノレール、バス）をしないといけない。老人にとって、とっても住

みづらい街になっている。 

60代

後半 

男 わからない 

電池ゴミの回収が分かりづらい為、回収ボックスで回収できると便利に使え

るため希望します。合志市に引っ越して１年経ちませんが、住みやすい街づ

くりを期待しています。 

40代 男 わからない 

SDGsへの取り組み強化 40代 男 合志南 

現在、個人的に問題はありません。市は発展しているのが、歴史ある合志市

です。歴史の勉強が必要かと思われます。全体的に住み良い街です。 

70代

以上 

男 南ヶ丘 

住宅街の道路でボール遊びを小学生がするので車に当たって傷つけたらどう

なるのかなど、理解できないのだろうかと思います。中高生になりボール遊

びをしなくなっても、また次の小学生になった子どもたちがボール遊びを始

めます。道徳に時間にでもよその家のものを壊したり、勝手に庭に入ってい

たりするのはいけないことだと教育していただきたいと長年思います。よろ

しくお願いします。 

50代 女 西合志南 

去年の年末に引っ越ししてきました。役場のイメージは堅苦しくて待ち時間

が長いものだと思っていましたが、サポートの方がすぐに声をかけてくださ

って、手続きもスムーズで助かりました。役場の働きがすごく良いだけに、

色々と発信されていることが伝わりづらい。興味を持たれていないのが残念

に思います。 

30代 女 合志南 

どんどん発展していく合志市に住めていることが誇りだし、市外の人に自慢

できます。合志が大好きです。将来市役所で働いて市の発展住みやすいまち

づくりに貢献できたら良いなと思います。合志を熊本第２の都市にしたいで

す。 

20代

以下 

女 西合志東 

私たちの団地では老人が目立ち、子どもの声が聞こえなくなりました。市長

の強いリーダーシップでまちに子供を増やす大胆な施策を出してください。

特に赤ちゃんを産みやすい、全国一の合志市独自の補助施策を高々と打ち上

げ、この不況下でも赤ちゃんを産みやすい環境を作り、まちを明るくして欲

しい。そのための増税も協力したい。 

70代

以上 

男 南ヶ丘 

私は運転ができないので一人で行動するのに不便を感じています。子どもと

一緒に図書館に行きたくても行けません。公園が近くにありますが小さく

て、今、小中学生がよくいるので、小さい子どもはなかなか遊ばせることが

できません。 

30代 女 わからない 

合志市は人口が増え新しい学校もでき、発展していく場所だと思っていま

す。みどりが減るのが辛いです。 

60代

後半 

女 西合志東 

問65について、この制限について住人である私は他者に説明できません。市

民が誰でも理解しているのでしょうか。何のためなのか市民が同意している

ことなのか、この問の答えもとても一方的で危ないものだと感じます。問71

について、大変わかりやすい見た目ですが、この全てが互いに呼応しあえる

太い一本の政策軸が常に見える活きたシティーであることを一市民として願

っています。スローガンではなく活きた説明をできることが一番親切ではな

いかと思います。 

60代

前半 

女 西合志第一 

自治体が少し不安。安心安全に暮らしていけるまちづくりをして欲しい。 30代 女 西合志南 
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基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

駐車場を含む公園の禁煙はどうなっているのか。「健康都市こうし」はただ

のスローガンですか。早急に禁煙の看板を立てるべき。 

60代

後半 

男 合志南 

自身が確認していないだけかもしれませんが、菊池電鉄御代志駅周辺の改革

の情報提供が知りたい。 

50代 男 西合志東 

孫が小学校入学の際、ランドセルにぶら下げる防犯ブザーをもらっていた

が、お年寄りはこの音が何の音であるのか知らない方も多いのではないかと

思います。回覧板など３〜４月のころ、防犯ブザーが鳴ったら異常はないか

気をつけて欲しいなど周知やお知らせをしてはいかがでしょうか。 

60代

後半 

女 南ヶ丘 

とても住みやすく素敵な市だと思います。御代志の開発も期待しています。

住宅が増え新しい小中学校もできて一つ一つ素晴らしい町並みができていく

のが嬉しいです。あとは人が増えた分道路事情がやや大変だと思いますが、

これからの発展が楽しみです。 

20代

以下 

女 西合志東 

地震の時、避難場所にペットがいていけない場合、車中泊するしかないの

か、LINE等で情報が欲しかった。コロナ禍の災害時、避難場所が足りるか

心配。カントリーパークはリード有りで犬も連れて行きたい。施設が充実し

ていない。昔は温室の花が綺麗だった。 

60代

後半 

女 西合志中央 

キャンプ場、運動公園、下江津のようなウォーキングできるところ、何もな

いので市外によく出かけます。 

40代 女 わからない 

コンビニで住民票を発行できるようにして欲しい（マイナンバーカード利

用）。 

50代 男 わからない 

モデル都市。活気あふれるまちにして欲しい。 40代 女 わからない 

車の税金をカード払いにして欲しい。 30代 女 南ヶ丘 

コンビニを増やし、子どもがたくさん遊べる広い公園、バスケットリングの

ある公園が欲しい。 

20代

以下 

3 わからない 

産官学の枠を超えてそれぞれの得意分野をもっとMIXさせ取り組んで良いと

思う。市民の個人情報をもっと活用しても良いと思う。生活→教育→自立

（自律）し、収入を得て生活できる力を各自が取り組めるようにしていくべ

き。 

30代 男 西合志南 

近くにスーパーがない。車の運転をしていますが後２〜３年先が不安です。 60代

後半 

女 合志南 

合志市市民まつりの時、花火大会をして欲しい。市内の公園をあちこち散歩

するが、犬のフンが発見される。公園内の犬の立ち入りは禁止して欲しい。 

70代

以上 

女 西合志東 

放送の音が大きすぎる。 20代

以下 

女 西合志第一 

犬のフンが家の前にそのまま。常識がない人は犬を飼う資格はない。行政が

責任を持って対応すべき。家の前に落ちている住民の気持ちをわかって欲し

い。 

50代 男 合志南 

合志市でパートナーシップ制度の導入に向けた動きはあるのでしょうか。地

方自治体ができるラインまで制度を整えて欲しい。合志市好きです。 

20代

以下 

女 西合志中央 

大好きな合志で生活できていることを幸せに思っています。開発から取り残

されたくないなという気持ちと、今までののんびりとした山や畑を残して欲

しい気持ちと両方です。ありがとうございました。 

40代 女 南ヶ丘 

私の近所で宅地造成が進んでいます。人口の増加も大切かと思いますが、農

地がなくなっていくのも寂しい気がします。 

70代

以上 

男 合志南 
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基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

住宅が増えていますが、自然と動物（生物）と共存できる街にして欲しいで

す。子どもの頃から見ていた自然豊かな風景や景色がなくなり寂しく感じて

います。便利さ利益のみの人間のエゴがなくなることを願っています。 

20代

以下 

男 合志南 

学校の開校に合わせて、宅地開発が急に進んでいる。そのために田畑がなく

なったり、古くからの大木が数多く切り倒されている。開発も大切だが、自

然環境を残す施策も進めて欲しい。 

50代 女 合志楓の森 

有線放送が聴きづらく全然わからない時がある。 70代

以上 

女 わからない 

私の住んでいる第一小学校区は調整区域が多く若年層が帰ってこないため住

宅が増えず、第一小学校は全校生徒数が約70名という少人数の状況にある。

このままでは100年後も何も変わらないのではと残念に思う。制限を緩和し

て、人（若年層）が移り住んでくるような地域づくりを希望します。 

60代

後半 

男 西合志第一 

Uターン組です。子どもたちは県外におり、病気になったりした場合、看病

が心配です。子どもは50歳くらいですが、熊本に仕事があれば呼び戻せるが

なかなか難しい。子どもと別居が多いので、昔から空き家も多くてこの先心

配です。 

70代

以上 

女 西合志第一 

合志市は災害が少ない街として転入者が増加しているが、共助協力して生活

を守ることができない。 

70代

以上 

女 西合志中央 

ロアッソやサラマンダーズなどプロスポーツが活発になりつつあるので、プ

ロの試合を招致できるようなスタジアムが合志市にできたら良いなと思いま

す。（ＮP BやＪリーグ１部など）。北海道の北広島市のボールパーク構想の

ように、西合志市民球場周辺にできたら良いと思います。 

20代

以下 

男 西合志中央 

自転車乗り入れ可能な公園が欲しい（練習の場所がない）。 40代 女 西合志南 

文化面で活動している人たちの交流の場（施設）が欲しい。例えば絵画展、

写真展、陶芸展、木工展、竹細工展、金採展、花道展、書道展、他各種教室

店などを常時開催できる「ギャラリー」があれば合志市の文化展がより高ま

ると思う。出展者は合志市以外も可能とし、場所はアンビー熊本内に如何で

しょうか。 

70代

以上 

女 合志 

商業施設や公園等が不足している。特に菊陽町と比べると顕著である。 30代 男 合志 

合志市に転入してまだ三年未満。他県からの移動にて車もない。一年が続き

施設病院の場所さえわかりませんでした。車を購入し、いざ動こうと思った

時、コロナ渦の中、大変でした。これから合志の自然と人々の良さを感じ生

活していきたい。市役所の皆さまは非常にやさしい。 

60代

後半 

女 わからない 

御代志の再開発は実績あるコンサルタント等の主導で実施した方がいいと思

う。また、敷地の面積から中途半端な開発になるのでないかと心配してい

る。素人で申し訳ないが、駅入り口交差点に隣接せずに、出入りしにくくな

いか心配である。合志市が色々な面で発展し、住みやすい街になるよう協力

できることがあればと考えている。頑張ってください。 

40代 男 合志楓の森 

合志市総合運動公園の管理、鍵の貸し借りは、運動公園のそばで出来ればい

いなと思う。場所までの移動も大変。利用したいが中々できない。妙泉寺公

園にバスケのゴール大小。須屋市民センターの反対側にもバスケットゴール

が欲しい。 

50代 女 西合志南 

高齢者のコミュニティバスや市内のバス運賃、補助または無料化。小・中学

生と市長（市議）と意見交換を実施。子供たちの意見の中から政策に反映で

きるものがあれば、積極的に取り入れ、子供たちが社会参加できる街づくり

を行う。 

50代 女 南ヶ丘 

少ない年金でも受け入れられるような、高齢者の施設を作ってほしい。 60代

前半 

女 西合志南 
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基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

合志市は治安も良いし住みやすい町である。ただ、もう少し、子育て世代の

人の意見を反映しても良いかと思う。今の２０代後半から４０代の人々が住

み良い町づくりをしてほしい。 

30代 女 合志南 

事故防止の為、道路の白線を早急に引き直してください。 60代

後半 

男 合志 

合志市は人口も増え、人気もあり色々な人が住み嬉しく思う。雇用も増える

ように企業も増えて欲しい。治安の事や、農業や、畜産との兼ね合いもある

だろうが、頑張ってほしい。 

50代 女 合志南 

期待している。成人式が出来なかったのが残念。 20代

以下 

男 西合志東 

みずき台の防災無線の音が聞こえない。 50代 男 西合志東 

菊陽町から合志市に来たが自然も多く、とても住みやすい。広報誌の内容も

分かりやすい。イベントの行事も沢山あるので、子供とよく参加している。 

30代 女 合志楓の森 

車を運転しないが、歩行者専用ゾーンの信号機ありのところでも車が止まっ

てくれない。交通事故が頻発している。警察の方、そこのところを重点的に

見回って下さい。車が怖い。 

50代 女 合志 

市議会議員のチラシで堀川地域の事を知った。ありがたい。犬を飼っている

人が多い。ドッグランなどのある公園を整備してみるのもいいかもしれな

い。カントリーパークは素晴らしい。 

40代 女 南ヶ丘 

調整区域となっており、子供が家を建てられず、集落から出て家を購入し

た。すでに隈界集落となっており、もう少し規制を考えてもらわないと、今

後集落が成り立たなくなってしまうのではと考えている。 

60代

後半 

男 西合志第一 

合志市は南部と北部の格差に配慮しバランスの取れた発展に腐心、市街化調

整区域を緩和する方向の様ですが、人口増加がいつまでも続き、発展が続く

のでしょうか。人口減少は熊本市を含め進んでいくと思われます。南部地域

でも高齢化が進み、空き家が多く見られるようになっています。持続可能な

街づくり、高齢者が自立した生活を送ることができ、住み続ける事が出来る

ようなスモールタウンを希望します。 

60代

後半 

女 南ヶ丘 

堀川沿いの道路整備。子供が自転車等で遊べる場の確保。須屋地区の道路整

備。街灯の増設。 

30代 男 西合志南 

カーブミラーの設置をしてほしい。車の往来の確認が出来ないので、危ない

箇所を調査してもらいたい。 

50代 女 西合志中央 

若い世代や子供たちがこれからの合志市を作っていくので、その世代と、昔

からお住いの住民の方との連携が大事だと思う。 

40代 女 西合志中央 

自然豊かで静かな地域だと思って転居してきた。しかし周りの年配の方の目

線を気にしながら、隣人の方の批判を聞きながらの生活がスタートした。正

直転居したことを後悔している。市役所に相談してもそんな窓口はないと言

われたり。その中でもきちんと向き合って下さる職員もおられた。新しく来

た方に優しい街になってほしい。 

40代 女 わからない 
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基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

外来生物「メリケントキンソウ」が大繁殖している。サンダルや靴底に種子

が刺さって移動する。注意を促してください。コロナワクチン接種の段取り

はもらった用紙には５月１７日～６月１５日の期間でという表示がなかっ

た。事前に病院のスケジュールを公表してもらいたい。（電話は余計に時間

をとるので、ライン使用は良かった。）受けられる日が限られているので、

病院ごとに探すのは焦った。ネットを使えない人が多いことを想定していな

い。（他県や熊本市の失敗を学習していない）防災無線を使って状況を伝え

るとか、ネット予約のお助け隊を作っておくとか４０００人分しか届いてい

ないのなら年齢の高い人から先に打つとか。電話受けも15人しかいなかった

と聞いた。創意工夫をした方が良かった。他県では「もったいないバンク」

を作ってワクチンが無駄にならないようにしている。決して廃棄する事にな

らないように願っています。熊本市の大失敗が目立ったお陰で影が薄くなっ

ているが、もっと改善をお願いします。 

50代 女 合志南 

家族が通学や通勤のため、毎日ＪＲ武蔵塚駅を利用しているが、直通バスが

ないため、武蔵小前で降りて歩いている。ぜひ、バス会社に武蔵塚駅を通る

路線を申請してほしい。レターバスは、どのルートもアンビーが拠点になっ

ているが、そもそもバスで行く人がいるのか疑問だ。屋外の広い施設を徒歩

で回るのは大変だし、疲れても座る場所もない。 

60代

後半 

女 合志南 

合志市に住み始めて８年。のんびりと住みやすい場所です。それでもやはり

改善してほしいところは、いくつもあります。その問題をどこへ提示すれば

良いのかと思いながら、今日まで過ごしてきました。今回、このように意見

を言えることができて良かったです。少しでも、良い方向へ改善し、もっと

住みやすい場所になってくれるとうれしいです。 

40代 女 合志南 

今のままで、十分住みやすいです。 30代 女 わからない 

カントリーパークなどイベント以外の日は、子育て世代に格安で入れるパス

券等を考えてほしい。広いし道路がなくて、安心して遊ばせられる。コロナ

の中、広いので安心できると思う。どこにも行けないけど公園なら。でも、

お金がかかると大変なので。 

30代 女 西合志中央 

ラウンドアバウトの交通ルールを知らない方も多く、指導の機会が増えれば

良いと思います。公園の砂場の砂を増やしてあげてください。ブランコの足

元がすり減り、水たまりができるので、子供たちは砂場の砂を持ち出して、

自分たちなりに工夫して埋めているようですが、砂場で砂が足りなくなって

います。 

40代 女 南ヶ丘 

市役所駐車場で、車の当て逃げにあった。監視カメラが駐車場に向いてな

く、警察に相談したが相手がわからなかった。駐車場にもカメラを付けてほ

しい。 

40代 女 合志楓の森 

もっと福祉にお金を使ってほしい。マンガミュージアムは必要なのかな。 20代

以下 

男 南ヶ丘 

楓の森小学校の通学路で、住宅地や少し狭い道があるが、朝など通勤の車の

抜け道になっていたりするので危ない。時間帯で、車の通行禁止にしてほし

い。通学路の横断歩道があるところは、すべて信号を設置してほしい。 

30代 男 合志楓の森 

レターバスの乗り継ぎが不便です。待合の椅子も雨の日は濡れるし、冬は寒

く夏は暑い。重い荷物を持って乗り降りするのは大変です。渋滞（光の森）

にはまると、乗り継ぎのバスに乗れないです。ものすごく不便です。乗る人

の事を考えてください。 

50代 女 合志 

御代志駅前の開発で、合志市がさらに住みやすい市になったらと、楽しみに

しています。 

60代

後半 

女 西合志中央 

合志市はとても住み良いところです。感謝しています。 70代

以上 

女 西合志東 
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基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

若い子育て世代に、もっとＳＮＳやＨＰなど情報の幅を広げてほしい。自治

会に加入する人が少ないので、そういった人たちに向けての情報をわかりや

すくしてほしい。 

30代 女 西合志中央 

合志市は住み良い町の上位でうれしく思います。皆様の努力によるものと思

います。ありがとうございます。 

60代

後半 

女 南ヶ丘 

永江団地に住んでおります。とても住み良い所だと思っておりますので、ず

っとこの状態が続くように願っておりますが、団地内の車の通行は、一旦停

止と低速度を守ってもらえるように、積極的にアピールしていただきたいで

す。よろしくお願いします。 

60代

後半 

男 南ヶ丘 

回覧板の廃止 60代

後半 

女 わからない 

住宅の建設がとても増えているが、道路の整備が追い付いていない。朝夕の

混雑は、日に日に多くなっているように思う。以前と比べて、車での移動が

とても大変で、住みにくくなりつつあると思う。 

50代 女 西合志東 

児童扶養手当を不正してもらっている人がたくさんいます。もう少し徹底す

るべきではありませんか。大切なお金です。不正受給は犯罪です。あっては

ならない事です。 

30代 女 南ヶ丘 

福祉面や教育面では、かなり魅力的な市だと思います。ただ、若者が遊ぶに

は少し物足りないと感じてしまうことがあります。中高生は行動が限られる

ので、市内に服やアスレチック広場などがあれば、若者から高齢者までのす

べての人が大満足できる市になると思います。これからどのように変わって

いくかが楽しみです。 

20代

以下 

男 西合志東 

街灯を増やしてほしいです。暗いところは、本当に暗いです。合志楓の森小

の通学路を、早く作ってほしい。 

40代 女 合志楓の森 

楓の森小に給食室を作っていただき、うれしく思っています。子供たちは、

温かくておいしいと毎日喜んでいます。このように、子供たちに影響してい

ることがたくさんあります。マンガミュージアムだけでなく、音楽的なとこ

ろを市が子供たちに経験として与えたり、例えばオーケストラを体験とか、

１年を通して合唱など、コロナの時代ではあるけれど、何か豊かな文化的イ

ベントがあればうれしいです。小中学校でできることが、それぞれの学校で

異なり、市外の学校との差をとても感じます。学校で等しく経験できること

は大事なのではないかと感じます。未来の大人たちへの投資は、未来の合

志、熊本、日本、世界に必要なことです。それから、このような世の中なの

で、オンラインで世界中がつなげますよね。オンラインでの国際交流を通し

て、何かおもしろいことができませんかね。とにかく、楓の森小の通学路の

ことを最優先事項として、対応お願いします。困っています。 

30代 男 合志楓の森 

最近は、住宅やマンションばかりが建ち、緑がなくなっていくように感じま

す。のびのび遊べる公園や芝、広場も充実してほしい。緑は、なくさないで

ほしい。 

30代 女 南ヶ丘 

定年退職後、両親の住居に住んでいるため（住所は合志市）、最近の合志市

の情況がわからないので、正しいアンケートができませんでした。 

60代

後半 

女 西合志東 

合志南小校区に住んでいます。小学校の校庭開放時間が午後10時までとなっ

ています。10時まで利用される団体はほとんどいらっしゃいませんが、９時

過ぎまではスポーツをされている方々がいます。近隣に住宅が増え、小さな

子供も多いので午後９時までの利用に変更していただけるとありがたいで

す。 

40代 女 合志南 

空き家が目につくので、空き家対策を行ったほうが良いと思う。空き家によ

る火災の危険性や犯罪が心配です。隣家に猫が10匹くらいいます。我が家の

60代

後半 

女 西合志中央 
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基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

庭や畑にフンをして困っています。去年は子猫が生まれカラスに食べられた

子猫２匹を我が家の庭に埋めました。隣家に猫のことを伝えると、餌はやっ

ているが飼っていないと返事され困っています。 

御代志駅に役場や図書館、体育館があるとさらに利便性が高まると思いま

す。 

50代 女 西合志東 

子どもが体を動かせるような場所が少ない。公園でボール遊びができないこ

とが理解できない。環境を整備して欲しい。 

40代 男 西合志南 

自治会の班長を今年度させてもらっていますが、あまりにも仕事が膨大で、

市からの広報誌や市関係の回覧くらいは市で管理してもらいたいです。合志

市は、今の時代にそぐわないことが多すぎて、子育て世代は自治会の活動も

ままならないと思います。若い世代が今後の合志市を担っていくので、是非

メールやラインを使って簡単に連絡が取れるような自治会、自治体活動を進

めてください。よろしくお願いします。 

50代 男 わからない 

合志市の北側は過疎化が顕著で交通の便も悪く、車がないと生活手段がな

い。高齢になったら今後転居を考えざるを得ない。南側と北側の差は歴然と

している。調整区域を緩和して欲しい。 

60代

前半 

女 西合志中央 

カントリーパークの利用をもう少し多くしたり、利用しやすくして欲しい。

元気の森公園のように散歩できるところがあると便利だと思う。合志市のコ

ロナの数をホームページで見るのですが、更新されていないことが多く、用

心したいのに情報が少ないと思います。合志市はコロナの数が少ないので、

あまり不満はないのですが、常にコロナに対するメッセージを発して欲し

い。市民の自粛を求めるためにも。 

60代

前半 

女 西合志中央 

大津植木線（県道）の灰塚区Ｙショップから立割区を抜けて、高木区までの

朝の混雑状況を市は把握していますか。通学路もない狭い用水路の上を第一

小に通う子供、どんなに少人数でも事が起きてからでは、間に合いません。

抜け道になっており、朝調査したところ100台以上の車が、朝7時過ぎから8

時前まで往来しています。今までよく事故が起こらなかったのが不思議で

す。速度制限なり、取締り等を強化してください。弱者を見落とさないよう

に。 

70代

以上 

女 西合志第一 

資源物Ａ、Ｃ、Ｄ、Ｈの収集日を、せめて月2回にしてほしい。雨の日は出

せないため、自宅にたまって困る。 

40代 女 南ヶ丘 

交通事故にあった場合に市からお見舞いが来ていたのが、昨年からなくなっ

たとの事。意味がわからない。現在（コロナ）で、市議員と市民との懇談会

がなされていません。コロナが収束したら、懇談会はされますか。道路の

件、地域によってはとても整備されている所もあるが、何十年経っても15ｍ

ほど舗装がされていない。 

70代

以上 

女 わからない 

合志市を通っている熊本電鉄に、学生限定でも補助金を出してほしい。ＪＲ

より運賃が高い（定期券）。 

40代 女 西合志東 

耕作放棄地がぽつぽつと出始めているようです。本当に農地の有効活用を考

えるなら、農地法の改正も必要では。そのためには、自治体からの働きかけ

がなければと思うのですが。中林から平島への道路敷設は計画から何年も待

てば実現できるのでしょうか。物言わぬ地域住民に甘えてばかりと見受けら

れます。 

70代

以上 

男 合志 

子連れで転入手続きに役所へ行った際、キッズスペースやおもちゃを出して

くれて、とても助かった。合志は人が温かいと思う。以前住んでいた市で

は、1歳半健診で、地域でとれたお米を配ってくれたので、そういったこと

で地域への愛着も生まれ、良かった。 

30代 女 合志楓の森 

現在の日本がおかれている状況、尖閣諸島問題や中国におけるジェノサイド 60代 女 南ヶ丘 
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基本方針 年齢 
性

別 
小学校区 

問題、自衛隊の憲法明記、憲法改正など、大きな問題ですが、私たちの命や

人権に関わる問題が身近になってきています。地方議会でも取り上げて、地

方からの声として国政にあげて行ってほしいです。本当に今、日本のことを

不安に思っています。 

前半 

楓の森小中学校の両側の門の前に、横断歩道はできないのでしょうか。特

に、恵楓園内を通学する子供たちは、ローソンの信号まで行かないと渡って

はいけないのでしょうか。 

40代 女 合志楓の森 

いままでいろいろな土地に住んできましたが、合志市が一番と思います。と

ても住み良い所です。 

70代

以上 

男 わからない 

現在は車で移動だが、返納した時の移動手段が難しい。近くに、食料等を扱

う店があればと思う。子供たちも独立して近くにいない。 

60代

後半 

女 西合志中央 

体育館予約の利便性を図るためにも、予約方法を柔軟にして欲しい。南北地

域の意識格差があるので、住み良いまちづくりに取り組んで欲しい。若い人

がまちづくりに参加しやすい仕組みを作って欲しい。回答期限が短すぎるの

で改善して欲しい。アンケートの回答は有効に使って欲しい。 

40代 男 西合志東 

緑が多く利便性が良いと、学校も余裕があり、自校給食と魅力が多く、合志

に居を構えました。しかし最近は、宅地開発ばかりが目立ち、魅力だった部

分はなくなっているように感じます。数年後には空き家問題が多くなるので

はないかと心配です。 

50代 女 西合志中央 

公共交通乗り継ぎについては、 時刻表通りに来ないことが多い。 30代 女 西合志南 

 


