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資料２

防災・安全分野

1 防犯（事件） ６０代 若松 有 ・子供達が狙われる事件をどう防いだらよいか?
・自衛と地域の目配り，子供はみんなで守るという地域の意
思が大切。

2 防犯（事件） ４０代 若松 無 ・不審者による子供へのいたずら報道が依然ある。 ・市民参加によるパトロールを増やす。

3 防犯（事件） 男性
７０歳以

上
玉垣 有 ・空き巣が隣に入っても知らなかった。

・個人情報にこだわりすぎないか。（後日うわさ話として知
る。）

4 防犯（事件） 男性 60代 飯野 有 ・暴力沙汰，犯罪が発生している。 ・発生ゼロ。

5 防犯（事件） 男性 ４０代 加佐登 無 ・夜の街路灯が少ない。 ・もう少し街路灯が多くあるといい。
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防災・安全分野
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6
防犯（空き

家）
男性 ６０代 合川 有 ・空き家の増加で火災等が心配。

・土地税の改善，壊し費用の助成金の新設。
　改修に再利用のできる助成金。

7
防犯（空き

家）
男性 ６０代 若松 有

・核家族と高齢化が進む中，地域内での空き家が年々増加
し，火災などの危険性が危惧される。

・地域と行政で入ってもらう人に入居のPRができないか?
（施主様の承諾を取るのに難しいが?）

8
防犯（空き

家）
６０代 若松 有

・空き地の雑草が大きくなり，地主に電話するが対応が悪
い。

・地域（自治会）と地主及び管理業者との意思疎通が大切。

9
防犯（空き

家）
女性

７０歳以
上

一ノ宮 無
・日本中どこでもと思いますが，私共のまわりでも，空き家
が多く，冬になると，草が枯れてて，タバコでも投げ込まれ
たらと思うと火事が心配です。

・各自治会で見回るよう市の方で指導，空き家を壊すのに数
百万円，さら地にすると固定資産税が６倍になると最近テレ
ビで聞きました。もっと安くしてほしい。

10
防犯（空き

家）
女性 40代 若松 無

・近所に空き家が３軒あり，今後空き家が増加することは防
犯上，良くないと思います。高齢化の地域での空き家の増加
は，高齢者のコミュニケーションの低下と見守りが希薄にな
り，孤独死の危険性もあると思います。

・自治会の弱体化を防ぎ，高齢者を孤独にさせないためにも
若い人たちが移り住んで空き家ができないようになってほし
いと思います。空き家が利用できたらいいと考えます。
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防災・安全分野
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11
防犯（空き

家）
男性 ５０代 石薬師 有 ・空き家が増え，倒壊や火事など心配。

・空き家除去のきっかけとなる，所有者への補助があれば良
い。

12 防犯 男性 ２０代 牧田 無
・車上狙いや空き巣被害を受けたという話を友人，同僚から
しばしば聞く。体感的な治安がとても悪いように思う。

・体感的（感覚的）に治安がよくなったと実感できる鈴鹿
市。

13 防災（避難） 女性 ６０代 井田川 有
・海の近くの小学校に行った時，いざという時にどこへ避難
すればいいのかと不安をおぼえた。

・鈴鹿は海の近くに小学校他が多いので小さな子どもが被害
にあわないようになってほしい！

14 防災（避難） －
７０歳以

上
白子 無

・防災訓練で避難場所（稲生小学校）迄３０～４０分かけて
歩きました。幼児や年寄には徒歩での避難は時間的に無理だ
と思った。鼓ヶ浦中学校も最上階で７～８ｍ位津波を考える
と・・・。

・大地震，津波水害等を考えた避難場所，身体の安全を保て
る避難場所を考えてほしい。

15 防災（避難） 女性
７０歳以

上
玉垣 有

・地震の時，テレビや携帯で連絡の知らせはありますが，ど
うしていいかわからない。

・災害時，近くの千代崎中学校の解放をお願い致します。
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16 防災（避難） 男性
７０歳以

上
若松 有 ・地域に高台がない。 ・３階以上の建物がほしい。

17 防災（避難） ６０代 若松 有
・避難所がわからない。知らない人が多いと思う。台風，豪
雨，地震の時。

・増設してほしい。

18 防災（避難）
７０歳以

上
白子 無 ・豪雨による避難場所の見直し。 ・特に海岸地域の地盤が低い所。

19 防災（避難） 男性
７０歳以

上
稲生 無

・自然災害に対する守りに若干不安を感じる事がある。
　東南海地震の対応として，耐震補強工事は完了している
が，一抹の不安が有る。先日の大雨に対する避難対応。

・多くの被災者が出た場合の避難生活も限度が有る為，各家
庭の中で一室はシェルター等の様な室の準備が可能になれば
良いと思う。

20 防災（避難） 女性
７０歳以

上
一ノ宮 無

・長太地区の避難場所が長太小学校とか，公民館になってい
ますが，海の方へ向かって行くこととなり，ちょっと理解が
できません。

・西の方へ高い避難タワーを建てる。
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防災・安全分野
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21 防災（避難） ６０代 若松 有 ・大地震及び大きな台風が直撃した時の避難体制の確立。
・防災避難訓練の継続的実施と，どの場所に避難するかを決
めておく。

22 防災（避難） 男性 ４０代 若松 無 ・大地震による津波の避難場所が遠い。
・避難場所をもう少しきめ細かく設定してはどうか。予算の
関係はあるとは思いますが。

23 防災（避難） 女性
７０歳以

上
栄 無

・津波がきても逃げ場所がない。市指定の避難場所稲生小学
校は，1時間３０分かかる。近隣に民間の施設ができたが，
外からの非常階段無し。玄関を中から開けてくれないと入れ
ない。利用できるかと聞くと「追い返しはしない」と返答。
施設利用者が階段，エレベーターで避難し終わったら開けて
くれると受け取った。

・市が民間の施設に協力をお願いして津波がきた時，地域住
民と受け入れてくれると話し合いがつくなら外からの非常階
段の設置と「地域住民受け入れ可」の大きな看板を立ててほ
しい。
・県南のようなやぐらを組んで高台避難を考慮して小さく
なっていかずにすむようにしてほしい。津波の逃げ場のない
不安はいつもある。

24 防災（避難） ５０代 栄 有 ・避難指示等のガイドライン徹底，避難場所の見直し。 ・住民目線でのリスクマネジメント。

25 防災（避難） 男性
７０歳以

上
一ノ宮 有

・長太の避難所が公民館と小学校体育館になっているが，海
抜が低い。

・海抜の高い所に避難所を建てる。
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防災・安全分野
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26 防災（避難） 男性 ５０代 玉垣 有

・鈴鹿市は，海岸部を中心に海抜５ｍ以下の平野が広がって
います。大地震が発生した際は，自動車などの交通機関での
移動が大変危険であることは東日本大震災で明らかです。徒
歩で移動するにしても高台まで５ｋｍから１０ｋｍあり，１
時間近くかかってしまいます。

・防災上，河川の浚渫や，航路上，海運航路の浚渫等，又
は，リニア新幹線建設等により残土処分の課題があることか
ら，これら残土を海岸部の雑種地に埋め立て命の丘をたくさ
ん作ることを提案します。東南海・東海地震の際には，数十
分で津波が押し寄せるため，歩いて逃げられる高台（命の
丘）が必要です。

27 防災（避難） 男性
７０歳以

上
玉垣 有 ・避難箇所に市役所が指定されていない。

・高層建築であり各階の階段スペース，ロビーだけでもかな
りのスペースがあるのでは。

28 防災（避難） 男性
７０歳以

上
玉垣 有

・地域で誰でもいつでも早く知る方法。（先日の警報・・・
テレビで知った。）

・昔は半鐘を鳴らした。特に老人が早く知って対処できる方
法。

29 防災（避難） 男性 60代 牧田 有

・避難場所は校区内の小学校だが，災害の内容にもよるので
具体的な問題提起が難しいが，避難しなければいけない状態
になったと仮定すると避難できる住民は対象住民のわずか数
パーセントでしかないだろうというのが実態ではないだろう
か。状況次第でどこに避難をすれば良いか迅速に対応できる
日頃の取組が必要だと思う。

・先だっての台風の影響で鈴鹿川の決壊が現実的課題として
浮き彫りになったが，市の認識は甘い。普段の豪雨でも鈴鹿
川は増水しやすいという認識を持ち，何ミリの雨量ならどこ
まで水量があがるのか具体的数値で認識すべき。そのうえで
どのレベルに達したらアクションを起こすか行動指針を整え
る必要あり。

30 防災（避難） 男性 40代 白子 無
・避難場所が小学校になっているところが多いと思うが，津
波の被害を避けるには別の避難場所を考える必要があるので
はないか。
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防災・安全分野
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31 防災（避難） 女性 40代 河曲 無

・地区の避難場所へ行く間に，空き家があり古いブロック壁
がひび割れてかなり危険な状態になっています。数年前にま
だ居住者がお住まいになっていた時，自治会より修繕か撤去
を依頼しましたが，金銭的に余裕が無いとのことでした。今
は空き家になっていますが，倒壊の危険があります。大きな
地震が起きたら道を塞ぎます。

・撤去費用の助成額を上げてでも災害時に避難通路を塞いで
しまうような危険な壁や，倒壊しそうな空き家を少しでもな
くすように調査して，自治会だけでなく行政の方からも撤去
等の依頼をして頂けたらと思います。

32 防災（避難） 男性 60代 飯野 有 ・災害情報が的確に伝えたい対象者に伝わる事。
・避難あるいは避難準備に十分間に合うくらい事前に的確な
情報が必要な人に伝わる。

33 防災（避難） 男性 50代 神戸 無 ・地震や津波等の安全対策が不十分ではないか。 ・避難場所を見直して災害による死亡者をなくす。

34 防災（避難） 女性 ５０代 深伊沢 無
・台風・地震等で身近な場所の状況があまりわからないので
対応が遅れるのではないか。

・情報が迅速に伝えられて避難する場所が決まっていると安
心。

35 防災（避難） 男性
７０歳以

上
栄 有

・震災時に公民館等へ避難を行う時があるが，安全時に疑問
を感じる時がある。

・震災時に小学校，中学校等の公共的施設を今まで以上に活
用し，危機管理を徹底した社会。
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36 防災（津波） 男性
７０歳以

上
－ 無

・鈴鹿市は近年危機にせまる境遇に災害にあわず，無難にき
ましたが，近県では，発生しているため，特に，海岸部の見
直しが必要。

・海岸地域の町，今一度防壁の在り方について見直しが必
要。

37 防災（津波） 男性 ６０代 国府 有

・最近の災害は予想以上（風，雨，津波，高潮）が発生する
（異常気象）。当地にとって防災に関しては海岸地区では津
波高潮対策，山間部では土砂災害，平野部では堤防決壊又氾
濫低い地での浸水。前回の避難指示もありましたが再三起こ
るかも。

・まず高潮。津波対策として近鉄沿線２３号線の線路をかさ
上げ，津波・高潮を想定した高さにする。道路にて食い止め
る。又，鈴鹿川の堤防道路を本格的な２車線へ氾濫するが決
壊を防ぐ。鈴鹿市の強靭化対応を時間をかけて行う。

38 防災（津波） 男性 ５０代 栄 有 ・津波，大雨への対策。
・ハード（行政），ソフト（行政，市民）への対策とその
「見える化」。

39 防災（津波） 男性
７０歳以

上
国府 有

・地震水害など自然災害からの安全確保。
・主要道路交差点などに避難誘導表示と海抜の表示。（ビ
ジュアルな。）

40 防災（津波） 男性
７０歳以

上
国府 有

・津波対応の為，避難誘導及び海抜の表示なし不安。（群馬
大学片田教授の講演後目に見えるアクションなし。）

・主要道路交差点などに避難誘導表示と海抜の表示。（ビ
ジュアルな。）
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防災・安全分野
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41 防災（浸水） 男性 ６０代 河曲 有 ・異常気象による大雨洪水の恐れ。 ・川底の大量の砂を撤去する。

42 防災（浸水） 男性 ６０代 合川 有
・ゲリラ豪雨が頻発し，集落内の水路が溢れ，家屋に被害が
発生する心配がある。

・水路系統の再検討か流下断面の増加。

43 防災（浸水）
７０歳以

上
白子 無 ・集中豪雨による各地区別内水排除計画，整備状況の周知。

・市職員による住民への説明会を行い，自分の住んでいる所
が，どの様な所か認識する。

44 防災（浸水） 男性 ５０代 白子 －
・白子地区では，海抜が低く，条件によっては商店街が水没
する。

・海抜1ｍ地区を輪中化？

45 防災（浸水）
７０歳以

上
一ノ宮 有 ・大雨が降ると道路が冠水する。 ・排水溝の整備と排水ポンプの容量ＵＰ。
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防災・安全分野
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46 防災（浸水） 女性 ６０代 白子 有
・大雨の度，堀切川の決壊が広報（車・メール）されるの
で，対策して頂きたい。

－

47 防災（浸水） 女性 ６０代 白子 有 ・地球温暖化で豪雨益々厳しくなる方向にある。 －

48 防災（浸水） 男性 40代 神戸 無 ・毎年，家の前の道路が雨により冠水する。
・現状では死亡災害につながっていないが今後発生するので
はないかと感じる。どのような災害に対しても，第一に対策
に取り組むべきと考える。

49 防災（浸水） 男性 ４０代 加佐登 無 ・大量の雨がふると，冠水し，通れなくなる道路がある。
・雨水排水施設をもっと多くするか，側溝をもう少し大きな
ものにする。

50 防災（浸水） 男性 ３０代 玉垣 無
・以前，金沢川がきれ，床下，床上浸水になり，雨がたくさ
ん降るたびに，川がきれないか，心配になる。

・雨がたくさん降っても，川を心配しなくていいようになっ
てほしい。
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防災・安全分野
生活実感調査票 集計結果（防災安全分野）

これからどういう状態になれば良いと思うか生活や活動の中から感じた課題性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

テーマ
分野
別№

51 防災（地震） 女性
７０歳以

上
神戸 無

・鈴鹿市は防災は心配していない。台風，地震は大丈夫で
す。安心です。

・これ以上望みません。

52 防災（地震） 男性
７０歳以

上
白子 無 ・東南海地震への対応の周知徹底。 ・海岸地域住民への説明の徹底。

53 防災（自助） 男性
７０歳以

上
飯野 無 ・各自で充分注意する。 －

54 防災（自助） 男性 ６０代 牧田 有 ・地域の連携が大切。 ・自治会組織の更なる充実。

55 防災（自助） 女性 ５０代 白子 有

・地震（南海トラフ）水害（ゲリラ豪雨）自然災害など，近
頃は想定外の事態に身を守る安全確保を重視する呼び掛け，
第一には一人ひとりが自分の身は自分で守らなければいけな
いということ。

・個人の意識改革から行政改革。
　個人のレベルＵＰから地域のまとまり，集団の結束，行政
指導協力も大である。
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資料２

防災・安全分野
生活実感調査票 集計結果（防災安全分野）

これからどういう状態になれば良いと思うか生活や活動の中から感じた課題性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

テーマ
分野
別№

56 防災（自助） 女性 ６０代 若松 有
・先日の避難指示が出ましたが，避難所へ行く道程が安全で
ないので，垂直方向への避難を考えている。

・情報と各自の判断も必要となると思う。

57 防災（自助） 男性 ６０代 椿 有 ・台風，地震，大雨に注意した。 ・自助と町内の助け合い。

58 防災（啓発） 女性 ５０代 白子 有
・先日の台風でもあったように防災の意識を常に向上させて
おく様，救援体制の確認を市民にも報告を絶やさない。

・先日テレビでも南海トラフ地震が発生するのは確実だと聞
きました。市から市民への防災マニュアルの日々の見直し点
検。

59 防災（啓発） 男性
７０歳以

上
牧田 有

・過去の災害（伊勢湾台風・東日本大震災等々）の教訓が活
かされていないこと。

・災害時の対応について，具体的な指標があれば良いと思
う。（例）標高の明示，過去の災害時の指標。

60 防災（啓発） 男性 60代 飯野 有

・災害が発生しそうな場所に住む人がまだまだ居る，増えて
いる。
（例：堤防下付近への住居の建設，崖下付近への住居の建
設。）

・災害が発生しやすい場所での居住がなくなる。
（50年，100年に一度の災害を見据えての建築場所の設
定。）

12



資料２

防災・安全分野
生活実感調査票 集計結果（防災安全分野）

これからどういう状態になれば良いと思うか生活や活動の中から感じた課題性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

テーマ
分野
別№

61 防災（啓発） 男性 ３０代 牧田 無

・鈴鹿市「内水ハザードマップ」について，紹介されている
〔ゴミ袋による簡易水のう〕にレジャーシートを被せない
と，ダンボールがふやけて使い物にならなくなる。また，ビ
ニールひも等で固定することも大事。（※特別警報発令時に
実施した。）

・「内水ハザードマップ」該当箇所訂正と，戸別の浸水対策
は市民それぞれが対応することの周知徹底。

62 防災（訓練） 男性
７０歳以

上
玉垣 有 ・各地区別に発生率の高い特徴にあった災害訓練。 ・（例）西部－土砂くずれ，東部－津波・河川・氾濫。

63 防災（訓練） 男性 60代 深伊沢 有 ・海沿い地域に津波避難場所が少ないように思う。 －

64 防災（訓練） 男性
70歳
以上

栄 有 ・巨大地震や津波に対する対策が貧弱。 ・防災訓練と啓蒙を徹底する。（周知徹底が必要。）

65 防災（訓練） 男性 60代 玉垣 有
・東南海地震・津波が来たらどうするか？自分は逃げれて
も，近所は高齢者まで助けられるか？高齢者の避難場所への
移動は？

・自治会単位での避難訓練を何度も行い，問題点を洗い出
す。
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資料２

防災・安全分野
生活実感調査票 集計結果（防災安全分野）

これからどういう状態になれば良いと思うか生活や活動の中から感じた課題性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

テーマ
分野
別№

66 防災（訓練） 女性 60代 白子 有

・「自分の命は自分で守る」が，まず第一。各自治会で全員
参加の訓練の実施。海と山では，やることが違う。自治会
（町内単位）で話し合いだけではなく，まず行動してみて反
省，その繰り返しで前進していく。

67 防災（訓練） 男性 ３０代 飯野 無
・台風，大雨で中央道路の裏の金沢川が溢れていることが
あった。

・これから避難という場合があった時にその仕方，やり方も
訓練が必要かもしれない。

68 防災（共助） 男性 ５０代 － 有
・地域全体での訓練が実施されていない。 ・まちづくり施策の中に具体的な訓練活動を入れ込み職員も

専任で配置する。

69 防災（共助） ５０代 － ・住人の状況が把握できていない。
・まちづくり施策の中に具体的な訓練活動を入れ込み職員も
専任で配置する。

70 防災（共助） ５０代 －
・いざという時の住民同士のつながりが希薄。

・まちづくり施策の中に具体的な訓練活動を入れ込み職員も
専任で配置する。
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資料２

防災・安全分野
生活実感調査票 集計結果（防災安全分野）

これからどういう状態になれば良いと思うか生活や活動の中から感じた課題性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

テーマ
分野
別№

71 防災（共助） 女性 40代 庄野 無
・災害ボランティアを日頃から募るのは無理なのか・・・と
思います。

・他の地方で大災害が起きた時に「ボランティアがした
い！」と思っても何から始めていいのか分からないので，日
頃からボランティアへの心構え等を学べる所があってもいい
のではないか。

72 防災（共助） 男性 ５０代 石薬師 有 ・独居高齢者の増加。 ・地元での見守り体制をつくる。

73
防災（インフ

ラ）
男性 ４０代 稲生 無

・避難警報が発令した場合に，警報が各家庭にキチンと届く
のかが心配。
　先日の大雨洪水警報の発令においては，近所の公民館
（？）からの放送があったが，聞き取りずらかった。

・取りあえず公民館放送の音量を大きくしてほしい。

74
防災（インフ

ラ）
男性

70歳
以上

栄 有 ・巨大地震や津波に対する対策が貧弱。
・避難場所の確保。
　特に高齢者が移動可能な範囲で作る。

75
防災（インフ

ラ）
男性 50代 河曲 無

・先日の大雨で避難勧告が全市に発令されたが，スピーカー
での放送も無く（以前在住していた市では放送あり），ス
ピーカーを積んだ放送車もまわってこなかったので，全く状
況や避難場所情報が分からなかった。高齢者世帯を含め，あ
まねく情報が素早く伝わる仕組みが必要と感じた。

・瞬時に防災情報が市民に伝わる仕組み（登録した市民の携
帯電話に市発信の情報がすぐに届く仕組みなど）が機能して
いる状態。
・比較的標高の高い国道１号線より北部地域への避難場所の
増設と確保がなされている状態。
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資料２

防災・安全分野
生活実感調査票 集計結果（防災安全分野）

これからどういう状態になれば良いと思うか生活や活動の中から感じた課題性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

テーマ
分野
別№

76
交通安全（歩

行者）
男性 ６０代 若松 有

・町内に横断歩道が少ない。
・増設してほしい。

77
交通安全（歩

行者）
男性 ５０代 玉垣 有

・交通量の多い市道や県道で歩道がない幹線道路がありま
す。交通量調査を行っており，一定の交通量の幹線は，歩道
や自転車用路肩が必要だと考えます。

・どの道路にも歩道をという姿は，望ましくありません。予
算もありません。しかし，通行時，いつも危険を感じ，死亡
事故も発生している路線については，歩道が併設されている
べきです。
例えば，一時計画されたと聞いていますが，白子から旭ヶ丘
を抜けて道伯までの県道について，歩道併設は必須だと思い
ます。
住民への説明として一定基準以上の交通量や事故率等の基準
を設け，新設するべきだと思います。

78
交通安全（歩

行者）
男性 50代 神戸 無 ・子どもの通学路の安全が守られていないのではないか。

・安全に通学できるようにガードレールで守られた歩道を作
るべきだと思う。

79
交通安全（自

動車）
女性 ５０代 箕田 無

・車が多すぎて道が混む。（特に特定の道，時間。）
－

80
交通安全（自

動車）
５０代 箕田 無 ・追い越しなどが多い。 －
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資料２

防災・安全分野
生活実感調査票 集計結果（防災安全分野）

これからどういう状態になれば良いと思うか生活や活動の中から感じた課題性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

テーマ
分野
別№

81
交通安全（自

動車）
男性 ６０代 河曲 有 ・夜間の暴走族対策。 ・暴走族の保護者や市民活用する，徹底的な取締り。

82
交通安全（自

動車）
男性

７０歳以
上

牧田 有 ・交通法規が守られていないこと。
・取締り，罰則の強化，再教育の徹底，特に小・中・高の学
校での交通法規の教育。（特に自転車。）

83
交通安全（自

動車）
男性 ５０代 玉垣 有

・市内に長く住んでいると，身近な危険交差点や事故の多い
路線などわかりますが，市郊外へ行くと分からなくなりま
す。また，市外の方は，渋滞時の迂回路など，カーナビの活
用により，知らない道まで侵入することが多くなります。事
故等の情報が集まる行政が，交通弱者が交通事故に合わない
ようにするための，民間と協働して工夫を始められないで
しょうか？

・鈴鹿には，世界的な自動車メーカーのホンダがあります。
また，市内には交通事故多発交差点があり，行政にはそのよ
うな情報が集まります。例えば，その交差点に簡易な発信機
をつけるだけで，カーナビなどが感知し，音声で運転手に注
意喚起するシステムをホンダと一緒に考えられないでしょう
か？（鈴鹿モデル）
ＦＭを使ったVICSは，活用されていますよね。それほど難
しい技術とは思いません。行政が協力することが新しいと思
います。

84
交通安全（自

動車）
女性 40代 庄野 無

・現在の道路状態を市として，どこまで把握しているのか。
（デコボコな道がまだまだ多いように思います。）

・出会いがしらの事故など，事故が起きやすい場所へのカー
ブミラーなど，事故防止の設備の整備。

85
交通安全（自

転車）
女性 40代 庄野 無 ・自転車道の整備。

・まずは，歩行者・自転車ユーザーが安心安全に通行できる
道の整備。
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資料２

防災・安全分野
生活実感調査票 集計結果（防災安全分野）

これからどういう状態になれば良いと思うか生活や活動の中から感じた課題性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

テーマ
分野
別№

86
交通安全（イ
ンフラ）

女性 ６０代 箕田 有
・歩道が雨降り時は非常にすべりやすく，中学生が自転車通
学時にすべってころぶのを見かけることがある。

・近隣の住民の方が市の方へ連絡して，見には来るけどそれ
からの対策が無いとの話を聞く。大きな事故につながる前に
説明（近隣住民に対して）と対策をする必要性感じる。

87
交通安全（イ
ンフラ）

男性
７０歳以

上
国府 有 ・交通安全の確保。

・今後の都市整備計画と連動し適正なスペースを持った交差
点づくりをする。（早急な対応要す。）

88
交通安全（イ
ンフラ）

男性
７０歳以

上
国府 有

・ホンダ周辺運送用大型車の走行時，交差点のスペース無
く，危険を感じる。（平田野中，国府移転し，人身事故が心
配。）

・今後の都市整備計画と連動し適正なスペースを持った交差
点づくりをする。（早急な対応要す。）

89
交通安全（イ
ンフラ）

男性 60代 飯野 有 ・交通死亡事故・重大事故が多く発生している。 ・道路等設備面が主な原因での災害ゼロ。

90
交通安全（イ
ンフラ）

男性 ６０代 加佐登 無

・主な道路に歩行車道が少なく，道路を歩いていると車が当
たりそうになった。
※最近，歩く（散歩・ウォーキング）事が多くなり，危険を
感じることが多くあります。

・歩行車道に整備しては如何でしょうか。
　特に，歩行者道が途中で切れている箇所が無くなれば良い
ですね。
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資料２

防災・安全分野
生活実感調査票 集計結果（防災安全分野）

これからどういう状態になれば良いと思うか生活や活動の中から感じた課題性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

テーマ
分野
別№

91
交通安全（イ
ンフラ）

男性 ４０代 玉垣 無 ・通学路に信号がもっと増えた方がいいのではないか。 －

92
交通安全（イ
ンフラ）

女性 ５０代 河曲 無
・橋が古い所が多いと思います。通学路はもう少し幅を広げ
てあげて欲しいです。

－

93 救急体制 男性
70歳
以上

栄 有 ・救急体制の充実。 －

94 火災 男性
70歳
以上

国府 無
・住居周辺の路地が狭く，火災時消防車が入ってこれない。
消火対応が心配。

・消火設備の充実，及び，その使用方法の訓練の実施。
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資料２

環境分野

1 環境（衛生） 女性 ６０代 若松 有 ・自宅の廻りの側溝が行き止まりのようになっている。 ・区画整理が必要。

2 環境（衛生） 男性
７０歳以

上
一ノ宮 有 ・夏になると臭気があり，窓が開放出来ない。 ・発生源の追求と発生元の対策指導。

3 環境（衛生） 男性 ６０代 椿 有 ・空気が悪い事。 ・市民の１人１人が気を付ける事だと思います。

4
環境（エネル

ギー）
男性

７０歳以
上

玉垣 有 ・遊休地の活用。
・休耕中の水田に公的予算で太陽光発電の設置。（電力は公
的機関に使用。）

5
環境（エネル

ギー）
男性

70歳
以上

栄 有
・再生可能エネルギーへの転換は少しずつ進んでいるが，
遅々としている。

・行政主導で促進の施策が必要。

生活実感調査票 集計結果（環境分野）

生活や活動の中から感じた課題 これからどういう状態になれば良いと思うか
分野
別№

テーマ 性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※
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資料２

環境分野
生活実感調査票 集計結果（環境分野）

生活や活動の中から感じた課題 これからどういう状態になれば良いと思うか
分野
別№

テーマ 性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

6
環境（エネル

ギー）
女性 40代 若松 無

・太陽光発電等のエネルギーの算出が徐々に盛んになってき
ていると感じます。各家庭で装置を設置するには費用が高す
ぎます。

・企業，各家庭での普及が更に進むように補助金や減税など
考えて欲しいです。また，ＣＯ2の削減のため電気自動車等
の推奨も行って，普及が進むといいと思います。

7
環境（エネル

ギー）
男性 60代 飯野 有 ・エネルギーの自給。

・市内で使用する電気エネルギーの自給率100％。
（人間がコントロール出来るエネルギーであることが不可
欠。）

8 環境（啓発） 男性 ６０代 牧田 有 ・環境整備の日・・・年１回。 ・年２回にする。

9 環境（啓発） 男性 ３０代 飯野 無
・道路や田んぼにゴミが捨てられていることが多くて残念に
思う。

・人々が自主的にゴミを拾うような社会になればと思う。
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資料２

環境分野
生活実感調査票 集計結果（環境分野）

生活や活動の中から感じた課題 これからどういう状態になれば良いと思うか
分野
別№

テーマ 性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

10 環境（啓発） 男性 ３０代 牧田 無 ・青少年の森公園等，捨てられた猫が多くいる印象がある。

・捨てられ，殺処分される動物の数を少なくするために，保
護された動物の写真や特徴をインターネットで公開し，譲渡
会を頻繁に行うなど，可能な限り情報開示に努める。また，
小学校の道徳の時間などに，捨てられたペットは野生で生き
ていくことは殆どできないこと（又は日本の生態系を乱す原
因になること）や，殺処分される際は長い間苦しんで死んで
いくことを教え，「ペットは最後まで責任を持って育てる」
事を教える。更に，動物を飼うことにより，生き物に対する
慈しみの心を育て，又，時に思い通りにならないことがある
ことが，他者への寛容の心を育て，いじめの抑止につながる
との考えから，保護された動物を引き取った市民に対し，
「去勢・避妊済み」，「小中学生の子どもがいる」，「まだ
ペットを飼っていない」事を条件に，月￥１，０００ほどの
補助を出してもいいと思う。又，リタイアした獣医師を中心
にボランティアを募り，サポートする。（年一，二程度実態
調査をする。補助は「三年を限度とする」等条件をつけても
よい。）

11
環境（ゴミ抑

制）
男性 ５０代 玉垣 有

・ゴミの減量化は，重要な課題です。現在も進めている市の
ゴミ減量化の助成は，大変効果があると思います。

・空き缶・ペットボトル・古新聞などは，再生可能な資源で
す。これからも，これらの資源が再利用できるような政策を
進めてほしい。（例えば，水防で必要な土のうを，ペットボ
トル再生でできないでしょうか？）
また，外国（ドイツ？）では，衣服の再利用ポストがあると
番組で見ました。鈴鹿発のリサイクルを進めてください。

12
環境（ゴミ抑

制）
男性

70歳
以上

国府 無

・近くに廃棄物中間処理工場があります。視察機会があり見
学をした。焼却物は別として，不燃物は再利用処理場・廃棄
物（埋立地）・他県の処理場に出荷と知りました。埋立方
法，及び，埋立地の確保が心配。

不燃物の減少化の研究，及び，促進。
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資料２

環境分野
生活実感調査票 集計結果（環境分野）

生活や活動の中から感じた課題 これからどういう状態になれば良いと思うか
分野
別№

テーマ 性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

13
環境（ゴミ抑

制）
男性 ３０代 玉垣 無 ・ごみの不法投棄が多い。 ・不法投棄されないようにしてほしい。

14
環境（水質汚

染）
男性 ６０代 河曲 有 ・河川の水質汚染。 ・汚染先の解明と改善。

15
環境（水質汚

染）
男性 60代 飯野 有 ・河川・小川をきれいに

・家庭・工場排水は入れない，魚が自然繁殖する・泳いでい
る。

16 環境（騒音） 女性 40代 河曲 無

・近所のアパートの駐車場で自動車のエンジンの空ぶかしを
していて，かなりうるさいと駐車場の近隣の方々が不満に
思っています。自動車メーカーの地元としても，もっとマ
ナーを守れる事はプラスになると思うのですが。

・市や県の条例があるのかどうか分かりませんが，アイドリ
ングストップの条例が欲しいです。

17 環境（騒音） 男性 ３０代 牧田 無
・サーキット場からの騒音が，曇天時等に，レース開催日で
ないにも関わらず，大きい場合がある。（レース開催時は騒
音測定をする決まりがある。）

・市民からの報告があった際，その都度市職員が周辺の騒音
を測定するか，管理者に対し測定を要請し，その結果が国の
基準を超えている場合はその範囲内に収めるよう，指導して
いく。

23



資料２

環境分野
生活実感調査票 集計結果（環境分野）

生活や活動の中から感じた課題 これからどういう状態になれば良いと思うか
分野
別№

テーマ 性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

18
環境（野焼

き）
男性

７０歳以
上

稲生 無
・ゴミ処理の問題。
　昔は各家庭で紙クズ，又木片は燃やすことが出来たが，現
在は出来ない為，量が減らない。

・燃やすことにより有害物が出る物もあるが・・・指定が必
要。
　これ以外の紙等は，各家庭での処理も一部，出来る様にな
ればと思う。

19
環境（野焼

き）
男性 ６０代 若松 有 ・集落内での畑の枯草焼きについて，町民から苦情がある。 ・燃やせるごみとして，自治会集積所への搬入要請。

20
環境（不法投

棄）
女性 ５０代 箕田 無

・海岸のゴミが多い。 ・１人１人が町に誇りを持てれば一番良い。自分の庭は皆キ
レイにしているので・・・。

21
環境（不法投

棄）
男性 ６０代 若松 有

・若松の海岸堤防を犬の散歩をさせているが，ウンコをその
ままにしていく人が多い為，不衛生。

・以前はゴミの山だった所が今はカメラ・看板・罰金等でな
くなった。犬のウンコも軽犯罪にしてほしい。

22
環境（不法投

棄）
男性 ４０代 若松 無 ・海が汚い。海水浴場もゴミが浮いている。

・海をきれいにする取り組みを市民を巻き込んで行ってい
く。
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資料２

環境分野
生活実感調査票 集計結果（環境分野）

生活や活動の中から感じた課題 これからどういう状態になれば良いと思うか
分野
別№

テーマ 性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

23
環境（不法投

棄）
男性 ５０代 栄 有 ・海岸のゴミ。 ・きれいな海岸。

24
環境（保全・

制度）
男性

７０歳以
上

－ 無
・自然環境に恵まれていますが，再度，他県特に被害地域の
その後を参考に。

・山，海，川のある都市として，環境基準の棚卸し及び実存
する問題の見直し。

25
環境（保全・

制度）
男性 40代 神戸 無

・現在住む家の前には公園があり，すごく良い環境と感じて
いる。しかし，秋になると公園の木の葉が落ち，落葉を清掃
している。落葉は大量のため，年３回ほどしているが，かな
り負担に感じる。
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資料２

都市整備分野

1 歩道整備 男性
７０歳以

上
飯野 無

・当初より住民も増えて少しずつ道路整備されつつも，まだまだ
場所的に買物等に危険を感じる箇所有って困ってます。

－

2 歩道整備 女性 ５０代 白子 有
・まだまだ歩道等の整備が進んでいない地域があります。車道に
飛び出しての学生さんの運転危険です。

・道路の整備１つとっても防災・安全であり，環境・教育・医
療・観光等どれにも係る事なので優先順位で始められること初め
てほしい。

生活実感調査票 集計結果（都市整備分野）

生活や活動の中から感じた課題 これからどういう状態になれば良いと思うか
分野
別№

テーマ 性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

3 歩道整備 女性
７０歳以

上
玉垣 有 ・歩道の整備をしてほしい。 ・朝夕のラッシュ時。車が多く危険なので。

4 歩道整備 女性
７０歳以

上
栄 無

・鈴鹿は自動車メーカーの町で車優先の町で歩行者は隅へ追いや
られている。行政の方まともな歩道がどれだかけあるか歩いて自
分の目で確かめてください。

・ヨーロッパの歩道は，道幅もゆったり並木もあり，少し行くと
小広場があり，幼時も危険なく遊んでいる。本を読んだり，絵を
描いたり天気で犬と散歩したり「ゆるい生活」がうらやましい。
　スピードを目の色変えて追いかけるのでなく，街並，自然が一
体となったゆったりした生活を希望します。
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資料２

都市整備分野
生活実感調査票 集計結果（都市整備分野）

生活や活動の中から感じた課題 これからどういう状態になれば良いと思うか
分野
別№

テーマ 性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

5 歩道整備 男性
７０歳以

上
牧田 有 ・あまりにも自動車社会中心の在り方に疑問を持つ。 ・人間優先の設備と発想の転換がある状態になれば。

6 歩道整備 女性 40代 河曲 無

・百々川交差点近くに歩道橋があるのですが，旧神戸中学校側の
歩道の幅がとても狭くなっていて，お年寄りのシルバーカーやベ
ビーカーが通れず，車道でシルバーカーを押して歩いているお年
寄りを見かけました。歩道へ上がる段差も大変そうでした。

・近鉄鈴鹿市駅周辺の道路と歩道の整備を，お年寄りや子どもた
ちに優しいかたちにして欲しい。とにかく危ないです。我が子も
横断歩道で車にぶつけられました。

7 バリアフリー 男性
７０歳以

上
若松 有 ・駅に行く道路が狭くよく曲がっている。 ・若松の駅のバリアフリー化。駅西の道路を広くしてほしい。

8 バリアフリー 男性
７０歳以

上
国府 有

・生活道路の便利さ。
・具体的には，歩道の段差傾斜あり。健常者でも歩きづらい。中
には，歩道に電柱あり改善要す。（特に住吉通り。）

・行政・自治会（責任者）・業者と連携し交通弱者でも歩ける歩
道づくり。

9 道路（整備） 女性 ６０代 若松 有
・国道２３号柳ランプウェイから，伊勢若松駅までの道路が繋
がっていないので，不便に思う。

・中央道路より東（海岸）まで繋がれば利便性が良くなると思
う。
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資料２

都市整備分野
生活実感調査票 集計結果（都市整備分野）

生活や活動の中から感じた課題 これからどういう状態になれば良いと思うか
分野
別№

テーマ 性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

10 道路（整備） 男性 ５０代 玉垣 有

・高速道路につながるバイパス等は，企業誘致の面からも重要性
は，認めますが，新たな道路建設は，信号機等も増え，新たな渋
滞を招きます。道路新設よりも，既道の拡充・補修を優先すべき
かと考えます。

・渋滞緩和や交通事故減少にと，新たな道路が作られますが，本
当に効果があるのでしょうか？道路・道路と要望する市民の姿勢
も問題です。
既存道路で，右折レーンの無い交差点の整備や歩道の整備など，
少ない投資で効果が上げられると思います。

11 道路（整備） 男性 20代 玉垣 無 ・道路整備。
・農道がデコボコしているので整備されれば自転車で走りやす
い。

12 道路（整備） 男性 60代 牧田 有
・津市に比較して道路整備が遅い。津市から鈴鹿市に入ると直線
が曲線の不整備状態となる。スピードアップと高所から俯瞰した
目線で計画を練っていただきたい。

・自家用車で直線移動可能な道路整備。
・歩行者，自転車，車それぞれの専用レーンがあるまち。

13 道路（整備） 男性 40代 白子 無
・リニア新幹線が亀山にやってくることになった場合，駅から鈴
鹿へのアクセスを良くすることが大切になってくると思う。

14 道路（整備） 男性 60代 飯野 有 ・幹線道路が少ない，中途半端。

・市内どこからでも高速道路に15分以内に乗れる。
・幹線道路（直線，片道3車線）が明確にある。
（50年，100年後を見据えての町道路づくり。）
・歩道が●●m以上。
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資料２

都市整備分野
生活実感調査票 集計結果（都市整備分野）

生活や活動の中から感じた課題 これからどういう状態になれば良いと思うか
分野
別№

テーマ 性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

15 道路（整備） 女性 ５０代 深伊沢 無 ・電車が通っていなく，バスの回数も少ないので不便。 ・車で都市部まで短時間で行けるよう道路整備してほしい。

16
道路（改良・

保全）
男性

７０歳以
上

稲生 無
・道路工事等，年度末が近づくと集中的に多くなってくる。又，
工事の期間が長く感じることがある。

・どの工事が優先なのか，今何をやらなければいけないのかの順
位付けをしっかりやる様にするべきと思う。（仮に堀切川の南，
磯山に向け道路が新設されているが工事が長すぎる。）

17
道路（改良・

保全）
男性

７０歳以
上

一ノ宮 有 ・県道長太～一宮線が狭く車の対応が出来ない。 ・拡張。

18
道路（改良・

保全）
男性

７０歳以
上

玉垣 有
・市道で舗装されているが側溝（かなり深い）に蓋がなく自転
車，歩行者が落下する危険（草が多く生え，側溝がわからない。
蓋があってもところどころで，その切れ目が分かりにくい為）。

・街中でなく水田の続くところで車の通行量が多いところは全面
的に蓋をする。（危険箇所の表示，道路両端の草刈の徹底，パト
ロール）

19
道路（改良・

保全）
男性 ５０代 － 有 ・道路の亀裂，交通標識の消滅。 ・定期的な改修。
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資料２

都市整備分野
生活実感調査票 集計結果（都市整備分野）

生活や活動の中から感じた課題 これからどういう状態になれば良いと思うか
分野
別№

テーマ 性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

20
道路（改良・

保全）
男性 60代 牧田 有

・四季の道を良く利用するが，平田町駅周辺まで伸ばして欲し
い。最近，自転車走行が何かと問題視されているが，できればサ
イクリングロードが市の中心部に出来ると老若男女の健康増進に
も繋がりプラス作用が大きい。
市内を四輪車以外で移動可能なまちづくりは，他にはない大きな
特色となり，住みやすくなるのではないか。

・四季の道の延伸とサイクリングロードの整備。

21
道路（改良・

保全）
男性 ３０代 飯野 無

・信号が多くて，赤信号で停止することが多すぎる。信号無視も
多くなる要因ではないかと思う。

・夕方はＡＧＦのあたりが混むとか，分かっていることを解決す
ればストレスや事故は減っていくのではと思います。

22
道路（改良・

保全）
男性 ３０代 牧田 無

・小中学校周辺の道路で，制限速度を守らないドライバーが多
い。

・道路に減速帯を設けるなどして，学童の交通安全に努めるべ
き。（学校周辺の道路が工業地帯の中にある等，交通に著しい影
響を与える場合を除く。）
・愛知県刈谷市で導入されているスマートフォンアプリを用いた
道路修繕要望の報告をわが市でも導入すべき。

23 水道 男性 ３０代 玉垣 無
・安心安全な水道水が出ない時がある。さびが出たり，味がまず
い。

・安心して飲める水道水，安全に使える水道水を。

24 浸水対策 女性
７０歳以

上
一ノ宮 無

・田んぼが減り，道路も舗装が多くなり，多くの雨が１度に降る
と道路が水につかります。

・川にビニールやわらが流れているので，市の方で掃除をするよ
う指導してください。
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資料２

都市整備分野
生活実感調査票 集計結果（都市整備分野）

生活や活動の中から感じた課題 これからどういう状態になれば良いと思うか
分野
別№

テーマ 性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

25 浸水対策 男性 60代 飯野 有 ・雨水による家屋の浸水防止策が必要。 ・浸水ゼロ。

26 市街地活性化 男性 ６０代 牧田 有

平田 神戸
平田 神戸

鈴峰
活性化

27 市街地活性化 男性
７０歳以

上
－ 無

・各地域の整備，特に表玄関の標識・目じるしの見直しが必要。
（特に鈴鹿市のアピールポイントを！）

・表玄関となる，都市表示の改善。

28 市街地活性化 男性 ５０代 － 有
・高度成長期の負の資産を高齢化少子化の課題に適用させる。
・南部地区に活気がない。（アンケートでも満足度は最低。）

・空家が高齢者や障がい者の施設として機能させる施策。

白子 白子
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資料２

都市整備分野
生活実感調査票 集計結果（都市整備分野）

生活や活動の中から感じた課題 これからどういう状態になれば良いと思うか
分野
別№

テーマ 性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

29 市街地活性化 男性
７０歳以

上
白子 無 ・白子駅前の再開発。（Ｆ１開催都市の玄関としてさびしい。） ・地方創生を考える。

30 市街地活性化 男性 ６０代 国府 有

・鈴鹿市は，核となる町が分散しており（白子，神戸，平田），
道路にしても工事期間が余りにも時間がかかりすぎ。（市内～イ
ンター間，23号バイパス御園～津市黒田間）大きな企業が有る
が，従業員の三分の一は市外から来ている。

・政治的な問題が有ると思うが（県，国），企業誘致と同じに住
宅用地開発も行う。働く人を市外へ出さない。

31 市街地活性化 男性 ６０代 若松 有
・空き家による地域の空洞化が進む。 （若い世帯が地域外に出
る。）

・若い世帯が魅力を感じる地域の構築。

32 市街地活性化 男性 ５０代 栄 有 ・空き家，空き地対策。 ・活力，活気ある自治会の維持。

33 市街地活性化 男性 60代 深伊沢 有 － ・新名神，名阪，ＩＣ周辺を開発できたらいいと思う。
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資料２

都市整備分野
生活実感調査票 集計結果（都市整備分野）

生活や活動の中から感じた課題 これからどういう状態になれば良いと思うか
分野
別№

テーマ 性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

34 市街地活性化 女性 ５０代 河曲 無 ・市街地調整区域のわくをもう少し外してほしい。 －

35 女性 ５０代 白子 有
・都市整備も大きく変わり，少しの間見ないと，道路一本，地域
あたり以前の様子が思い出されない程，変わっている。

・都市開発が進むのは大変良い事で，美しい街になるのは嬉しい
ですが，公園の整備，街路路の草刈り等々開発途中の状況をみて
みると，今後の事も踏まえて自主性（主体性）が重要だが，行政
協力も不可欠と。

36 交通渋滞 男性 ２０代 牧田 無
・朝夕の渋滞が各地でひどい。道を作るのは費用がかかるが，例
えば右折レーンのない一部交差点は右折禁止にするといった対策
をして欲しい。

・信号は２回待ちで通行できる。
・交通環境。

37 交通渋滞 男性 ６０代 河曲 有
・平田周辺の交通渋滞。
・利用の少ない道路ばかりが早く工事が進むことが問題。

・何十年たっても改善されない点は何なのか，早急な対策と市民
に説明を。

38 交通渋滞 男性
70歳
以上

国府 無 ・東名阪高速道路（鈴鹿ー四日市）の渋滞。 ・新名神高速道路の鈴鹿ＩＣ完成による渋滞緩和。
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資料２

都市整備分野
生活実感調査票 集計結果（都市整備分野）

生活や活動の中から感じた課題 これからどういう状態になれば良いと思うか
分野
別№

テーマ 性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

39 交通渋滞 男性 60代 飯野 有 ・つまらない通勤渋滞防止策が必要。 ・通常時の通勤渋滞ゼロ。（２回信号が変わるうちに通過。）

40 公共施設 女性 40代 若松 無
・最近，近隣の市町の学校や公共施設等の立派さを感じ，鈴鹿市
の施設の古さや狭さを感じます。ゆとりがない感じがします。

・Ｆ１のまちとして，知名度がある市にふさわしく洗練されたま
ちになってほしいです。

41 公共交通 女性 ６０代 井田川 有
・バスも１日数本しかなく１００円バスなんてとんでもない。同
じ税金を払っている割には恩恵にあずかっていないな・・・。

・小型１００円バスをだれでも利用できるようにできないかしら
ね。

42 公共交通 －
７０歳以

上
白子 無

・鈴鹿市で近鉄本線の通る（白子）特急電車の停車する駅の周囲
をもっと活気ある町，街にしたらと思います。

・白子からサーキット，本田技研，平田，亀山，関等をもっと便
利に人の集まる所に足を運べる公の交通網が有れば・・・。

43 公共交通 女性 ５０代 箕田 無

・買い物には不自由しないが，車があれば，という前提。公共交
通機関の整備の重要度が低い，という意識は，あくまで現在大半
の人が車を運転しているからであって，今後高齢化が進めばそう
は言えない。県営スポーツガーデンに行くにも，バスで行った
ら，とても歩いては行けないほどである。

・電車は無理でもせめて，バスはもう少し停留所の位置を見直し
てほしい。
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資料２

都市整備分野
生活実感調査票 集計結果（都市整備分野）

生活や活動の中から感じた課題 これからどういう状態になれば良いと思うか
分野
別№

テーマ 性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

44 公共交通 男性 ６０代 合川 有
・Ｃバスの乗車人員増加へ。
　リニア（名古屋～大阪）のルートが決まり，仮に亀山に駅が計
画されれば，人の流れが変わる可能性がある。

・近隣市のバス網との連結と相互乗り入れを考える。
・交通機関及び道路整備計画が必要となる。

45 公共交通 男性 ４０代 若松 無
・自動車がないと高齢者の移動手段が少ない。特に，海沿いの地
域はバスが少ない。

・Ｃ－ＢＵＳの路線拡充。今は，西部地区の巡回が多いので，海
沿い周辺の路線を拡充してはどうか。

46 公共交通 男性
７０歳以

上
白子 無

・名古屋圏のベッドタウンとして，人口増を計る。（特に伊勢鉄
道沿線。）

・ＪＲ関西線，伊勢鉄道の完全複線化と列車数増強。

47 公共交通 男性
70歳
以上

栄 有
・高齢になり自動車免許を手放したい。
・たちまち「陸の孤島」になってしまう。

・自治体コミュニティバスをはじめとした交通システムを確立
し，どこに住んでも安心して暮らせる街づくりが必要。

48 公共交通 男性 60代 牧田 有

・市内にＪＲ関西線，伊勢鉄道，近鉄の三社の鉄道網があるが，
市内ではどことも接点がない。せっかくのインフラがバラバラな
のがもったいないのではないだろうか。まちづくりも含めて，
もっと有効に活用できる方策を市に考えてほしい。

・自家用車に依存しない白子駅から鈴鹿市駅，白子駅から平田町
駅までの直線的な移動手段の確保。
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資料２

都市整備分野
生活実感調査票 集計結果（都市整備分野）

生活や活動の中から感じた課題 これからどういう状態になれば良いと思うか
分野
別№

テーマ 性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

49 公共交通 女性 40代 庄野 無
・近鉄と三交バスの乗り継ぎがスムーズに行かない。不便。
・近鉄鈴鹿線の本数の少なさと，電車通学する学生のマナー（モ
ラル）の悪さをどうにかしてほしい。

・近鉄，三交バスのそれぞれ譲歩できるところはお願い出来るよ
う，市から働きかけてほしい（学生のマナーについても同様）。
・昼間に通勤する人がいることを，もっと各学校側に知ってもら
いたいです。

50 公共交通 男性 ４０代 加佐登 無 ・バスに乗るため，かなりバス停まで歩かないとならなく不便。 ・住宅地の中まで入れる様してほしい（新しい住宅地）。

51 公共交通 男性 ５０代 石薬師 有
・高齢化が進み，自分で移動できない交通弱者の増加。
・市の骨格道路網（南北，東西）が脆弱。移動に時間がかかる。

・Ｃ－ＢＵＳの充実。
・タクシー補助。（高齢で単身者。）

52 公共交通 男性 ６０代 加佐登 無

・バスの運行が少ないと感じます。
　Ｃ－ＢＵＳの運行が，１時間に１便では少ないかと思います。
　電車に乗ろうとすると，今のＣ－ＢＵＳ時間では乗り継ぎが悪
い時間帯があります。
　Ｃ－ＢＵＳに乗車している方は少ないですが・・・。

・Ｃ－ＢＵＳの運行は，１時間に２便にしては如何でしょうか。
　Ｃ－ＢＵＳの乗車率を上げるには？？？？

53 公共交通 男性
７０歳以

上
栄 有 ・公共交通機関について充実していないと感じる。

・バス，電車の本数を増やし，鈴鹿市内を便利に移動できる環
境。
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資料２

都市整備分野
生活実感調査票 集計結果（都市整備分野）

生活や活動の中から感じた課題 これからどういう状態になれば良いと思うか
分野
別№

テーマ 性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

54 公園 男性 ３０代 天名 有 － ・サイクリングロードの整備。

55 公園 男性 ３０代 天名 有 － ・大規模な公園にカフェを併設。

56 公園 女性 ５０代 河曲 無
・もう少しゆっくりとくつろげる公園を作って欲しい。
　ジョギングが出来るともっと良いです。

－

57 下水道 男性 ５０代 栄 有 ・下水道による料金のアップ。 ・コスト意識のある行政。

58 下水道 男性 ５０代 玉垣 有

・市内では，公共下水道の整備が行われており，伊勢湾の浄化へ
とつながっています。しかし，一部では，区画整備（都市整備）
が行われても下水道整備が行われていなかったり，下水道整備が
おこなわれても，個人宅からの接続がされていないケースが多く
問題があります。

・法令で定められている基準とおり，都市整備をおこなった地域
は，適切に下水道整備するとともに，市条例で個人の下水道の接
続を期限を定めて義務付ける（罰則も含め）必要があります。行
政に不公平は認められません。
各自治会では，溝掃除がおこなわれています。しかし，下水を溝
に流さなければ，雨水と落ち葉程度で，ほとんど掃除を要しませ
ん。各自治会への補助も必要なくなります。ペナルティ的な意味
あいでなく，下水道整備が完了している地区で各戸が下水道への
接続をしない家庭へは，負担金を条例で課すべきです。
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資料２

都市整備分野
生活実感調査票 集計結果（都市整備分野）

生活や活動の中から感じた課題 これからどういう状態になれば良いと思うか
分野
別№

テーマ 性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

59 景観 男性 ５０代 栄 有 ・電柱地中化。 ・歩行，運転の安全確保。

60 景観 女性 ５０代 箕田 無 ・醜悪なデザインの看板が多い。 －

61 景観 男性 ６０代 河曲 有 ・公園緑地の大量の落葉。 ・落葉樹から緑葉樹へ切替え。

62 景観 男性 ５０代 － 有 ・街の植木，雑草，植栽の管理が徹底されない。 ・定期，臨時の除去計画を知らせる。

63 景観 男性 60代 飯野 有
・特徴あるきれいな整然とした道路環境。
・町をきれいに。（各種の看板が乱立状態。）

・それぞれのまち特有の道路環境がある。
（例：銀杏並木，椿並木。）
・指標例：電柱看板ゼロ，看板の大きさ●●以内，場所●●の
み。
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資料２

都市整備分野
生活実感調査票 集計結果（都市整備分野）

生活や活動の中から感じた課題 これからどういう状態になれば良いと思うか
分野
別№

テーマ 性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

64 許可申請 男性 60代 牧田 有
・野外活動をやれる場所が限定され青少年育成のボランティア活
動が制限されている。石垣池や市の施設を弾力的に使用できるよ
うに考えていただきたい。

・いちいち届けを出さなくても使用が可能な野外スペースの整
備。町の中心部にこだわりません。
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資料２

教育・文化分野

1
歴史・文化振

興
女性 ５０代 箕田 無 ・文化程度が低い。 －

2
歴史・文化振

興
男性

７０歳以
上

－ 無
・古代文化について，特に３世紀～６世紀の古墳について，調査
及び講演会に参画しましたが，古代文化の保存及び参加の難しい
方に感じた点一考要する。

・古代文化のアピール不足に改善要。

3
歴史・文化振

興
男性 ３０代 天名 有 ・美術，音楽を嗜める場所が少ない。 ・美術館，音楽室，図書館が一体となった施設の建設。

4
歴史・文化振

興
女性

７０歳以
上

栄 無
・図書館へ行くのに電車で白子へ出てバスに乗り換えて行きます
が，帰りは２時間待たないとバスがないので大変不便。

・白子→文化会館へのバス２時間に１本しかなく不便。何とかな
らないものですか。小型バスにして回数増やす？

5 養護支援 男性 ５０代 － 有 ・養護施設の拡充と充実。 －

生活実感調査票 集計結果（教育・文化分野）

生活や活動の中から感じた課題 これからどういう状態になれば良いと思うか
分野
別№

テーマ 性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※
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資料２

教育・文化分野
生活実感調査票 集計結果（教育・文化分野）

生活や活動の中から感じた課題 これからどういう状態になれば良いと思うか
分野
別№

テーマ 性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

6 保育 女性 ６０代 箕田 有
・非正規雇用者をなくすためには安心して子供を預けられる環境
作りを。

・希望する保育園への入所が出来る様，数を増やすのでなく質の
向上も。

7 保育 男性 ２０代 牧田 無 ・子育てしている世代からは保育園不足の話がよくでる。 ・待機児童ゼロ化。

8 保育 女性 ５０代 白子 有 ・保育園の入園が困難だとの声がよく聞かれます。 －

9 保育 男性 ５０代 － 有 ・認可保育所とそうでない保育所での格差。
・新子育て支援制度への進捗報告と結果報告が半年単位で提供さ
れる。

10 図書館 女性 ５０代 箕田 無
・町の規模のわりに図書館が小さく蔵書もほとんど書庫にあるの
で閲覧しづらい。

・図書館，もう少し広い所に建てたらどうでしょうか。駐車場も
狭すぎます。鈴鹿の文化遺産全て収めたら良いと思う。
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資料２

教育・文化分野
生活実感調査票 集計結果（教育・文化分野）

生活や活動の中から感じた課題 これからどういう状態になれば良いと思うか
分野
別№

テーマ 性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

11 図書館 男性 ４０代 若松 無 ・図書館が少ない。
・地区センターでの図書機能の拡充や大学の図書館の開放等をす
る。

12 図書館 男性
70歳
以上

栄 有 ・図書館の充実を。 ・本に親しむ企画・イベントを行う。

13 スポーツ振興 男性
７０歳以

上
玉垣 有 ・老人スポーツと幼児スポーツのあいのり。 ・老人と幼児の接点。（核家族の合間を埋める。）

14 スポーツ振興 女性 40代 庄野 無
・鈴鹿市は「モータースポーツのまち」として知られているが，
他のスポーツにおいても活動しているチームがあると思う。その
認知度がいまひとつのように思います。

・ベルブや市の広報などで，もっと色々なスポーツへの取り組み
を紹介してほしい。もっと市民が気軽に参加できるイベントを企
画してほしい。

15 スポーツ振興 女性 ５０代 箕田 無
・スポーツガーデンは良いけれど，公共交通機関で通えないのが
難。県営だし。

・高齢になって，足が弱ってくると，プールで歩いたり泳いだり
したい人も増えてきます。県営プールへのアクセスがよくなると
いい。
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資料２

教育・文化分野
生活実感調査票 集計結果（教育・文化分野）

生活や活動の中から感じた課題 これからどういう状態になれば良いと思うか
分野
別№

テーマ 性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

16 生涯学習 男性 ６０代 河曲 有
・市内公民館は高齢者用の利用が多く，子供や２０～４０歳代の
利用が少ない。

・各サークルの見直し（同じ先生が何箇所もの公民館を使用して
空きが少ない若年層向けサークルの導入）。

17 生涯学習 女性
７０歳以

上
栄 無 ・公民館にピアノが無い。

・アップライトの中古でも１台置いて文化的な面も大事にしてほ
しい。

18 生涯学習 男性
７０歳以

上
玉垣 有

・公民館活動に全くゼロ知識の初心者でも参加できるよう，指導
者の設置，任命。

・ベテランの人の交流だけで初心者が参加しようとしても指導し
てもらえる人がいなかった時があった。

19 生涯学習 女性 ６０代 白子 有
・高齢者が仲間と集まって趣味や学習を楽しめるような場所が団
地内に欲しい。現在の集会所は，老朽化して使いずらいし，公民
館までは遠い。

・生き生きと暮らせるインフラの整備の為の補助金をお願いした
い。

20 出産支援 女性 ５０代 白子 有 － ・妊婦に対する支援等も合わせて強化してほしい。
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資料２

教育・文化分野
生活実感調査票 集計結果（教育・文化分野）

生活や活動の中から感じた課題 これからどういう状態になれば良いと思うか
分野
別№

テーマ 性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

21 出産支援 男性 60代 牧田 有

・市長は給食センターを整備されたが，次に取り組み課題が何が
市民に提示していただきたい。子どもが安心して産めないという
大きな課題が鈴鹿でもあるのではないかと思うが，人口と出生に
関わる身近なテーマを鈴鹿市のみで検討するのが難しければ他市
町との連携も視野に入れて取り組んでいただきたい。

・老後ももちろん大事だが，老人健康保険施設は民間でも整備さ
れつつあるという状況を考慮して，これから生まれてくる子ども
の子育てが安心してできる環境整備と保障。

22
子育ての見守

り
男性 ５０代 － 有 ・子育てでの保護者支援。 －

23
子育ての見守

り
男性 ６０代 若松 有 ・共稼ぎにより，一人子の家庭が増加傾向。 ・子育て環境の改善，支援が必要。

24
子育ての見守

り
男性 ６０代 若松 有 ・共稼ぎにより，一人子の家庭が増加傾向。 ・学童保育の整備と年齢延長が課題。

25
子育ての見守

り
男性 ５０代 玉垣 有

・少子化・晩婚化については，安心して子育てできる環境が整っ
ていないことが原因だと感じています。

・子育てについては，昔の２世代・３世代家族同居から，夫婦共
働きやシングル世帯など多様化しています。例えば，学童保育の
保育時間の延長（２１時頃まで）や，駅や学校・会社等への学童
バスの運行など，安心して子育てできる環境が必要です。（千葉
県流山市などは，実施しています）

44



資料２

教育・文化分野
生活実感調査票 集計結果（教育・文化分野）

生活や活動の中から感じた課題 これからどういう状態になれば良いと思うか
分野
別№

テーマ 性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

26
子育ての見守

り
男性 ５０代 玉垣 有

・子どもが欲しくてできない家庭や会社をリタイヤしたが，体力
的に元気な老夫婦など，市内には，多くの子育て可能な家庭があ
ります。里親制度など，もっと柔軟に活用出来ないでしょうか？

・子育てを支援する里親制度を柔軟に出来ないでしょうか？
例えば，月曜日から金曜日までの平日だけ里親とか，逆に，土日
だけ里親とか？
本当の親に育てられることが原則ですが，そのような制度が簡易
にあれば，利用する親子は多いと思います。

27
子育ての見守

り
男性 ５０代 － 有 ・働きたいのに子供の病気で休まなければならない。 ・病児保育の充実。

28
子育ての見守

り
男性 ５０代 玉垣 有

・神戸市で発生した児童不明など，地域で生活弱者を守るシステ
ムが出来ていないと感じます。

・大牟田方式のように，行方不明の案件が発生した場合，公安関
係・自治会・ＰＴＡ等学校関係者へ一斉メール送信を行うシステ
ムづくりが必要だと思います。（一部小学校では，中部電力の絆
ネット等を利用しており，不審者情報など効果をあげています。
これからは，行方不明者情報を瞬時に関係者が共有できる社会を
目指してほしい。）

29
子育ての見守

り
男性 60代 牧田 有

・子育てがしやすい町にしてほしい。私は結婚して桑名市に最初
住まいを構えたが，桑名は乳母車でショッピングにも行けたし，
中心となる核があり住みやすかった。勤務先が鈴鹿だったことも
あり，妻の退職を機に鈴鹿へ引っ越したが最初に住んだ団地は周
囲に何もない殺風景なところで，三年ほどで現在地に引っ越した
が，町の成熟度はまだまだと感じることが多い。

未婚者や既婚者が魅力を感じる，子育て支援を充実させたまちづ
くりを望みます。

・老後ももちろん大事だが，老人健康保険施設は民間でも整備さ
れつつあるという状況を考慮して，これから生まれてくる子ども
の子育てが安心してできる環境整備と保障。
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資料２

教育・文化分野
生活実感調査票 集計結果（教育・文化分野）

生活や活動の中から感じた課題 これからどういう状態になれば良いと思うか
分野
別№

テーマ 性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

30
子育ての見守

り
女性 60代 牧田 有

・児童の下校時に急に雷雨があったり，事故に遭ったり，危険に
さらされている。

・登下校時には地域の人々が見守り，助ける意識を持つようにす
る。

31
子育ての見守

り
女性 60代 白子 有 ・母子家庭の増加。（父子家庭も。）

・学校単位でも毎年，増加がみられる。近くに両親がいれば，助
けてもらえることも多く，精神的に追い込まれない。

32
子育ての見守

り
女性 ５０代 深伊沢 無

・昔のように外で遊んでいる子供が少ない，遊び方が変わったこ
ともあるし犯罪等に巻き込まれる危険があるためではないか，あ
まり講演等がないのではないですか。

・子供がのびのびと遊べるような環境になることも親が安心して
働くことができる。

33
子育ての見守

り
男性 ５０代 石薬師 有 ・独身者が多くなってきた。 ・結婚し，子供を持つことに抵抗感を滅する施策。

34
子育ての見守

り
男性 ４０代 玉垣 無

・今，学童で人数が多い所は減らされる話が出ています。
　仕事が有り仕方なく預けている家庭ばかりですが，このままだ
と，働けなくなる家庭も出てくるのではないでしょうか。

・場所が足りないのなら学校を使うなり先に対策をしてから人員
整理などを打った方が良いのではないか。
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資料２

教育・文化分野
生活実感調査票 集計結果（教育・文化分野）

生活や活動の中から感じた課題 これからどういう状態になれば良いと思うか
分野
別№

テーマ 性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

35 健全育成 女性
７０歳以

上
一ノ宮 無

・中学生位の生徒が５～６人集まって夜遅くまでタバコを吸った
り，食べたりして騒いでいましたが，最近自治会の役員さんや父
兄の方が夜見回りしてもらっているとのことで，見かけなくなり
ました。

・長太，箕田には駐在所がなく，駅も駅員さんがいなくなったた
め，時々，警察のパトロールをしてくださればと思います。死角
になるところも。

36 健全育成 男性 ４０代 稲生 無 ・一部の公立中学校で，生徒が荒れている話はよく耳にします。 －

37 健全育成 男性 60代 飯野 有 ・人間としての基本の周知。
・相手を思いやることが出来る大人・子どもの醸成。
・市が目指す人（目標・内容）の明確化。

38 健全育成 男性 50代 河曲 無 ・昔に比べると子どもが屋外で遊んでいる姿が少ない気がする。
・子どもを安全に屋外体験が継続的に出来る取り組みや仕組みが
ある状態。
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資料２

教育・文化分野
生活実感調査票 集計結果（教育・文化分野）

生活や活動の中から感じた課題 これからどういう状態になれば良いと思うか
分野
別№

テーマ 性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

39 健全育成 女性 60代 牧田 有
・牧田幼稚園の状況では防犯上も悪いし，大変さびしい。何かに
活用できないのか。

・例えば，学童保育や地域の活動場所として開放する。

40 健全育成 男性 ３０代 飯野 無
・鈴鹿に関する教育があって鈴鹿に興味を高められればと思う。
文化とも日常生活からほど遠い感じがする。子育ては「おかねが
かかるのが・・・」とよく聞きます。

・市民が鈴鹿の良さを知り誇れるようになること。

41 教育費 男性
７０歳以

上
若松 有

・町内でも小学校にかよっている子供がだんだんと少なくなって
いる。

・教育，子育てにあまり費用がかからない様に少しでもへらす。

42 教育費 女性 ５０代 河曲 無
・中学校も給食にするのはよいのですが，給食代の未払いが多い
と思われます。
　本当に払えない親はほんのひとにぎりなはずです。

－

43 家庭教育 男性 ６０代 牧田 有 ・小中学校教育　先生にまかせっぱなし？ ・大人（親）が勉強して変わる。
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資料２

教育・文化分野
生活実感調査票 集計結果（教育・文化分野）

生活や活動の中から感じた課題 これからどういう状態になれば良いと思うか
分野
別№

テーマ 性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

44 家庭教育 女性 40代 河曲 無

・核家族化が進み自分の子どもだけ良ければ・・・という考えの
方が増えたように思います。共働き家庭だと保育園での保育の充
実も必要ですが，保育だけでなく幼児教育に力を入れるべきでは
と思います。それに伴い保護者にも親として育っていけるように
保護者支援にも力を入れるべきだと思います。未来の日本のため
にも。

・三つ子の魂　百まで・・・と言います。幼児期より，しっかり
と人間としてどう生きるかの根っこの部分を育てる必要があると
思います。そして，子どもとともに親も育っていけるような取り
組みを是非実現させて欲しいです。

45 学校施設 男性 ５０代 白子 － ・生徒数が非常に多い中学校や小学校がある。 ・分散することが望ましい。

46 学校施設 男性
70歳
以上

栄 有 ・高専や大学の位置づけを明確にする。 ・市民へのアピールが必要。

47 学力保障 女性 ６０代 箕田 有 ・貧困の連鎖が叫ばれるなかでの教育のあり方，支援がほしい。
・生活困窮者，ひとり親家庭の学力低下への対策として学習支援
の制度の充実。

48 学力保障 男性 ５０代 － 有
・学力の低下。（三重県，鈴鹿市。） ・対策，施策，結果が住民に周知される。
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資料２

教育・文化分野
生活実感調査票 集計結果（教育・文化分野）

生活や活動の中から感じた課題 これからどういう状態になれば良いと思うか
分野
別№

テーマ 性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

49 学力保障 女性 ５０代 白子 有
・少子化高齢化が進む中，将来に向けての子供たちの教育には，
昔からの普遍的な道徳を含め未来を予測した世界に通ずる教育を
見直し，原点にかえって考え直したい。

・原点は人である。
　個人の力量をＵＰする事も全体の底上げＵＰも個性と集団の協
調性も，極端な格差になる事は避けたい。

50 学力保障 男性 ５０代 栄 有 ・小・中全国統一テストでの成績低迷。 ・教育体制の強化，情報公開。

51 学力保障 女性 40代 若松 無
・三重県も，鈴鹿市も小・中学生の学力は都道府県の中でワース
ト10位以内と聞きました。県外から引っ越してきたママ友から
「三重県はレベルが低いから心配」と言われたことがあります。

・学校の先生方に指導方法を工夫していただき，子どもたちが興
味を持って勉強に取り組めるようにしてほしいです。地域のボラ
ンティアの人たちや教員を目指す学生等の協力を得て土曜日や放
課後に学習できるようになったら良いかと思います。

52 学力保障 男性 40代 白子 無 ・身近な本屋が減っており子どもへの影響が懸念される。 －

53 学力保障 男性 ４０代 栄 有 ・学校（小）の先生にまったく余力がない。
・これからの若い芽をのばす為，生徒のカウンセリング等ができ
る学校作り。（要員増にて。）
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資料２

保健・福祉・医療分野

1 福祉交通 男性
７０歳以

上
白子 無 ・大病院（中央，回生病院）への交通手段の利便性。 ・バスの回数を増やす。又，赤字は市が補填。

2 福祉交通 男性 ４０代 若松 無 ・救急病院への交通の便が悪い。 ・Ｃ－ＢＵＳの路線拡充。

3 福祉交通 女性
７０歳以

上
栄 無

・高齢者の無料バス。
　名古屋の知人は無料パスを持っており，ザックとスニーカーで
連日出歩いている。出ればお金使うので市もうるおうよ！と言っ
てくる。断るとボケないし，病気にもなりにくい。

・高齢者の無料パス希望します。

4 福祉交通 男性
７０歳以

上
一ノ宮 有 ・東部地区にはコミュニティーバスが走っていない。 ・運行を計画する。

5 福祉交通 女性 ６０代 白子 有
・現在住んでいる団地の５～１０年先を考えた時，一つは車に乗
れないと買物や通院手段に不便となるので，有料の小型バスの
ルートに入れて欲しい。

－

生活実感調査票 集計結果（保健・福祉・医療分野）

生活や活動の中から感じた課題 これからどういう状態になれば良いと思うか
分野
別№

テーマ 性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※
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資料２

保健・福祉・医療分野
生活実感調査票 集計結果（保健・福祉・医療分野）

生活や活動の中から感じた課題 これからどういう状態になれば良いと思うか
分野
別№

テーマ 性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

6 福祉交通 男性
７０歳以

上
玉垣 有 ・コミュニティバスがない。

・最近スーパー前等で署名運動がおこっているので，期待してい
る。

7 福祉交通 男性 60代 玉垣 有
・近所でもお年寄りが増え自動車を手放す人も出ている。買い物
を行くにも誰かに頼まないと行けない。公民館活動を辞めて，病
院はタクシーで行っている。

・玉城町のような小型の予約型ワゴン車を走らせる。２億か３億
でできると聞いた。市内全域に走らせれば，高齢者も助かり鈴鹿
市の活性化になると思う。

8 地域医療 男性 ２０代 牧田 無 ・地域医療の衰退が心配。 ・市独自の制度，医療機関の設立。

9 地域医療 男性 ６０代 牧田 有 ・市民病院・・・高度医療。 ・各地域・・・診療所の開設。

10 地域医療 －
７０歳以

上
白子 無 ・総合病院等入院の出来る医院が少なすぎると思います。

・設備の整った病院がもっと有ってほしい。交通の便の良い所
に。
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資料２

保健・福祉・医療分野
生活実感調査票 集計結果（保健・福祉・医療分野）

生活や活動の中から感じた課題 これからどういう状態になれば良いと思うか
分野
別№

テーマ 性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

11 地域医療 女性 ５０代 箕田 無
・総合病院が中央病院しかないので集中してしまう。あと，メン
タル方面の専門医療が遅れている気がする。

・医師不足は，全国的なものなのでしかたないと思うが，救急な
どは開業医の他にも，もっとネットワークして回してほしい。軽
い人は，個人医院でも処置できると思う。

12 地域医療 男性
７０歳以

上
－ 無 ・特になし。

・８年先の今日，各病院，医院のＰＲ整備。
・病院の待合室の在り方。

13 地域医療 男性 ５０代 白子 － ・市民病院の不在。 ・民業と競合しないように公共病院を。

14 地域医療 男性
70歳
以上

栄 有 ・認知症も含め早期発見，早期治療を進める必要がある。
・医療や介護を地域で支えることのできる地域包括ケアシステム
を早期に構築する。

15 地域医療 女性 40代 若松 無
・共働きの家庭が増えるなか，子どもが学校を休むと働く母親た
ちは困ります。病気のときに預かってくれる，又は，家で看病し
てくれるサービスがあれば助かります。

・介護サービスのように病気看護サービスのようなものが出来た
らいいです。安心して母親も働けるし，少子化の軽減にもなると
思います。
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資料２

保健・福祉・医療分野
生活実感調査票 集計結果（保健・福祉・医療分野）

生活や活動の中から感じた課題 これからどういう状態になれば良いと思うか
分野
別№

テーマ 性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

16 地域医療 女性 40代 若松 無 －
・高齢者が認知症などにより不明者にならないように困ったとき
の対処方法を各自でも考え安心して暮らせるようになってほしい
です。

17 地域医療 男性 40代 白子 無
・医療機器は進歩は目覚しく，出来るだけ先進の医療機器を導入
することが多くの命を救うことになると思う。

－

18 地域医療 男性
70歳
以上

国府 無

・現在，一人暮らしです。健康であれば年金，及び，貯金で生活
はできるが，病気になれば生活が心配・・・。最近，病院も3ヶ
月で強制退院，又，鈴鹿市は全日面倒を見てくれる施設が少ない
と聞く。

・生活最低賃金で生活できる左記施設の増設。

19 地域医療 女性 ５０代 深伊沢 無
・ストレス社会で精神的に不調な人が多い。相談するところや支
援サービスの情報が少ない。

・働く場所や社会訓練の場を設ける支援サービス。

20 小児医療 男性 ４０代 稲生 無

・子供の緊急医療体制が不安。
（前に流血事故があった時に，ある病院によく分からない理由で
引き受け拒否された。）
　鈴鹿は，回生病院・中央病院のように比較的大きい病院が多く
あるので，そこまで心配はしていませんが。

－
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資料２

保健・福祉・医療分野
生活実感調査票 集計結果（保健・福祉・医療分野）

生活や活動の中から感じた課題 これからどういう状態になれば良いと思うか
分野
別№

テーマ 性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

21 障がい者支援 男性 ５０代 － 有 ・障がい者が行けない施設がある。 ・多様な人々が安心して暮らせるユニバーサルデザイン化。

22 障がい者支援 男性 ５０代 － 有 ・障がい者の支援，相談体制，雇用が他市他県より遅れている。
・総合的な支援施設の設置と支援体制も整える（福祉面の予算拡
充）。

23 障がい者支援 男性
７０歳以

上
玉垣 有 ・リハビリのできる障がい者用施設がない。 ・障がい者児童が施設を利用し，そこでリハビリを行う。

24 障がい者支援 男性 60代 飯野 有 ・色々な障がい者の働ける場所の充実。
・意欲のある人は全員働ける環境（場）がある。
（収入があれば，機会があれば，何とか自立できる。）

25 自助共助 男性 ６０代 若松 有
・超高齢化社会が進む中，医療・福祉について将来を考えると，
働く世代が少なる中，若い世代の税負担が大きくなることが想定
でます。又一方高齢者の生活不安が考える。

・医療・福祉のあるべき姿の構築。（自助，協働の社会。）
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資料２

保健・福祉・医療分野
生活実感調査票 集計結果（保健・福祉・医療分野）

生活や活動の中から感じた課題 これからどういう状態になれば良いと思うか
分野
別№

テーマ 性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

26 自助共助 女性 40代 河曲 無

・最近，近所の認知症のお年寄りがぶらりと自宅を出て，道を歩
いているところを近所の方が見つけて保護していただいた事があ
りました。個人情報等うるさくて，地区内の名簿もなく，息子さ
んへ連絡を取ることがかなり大変だったと聞きました。

・一人暮らしのお年寄りや認知症の方の見守りと，いざという時
の連絡先の問題を解決しなければと思います。自治会長さん，組
長さんのみが閲覧できる名簿を作成できれば良いと思います。

27 自助共助 女性 60代 白子 有
・一人暮らしの高齢者の増加。
（近所を見ても増加の一途。）

・すべての住民が気持ちよく，不便を感じることなく生活を営む
ことができる社会。高齢者が一人になったとき，不便を感じない
お互い助け合える近所付き合いが必要。

28 自助共助 女性 ５０代 深伊沢 無
・一人で暮らしている高齢者の方や昼間傍に誰もいなくて過ごす
人は，話し相手がいないので寝ている場合が多く，身体が弱った
り認知症等になったりしやすい。

・訪問して様子をみてあげたり，話し相手になるような支援サー
ビスをできればよい。

29 高齢者支援 男性 60代 飯野 有 ・高齢者が安心して生活できる環境の整備。
・能力がある高齢者は全員働ける環境（場）がある。
（収入があれば，機会があれば，何とか自立できる。）

30 高齢者支援 男性 50代 河曲 無
・図書館やスーパーマーケットの休憩コーナー等無料の場所を通
りかかると，高齢者の方々が時間潰し的に過ごしているのを見か
ける場合が少なくない。

・今後，団塊世代が高齢者の仲間入りするはがそれらの方々が
（後期高齢者含む）生きがいを持って社会の中で役割を果たし活
き活きと活動できる場が提供されている状態。
・それら施策の結果として介護費用や医療費が激減している状
態。
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資料２

保健・福祉・医療分野
生活実感調査票 集計結果（保健・福祉・医療分野）

生活や活動の中から感じた課題 これからどういう状態になれば良いと思うか
分野
別№

テーマ 性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

31
健康増進（予

防）
男性

７０歳以
上

国府 有
・健康づくり事業の充実。
・鈴鹿として広く市民に定着する，健康づくりが必要。（高齢者
には市よりアンケートあり。健康教室も一部の活動どまり。）

・長寿県長野の健康づくりを参考に！！
（例）ＮＨＫためしてガッテンで３分間歩行
　高血圧・糖尿病などの改善，１０年間５，０００人のデータ，
信州大学教授と行政の連携。
・鈴鹿市としては，鈴鹿医療科学大学と連携し健康づくりをデー
タベースでスタートすべき。

32
健康増進（予

防）
男性

７０歳以
上

牧田 有 ・高齢者の健康維持のための施策が不足。
・具体的なトレーニングの方法等，指導し実行できるような，指
導者・指導場所等があれば。

33
健康増進（予

防）
男性

70歳
以上

栄 有
・健康づくりをはじめ介護予防の運動や事業を充実させる必要が
ある。

・介護予防や認知症予防の施策の充実，セミナー，サロン，認知
症カフェ・・・。

34
健康増進（予

防）
男性 ６０代 加佐登 無

・健康づくり？
　初老？定年後の体力維持に何をしたら良いのか，また何処に
行ったら良いのか迷っています。

・体力維持を兼ねて，気軽に出来る（参加出来る）ボランティア
活動があれば良いのですが。また，その情報が分かり易かったら
良いなと思います。

35 救急医療 女性 ５０代 白子 有
・救急医療体制の改善として近くの希望した病院に行けず亀山の
方面にまで案内され通院に１～２週間通い困った。

・病院等の都合にもよるのでしょうが，もう少し配慮してほし
い。
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資料２

保健・福祉・医療分野
生活実感調査票 集計結果（保健・福祉・医療分野）

生活や活動の中から感じた課題 これからどういう状態になれば良いと思うか
分野
別№

テーマ 性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

36 救急医療 男性 ２０代 庄野 無 ・救急・緊急の対応，受け入れ等。
・救急医療の強化。
・受け入れ設備の充実。

37 救急医療 男性
７０歳以

上
玉垣 有 ・街中の道路が狭い為，消防車，救急車が進入しにくい。 ・各町内に救急車待機所の設置，消火設備の設置。

38 救急医療 男性 40代 神戸 無
・子どもが夜中に高熱を出したとき，市内では診察していただけ
る病院が無く，四日市市立病院に行ったことがある。現在も同様
に対応している。

・市内にもあれば良いと思う。

39 救急医療 男性 ３０代 飯野 無 ・日曜や深夜に病院がやっていないこと。 －

40 救急医療 男性 ４０代 加佐登 無
・救急医療（夜間，休日）の体制（特に外科）がととのっていな
い。

・照会サービスをきちんと整備する。休日・夜間の医療体制を
もっと多くなるとよい。
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資料２

保健・福祉・医療分野
生活実感調査票 集計結果（保健・福祉・医療分野）

生活や活動の中から感じた課題 これからどういう状態になれば良いと思うか
分野
別№

テーマ 性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

41 救急医療 男性 ５０代 石薬師 有 ・休日，夜間の診療体制が弱い。 ・いつ，どこに行けば良いのか，ＨＰなど周知。

42 救急医療 男性
７０歳以

上
栄 有

・鈴鹿市応急診療所の診療施設の充実，従事する医者の数が少な
い。

・診療施設を充実させ，専門医が複数名，常時従事していただく
環境。

43 救急医療 男性 ４０代 玉垣 無 ・救急病院で対応可能な所が増えたら。 －

44 介護制度 女性
７０歳以

上
神戸 無

・医療も保険がきいて安心です。福祉も主人がお世話になってい
ます。

・私は七年間主人の寝たきりを介護してきました。自分も年だか
らと思うと心配です。

45 介護制度 女性 ６０代 井田川 有 ・サービス付高齢者住居が鈴鹿市には，あるのかしら・・・。
・鈴鹿市としての高齢者と小さな命の同居できるような住居をた
くさん作ってほしい！
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資料２

保健・福祉・医療分野
生活実感調査票 集計結果（保健・福祉・医療分野）

生活や活動の中から感じた課題 これからどういう状態になれば良いと思うか
分野
別№

テーマ 性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

46 介護制度 女性
７０歳以

上
玉垣 有

・まだ施設は利用していませんが，人の話ですが，３ヶ月で別の
施設を探さなければならないとの事。家の者達が大変です。

・自分が選んで施設は入ったのだから，同じ施設はずっといた
い。施設ってお金かかりますね。もう少し免除してほしい。

47 介護制度 男性
７０歳以

上
若松 有 ・介護の施設がすぐ満員状態です。 ・大きい介護施設を作る。

48 介護制度 女性
７０歳以

上
一ノ宮 無

・介護保険を同じように払っていますが，全然1度も世話になっ
ていない人には，何か少なくなるような制度があればと思いま
す。

・車の保険の様に１度も使わなければ少しずつ安くなっていく様
に・・・。

49 介護制度 女性 ５０代 白子 有
・老々介護を自宅（家族）介護中心への移行には，おのずと無
理，体力的にも精神的にもひずみがでる。しかし，福祉施設が不
十分であり，双方の思いに隔たりがあるように思う。

・予防介護の面でも，医療大学もあり，若い方々のこれからに期
待と講習など参加していきたいですが，仕事をしていると，参加
の機会が難しい。

50 介護制度 男性 ３０代 天名 有 － ・特養施設の増加。
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資料２

保健・福祉・医療分野
生活実感調査票 集計結果（保健・福祉・医療分野）

生活や活動の中から感じた課題 これからどういう状態になれば良いと思うか
分野
別№

テーマ 性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

51 介護制度 男性 ５０代 玉垣 有
・老々介護や認知症など，高齢者をとりまく環境は，厳しくなっ
てきています。

・大牟田方式のように，行方不明の案件が発生した場合，公安関
係・自治会・ＰＴＡ等学校関係者へ一斉メール送信を行うシステ
ムづくりが必要だと思います。（一部小学校では，中部電力の絆
ネット等を利用しており，不審者情報など効果をあげています。
これからは，行方不明者情報を瞬時に関係者が共有できる社会を
目指してほしい。）

52 介護制度 男性
７０歳以

上
玉垣 有

・老人施設とか介護施設を病院，医院，個人が各々次々とつくら
れているが，入居者の状況がどのようなのか不明。

・市が率先して一貫した方針のもとに各施設が相互に連絡をと
り，その様子を公表する。（市の管理下にある。）

53 介護制度 女性 60代 牧田 有
・介護保険利用で福祉用具代金を支払う場合，最初に10割全額
の現金を納め，後から9割戻る制度は二度手間ではないか。

・代金支払いを初めから1割にしたら，還付する手間がかからな
い。

54 介護制度 女性 ５０代 河曲 無
・鈴鹿市の介護保険料が四日市などと比べて高いのを直してほし
い。

－

55 医療費 女性 ６０代 箕田 有
・ひとり親家庭の母，父から聞こえてくるのは医療費の窓口負担
を無料にしてほしい。

・自治体において格差があるのは同じ日本人として不平等であ
る。
・特に子供に対しての医療費は国民全平等であるべき。
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資料２

保健・福祉・医療分野
生活実感調査票 集計結果（保健・福祉・医療分野）

生活や活動の中から感じた課題 これからどういう状態になれば良いと思うか
分野
別№

テーマ 性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

56 医療費 男性
７０歳以

上
稲生 無 ・高齢者の仲間に入り，医療費も年々増加している。

・医者にかかる費用により，薬価代金が高額なのに驚く。特別な
仕組みがあるのだろうか。改善出来れば医療費も減額になると思
う。

57 医療費 男性 ６０代 椿 有 ・医療費が高い。 ・もう少しかんがえてほしい。
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資料２

産業・観光分野

1
観光（ソフ

ト）
男性 ６０代 河曲 有 ・市内の観光先にボランティアガイドが居ない。 ・市，又は何らかの団体によるボランティアガイドの育成。

2
観光（ソフ

ト）
男性 ４０代 若松 無 ・観光資源，歴史的拠点の周知が少ない。

・鈴鹿市のガイドブックの作製，観光資源の整備など。
・街並み保存等の活動（交流会，交換会）があってもよいので
は。

生活実感調査票 集計結果（産業・観光分野）

生活や活動の中から感じた課題 これからどういう状態になれば良いと思うか
分野
別№

テーマ 性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

3
観光（ソフ

ト）
男性

７０歳以
上

牧田 有 ・鈴鹿の地場産業・観光等のＰＲが少ない。
・行きたい・見たい・やってみたいとの気を起こすような施策が
あれば。

4
観光（ソフ

ト）
女性 40代 河曲 無

・15年ほど関東に住んでいましたが，「鈴鹿」は「三重県」よ
り知名度が高かったです。「鈴鹿サーキット」はどの世代にも分
かっていただきました。地元の新茶を関東の知人に差し上げたと
ころ，静岡産のいつも飲んでいるお茶より美味しいと好評でし
た。

・「鈴鹿サーキット」へ来る他県のお客様に，もっと「鈴鹿」を
アピールできるといいですね。

5
観光（ソフ

ト）
男性

70歳
以上

国府 無
・鈴鹿市は本田技研誘致成功以来，発展してきたが最近人口減少
傾向で特に若年層の減少が著しい。人口が増加しない限り，鈴鹿
市の将来は考えられない。

・産業開発企画，観光事業企画，特産物の発掘等が考えられる。
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資料２

産業・観光分野
生活実感調査票 集計結果（産業・観光分野）

生活や活動の中から感じた課題 これからどういう状態になれば良いと思うか
分野
別№

テーマ 性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

6
観光（ソフ

ト）
男性 ３０代 飯野 無

・Ｆ１の時に周辺の人が高額の駐車料金をとっている。Ｆ１の
ファンが鈴鹿の観光のリピーターとして，Ｆ１以外でも来てもら
う要因の１つかもしれない。

・リピーターが大切だと思うので，そういう人にはむしろお得な
条件を与えるべきだ。

7
観光（ソフ

ト）
男性 ３０代 牧田 無 －

・鈴鹿市だけではＰＲに限界があるので，三重県がすすめる施策
と連携を図って推進していく。
　又，市長と中嶋悟氏の対談で指摘された，「鈴鹿サーキットへ
至る案内標識」について，外部の人の意見を聞きながら，景観や
交通渋滞に配慮しながら設置を検討していくべきと思う。

8
観光（ソフ

ト）
男性 ４０代 栄 有 ・祭り等のイベントに活気がない。

・すずフェスのように，よさこいを中心としたイベント。
　例）サーキットコースを借りて，各地からのよさこいチームの
参画をうながす。

9
観光（ソフ

ト）
男性 ４０代 玉垣 無

・歴史の有る場所がけっこう多いが，鈴鹿と言えばサーキットば
かりになっている。

・歴史の有る場所をもっとアピールしてみては。

10
観光（ソフ

ト）
女性 ５０代 河曲 無

（「観光」に矢印をして。）
・別にこれといって，無いと思われます。サーキットではだめで
す。

－
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資料２

産業・観光分野
生活実感調査票 集計結果（産業・観光分野）

生活や活動の中から感じた課題 これからどういう状態になれば良いと思うか
分野
別№

テーマ 性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

11
観光（ハー

ド）
女性

７０歳以
上

神戸 無
・観光は海があるから小さな水族館でもあれば子供達も喜ぶかと
思います。美術館もほしいです。

－

12
観光（ハー

ド）
女性 ５０代 白子 有

・白子駅前の飲食店を利用した時に駐車場の確保が難しかった
事，イベント等での人の出も多い事もありましたが，店主の方も
駐車場を増やしてほしいとの声。

・駅前は特に飲酒等の問題もある為，重要とされてはいないのか
もしれませんが，駅前という点ではもっと必要だと思います。

13
観光（ハー

ド）
女性

７０歳以
上

一ノ宮 無

・私は，長太の大楠の近くですが，あの近くに公園を作っていた
だければと思います。長太は鈴鹿市の端っこで恩恵が少ないので
はといつも感じます。
　この頃，車で見物にいらっしゃる方が多いです。

・是非お願いします。

14
観光（ハー

ド）
男性 ５０代 白子 －

・鈴鹿サーキットや椿大神社など観光施設に対するアクセスが不
十分。

・混雑回避できるような背策が必要。

15
観光（ハー

ド）
男性 ４０代 稲生 無

・つばき祭りで有名な近所の稲生神社について，保全はこれまで
通り努めて頂いて大変ありがたいですが，交通整備にも力を入れ
てほしい。
　付近の道は狭く，駐車場も不十分。

－
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資料２

産業・観光分野
生活実感調査票 集計結果（産業・観光分野）

生活や活動の中から感じた課題 これからどういう状態になれば良いと思うか
分野
別№

テーマ 性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

16
観光（ハー

ド）
男性 ５０代 玉垣 有

・鈴鹿市は，多くの村が合併してできた市であり農業・漁業を中
心に栄えてきた市であるため，歴史的な遺産等を大切にされてい
ないような気がする。いまからでも，歴史的な財産を観光資源と
して利用できないだろうか？

・箱物行政自体は，反対ですが，鈴鹿は，戦前海軍工廠があり，
歴史について，後世に伝えていく義務があると思っています。
アメリカのスミソニアン博物館のような，日本唯一の戦争や海軍
等の歴史博物館を国等の助成を受けて，白子駅近くに建設できな
いですか？
オンリーワンの博物館しかも駅前が必要と思います。

17
観光（ハー

ド）
男性 50代 河曲 無

・松坂や伊勢，志摩，鳥羽など県内各地に比べると見るべきも
の，行くべきところ，食べるものが少なく，遠方から私達を訪ね
てくれた友人達を案内するのも伊勢神宮などに案内することが多
かったのが残念。
・幹線道路を走っていても同じような量販店ばかりでお客にとり
つまらない。

・市内に伊勢志摩鳥羽など大型観光地とは異なる小規模で体験型
の施設や回遊出来る場に名古屋など都市圏や周辺の方々が日常的
に来訪され過ごされている状態。
・積み重ねた結果として一定の経済効果を生んでいる状態。

18 起業 男性
70歳
以上

栄 有 ・起業への支援。 ・財政支援の裏づけが必要。

19 企業誘致 男性 60代 深伊沢 有 －
・西部地域に耕作放棄地が増える中，工業・商業などに誘致がで
きればいいと思う。

20 企業誘致 女性 40代 若松 無
・鈴鹿市の財政は大丈夫なのかと心配です。中学校の給食化は近
隣の市町よりも遅れています。遅れている理由は財政が少ないか
らでしょうか。

・企業誘致を積極的に行った方が良いと思います。雇用が増え，
人が増え，活気があるまちになると思うし，財政収入が増えると
思います。
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資料２

産業・観光分野
生活実感調査票 集計結果（産業・観光分野）

生活や活動の中から感じた課題 これからどういう状態になれば良いと思うか
分野
別№

テーマ 性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

21 企業誘致 男性 40代 神戸 無
・現在の市の税収がどのような状態か分からないが税収を増やす
ためには企業誘致を行い，人口を増やしていくことが不可欠と感
じる。

－

22 工業 男性
７０歳以

上
若松 有 ・車関係の工場を誘致してほしい。 －

23 工業 男性
７０歳以

上
国府 有

・企業誘致の推進。過去の事例として，在鈴鹿の企業が他市
（津）へ移転事例あり。

・産業政策部門が，日常のルーティンとして企業とコミュニケー
ションをとることが必要。環境変化の中で企業ニーズをタイム
リーにキャッチ。
・次世代業種に焦点を当てた誘致のＰＲ。

24 工業 男性
７０歳以

上
国府 有

・中小企業の活性化。鈴鹿の中小企業の中には，得意技を持って
いるのに，企業環境シュリンクの中，売上拡大望めず，苦戦中。

・中小企業単独では，海外進出は，ハードル高い。そこで産業政
策部門に海外進出をコーディネートするセクションを設置し販路
拡大や技術支援で，ビジネスチャンスを増やす。結果として企業
収益ＵＰ。現在のものづくり支援策の活用も一考を。（国内の例
としては北九州市。）

25 工業 男性 ５０代 玉垣 有

・鈴鹿市は，本田技研を中心とする，車産業に多く依存していま
す。しかし，自動車業界も，海外進出や資材調達の多様化などを
進めており，中小企業の経営は，厳しいと聞いています。車産業
以外の産業に対し，育成する必要を感じています。

・ベンチャー企業など，先進的な取組み（成長分野）を行う企業
の誘致・育成を図る必要があります。
例えば，電気自動車特区・ロボット特区など，日本をリードする
産業に対し，市独自の助成を充実していく必要があります。（電
気自動車の購入に対する助成は不要と思っています。産業助
成。）
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資料２

産業・観光分野
生活実感調査票 集計結果（産業・観光分野）

生活や活動の中から感じた課題 これからどういう状態になれば良いと思うか
分野
別№

テーマ 性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

26 工業 男性
７０歳以

上
玉垣 有 ・施設，工場，労働者の余剰。

・会社倒産等による施設，工場，労働者の余剰を市外，県外への
売り出し，又協力工場になる。（市の斡旋，ＰＲ。）

27 工業 男性
７０歳以

上
国府 有

・伝統工芸の継承。
・鈴鹿伝統工芸の認知不足。
・ビジネスとしての心配。（白子型紙，墨）

・伝統文化部門と産業政策が連携し，国，内，外でビジネスとし
て販路拡大に結びつける。

28 雇用支援 男性 60代 飯野 有 ・市内・地元で働く場所の確保。

・企業の（郊外への）誘致。（１年１社の誘致。）
能力あるニートゼロ。
新卒の就職率100％。
能力ある長期離職者ゼロ。

29
商業・中心市
街地活性化

男性 ４０代 若松 無 ・商店街のシャッター街化への対応。 ・無料解放など有効活用化の施策。

30
商業・中心市
街地活性化

女性 ５０代 箕田 無

・鈴鹿市，平田町など大きい駅の前がさびれていると町全体がう
らぶれたかんじにみえる。特に鈴鹿市の駅舎のビルが空家のまま
放置されているのはさびしい。

－
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資料２

産業・観光分野
生活実感調査票 集計結果（産業・観光分野）

生活や活動の中から感じた課題 これからどういう状態になれば良いと思うか
分野
別№

テーマ 性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

31
商業・中心市
街地活性化

－
７０歳以

上
白子 無

・鈴鹿市で近鉄本線の通る（白子）特急電車の停車する駅の周囲
をもっと活気ある町，街にしたらと思います。

・白子からサーキット，本田技研，平田，亀山，関等をもっと便
利に人の集まる所に足を運べる公の交通網が有れば・・・。

32
商業・中心市
街地活性化

男性 ５０代 玉垣 有

・市中心部の工場（大東績や鐘紡）が，撤退し住宅団地等へか
わっている。また，駅前でも証券会社が支店の閉鎖等を行ってい
ます。平日の昼間は，駅前など閑散としています。各地域の商店
街もシャッターが閉まっている。

・働く場の確保は重要であり，工場誘致を積極的に進めてほしい
です。しかし，工場だけでなく，サービス業や金融業等，多様な
企業誘致を図るべきです。
　特に，白子駅は，市の玄関口であり，計画的な都市整備が必要
です。
例えば，航空機産業の事務所や研究所など三重大学の海苔の研例 ，航 機 業 事 所や研 所 研

究所など，ソフト的な働く場が，もっと必要です。

33
商業・中心市
街地活性化

男性 20代 玉垣 無
・「鈴鹿市」といえばこれというものが，Ｆ１くらいしかないの
で国内での印象が薄く感じる。

・もっとＦ１くらい有名なものがあれば面白いまちづくりができ
ると思う。

34
商業・中心市
街地活性化

女性 40代 庄野 無 ・鈴鹿市駅周辺や市役所近くの空洞化が気になる。

・イオンモールのような大型商業施設の誘致にもっと積極さを見
せてほしい。
・四日市市にある「じばさん三重」のような施設を鈴鹿市内の駅
の近くやショッピングセンターなどに作るのもいいのではない
か。

35
商業・中心市
街地活性化

女性 ５０代 深伊沢 無
・企業が派遣社員や契約社員で雇用する所が多いので，労働条件
がきびしく人生設計をたてるのが難しい。

・働く人が安心して働けて将来に夢を持てるような労働環境に
なってほしい。
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資料２

産業・観光分野
生活実感調査票 集計結果（産業・観光分野）

生活や活動の中から感じた課題 これからどういう状態になれば良いと思うか
分野
別№

テーマ 性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

36
商業・中心市
街地活性化

男性
７０歳以

上
栄 有

・中小企業において，定年退職等した方々の技術や知恵がいかし
きれていない現状がある。

・定年退職した方々が再雇用，再就職することにより，企業の教
育的立場として活躍していただく。採用した企業側にもさらなる
助成金，税制面で優遇措置を設ける。

37
地域資源の活

用
男性

７０歳以
上

－ 無 ・表玄関として，アピールの在り方。 ・企業一任と想われるが，鈴鹿の特徴ポイントの整備。

38
地域資源の活

用
女性 ５０代 白子 有

・今話題のふるさと納税（三重パスポート）に期待。Ｆ１，サー
キット，白子駅の活性化を。

・市民活動等々でよさこい祭り，街コンなど，あまり知りません
が，若い方々など活発に活動されているので，大いにこれからも
期待しています。

39
地域資源の活

用
男性 ６０代 国府 有

・鈴鹿市にはイベントは有るが，期間が短く一時的なもの。鈴鹿
にはＢ級グルメと言ったものも無い。人を集める努力をしてほし
い。（飯高の道の駅。）

・道の駅と言った施設を造り，多くの人が毎日来るようにする。
市内各地における珍しいグルメ品，農産物を販売。農家に対する
現金収入も入る。
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資料２

産業・観光分野
生活実感調査票 集計結果（産業・観光分野）

生活や活動の中から感じた課題 これからどういう状態になれば良いと思うか
分野
別№

テーマ 性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

40
地域資源の活

用
男性 60代 牧田 有

・鈴鹿はスポーツイベントが盛んであるが，興味の無い者から見
ると全く蚊帳の外。イベントをやらないと集まらないのがスポー
ツイベントの欠点でもあるので，イベントに頼らずとも観光客を
呼べるものを育成する必要性を感じます。例えば，歴史にならっ
た関町の旧東海道などの町おこし的なもの。石薬師＆庄野宿など
の東海道，又は白子の街道ウォーク。それらのＰＲの方法と整
備。

・鈴鹿市は全国的にも知名度は高いが，残念ながら恩恵は感じな
い。

・何を観光資源にできるか，どのような方向に伸ばせば観光資源
として伸ばすことができるのか，市民の声と外部の力を掛け合わ
せて形にする。単に観光するだけでなく体験型も組み込んだ参加
型の開発。
別項でサイクリングを取り上げているが，例えば近鉄鈴鹿線を自
転車持込可能なサイクルトレインにする，実現すれば利用客の増
加にも寄与するだろうし，視点を変えて常識にとらわれない，
ニーズを掘り起こすことができるなら挑戦する価値が高いと思
う。

41
地域資源の活

男性 40代 白子 無
・鈴鹿には産業として自動車があり，観光としてＦ１がある。人 ・国の施策である「地方創生」に乗っかっていくのが，鈴鹿の活

41
用

男性 40代 白子 無
口２０万人で海があり山がある，ちょうど良いまちだと思う。 性化の一助になるのではないか。

42
地域資源の活

用
男性 ５０代 石薬師 有

・地元水産物を購入したり，展示したりする所が少ない。観光資
源が活用されていない。

・地産地消を推進。
・市外へもＰＲ。
・水産と農業のコラボ施設。

43 農林水産業 男性 ６０代 牧田 有 ・農業，水産業　個別で行われている。

農業 水産業
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資料２

産業・観光分野
生活実感調査票 集計結果（産業・観光分野）

生活や活動の中から感じた課題 これからどういう状態になれば良いと思うか
分野
別№

テーマ 性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

44 農林水産業 男性 ５０代 － 有 ・農業資源が活かされていない。（特色がない。） ・特色（お茶）などを計画的に市，県外へ発信をしていく。

45 農林水産業 男性
７０歳以

上
稲生 無

・白子・千代崎・若松と漁港を持ちながら人を集めるものが無い
と感じる事が多くある。

・他に負けない魚貝を使った名物となるものが無いか多くの人を
集める場所は，安くおいしければ皆集まると単純に考えてしまう
が？

46 農林水産業 女性
７０歳以

上
栄 無

・鈴鹿のお茶は品質良いお茶だそうですが，生育期に施される
「消毒」真っ白く先が見えないほどふりかける「農薬」恐くなり
ます。

・農家さんは販売用と自家用と分けて栽培するそうですが，値段
は高くても良いから自家用栽培分を鈴鹿市民に提供してほしい。
自由に購入できるように生産者も企業努力してほしい。

47 農林水産業 男性
７０歳以

上
玉垣 有

・地産地消システムが確立できていないため農家が発展していな
い。

・市が地産地消運動を積極的に行い，各生産者の連携により新し
い効果（詰み合わせ等）をあげる。

48 農林水産業 男性
70歳
以上

栄 有 ・「地産地消」「地消地産」の育成。 ・財政支援の裏づけが必要。
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資料２

産業・観光分野
生活実感調査票 集計結果（産業・観光分野）

生活や活動の中から感じた課題 これからどういう状態になれば良いと思うか
分野
別№

テーマ 性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

49 農林水産業 男性 50代 河曲 無 ・車で走っていると耕作していない田畑が増えている。
・耕作放棄地を減らす恒常的な仕組みが作られ機能している状
態。（課題として挙げた高齢者対策を兼ねて，彼らのマンパワー
を活用する等の対策が必要。）

50 農林水産業 男性 ５０代 石薬師 有 ・農地，山林の担い手減少による無管理地が増えてきた。
・都市住民への農地リース。
・イベントを通じたボランティアの農地や山林管理ができれば。

51 男性 60代 玉垣 有 ・休耕地が増えてきたように感じる。
・休耕地の有効活用。
ドイツでは油菜を植えて菜種油で車を走らせ，発電もしている。
そのような景観もきれいで，環境にやさしいまちづくり。

52
モータース
ポーツ

男性 ６０代 若松 有
・Ｆ１は大きなイベントですが，そればかりに頼りすぎる気がす
る。

－

53
モータース
ポーツ

男性 ５０代 － 有
・観光資源が市の活性化に連動していない（サーキット，モー
タースポーツが鈴鹿一丸となっていない）。

・モータースポーツのメッカとして，イベント拡充，市内商業施
設への還元策を打ち出す。
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資料２

産業・観光分野
生活実感調査票 集計結果（産業・観光分野）

生活や活動の中から感じた課題 これからどういう状態になれば良いと思うか
分野
別№

テーマ 性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

54
モータース
ポーツ

男性 ３０代 天名 有 ・多様なモータースポーツを知る機会を増やしたい。
・本田技研，サーキット，二輪，四輪販売店との連携によるイベ
ントの開催。モトクロス，ラリーなど。
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その他

男性
７０歳以

上
飯野 無 ・普通。 －

女性
７０歳以

上
神戸 無 ・すばらしい。老人が住みやすい所です。 ・今のままでよろしいかと。

女性 ６０代 井田川 有 －
・シングルのママが生きていきやすいようにシルバー世代を利用
する・・・。

女性 ５０代 白子 有
・まちづくりは市民全体の仕事として市民の意識も高めていく
様，自治体制で考えたらよいのではないか。

・自治会やボランティア等で呼びかけをし，町ぐるみで取り組
む。

男性 ５０代 － 有
・行政サービスのガイドラインがわからない。依頼しても断られ
る。（公共設備など。）

・行政サービスリストの作成，相談体制充実。

生活や活動の中から感じた課題 これからどういう状態になれば良いと思うか

生活実感調査票 集計結果（その他）

分野
別№

テーマ 性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※
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その他

生活や活動の中から感じた課題 これからどういう状態になれば良いと思うか

生活実感調査票 集計結果（その他）

分野
別№

テーマ 性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

女性
７０歳以

上
栄 無

・京田と東磯山の境界を流れる河川工事をＨ２５年１２月完成と
標識立てて工事開始したが，Ｈ２６年３月に延期，更にＨ２６年
１２月に再度延期。
　生活道路を封鎖して利用できない。住宅地で市民が大人しいか
ら我慢しているが，「行政，何やってるの？」の不満は大きい。

・早期に工事を再開して封鎖を解いてもらいたい。

女性
７０歳以

上
神戸 無 ・鈴鹿市神戸に住んで６０年になります。安心できる町です。 －

男性
７０歳以

上
若松 有 ・買い物，医者は近くに有りあまり不自由はありません。 －

男性 ５０代 栄 有 ・中学校ホームページがアップデートできていない。 ・ルール，運用の整備，徹底。

男性
７０歳以

上
牧田 有 ・完熟しない自由・民主主義の中で育った方々の思想の転換。 ・少数方なので何とか・・・やはり無理なのでしょうか。
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その他

生活や活動の中から感じた課題 これからどういう状態になれば良いと思うか

生活実感調査票 集計結果（その他）

分野
別№

テーマ 性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

女性 ５０代 白子 有
・目まぐるしく状況が変わり流されるまま深く考えると，将来が
不安でいっぱいと思える。しかし，メディアからの情報に影響大
で良くも悪くも二転三転して戸惑う。

・人が育つ環境は，人間形成に大きく影響します。

男性 60代 飯野 有 ・鈴鹿市に住むことによる誇り感の創造。
・誇れる，又，特徴ある，施策・施設・人が随所にある状態。
（必要以上に多くある必要はない，総花的にならないように。）

女性 ５０代 深伊沢 無 ・畑が多いのでみどりが多い。 －

男性 ６０代 椿 有 ・新名神の建設について。 ・無事故の日々でありたい。

男性 ６０代 椿 有 ・教育が大事であると思う。 ・住みよい町にしたい。
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その他

生活や活動の中から感じた課題 これからどういう状態になれば良いと思うか

生活実感調査票 集計結果（その他）

分野
別№

テーマ 性別 年齢 居住地域
ボラン
ティア
※

男性 ６０代 椿 有 ・行きやすく，楽しいところ。 ・子供から大人まで心をいやすところ。

男性 ４０代 玉垣 無 ・駅，バス停付近をもっと明るくした方がいい。 －
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