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多くの市民の皆さんのアンケートへのご協力ありがとうございました。返送された封筒のう

ち２０２通に切手が貼ってあり、さらに総額４千円を超える切手や募金までいただきました。

ご厚意に心よりお礼を申し上げます。 

寄せられましたご意見、ご要望は実現できるよう全力を尽くします。今後とも市民最優先の

市政をめざしてがんばりますので、よろしくお願い致します。  
実施要領 

 期 間 ： 2020 年 4 月 10 日～6 月 10 日 

 配 布 数 ： 4 万枚 

 配布方法 ： 全市を対象とした各戸ポスティング（アンケート用紙と封筒をセット） 

並びに、アンケート用紙に QR コードを掲載し「web アンケート」を呼びかけ 

 返信方法 ： 料金受取り人払い郵便 

 回 答 数 ： 合計 1,114 通（封筒－874 通、Web アンケート－240 通） 
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 集計結果・グラフと意見

１．新型コロナウィルス感染拡大の影響はいかがですか。

　　①影響大で困っている　②少し影響がある　③あまりない
　　④全くない　⑤無回答

全くない

項　目 数 比率

影響大で困っている 403 36.2

少し影響がある 538 48.3

あまりない 114 10.2

全くない 12 1.1

無回答 47 4.2

合　計 1114 -

[ 設問 ] 居住年数
項　目 数 比率

５年未満 171 15.4

５～２０年 315 28.3

２１～４０年 338 30.3

４０年以上 243 21.8

無回答 47 4.2

合　計 1114 -

[ 設問 ] 年齢
項　目 数 比率

１０代 8 0.7

２０代 63 5.7

３０代 171 15.4

４０代 190 17.1

５０代 165 14.8

６０代 182 16.3

７０代 214 19.2

８０代以上 73 6.6

無回答 48 4.3

合　計 1114 -

[ 設問 ] 職業
項　目 数 比率

正規勤務 214 24.5

非正規勤務 107 12.2

自営業 52 5.9

農業 12 1.4

専業主夫・主婦 94 10.8

年金生活者 263 30.1

学生 7 0.8

その他 52 5.9

無回答 73 8.4

合　計 874 -

回答者の分類
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区分 意見
学校休校が困る。子どもと自由に遊びにも買い物にも行けない。雨の日が外にも出れず非常にストレスがたまる。

週5日パートだが本社がテレワークになり自分は自宅待機に。パートのため休業補償もない?所長に相談しても何もわから
ない。国はパートにも休業補償をしてほしい。生活に困る。

PCR検査をもっと増やしてほしい。
当方もお客も心配している。趣味もできず、早くワクチンを作ってほしい。
交流センターや図書館が閉鎖され使えない。

子どもが休校で運動不足や学習不足が心配。日々家でゲームかスマホ、テレビで過ごす。食事代、電気代、水道代が増
加。感染防止のため通勤をTXから車にしたので、ガソリン代、高速代が負担に。

コロナに関しては市のHPの危機管理課に問い合わせても返信がない。県の情報の転写だらけ、自粛の要請の話は誰も知
らない、どの行政も・・・。

PCR検査が少なく、無症状の人からうつるのではと心配。市内の感染者が出た地区を公表してほしい。
テレビが政治とコロナのニュースばかりで不安をあおっている。NHK民法とも「教育番組」を流した方が有意義。

図書館が急に休館になり、(コロナなので異論はないが)、登録者にはメールで知らせるなど一言事前にお知らせを。他地
方に較べつくば市の図書館が一番サービスが悪いと感じている。

テレビの報道しかわからない。PCを使えない。

在宅勤務で外出の機会が減り、ちょっとした用事も困難に。市役所の手続きは電子決済にしてほしい。あらゆる場所で電
子マネーの導入を。(特に今は現金不足なため)

仕事がなくなった。個人のクリニック勤務だったがコロナで患者が減り解雇された。
仕事に行った方がよいのか、行かない方がよいのか分からない。
精神的な閉塞感。外出しにくくなった感じがする。

経営面・・アパート建設中の作業遅れて完成が見えず収入予定が立たない。(建築資材の未着?) 　健康面・・スポーツジ
ム、市の施設が使えず運動不足。受験生・・大学入試を控えて塾も行けず。

在宅勤務を強いられている。人間らしい生活もできない。

緊急事態宣言から1か月経っても効果が見られない場合、営業停止対策で、営業者には罰金を科す(代わりに支援金は早
く渡す)、、高速道路や県境は物流緊急車以外通行止めなど、対策強化を。

マスコミが不安をあおるのはやめて。野党が反対・批判ばかり。見ていてストレスがたまるのでやめて。批判的な態度では
なく、アイディアを出してほしい。

病院に行くことも怖い。又、営業に影響が出ると人々の気持ちも下がり、不景気だけでなく、治安までも悪くなるのではない
か…考えただけで怖い。

出歩くこと（旅行含む）がためらわれる。人との交流を制限せざるを得ない。

つくば市に日本財団が９０００床のコロナ感染者隔離施設を建設するとの報道があり、驚いた。市長が、これにどう対応し
てくれるのか大いに関心がある。医療に携わる市民、それを享受する市民。今後、厳しくなるであろう市民の医療環境を全
力で守ってほしいと思う。（上記の施設建設には当然反対である）

学校休校で勉強の遅れが気になる。つくば市の小中学校は夏休みや土曜日を休校分の時間に充て、遅れを取り戻してほ
しい。（夏場は校内のエアコンを常時つけてほしい）

自粛の程度が中途半端なように感じる。職場は通常通り。（テレワークは無理だが、休んでも影響の出ない業務。）国が保
護してくれないのなら、自治体からの要請をもっと強くしてほしい。中途半端なしめつけが長く続くことが、ストレスだ。

民間は大きな痛みをうけている。議員数削減、報酬下げる。公務員も民間同様の痛みをうけるべき。給与を下げる。ボーナ
ス削減すべき。でも共産党ではできないでしょう。

仕事が減少し、収入も減少された。

会社員の給与を補償してほしい。コロナ感染しているか否か、抗体検査をして、抗体のついている人は動けるようにしてほ
しい。それが、経済対策になる。

学校の勉強がこれでいいのか心配。職場も休業で収入減ですが、様々な支払いは今まで通り発生する。
子を安心して預けられる場所
仕事上の取引先が、飲食店が多く、酒屋さんなどまで大きく売り上げが減少。家賃や社員の社保負担が大きく…

コロナの影響で仕事が３月末から１ヶ月以上、6/5まで休業になった。早くから休業になり感染対策と自粛が出来て良かっ
たのですが、収入が半減した。助成金の１０万円では足らない。当初の３０万でなんとか生活できるかと考えていましたが、
とにかく今のままでは支払いもできない。

今後もし保育園の登園が強制的に中止になったら、子どもを預ける先がなく、仕事ができなくなる。

防災無線のあるところはいいが、つくばの中心地区では、今回の緊急事態宣言などがわからない人も多い。車で回ってい
ても聞こうと思っても、すぐ移動していて何を言っているのかわからない。

友人と会いにくい

自分の事ではないが、外国人労働者（研修生）の皆さんが、仕事をストップしているので、賃金はどうなるのだろうか？この
ままでは母国にも帰れないので、今後の生活はどうなっていくのか、とても心配。特に彼らは、日本国内の情報を母国語で
受け取れないことが多いと思いますので、そのケアが必要。

不動産業をしているが、新規の購入者のお客様がいなくなっている。

自主活動で行っている運動教室で、市の施設を借りて行って来たが、4月から施設が閉所となり、教室の開催ができなく
なった。

小学校の非常勤。年間上限があるため、今後の見通しが立たない今、自宅待機中。（夏休みに授業があるかもしれない）
休業保障があるとありがたい。5月は無給だろうから、社会保険料の分がマイナス。

電車で出かけるのが好きなので出かけられずつらい。イーアスが閉まって、100均など行けない。

学園
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直売所につとめているが、客数が増え、感染におびえながら仕事をしている。時間は短縮され、給料が減ってしまうのでこ
の後どうしたらいいかとても不安。できれば行きたくはない!!

感染の心配で不安。普段の生活が出来ない。学校へ行けずに、子どもがストレスを感じている。
感染対策でも必要だが、仕事でも必要なマスクとエタノールが手に入らないこと。
外出できないストレス（精神的・肉体的）
医療崩壊が不安。

家族が都内勤務でTX利用していますが、満員状態で３密が守られない。パート先が時短で収入に影響が出た。子どもの
大学が始まらない。

学校が、始まらないことから、学習進度に遅れが見られる。オンライン授業ができるように学校をサポートして欲しい。
休校で自宅待機が長期化し、学力と心身の健康について心配している。

交流センターや図書館の閉館はやむをえない。個人営業の休業は気の毒だ。パチンコ店は不要。（従業員の次の雇用は
大事だが）依存症をなくすチャンス。学校の9月（または10月）の新年度開始に賛成。今やらなくていつやるのか。

音楽教室の講師をしていますが、3月からずっと休講が続いています。3密のため、仕方がありませんが、県の休業の協力
金などもなかなか申請もできず、つくば市は給付金などもなく、とても困っています。

学校、企業の再開、自宅待機へ解除を早くしてほしい。

学校が長期間休業となり、子どもたちへの学習、身体への影響が心配。給食関係業者、生産者への経済面の影響が心
配。

マスクの入手
東京に住む孫の世話に行くことが困難になった。気晴らしに街をウロウロしていたのが、自由にできなくなった。
スポーツ施設へ通えない。運動不足になっている。外出制限があり、遠出ができない。
都内通勤のため、在宅就業になり、先は不透明。娘の学業もできなくなり、実に困っている。
国会議員は活動費を返納すべき（現在活動できないのだから）賞与も辞退すべき
子どもが学校に行けず、友だちや先生とふれあう機会がなくなっている。在宅勤務にも限界がある。

自宅のローン返済、子どもの大学（私学授業料の支払い）高校生の子ども授業料、進路、今後学校の開始、進学就職、半
年間ずれ、どうなるのかなと子どものコロナうつなど。授業料を支払うのかなど。

PCR検査数と死亡率が貴重なデータとなるのに検査数が少なく、実感染者数すらつかめない。保健所体制は不要であり、
害すらある。

必要な外出がしづらい。１０万円×２か月分を　テレワークでストレスがたまる。　フリーランス・時給に補償を　店にないも
のが多い。　家が窮屈。

公園で遊べないこと。
テレワークと子どもの学習指導の両立が難しい。子どもの他者とのコミュニケーション力低下につながらないかが心配。

アルスを閉めるのは、致し方ない事だが、本をリクエストした方や予約者に窓口を開けてほしい。交流センターの図書室の
開放を望む。

5/13まだマスクが手に入らない。”アベノマスク”に使う財源や軍事費を市民生活に回していただきたい。

学校が始まらない。学童、保育園がやってもらえるがいつ閉まることになるかと不安。仕事が在宅に出来ないので休めな
い。物が急になくなるのが不安。

病院への検査、診察等ためらい。もしかして病気が悪化してしまうのではと不安になる。健康上、高齢者でも気にかかる人
がいるが訪問してよいか、その際バス、電車等利用するのはどうか？

家族中家にいて食事作りが大変です。贅沢かもしれないが。
外出ができない
市内の公園、野外スポーツ施設すべて使用禁止にしていることは行き過ぎではないか。
図書館の本の貸し出しをできるようにしてほしい。
アルバイトがリモートになりその費用ややり方の理解が大変。

経済的に困ることは今のところないが、昨日の緊急事態解除を受けて医療体制が万全かどうかが大変気になる。九州大
学の小田先生の提言のように検査を幅広く行い、隔離も症状に応じて徹底的に行うことで経済活動も並行して行っていくこ
とができると思うが、院内感染・施設内感染対策も含め国の本気度が全く見えてこないことが心配。つくば市は先手、先手
で対策してほしい。

店、施設が利用できない。夜遅くまでやっていた店がやってない。
普通の生活できずストレス。通常の仕事できずストレス。単身赴任なので帰宅できない。
外出自粛で外に出る機会が減り心身の健康維持がやや心配。

高校、大学とオンライン授業が始まり、同時に在宅ワークで1度に3台のパソコンが必要となり購入するが、パーツが輸入な
どの関係で納品に1か月以上かかった。他の市町村では困窮者（大学生など）に市で備蓄している食料品を配布したりして
いるが、つくばはそのようなサービスを聞かない。

小さな子供が2人いるので家庭保育がつらい。

茨城県は民放とFM局がなく情報を受動的かつタイムリーに得ることができずに困る。震災の時も給水所などの情報を得る
のが困難だった。新設してほしい。

怖くて仕事に行けない。

仕事が3か月以上休みになった。（持続化給付金がもらえそうなので金銭的には大丈夫）マスクがもっと手に入るようにして
もらえたらありがたい。

在宅ワークが続き、人的交流がない。
娘が東京に住んで１ヶ月に１回は来てくれていたのが来られなくなった。

学園
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家内の職場が都内にあるので、毎日エクスプレスで通勤。少し心配。年金暮らしで家にいることが多い状態。国の要望とし
ては収入等で困っている方に早く手当てをしてほしい。

はやく給付金（１０万円）を受け取れるようにしてほしい。休校も中途半端な事をせず、月末までと期限を明確にしてほし
い。分散登校も明確な対応策を表明してからはじめてほしい。分散登校も自由登校の形にしてほしい。（休んでも欠席扱い
にならない）

ゆとり世代の次のコロナ世代と言われそうなくらい勉強が抜け落ちている学生が多いことが心配。

今は何とかしのいでいるが今後どうなるか不安。この緊急事態に対し、対応が遅いと感じている。車の税金はしっかり来る
のにその他はまだ何も。せめて消費税を今はやめるべきだと思う。

県外（東京）大学と他県高校の（入学年）の子供たちは始業式もないままオンライン授業のみが大学は7日9月まで、高校
は5/31まで続き、いまだ一度も通学したことがない。とにかく通学したがっている。3/5～休校の下の子は丸3か月も学校が
ない状態でつらい。夫の研究所が知事要請に応じて在宅勤務を指示して以降、精神的に不安定で早く勤務をもとに戻して
ほしい。研究職の在宅勤務には限界がある。何もできないので。

今年になって東京にある企業から解雇されて失業者になった。当面は退職金を切り崩して生活できているが、その先が不
安でたまらない。この不景気では当分再就職はできそうにない。

子供（小学生）の学習の遅れ
子供の教育の遅れが心配
収入が減った
子供たちの遊ぶ場所がなく、兄弟げんかが絶えない。
生活の不安、先が見えない。健康。
日常生活の不安と恐怖。精神的な面。
勤務先（サービス業）の休業

ボランティア活動のための相談場所や印刷場所が閉鎖され、活動が全くできない。東京在住の息子一家が学校休業で子
供2人を預ける場所がなく、交代で休暇を取っているが、大変困っている。学校からは保護者が学習を見るよう（1日4時間）
指示が出ているが実現不可能。

在宅勤務は出来ないがオフィスでの長時間勤務が望ましくないとのことで、時短勤務になっている。長く続くと生活に影響
が出てしまう。

つくタクを使えるようにしてください。広く便利にしてください。病院へ行けるように。
マスクが買えない（店頭にない）

テレワークしているが、光熱費と通信費は自分持ち。また、５月は平日が少ないので、収入が少なく支出が多くなり、心配
だ。来年度、予算が減ったら、契約更新がなくなるかもしれず、とても不安だ。

マスクが売っていない　会社の休業

高校生、中学生の子どもは学校に行けず、勉強面がとても心配。９月入学になることを願っている。総体や、全国大会がな
くなり、とても残念。９月入学、始業式になって全てずらせたらと思う。休校中、いろいろ我慢をしていた分、これから少しで
も取り戻せる目標のようなものが見えるとありがたい。外に出れないストレスや、部活ができない、大会がない・・・で帯状
疱疹になってしまった息子。これから先、楽しいことが待っていることを願う。

仕事が減った
感染がこわくて外出できない。マスクや消毒薬も入手困難。（やむなくネットで買っているが高すぎる）

子どもが留守番している。学習がなかなか進んでいないことが心配。役にたちそうなネット情報も多くどれを選んだらよい
かも悩む。

仕事
今は、少しの影響であっても今後、影響は大きくなってくるので、早急に対応してほしい。

マスク不足で今やどこの店へ行っても買えず体温計も品切れでした。日用品の不足が目立ってきたので買いだめをしない
ように願うばかり。

健康…自分がかかったらと思うと気が気でない。体力に自信がない。不安で疲れる。布マスクは特にいらない。せめて、
サージカルマスクが良い。もしくは除菌剤。　学校・児童クラブ…ずっと朝から児童クラブを開けるのはしんどい。気疲れす
る。工夫して学校を再開させた方が密集しない。子どもたちのストレスで大人もダウンする。また、人員が減っていく。でも、
仕事が休みになると生活が困る。　外出自粛は、特につらくない。給料が減ったら生きて行けない

外に出ないが、仕事も必要。介護保険事業従事者であるが、人員基準、専門職（看護師）の配置で大変困っている。
医者に行くのをためらう。
医療崩壊目前で気が滅入る。投資した金額が落ち込んでいるのもストレスだが、これはどうしようもない。

パチンコ店で働いています。今、仕事の休業で休みになっている方が多く、来店するお客様が咳をするとコロナではと不安
になる。他地域から来ている方も増えてきました。お店的にも休業したいのかもしれませんが、スタッフがかかってしまった
らそれこそもっと大変になってしまうので、ぜひ全国のパチンコ店に休業するように指示がほしい。パチンコ店こそ休みに
なった方がいい企業だと思う。恐ろしい。職場のスタッフも嘆いている。助けてください。

仕事（営業）でお客様と接することが出来ず、賃金・手当の面で減収！（土浦を中心に近隣市町村を活動）会社としてもま
だ大丈夫として、休ませてもらえません。（土浦市勤務）　給付内容に対しても、市民全体にわかるように周知徹底してほし
い！（自己申告の方、内容を早急に個々に周知してほしい）

運動ができない。出勤できない。ネット環境が不十分で仕事ができない。
病院への通院を断られる。マスクが買えない。

不安のみ　（食料品の宅配、買い物など、商品の外側を消毒液でふかなくても大丈夫？新聞などまではできないが、外か
らのもの。外出した時の服。（今のところファブリーズor洗濯など）

学園
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介護ショートステイで働いている。ショートですので、毎日のように利用者の出入り、送迎者の家族との接触があり、その家
族の活動状況も気になる。自らは、散歩程度、通勤は車で、買い物は宅配と個人商店のみ。仕事は辞めたいが、辞めさせ
てもらえない。

保育園も登園自粛要請が出ていますが、休ませた分だけ、給食費も小中学校同様、日割り等で返金してほしい。給食費も
自宅で食事することを考えると、大きな出費。保育料は日割りで返還とありますが、対象は未満児だけの様。何とかなりま
せんでしょうか？以上児は無料なので対象外？

心身の健康のため、週1回の頻度で、自転車で通っていた教室が休講となり残念！ちょっとの外出でもマスク着用・手洗
い・うがいをいちいちしなければならず、面倒だし、いろいろもったいない。

いつになったら減っていくのかがわからないので、不安です。つくばでも16日現在で21名もコロナ患者が何処で発症してい
るのか買い物にも行かず、もう1ヶ月も家より出ていない。運動不足不安。如何にコロナを下火にするにはどうすればよい
のか考えさせられる日々。

病院での待ち時間が長い。（4月には薬だけの時でも1時間）持病持ちの高齢者です。一般病院での別診療を早く決定して
ほしい。県内でも（日毎にコロナ感染者のふえている現状）PCR検査に於いても、早くできるようにしてもらいたい。

個人事業主を守ってほしい。給食がなくなり、食べられない子がいるのではないか、心配。子どもを守ってほしい。

別居の孫を預かり、学校へ行き（給食あり）、学校休みと別々に預かりました。少し学校に行くと行きたくないと言い、途中で
休みとなった。まだ、学校へ行きたくないと言える子は良いとして、家庭によっては言えない子もいると思う。子どもはみん
な同じにしてほしかった。心が傷ついたよう。また、年金暮らしで、食費、電気他がかかり家計にひびきます。一人一人に国
の見舞金が早急にほしい。

飲食店で働いている。予約がすべてキャンセルになり、「休んでください」と言われ、収入がなくなる。生活できない。助けて
ください。

家族のメンタル面。感染の不安や、衛生用品が手に入らない事で、精神不安定になっていると思う。親子、夫婦間でのケン
カが増えた。自身は、元看護師だが、職場復帰の理解が得られない。

普段からあまり外出はしませんが、4月癌治療のホルモン療法を開始しますが、どうなるのか。4月の美容院は中止しまし
た。7月に夫の13回忌を東京の寺で行うつもりですが、如何なることやら心配。4月の眼科はどうするか悩み中。

仕事で使う資材の入手に時間がかかる。受注が例年より少なくなってきている。マスクが入手困難。

①病院に行きたい時でも、感染の恐れがあってうっかり行けないので困っている　②学校休校が長いため、孫3人の面倒を
見ているが、いつ終息できるのかわからないので、孫たちの学習面で不安がある　③買い物をしたいと思ってもスーパー
等に気軽にいけないので困っている

言っても仕方がない。コロナの一日も早い終息しかない。
つくば市の人々は外出をひかえて耐えているのに、他県からパチンコ店等に多数来店し、国の対応が遅くイライラした。
学校関係で学年別登校、又は時間、午前中などの登校
現在、新型コロナウイルス感染拡大で頭がいっぱいですので、アンケートまで余裕がない。「３密」に気をつけている。

学童クラブで広い場所が確保できている所はいいが、狭い所ではなかなか難しい。消毒等が増えていて管理も増大しそ
う。

休業した時の補償をしっかりやってほしい。住民税、固定資産税は免除してほしい。

外出できず、ストレスがたまるが、すべての日本国民が同じ思いをしているので仕方がないのはわかるが、先の見通しが
たたないので不安である

保育所に勤めている。中学生、小学生の子は2人とも学校が休校なので家にいます。高齢の祖母が家にいてくれますが、
家庭内がピリピリしている。我が家でコロナの感染者が出るとしたら、それは間違いなく私。家族にうつしてしまうことも確
実。毎日不安を抱えながら出勤している。保育所では、咳が出たり鼻水の出ている子を毎日預かっている。保育所はどうし
て休みにしないのでしょうか。子どもと関わる仕事の中で、一番感染リスクが高い。

仕事が休みになり、給与がもらえなくなりました。いつ仕事が再開できるか不安です。アルバイト・パートを探してもコロナウ
イルスの影響で働き口がありません。生活ができず、苦しいです。

出身が東京のため、勤務先、生家、墓地等、東京にある。暮れから、正月、彼岸など東京に行っていない。

新型コロナウイルスの影響で所得が減る世帯がたくさんあると思うので税金の免除や補助金の給付等、金銭面での対策
が必要不可欠だと感じましたし、そうして頂きたい。

仕事がない

他県や他地域で仕事をして、現場でコロナが発生したらつくば市からきた自分のせいだといち早く言われそうで、仕事に行
けません。つくば市内もガイダンスが流れているので、17時以降仕事ができない。

外出（買い物、散歩など）

市への要望→心配な人は誰でもPCR検査が受けられるように！　自分自身は、義務や義理がほぼ無くなり、時間を好きに
使えるので、かえって楽しく過ごしている。（普段、読み切れない本を読んだり、作ってみたかった料理を作ったりと…）た
だ、娘夫婦は、5歳の子どもを抱えて共働きをしているが、保育園で預かってもらえない。通勤が怖い、など不安があり、親
として何にもできないのがつらい。

東京等へ出かけられなくなった。市の施設（テニス、交流センター）が使用できなくなった。
営業活動ができない。
中学校に行けなくて、勉強がはかどらない。そして、友達に会えないのさびしい。
子どもの勉強、体力面（運動不足）仕事を減らして夫婦でみているため収入減

糖尿病、心臓病にかかって通院中。バスでの通院には不安がある。感染したら、まず助からないと思い、薬を郵送してもら
えないかクリニックに電話相談したが、受け入れてもらえない。精神的にものすごくきつい。5月7日で薬が無くなる。

仕事減少で、今後が不安。教育がストップしているので、今後の進め方に不安。
買い物、病院通い
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感染拡大を防ぐため、検査を充実してほしい。（病院以外の場所で）今後、感染対策として医療用品の国、県の備蓄を。

少しでも多く、検査をし、隔離してもらいたい。発熱外来を別に作り、予約制にして普通の病院でも検査をしてもらいたい。
今後、感染に対しての医療用マスク、ガウン、手袋、アイシールド、アルコールなどの国、県の備蓄を！

まさかの感染症に自由がうばわれてしまった。ストレス大である。いつまでこんな状態が続くのかと思うと心配大である。
社会がどんなになっていくか心配。個人的には外に出られない。みんなと関わるクラブのようなものが出来ない。

東京まで通勤しているが、感染が心配でならない。このままでは、経済活動が停止して収入が得られない労働者が増え、
生活に困る人が増え、そういう市民の方を救う対策をしてもらいたい。

子ども（小5、小1）が友だちの家へあそびに行けない。学校生活ができず、学力、交遊面が心配。親子の距離感が近くて、
親が休むヒマがない。食費が増えた。

自由な行動が極めて束縛されており、生産的な活動が制限された状態にある。偏に、リーダーシップを取るべき国家の首
脳部の判断の遅れ、決断の無さが事態を悪くしており、国民を苦境に晒している。

高齢者を対象にしたボランティア活動（憩いの広場、シルバーリハビリ体操、運動推進など）が、推進できず、「3密」がうら
めしい。厳しくとも我慢をし、全市民一致団結して難局を乗り切ろう。

家族の1人が毎日のように買い物に出かけて帰った後、4日くらい咳をしている。（スゴイ人で店は混雑しているらしい）不要
不急の外出はするなと言うけど買い物はするしかなくて、その買い物がそれこそ（3密）みたいになる。

仕事が出来なくなった場合の補償がない。
マスクとアルコール不足、使い捨て手袋（放課後デイ事業所）　子どもたちの学習面（休校中）

休校＆こども園も5/6まで自由登園になり、平日仕事の時だけの預かりとなり、平日仕事休みは預けられないため、自分の
用事が子どもと一緒だとこなせなくて困るし、息が詰まる！クリニックを受診したら、子どもと一緒は拒否された。子どもを置
き去りにしろってこと？

中途半端な対策で、市だけでなくて国民全体が危機感が薄い。市というレベルではなくて困る。せめてつくばからロックダ
ウンしてみては。

仕事面、出勤減少。子どもの就活、困難。

子どもの教育、世話が大変。公園さえも外出できないとなると健康も心配。さしあたっては、金銭的な心配はないが、来月
以降は生活費が心配。

生協の宅配の品目が減っている。マスク、消毒液が店へ行く度、棚が空っぽで買えない。

出勤制限で在宅となり、狭い大人数家族で在宅勤務環境は整わない。経費も自己負担。県立高校、市立中学校など、オン
ラインというが、国の責任で授業放送をNHKに命ずるべきだ。政府のせいで、憲法の３大義務を全うできないのは苦痛であ
る。

学校が休み（中学）来年3月受験

国民が一体となってほしいが、他人事だったりする人がいる。通常は個人情報は守らなければならないが、緊急時で感染
した場合は、感染経路や濃厚接触者確定のために行動歴を公開してもいいのでは？感染者の行動歴はスマホの位置情
報を使えばよい。

ポスト投函はコスト減のためと思うが、コロナの対策をしているのか疑問だし、クラスターを考えれば避けるべきでは？

母子家庭で、高3の娘と2人暮らし。大学に行かせてあげたくて、仕事を頑張っていますが、勤務日数と時間を減らされて収
入が激変です。住まいは、普通の賃貸なのでそれなりの家賃。つくば市は、家賃の助成もなく残念。児童手当金はコロナ
ウイルスにより、増額されているのに母子扶養手当金は増額されません。児童手当金がもらえない。15歳から18歳の学費
がかかり、大変なのに母子家庭は本当に大変です。

会社が休業になったので、収入がなくなった。一番困るのは、固定資産税や車税などの支払い。収入が減っているのに税
金は変わらない。納期の延長や減税などあっても良いと思う。コロナ中、固定資産税が1ヶ月遅れただけで延滞金を取る。
こんな中、必要ですか？

子どもが3人（８・５・３歳）がおります。子どもを家において買い物に行くことは心配が多く出来ません。しかし、スーパーに
行くとジロジロ見られたり、ツライ思いをします。また、散歩中でも厳しい目が光り、子どもの存在を悪いとばかりいわんと、
本当に嫌な思い、ストレスが多いです。

病院、銀行、買い物に行く。感染したらどうしよう…不安になってしまう。
困りごとではありませんが、安倍のマスクは無駄だったと思います。税金の無駄使い!!
訪問介護をしておりますが、使い捨て、手袋やマスクが耳の遠い方が多く、近くで話さなくてはならないため、不安です。

教員です。在宅勤務になってきていますが、個人情報の資料はあまり職場外では扱いたくないところです。現実は、データ
の持ち運び、移動なしに効率よく仕事は無理が出てきます。その他、やりずらさがたくさんです。仕事を探している家族が
います。コロナで外出も控えている中、さがしても仕事がありません。今後の生活も不安です。

子どものストレスが心配。そんな中教材の訪問販売があり、閉口しました。私はアルバイトがなくなり先行きも不安です。
人と会えないため、営業できない。（対面営業が90％なので）

学校―授業がなく受験生なのに規則正しく生活が出来ない。塾―休みになってしまい、勉強ができない。　クラブチーム―
大会など中止になり、秋過ぎて、引退できるのか不安。　雇用―4月9日～5月6日まで休みになり、保障がない。他に求職し
てもGW明けや希望するシフトがなく収入もなくなったため、5月の支払い、家賃での捻出が厳しい。

通院が恐ろしくてできない。

基礎疾患を持っているし、高齢なので、非常に心配。必要最低限の買い物に行ってもTVで紹介している様な幅広い通路を
持っている店舗ではない。支払い後、荷物の袋詰めまで非常に密な空間になってしまい、とても心配。

マスクやアルコール消毒液が店頭にない。市で、マスク券、アルコール消毒液券を配布して誰でも1箱、１ビンが購入できる
ようになればよいと思う。（継続して）境町で配布したマスクも購入できるようになればよい。

学校が休校延期。延期だが、思い切って９月スタートに日本もしてはどうかと思う。
トレーニングジムが利用できずにいて、体調の後退の不安。

桜
大穂

ー 6 ー



夜、遊べない。
妻の仕事がなくなり（旅行業）運良く地元で、（別種の仕事）働くことが出来ているが未来への不安が多い。

保育士の娘がいる。保育園が医療関係の方のお子さんを受け入れないという事をTVで見ますが、すごく残念。小学生の
子どもがいる保育士さんは、仕事も休めず、子どもを自宅に残したまま、仕事に出ている状態です。給料も安く、早番、遅
番、休日手当もない状態でも子どもたちの為、休まずコロナに向かい合っています。何とかその状況を知っていただきたい
のです。

定年退職後、シルバー関連の仕事に従事しながら暇な折には図書館より、本を借り、過ごしているのですが（週４，５冊）
今、図書館が閉館になり、そうそうに新しい本を買うこともままならず、困っているところです。１日も早い終息を待っており
ます。

娘は東京の高校に通っている。コロナで学校も塾もオンライン。毎日疲れている。東京まで通学も大変だが、友達に会えた
りするので、ストレスは発散できた。

家内と共にスポーツジムに通っていたが、現在は閉鎖中であり、運動不足に不安あり。
子どもたちのため、学校を注意しながら開校する　ネット活用も

個人事業主なので、もろにあおりをくらっている。今後も仕事が続けられるか非常に不安である。この数か月の家賃や生活
補助金がうけられるとありがたい。今のままでは来年がない。

息子は失業中で職を探しています。三年期限付きで研究所・大学で働いてきました。コロナウイルス対策でPCRの経験も
あり、お役に立てることも多いと思うのですが、募集もありません。何かお役に立てるのではと思う毎日です。

子どもが東京の専門学校に通っている。今年３年生。今年が就活になる。２月末より休校となり、約１か月分（３万円）の定
期が無駄になってしまった。開校の予定も決まらない。勉強や就活の遅れが心配。高齢のおばあちゃんを特別養護老人
ホームに入居させている。有料ホームなので外の病院受診は、家族が付き添うために、感染の不安を感じる。専門の介護
士に頼みたい。

歯科医などに行きにくい。

感染への不安。感染した場合、あるいはその兆しがあった場合の対処方法。マスク・紙・食糧等の品不足。自宅待機、政
策の出口戦略

学校が休校になった。公園をすべて閉鎖するのは”やりすぎ”だと思う。

幼稚園に行けず、子どもを遊ばせてあげられない。家にこもることで、イライラ、ストレスを抱えてしまう。＊しかし、コロナの
終息のためには必要なことだと思う。皆が協力してダラダラ長引かせずに、短期で終息させたい。

保育園が自宅保育を強くお願いしてくる事もあり、１ヶ月以上、仕事が滞っている状態に焦りを感じている。休園してもらっ
た方が、説明もつくというもの…自粛の圧だけ強くかけられるのは非常にやりずらい。

コロナの影響で学校が長く休校。家にいれば、子どもは学力も体力も落ち、ストレスもたまる。それなりの対応がほしい。親
も家に留守させる子どもが心配なため、仕事を休んだり、時短したりの対応になってしまう。保障に該当しないくらいの収入
が減る家族が一番辛い。

精神的不安。しかし、これはみんなが持っている事だと思うので、国に期待できるものでもない。むしろ、よくわからないア
ベ首相のなすこと言うこと、一向に言うことを聞かず、週末の人混みで観光地への集中を続ける多くの国民に対し、毎日の
報道を見聞きして怒りが増すばかり。どうしてもっと強力に規制をかけないのか。コロナそのものへの不安よりも、周囲から
もたらされるストレスの方がよほど大きくタチが悪い。

都内に毎週家事手伝いに通っていた。フルタイムで専門職の子どもの家に行けなくなり、孫たちの（小中学生）食事、弁当
作りなど心配。眼科の定期的な検査に都内に行けない。理容・美容院に行く時期なのに歯医者にも行けない。

レジャーができない
定年後の就職（年金が安いため）介護保険料が高すぎる。
会社員２人（長男夫妻）収入が1/3になり、動きがとれず、悪戦苦闘の毎日。援助金が必要。
親戚、兄弟の往来ができない。
子どもの登校がないことで日中の過ごし方が不安。両親ともに働いているため。

政府の対応が非常に遅く、国民にとって適切になされていない。１人一律10万円はありがたいけれど、今後も継続的な国
民のケアがなされるのか。店を閉じているところが増えているが、経済の活性化を図る支援を考えているのか…。疑問が
残る。自治体任せのところが見られ、国としてのリーダーシップが感じられない。

学校へ行けず、どのくらいのペースで勉強をすすめていいのかわからない。教えるのも限界がある。

緊急事態宣言に関連して、市の車が「外出自粛」を促すメッセージを送っているようですが、一度もきちんと何を伝えている
のか聞き取れたことがない。市役所の担当課に出向き善処するよう頼んだ。その際、担当の人は、車を停められない、聞
こえなかったら市役所に電話をするべきとの返答。急を要することが起きたとして、電話でするのかとあきれた。今回の宣
言のみでなく、今までいつも無駄だと考えている。

影響はあるが（通学→eラーニングへの変更など）対応可能な範囲。むしろ効率は良くなり、時間、費用、労力は軽減してい
る。そのあたりは良い変化だと思う。

年金暮らしなのでこれまで通りの生活。旅行ができないことと日常品の買い物を楽しみながらすることがなくなった。（店内
の滞在を短くするため）

養護学校の生徒の送り迎えの車で（バスは問題ない）付近の人が困っている。

特に重い持病はなく、自称「元気な高齢者」なので「自粛」と言われれば国の方針に従うつもり。しかし、ストレス、不安は
日々たまっている。

職場の営業が行えない。
病院勤務。大学のこの学費、就活（景気の低下の影響）。
心が病んでる。
学校の再開
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外出ができない。つくば市のコロナ対策を打ち出せないのか？

東京への往来ができない。各種集まりごとができず、生活が単調に。運動不足、物不足――普段から普通に手作りしてい
たが、スーパーに行っても有・無塩バター、イーストなど菓子作り、パン作りに必要な材料が売っていない。皆が買うから？
それともこんなものまで買い占め？どうなってるの世の中！給食の牛乳やパン用小麦粉はどこに行ったの？行き場のない
牛乳でバターが作れないの？イースト、小麦粉は店頭に出せないの？

派遣で自宅待機を指示されているため給与が支給されない。休業手当で6割は支給される予定。
収入が減った。子供が勉強をしなくなった。
在宅の時間が増えた。桜に住んでいるが、深夜問わずバイクのエンジン音が非常に迷惑で困る。
カルチャー教室の講師。休校のためその分の収入がなく困っている。
生活及び行動の自粛。

普段は事務所で一人勤務なのであまり心配ないが、1-2週間に一度来る上司があまり危機感がなく、出張で福岡や東京な
どあちこち飛び回っていて感染が心配。

学校の休校、保育所の自粛により家庭の負担増。食費の増。仕事（パート、バイト）休み→補償を求めるほどではないか
な？と遠慮してしまう。どの程度で申請が出せるか？基準が不明確。精神的ストレス（公園での発散も難しく）ますます少
子化？？

便乗値上げ

国の政策が後手で対応が遅すぎる。コロナが収束するころに給付金やマスクが届くと思う。これまでの数か月何をしてきた
か疑問。

小学生低学年と幼児の子供がいるので仕事を休んでいる。学校の勉強（課題）に親がついて教えないといけないので、自
由な時間がなく困惑。

コンビニとか公園のトイレを使用させて。

花粉症の時期と重なり、微熱が出てとても心配した。経過観察中の病気を持っており、病院に行くのを控えていて悪化して
いないか心配。

高齢者の運動の場を全面閉鎖したのは無意味。病院・施設を過信・優遇したのではないか？
通院
自営業なので営業していくのが難しく、夫がアルバイトせざるを得なくなった。

医療・福祉系の仕事をしているがマスクなどが少なくなっている。感染リスクがある仕事はしたくないがそうもいかない。リ
スクのある仕事をしている人への対応はないか。

今のところ普通に出勤しているが、出勤停止になった場合有給扱いになるといわれている。マスクが欲しい。マスクをして
いないといたたまれない。体温を測ってから出勤するよう言われているが、体温計の電池が手に入らない。子供が休校で
無気力に過ごしている。

親も子も気が滅入ってきている。自宅で子供に勉強を教えるのが少し負担になってきた。小学生なので一人で勉強に取り
組めない。

私立と公立・県立の中高の学業の差。子供が学校に行けないため仕事に行けない（仕事も少ない）。もし自分がコロナに感
染してしまった場合、どのような行動をとるべきか市から通知が欲しい。

交通手段が車しかない地域で活動するには、自分で車を運転しづらい高齢者は家に閉じこもりがちになってしまう。

飲食店の営業時間短縮のため仕事後の食事に困る。テイクアウトのみの店舗も増えているが、持ち帰りだとごみが増えて
困る。感染症対策を講じたうえで通常営業してほしい。世間全体のウィルス対策があまりに過剰で迷惑。一日も早く緊急事
態宣言、自粛要請、休業要請を解除してほしい。医療崩壊は新型コロナの指定感染症解除で対応すればよい。

子供のバイトが休みなってしまい、生活費の支出が増えた。

感染症の拡大抑制と経済活動のバランスをとってほしい。両方のバランスが取れる専門家がいるように思えない。政治家
は命の優先順位の決断を。

仕事を休まされ収入が減った。
長女→大学オンライン授業　次女→完全休校、オンラインなし
文化的行事ができない。
つくば郊外居住者。早朝ウォーキング。24時間営業の店で食料品を購入。
子供の学校授業が進んでいない。オンライン授業と課題の提出など、できるだけ学習が遅れないようにしてほしい。

予防接種時期なのに内科に行くのを戸惑うし行けていない。学校に行けず運動不足が心配。帰省できず一人暮らしの親
が掃除など身の回りのことができず心配。

安倍マスクはいまだ届かず、466億円も使って、不良品検品に8億円、おかしい。国会議員が金儲けしていると思う。野党は
がんばって。

精神的に疲れる。気を遣う。
トレーニングジムが休業で2か月半経過。運動不足はウォーキングで対応しているが早い再開を期待。
一人暮らしなので今の状況では話をする人がいない。これからの生き方を考えるきっかけになった。

3密の影響でイベントや集会ectができない。生活面でも大変な人が増えていると思う。。スーパーの買い物でも行列になっ
たり大変。

こんなに行動が規制されることがストレスになるとは。平和、自由のありがたさが感じられた。
コロナのため職場に行くのが怖くてやめた。かなり重労働で身体がよわくなるため（ぜんそく持ちなので）
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スーパーでレジをやっている。会社とお店は私たちのためにすごく気を使ってくれているのに、肝心のお客様がマスクをし
ていなかったり、子供連れで入ってきたり、もう少し考えるべき。学校が休みだから子供を一人連れてきて荷物を持たせるく
らいなら理解できますが、小学生くらいの子供3人とか、上のお姉ちゃん二人は明らかにスーパーに用がないのに、外で
待っててもいいのに、と思ってしまいます。マスクしてるから大丈夫、ではなく、用がないなら店に入らない、くらいは考えて
ほしいです。

外出しにくい
①自営業だが先々仕事がなくなる予想。②自転車のトレーニングができない。③親戚、親族との交流ができない。
PCR検査の充実、これが対策の元、安心の礎
マスクは国内で製造して。
会社がテレワークを推進する気がない。経営者だけ給料が高い。

ネット通販物流センターデパート。コロナの影響で今まで以上に仕事が多く忙しい。小学生のいるパートは保証があるので
会社を選んでしまい人手が足りず東京方面からきている派遣が多数いて3密の見本のような現場。もし具合が悪くなっても
保障がない。休んでいる人ばかりでなく仕事をしなくてはならない人たちにも何か考えてほしい。

集会ができない。
マスク、消毒、手洗い用のハンドソープなどが売り切れで手に入らない。、感染予防に必須なのに。
マスクがない。年金が安くなった。
風邪などの時に、医療にかかってよいか迷う。電話で確認してから受診した。
ゴルフ場のキャディアルバイトをやっているが、コロナの影響でキャディ付プレイが無くなり、仕事ができない。

対コロナ生活としては、全力をあげて衛生監視、身体強壮、身体充実、危険回避に努めているが、やみくもに「自粛・自粛」
と呪文や経文のように唱える風詩で、それによって同調してしまう市民のため、来客が全く訪れなくなってしまい、ビジネス
が崩壊してしまった。同業者が何人もいる。決してコロナそのものの感染があって店舗閉鎖になってしまったわけではない
のだ。にもかかわらず、自粛が起きていないコンビニ・スーパー・薬局など。でもビジネスの崩壊がせまりつつある。これは
保障だけの話ではない。科学的な対処方を考えてほしい。

病院・医院に行くことが心配。年配の人は感染しやすいので。エタノール、マスクの配布をお願いします。市はなにもしてく
れない。よその市町村はいろいろ工夫して配布している。野党、がんばって。

仕事減り、給料も減り、明日の生活が大変なくらいだ。今現在、１ヶ月の収入が少ないので、年金も払いは滞納中だ。来月
は国民健康保険も納められず、生活リズムも大幅に変化、これからどうしようと不安で日常生活も苦しくなる。一方、自己
責任ではどうしようもない。こんな時のための地方自治、国の救済制度があればと神の願いです。

経済のストップが全業種に影響している事を認識して、市民も協力すべきだ。政治と行政がトップダウンで人の移動を止め
なければ、終わりが遠い気がする。共産党と与党の連携を強く望む。

病院で仕事している。コロナが流行しているからといっても休める仕事ではない。マスク等不足していて、１枚を４日間も
使っていく決まり事もあるくらい。子どもを学童やおじいちゃん達に無理に預けてくるスタッフもいる。赤ちゃんがおなかにい
るスタッフもいる。仕方がないのかもしれないが、医療で働く私たちも守ってほしい。

まわりの状況が見えない。（感染の状況など）
マスクが普通に買えない。前からネットスーパーを利用しているが、急に頼む人が増えて届くのに３～４日かかる。
外出できない。学校が休校。
手作りマスク用生地、紐が品薄。
外出できない。コロナウイルスの怖さをよく知る。
仕事が減って収入が少ない。

学校で支援員をしていますが、学校の先生方はバタバタしていて私たちのことまで手がまわらないようでした。私たちは逆
に仕事がなくて困りました。

出勤日数を減らされた（仕方ないこと。コロナでの影響は大）収入が減り進学する子の資金がない。
中・高の子供が学校に通えない。

プライバシーより公共の利益を優先して、感染者がどこの地区に住んでいるのかくらいは情報公開すべきです。（人が死ぬ
か生きるかの大変な事なのですから）検査体制を充実してほしい。（熱はなくても自分もかかっているのではと不安だった。
症状の出ない人もいるというので）医療従事者のマスクや防護服が足りないとの報道には憤りを覚えた。地震も多い所な
のでつくば市でも十分な備蓄をしてほしい。国内での製造をお願いします。

都内へ用事があってもでにくくなった。

一人暮らしの方など｢サロン｣を楽しみにしていた方々が出かける機会を失われ、元気をなくしていると思います。訪問もま
まならず心配です。

仕事が休みになり次の仕事を探さなくてはいけないと思いながら、なかなか気持ちが････。と思っています。

妻の仕事で、ホテル（現JALシティ）で休館(4月中旬から)となり、完全な出勤停止となっている。休業補償が｢何割｣か会社
側から具体的説明が一切ない模様(4/17現)。パートとはいえ一定の固定給があり、生活費に組み込まれており、家計の維
持に支障を来している。

交流センター、プールなどの施設が閉館になり、水泳や太極拳が出来なくなった。健康維持のため、感染防止の工夫をし
て開館してもらいたい。先日、風邪→気管支炎になり、症状(熱、だるさ)的にコロナが疑われた。その時は主治医の努力で
検査を受け、陰性で安心したが、未だにコロナ検査は制限されていると聞く。

外出できない!電車の利用ができない為、遠くへの用足しができません。孫にも会えない、さびしい！
自粛のため、人との会話を控えている。趣味の活動が出来ない。お世話になった知人の葬式に参列出来きない。
生活スタイルを変えなければならないこと。
夫が仕事の為、東京に通勤せざるをえず、感染の危険にさらされている。
出歩くことが少なくなった。
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外出できない。
床屋や診療所に行くのがためらわれる。

人が集まりやすい場所へはできるだけ出かけないようにしているが、体を動かす機会が減り、気分的に低調である。今ま
で利用してきた施設や店がコロナ収束後も残るように手を打って欲しい。

(布マスクを手作りをしているが気休めだと思う。)自衛したいがマスクがない。家族が医療関係者者で、離れて暮らしてお
り、心配しているが忙しいだろうと思うので様子を聞けない。不安ばかり。学生も大学が閉鎖になり、何も出来ずに不安な
日々を送っている。

公共交通手段による外出がしづらい。国や自治体は医療崩壊が起こらないための対策を重点的に施すこと。

お店の休業、イートインの閉鎖、椅子の撤去、ハンドドライヤーの使用禁止、換気しすぎで寒い、サービス低下して店が嫌
いになります。家で出来ること(大掃除、片付け、TVなど)も一通り終わりました。退屈です。他人が冷たい気がして精神的
に辛い。水道光熱費が嵩むのも心配。東日本大震災の時、天皇はお言葉くれたけれど、今回は何もしてくれないのかな？
政治家馬鹿ばっかだから皇族に何とかしてほしい。

公共交通（病院通院）ためらう。離れて暮らす家族、特に都市は心配。心配なく医者にかかれるようにしてほしい。
混雑したところにはいかないが買い物に行きづらい。酒飲み、美術館、旅行に行けないなど生活しづらく困っている。
③年金生活で不要な外出はしない。

３密自粛で、スポーツジム、ファミレスと行き場がなくなった。みんなが我慢しているのに、混み合っている商店街や海岸、
パチンコ等、ニュースで見ると腹が立つ。

就活がうまくいかない。
都内の宿泊施設の経営に影響

子どもが無認可の保育園に通っているが、先生が東京から電車で通勤。保育園に相談しても何もしてくれず、会社に相談
して休むことにした。（４月から働く予定だったが、入社日を延期）そのため、お給料は発生しないうえに、無認可のため、保
育料も返金されず、困っている。認可と同じように無認可も保障してほしい。入社日を延期したことでの保障はないのか。

高校生の勉強中断。部活動も出来ないため、家で不規則な生活をしている。夫は東京で単身赴任のため、近いとはいえど
も、規制できない。健康面も心配。

営業時間短縮のため、仕事帰りに郵便局などの手続きができない。

夫婦共働きで子どもがこども園で自粛要請されても、なかなか休めず、不安。土日の休みも外出できず、子どもたちも運動
不足。

店舗の営業時間短縮、休業。ただ、大切な事なので、仕方ないと考えている。

子どもたちの学校。ムダに休校を延長せず、オンライン授業を早く始めてほしい。年単位で休校を考えたほうがいい。長期
化することは目に見えているのだから公立小中の教育をどうするのか早々に検討し、実行してほしい。

会社がコロナ影響でGWが６日間前倒しになった。仕事があるのに出勤できない状況。休みが多すぎてヒマ。

小学校などの臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援制度を職場が導入しないため、利用できず、年次有給休暇や欠勤
になってしまう。個人で申請できるといい。マスクや消毒液が手に入りにくく、また高額。その他もろもろとコロナ出費がかさ
む。

政府与党の言うPCR検査が全然進んでいない。その為、感染者が日増しに多くなっている。与党は数で甘んじている。この
状況下では経済が疲弊する事あたりまえ。

医療崩壊が進んでいる状況で、国の政策がひどすぎる。国会議員の地方へ帰ることは止められているのに、旅費がその
まま支給されていることや、文書費がこの世界の状況の中で、満額支給されている。問題の解決に向けて地方からでも声
をあげていただきたい。

子どもの小学校休業に伴い、学業の遅れが心配。2人目育休中なので、今は面倒を見られるが、復帰後、コロナが収束し
ていればよいが、保育園、学校に預ける時の感染リスクが不安。

学校、勉強の遅れ
コロナウイルス感染で、便乗値上げで物価高になっていて影響大。早くマスクと１０万円を送ってほしい。
学校の開校を９月スタートに切り替えてほしい。学生に余裕をもって勉強をさせたい。

残業代の減少。病院勤務の為、コロナにかからないかと精神的負担が多い。医療従事者への差別が気になり、行動の制
限が多い。長期的な差別。偏見があるのではないかと不安。

家族が他県にいる。会いに行けないので心配。
出かけられない。病院に行きにくい。

外出できないので、通常の社会生活に支障。学校の勉強遅れ、仕事のキャンセル等で１～２年後の生活が変わっている
かもしれない。政府の緩い政策（PCR検査しぶりなど）が、事態を長びかせるのではないかと懸念。

子どもを連れあそびに行ったりできる場所がない。共働きなので交代で仕事を休んだりしているが、限界がある。
学校が休校になっていることにより、家にいるため働きにいけない。その為に収入が減っている。

学校が休み。生活の乱れ。時短のため、夜のバイトがなくなった。イーアス内の仕事がなくなった。通常の生活でないた
め、何もやる気になれない。ゲームばかりして夜更かししてしまう。

PCR検査へのハードルを下げ、検査数を増やさなければならない。抗体検査も広くすすめてやってほしい。

つくば市内の自宅と単身赴任先との行き来に公共交通機関が利用できなくなったため、長時間の運転が必要になってい
る。都内の母の介護も各種支障が出ている。

子どもの体力が落ちている。精神的に落ち込んでいる。休校のため、家にいる時間が多く、また長い。再開を願う。お給
料、ボーナス…返済があるので。

自営で製造業。全ての百貨店が営業していないため、発注がほぼゼロ。従業員を抱えているため、今後社員の在り方をか
んがえなければならない。一刻も早く経済が回り出すことを願う。

その他
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学校の早期再開。新型コロナウイルスに対して、つくば市、県はどういう考えでいるのか。ロックダウンをしたほうが、もっと
早くに収束に近づくのではないか。東京、大阪、北海道の知事のように、スピード感をもって市民の目にみえる政策をして
ほしい。

仕事が多忙（医療関係）、手当てがほしい

子どもの勉強の遅れが気になる。共働きの為、学童にお世話になっていますが、しっかり学習できているのか把握できな
いこと。

子どもを保育所に預けられず、自宅で世話をすることが、家族にストレス、負担が非常に大きい。精神的にも厳しい。虐待
ではないが、レスパイトケアをしないとパンクしかねない状況。

１歳の子どもをずっと１人で見るのは大変。どこにも出かけられず、ストレスがたまっている。夫がリモートワークになり、子
どもの声が入っちゃいけないと言われた。公園にも行けず、支援センターもやってないので、行き場がない。

教育関係者。県知事は休校期間が６月中旬まで延びると言いつつ、県北と県南の状況の差に対し、生徒が安心するような
「声」が無く、不安にさせている。授業時間を全日制と通信制の中間でレポート提出等を授業時間数と数えるなど、特例で
できることもあると思う。

大型ショッピングセンタの休館で洋服を通販しなけれなならなくなった。子どもが小さいので公園の遊具が使えなくなって困
る。

マスクが購入できない。2枚のマスクは未だ届かない。配給制度で行えば買い占めが出来なくなり皆に行き渡るのではない
か。

学校を早く再開してほしい。
コロナウイルス感染拡大に伴い仕事が繁忙となり疲弊している。

小学校休校中の対応がわかりにくい。学校からはメールる・HPで連絡となっているがＨＰが見えにくい。急行中の課題も分
かりづらい。共働きの家庭は家で学習を見てやれず、子ども1人で留守番。学力格差につながるのではないかと心配。学
校は申請すれば登校可としているが子どもも希望せず、弁当持参では親も負荷大。

ニュースで県や国の状況は目にするがつくば市はどんな状況なのか全く分からない。知りたい。
学校（小学生2人）学習ガストップしてしまい、取り戻せるのかが不安。自粛により子どもの体力低下が見られる。
休校で子どもが家にいる。

在宅に完全に移行できるほどテレワークシステムが整っていないため、職員の給与を減じる事なく、3蜜を軽減しながら事
業を継続させるやりくりに気を遣う。

住宅ローンが払えるか心配。児童手当を増額してほしい。
学校の休校。自粛。職場休業要請で収入減。

病院勤務のため、小中学校でクラスター発生または子どもが陽性になると出勤不可&職場が閉鎖になり、肩身が狭い。子
どもが親の職業の事でいじめられそう。

妊婦のため仕事へ行けず収入がない。里帰りが出来るのか不安。

職場の幼稚園が登園自粛になり、パート職員は週1勤務になり、その際の休みの日を年休を使い、なくなったら欠勤になる
と言われ困っている。助成制度の事を話したが理解されない。給与がどうなるのかとても不安。

仕事な進まない。学力の低下。生活の乱れ。
共働きで小学生2人を留守番させているが、空き巣など物騒な話も聞くのでとても不安。

腰、膝痛対策に水中ウォーキングしているが、プールが使用できずに困っている。孫の世話をするにも体力を維持をした
い。

仕事がなくなった。

市内の病院でも医療物資が不足で非常に心配。氏としての医療現場への支援が不足。対応・対策が不十分。市の姿勢が
全く見られなかった。2次・3次の時が心配。

行動に制限があり、小さい子どもがいるので困っている。また妊娠中で新生児ケアのための消毒用アルコールやガーゼ、
マスク等買いたくても感染が怖くドラッグストアも行けない。これから生まれてくる子どもにも特別給付金がほしい。

東京勤務者が家族の中にいるので、感染が心配。（TX通勤）東京近郊であることを踏まえ、対処してほしい。買い物にいく
のが不安。

①アルコールやマスクの入手できないので、代用品や紛いものが出回っているが、どういう風に考えているのか。②不特
定多数の人がふれる商品と「コロナ」の関係について

東京へ行かれない（息子が東京で家の建て替えで引っ越しがあるのだが、行かれない）

今回の新型コロナウイルスの感染拡大は困難であり、職業、年齢、性別問わず誰にでも発生する問題であり、国運にもか
かわることと思うので、政治に携わる方々は英知を出し合って。（マスク、消毒液等が品不足で一般には手に入らず困って
いる）

学校の用務員として働いていたが、学校閉鎖の為、全く働けない。給料がどうなるか？

介護施設のオンラインによる面会、面会が出来ないときはテレビ電話などで入居者と家族が面会できるようなシステムを
早くどこの施設にも取り入れて頂きたい。

感染防止を徹底的に実施してもらいたい。１ヶ月自宅にいるようにする。外出を禁止する。
自由に出歩けない。でもがまんが大事なので家にいる！！
新型コロナは初めての事で、テレビの注意ごとは守っていますが、毎日が怖い。

主人の仕事が週３回になり、給料が減り、大変。安いものを買うというよりは、とりあえずぱっぱっと買う感じで節約は難し
い。増しては主人を含め、家族みんなが家にいるので光熱費がすごくかかる。

健康、学校
会社が（店が）
修理などの依頼があってもウイルス感染の心配があり、お客様の家に行きづらい。

TX
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学校が休校で、これから勉強が遅れた分どうなるのか。しかし、休校にしないと密集してこわい。

マスク売ってない…マスクを含めて生活必需品は全て国内製造するべし。　ICU（集中治療室が少ない。ICUがイタリアの半
分程度（人口比）なので増やすべし。

仕事がサービス業なので、以前から比べるとお客様が激減し困っている
子どもがずっと家にいるので食費がかかって大変です。

子どもたちが学校が休みで、自分は仕事を休めないので子どもたちで留守番をしているので心配。毎日、お昼とお弁当を
作り、おやつを用意したりと大変。

買い物で外に出る時、マスクがなくてこまっている。今は手作りしているが、不安がいっぱい。

心臓が悪いので外出をしないで家に。運動不足かも。グランドゴルフ、吹き矢、陶芸、同志会と月に１５日が全部休みのた
め。（コロナによる）

専門学校が始まらず、のんびりしすぎています。私たち、娘、息子とも病院にかかっているため、健康管理には気をつかっ
ています。マスクを買うのに大変です。値も上がって困ります。休みたくてもなかなか休めないし、安易にのどが痛いなど言
えないので、手洗い、うがい、増えてます。

小規模農業（田、畑）農地の集約を進めるために無償で提供できる制度をつくってほしい。（窓口）

一日も早く終息することを願って外出自粛生活を送っている。イベントが中止になってしまい、さびしい日々。また、沢山の
方々に来ていただける日を願っています。

諸行事や会議、打ち合わせの日程がほぼ全て中止になり、やるべきことが出来なくなっている。新たな日程の設定もでき
ず、長引くほど影響は大きくなる。

困りごと・がん手術後、介護２に認定にされており、病院へ診察、薬を頂きに行くのが困難である。　要望・訪問介護を受け
ているので、病院に電話で処方箋の発行をして、自宅または薬局へ処方箋を送付していただけたら助かります。

トイレットペーパー、ティッシュペーパーが店頭から消えた。マスク買えない。

マスクが足りず、困っている人もいるが、そういう人達の為にも市は国をあてにせず、独自でなんとか出来ないものか疑問
に思う。こういう時に市長、議員は何をしてくれているのか？春休みで寝ているのか？全くわからない。給料の減額、返金
をする必要がある。税金泥棒だ。我々の少ない年金からも知らないうちに引き落とされている。

マスクが購入できない。アルコール消毒液が購入できない。トイレットペーパーが品薄である。常陽銀行茎崎支店にアル
コール消毒液が見当たらない。市役所直行の交通機関がない。

一日も早く終息し、安心して生活が出来るよう願う。私は定期的に通院し、治療しているので、院内感染が（指定病院なの
で）心配。

外出が出来ず不自由。茨城県は患者は少数だが、特別警戒県に指定され困惑している。学校を休校しても保育所は休ま
ない。休校の意味はない。

外出等の制限

健康第1にとジムに通っていたが、それも出来ず困っている。人と接する事を禁止されると身体が弱ってしまうような気がす
る。

社会全体に暗いムードが流れる。（出口の見えない暗さ）
困っているに決まってる。商店の聞き取り、困っている人の生活相談等すぐにはじめて。
仕事が少なくなり収入が激減。

サークル自粛等により、知人・友人との交流がなくなり、近くに住む子どもや孫との接触も少なくなり、外出する機会も少な
くなった。街でよく中国人を見かけるが、コロナは大丈夫か。

毎週、東京の娘の所に行くのが楽しみだったのに行くことができない。
営業など自粛で収入が減っている事業に対して補助金を与えてください。
①通勤②医療崩壊に陥らないようしてほしい。酸素吸入装置の不足やICUの不備（不足）がないか不安である。

地域で「うたごえ」をしている。「発声」ということで真っ先に自粛を求められた。地域の文化活動がストップしている。早い対
応がなされていれば、この先の希望が持てるが、現在のところ何もわからない。

学校は休みになっても学童はやっており、先生方が頑張っている。そのため、働く親が助かっていると思う。頑張っている
学童の先生方に何か考えてほしい。

買い物などの外出に不安を感じる。
マスクやアルコール消毒液が足りなく、手に入らない。
女房入院中、見舞いに行けない。
近くにスーパーがないので車で買い物に行くしかなく、子どもが遊べる遊具が少ないので、同じく車で行くしかない。
マスクが無く、購入できない。子どもをでかけさせることが出来ない。

週３回やっていた「テニス」が出来なくて、運動不足で困っている。5/6までグランドが使用禁止との通達がつくば市からきて
いるので、テニス部員は全員元気なので、対応策を検討していただきたい。

サークル活動等が出来ない。（カラオケ、ラジオ体操等）
子供の学力低下
マスクが売ってない

3ヶ月の赤ちゃんの母親です。核家族でお互いの両親は四国・九州住まい。地域でつながる子育ての輪を楽しみにしてい
ましたが、こういった状況のなかで、孤育てになりつつあります。感染拡大を防ぐための子育て支援センターなどの閉所は
英断だと思っておりますが、育児相談をどこにすればいいのか分かりません。年度がわりで市役所も忙しいかと気後れし
つつ、電話してみようかとも思いますが、コロナに関わらず地域に出かけられない子育て世代へのフォローがあると嬉しい
なとすごく感じました。なんとかコロナの状況をみんなで乗り切って、赤ちゃんが健やかに過ごせる日常が来るまで、頑張り
たいと思います。

筑波
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私は正社員で母子家庭です。介護士で働いていますが賃金は安い、明日は自分なのでは、、、と毎日生きた心地しませ
ん。子供達に関しても、長女は高校卒業しても、就活ができずに無職、次女の県立高校は休みで毎日家にいるが、市から
配給されるのは小中学生のみ。食費、光熱費が今までの倍、家賃、税金はしっかりとられ、金欠状態が続き、支給だって
所得制限があるとか。母子家庭の人には所得制限関係なく支給して頂きたいです。

育休を延長して保育園入園を延期しています。収入が思うように入らなく、また乳児と一日中家か庭でしか過ごせず精神
的に参っています。また、室内で遊ぶために室内遊具を買うなど思わぬ出費が重なっています。

市内の感染動態，市の対策，医療機関の状況など身近な情報にアクセスできず，ただ我慢して家内にとどまっているのは
非人間的である．

子供がずっと休み3食の食費と仕事に行けない

テレビや新聞で、不安がふくらんでしまい、他方で、安心できる情報が掴めない。が、最近になって、少し安全、安心の情報
も出始めたように思う（広報つくばの臨時特別号は良かったが、回覧だったので、市HPからダウンロードした）が、不安情
報は減らしてほしい……。目をふさぐしかないのかな。

どこにもマスクが無いのに、花室のスリーラブ で買えました。すごく助かりました。
先が見えない為、どこまで会社で収入が保証されるのかわからないこと。
自粛生活のストレス
自粛による在宅ワークによる不便さや子供の遊び場の確保
学童及び保育園の利用自粛に対して協力的でない家庭があると感じる。
もし感染したら 病院に行けるか心配
外出が大好きなのに、お店が何もやってなく、行くところがない。
治療薬の開発による命の保障

介護施設で働いています。目に見えないウイルスとの戦いで他の人に感染させてしまうのではないかという恐怖と毎日
戦っています。幸い、仕事はありますが。マスクやアルコール消毒液などが足らなくなるのではという不安があります。

病院勤務でリスクのある中仕事をするしかない。休めないので子供を保育園に預けるしかない。コロナの影響で病院の稼
働が落ちていて、給料が減るのが心配。

収入が減った

多くの人は行政の要求に従っているのに何の権限もないマスゴミや評論家が行政を攻撃（口撃）している。真面目に見聞
きしていると血圧が上がる。

出費がかさむ
共産党や立憲民主党のような烏合の衆が行政の足を引っ張り続けていることに困っている。
意味のない過度な買い占めによる物品の不足には困りました。
小学生のこどもを置いて仕事に行けない。

転職活動において先行きが見えず困っている。転職エージェントもコロナが終わったら雇用先がないから早く転職先を決め
ろと焦らせてきて、冷静な判断を失わせる。

子どもの学業、外出できないストレス、マスクが買えない
学校が始まらないので食費やゲームなど出費が増えた。物価も上がっている。

他県の人がきていて、困る。子供の乗り降りをしていても、平気で駐車してきて危険。つくばは子供が多い地域なのたか
ら、もう少し気を使ってほしい。それができないのら、来ないでほしい。できることなら、他県の人は、来ないでほしい。何の
ための自粛なのか意味がない。他県の人が多いため、車で子供を待たせたり、小さい子供だけで留守番をして買い物をし
ていて、とても不自由していて、子供たちのことが心配。少しの風邪でも、会社によって、休ませるなどしていない会社が
あって、共働きとしては、いつ主人が移ってくるのではないかヒヤヒヤしている。国が本当に特別休暇手当てを出してくれる
のか不安。休校もやるのはいいが、郵送でもいいからプリントなど宿題を出してほしい。スクールバス通学で、今後再開に
なった場合、学校に行かせたくないのが現実。バスが至近距離だから。

適切な医療が受けられない。手術が困難になった。
自営業(学習塾)だが、3、4月と講義が出来ない
仕事(営業)ができなくて、今後かなりの給料が下がる見込みで不安です
市場でマスクを見つけることができません
病院に行けないこと。子どもが小さいため、風邪症状や予定していた予防接種、歯科通院も行っていいものか不安。

毎年花粉症で悩ましい時期、マスクを求めてドラッグストアストアに並んでもマスクを求める人が多く全く手に入らない、そ
の上コロナ感染リスクが高まりどうしたらよいのか？　並んでいる人の中にはマスクを幾箱も入手している人もいるとか、市
が音頭を取り市民に公平にマスクを買える購入券を発行する等の方策が必要と思う。また、消毒薬購入券についても同様
の方策を検討してもらいたい

飲食店で働いているためお客様との対面が多く感染が怖い
別居中の家族や知人に会いづらい。マスクをしていないといけない風潮にある。
子育て中で仕事と感染症予防対策が難しい
マスクがない

専門学校で非常勤講師として働かせていただいてますが、授業がなくなったので、収入がありません。介護施設で働いて
いる次男の事も感染がないか心配です。

マスクやハンドソープがずっと手に入らない
政府の対応が酷すぎる
マスクやハンドソープがずっと手に入らない
政府の対応が酷すぎる
夫の就活がなかなか上手くいかない
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収入の減少
仕事のキャンセルが続いて生活が厳しい
コロナウイルスによる自粛に伴う仕事の減少
子供が家にいること・受験生なのでどう勉強を進めていいか不安
図書館が閉鎖され、借りられないこと。
学校が休校になり、子供を預ける場所もなく、支出ばかり増えていてこの先が不安

安倍首相、麻生大臣の暴走を止めてください。アベノマスクと言い、10万円給付と言い、彼らは国民やウィルスよりも、自分
たちの保身ばかりを考えて対策をしています。国民の声は聞かないのに、公明党の言う事は聞く。税金をポケットマネーの
ように使うのはやめていただきたい。国債を多量に発行し、政府の借金は、結局は未来の子供たちの借金になります。こ
れから少子化になり、子供たちは少人数で老人を支えていかなければならない中、更に多額の借金を負わせることになる
のは、余りにも心が痛みます。私たち庶民は、国政に怒りを抱いても、伝える手段がありません。

契約社員で一応給料出そうだが、所得の半分以上締める残業が4月1日にさかのぼり全て削除。 
妻のパートも削減。大学生の子供のバイトも解雇。 
どの家庭もそうだろうが半分近く減少は厳しい。

緊急事態宣言の解除時期を示してほしい
学校が再開されず、子どもの教育の達成度を判断できない。仕事が減り収入が減るのではないか？
緊急事態宣言がいつ解除されるかわからず、仕事場が営業再開されるかもわからず、精神的にに疲労しています。

契約社員で一応給料出そうだが、所得の半分以上締める残業が4月1日にさかのぼり全て削除。妻のパートも削減。大学
生の子供のバイトも解雇。どの家庭もそうだろうが半分近く減少は厳しい。

インターネット授業や課題の配布がほとんどなく、小学生の学習が長期間ほとんど放置状態。茨城県内の別の市町村では
定期的に各家庭に教師が訪れ課題配布する等工夫しているのにつくば市は２ヶ月間何も対策が見えてこない。

収入が減った
仕事の減小(全くない)
外に出かける機会が少なく閉塞感がある。

学校の休校が長く、入学して何も教えて貰えないまま自習ばかりでこどもがかわいそうです。公園にも自粛で行けないの
はストレスです。在宅勤務も含め母親の負担が増えるばかりです。

毎日子供達が家にいてご飯作りに仕事..お互いストレスも溜まるしかなり疲れてます。食費や光熱費など休校が伸びるほ
どどんどんかさむし子育て給付金の1万円上乗せでは賄えないぐらいの打撃です。このご時世仕方のない事ですが子育て
世代をもっと助けていただければと思います。

保育園の登園自粛により、家庭内のみでの子育てに限界を感じている。

仕事が県からの休業要請の範囲に入ったため仕事ができない。住んでいる場所が市役所から遠いため市役所へ提出す
る書類にハンコが必要でちょっとした申請でも市役所へ提出するのが大変だった。この機会にハンコの必要ない、デジタル
で書類提出ができるようにしてほしい。

仕事に制限が出ている。
収入の減少

休日に他県ナンバーの車が結構走っている。明らかに家族連れ。つくばは転勤者が多いと思うが、この際転勤したら地元
ナンバーに必ず変更するようにしたらどうでしょうか？　県の自動車税も増えるでしょう。

小学校の休校で困っています。二年生以降は、学校がどんなものか、宿題がどんなものか分かっているので、させればで
きるのかもしれません。しかし、新一年生は、入学直後から全く学校に行けず、授業を一切受けたことがないのに、自習を
しなければないけません。児童クラブに行っていますが、自習にも学習にも慣れていない子が、教えて貰えずただドリルを
やらなければいけないため、すっかり勉強が嫌いになってしまいました。休校措置を決定した時点で、オンライン授業も同
時に何故出来なかったのでしょうか。こどもの思いを考えて貰えていないと感じます。もしオンライン授業をする場合は、全
ての児童クラブでも視聴するよう義務づけてください。

マスクおよび殺菌剤の入手困難

収入が減っている。所得制限なしの保障を充実してもらいたい。見た目の所得がある分支出も大きいので、減収だと打撃
がとても大きい。

仕事が続けられなくなった

連日ニュース等で目にしますが保健所、医療機関等において検査待ちの状態が有りその間だに症状悪化で死に至るケー
スが今後増加してくると思われます。早急に現状の治療薬で対応出来るようお願いします。

学校、幼稚園の休校

自分達の住んでいる町のコロナ感染情報をもう少し迅速に正確な情報がほしい。仕事が休みになったり保育園、学校など
の登校はなくなってもうちでは宅配の仕事をしている旦那や工場勤務の息子がいて、祖父が心臓の持病があり仕事の勤
務時間が変わらなく夜遅くまで働いている旦那は1番感染率が高いと見ていると、毎日気が気でありません。自粛で家にい
る私達主婦などにわかりやすく迅速な情報があると、家庭内でも予防の方法が効率よくなると思います。

子どもたちの活動制限

大学非常勤講師だが、オンライン授業対応のために業務量が予想よりもはるかに増え、子育てや家事にかかる時間も増
えている。

都内までの通勤があることにより感染のリスクがある。
ただ、自分が感染したらどうしょうかと悩む事はある。誰もが検査が出来る様になると良いと思う。
外出自粛
経済活動を段階的にでも緩和して欲しい
食費　食材　賃金　子育て

web

ー 14 ー



保育園や稼働施設に次亜塩素酸等の支給

あえて早めに育休取らずに仕事復帰しているのに、保育園自粛、学校休校、仕事は在宅になり、結局家で仕事にもならず
…障害ある子も、乳児もいるので大変です。早く普段の生活に戻りたい反面、感染も心配です。早めの判断と、システムも
簡素化してほしい。

学校教育の遅滞、子供の心の安定

小学生と保育園児がいます。保護者が在宅勤務可能となったため、園児は市からの自粛要請に応じ、自宅で保育してい
ます。ほぼ１ヶ月自宅保育していますが、給食費の返納はないと通知に記載がありました。小学校は返納されるので、保
育園でも同一の対応を希望します。

ゴールが見えなく、生活への不安が募る。自粛を求める事に対しての補償がほとんど無く、一方的に我慢ばかり強いられ
ていると感じる。抗体検査の数値が何パーセントになったら緩和など、早急に見通しを示してほしい。

テレワークに疲れた。子供の教育の遅れが心配。
保育園への申し込み。外出自粛の為
会社の業績悪化による賞与等の減額の懸念

2月末に引っ越してきてパートを探しているが未だに仕事が見つからず金銭面に不安がある。同棲相手の収入も大幅に減
少してしまった。

小学生の子供を勉強させたり、遊びに付き合ったりがとても大変
マスクが手に入らないので、買物等の最低限必要な外出にも行きづらい。
収入がなくなってお金が無い
マスクが入手しずらい

軽症や無症状でもPCR検査を受けさせてほしい。具体的には、希望者があればドライブスルー検査やクリニックで検査を
受けれるようにしてほしい。　咳や息苦しさを保健所に訴えても、発熱がないので検査を受けられないとの話だった。クリ
ニックに行っても検査はできずじまいだった。そのため、やむなく電車に乗って会社に行かざるを得なかった。
マスクはして出勤しているが、職場への感染リスクを考えると発熱がなくても休みたい。（会社は37．５℃以上の発熱がなけ
れば、コロナウイルス陽性でない限り休めない）

職業訓練校に通ってますが、修了日までに授業が受けられない事や、転職活動もままならない状況で困ってます。貯蓄も
減っているので心配です。

子育てに不安がある

私は大学院生ですが、予定通りの研究ができず、研究に遅れをとっています。 
また、満足に外出できないことも困っております。

休校、在宅勤務
給料をさげられた。 
失業中であるが、新たな仕事がみつからない
給料が減っているのに都市計画税を払うのは大変！

マスクや除菌アルコールの入手が困難。また、高い。また、子供の遊び場がなくて困る。3密にならないよう、むしろ学校校
庭や、公園など公共用地を積極的に開放すべきではないか？

学校教育の事実上の停止
近くに大きな公園や体育施設がなく、子供のスポーツ活動ができない。家庭学習だけでは、集中力が下がる

保育園が開いているので、預けて仕事に行かなければならない。いっその事、閉園すれば仕事も休みやすくなる。給与の
保証を前提としてですが…

街でのウイルス保有率がはっきりしないので、対策が情緒的。クラスター対策以外の検査も実行する事が必要。
今後の景気への不安
休日の過ごし方の選択肢が減ったこと
産後直後で休校、登園自粛で在宅で子どもを保育するのが大変。

正社員を解雇されました。現在はアルバイトとして働かせていただいてますが会社は今もコロナの影響で通常運営が困難
な状態です。新人社員だった為至らない所が数々あったのは重々承知していますが情けない思いで暮らしております。扶
養家族がいて保険もなくなるので医療の面で心配です。

Safety products like mask and sanitizer are not available at affordable price in the shops
仕事がない
殆ど毎日誰とも話していないので精神的にきつくなり始めている。

元々非課税家庭なのに、私自身のアルバイトが休業になり、いつまで続くのか分からない状態で、税金の請求書ばかり届
き、高3の受験生二人もいて、今度の生活が不安です。

現在妊娠10か月で、産まれた後の健診が滞っていると聞いた。きちんと月齢で受けられるか心配。
東京の人とのコミュニケーション。忙しい人を捕まえて打合せするのが不可能になった。
子供とのレジャーが限られてしまうこと

コロナの影響で職場の来客数が減少していてそれにともない従業員数も減らしているのでシフトに入れない。小学校休校
中と保育園自粛中なので今は保証があるが通常通りになった時に保証がなくなってしまい、保育園の規定日数等に影響
がでてこのままでは退園になってしまう。仕事を変えるにも今雇ってもらえるかどうか心配。もう2人養うには2人で働かない
と限界である

中途半端で小出しな感染予防対策は､現象が長期化するのでやめるべき。やるなら全体に対して一気にしてもらわない
と、多くの人が独自の解釈で行動を起こすので、殆ど対策にならない（人間のわがままが優先される）。

特にありませんが、健康診断や２か月に一回の通院など感染しそうな場所へどう行くかを考えています。
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子供が専門学校生。学校からは数枚の問題用紙が届いたが、オンライン授業などは全く無い状況。県立だから仕方ない
のか‥。入学してまだ1日も学校に行けていない。2年間しかない中で、今後も休校があった場合、長期休みを返上して授
業を受けたとしても、カリキュラムが終われるのか、心配。無理に詰め込んで進められても、子供がついていけるのだろう
か。いつも行くカスミのスーパーがいつも混み合っていて、不安。入場制限しなくていいのか。

子供が家にいることでストレスがお互いにあたる。
学校教育の事実上の停止

人を対象にした仕事なので人を集められないのはとても困る。早く有効な薬を開発し、抗原検査等で全数検査してほしい
です。

現在妊娠10か月で、産まれた後の健診が滞っていると聞いた。きちんと月齢で受けられるか心配。
検査拡充と隔離を徹底して、無症状感染者を把握する。医療崩壊させないで、経済活動を継続して欲しい。
水道代が高い
つくば市内の店や施設が復活するよう経済対策を強化いただきたい。

ひとり親家庭です。4月から子供たちが幼稚園に行く予定で、私も仕事に行く予定でした。このような事態になり、子供たち
と一緒に居てあげられるのは私だけなので、仕事には行けず内定を辞退しました。買い物も子供を連れて行くのは不安
で、5日に1度まとめ買い。しかし収入がないため毎日不安でたまりません。

仕事が在宅勤務となり、家での仕事は座りっぱなしで運動量が激減します。運動不足によるストレスか、病気(コロナでは
ない)になってしまいました。

当然ながら極端に行動が制限されていること。自粛と言いながら実質は強制であること。やむを得ず反する行動をしてし
まったとき、罪悪感にさいなまれる。政府のやり方は汚い。むしろ強制、規則と言われる方が楽だ。

都内通勤のため、自宅待機を繰り返しており、その間に息子達へ料理を作ったり、家事をしたりするのが大変です。分散登
校は決まったが、１日でも早く通常登校へ再開してもらいたいです。

家庭の負担が大きい

ゴルフ場で働いています。お客様は都内から多数お越しでした。プレー中、マスクをしてる方はいなく、キャディはソーシャ
ル･ディスタンスなどなく咳エチケットをきちんとしてくれる人ばかりではありません。また、お客様のクラブや持ち物などを触
らなくてはならないので、外だからといえど怖い業務でした。お客様の話では、まわりにコロナ感染の友人知人がいるそう
です。ゴルフ場は、フロントやお風呂、レストランばかりではありません。無防備なキャディの事もいるんです。第二波が来
た時は、もっともっと考えて欲しいです！　都内から遊びに来ているために、こんなに恐怖を味わなくてはならないなんて理
不尽です！！！

PCR 検査などもっと簡単にできるようにして欲しい
首都圏への訪問が出来なくなっている。老人の楽しみがなくなった。

県外に出ることができない、キャンプ場が閉まっている、テニスができない、ショッピングモールが開いていないなど様々な
弊害が生じている。

体調が少し変わっても新型コロナ感染を疑い、恐ろしい日々を送っている。体調が悪い時に、すぐ通院できない状況を解消
してほしい。政府の無責任な対応には驚いて居る。

2人目不妊で不妊治療を考えていたが、コロナウイルスの影響で延期することにした。

迅速かつ透明性の高い対応に感謝しております。影響が大きい業種、特につくば市の魅力でもある国際色豊かな個人商
店等への助成を拡充していただければと思います。

会社が休みにならなかった

子どもを保育園等に預けられないために休職しなければならない家庭に対する支援はあるが、小学生以上の子どもを持
つ家庭で、家族が感染（疑い含む）したために休職しなければならなくなった家庭に対する経済的支援は、なぜないのか？　
我が家は母子家庭です。自分が感染した場合は年休扱いで何とかなるが、子どもが感染したために休職しなければならな
くなった場合は、欠勤扱い（給料マイナス）の上、休業手当もつかない。それでは生活が成り立たなくなる。

web

　　①賃金　②年金　③就職　④経営　⑤税金　⑥医療費
　　⑦国保・介護保険料　⑧子育て　⑨水道料金
　　⑩交通の便　⑪買い物　⑫防災　⑬防犯　⑭騒音
　　⑮道路整備(雨水冠水等も含む)　⑯上・下水道の整備
　　⑰一人暮らし　⑱職場の働き方　⑲ゴミ出し　⑳その他
　　㉑無回答

２．あなたが日常生活をするうえで、お困りのことは
　　何ですか。（複数回答可） ー 16 ー



区域 意　見
プラスチックごみの収集日が少なすぎる。
国保が高すぎる。年金の支払いも大変。

15.歩道が木の根で段差ができ歩きずらい。自転車専用道路が歩道と区別されてない所が多く段差がある。歩道と車道の
境をフラットにして。20.市の検診場所が遠く時間も制限され受診しにくい。

公共交通が少ない。費用が高い。半額にすることで利用者が増える。
路線バスのルート、本数が少ない。あって無いような路線バスではなくもっと生活に密着したサービスを願う。

歩道のデコボコがひどく歩きにくい。街灯が切れたまま。年齢とともに車の運転を避けたいが、つくバスは不便で使えない
(半日かかる)。少しの雨でも冠水する。車道も歩道も。

在宅勤務での心身の健康管理
TXを土浦まで延伸してほしい。つくばの会社を辞めるかどうか考えてます。かなり深刻な問題。

駅近くで楽しさを求めたいのですが老後の生がいづくり。収入が多かったころの税金が来て固定資産税も高く(28万)やりく
りが大変。貯金を取り崩している。

60歳以上の実力のある人が、相応の収入を得て働ける機会が非常に少ない。
コンパクトシティ化を推進してほしい。

学園

　　①賃金　②年金　③就職　④経営　⑤税金　⑥医療費
　　⑦国保・介護保険料　⑧子育て　⑨水道料金
　　⑩交通の便　⑪買い物　⑫防災　⑬防犯　⑭騒音
　　⑮道路整備(雨水冠水等も含む)　⑯上・下水道の整備
　　⑰一人暮らし　⑱職場の働き方　⑲ゴミ出し　⑳その他
　　㉑無回答

２．あなたが日常生活をするうえで、お困りのことは
　　何ですか。（複数回答可）

項　目 数 比率

賃金 169 15.2

年金 205 18.4

就職 70 6.3

経営 42 3.8

税金 267 24.0

医療費 175 15.7

国保・介護保険料 222 19.9

子育て 190 17.1

水道料金 147 13.2

交通の便 262 23.5

買い物 214 19.2

防災 76 6.8

防犯 99 8.9

騒音 63 5.7

道路整備(雨水冠水等も含む) 133 11.9

上・下水道の整備 34 3.1

一人暮らし 72 6.5

職場の働き方 135 12.1

ゴミ出し 76 6.8

その他 61 5.5

無回答 121 10.9

合　計 2833 -
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つくばは他より配慮されているが心配。

特に困っていることはないが、欲を言えばホームヘルパーの充実を。日本全体としいて大都市と過疎地を平均化して、国
民みんなが健全に暮らせるよう共産党が中心になって努力を。1

年金が少ない、国保・水道料は高い。

不妊治療中、全額自己負担はキツイ。どこまで続けるか悩み。3万円の補助でもありがたい。　水道料金は他市に比べて
高い。

バイクの騒音を何とかしてほしい。ゴミは市で何とかしてほしい。
車道はキレイだが、歩道がガタガタ。
洞峰公園内にアナウンススピーカー、時計などの設置を。迷子を捜せない。広すぎて時間が分からない。
低所得一人暮らし、住民税などが高い。
⑦高い⑧0歳から預けられる病児保育を増やして。⑮つくば銀行のあたり、石畳がガタガタで自転車通勤時危ない。
夏場の公園が夜遅くまでうるさい。暴走族の騒音。プラスチックごみの収集を週1回にしてほしい。
ものすごく困るということはない。

化学万博時、特に急いで作った国道、県道のメンテナンスが出来てない凹凸がひどい、雪や雨の溜まり水が反対車線のフ
ロントガラスまで飛んで一瞬前方が見えなくなり交通事故につながる。

環境整備、吾妻小の通学路と筑波大の草木が繁茂し犯罪の温床と近隣住民へ治安防災を脅かす放置家屋→学長自から
視察改善を即実行する事。貴党の指導により行政は指導し結果を会報で示せ。エキスポセンター南側長年の放置家屋他
近隣の財務局分

仕事先には何も保障がない。コロナで休業となっても雇用保険には入ってない、給料保障して貰えない。
ストレス解消の為のスポーツが出来ない。
単身赴任している家族に会えない事
高齢者介護、ゴミの不法投棄

<マイナンバーカードの取得＞地方公務員及びその被扶養者にカードの一斉取得の調査がこればで何回か入っている。そ
もそも取得は個人の自由。所有の有無、申請を行わない理由を記述上司に報告というのは無言の圧力を感じる。カードは
持ってないが不便を感じた事は無い、むしろ情報管理、漏洩の方が怖い。

特に場所によるが老人が非常に歩きづらい凹凸がある為
病院へ行くのが怖い（定期的受診し採血などの検査、東京の病院なので困っている）。
ララガの所の信号がないのでぐると回るのが大変、年寄りは困る。
⑳その他（介護）

コロナの為3密を避けた活動（公園の使用、広場の利用、テニス、登山）もつくば市が自粛している、その程度の活動での
外出はOKにするべき、公の施設を会報するべき。

歩道がでこぼこしていて歩きにくい。

昨年から父親の暴力、暴言に悩み家族でつくば市に相談。娘が家を出て、現在、父親・息子・自分で暮らしている。モラハ
ラに怯え距離をとって生活、互いに平静を装っているが精神的に苦しく不安定、そういう人にどう対処すれば良いか。

現状の年金制度では今年金を徴収されている世代には不安しかない、つくばは自転車で走ると木の根等で危ない、通学
する子供が暗くなると心配、街灯が少ない、雨の時道路の水はけが悪すぎる。

つくば公園通り
高校生のマル福が使えない、倉掛研修センター近くの道路のポールが大変邪魔。
プラスチックを毎週回収して欲しい。

其の他（野焼き）ゴミ出し場がかこってなくカラスや猫などに荒らされる。区長に話しても何もしてくれず、ゴミ集めが乱暴な
ので家の塀が傷ついた。何もしてくれない市の職員、区長さん、何とか貧乏な住民を、議員…助けてください。

その他（交通事故）歩道が歩けない、雨水冠水は恥ずかしいこと。街路樹は不要、撤去すべき。街灯もないのに樹木管理
に税金を使う必要ない。

住宅地の緑化率が落ちて埃っぽくなってきたように思う。
筑波は割と住みやすいと思うが、もっと水がおいしければいいと思う。
マスクが買えない。
ごみ収集車が回ってくださり大変安心しました。作業員の方にお礼申し上げます。

其の他（薬剤散布）回覧が回り注意があっても守らない家庭、会社、マンション、アパート、保育所があって大変困ってい
る。　区会のはんは一般家庭で構成されているため、会社などには回覧は回っていないのか?それらは範囲も量も多く、散
布後4～5日しないと草が黄色に変色しないので解らない。犬の散歩などで被害が繰り返し出ている。除草剤のついた草を
食べる、手足、鼻につき直接吸い込んでいる。吐き下し、血便、体調不良が起き通院となる。害虫駆除も業者がバズーカ
砲のようなもので噴射するため、近所に飛散する。事前の知らせがないのでふと、洗濯もの、外飼いの動物の避難が必
要。直接業者などに申し入れると逆恨みが怖くて言えず困っている。回覧など丁寧に回してくれるが、それを呼んでいない
のか他人のことを考えないのか無知なのか。個人家庭以外の事業所などにもお知らせを回してほしい。

高齢者が気軽に集まれるグループがない。社協主催の催しがコロナの為休止。
マイカーをなくしたので活動範囲が狭くなった。公共交通で便利に公的な施設を利用することがつくば市ではできない。

テレビに毎月お金を払わないと見られないのが意見が分からない。さすが田舎ですね。上下水道の料金をクレジットカード
払いできるようにしてほしい。田舎だからできないの？

シングルマザーなので子どもを連れて歩くため、日常の買い物にもコロナの影響で非常に気を使うし中には人との距離を
守らない人もいるのでストレスもたまる。ネットスーパーほぼ頼めない状況。

医療費が高い。
燃えるごみ以外も分別のための有料袋を販売してほしい。

学園
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税金が高く滞納気味になってしまう。病院に行かないのに国保料が高いのに疑問。

結婚したばかりでも勤務時間通りにならず、子どもたちが7:30頃に来るからその前にとか、終わりもいろいろあって定時に
帰れず。これでは子どもは作れない。結婚休暇も取れてない。（教員）

特にないがあえて言えばゴミ出し。クリーンセンター遠い。
税金高すぎる
その他：差別問題
後期高齢者医療保険料、介護保険料が高いと思う。
気軽に外出できないこと
その他：風呂屋が閉まっていること
自家用車が一人1台必要、　徒歩圏には何もない。

スーパーでビニール袋を無料配布しないのに館や便を捨てる際にビニール袋が必要で矛盾。缶や瓶の捨て方を見直して
ほしい。かごに入れるなど。

車上荒らしなど多発している。警察の見回りを夜間、特に強化してほしい。

歩道の盛り上がり、陥没、段差、水はけの悪さなどひどいところがたくさんある。バスの便もよくない。珍しいほど街灯が少
ない街。表通りから1本入ると真っ暗で大変物騒です。

道路の制限速度が守られてない、あおり運転が多い、夜になるほど顕著。悪質な訪問販売があるが警察が取り締まってい
ない。

一人暮らしこれからどうするのか自分で決めなければならない、問題です。
将来の不安。バカな麻生さんが言い放った「2000万円問題」かな？

能力に見合う賃金がいただけたら意欲も向上すると思う。（私の場合、ラジオつくば、アルバイト）不当区や問題行動する生
徒への理解不足の教職員がいてやりにくいことあり、残念。（スクールサポーターとして）

一人暮らしのため、ガス灯の料金が気になる。プロパンガスが多く感じる。
自宅裏側のケヤキが大きすぎて雨どいのつまりの原因になっている。木の高さを半分くらいに切ってもらいたい。
今は大きな困りごとはないが、都市を取ってから交通の便、医療費などが心配。
住所がスーパーマーケットのオンライン配送の範囲外、食料品を買いに行くたびに感染の危険を心配している。
通学路の近くだが街灯がない。街灯増やしてほしい。
給料が安い。残業代が出ない。夏、水道水が熱い。

公園やその周辺の歩道など。建設当時から時間が経ち、相当老朽化しているので、新しくする必要はないが修理して復旧
して欲しい。

雇用
カレンダーがない

今はさほど不自由ない生活ですが、体と気力の衰えは必ずやってくる。ここを終のすみかとし、命の終わりまでいられるの
か？それとも施設を頼ったほうがいいのか時折考える。

ララガーデンから土浦方面に向かう学園線の歩道がでこぼこ。自転車で走るのが危ないので修正してほしい。通学で使
う。反対側も歩道に草が生い茂って自転車で通る高校生が大変そう。

税金が高い。特に固定資産税。年金から差し引かれる額も馬鹿にならない。
リモートワークできそうな仕事でも会社から外回りするように言われており、感染したり、感染源になったりしないか心配。

つくば市に住み始めて約３７年になるが当初より強く感じているのが、とにかく街が全体に暗い。街灯が少なすぎる。防犯
上、交通安全などの観点から改善を強く要望する。

道路のあちこちに穴が開いている。防災無線が聞こえない。特に雨や風でまったく聞こえない。

税金は収入に応じ、多くとられるのは仕方ないが、公平に使われていることを示してほしい。（中心地に多く使っていると
か、税の支払いの少ない人に手厚いとか）水道は、民間のノウハウを入れ、経営改革をしてほしい。住人になってから2回
も値上げしている。上水と下水、同じ量というのもギモン有。

市の税金が高すぎる。

現役の方が職場に行けない状況もあり、この際家族介護が安全だと思う。どの職場も危機意識が少ない。また買い物を家
族で行くのは止めて欲しい。

バスはⅠ時間に1本通してほしいです。国民年金1人暮らしなのに介護保険料等の差引が多いので生活が成り立ちませ
ん。最低の生活者に対して消費税とか、差引の金額が多いので泣かされております。助けてください。バスも今までは1時
間に1本あったのが2時間おきと言う時は時間帯で困っております。

学童には感謝しています
新型コロナ心配です。国の支援早急にしてほしいです。一人一人自覚をもって行動する様促してほしい。
千葉県から転居してきたが、つくば市のタクシー代などの福祉が非常に少ない。高齢者の買い物などが困る

車の運転はしないのでバス利用が多く、時間帯によっては１時間半２時間近くバスターミナルで座っています。ウロウロす
れば浪費するのでジッと我慢です

家の前の排水路が小さいため大雨の度道路が冠水する。休損部のゴミ置き場を一部使用させてもらっているが高額の使
用代を自治会として払っている、ミニ？宅地開発には必ずゴミ置き場の接待を義務付けけてもらいたい。幼稚の確保やゴミ
置き場を後で造るのは困難。

⑳　仕事に必要なマスクが手に入らない　　　　保育所が開いているから職場を休ませてもらう事が出来ないという話を聞
きます。小・中・高とも休校している中、どうして保育所だけは開いているのでしょうかか・感染拡大を防ぐことに重点をおく
ならば、保育所も休みにするべきです。

⑳　趣味

学園

桜
大穂
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一番困っています⑳の隣の空地の雑草（元、畑をしていた場所）２m位までブタ草の枝が伸び、花粉やら綿毛や虫や大きな
ナメクジ、我が家の駐車場に４０匹居たり、本当に困っています。家の中に綿毛や花粉が入ってきます。アレルギー等心配
です。持ち主に何回か買ってくださいと反しても買ってくれません。

年金に関して、若い世代として感じる事ですが、もらいない未来が見えている年金を払うもが税金・自動車税に不満があり
ます。ばかばかしいです。制度の見直しを求めます。用途も様々な場合が多いのに一律、古い車は無条件で割増。エコと
は何ですか？

⑳買い物ー買物をするにも市役所や外出で、コロナになりそうで怖いです。

⑩については、つくば市でも高齢者は増加しており、交通安全のためにも運転免許証の返納を促進させるために、公共交
通を充実させてほしい。

旧市民（地区の人）が新市民に冷淡(いじめる）なこと。
遊べない

・年金は確実に減っているのに税金は増える、時に介護保険料は高くなる一方で頭ではわかっていても居たいです。医療
費一割なのでガマンしていますが、その医療費を挙げる検討には心配しました。　・交通の便は悪いし、バス時刻(小田シャ
トル）のてん、そしてつくタク利用も桜地区、谷田部地区に区切られて利用しにくいです。多少料金を取っても続けて乗って
いられるとよいが、つくばセンターで乗り換えてりっようするのは高齢者にとって不便です。

市の危機管理課の防災は他の自治体と比べ遅れていると思う。国へ出向して勉強した職員が多いのに、自分の力を信じ
すぎて何もやっていない。危機管理官監も、警察交通課畑の人、いざという時GOサインが出せるのかと不安になる。

外灯がすくないこと
格差社会が広がり、物価も高く、税金などの支払いも、生活に負担が大きい
税金等の負担が大きい
国保、介護保険料はつくば市が一番高いとのこと。一律にできないものかと不満である。

⑳小・中学校の早期建築　・　固定資産税が不当に高い　・つくバス駅までの所要時間がかかりすぎる　・暴走バイクの取り
締まりを強化して欲しい

上記⑪について、私もそうだが、高齢化社会にとって、市街地に商業施設が少なすぎる。住宅地から歩いていける範囲に
小移転がない。高齢者には、郊外のショッピングセンターへ行くことが子なんである。そのためにも⑩の交通の便(公共交
通機関）を整備する施策をするようはたらきかけてほしい。バスの本数、路線が少なすぎる。

施策の展開に地域的な偏りが見られており、つくば市としての全般的な視点を持った地方都市としての独自な施策を必要
としている。つくば市としての明確なテーマ性を持ったVisionが欲しい。

若者たちが安心して生活できるような環境づくり、結婚、子づくり。子育てにゆとりをもって励めるように（その若者たちが高
齢者の余勢に思いを巡らすくらいのゆとりを持てるように）

不要不急の外出どころか、コロナが恐ろしくてタクシーも乗れない、歯医者も行けない、歯周病の痛みをじっと我慢してい
る、そんな状況がずーっと続いています。

水道代が高い
遊びに行けない

桜川付近に住んでいるので大雨や台風になったた決壊する可能性が高く、安心してくらせません。何とかしてください。（つ
くば市中根にすんでいます）

固定資産税が高すぎます。つくば市の税金は高すぎます。買い物はどんどん大型ショッピングセンターに集約しすぎで困っ
ています。

旧のつくば中心部の空洞化、市役所の遠いこと

大学へ行かせてあげたくて、入学金を貯金するために仕事量を増やせば、収入が増えたということで税金は上がるし、母
子扶養手当金は減額されて、母子家庭の子は大学へ行くな！！と言われているような気持ちになります。仕事を頑張って
も思うように入学金は作れず、生活も苦しいです。

上下水道の整備の時、無利子の借貸金を期間限定なく貸し出してほしい。

つくば駅近くに住んでいます。歩道の草や土、道のタイルがボコボコになり、自転車では危ないです。子どもは車の運転は
出来ません。安心して歩き、自転車がこげる道をお願いします。

選挙カーの騒音被害で困っています。
つくば市には乱暴（違法）な運転をする人が多く大変迷惑している。
道路脇のごみ投棄
老人の介護
私は７４才ですが国民年金だけでは少なく働いておりますが、国保は高くて困ります
税金高い

国保の保険料が高すぎます。年金生活になって月４万円の負担が重すぎます。何とか保険料の引き下げをお願いします。
充実した老後おw送りたいです。大いに期待していますので、是非実現してください。

⑮つくばの道路は水たまりが多くできるほどでこぼこ。特に歩道が歩きにくいです。

宗教勧誘で勝手にマンションに入りチャイムを鳴らす。コロナ対策が甘すぎる。マスクなしで公共の場にいる人が多数。一
家総出での買い物、マスク無しで走り回り大声で騒ぐ子供達。入口で除菌しないお年寄り、中年男性、小学生集団、過剰
なくらい自粛。、うがい、手洗い除菌しているのに迷惑。

道路状態が駅を少し離れるだけで、かなりひどい。特に歩道が段差があり、ボコボコでかなり危険。
幼児・子供等に対する支援も結構ですが、同時に高齢者に対する配慮が欲しいと思います。
がんばって長年働いても老後の保障がない。作っても居ない田にかかる十五ヶ町村の水の税、何とかしてほしい。
病気　不調の時に安心して病院に行けない事
持病持っているので医療費高い
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税金少し高い

年金で生活している現在ですが、各種保険料を支払いするのに大変です。時に介護保険等その成立過程が納得致してお
りません。→年をとり相応の年齢になり全く使用することなく死亡しても、本人に補填さえありません。せめて弔慰金の制度
を考えてはいかがでしょうか

バスを何とかしてほしい。クルマで移動するしかない。バスはⅠ日に、２～５本？。結局、バスは使わない。老後が心配。つ
くばを去る。

清掃のパート。常に人員不足の為仕事量が多く、賃金が時給850円と安い。固定資産税が高すぎ。都市計画税もあり経済
的に負担。水道料約１万円（毎月）。その他へ流す水量（土浦市15市町村）へ年間3万円は経済的に苦しい。年寄りの老人
ホーム料も払っています。

国保、介護保険料値上げに対し、年金は減額、減額、医療費の増加は解るが、年金額に連動してほしい。

家の前の道が雨が降るとすぐ冠水する。人通りが少ないのでたまに人が通ると不審者かと思う。防災無線は聞こえたため
しがない。広報車も遠くを通るので何をいっているかわからない。そのくせ、救急車のサイレンと暴走族のバイクの爆音だ
けはやたらとうるさい。

コミュニティバスの乗り場が遠すぎる。ゴミ出しについて、乾電池、蛍光灯の回収場が遠すぎる。市長へのハガキを出した
ら回答曰く、高齢者ならシルバー人材に依頼することをお勧めしますとのこと。有料で捨てに行くほどバカ正直な人はいな
いと思う。「スーパーまるも」が乾電池回収をやってくれることになり、大変感謝ですが。

水道料金高い。リサイクルごみは毎週決まった曜日に設定しないとリサイクルは進まない。以前住んでいた複数の自治体
は毎週（土）と決まっていてとても出しやすかった。そのせいかゴミ集積場もきれいでした。税金はこうしたインフラに使って
欲しい。ゴミ出しが休みの日はあり得ないです。

道路の舗装が悪い。補修が必要では（歩道も）。歩道の自転車通行禁止し、自転車レーンの設置を。

現在は自家用車で移動できるが、将来的には困難。その際の交通機関を充実して欲しい。例えば、特定のバス停だけで
なく、タクシーのように手を挙げれば乗り降り自由など。

マスク不足
以前、お話をさせてもらいましたが何の対策もされない。
新型コロナウイルスの影響が長引くと、犯罪が増えることが考えられる。そのための対策が必要であると思う。
年金がちゃんと出るのか、年金だけで生活が可能なのかとても気になる。
税金を支払うと生活に不安が生じる。
騒音→養護学校の車。人口20万人迷惑。
プラスチックごみの回収、月2回は少ない。せめて週1回の回収を。
プロパンガスなので割高で困る。
周りのジムなど人の気配が少なくなりバイクの騒音が増した。取り締まりを。
国保・介護保険料が高い。つくバス（つくばセンター発着）を増やしてほしい。
ゴミ出しの決まりを守らない人が多すぎる。ゴミ出しに関して強化すべき。
自粛による
年金が減っていく。
税金が多すぎる。なんにでもかかって、何に使うか不透明。
歩道のない県道に大型車（バス）を特例で認めているのは県の勝手ではないか？
マンホールの上を2トン以上の車が通過すると小さい家にすごく振動がある。
雨水の冠水がある。
病院に行くとお金がかかるので、具合が悪いことを隠して仕事に行っている。

低賃金・サービス残業の横行で疲弊。つくば市は住みやすいが、現在の2倍近い年収の会社が決まったので他市に引っ越
す。

家族で夫しか運転ができないので、もっと公共交通（バスなど）機関の本数、停留所があると助かる。
理由があり自治会に入っていないためゴミ出しができないことに不満。道幅が狭いわりに交通量が多い。

昨年10月の台風19号で桜川が氾濫し栗原ヘリポート近くの田に水が満杯になり危険でした！今年もそれ以上のことが起
きたら心配です（避難所の問題）桜川の整備を早急に強めてほしい！！

現在収入がないため、税金など払えるか不安。

アパートで独り暮らしできない学生が存在。うるさいだけでなくわずか数ヶ月でバイト辞めたり、サークルやめたり、みたい
に生活態度が悪くなる男子がいます。過去何人かうるさい音楽がやめられなくてアパートを出された人もいる。社会で暮ら
すルールが身についておらず、お金がなくて家賃が払えなくなる学生もいる。（コロナの影響が出る前から）

アベさんはじめ自民党公明党の皆さんがてきとうでいやになります。
防災対策に特に力を入れてほしい。
低所得世帯の負担割合を2割程度にしてほしい。
ゴミ出し、夜出すなどマナーを守らない人がいて困る。つくば駅周辺に路上駐車が見受けられる。
年々年金が安くなり生活が厳しい。種々税金が多すぎて生活が苦しい。
自宅前の県道が凹凸で自宅が地震のように揺れる。

すべてと言えば全部あてはまるが今すぐ壊滅するほど逼迫もしていない。多世代、多くの場所、に関って自由にコミュニ
ケーションはとることはできる。

新型コロナウイルスでの風評被害、働く所なく困っている。このまま長く続くと栄養食摂れず身体に影響が出るのではと不
安がいっぱい。身の廻りの環境厳しいので個人の力ではどうしようもない。

近い将来不安なこと②年金⑤税金⑥医療費⑦国保、介護保険料⑩交通の便⑫防災⑬防犯⑰一人暮らし。
今は車を運転しますので大丈夫ですが運転をやめた場合⑩と⑲に困ります。
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消費税を5％にする。

税の事、雨風をしのぐだけの狭い一軒家（特家）も固定資産税がかかるのはおかしいと思います。家が建っているだけの
土地で何も生産できるものではないのですから。税の見直しが必要なのではと思います。

水道料金が高い。

バスの便が悪すぎる。最終便の時間が早すぎる。東京方面への通勤の方が多い中、つくバスの最終便が早すぎると思う。
コロナの前は飲み会への参加も早々に帰らなくてはならなかった。

現市長になってから市道の管理がおろそかになっている気がする。路面のひび割れ、白線消えが著しい。
ゴミ出し、守らない人ばっかりで困っています。米袋やダンボール箱のまま生ゴミをすてます。
一人一台車が無いと生活できない。つくバスの路線が変更して大変不便。始発も遅すぎる。変更前ぐらいにして欲しい。
つくば市の広報車が沢山出動している。が、こんなことにムダな税金を使わないで欲しい。皆ちゃんとやっている。
市として安心できる避難場所（建物）が欲しい。７０才以上が働ける職場があれば有難い。

ある程度の収入額があるため自治体からの補助を受けれる基準をギリギリのところで超えている。税金は多く納めている
のに損をしている気分になる。

家の排水が臭う。自力で直せない。上下水道の整備がなされていない。下水が漏れて土上がゆるんで家が倒れそう。

私自身は少し身体のあちこちが故障して老いを感じ乍ら夫と息子を案じながら世話を焼くことができるので楽しい事を見つ
けようと日々心豊かに暮らそうと努力しています。

子供が家に居るため公共料金がかなりかかっている。
つくば⇔水戸間が不便すぎる。

家族の体温が37.1以上だと仕事を4日休まなければならず仕事にならない。退職の希望を出しているのにもかかわらず代
わりの人がいないため了承して頂く事が出来ず困っています。

マスクが無い。
日本は税金の取りすぎで日々の生活が大変苦しい。
重いものを持つ時、男手があるといいと思います。
⑦高過ぎ　⑩駅までのバスの便の本数が少ない。
道路が暗すぎる。
介護保険料高すぎる。

ゴミだし－マナーが悪い地域がある。収集してくださる方から声出ししてもらい、市の方からもその地域の住民に対して注
意などしてくれても良いのではないか。

＊高齢者に必要な交通手段がなくなっている。＊プラスティックごみが多い事に自分でも驚いている。（レトルトや冷凍食品
は買わないのですが）＊卵、魚の骨、鶏肉の骨、貝殻←飲食店等からも回収し、石灰としてリサイクルしては　＊落葉や空
地の刈草等植物資源も活かしてほしい。

片付け。
税金高い。もう少し安くならないのか？子供達の一言だ!土浦の方が安い。
｢お困りごと｣は全くない。強いて言えば｢新型コロナ感染症｣の拡大。
悪臭。
つくバスの南部シャトルバスのコースのこと。(別途10．に記載)
車の盗難が心配。

高齢(後期)夫婦二人暮らしなので、ゴミ出しに困っている。車の免許を返上したいが、事故を起こせばさらに困るので心配
ではあるが、当分返上できない。

排水設備がないのに水を流しているお宅があり、我が家の前では真夏になるととっても臭いし、その先に行くと山の土がく
ずれ葉っぱですごい事になっている。

新型コロナウイルス。近くに整形外科がない。
二の宮アンデルセン前の洞峰公園側車道、雨で水がたまる。
毎年、年金が下がり、国保（介護保険料含む）が上がって、生活できなくなる。
介護保険、国民年金、固定資産税、市税など年金額に対してきつい。

⑲ゴミ出しについて、何でも「空き缶、不燃物、蛍光灯など）燃えるごみの袋に入れて出している。区長の教育をちゃんとす
る（任期は1年間でなく）

年金が少ない、税金が高い、保険料が高い、など不満はあるが皆が平等ならがまんできる。一部の人だけが得する、悪い
事をしても言い逃れるというのはがまんできない。

近所の人が吸うたばこの臭い。他の市では子育てに対する助成金や医療費、物資など手厚いのでつくば市ももう少し手厚
くなると住みやすい。

子どもの進学、今日行く、就職の将来の不安。借家住まいなので老後はどこに住むのか、家賃は払えるのか不安。
水道料金の水量と下水道使用料の水量が同じ？
学園の森居住だが夜間、朝方に騒音がひどく眠れない事がある。

公立中学校の教員で在宅勤務をしても良いとの事だが、教材配布や地区の巡視などでほとんど休めない。いつ再開か明
確でないため、長期スパンと短期スパンの学習準備するなど有意義でないような感じ。いっそのことつくば市の小中学生全
員がスマイルゼミなどのタブレット学習できる業者と提携して学習できたらありがたい。大人数との契約なので料金を下げ
てもらい、料金は市が負担するとか。教育への投資も大事。学習面をそのようにっできたら教員は家庭訪問や生徒指導な
どに集中して取り組める。

つくば市は税収が多いと思われるので子どもの教育にもっとお金をかけても良いと思う。
プラスチックゴミの回収日が２週間に１回では少ない。
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⑧子どもが増えたが小中学校の施設だけ増えており、高校も増やしてほしい。高校･大学など学費負担が心配。　⑩バス
路線の利便性の向上。交通料金の値下げ。ＴＸ終電の時間をより遅く。交通渋滞。

誰でも年が大きくなると介護を受けるようになるが負担軽減して欲しい。介護保険料が高すぎる。国保税の引き下げを望
む。

研究学園６丁目の戸建てに居住しているが防犯カメラがないため不安。夜になると暗く寂しく、近年は防犯カメラがない所
が狙われる事が多いので不安。

バイクの騒音がある。早朝や深夜などパトカーや消防車、救急車の音がかなり大きくて眠れない。→音を小さくしてほしい。
(早朝･深夜)

⑳老後の生活への備え。
⑲あまりにも細かすぎる。プラゴミの回収が少ない。たまりすぎる。前のように普通のゴミと一緒に出したい。

みどりの１丁目。自宅前の十字路(信号なし)ではこの１０年、数え切れないほど車の衝突事故。隣家は外壁に突っ込まれ、
近所には保育園もある。そのうち死傷事故になるのではと不安。道路にスピードバンプ等を設置してスピードを出せなく出
来ないか。

イーアスつくば付近に警察署が出来たにもかかわらず夜のバイクの騒音が続いている。パトカーは出動しているようだがく
り返し騒音があるのでもっと強く取り締まるべき。夜眠れない。

安全な暮らし。

⑬高山中への通学路が暗い。　生活費の中で税金に対する割合が多く、これからの学費など不安。住宅ばかりで店が少
ない。

一気に売り上げが減ったにもかかわらず免除にならない。社会保険料の支払いが会社に打撃を与えている。
⑩車が混んでいる。歩行者には優しいが車は不便。
税金が高すぎる。横断歩道が少なすぎる(信号も)。研究学園居住。住民の質の悪さの改善を求める。
交通渋滞(特に３５４)が多い。人口増加が急激なため学校が飽和状態。

ＳＤＧｓ、環境等を考えたら筑波山や北条、病院、植物園、公園でも公共交通機関で行くような体制をとれば良い(駐車場を
有料にしてバスを使った方が得になるように)。都市整備の考えが甘く、研究学園周辺はこのコロナ禍の中でも渋滞してい
る。

年金から介護保険料が強制的に引かれる事に疑問。75歳以上の高齢者は免除。
飲食店がやっていないこと。
子どもの遊び場、特に室内で遊べるところをもっと増やしてほしい。公園に遊具が少なすぎ。

ぜんそくの薬が東京では免除があったがつくばではそれがなく費用がかかる。働く場所が少ない。車社会なのに免許セン
ターが少ない。

水道料金が高い。私立保育所を利用しているが、使用済み紙オムツの持ち帰りは不衛生、保育所で廃棄してほしい。

プラゴミの分別が大変。洗剤で洗って（水を使って水を汚して）プラゴミを出すのは良いのか悪いのか。スマホではなく紙の
分別表がほしい。

水道料金が高い。市内に適切なレベルの県立高校がない。
ごみステーションが小さくすぐにあふれてしまう。市に相談しても聞いているようないないような。
水道料金が高い。プロパンガス料金が高い。
買い物は生協を利用しているが、コロナになってからは注文が増えて欠品が多くなっている。
ゴミ捨て場が遠い。

⑧遊具ありの公園が少ない。0から3歳くらいの子が遊べるような児童館が車がないと行けないところにしかない、改善して
欲しい。⑫⑬⑮夜道がどこも暗すぎる。歩行者も運転側も危険すぎる。街灯を増やしてほしい。⑲プラゴミの日を週1回にし
てほしい。

児童扶養手当もないので生活が苦しい。

コロナの影響で学校が休校になったが、仕事が休めず子どもを３密の学童に預けざるを得なかった。学童に預けられる家
庭を絞るなど対策をしてほしかった。⑳悪臭

⑳その他：税金⇒地域自治会（半ば強制的に会員にならされる。）　その他・ご意見：①税金の支払いが多い。年金ぐらし
の上、隣に住む老人の税金、光熱、下水道料金の負担があり困ります。介護になっても老人が年金が少なく、介護保険で
どれくらい支払ってもらえるか不安。　②道路が細い所で、電柱が歩道にあると歩行者が危ないと思います。

ゴミの置き場所が遠い。住んでる集落に３ヶ所しかないのです。

年金を毎年差し引いて生活が段々苦しくなる一方。市職員をへらし教員を増やしたら良いのではないか。本庁に行くと職員
多い。

ゴミ捨て日以外にゴミを出したり、違うゴミを出す人がいます。明るくして夜のうちに捨てる人をなくしてほしい。

テレワーク等に移行出来ない仕事をしているので、自宅に居ることが出来ない。保障もしっかりしてないので仕事に行かざ
るをえない。

公的年金が月60万もある人がいるがそんなに必要か。年金財政が破たんするかも知れないのによくそんなに出すな。
生活、日常の健康でコロナの感染など

人口増加に伴い、①安食にもつくバスを通してほしい（まわり道せず駅まで直線で行けるルートで）。自家用車が唯一の移
動手段な地域なので、車が運転できなくなる状況になったら生きて行けない。②携帯電話の電波が急に入りづらくなったの
で、各会社に電波環境の維持、改善の義務化。土地や家を購入する時に、携帯の電波状況も当然チェックするが、数年後
電波が入りづらくなるなら、その場所に家を建てていない。au会社に調べてもらうと、どうしようもないのであきらめてくれと
のこと。

現在はマイカーを使用して出入りしているが、筑波地域では車なしでは暮らせないので、運転が出来なくなった時が大変
心配だ。

TX

筑波
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訪問介護は介護一回実時間４５分であり使いづらい。せめて一回９０分～２時間程度欲しい。　　早朝のゴミ出しは知り合
いに依頼しているが、介護保険で利用出来ないか。

ゴミ置き場が自宅のすぐ近くなので、排気ガスが多くストレスになる。ゴミ置き場は、できる限り空き地とかを選んで設置し
てもらえたらありがたいと思う。

⑯項、整備計画を承知したい。
年金安い。健康保険料、介護保険料高すぎる。
乗用車に乗れなくなった時に困る。

買い物、 公共機関の閉鎖、外出の自粛要請による屋外活動の激減と健康被害。設問が日常的すぎる。一般的なものでは
なくコロナ非常時の実態が把握できるような設問を考えるべし。市委員会の視点と立場の貧弱さが窺える。

自粛生活のストレス
資産形成

プラごみ回収が2週間に1回では少ない。隣の家、住民居るがほぼ空き家。庭木が我が家へ侵入。葉も庭へ落ちてきて大
迷惑。

見えないところで、コロナに関して頑張ってくれている方々もいる中で、緊急事態宣言で自粛とは言え、普通に遊びに出掛
けてる人がいる。自覚がない人もいる。自分は、大丈夫！な考えを捨てて頂きたいです！  ４月から変わり、受動喫煙 で、
隣の換気扇からタバコの臭いが、まともにベランダに入って来ます。管理会社は、話は分かりません。もっと、喫煙者に、わ
かるように広げて貰いたいです。コロナで、なかなか働けない、ひとり親家庭にも目を向けて貰いたいたいです。

通院
別居中の家族や知人に会いづらい。マスクをしていないといけない風潮にある。
政府の対応が酷すぎる
持病のあり医療崩壊が心配

安倍首相、麻生大臣の暴走を止めてください。アベノマスクと言い、10万円給付と言い、彼らは国民やウィルスよりも、自分
たちの保身ばかりを考えて対策をしています。国民の声は聞かないのに、公明党の言う事は聞く。税金をポケットマネーの
ように使うのはやめていただきたい。国債を多量に発行し、政府の借金は、結局は未来の子供たちの借金になります。こ
れから少子化になり、子供たちは少人数で老人を支えていかなければならない中、更に多額の借金を負わせることになる
のは、余りにも心が痛みます。私たち庶民は、国政に怒りを抱いても、伝える手段がありません。
教育　留学生と接する機会が多いのですが、日本の教育は遅れています。

インターネット授業や課題の配布がほとんどなく、小学生の学習が長期間ほとんど放置状態。茨城県内の別の市町村では
定期的に各家庭に教師が訪れ課題配布する等工夫しているのにつくば市は２ヶ月間何も対策が見えてこない。

日本共産党の早朝ポストイン

仕事が県からの休業要請の範囲に入ったため仕事ができない。住んでいる場所が市役所から遠いため市役所へ提出す
る書類にハンコが必要でちょっとした申請でも市役所へ提出するのが大変だった。この機会にハンコの必要ない、デジタル
で書類提出ができるようにしてほしい。市の情報についてはネットなどで入ってくるが、県の進めている情報が入ってこない
ため、県の管轄のものの進めていることがわからない

自宅のローン
病院に月一回お薬をもらいにいく、オンライン診察はつくばでは出来ない。
障害者福祉
高校が少ないなど子供の教育問題
地域外からのゴミ出し
プラスチックゴミを出す日を週１回にしてほしい
在宅勤務によるネット環境への更なる整備コスト
公共機関が遠い。みどりの駅前の商業が少なくすぎる。電気代が高すぎる。
子供の学童保育の費用。預け入れ時間、日数が増えたので直近ではこの支出が大変。
体調管理のために水泳をしていたが、規制で運動ができない。
住宅。通勤に便利な竹園エリアに一戸建てが欲しいが官舎等が売却にならず、土地がないため家が建てられない。

自転車の走るべき場所の路面が悪い。東京の人とのコミュニケーション、忙しい人を捕まえて打合せするのが不可能に
なった。

免許返納後
不妊治療費の高さ
プラスチックゴミ回収日を増やして欲しい。
工場からの異臭(みどりの駅南西側)
検査拡充と隔離を徹底して、無症状感染者を把握する。医療崩壊させないで、経済活動を継続して欲しい。

当然ながら極端に行動が制限されていること。自粛と言いながら実質は強制であること。やむを得ず反する行動をしてし
まったとき、罪悪感にさいなまれる。政府のやり方は汚い。むしろ強制、規則と言われる方が楽だ。年金で夫婦二人暮ら
し。それ相応の”収入に合わせた暮らし”をしているので特に”大きく困ることはない。全体にもうちょっと楽な生活ができた
らなあとは思う。

ゴルフ場で働いています。お客様は都内から多数お越しでした。プレー中、マスクをしてる方はいなく、キャディはソーシャ
ル･ディスタンスなどなく、咳エチケットをきちんとしてくれる人ばかりではありません。また、お客様のクラブや持ち物などを
触らなくてはならないので、外だからといえど怖い業務でした。NHKの受信料ですが、東日本大震災の時に相談したら払わ
なくてはいけないと言われ、仕事も出来ないのに強制的に支払わされました。生活が大変な時ぐらい無料にして欲しい。一
層のこと、見られなくしてもらっても平気です。

80歳を超えると生命・医療の保険が殆どない。首都圏への訪問が出来なくなっている。老人の楽しみがなくなった。

筑波
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末長く心のより所となる「市営共同集合納骨堂」が必要。体調が少し変わっても新型コロナ感染を疑い、恐ろしい日々を
送っている。体調が悪い時に、すぐ通院できない状況を解消してほしい。政府の無責任な対応には驚いて居る。

学費と塾費

仕事の休みが少ない。そのため、オンコールの翌日も日勤。医療関係は肉体労働のため、週休３日、連日勤務は原則３日
までなどを法律化してほしい。制服に着替えることが強制されているにも関わらず、更衣の時間は勤務時間に含まれてい
ない（出勤時は更衣してからタイムカードを押す、退勤時はタイムカードを押してから着替える）世間ではどの業種もそれが
当たり前のようになっているが、法律上それは間違っているし、裁判事例もある。制服に着替えなければならない職場で
は、更衣の時間も勤務時間に含めることを徹底させるべき。 所得基準を上回ったため児童扶養手当が打ち切られました。
日々の生活への影響はあまりありませんが、貯金に回せるお金がなくなり、来年から子どもたちが順次高校生になるの
に、まとまった資金（入学金や制服代等）がなく、進学させてあげられるか不安。児童扶養手当の所得基準が低すぎる。あ
の基準では、本当に最低限の生活しかできない。子どもたちに不憫な思いをさせてしまう。また、手当や税金は所得だけで
判断せず、生活の実態も考慮してほしい。子どもを保育園等に預けられないために休職しなければならない家庭に対する
支援はあるが、小学生以上の子どもを持つ家庭で、家族が感染（疑い含む）したために休職しなければならなくなった家庭
に対する経済的支援は、なぜないのか？　我が家は母子家庭です。自分が感染した場合は年休扱いで何とかなるが、子
どもが感染したために休職しなければならなくなった場合は、欠勤扱い（給料マイナス）の上、休業手当もつかない。それで
は生活が成り立たなくなる。

区域 意　見

3月以降、夫が通勤で車を使うようになったため塾等の送迎を義母に頼るしかない。バスがなく時間も読めず子供だけでは
行けないので困っている。

70歳以上タクシー券があることを知らず、市役所で小さいポスターで初めて知った。9千円ではなく1万円にしてほしい。
その他：徒歩
梅園方面から駅に向かう手段が少なすぎる。バスも30分に1本と便が悪い。通勤通学時間は本数を増やしてほしい。
車3台。⑩徒歩　中心部に公的機関が無い。銀行(三井)
都心への通勤、通学者が増えているのに、見合った路線バスの時刻改正がなく早朝・夜間の交通手段に困る。
もっともっと自転車で町乗りが安全に通行出来るように整備して欲しい。
路線バスを利用したいが高い不便、不親切
タクシー時折
つくば市は車社会の為、不便
②つくバス　自家用車なし
最終バスの時間が早すぎる、あと1時間遅らせて、特に土・日・祝日
高齢者、妊婦さんに駅前のパーキングの割引が欲しい、パーキングが高額、他市ではタクシー券も配布
各バスの連絡が極めて悪い、終電が早過ぎ外出した所帰りは駅から徒歩（雨の日は最悪）
運転できなくなったらすべてにおいて困る。
バスを利用したいがバス停まで遠い、あまり使ってない、個人用自家用車は持ってない。
①②が充実すれば良いと願いたい。
TXの定期代が高過ぎる、つくば駅の自転車駐輪場の月極めの手続きが不便
スーパー、日用品売場が自転車で行けるところにできたらうれしい。以前のような百貨店が近くにできたらうれしい。
その他（バイク）

web

学園

３．主な交通手段は何ですか。（複数回答可）

　　①路線バス　②つくタク・つくバス　③家族・知人に送ってもらう
　　④有償ボランティア　⑤自家用車　⑥ＴＸ　⑦タクシー　⑧ＪＲ　⑨自転車
　　⑩その他　⑪無回答

項　目 数 比率

路線バス 175 15.7

つくタク・つくバス 119 10.7

家族・知人に送ってもらう 67 6.0

有償ボランティア 5 0.4

自家用車 868 77.9

ＴＸ 221 19.8

タクシー 54 4.8

ＪＲ 60 5.4

自転車 234 21.0

その他 37 3.3

無回答 30 2.7

合　計 1870 -
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市内の主な観光地へ出向く場合「つくタク」利用では1本で行けず乗継しなくては行けません。共通ポイントに筑波山、小田
山を入れてほしいと思う。

その他（徒歩）

マイカー主体で考えられている街なので、バス主体で生活するのは難しい。時間がとてもかかる。電車の時間よりバスセン
ターで待っている時間の方が長い時もある。

倫がデコボコすぎ。特に歩道。いくら車社会とはいえ酷い。
現在は子どもがいるため、徒歩が多い。
つくバスが不便。少ない、路線もない。
歩きや自転車で買い物に行きたいが、少し遠い。駅前のジャスコがなくなったのが痛い。
職場は自家用車。東京へはＪＲ。駅まで行くのにバス利用したいが高い、時間もかかる。
路線バスを15分に1本ぐらい感覚で運行できないか。
その他：高速バス
製造後13年以上の車の自動車税が高くなるのはおかしい。
駅までの交通がもう少し本数（バス）あって便利になるとよい。
つくタクを利用したが予約が取れなかったりで使いにくい。つくバスの便数も少なく、路線バス、TXは運賃が高い。
バスを使いたいが、本数が少なく車になってしまう。
バスを利用したいが、本数が少なく電車との接続が悪い。夜の最終が早すぎる。
バスはあっても行きたい方面に走っていなかったり、本数も少なく待ち時間が長いので不便。
まだ運転できるので日々車手段としている。
首都圏と違い、交通手段が車主体なので改善してほしい。
つくバス、タクの停留所増設

夫（70代）が通院で路線バスを使うことが多いが、バス代が高い。関鉄バスはシルバー割引がないのでつくバスと同じにし
てほしい。

停留所がなくなったので使えない。

高齢となり、いつまでマイカー移動が出来るか不安である。つくバスの停留所の見直しを実施してほしい。特にJA桜支所に
停留所があってほしい。

まもなく運転免許を返納したいと思っていたが、つくバスの便数が減ってしまって、返納は不安だ。

小田シャトル、ダイヤ最低です。2時間に1本の時も年々少なくなっています。費用問題等や採算とかでなく福祉の観点で考
えてください。

東京との交通手段は良くなったが、土浦方向への交通手段向上も考えてほしい。土浦との合併はともかく、土浦の新市長
と連携を望む。茨城の中心は、水戸や土浦なので、行政サービスも土浦に多く集まっている。つくばは東京ばかり見ている
が、土浦とも目を向けてほしい。

その他：徒歩

今までは1時間に1本つくば須賀あったのが2時間おきが何本通る様になり不便さをきたしています。（つくタクももう少し乗
れる様車を増やしてほしい）

高齢になり運転できなくなった時が心配

今は自家用車が使用できるから良いのですが、つくタク、つくバスを使用している友達がとっても不便だと聞き、不安に思
います。

車を運転いていたが、つくバスは本数も少なく時間的ロスも多いため買い物は片道30分費やして自転車で行く。（気候状態
を見て）

つくタク利用しにくい。満杯、予定に合うわない（やめた方が良い）(継続なら民間多社？又は直営）　つくば独特の乗り物シ
ステムが良い(地域広い町に合わせ広域で分かり易い、ミニ市電

最近は路線バスも使うようにしています。
つくバス（もっと必要な場所を回ってもらいたい）

つくバス(小田シャトル）は登山者fが利用し、座席を全部団体でふさぎ。私達買い物老人がキャリーバックを押さえて経って
バスににゅられるのは（駅まで)実にひどいです。何回もありました。

交通政策課臨時職員を長く、何とか人事にも口出しするようなので、早く何とかしてほしい。
時々「福祉タクシー」を利用する。
自転車通路の整備をしてほしい
高齢者、こどもづれなっど、つくタク=タクシー感覚で格安の利用が出来ればよいと思う

TXの延伸運動推進をお願いします。中根地区は国有地でチカより地上に車両基地をつくり、葉y栗（茨城空港）までの延伸
運動を！！。

自転車専用レーンの整備をお願いしたい。茨城県は自動車が優先され、自転車に対して幅寄せしてくる車が多い（自動車
運連教習所でも、車が道路の左を走ることをすすめている。理由は、自転車が車の左側に来ないようにするためだとのこ
と。

・つくタクはオペレーターの態度が非常に悪い。TELなのを良いことに、横柄で、人を馬鹿にした態度をとります。業務として
ありえない対応で不愉快なため、もう使っていません。レベルが低すぎです。

交通システムについてhあ、将来志向の上に根本的な新たな価値を創造しできる可能性があります。（ex、Toyota)

買い物と歯医者に置くとき、足（車）が無くて困っている。タクシーは、普段、不特定多数の人を乗せているから、考えると気
持ち悪い、コロナが恐いからバイクを買おうかと思ってる。

路線バスの便数が増えると助かる。

学園

桜
大穂
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後２～３年は自家用車で大丈夫と思いますが、それ以降はつくタク・つくバスを利用したいと思っていますが、停留所が遠
い。

自家用車　　妻は歩きトTXと自転車
つくタク是非続けて欲しい。沢山の人が喜ばれています。
公共交通網の整備が圧倒的に不十分。高齢者も自家用車がなければ生活できず、自分の老後も含めて大いに不安。

高速バスの便数を昔のように10分おきレベルにすべき。バスの便が少ない。駅が遠い。車がないと暮らしていけない街は
暮らしにくい。

つくバスの本数が少なくなったのは残念。

つくバスの本数が少なすぎるので不便。路線バスの「関鉄ふれ愛パス」を利用しているので、高期高齢者には更に額を安く
してほしい。

バスがなくなりさびしい。
年を取って車を運転できなくなった時の交通が不便だと思う。
原付

数年で何本かバス路線がなくなり、土浦に出るのに一度つくば駅に行かなければならず不便。子供の通学に利用しようと
思ったが断念した。スクールバスもなかったので片道8キロを自転車通学させた。

老人カーの一人一台の無料支給。
歩行者、自転車の通行をもっと指導すべき。小・中・高生の右側通行が目立つ。
車にかかる税金が多く、田舎は不便。
団地前の路線バスとつくバスが敗戦になり自家用車しか手段がない。
つくバス停留所が遠すぎる。
つくば市内の道路は整備されていて運転しやすい。
公共交通を充実させてほしい。
近くに路線バスやつくバスの停留所がなく、車がないと大変困る。
バイク
路線の再調整
TXが高くて残念。
車社会を前提にした街づくりは誤り。今からでも東大通のモノレールを計画すべき。

とにかく道路の状態が全体的に悪い。（幹線道路も含め、路面の傷みがひどい）。国道408号線と125号線の交差点（田中
交差点、明石交差点）の左折用の信号機がないのも渋滞の原因になってると思う。

つくバスが便利で安い。
路線バスの増発、つくバス、つくタクの整備
桜2丁目、バスの本数を増やしてほしい。
加齢で少しずつ運転に自信が持てません。将来に利用すると思われるつくバスのより充実な制度設計を求めます。

自身はあと数年で後期高齢者年齢だが一方的に「免許取り上げ」の圧力が何とも恐ろしい。他の手段では生きて行くこと
そのものが出来なくなる。市電みたいなものがあれば多いに助かる。

仕事が今迄不安定のため毎月ギリギリの生活。交通費に出費廻らず。日々のやりくりでこれから先、不安。
現在は自家用車が交通手段ですが運転をやめた場合、①と②のバス停が遠くて困ります。
現在は自家用車が交通手段ですが運転をやめた場合、②の利用するときに現状ではとても不便です。
停留所が少なくて利用が不便です。
つくバス最終便早すぎます。
路線バスとつくバスの経路と時刻を見直して頂きたい。

上郷線のつくバスの最終便が早い。朝は今より早い時間のバスがあれば良い。バスの時刻が変更になったため、パートの
時間に間に合わず仕事を辞めざるを得なくなった。

感染症は怖いのでTXなど利用は控えている。
バスの本数増やして欲しい。つくタクの乗り方わかりません。
路線バスがあれば免許を返上したい。
年を取ったら買い物は全部生協さんかな…と思っています。

つくバスで市内通勤していた友人はコロナが恐いからとバイクを買って通勤手段を変えました。つくバス利用者への対策は
どうだったのでしょう。

並木方向への最終バスがセンター発21:52(南循環)で早い。23時前頃に1本あるとバスの利用を増やせる。(帰りのバスが
ないので行きもバスを利用できない)

原付バイク。
この頃(4/18)ガソリンの値段が安くて良い。(1ℓ119円)
①は2．の⑩に当たる不便さのこと。
つくバスの運行を改善して欲しい。（TXとの接続、本数の増便）

時々路線バスを使うが、目的地に行くのに車の５-６倍は時間がかかり、バス代も高い。これではいつまでも車を手放せな
い。

つくタク、土･日･祭日にも月何回かの利用が出来ると良い。
高齢になり車の運転も少々不安。（特に夜間とか雨の日）
徒歩。②について→つくタク、時間帯を17時までにしてほしい。
現在は自動車だが年齢的に将来は不安。
⑩徒歩　健康のため、１時間程度なら何も乗らずに歩いている。

桜
大穂

谷田部
豊里

その他

TX
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つくバスの駅発最終便が早すぎる(吉沼シャトル利用)。
つくバスが少ない、不便。

東京駅～つくばセンター～大学の高速バスは、荷物の多いと時便利である。つくば市役所（研究学園駅)経由のバス路線
開設も望みます。

レンタサイクルが充実するといいな。

つくバスは乗車している人がいない。小型車(マイクロバス、ミニバン)にして小廻りりが出来るようにする。運賃も半額に。マ
イカーを少なくし環境にも良くなる。

⑩徒歩　免許証返納で不便になった。(ゴミ出し、通院、散髪、預金下ろし、選挙)
⑩レンタカー
ＴＸ高すぎる。路線バスが少なく、乗りたくても乗れない。
つくタクを利用したいがいまいち分かりづらい。
路線バスの本数、時間を増やせ。
ＴＸの本数を増やして欲しい。

ＴＸの土浦(ＪＲ)直結はどうなったのか。実現すれば交通の便は大幅に向上する。大型ショッピングセンターなどライフライン
へのバスも拡充してほしい。

バスが使えない(本数や接続が悪い)ので自転車か自家用車を使うしかない。
つくバスの本数を増やしてほしい。（作岡シャトル　９時台）

つくバス不便。つくタクの位置も分かるようにして。５分前に家の前で待てと言うが３０分前に来た。つくタクに島名→イーア
ス間で１時間乗せられた。ひどすぎる。つくタクの予約方法が不便。スマホで美容室を予約できるようなアプリがあるがそう
いう方法もあるのでは?

大学・高校はＪＲ・バスを視野に入れないと無理。竹高は土浦一高レベルで普通の高校生は入れない。

高齢なので自家用車が乗れなくなったらとても困る。つくタク・つくバス・タクシーをもっと利用しやすくしてほしい。（神奈川
県相模原市では塾の送迎に子どもだけで定期的にタクシー利用している）病院バスがなくなった分、病院への送迎バスは
出来ないものか、つくバスの本数が増えれば年会費１万円で乗り放題等・・・利用したい。

つくバスの路線ネットを再考すべき。迂回ルートが多すぎ、時間がかかりすぎる。
⑩徒歩

つくタクがタクシーの値段とかわらず、使い方がわかりにくい。説明を簡単に。安くないのにタクシー会社への儲けとしか思
えない。

今は自分で運転しているが、免許を返してからはつくバス・つくタクを利用すると思う。

医者に行くのが不便。行くのはワゴン車で行くのですが、帰りの時間がわからないのでタクシーになってしまい、年金生活
者(夫がいない）なので大変です。

⑩その他はバイク
ジョイフル本田が買い物バスを土浦市内で走らせている。これを参考にすべし。
つくタクが夜の８：００前後に一回あればありがたい。

つくタク利用で、行きの時間は概ね時間通りだが、利用者の帰りの時間が一定しないので利用しづらい。　介護２認定の私
には、つくバスの乗車場所（停留所）まで歩いて行くのが困難である。

TXとつくバスの接続が以前よりかなり悪く、待ち時間（つくば駅で）が長くなり、不便さを感じています。
カーシェアー
徒歩

TXつくば駅の電車到着とバス発車時間までが長すぎる。関鉄バス時刻表を改善して、電車とバスの乗り換えの待ち時間
を短縮してほしい。

公共交通機関をもっと使いやすくする一方、車は使いにくくするべき。
徒歩（健康維持も兼ねて）
「支線バス」が時には必要であり使っている。今後には地域の公共交通機関が必要である。

TX

筑波

web

４．五十嵐市長になって４年目です。市政が変わったと思いますか。

　　①良くなった　②悪くなった　③どちらとも思えない
　　④わからない　⑤無回答

項　目 数 比率

良くなった 234 26.8

悪くなった 62 7.1

どちらとも思えない 305 34.9

わからない 229 26.2

無回答 44 5.0

合　計 874 -
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区分 意　見
子ども医療費窓口負担をゼロにしてほしい
何ら目に見えて変化したことがわからない。
3年前に転居できたのでわからない。

新たなことをやろうとするのは良いが、1人、2人外国に研修へ行かせたり、活性化のために他県の企業や団体を使うの
は、ちょっと無駄かなと?

公共交通。
顔が見える。対応が早い。
昨年転居してきた。以前もつくばに住んでいたのだが、違いがよくわからない。
前よりはマシ・・という程度だが、コロナ対応は良い。

一般人に伝わる変化は見られない。特に要望の強い人たちのみが恩恵を受けているだけではないか?我々の税金なので
みんなのために有効に平等に使ってほしい。

身内に仕事を回すようなことはなくなった。
コロナウイルスに対する対応が早い。
市原体制からやりにくかったと思う。地についたことも一つ一つ解決してほしい。
政策が散漫で線が細い。公約の不履行(中心市街地活性化等)
引っ越してきたばかり。
ほんの少し。まだまだ無駄が多い。
市役所や警察が研究学園に移転してしまい、つくば駅前より常に道路も混雑していて不便。
転居して来て1年ほど。
本当にやるべきことは何もやらない。KEK近くの土地、つくば駅近くの活性化・・・。
つくば駅前が栄えていない。
転居後間もない。
若くて子育て世代なのでそこが行き届いている。
目に見える所で変わっているとは思えない。
外国人への配慮が出来ている点は評価できる。
というか、悪政が解消された。
悪くなってないのでもう少し続けてほしい。
4月につくば市民になったのでわかりません。
生き生きした感じで市政を身近に感じる様になった。
研究学園地区に機能を集約しすぎ
子育て世代については色々されている様ですが他は余り良くなりません。
つくば駅前のさびれ方がひどすぎる。
市民にとってプラスになる何もやってない。
以前の市政がわからないので比較できない。
3年前に引っ越して良くわからない。
公共事業の使い方を考えて欲しい。道路直す
子供たちの福祉面は良くなった、駅前（つくば）の開発と老人福祉を充実させて欲しい。
引っ越して間もない比較はできない、よくやっておられる。
コロナでは3月の対応は良かったが3月末以降コンサバな考え（より安全問題が起きない）になってやり過ぎ
少し良くなった。
公約が実行されない。
3月の小中学校の登校しても良いと言うのは大変良かった。
市長は市政の声に良く耳を傾けているが具体的な結果が見えていない、今後に期待する。
図書館のサービス、道路が良くなった、市長が意見を取り入れようとしている姿勢が感じられる、頑張って。
東大通り大穂市原病院隣りの不良資産（正式地名不明）の処理の方向性不明のままについて疑問・不満あり。
小中一貫校は無意味なのでやめて欲しい。
市民とのトーク・集会等なされていて良いと思う。
情報発信のあり方等良い変化を感じます。
議会の勢力が余り変わっていない為変化が感じられない、旧守派が悪政を続けている印象が強い。

分かりやすくいろいろ説明してほしい。市職員のおごり、対応が悪い。相談しても役所のお決まりセリフ。全然何もしてくれ
ない。素早い対応を。給料保障されていいなという思い。以前7年前相談に行ったら裁判しろと言われた。

トップダウンだけで市政は動かない。市職員構成が合併による弊害から適正化されるには10年はかかる。血縁、地縁で採
用された親子、兄弟、姉妹、夫婦職員では守秘義務も保てない。

良い点;しがらみが薄くなった。　ハコモノにこだわらない。　悪い点;言うばかりであまり進まない。
良くやっていると思う。
事業につくば市は力を入れているのか。市民に対しての感謝やそういう事が足りない気がする。

歩道はきれいになっているところがあってよいと思う。街灯も付き防犯上すごくいいと思う。教員を含む公務員の働き方改
革が進んでいるとは思えないこと、つくば駅周辺の再開発はどうなるのか見えない。警察も遠くなった。

判断を早くするという姿勢は評価できる。
前市長（市原氏）の暴走がなくなったことだけ良かった。しかしそれは五十嵐市長でなくとも良い。

学園
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市民の声を聴く姿勢は良くわかるが、それを大義名分に開発への決断が無さすぎるのでは？遊休資産の活用にもっともっ
と英知を働かせてほしい。

コロナは対応が陣族で良かった。つくば駅前の子供施設は期待していたので残念だった。

市民との対話を定期的に開催し、意見を聞く機会をもっている姿勢は喜ばしいと思う。議会での市長としての構想を粘り強
く主張し議会を引っ張って行ってほしい。

FBで見ています。いつもすぐに動いてくれる、素晴らしい。
市民のことを考えてくれていると感じる。
中央図書館の開館時間が伸びたのが良かった。

市報のデザインがや内容が分かりにくくなった。若い方にこびている。年寄りが置き去りにされてきたように感じる。（年寄
＝50歳以降）

以前の市長よりはいい。2～3年前の雪の日、除雪を朝早くしていただきありがたかった。20年以上住んで初めて！
まだ在住3年目なので
分からないが、コロナの対応はつくば独自に動けていると感じる。
何も変わっていないと思う。
つくば西武が無くなった事は高齢者にとって困っています。
前の市長時代を知らないので何とも言えない。
神奈川から引っ越してきたのであまりわからない。バスもあまりなく不便を感じる。
変化を感じない。官舎の跡地を早く再利用してほしい、暗すぎる。

「運動公園計画」をつぶしてくれてよかった。ただしこの計画を推進した議員への追及が甘いのは残念。全体として合格
点。今年11月に予想される選挙でも材選され、支える議員も当選してほしい。

ツイッターなどでご本人の声をリアルタイムで届けてくださることが安心感につながる。
face book などで身近に感じることができ近況もすぐチェックできる。
これといったインパクトがない。コロナのことでは何もしていない（他は消毒液等出している）
はっきりわからないが、良くなるように祈っている。
教育現場が悪くなった。
特別支援を必要としている子どもへの支援員の増員や手当の拡充など評価している。
市長が変わった後につくば市民となった。コロナ対策ではよく働いてくれているという印象。
以前より情報公開がされているような気がする。
市長の考えがよく伝わってきて風通しが良くなったように思う。
つくば独自の対策など、いろいろ考えて市民のためにやってくれていることでとても住みやすい。
多少
ビルの乱立。自然が壊されて、車が多くなり、渋滞が普通になっている。空気も前よりも汚れている。
市原市政では「なれあい」「利益」などが感じられたが今は公平性が感じられる。
今の状況を見て早く対応してほしい。
何が変わったのですか？
つくタクに助けられている。
つくバスが減った事については悪くなった。
引っ越してまだ短いのでわからないです。
ローマ字市政が多くなり、年寄たちには良く理解できないことが多くなった。
良くなったとは、思えないが。

教育面は良いと思う。その他、どうしても中心部や研究学園駅周辺に力を入れているように感じる所もあるので、中心部以
外とつくば駅（クレオ跡地等）にも力を入れてほしい。

一生懸命やってくれていると思う。
対策が敏速。子どもだけでなく、年寄のくらしももっと考慮して欲しい。
新しいことも良いが、古いままの方が良いこともある。五十嵐市長は、保・革のバランスが比較的良いように思う。

今までは年寄等送迎の車にて午前中とか1日を体操とかリクレーション等楽しいひとときを過ごして来ましたが、今は送迎
の車は無く、年寄りは出掛けることは出来ず家の中で過ごすしかなくなりました。

未来ある子供達を守る姿勢が好ましい。よく頑張ってらっしゃるようで期待しています。

具体的に我が身に影響ありとは感じないが、新聞等で活躍を見ると努力されていると思う。新しい風が吹くように祈ってい
ます。

パフォーマンスが多いように感じる。農業に就く人を育てる政策を考えてほしい
箱物行政なくなった点は評価できる。また住民の意思を尊重しようとする姿勢も評価できる

学校建設に追われ新設校に多くの予算が使われている。宅地開発をやりすぎ、規制を掛けるべきでは。　学校環境の格差
が大きい。古い学校<新しい学校

前市長が土木に重点をおいていたので、現市長が住民重視を感じます。ただ、市会委員に古い考え方が多くもう少し勉強
してほしいです。

引っ越して間もないので分からない

若い方の意見が生かされるようになったと思います。財政面がスリム化，可視化される容認有りました。コロナの感染対策
も、しっかり考えて行こうという強い意志を感じます。

学園

桜
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④あまりよくわからない。　　センター持ち込みの生活可燃ゴミが、条例改正により、R1/11/1～無料から有料に改正され、
広報で改正の通知が回覧でされたが、市の指定の集積所に出せば行政サービスで個人負担が無いのに、わざわざ持ち
込むのになぜ個人負担とするのか。今後、生活に密着する条例改正の通知の時には「改正の要旨」を必ず添付するように
していただきたい。

運動公園の問題は公約実現とまで言っていない。早く対策しないと税金が問題であり、選挙の争点になると思う。
児童の目線、高齢者の方の目線で、市を運営しようとしている。

TX始(終？）発駅の魅力ある改革。高級音楽堂、スポーツグランド、つくば、筑波大の省庁になるサクラダファミリアの様な
建築物(資金は募金他市民、国費）

目に見えて変わっているわけではないが、努力されていることと、信頼している。やはり、議会が変わらないと市長一人の
力では難しいかな、と感じる。

市長は3期まで、70才以上は不可
4年もたったのか
FB等での発信わかりやすくなりました。

市民と対話しようとする姿勢が職員にも伝わっているのでは！。やっと昔の地区別の意識が薄れてつくば市になれた気が
します。

評判が悪い。山中先生が市長になってほしい。五十嵐市長はTVや新聞に出たばかりで、見ていて恥ずかしい。筑波大学
性のみを職員にしてしまうのは、自分の票取りと思う。古くからつくば市に生まれ育った若者、そして高卒者を職員として育
てることも五十嵐市長の役目と思う。（筑波大出身者は本県外が多く、学生時代からの同棲を経て市役所入庁している人
が多い）

頑張っている
市民再度の行政が行われていると思う。
農地の実情を知ってほしい。畑地は耕作放棄状態がこの地区では半数以上、農業で生計を維持するのはむずかしい。
高齢者を大切にしない。リハビリ体操の手当てが大きく減少する等・・・。
若い人達が新しいことをやろうとしているように見える。
つくば駅周辺の開発の遅れ、魅力がダウン
悪くなったとは思わない。市民の意見を聴くようにしているのではないかという印象はある。
市の雰囲気が科学(理系）に偏っているのは変わらない。

今回のコロナ騒動で各地の首長の技量・行動力が顕わにされたが、吉村（大阪府）知事や鈴木（北海道）知事を見習って
積極的にLeederShppをとって欲しい。

茨城は、最初、コロナゼロだったのに149人も増えてしまって本当に残念です。東京の人はこっち（茨城）に来ないでほし
い。ウイルスをまき散らさないで下さい。

リーダーシップが見られません。責任のとれる人だと思えません。
駅前の整備（活性化）
新しい施策も多く、すぐに動いている印象。だが、それが根付いているかは不明。適宜見直しを。
全く良くなっていない
前の市長がひどかった。特定の人達への利益誘導だった？

子供の支援は良くなったと思うが、地方の住宅事情にはあまり関心がないように思う。先日、家の屋根（空き屋）がとびそう
になり危険なので市役所に連絡したら、それを文書にしてと封書がポストに入っていた。そんな市政は応援できない。結
局、何もしないまま屋根は吹き飛んで行った。何か一つの事をやるにも、沢山の書類と印鑑が必要で時間の無駄。それで
３,４ヶ月後にやっと要望が届いたりする。

都内から移って未だ２年なので、まだ何とも言えない。
五十嵐市長の手腕には大変満足しています。今後の続投を望みます。
市役所の方の対応は丁寧ですが、まだいい加減なところもあります。
市民の声を聞いてくれる機会があることはとtも良い事です。
良い所とあまり変わらないところがあると思う。今回のコロナに対する対応は良いと思う。

市長の意見がいいなと感じた駅前の利用、古くからの議員さん方の反対やら、前から約束されていたOKホテルの扱い方
があり、決まらなかったとか耳にしました。どうなっていますか

五十嵐さんに感謝でいっぱいです。
公明党の一律１０万円は逆に不公平だと思った。茨城県もそうだがつくば市も何もしてくれない。
こまかにツイッター情報を流すなど、頑張っている様子はあるが、もっと現場の意見も吸い上げて欲しい。

箱物+道路を作らなくなったのは良い。ややスピード感にかけるように思う。企業の力を生かしきれてないのでは？　今後に
期待。

政策が分かり易く、住民の願いを生かしている。
市民に意見が届かない。文化・教育に無関心に思える。
何をやっているかよくわからない。
市民目線の政策が多く良くなったと実感している。自転車（3人乗り）等の補助金はとても助かった。

中心部と周辺部の地域間格差が大きい。中心部ばかり開発され人口が集中し、結果交通渋滞を引き起こし、かたや地方
部分は取り残され交通もインフラもおき去りである。

変わらない気がする。蛍光灯、乾電池の捨て方に血の通った回答が得られないのをみてもそう思う。他の市や都内では、
清掃車が別の回収口をつけて毎週回収している所や歩ける場所に捨てられる。

つくば駅の市中心部が元のつくばの様に活性化する方策を交通網も含め官民一体で考えるべき。
無駄なスポーツ公園への税金投入が無くなったから。

桜
大穂
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西武跡地、運動公園予定地など、遅遅として行政が進まない。
日常レベルでは感じないが、市役所に行くと書類が変わっていたりして、効率化が図られているのを感じる。
生き生きした市政だと思う。良い方向に進んでいると思う。
桜村が恋しい。小さな町で人口が多すぎる。
でももの足りない。
情報が開示されている。
第1の公約で上げていた大穂の用地問題が全く進んでいない。
何をやったかわからない。
頑張っていると思うが西武跡地に高層マンション建設は残念。高層マンションを乱立させて将来が心配。
市民の声を聴いてくれてると思う。
つくば駅周辺が活気づくといいですね。

今回のコロナの件、国からの突然の休校要請に関して、各方面へ最大限配慮しつつ、保護者への情報提供をする姿勢が
伝わったように思う。

前市長が何十年も前の都市計画の実行のため多くの森林を伐採した。今は状況も変わり地球温暖化や竜巻被害が出て
いるが、市長が変わっても計画が続行。何も変わらず将来が心配。

情報がわかりやすい。市長のFacebookで好感度up！
明らかに変わったとも思えない。だから平行線。
中心部ばかり力を入れているところがダメ
今までの利益誘導型の姿勢を改め、新しい産業を生み出してほしい。
旧村部の切り捨てが目に余る。
子育て世代に寄り添っている。
つくば市レベルの優秀な職員がそろっていれば、市長交代による市政への影響はあまりないように思える。
コロナ対応は迅速で良かったと思う。
つくばに来て4年目なので。
これだという変わったことは見られない。つくば駅付近はすっかり寂しくなりました。
市民の生活不安等に耳を傾けてくれるようになったと思う。

市民の立場を重視している姿勢なので、税金を市民の困っているところに使ってくれている！箱物行政の市政より大変安
心感がある！！

R354大角豆交差点から西大通への拡幅工事の中央分離帯の再考について、市からの助言を得ながら、県、道路管理事
務所への区会の要望書を提出できた。

12月に引っ越したばかり
がんばって欲しい

スーパーシティ法案が22日の参議委員会で可決してしまったが、それに対しての対応など透明性のある説明をしたうえで
市民に対しての可否を募るなどの信頼できる対応をせめてやってほしかった。

子どものことばかりに力が入っている。老人を大事にしてほしい。
周辺部に注視してくれたことに対して。

少なくとも共産党及び強調する各党の提案が多数可決実行されている。以前の市長はほぼすべて自民党の独裁であっ
た。その意味では市政は評価できる。

若い市長だから高齢者の気持ちが分からなくなった。子供には頼れないです。もっと手厚い行政を。

市民の意見を聴く場を持っている。市役所の職員窓口対応が良くなっている。引き続き市民側に立って采配をお願いした
い。

住民へのあたたかいまなざしを感じ取れる。街づくりへ取り組む姿勢を強く感じる。前市長にはなかった躍動感が感じる。
今後の活躍を大いに期待します。

でも何となくいいような気がする。
周辺開発はゼスチャーの様な気がする。

いろいろな事が改善されていると思います。コロナウイルス感染症のための一斉休校要請への対応は特に素晴らしかっ
た！

市民の声を聞く態度等少しは良い方向に変わりつつある気がします。
でも3月の学校登校措置は大変助かりました。卒業式の挙行も良かったです。
発信が上手いので市が何をやっているか、前よりわかるようになった。
補助金のバラマキ行政が目に付く。再考すべき。期待はずれの感じ。
直接的には感じませんが良くなっていると思います。
コロナ対策は遅い。スタンドプレーが目立つ。
税金を勝手に差し押さえをして困ったことを解決してくれなかった。強引なやり方に驚いた。

ガラス張りの行政目指して頑張っていると思います。総合運動公園の後始末も大変ですが早く手放して市民の負担を減ら
す方向へ市議会も決断して欲しいですね。

つくば市は住民税が高いと思います。
子育てに対して恩恵を受けているようには思えない。保育園利用したいが働く時間が短く対象にならない。

市役所の職員の地元人採用があまりされてなく、他県からの人が多い。地元採用すべき。市長も地元採用すべき。今の市
長もよそ者！

市長さんが一生懸命なさっている事はわかります。
運動公園跡地等の運用処置、とりかかりが遅いし実行力乏しい。

桜
大穂
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支援員の給料が上がりました。

福祉には力を入れているようだが、一人親に対しての力は入っていないように感じる。家賃に困っているだから、それをカ
バーしてくれてもいいかな？　生活保護は…？　自立できるように努力しているかわからない。地産地消を進めて、今回の
ようなコロナの影響で輸入できないから日本での産業が、経済が回らないようなことはあってはならない。もっと国産を支
援すべき。営利のみの思考はいずれ破れる。

子育て世代でもなく、勤務先がつくば市でもないのでよくわからないのが本音です。
要望を上げやすくなったと思う。これまでは声を上げても通らないと思うと要望できなかった。

直接的な違いの実感はないが個人的にも五十嵐さんと以前から面識もあり、明らかに違いが出ていると思う。何より少なく
とも民主的かと。

情報公開は前市長に比し、改善された。
なんともいえない。
人に温かい姿勢を実感する。（全体的に）

良－･学校関係（人口増のＴＸ沿線での対応）　・福祉（子育て）　・コロナ対応　努力すべきは－①前市長の遺産（総合運動
公園）の処理　②ＴＸつくば駅対応。

前の市長が悪すぎた。

｢前のめり｣感は相変わらず。注目されるようなことを進んでやる傾向がある。先ずは教員に残業代を払え。市役所職員は5
時15分には一斉に退勤している。

税金が高い。
市民の意見を聞く姿勢があり、実際に要望していたことがとり入れられることもある。
若い世代への対応が具体的に打ち出されていると思う。
がんばってくれていると思う。
同い年なので親近感はあるが、つくば駅周辺、結局さびれているし、市内移動が不便なのも変わらない。
人口、子ども増で大変だと思う。
市民の意見をよく聞き、市民目線で行政を行ってきている。
市報の中身がよくなった。警察署、消防本部が遠くに移動し、警察に行くのが大変。
子育て世代への配慮が細やかになった。
一部の意見でころころ状況が変わる。

行動力がありそうでない。道路の標識特に通学路近くに立てて欲しい。道路の白線や横断歩道の白線が消えているところ
が多い。

真摯に取り組んでいる姿勢が伝わる。

つくば市としてのまとまりがない街だと思う。アウトソーシングとか住民のやる気とか････そういう市政に置き去りにされて
いる人たちがいるように思う。１０年以上住んでいた札幌は大都市だったが、一体感があり、安心して住める街だった。公
園や図書館も充実、都市整備計画が明確で良かった。

今回のコロナで真価が問われると思う。茨城には東京近郊からパチンコ等で訪れる人等が多く、県として対策できないかと
思う。

市の事を動かすには大変な事が多いと思う。同じ意見の人はいないし、お金も市町村によって違う。北海道の鈴木知事の
ようにどんどん発信して欲しい。

研究学園の住民の質の悪さを改善。
公平性を感じる。

前市長の残した負がどれくらいあるのかわからないので一方的きには言えないが、新しい取り組みで市民の声を聞こうと
はしていると思う。

去年引っ越してきたので比較できない。
住宅地まわりでも雑草だらけ。こんな状態ではワースト５３位になるわけだ。役所は見て見ぬふりなのでは?
引っ越して３年目なのでわからない。
市長は市民の意見を聞こうとしていると思う。
子育てで税金を多く使い、気も遣い、高齢者には冷たい。
子育て支援に重点が置かれるようになったと感じる。春日のスクールバス、休校中の小学校登校など。
小学校がパンクしている。先生方がかわいそう。

前市長は市民目線からは「何故?」と思う施策が多くあったが、五十嵐市長の施策は市民目線とつくば市財政を見ながら
やっていると思う。

小学校が一度目の休校の際、給食ありで学校を開いてもらって良かった（我が子は登校自粛だったが）。
去年から住み始めたので。
悪い慣習が見直されていると思う。大変だと思うががんばってほしい。

運動公園のＵＲへの買い取りを公約に掲げたのに実現せず、金利負担分が放置されたまま。五十嵐市政は「子育て世代
偏重」に陥り老人世代の対策が置き去りにされている。老人には五十嵐市政の進めるパーティスペーション型の市政は無
理。市が中心にならなければ実現しない。

前任の人よりずいぶん信頼できる。

つくば駅中心地区ばかり、筑波大ばかりと連携しているとしか思えない政治。いつのまにか西武跡地がマンションになるそ
うで驚いています。

良くなった部分もあるが、全体の市政についてはまだわからない。
持込ゴミ処分料の有料化（１０㎏＝１３０円）、無料に戻して下さい。
今回のコロナの件では、早い対応をしてもらいよかった。

筑波

谷田部
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子供に対してもっと考えて欲しい。まるふくを高３までにして欲しい。
市民に寄りそい、地域活性化、福祉、子育て政策に力を入れている。
市民の声を聞く姿勢、市民第一を行政に反映させる努力、などは良いが、学校不足問題など課題は多い。
市政をこまごま見ると、いいことをやっているが、ふつうの市民は良いのか悪いのかわからないだろう。
①市民の意見を聴いてくれる。　②市報ニュースが読みやすくなった。
広報誌やSNSからの情報で変わったところを知ることはできるが、実感するまでには至っていない。
つくば市に来て半年未満なのでわかりません。しかし、ツイッターでコロナ対策している姿を見て好感を持てました。
場当たり的、かつ問題解決の手段が雑になった。豊里の森のコロナ患者受け入れがその典型。
引っ越して来たばかりなので。
最近戻ってきたのでわからない。
良い部分もあるが、決定までの時間がかかる。１から３年までの成果が市民にあまり見えなかった。

つくば市民になってまだ日が浅いので全てを見てはいませんが、行動が早かったり柔軟だとは思います。概ね頼れるな、と
いう印象です。

変わったという実感はないです。でも、コロナの時は対応が早く安心出来ました。
タウンミーティングで直接に話しができる等、大変良くなった。
市政が市民の目線に近付いたと思う

区分 意　見

つくばの企業で大々的に行っているビジネスをもっと発信してほしい。科学のまちというが研究所のイベントの時しか実感
が湧かない。

2.無農薬・低農薬の野菜作りを応援して。空き農地を市民農園として貸して、農家の人に野菜作りを教えてほしい。4.障が
い者、高齢者が暮らしやすい街づくりすれば全市民が暮らしやすくなる。

1-4すべてに駅周辺の街づくりが悪すぎる。TXでもっと人を集めることで結局はベットタウンになってしまった。
観光地を盛り上げてもコロナのようなことが起こると業者の収入がなくなる。それより自然を取り戻す方向へ。
老稚園を作る。
ビジネスや工業ではなく自然環境の保全を求めます。
「つくば」ブランドを利用した街づくりが望まれる。

TXの沿線、茨城全体をつなげて活性化してほしい。水戸方面に引っ越すことは、県を変えるくらいの大ごとになるのがおか
しい。

方向性はなくてよいと思う。

農産品に「つくばブランド」を立ち上げ、農薬などを管理して安全面をアピールして、市場価格の倍ぐらいでも競争できるよ
うにし、農業大国にする。

筑波山がだんだん見にくくなり、15階以上の建物は規制できないのか? 警察が遠くなり車でしか行かれなくなった。
最近研究学園ばかりが発展している。つくば駅周辺の活性化を。

つくば市の最大特徴の科学資源(研究所群、人材)をもっと強力に利用すべき。科学資源の市政への参加、国や世界機関
への積極的関与等。

都市は人口30万を超えると空気、病気、人の意識、失業率、犯罪などが悪化するそうです。つくばはもう人口増を抑制すべ
き。

歩いて楽しい文化のある街並みが欲しい。
歴史や地理などを学べる資料館や大きい勉強スペースのある図書館が欲しい。
なぜ選択肢をこれしか用意しないのか?意図的質問では?
企業誘致をすれば、住民は増えているので雇用も増え、税収につながる。もっと活き活きした街づくりをしてほしい。

筑波

web

学園

５．つくばの街づくりについて、どのような街づくりを望みますか。（複数回答可）

　　①科学のまちを活かして、新しいビジネスや事業を展開するベンチャー
　　　　企業を育てる
　　②緑豊かな土地を活かし、農業・林業で働く人を育てる
　　③筑波山や牛久沼など、観光地を盛り上げる
　　④福祉や子育てを重点におく
　　⑤無回答

項　目 数 比率
科学のまちを活かして、新しいビジネスや
事業を展開するベンチャー企業を育てる 491 44.1
緑豊かな土地を活かし、農業・林業で
働く人を育てる 448 40.2
筑波山や牛久沼など、観光地を盛り
上げる 296 26.6

福祉や子育てを重点におく 559 50.2

無回答 125 11.2

合　計 1919 -
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商業施設がモールしかなく良いものが買えないので、東京、柏などへ行くしかない。
子育て所帯に住環境をアピールすれば、転入者が増える。

節操のない住宅開発で50年後はどうなっているのか?外車が多い。落ち着きのない街だ。東京タイプの人が増えてきれい
で住みやすいが、愛着の持てない街。文化、情緒がない。

①実践できているので現状で良し。②未来につながる良いアイディア。③筑波山は今でも多くの人が来るのでこれ以上は
いらない、オーバーツーリズム。④子供の貧困対策、子ども食堂なと゛。

今回の件で私達の生括の仕方は変化させざるを得なくなって行くと思う。人間の本来性に立ち返る時、食生活がどんな時
でも重要。茨城県の素晴らしい農産物を若者たちの新しい考え方（ベンチャー企業）を取り入れ進化ししたものへ。誰でも
働かける農業環境へ。引きこもりやニートの人達にも働く喜びを味わってもらいたい。

筑波山や牛久沼などは県外やインバウンドの人達よりも県内の人達が繰り返し利用し地元の観光に協力できるような方向
で良いと思う。

①②③④何れも集中的に取り組んで行く必要あり。商店が成り立つ街が希望（特に個人商店）
資金（計画）面の具体性を示して欲しい。予算計画でも良い。
低所得者に対して独自の対策を望む。子育てばかり優先すべきではないと思う。
住みやすさを追加すれば持続的に社会が続いていくと思う。
生活をする点ではつくば駅周辺の周りに商業施設が少なく大きな街づくりだけではなくつくば駅周辺の開発を。
つくば駅前にデパート、ショッピングモールなど集客力のある再開発を早急に！総合運動公園も実現して欲しい。
中心部は環境（子育て公共施設）整っているイメージがあり周辺部との地域差を感じる。
①ベンチャー企業については市が育てるものではない。

大学で理系教員。ほとんどの市民は日常生活と科学は結び付いて生活はしてない、科学を活かすは研究所・大学に任
せ、実生活の困りごとに対応すべき

つくば駅にデパートを作って欲しい。
市役所へ行くのが少し遠い。
高齢者が多くなり、福祉の充実を希望
つくばは素晴らしい市、日本の象徴的（シンガポールの様に）な国際都市になってほしい。
高齢者の福祉にも力を入れて、入居施設建設、集会充実など
若者から50代までが生きやすい社会
都内通勤の方が移り住みさらに交通マナーが悪化したように思う。
TXつくば駅周辺の開発を早くして欲しい。
教育に力を入れる事が街の存続に一番重要だと思う。
筑波山周辺の歩道整備、駐車場から筑波山神社までの道路整備、道路両側の店も客が入りたくなるようなにすべき。
①～④すべて。
自給自足できる生活自立した農業を目指す。

大きな百貨店がなくなり残念。駅周辺にまたマンションが建ち、スーパーあたりが混み、物価も上がる、もっと安くしてほし
い。高いTX代をかけて東京で消費せず、つくばでお金を使いたい。

国立研究所が独自で行っている上下水道施設を市に管理任せるよう寄贈させるべき。水道代も下水処理代も安くできるは
ず。

教育水準をさらに上げる。
研究学園都市として発展充実させていく。
シニア中心になっていくのにその観点がない。
つくば駅周辺は廃墟なのか?　研究学園も言うほど便利とは思えない。

科学の街としてもう名も通っている。そこも残しつつ農業・林業・観光地・福祉・子育てにももっと力をいれていければ良いと
思う。

船橋のアンデルセン公園、横須賀のソレイユの丘の様な総合施設＜宿泊できる＞を作り集客したら良い。コロナの影響で
今後自給自足や地産地消が必要になると思う。行政がかかわるとルールが厳しく使いづらい。望むものとは程遠い。

「科学の街」が示すところは何なのか。研究所が多いだけでは?ロボットの取り組み等中途半端。イメージだけ。期待が大き
い分がっかりしている。ロボットの街サイトも更新されていない。

計画性のある街であってほしい。中央の都市部も計画性に乏しいので住みにくい。新しく設計された街というには不便すぎ
る。

つくば駅周辺の活性化。
県の知名度はワーストワン、せめてつくば市は全国に発信できる街であってほしい。人材も税収も恵まれているはず。
教育長が（門脇教育長のような方）がいてくれるとよいなあと思う。
農業やそれに関するビジネスのデータ集約の拠点として
教育の見本となるような街になってほしい
ジオパークをもっと生かしてほしい。もったいない。
その他：公共交通機関を充実させる。関東鉄道が最悪、つくタクが面倒くさい。
研究学園周辺しか整備せず、あとはほったらかし。「つくば」はきれいな街のイメージがあるのでぶち壊さないでほしい。

今、子育てしにくい環境もあり、少子化が進んでいるので子育てのしやすい街にすることが必要だと思う。つくばで保育園
に入れないという声を聴いたことがある。

ベンチャー企業を育て儲かる農業を推進する、農業にＩＴを活用する。
明るい町が気に入って東京から引っ越して来ました。
公園のトイレをきれいにして欲しい（古い公園など）

学園
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科学の街と学校、子育てと連携をもっとしても良いと思う。
良いところを生かして国通面を含め、茨城県の良いところをアピールしてほしい。
経済成長至上主義からの脱却を目指す。残業を減らしてすべと絵の国民にダーチャを与えるべき。
総合運動公園の再検討
一部地域に商業施設の密集による道路の渋滞は避けたい。
科学のまちらしく無人バスを走らせる。（科学のまちの恩恵感じない）
ダイバシティを生かしたまちづくり。公共交通を充実してほしい。
つくば市のシンボルになるくらいの最大級の体育館があったらいい。
これ以上、高いビルは建てさせないでほしい。街路樹が大分切られたが、樹木をきらない街づくりをしてほしい。

つくば駅周辺の商業施設の充実が急務と感じられる。駅周辺はマンションが立ち並び、人口が増えたにもかかわらず、
スーパーがあるのみで大型の店舗が必要である。

研究（文系を含めて）をサポートするまちになってほしい。
街はずれの田舎くささを改善してほしい。街灯を増やして。
交通の便を良くしてほしい。

①②④は今まで通りで良い。将来的に人口減を見据え、今から観光面の力は入れておいた方が良い。（茨城は観光地が
多いのに、意識や対策が低い。

働く場所を与えることも必要。つくばは特産物もなく農業にも力を入れて頂きたい。若い人の働く場所、工場誘致をしていた
だきたい。

若い人達がつくばに住みたいと思う環境を作って欲しい。若い人は未来だから
地域格差をなくしてほしい（学校等）
都心からのアクセスも良く、緑豊かな立地をもっと活用出来たらよいと思います。

市のアピール、観光、その他においてもおとなしく地味だと感じる。新しい意見より古い昔気質の力が強く覆っていて、それ
が満足している。よそ者を受け入れ難く個々を守る意識があり広く開放の考えがない。

田舎暮らしをしているが、周辺の畑で荒れ放題の土地が目立つ。調整区域の見直しを進めるべき。

⓵⇒大学や研究所がやっている行政の後押しで良い　②⇒老後働きたい人の働く場を机う。働きながらすこしでも収入有
れば明るい生活が遅れる。ろうじんから税金を取るだけでなく、働く喜び、交流できる喜び、収入でやりがいの場を作って欲
しい。　④⇒十分やれている。人口が減少し、税も減る。ふくらんだサービスは誰かが負担しますが、ほどほどがサービス
です。

おひとりさまも介護されている人達も動ける間は出来る事をしながら、収入の一部を得られるような社会に。

近隣に農家が多い地区に住んでいます。農家の高齢化を身近に感じています。後継者のいない農家が多く、近い将来食
料を自国で賄うことが全くできなくなるのではないかと心配です。

つくば駅前の活性化、デパートを誘致してほしい。西武が撤退した後は柏まで自買物に行っていたが、今はコロナでTX乗
れない。

働き手の立場もそうですが、子どもたちの学校の事、また、高齢者、障がい者の人たちも満足するつくば市
⓶　ユニークな利用（企画募集）　何せ、月並な発想ではダメ、常磐ハワイに見習うこと
④の為にも他3点は大事だと思う。市民ファーストでバランスの取れた政治を行ってほしい。
私立、大学を作るべし

やはり一番望ましいのは科学のまちを活かして、世界が注目しているにふさわしい発展が経済に結びつき、若者が元気に
なる元となるのでは。

つくばは首都圏が近いので農業ビジネスで活かせるチャンスが大きいと思う。
土地利用をし、つくばブランドを色々な作物を作り出し、会社経営課、市民の皆さんや大型店への定期卸しを進める
⓶具体策はあるのか　　TX駅周辺に移住する人が永住するような環境づくり
格差がありすぎる。旧桜地区等変わらずじまい。おいてきぼりの感がする。平等な感覚で対応してほしい。

⓵科学のまちづくりでは、市民の生活は豊かにならない。⓶国内での食料の自給率を高めるためには、サスティナブルな
農業（林業）を作っていく必要がある。これまでの農業のスタイルを変え(補助金・老齢化）、時速可能な農業の経営スタイツ
(構造）を作っていかなければならない。

災害やピンチでも、自給自足できると、切り抜けられると思う。
老人福祉の充実

③観光地→この結果が現在のコロナ出合う。国を誤った観光政策の結果です。　つくば市の政策全体に美しい
CaechDhraseは在るものの具体定な将来Visionが書けている。

茨城県は、現時点で149人のコロナの人数を何とか前のよーにゼロにもどしてほしい。これじゃあ。自由に買い物もできな
い出来ない。

どれもやると良いと思う。ハザードマップでリスクの高い所の新築を減らす
つくば市はレベルの高い高校しかないため、普通～バカでも通える私立高校を建ててほしいです。
土地があるのに向上が少ない。生産という職が増えたらいいと思う。

食料の輸入の多くを外国に頼っていると思う。異常気象により輸入に頼れなくなることもある。自給率を上げるべき。農業
に魅力を持てる施策必要。

緑豊かな土地を活かし、自然と調和がとれた街づくりをお願いしたいと思います。税金も支払っているという意味があると
感じられるように、福祉と子育てなどに力を入れてもらいたい。イギリスやヨーロッパのように、ゆりかごから墓場まで・・・と
言う、税金を支払っていれば安心と思えるようにして欲しい。

TXをいかし、千葉や埼玉、東京から行ってと思える商業施設や、温泉等、首都圏のオアシス的存在がいいと思う。
より良い雰囲気作り。近所で挨拶しない人も多いです。悪い意味でと買いすぎます。

学園
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自然を大切にすることによって水害、なだれなどから守る。一人一人が協力して、我つくばをきれいにしたいものです。
特に筑波山をもっと魅力ある観光地にいてほしい。

もうマンションはいりません。また高齢者が運転しなくてもよい交通機関の更なる整備や、商業地の活性化(駅前）が新しい
街づくりにもなるやかと思っています。

医療費助成大変助かっています。
従来あるものに依存するのではなく、時代に合った新しい施設の整備。今は何も目新しい物もなく、何の魅力もない。
特になし。但し、つくば市と言う自治体をあまり大きくしないで欲しい。
使っていない土地、家、これが増えると荒れた町になる。
ビジネス。つくば駅にもっと人を
最近道路（国道を含む）の痛みが目立ちます。補修等の手当て予算が無いのでしょうか
ポテンシャルが生かしきれいていない。もっと頑張ってもらいたい。
子供に夢のある街づくり

つくば駅周辺の商業施設がのきなみなくなって、とてもつくば市中心地とは言えなくなった。なぜ、こんなことになっているか
不満。もっと活性化させたい。

科学のまちのよいところが生かされていません。
科学する心がけと豊かな自然はつくばの宝です。

TX沿線開発で平地林がなくなっている。公務員住宅取り壊しで市中心部などの緑がなくなっている。緑が無くなってきて、
なげかわしい。開発には緑を残すこと。

科学イベントをもっともっと増やして欲しい。
つくばの里山を守りながら働く人住む人を育てていく街づくりはできないものか。

市の全域で格差の無い街になること。生活環境（インフラ・交通）教育（学校間の格差を無くす）などすべて。また、中心部
（研究学園）のみに片寄らない開発。

他にコンサートホールの充実、ノバホールはロビーが暗くセンスがいまいち。小ホールへの階段もひどく汚い。明るくおしゃ
れにしては？。ホールを使うにチケットの半券で近くのホテルやカフェの割引など工夫をしては。

交通が基盤です。そこから全ては発展していくと思います。
企業、工場の誘致をもっと協力に推進するべきベンチャー

今回の休校措置決定のあともオンライン授業などのとりくみも遅い。科学のまちってなにが？と思いました。図書館も全く
充実していない。

①つくばセンター付近に規模のしっかりした本屋（現在あるのは店舗一軒のみ）を設置すべきです。②現在のつくば市立図
書館で本をリクエストしても以前のように要望に答えてもらえず閉口しています。

農家以外の一般人にも農地を開放してほしい。

街づくりの結果緑が豊かでなくなっている。少しも生かされていない。もとからあった緑を大事にした街づくりをしてほしい。
マンションにも緑地や樹木を増やすよう義務付けてほしい。

①大型遊具の公演が欲しい。都内にある小学生でも楽しめる大型遊具。木製や大型滑り台。乙戸沼程度の②バスを増や
して（テクノパーク桜～センターなど利用者が多い路線）

「観光地を」盛り上げるな。美しい海・山・温泉もないのに中途半端な観光地化を計るのはどうかと思う。普段の生活がしや
すい街ではいけないの？

何事もバランスが大切かと。
「科学のまち」というカテゴリに自身を押し込めることなく新しい事業に取り組んでも良いように思う。

筑波山周辺など空き家が多い、農業の高齢化で田んぼに維持が難しい。→子育てには良い環境。若い世代が安く借りら
れる（購入より借家）。古民家利用の相談窓口があると安心して借りられる→新しい住宅不要。＝今ある資源の活用。税収
アップを狙っているのかもしれないけど…。

全部やっていかなければならない。
高齢者が安心して住める街に戻してほしい。
子育てを終えた人が自分の家を持てる町
④を大切にしてゆけば、人も集まり企業も増えていくのではないか。

良い雇用環境があることが居住する条件となる人が多いと感じる。つくば市周辺の自治体は子育て世帯の移住には力を
入れても、自治体内で産業を活性化させようとする気概が感じられない。つくば市には周辺の雇用を吸収して地域活性化
の中心的役割を果たしてほしい。

親子で楽しめる科学の授業をしてほしい。
少子高齢化対策
優秀な頭脳を使って新しい農業に力を入れてほしい。
西部イオン撤退後のクレオがどうなるか、決まるのに時間がかかりすぎでは？
桜妻木地区の道路作りを早く。渋滞の解消。
研究所、大学の機能を生かしてほしい。福祉も力を入れてほしい。
マンションはいりません。
つくば駅周辺の空洞化は深刻だし、研究学園地区などの開発が進んでいる地区に人が集中している。
福祉に努力してほしい。
全ての項目が否定するものではなく当然目指すべきポリシーである。優先順位付けるなら②が重要。
街づくりは住民参加で盛り上げる。谷田部市役所跡地を活用して市の広報などで住民が参加しやすい場を設ける。
街づくりの視点を明確にして研究学園・つくば駅と周辺部が個性的で対照的な良さを協調できる街を作って欲しいです。
子育てに重点を置きすぎるように思う。
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働き場所があり、住み継いでいけるバランスの良い街づくり。
元々の農業を活かして地産地消でまかなえるよう若い人が喜んで農業に就き生活できる政策をして欲しい。
駅前の西友跡地に早くショッピング等出来るよう改造して欲しい。
住みやすい街。
高校を増やして欲しい。それを見越してつくばに15年前、家を建てました。もっとつくばに集まるよう魅力ある高校を。
パチンコ屋、ゲーセン、ラブホテルをなくす。
②～④は他の自治体でもできるが①はつくば市ならではの街づくりができると思う。
つくば市に要望など無い。失望しているから。

心豊かな人間を増やすような取り組みが必要な時代が来ていると思います。物つくり、自然を大事に、他人に優しく、本来
の人間の生き方に重点を置くべきです。

ゴミ袋の有料化をなくしてもらいたい。ゴミ袋の有料ではなく普通の袋でゴミを出しても良い市があるので。
一時保育利用したくても（レスパイトのため）ほぼどこも空きがなく、しかも」料金が高く利用できません。
年寄り支援はしても子育て支援は必要なし！
住みよい町づくり、だれでも活躍できる町、ゴミのない清潔な町。

この田舎（つくば市）研究学園～万博駅の近辺も軒先がくっついた家が建ち並び、窓も開けられない様な家並みはかえっ
て街並みの品格をおとしめるものです。都市計画をしっかり早くしてください。

高齢者が安心して住める建物（国民年金位で）。

研究所の将来計画を把握し、市としても支援してほしい。他の県、市では自治体で支援し、つくばの計画を持って行かれて
いる。

安全保障（エネルギー/食料/水/医療）、災害、パンデミック対応の準備。
一人暮らしの高齢者も安心して生活できるような福祉社会。
農業を盛んにすること。（今年、米価が下がる予想－できれば13000円＜１俵＞はほしい。）
バランスのとれた町づくりを望みます。自然をこわさず、心に豊かさを持てる町にしたい。

”溜り場”をつくる（様々な形態）。そこには市民･村民の文化コーナーに展示品がある。気軽に行けてコーヒーが飲める。パ
ン･ケーキがある。そんな所にたまに行きたい。

特に福祉

前市長の時期に小泉内閣の方針もあったのだろう、学術都市からよくある「ふつうの都市に｣に変わってしまった。その条
件下での①。

普通の人が暮らしやすい街。
公務員宿舎の取り壊しにつれて市街地の緑がどんどん減っている。宅地開発には緑地保護の手立てを進めてほしい。

若者が安心して暮らせるためにはもっと家賃が安くなって欲しい。家ももっと安く買えなければローンのためだけに働く人生
になってしまう。

一人暮らし等で（高齢者）観光地をまわろう等望む。

公務員住宅をつぶしてマンションにのみ変化していくのはいかがなものか。何か住民の役に立つ、災害にも安心できる街
にしてほしい。

私が死ぬまでぐーたらできればいい。苦しまずに死ねればいい。

筑波山のバス道路、住民（所有者に強く要請）、観光業者などの協力のもと道路わきの雑草、ササなどをきれいに刈り取っ
てほしい。

これから年を取っていくので福祉が不安。
街中に人が沢山歩いている賑やかな街があちこちにあると良い。
バスを利用した事がまだない。つくば市内をもっと知りたくても分からない事が多い。情報紙が欲しい。
科学の仕事を生かし、子どもたちにお仕事体験をする機会が欲しい。

豊かな自然に恵まれ、便利な生活もできる環境のつくば市はこれ以上規模を拡大せず、細やかな行政サービスが行き届く
暖かい街に。

商業ならびにビジネス街を明確にした街づくり(アメリカの都市計画など)

ＴＸのおかげで住民、子どもの数が増えているのでもっと子育てしやすい街づくりをすると街が活性化すると思う。例えば子
どもの医療費を小学生まで無料など。

学校や学童を充実して親が働きやすい環境になれば良い。

自然災害など農業・林業離れが進んでいる中、科学の街を生かして、安心して農業･林業が出来る技術などを開発し、、人
材育成できるとより発展できるのでは？

高齢化社会がますます続く。福祉の充実、安心して暮らせる社会。介護の充実。
人口が増えているところに力を入れないと再選はないと思う。
筑波山や牛久沼をいかしても駐車場が少ない。交通の便が悪い。

せっかくの豊かな自然、農地を残すべき。首都にも近く、自然をキープできるユニークな県であるのにビジネスのためか土
地をつぶしすぎ。

つくばの魅力をいかしたキッザニア的なものが欲しい。
子どもの数が非常に多い。他県からの観光で人を呼んで欲しい。
つくば駅周辺を盛り上げて欲しい。週末の研究学園駅周辺の渋滞をどうにかして欲しい。
他県、県内の人が来られるような施設。アリーナがあればライブ、イベント、そして国際大会が出来たらやはりつくばだ。
前市長の時のように私利私欲のためだけに総合運動公園など無駄な物を作らせないように。
今の子どもたちが離れていく３０年後のつくば市を今まで以上に魅力ある街として残して欲しい。

谷田部
豊里

その他
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科学の街とは約５０年前に国の取り組みとしてつくられてきた。良くも悪くもコンクリートで「共生」からはほど遠い。つくばの
文化はどこに行ってしまったのか。

自然を残してほしい。都市化が進んでほしくない。高いビルはいやだ。広い空を眺めていたい。

ＴＸ沿いの宅地開発が進んでいるが、新しい公園には大きな木がないので木陰もなく休憩できない。緑もどんどん削られて
悲しい。緑を残した方が「魅力ある街並み」になるはず。大田区の多摩川駅周辺など宅地と緑の多さがとても良い、あんな
感じで。

保育士に家賃支援するならば介護士にも。
土地の整備

県立高校を増やす。市内に通学可能が竹園とつくば工科のみ。偏差値に天と地ほどの差があり５５～６０位の偏差値の高
校がほしい。

木の伐採が目立つ。

新規就農者への指導員拡充。耕作放棄地を新規就農者へ。出来た農産物の販売、加工、食堂へつくば市の農協（農家）
が力を合わせてやってほしい。このままでは開発で駄目になってしまう。

優先順位は④①③

③アウトレットの誘致、商工会に説得、駐車場整備、大きく宣伝すれば。エクスプレスを筑波山口まで延ばしてほしい。　④
陸上競技場を高エネ研わき予定地に作ってほしい。交通の便、市活性化につながると思います。

中心部は整備が届いているが、地方は道路環境etc.悪い！　すみずみまで気を配ってくれるとありがたい。
今回のコロナで、科学（医療を含め）、金もうけにすぐにはつながらないものが大切なことがよく分かった。
旧筑波町民です。学園方面は公園も多いですが、こちらはその点何もないです。考えてほしいものです。
汗かいて働く。
つくば市は観光という観光地がない為、もっと観光出来、見る所がほしい。
車社会の地域なので、つくバスを充実させてほしい。運転免許や、車を保持できなくなった時に生きて行けなくなる。
農林業で暮らしが成り立つ国にしなければ日本は滅びる(国政の問題）。
家の近くに図書館(図書室ではなく）がほしい。図書室は本の数が少なすぎます。

とても住みやすい街だと思っています。ただ発展していく過程のなかで、自然の豊かさは失わずに地域ごとの区分けをしな
がら街づくりが進んでいくといいなと思っています。SDGsへの取り組みをもっと強化しながら、市民一人ひとりが未来に対
する責任を担う意識を育て、仕組みづくりが進んでいくといいなと期待します。

暮らしやすく、人々がつながり、こともから老人まで健康的に過ごせる街。これも設問が稚拙。
地域で子どもを守っていくような安心できる環境
24 時間の国際都市化
つくば駅周辺も活性化してほしい
林業で働くと金銭的な儲けは少ないが、老後ホームレスや生活保護受給者になることはないようだ。

今の日本は自給率が悪すぎるし、ここを軽視しているようではいつまでも弱小国、アメリカの言いなりのまま。国がポンコツ
なら、市独自にモデルケース(兼業ではなく専業でも生活が成り立つ売買ルートを確保することで、米農家の職業価値の引
き上げにより、後継者不足を回避する等しないと、間違いなく手遅れになる。

マンション建設や宅地開発は止めて欲しい、自然豊かに。

まちづくりというのはその時代、その場所が必要とされることによって決まると思うが、計画的に作られてしまった街はその
時代が過ぎてしまうと役割を終えてしまう。行政としてやるべきまちづくりは地域がまちづくりを進めていくプラットフォームを
作ることで、進んでは行けない方向性を最小限で抑えることだと思う。

企業誘致など
全てがバランスよく推進される街づくりを望みます。

緑の多い広々とした環境(田舎)でありながら、教育が充実している。子育てするのにとてもよい環境だと感じているので、
自然な環境を残しつつより教育を充実させていってほしい。

SNS等を利用した発信や活動が出来る。
老人だけでなく障害児、障害者福祉の充実
つくば市の歴史を活かし、つくば市にしか無い独自性を大切にする。

みどりの地区の学区整備・図書館設置。つくば市の公立高校の増設。太陽光の設備及び蓄電池の設置への補助金の創
設（原発廃炉に向けて）

都心へのアクセスはいいが、都心まで行かなくても仕事があり科学に限らず他の分野でも稼げる地域になって欲しい。
公共交通機関の整備
計画的な都市計画（TX沿線は無秩序）。・科学を活かしたITと持続的農林業の導入。
テーマパークなどをつくり、観光地としての要素を加える
市民同士が仲良くなれる。
 English medium schools in Tsukuba to collaborate with global
科学技術のみならず、歴史や文化を守り、PRして、観光資源としていかしていける街でありたい。
竹園エリアの住環境改善と住宅地再開発。廃墟の宿舎を放置し続けるのはよろしくない。

つくばエクスプレスの駅前（地上駅）は、画一的で全く頂けない。金太郎飴のような駅前。新しく作ったマチ、駅前なのだか
ら､田舎なのだかから、その良さを活かした駅前整備が必要だった。都内の駅周辺（駅近にマンションだらけ）と同じ雰囲
気・景色にする意味がさっぱりわからない。

年金だけの収入になっても普通に生活出来る街
つくば駅周辺を早くなんとかして欲しい。大人が楽しめる街にしてブランド力を上げて欲しい。
退職した教員・研究者を講師に

TX
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官舎跡地が造成され住宅地になっていますが、分譲だと購入者と共に街に住む人が歳をとります。官舎時のように人事異
動があれば人の入れ替わりもありますが、賃貸物件が少ないように思われます。老化しないまちづくりが必要だと思いま
す。

一極集中を避ける。
つくば駅周辺や研究学園駅周辺に高層ビルを建設して就業人口を増やして50万都市の街づくりに望みたい。

駅の周りの官舎跡に埼玉スーパーアリーナや、幕張メッセのような駅近で大きなホールを作って人を呼び込む。文化的な
イベントを開催してそれに関連する仕事を増やす。

 例えば、桜川の河川敷のスポーツ、街づくりに活用する。
自転車専用道をもっと増やすべき。せっかくの平地がもったいない。
市民のための街づくりを基本とすることが必要。市民の心の源となる「共同集合納骨堂」の新設が必要。
エンタメの充実
もっと商業施設や遊び場を増やして、人が来るつくばにして欲しい。

安全な街。通学、通塾中、犯罪にあわないか常に不安。特に通塾の際、送迎バスがない場合、子どもを独りで歩かせなけ
ればならないため心配である。

区分 意　見
④高校生も医療費無料にしてほしい。アトピーで薬代が大変。⑥路線バスが高い。⑬男性が育休を取りやすい職場に。
子供達に子供らしさを感じられない。生活水準の高い人が多いので一人親や貧困家庭の子どもがいじめに合うようだ。

保育所職員の給料を大幅に増やすこと、正規職員を2倍に。非正規で正規と同じ働き方はなくす。(パート労働のみ、あとは
全員正規に)

土日もやっているところがなく土浦まで通った。
共働きがほとんどなので、働きやすい環境を整えることが必要。
公立小学校の充実
不妊治療費の助成をもっと積極的に行ってほしい。

学園

web

６．子育て環境に必要なものは何だと思いますか。
　　（複数回答可）

　　①不妊治療費の助成拡大　②近所に産婦人科
　　③近所に小児科　④子ども医療費の充実
　　⑤公園などの遊び場　⑥公共交通の充実
　　⑦公立保育所の改修、新設
　　⑧公立幼稚園の３年保育
　　⑨保育料負担軽減(0～2歳児)
　　⑩貧困家庭への支援
　　⑪学校給食費の助成や無料化
　　⑫児童館や子育て支援センターの充実
　　⑬産休、育休などをとりやすい職場
　　⑭県立高校の新設
　　⑮無回答

項　目 数 比率

不妊治療費の助成拡大 158 14.2

近所に産婦人科 237 21.3

近所に小児科 191 17.1

子ども医療費の充実 313 28.1

公園などの遊び場 302 27.1

公共交通の充実 223 20.0

公立保育所の改修、新設 291 26.1

公立幼稚園の３年保育 171 15.4

保育料負担軽減(0～2歳児) 305 27.4

貧困家庭への支援 414 37.2

学校給食費の助成や無料化 333 29.9

児童館や子育て支援センターの充実　 346 31.1

産休、育休などをとりやすい職場 369 33.1

児童館や子育て支援センターの充実 201 18.0

無回答 129 11.6

合　計 3983 -
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子育てばかりに重点を置くのはいかがなものか。子供たちがつくばに定住してくれるかわからない。
期待してます。ご活躍ください。弱い市民のため。
⑬小規模事業所に対する支援制度が必要。

柔軟な対応(休校の際に家にいることが不可能な家庭への支援)で評価している。県内でもなかった。とっさの判断ができる
ことを望む。

出産、育児、教育、その他無料にするよう社会を変える。それには税金の高額化は避けられないが、個人で払うより国民
全体で払うシステムの方が優れている。共産党はその方向で戦ってほしい。

早朝と夜22時台のバスを増やしてほしい。都内へ通うのにTXは使えても路線バスがなく毎回高速バスを使い不便。

まず子供を産む環境を。不妊治療費の負担額を思うと少子化対策は名ばかり。市内に産科の数がこれほど少ないとは思
わなかった。

虐待のニュースに心が痛む。虐待の対策を。貧困家庭の子どもを支えてあげてほしい。
仕事と両立しやすい環境、理解。

②出産できる施設を増やして。④TX沿線の千葉県の市並みに、1人400円上限にしてほしい。⑨第1子なので月6万円がと
ても負担。

小児期に母親がしっかりスキンシップ、アイコンタクトなど取らないとADHD、自閉症が発症しやすい。保育園に入れるより3
歳まで母親が働かなくても済む体制を作った方がコストが良い。

義務教育学校の新設があるということは、高校が足りなくなるはず。早急に高校を増やして。
給食費を払える人払えない人がいるならば公平を期する為に無料にして子供達には心の負担をかけない方が良い。
混みすぎなので、子供の数に合わせて施設の拡大・増加

小・中・高校のいじめ撲滅、生徒同士や先生から受けるもの親同士など様々な問題があり学校で解決できず市の教育相
談センターに相談するも全く役に立たない、アンケートも記名式で行われた。

特に街中心部の（人口増加地区）の県立高校の新設、学力から選択する高校の中高一貫に向けられている為選択肢に乏
しい。

安心して子供が育てられる事。補助より子供を預かってくれる所（学校など）がいろんな形であればいいと思う。
小学校・中学校の生徒集中問題
安心して産める環境、休める環境、復帰できる環境が必要。
子育ては一番重要な課題、児童虐待も駆け込み寺の設置と責任ある対応

保育園等に子供が入る事によって親の負担軽減だけでなく子供がたくさんの友達と関わる事によって性格が磨かれ社会
性を学べる、多くの人と楽しい思い出をたくさん作る事ができる将来、社会的で明るい人が増えると思う保育園等に通いや
すい環境作りをした方が良い。

児童館を小学校内又はとなりの敷地へ作るなどいかがでしょうか。雨の日がかわいそう、障害児の学習支援できる先生が
必要。

子育てを応援するなら、まずは産みやすい環境作りから、お産にかかる費用の負担をもっと軽減、全てにおいて実費では
無く保険摘要（産婦人科において）

産科が少なすぎる。

乳幼児期は本当は集団保育では発育や病気の面で問題が多い、両親とも仕事をしなければならい現状では金銭面で負
担軽減が必要、子供の病気の時保護できる病院など必要、保育者の時は祖人に金銭を出して欲しい。

つくばに合った高校多様性のある高校、偏差値が高い高校ばかりでは多様性を生み出せない。
子供があまりに多いので将来の教育環境があまりに不安
竹園保育所の建物や設備が古すぎる。
土、日もやっている保育園を増やして欲しい。

公園の使用に関して、禁止条項が多く子供が自由に遊べない。一部のクレームに対応すべき、保育者の手当てを増やし
て。学力ある生徒が通う高校がない（少ない）為つくば市外へ流失。

病児保育の充実

子どもを産み育てやすいようにお母さんたちに（貧困層）に聞くべき。未来のある子どもたちに惜しみなくお金を使うべき。
学習支援は勿論衣食住を公平に。

施設や制度でなく幼稚園、体育職員、小中教職員の学びが不足している。すべて質の問題。
安定した正規労働者の割合を増やす。

私立幼稚園が足らなさすぎる。家やマンションばかり建てりゃ人口増えるのわかるでしょ。図書館しょぼすぎる。今まで住ん
できた中でダントツショボイ。

子どもは未来を変えていけるかもしれない財産だと考えている。子育てにはお金がすごくかかる。社会的財産になっていく
よう、私は一人で子育て頑張っているので支援などないと生活はやっていけない。

不妊治療しているが保険が全く使えないので高いので、子どもがほしくても治療できません。産むのに平均70万以上（つく
ば市）国からの女性だけでは間に合わない。不安しかない。

子ども医療費無料もしくは半額になるとうれしい。

つくばは車を持っていない家庭（母親）が多く、支援センターや子育てイベントに行きたくても行けない人が多くいる。つくタ
クもなかなか予約が取れないとか。

竹園学区を＜幼・保＞＜小＞＜中＞＜高＞とあり、つくりかえるのは？公立でも付属中高としてみては？高校まで続くとな
るとスゴイ勉強になると思う。

放課後預かり施設として学校、施設、習い事、施設という移動も担うサービスと市との連携がほしい。病児保育の充実。

市外に住んでいる人が住所だけつくばに移して保育所を利用している人が少なからずいる。市民だけでも不足しているの
でもっと住民のための施設となるように工夫してほしい。

学園
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選択し全てが重要と思うが、根本的には男女差別や賃金（世紀・非正規の格差）などもっと深いところにあるように思う。

（県内で）中高一貫校が増えるようだが、つくば市は一校あるのでもう必要ないと思う。何でもかんでも一貫校にすれば大
学への合格率が上がると考えるのは間違っていると感じる。0～2歳くらいまでの子供同士の触れ合いがなくなっているよう
なので親子同士で触れ合う場所があると良い。

つくば市内に県立高校が少ない。公立保育所も入りにくくなってきている。
子育て支援センターなどの立地が車を使える人が前提になっている。車のない人には使いづらい。

子供2人とも社会人ですが、つくばで子育てしました。時代が変化していますので、今は貧困家庭が増えていると思いま
す。県立高校も足りないと思います（10年前に実感した）

並木高校が中等教育学校になり、困惑しています。入りやすい公立高校が1校減ってしまったので。
社会保障、医療費、高齢者

近くに県立高校がなく自転車で通うのはどこの学校も1時間近くかかる。しかし、剣道でも一部の市街地以外は街灯もなく
真っ暗。部活をして自転車で通うのは安全とは言えず、バスとなるが、バス代が高い！

県立高校が少なくて子供が成長したとき不安。
つくば市は子育て優遇、それも良いですが、「中高年をないがしろにしている。大変暮らしにくい街でもある。
⑪貧困家庭の
民間・公立問わず保育施設の充実（高いレベルの保育士を育てる）

非正規でも産休・育休について該当できるように。特に非正規公務員、非正規教職員について実態を周知し改善をお願い
したい。

憲法25条の生存権ぎりぎりの生活をしている子育て家庭を行政はもっと支援するべき
（公立幼稚園）いろいろな選択肢を残すために私立幼稚園とは違う方針のほうが良い気がする。
本来の校区を超えた通学を停止してほしい。

「子育て環境」というとせいぜい小学生までという認識だが、中高生についても目配りしてほしい。中高生が自由に活動で
きる児童館や居場所が全くない。交流センターの開放事業はほとんどが受験生や高校生の学習場所となっている。

娘夫婦は子どもが２人。夫は単身赴任中（自宅も赴任先も多数のコロナ感染者が発生したため、長い間帰宅できない）子
育て世代の単身赴任を何とかできないか。

出産にかかる費用が高い

小児マル福や児童手当を１８歳までにしてほしい。　高校生は進学校が市内に少ない。　新設ではもったいないので、既存
の学校を変革できないか。

優しい気持ちと思いやり。

全ての世帯にマル福（高校まで）等とか、収入に応じたサービスは止めてほしい。つくば市民は高収入世帯が多く、その世
帯から税金を取るのは仕方ないが、サービスには公平性を望む。中心地と周辺地も公平にしてほしい。

児童相談所と関連施設・保健所の統廃合を実施した結果が現状。もっと強く反対すべきだったと反省している。
子供３人位は育てる社会であってほしい。今の世の中子供１人教育するにも大変な時になってしまった。
学業レベルの格差をなくす

⑧について、３才から６才の入学前の保育料が高いため、子どもを保育園に預けて働くとマイナスになる事がある。高齢者
との交流の場を設けるのも策ではないか。

子供、孫がいないので、勉強不足で深く考えておりません。浅はかな意見は申し上げられません。
少子化をなくするには、いろいろな環境整備。子をつくり、皆で育てる、将来国を担う子を大切に　　親の支援も当然必要

④⇒過剰　　　今は人口が右肩上がりで勢いがあるが５０年先を考えて、ばらまき過剰サービスはやめるべき。マスクが無
ければ自分たちで造ったり工夫して大事に使うように。住民パワーを盛り上げ、田付愛の輪を作ることが大事。なんでも行
政がやってくれると甘い考えを拡げすぎている。母子保健子育てに莫大な予算やサービスしても結婚率は低下するだけ。
サービスはほどほどが良い。

正直⓵～④まで全て充実してほしいと願っています。

つくば市の県立高校までの交通手段が不便なところが多いため、交通の便を考えてほしかった。県立高校に通っている人
にhあ、バス代の助成金があると便利です。娘の通っていた高校のバスは、一律1ヶ月24,000円ぐらいと近くても遠くても変
わりませんでした。

どれも必用だと思います。
吉川博之DRを中心に、充実した育児総合センター(全国的な）を建設する事。ご苦労様です。期待しています！

日本全体が、子育てをする女性に優しい社会になってほしい。そのためにも、つくば市が率先して上記のことに取り組むべ
き、と思う。

⑭他紙と比べて高校の数が少ない。　保育園～高校まで無料化
マスクをくれる施設
一時預かりをもっと充実させてほしいです。専業主婦、地元でないと、ワンオペになりがちです。

・安心して子供を産める経済的サポート　　・児童館の役割を明確に　・安心して親が子どもを預けられるように　、子どもの
数が少なくなっている、子どもにとって成長できる場になって欲しいです。

子育ても大切だが、卒業後の就職の場を考えたことがありますか？。確かに、保育所の施設の充実は大切です。大人に
なった時の、子どもたちのことも考えてください。

本来なら昔のように2世帯住宅で育児をするのが少しでも都合良いのでは！　県立高校のレベルが中位の学校がない。

学園
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⓶分娩施設が遠いです。妊娠中、バス、自転車、夫の車で移動でした。上の子もいるので、負担が大きかったです。　この
市は、車があることが前提です。よその土地から来た方々は、核家族で車は一家庭に一台がほとんどです。近くの親も居
らず、何とか近場の公園でしのいでいます。子育て支援センターが良くても遠く、子どもが小さいとなれば行きたくても気軽
には行けません。たのみのつくタクは、オペレーターのレベルが低くて話すのも不愉快です。豪華なハコモノより、身近に行
ける場所を増やしてほしいです。

子育ての定義を明確にせねば意見の集約も不可能でしょう。あくまでも地方都市としてのつくば市にふさわしい方策を検討
したいものです。

高校中退しているんですけど、中高年でもはいれる通信制高校、ユニークな高校あったらいいデスネ。コロナが恐いから通
信制がイイです。

「無料化」と簡単には言えません。なったら良いとは思いますが、どこから補填するのですか？
年金生活者にとって、３０万を越える国保はきつい。

周囲の方々の手助け。子どもが病気になった時にでも見てもらえる施設や、助けてくれるボランティアなどがいてくれたらよ
い。

公園に遊具が少なすぎます。広い広場だけではもったいないです。医療費６００×２（病院別）では、子ども３人の我が家に
はツライです。つくば市という新しく美しい街なのに、古すぎる。

公園は恵まれているのでこのまま維持して下さい。

東京では幼稚園建設の用地がなく困っている。並木幼稚園はどうなっているのでしょうか。公立幼稚園３年保育をすれば、
親の負担も助かるでしょう。

家庭格差の無い教育の在り方を考えてあげたい。恵まれない子と、そうでないことの格差がおおきいように。
⑭激しく希望。　給食料の見直し（トランス脂肪酸添加物の使用禁止）
子育て問題と高齢者問題を同時に扱ってほしいと思います。
学校教育の無償化（安倍氏の言うニセモノでなく、子供を持つ親に対する周囲の暖かい目線。
フードバンク活動の支援強化、拠点作りも。「子供の貧困をゼロに！」連絡体制強化

子供は国、世界の宝。日本はグローバル化についていけてない。習熟度別の学級、学年編成などとり入れてほしい。自発
性や自ら考える力を育てる学校になってほしい。教員の質（特に人間性）の向上を望む。

児童館がアルバイトの人でやっているのは問題です。現状を親と話し合い、児童館での子供の問題点も親に知らせるべき
です。

学校給食費は無料だと市の負担が多いので、しかるべき事情がないかぎり市民が納めてほしいです。

予防接種の補助は全国統一にしたらよいと思う。小さい子供が全国どこにいても受けられるようになるとよい。（里帰り出
産や実家が遠いなど、不便）

つくば市内の県立高校不足は切実かも。

⑮介護ヘルパーと同様、子育てヘルパーの派遣、子育て支援。　子どもをきちんと監督し、教育できる環境。スーパーの中
は遊び場ではない。それを野放しにしている親共々、きちんと教育すべき。世の中全体が甘すぎる。

⑦雨もりしています。⑫いまだに冷房なし。夏休みのお昼はムシ風呂のような中で食べています。

つくば市及び近隣地域の人口が増えているため、県立高校もしくは市立高校を建設することで、教育そのものも活性化を
図ってほしい。

社会毒の排除が先決。環境汚染（食品、農業、医療ほか）が深刻すぎて、生まれた時点ですでに子供が病んでいる社会を
まずは浄化する必要がある。

教員を増員し、教える側、学ぶ側双方に良い教育環境を作ること。隣近所の理解（子育て）運動会や祭りなど行事の音楽
や賑わいに理解を示す。特別支援行は不便な場所でははなく、便利な場所に設置することも市民理解の上で大事。

子どもの多い家庭への補助。第3子以降の補助のupなど。

産休、育休後に復職しやすい職場環境。ある程度子育てをして貴重な子供の成長を見届けたいママもいる。むやみに0～
1歳児の保育所を作ることばかりがいいことなのか、正直疑問。

お産できる病院が少なすぎる。
他国のように学費がすべて無料になってくれるといい。

子どもはかわいいけど母親も一人の時間が必要。公立保育所は働いていないと預けられない。0～3歳でも預けられて、母
もゆっくりした時間が取れると、よりわが子がかわいくなる！第2子第3子と続くのでは？

子どもは何かと世話もお金もかかる。他県からきて子どもの医療費がかかるのに驚いた。無料化は必須。
つくばには子供の平等な評価がない。子育てに向く町ではない。

所得の向上。ある程度所得がないと結婚に至らず、婚外子に寛容でない日本社会では子育てのスタートラインにすら立て
ない。

子どもの通学路（栗原）に歩道がなく、車が飛ばすので心配。
⑭つくば市で県立高校が少ないので。
地域格差が大きい。
すべて必要な内容だと思う。
バスの本数が少なすぎる（一時間1本）
公園に無用のモニュメントがあり老朽化して危険。早く撤去するべき。
つくば市立高校を作ってください。
子どもの環境は現状で良い。充分。

子どもは環境によるものは、大きいと思うが、親のぬくもりで育つと思う。今は、子の成長した姿をイメージして育てあげら
れる。親を教育すべき時代が来ている。
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谷田部地区で一番老朽化が進んでいる上横場保育所の改築をお願いします。改築中は一時的に稲岡、真瀬の各保育所
に分離移動。県立高校の新設が無理なら筑波高校を中等教育学校に変更しては。

①～⑭まで必要であるが⑥を優先して欲しい。つくバス、つくタクレベルではなく市電レベル、定期バスレベルの交通網で
ある。（要約）

子育てが終わったので・・・今の子供たちは恵まれていると思うが福祉、医療に望み過ぎると財政破綻が更に厳しくなる。
バランスのある子育て環境の充実を望みます。

公園の定期的な点検・更新をお願いしたい。小さい公園は管理が届いていなく自分が小さい頃のままです。今もたくさんの
子供たちが遊ぶのを見ると新しくして欲しい。古いままだと怖いです。

市内各障害者施設に全職員を1～2名ずつ毎日応援・体験研修に派遣し、体験記を発表、発展させて下さい。ゴミ回収車運
転手の思うこと、意見のコーナーを市報に載せて下さい。

誰もが安心して子育てしながら就業、生活できる手立て。
特に若い世帯が育児と仕事を両立させやすい環境が必要。
政府の方針にやみくもに何でも反対（特に小池書記長）は野党にイメージダウンです。今後の活動を期待してます。
公立の保育所や幼稚園スタッフへの教育と指導を充実させてほしい。子育て両親に上から目線の方がいる。

ハードよりソフトです。先ずは親教育、家庭環境を整える。住みたい街はお金を投入するばかりの政策では実現しないと思
います。

つくば市には高校が少ないと聞いています。自転車で通学できるようさせたいので学校を増やして欲しいです。

子育て支援にお金をかけるべきではない。20.30.40代の親は若いのだからいくらでも働ける。私が30代子育て時代には助
成は三才までだった。あまやかしてるのはほどほどにした方がよい！

特殊技能又は専門技能が身に付けられる高校。
ちょうど良い高校がなくてみんな車で送ってもらっています。これで科学のまち??

⑪⑭は必要ない。給食を作っていただいていることの感謝がなくなる。教員は余っているのか？　税金が使われる。そもそ
も必要なの？　子供が減少している中、新たに何のための新設なのか？　専門にしても、それに見合う入学する人数がい
るのか？　学科を増やせばいいことではないのか？

子供たちや親が声を掛け合い、助けを求められる環境、情報が一番だと思います。行政でも信頼できる大人たちとの橋渡
し的な事や場所を提供してはいかがでしょう。

イジメのないおおらかな人間関係（友人、親、教師）。実体験を通して身につく正しい知識･自分なりに考える思考力･五感
で感じる感性･新しいものを作り出す創造性････これらを育み、子どもが生き生きと暮らせる環境を整えることが大切。

保育所入りの待機をなくす。
子どもは未来の宝。大事にされる町へ。
老夫婦世帯で意見なし。強いて言えば⑩⑪。
市政に子どもの視点をとり入れてほしい。子育て環境ーというと保護者ばかりの視点になりがち。
子ども嫌いなので何もしなくていい。子無し差別するな。
子育てに良い環境は老人にも住みやすい。社会保障の充実を！

筑波地区では小中一貫校となり（愚政）子ども達の姿を見ることが全くなくなった。廃坑跡地の活用などで公園、遊び場な
ど子どもたちの生き生きとした姿みたい。

固定資産税、国民年金、介護保険税が不安。
公園などの遊び場が少ない。
思いやりが大切。

幼児期のお金の負担よりも大学の入学金を軽減するなどがあれば教育格差が減り、本当に勉強したい人が学べるチャン
スが増えると思う。

県立高校不足。近くに通えるレベルの高い高校が少ない。通学に不便だと交通費もかかり高校以降は恵まれているとは
言えない。

子どもの産める産科はつくば市で３つしかないのでもっとあっても良い。コストコ横の公園に大きめの遊具が一つあると助
かる。もしくはセキュレアの隣の県の土地に大きなアスレチック場&駐車場をつくるとか。屋内のも一つ。

つくば市特に研究学園都市では核家族が多いと思われる。継続的に妊娠～子育てをフォローできるような体制をつくると
良いのでは。

大きい公園はあるが住宅地に小さな公園も欲しい。道路で遊んでいる子どもがいるため自動車等の通行が危ない。

第２子出産時、第１子を見る人がいなくて困った。保育園も市役所で「まず入れないでしょう」と言われた。ほんの数ヶ月の
事なので別枠では入れると良いと思う。このような事がなければ第３子も考えた。

公園や遊び場の拡充。公園には日よけの屋根を付ける（どこの公園も日よけなるものがない、木だけでは無理)。県立高校
の新設。児童館の増設、小型化にして多くする。

子どもが家庭の中に押し込められず、自由に出入りできる里山、公園、図書館、児童会館などの整備。とくにこの状況下、
住宅地内の道路をスクーターで遊ぶ子どもたちが多いが、それに対して警察に通報し、注意してもらう住民もいる。町内会
の回覧が電子化され子どもがいない近所とコミュニケーションをとるのも難しい。いざというときのために一定個数の住宅
地には公園、コミュニティーセンター(図書館併設)を整備すべき。

子どもの数が増えているので研究学園付近に筑波大学付属のような偏差値の高い中高一貫校が欲しい。

家から支援センターが遠い。公園に遊具が欲しい。県立高校がほとんどないため、子どもがもう少し大きくなった引っ越し
を考えなくてはいけない。

⑬一番優先すべき。
相談窓口が多いようで少ない。前に住んでいた石岡市はとても充実していた(サークルも多かった)。
アントラーズ側の大きな空き地に図書館及びコミュニティーホールをつくってほしい。
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ＴＸ沿線に県立高校を作って欲しい。
子ども１人につき、出生手当の拡充。３人以上には更に手厚く手当を出すことも必要(お祝い金のようなもの)。
公立幼稚園の３年保育がないのはおかしいと思う。私立に行くお金がない人はどうするのか？

医療費や保育料は本当に困っている人が使えるようにすべきで「貧困から脱出」につながれば納税し、社会のために働け
る。どんな家庭の子もその意思で学び、社会の一員になれるようにしないと。今の社会、いつどん底に落ちるかわからな
い、落ちてもはい上がれる支援を。

近所に小児科があればもしもの時に安心。
早くつくば市内に高校を増設してほしい。子どもたち（小学生以下）が増えすぎているので高校が心配。
子育て世代が他の地域と比べて増加しているのに産婦人科や小児科が少なく、いつも混んでいると感じる。

子どもにお金がかかる時代になってしまっている。それを変えるべき。ＴＸ沿いは子どもが急増。早急に公立高校の新設を
してほしい。でなくても現在茨城には高校が少なく、通学できる範囲に希望する高校がないという声を聞く。若者の選択肢
がないというのは悲しい。

駅周辺の開発（交番、銀行、郵便局など）

小・中学校が増えているのにその先の高校が少なく、偏差値にも差がありすぎて選べない。水海道一高へみどりの駅から
通うにしても、始発に乗っても遅刻してしまう。電車の定期代も高い。

東京に住んでいた時は児童館が沢山あったり、子どもが遊べる場所、迎え入れてくれる場所があり助かった。つくば市の
人口増加が著しい地域はサービスの見直しが必要だと思う。人口が増えているのに高校が少ない。

子ども医療費ただの所から引っ越してきたので６００円は高く感じます。妊娠中も車を運転して産婦人科に行かなくてはな
らないのはリスキーだと思う。保育園・保育士の質を上げてほしい（教育面アップ、古い風習、乾布摩擦など無意味なもの
はやめさせる）。

女の意識改革。どこまでわがままきいても産ないものは産まない、親や近所づきあいはいや、子育ては助けてほしいはわ
がまま。我慢が必要。公的支援は高くつきすぎて無理、我慢して親や近所と付き合いしかない。

児童扶養手当の見直し（所得制限の緩和）。児童手当-支給額と年齢上限の引き上げ。
公立幼稚園３年保育は皆が希望しています。なぜ実施しないのか不信感をもちます。
質問５と同様、公園等も地方（街はずれ）には無いに等しい。格差を感じる。

母親であること（専業主婦）が有利な世の中がのぞましい。自分の手で自分の責任で子供を育てることの充実感こそ一番
大事だと思う。

自分の責任
病院をしっかりとして欲しい。特に夜の病院はひどい。わざわざ土浦まで行っている。
まる福を１８歳までにしてほしいです。筑西市は１８歳まで対象なので、お願いします。
食事、睡眠、運動、勉強、コミュニケーション環境

年々お産ができる産婦人科が減っていて、なおかつ出産費が高額で自己負担が大きく、子供がほしくてもお金で悩んでし
まいます。産んでからお金がかかるのは当たり前ですが、出産費でプラスで３０万も４０万ものお金を一括で用意しなけれ
ばとなると、子供がほしくても産めない人が増えていくのではないかと思います。

県立高校は早急につくるべきだ。

子供が結婚すると自宅を求め独立し、親が老いても疎遠になり、老夫婦だけになり、最後は一人で最期を迎える家庭が
多々見受けられる。よって、出産、子育てより夫婦だけで優雅な生活を送った方が良いと思う様になったのではないか。

つくば市に限定されませんが、育休手当8割相当の審議が国会でもどんどん進んでいくといいなと期待します。また、長い
歴史のなかで宙に浮いているという世間の意見もある「育児手当」の年度支給制にも疑問を感じています。15歳になる年
度末 3月31日まででなく、すべての子どもが等しく育児手当をいただける制度に変えていってほしいです。またつくば市に
関しては、0歳児4月でないと保育所に入りづらい環境をなんとかしてほしいです。1歳児は激戦で入れないよといろんな方
面から言われ、2ヶ月での入所を検討して後ろ髪を引かれながら申し込みました。コロナのこともあって腹をくくりら赤ちゃん
を守るために辞退しましたが、子育てしやすい環境づくりとして、1歳児でも入りやすい保育園の環境をつくってほしいで
す。

全てが必要なのでしょうが、老齢なので細かには分かりません。
大学までの教育費の無料化、働き方の改善、オムツ費用援助

社会生活上の修養が足りない大人が立派な子育てなどできるはずない。幼児のうちからの躾が社会人になった時の人格
を決定する。

産休前の悪阻等でも休みをとりやすい職場

まずは女性の地位拡大をすること。女性の価値が世間一般に認められれば、産休育休、また育児の価値もあがり、周囲
の理解を得やすくなる。女性の価値をあげるというのはどういうことか。まず、賃金差の是正。今のコロナショックでなお現
場に出ているのはいわゆるブルーカラーと言われる現場の人たち。その人たちは、非正規およびパートで賄われている。
まずは時給単位で給与を引き上げる。また、一般企業においても、女性の最低賃金を年齢ベースに決める。これは一般企
業において自主的に行われないのだから、当たり前。知っていますか？SNSで同じ転職会社が打ち出す年収の差、男性
のイラストと女性のイラストでは、100万単位で違うのです。

以前住んでいた自治体の方がサービスは良かった。子供の医療費は初診からかからない。

保育園の新設するのはいいが、内容の充実。現在新設の保育園にいっているが、マザーリングがないため、何をやってき
ているのかがわからない。そういうしっかりしなきゃいけないところをしっかりしてほしい。

学生の県や市の大会が行える運動施設の建設

公立の学校と言えども、制服や学用品（絵具セット・アクリル絵の具セット・彫刻刀・裁縫セット・九九カード・算数セットなど
等々1～2回しか使わない）の購入する機会が多いです。ほとんど使わないものなのに、もったいなくもあり、負担でもありま
す。イギリスやアメリカでは、学校で貸し出すそうです。日本もレンタル制でいいのではないかと思います。

TX

筑波
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経済格差が急速にすすんでいるので貧困家庭や余裕のない家庭への支援と、そういった家庭や他者との交流の少ない家
庭のこどもたちへの様々な体験を通した機会を与える支援

スクールバスの整備

産後保育の期間を育休と同様にする。特にこどもが複数いる家庭は大変です。主婦も仕事をしているのと同等と考えるべ
き。また産後ドゥーラに助成金を出してほしい。

産休育休中の収入保障
公立保育所の話題が多く出るが、市内で必要としている世帯がどれくらいあるのか疑問。
出産費用の無料化
オンラインの教育体系

家事代行や育児支援の定期的なサービス提供。全国から転勤等で移住する家庭が多く、身近に頼れる人がいなく孤独な
育児に悩み心身共に疲れてる家庭が多いと感じるので。

谷田部の保健センターの駐車場が狭すぎて危ない。TX沿線の広い土地などに移転を希望
交通機関の運賃値下げ及び運行地域の拡大
図書館の新設、公園に遊具や健康器具の設置。本当に何もない公園が多い。
茨城県の魅力の向上
保育士の給料改革・保育関係の人材基準・緩和あるいは拡大
English medium schools with extra child subsidy
児童手当やマル福は高3までにしてもらえると助かります。

保育士の給与引き上げ。収入のある世帯からもっと保育料を徴収して、優秀な保育士の確保や研修等の能力開発に投資
すべき。

専業主婦を前提とした諸制度の廃止。共働きやシングルでがんばる親（男女とも）が不利にならない社会。
不妊治療休暇制度

正直0才〜2才までは保育園に預けても病気でお迎えばかりで保護者の精神的負担がすごすぎる。その期間中は働かなく
ても生活できるような保障をお願いしたい。働くことが前提であれば絶対に少子化に歯止めはかからない

受験以外の疑問を育てる

低年齢の子供の保育施設は公立に限らず充実すべき。不妊治療補助より子供がいる家庭で子供を多く産める支援の方
がよいと思います。例えば支援金を支給ではなく、免税の方向で。

市営のトレーニングルーム
独身なのでわからない。
子育ては中学以降も大切であり、高校、大学・専門学校、大学院の学費の値下げ。奨学金の返還額の値下げ。
つくば市の小学校をもっと見直して欲しい。

公園は水戸市の千波湖・少年の森、日立市の十王パノラマ公園のようなアスレチックが充実した公園をもっと増やしてほし
い。

区分 意　見
自営業はすべて税金をごまかしているように思われる。収入が税ですべてなくなる。
年金生活者には高すぎる。
人口減の中、税負担が増える施策は将来性がない、近視眼的。
国民皆保険は素晴らしいシステム。負担は保険の種類に関係なくひとりひとり平等でなくてはおかしい。

年齢で決めて下さい。収入があるよう努力して高齢になっても暮らせるように、また病気にならないように努力しているの
に、税金は少しも考えてくれない。

コロナ対策で大量の税金を投入しているので今は変えなくてよい。

web

学園

　　①引き下げすべき　②その必要はない
　　③わからない　④無回答

７．国民健康保険（自営業や年金暮らし、非正規労働者が加入）は、協会けんぽなど他の医療
　　保険と比べて保険税はほぼ2倍です。収入がなくても一人ひとり（子どもも含む）にかかる均
　　等割負担があるからです。全国知事会と全国市長会は公費1兆円の投入で、国保税の引き
　　下げを求めていますが、どう思いますか。

項　目 数 比率

引き下げすべき 669 60.1

その必要はない 106 9.5

わからない 265 23.8

無回答 74 6.6

合　計 1114 -
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公務員の給与を下げてその分を使う。
現年金受給者が当時負担していた額と同等の支給、もしくは現支払者が同等の支払い。
国保料と勘違いした。国保税はよくわからない。(*国保料なら引き下げに〇あり)
できれば①のようにしてほしい。それがまた将来の国民のつけになっていくのであれば反対。
全ての医療保険を一つにまとめ、保険税の額は検討すべき。
たった100万の給料で10万持っていかれるのは厳しい。
少ない年金暮らしからの保険料高過ぎ。
税金の無駄遣いが多い例えばマベノマスク信じがたい
国の予算102兆円のうち一部を本当に必要なところに回すべき、予算の組替えを持って柔軟に。
国保は保険料が高い
収入が少なくなっても一律に支払うのは負担。
できるなら下げて欲しい。
医療費将来（高年齢者社会）の為一定の負担はやむを得ない。
議員の給料、手当てを半額あるいは6割減にしてからにしてほしい。苦しい庶民を見てから知ってからにしてほしい。
2～3割下げてほしい。
未納者への対応が急務
現在生活保護受給者なので
収入に見合う負担。

自営でいろいろ厳しいのに国保の支払いまでは厳しい。雇用保険も加入していると社会保険赤字になって経営が厳しくな
るのでどうにかしてほしい。

困っている人は助けるのが基本。
差別なくどちらも同じようにするべき、協会健保も上げるとか。

高い一因に医療費の支払いが多いこともあると思う。高齢者は病院をサロン化していないか、本当に必要な通院なのか。
政治家は表のことばかり考えず嫌なことも言うべきである。

保険税も支払ってさらに医療機関に係れば自己負担があるというのは2重の負担でおかしいと思う。
高くてあ払えない人がいるはず、無保険の人もいるはず。
高すぎる
入っているが高額に感じる。下がるとありがたい。
国保に入っていない。
介護保険も高額ですよね。
高齢者の医療負担が低すぎる。高齢者に対し、もう少し引き上げないと今後の社会保障が不安。
コロナの影響で社会保険の人も国民保険の人もこの先どうなるか。

国保制度がスタートしたときに比べ、負担が低い加入者が多くなっているので医療扶助制度に準じた枠組みを作るべきと
思う。

不公平感がある。
国保加入者は収入が少ない人も多いので賛成。
限度額も併せて引き下げるべき!!
前年度の収入で算定されるので、退職した年は生活が厳しい。
今後負担増が無き様願います
個人的には⓶だが、加入者全体を考えると⓵

生活保護世帯が医療費０はおかしい。病院をにぎわせているのは、無料のこの子達とか。病院もこの子たちのおかげでう
るっております。生保はドル箱。国保引き下げてもどこかで税が値上がりし同じこと。医療の無駄をはぶくには負担が多くて
も仕方ない。

国保と厚生年金の保健の格差が大きい
自分自身国保に加入していて、納税がつらかった記憶があります。引き下げうべきです。
⓵厚生年金加入者と差がありすぎる。　②国保にも被保険者の不要家族を含めるべきである。
国保を支払っておりますがとても大変です。

保険料は給与所得を元に算定しているが、所得が亡くなってから加入する国保は不合理である。年金を元に算定すべきで
ある。

収入に応じて支払い金を下げなければ、病院にかかれない人がでます。
引き下げすべきです
高すぎるのひとこと
生活の中で負担が大きい
何かと税への負担が日々の生活で多くなってきた。
根本的に年金の制度を一元化するべき。社会保険に加入している人は、それなりに高額を徴収されていると思う。
実家が自営ですが、保険税2倍の恩恵はありません。負担が大きいため、現時点ではデメリットが大です。
知識がありません。
保険料が高すぎて払えない人もいると思う。
なぜ国保を払わなければいけないのか、なぜ高いのか意味がわらない。
弱者と言う人には手厚い気がします。

他の市町村は分かりませんがつくば市は高すぎます。今年金生活ですが（厚生年金４５年勤務）保険料、月４万円高すぎ
ます。年金だけの収入では生活が厳しいです。是非保険料を引き下げてください。これから老後の生活が不安です。

学園

桜
大穂

ー 47 ー



コロナで公費が必要な時に、財源はどこからなのか
とにかく負担が大きい
福祉社会を目指すべきである
平等にしてほしい
低収入又は失業者にはとても高額です
生活そのものに不安を抱いている国民も多いため、病院に気軽に行ける環境を整えるべきである。
国保税の引き下げが実現されたらうれしい。
公費１兆円、一人ひとりの税金ではないのか。
高いと思う。支払が大変・。
医療費の負担軽減を。
介護税なるものがいつの間にか導入され高額化してしまった。
税金とりすぎ
持続性か加入者のリスク等含め総合的に考えるべき。
自営業で国保、大変負担が大きい。
学生の保険料は下げるか免除
コロナ対策で、税金を引き下げるのは無理だと思う。
医療機関の内部の整備を計れ。特に医者の増員を計る。
払えない
国保はちゃんと払っていますが、自分が使うのは5年に一回くらいになっています。
健保の構成員から見て公費の投入を増やすべき。
低所得世帯の医療費負担を軽減してほしい（3割→2割程度に）
共済年金を含めた一元管理。
労働に対応した保険であってほしい。

国保は年金暮らしの人間には負担が大きいと感じてる。自助努力の民間年金保険等の収入も申告により、収入となるた
め、何の為に頑張って安心をつみあげてきたのかわからないと思う。

一般会計からの支援をお願いします。
70歳以上の医療費は無料化すること。
社会保険も結構引かれます。
国がもっと負担すべき。
外国人が簡単に加入し、帰国してからも日本の国保を利用していることがあるそうですが・・。
その他にも傷病手当金や出産手当金等見直しはたくさんあると思います。
収入が無くても少なくても納めなくてはならず大変です。その割に保障は最低。
厚生年金や保険料を支払っているので保険税は見た目の格差だと思う。
アベノミクスで豊かになったのはごく一部の人達。多くの人達は生活が大変になっていると思うので。
料金は高いと思うが今、支払しておかないと後で高い保険料を支払うことになったら嫌なので今のままで良いと思う。
同等の医療を受ける権利があるのなら同額に近づけるべきだと考えます。
負担を軽く、福祉を。
年金は本人の財産～保険税と拡大、年令別に医療費等、負担3割等でなく引き下げるべし。

設問のうち次の部分は誘導質問です。→「国民健康保険（自営業や年金暮らし、非正規労働者が加入）は、協会けんぽな
ど他の医療保険と比べて保険税はほぼ2倍です。収入がなくても一人ひとり（子どもも含む）にかかる均等割負担があるか
らです。

昔自分も国保だったのでわかります。高い。
国保は高すぎて支払いできない時がある。収入がなくても支払えってどういうこと？　支払えないでしょう!!
自分は健保なので

他の保険で扶養家族（3号）に保険料がかからないのは不公平。事業主からの1/2負担は無理と思うが自分の分は負担す
べき。生活に困っている働いている母子家庭でも保険料を払っている。

収入（年金）から天引きされる割合が大きく、負担感が大。
高すぎる。
当然。
国の負担補助を増やす。

国民健康保険税が他の医療保険の2倍だというのは知らなかった。どうしてもこれは引き下げなければおかしい。不公平
だ!!

今は、働いていても、国保に入るしかない人が多すぎる。制度設計を見直すべきだ。
強力に運動化していく必要がある。
年金生活のため
税金ＵＰになる？
がんばって実現して欲しい。
現状がよく分からない。
ぜひ引き下げを願う。後期高齢者の国保も年金暮らしには保険料が大変負担。
一律に考えるのはどうかと思う。事業が破綻しても良くない。
国民皆保険の制度を維持する事が大切。税金を一時的に投入されても結局遅かれ早かれまた徴収される。
ただし、他の税が高くならない事が前提。

谷田部
豊里

その他
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引き下げすべきだが生活保護医療費のゼロ割も見直すべき。
でも出来ないと思う。思いが通じた事がない。
税を引き下げる事の影響を示すべき。
平等で良い。働いている人が負担するのはおかしい。
国民健康保険は「納税は高く、年金は少ない」という仕組みがかわいそう。
職業によって加入する保険が異なる現制度がそもそも疑問。単純に所得に応じての負担になれば良い。
投入しても引き下げ額が低い。
新型コロナでも分かったように、病気になった時、病院に行く事が出来、軽症で治すことが大切。
１兆円、他に使ってほしい。
サラリーマンにこれ以上負担を求めるな。
年金生活者には大きな出費です。
働かなくても（金もうけをしなくても）安心して生きていける世の中を。
高すぎる。運動公園の借金を保険に振替えてもっと安くなる筈だ。
もらえる保障がないので、おさめないという人もいる事も確かです。
健康の面で骨折で働けないから。新型コロナも問題になっているから。
子供をつくるか否かは、その辺りも含めて検討すべき。我慢している人ほどバカをみるのはおかしい。
全国知事会等の言う通りだ。均等割なくせ。国費を投入せよ。
国保税には事業者負担がないので、公費投入してほしい。

区分 意　見
子供が東京の大学に通っているがTXが高すぎてJRを利用。半年で6万円もの差がありTXは使えない。
すごく高い!よろしくお願いします。
ぜひ値下げお願いします。
守谷までの乗客は多いので値下げしても会社の利益はあると思う。つくば-秋葉原への快速のほか、特別快速。
学生以下に限る。
通勤定期代は会社負担だが、学生は全額親の負担。金額が下げられなければ奨学金のような形で還元できないか?
TXを使っていないので。
通学を引き下げて、通勤を引き上げればよい。(会社負担なので)
下げてほしいが地方路線なので仕方ない。JR土浦駅まで出ることを考えると高くはないと思う。
つくば市をベットタウンにする必要はない。
かなり思う
TXの経営状態による。
JRと同様に段階別にしてほしい。
なぜ値下げしないのか不思議。
これも意図的。①値下げすべき　に回答が集まることは決まっている。
通勤や一般の運賃そのものが高すぎる。
まだ回収できていないなら仕方ないが、値下げしてほしい。(*建設費の回収?)
とにかく高い。東京通勤にも差し支えている。
高すぎる。

値下げのお願いをするのは良いが、会社の経営状態がよくないと人材が集まらず、安全対策も手抜きになるので会社に
任せるべき。

収入のない学生に対しては①値下げ

TX

筑波

学園

　　①値下げすべき　②その必要はない
　　③わからない　④無回答

８．TXの運賃や通学定期代が高く、値下げしてほしいとの声が相次いでいます。TXを運営する
　　首都圏新都市鉄道は毎年黒字です。つくば市も2/24に、鉄道会社に通学定期代の値下げ
　　を申し入れましたが、どう思いますか。

項　目 数 比率

値下げすべき 706 74.6

その必要はない 73 7.7

わからない 116 12.3

無回答 51 5.4

計 946 -

【地域限定(筑波・茎崎地区除く)】
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運賃高すぎる。

TXは日本で3番目に通勤時混雑と聞きている。会社がそんなに困らないのであればせめて学生の定期代は安くして上げら
れたら。

体格はほぼ同じなので学生一律で良いが値下げすべきだろう。
TX沿線の自治体の首長が合同でTXの会社に働きかける必要あり
東京まで5万以上かけて通勤（息子）給料の1/5持っていかれる。
乗客数が増加している状況から運賃・定期代値下げすべき
きれいで早いのでしょうがないと思う。
東京の塾に通っているが賃金の問題で通うのを週3日とおさえる。もっと安ければ通う事が出来るのに.。。。
子供にはサービスして欲しい。
TXはどう考えても高い
JRの様に少しずつでも値下げできれば良い。

値下げによって安全面（就業者数の減少、安全管理面への影響）が低下するのは問題、他社の運賃と比べて高くせざるを
えないのならばその理由（内訳）の比較が知りたい。

TX開通前、市議会答弁で1日の利用客は2万余りでした。それに見合った運賃設定、実際は予想の10倍を超える利用客で
すから値下げの余地あり、あの時の答弁は何だったのか。

スイカで利用しても割引が少ない、もっと安くして欲しい。

仕事で利用したくても交通費が高過ぎ自己負担金が増える為、仕事先を選べない、買い物で利用したいが運賃を考えると
ためらう。

通学定期は元々割引率が高くその分は一般利用者の負担で成り立つている。値下げ分を公費負担するならば良いがそれ
を行わないで値下だけ実施するのであれば一般利用者の負担増やサービス低下につながないので反対。むしろ通勤定期
と同額に値下げした上で差額を奨学金などの形で公費補助する形にするべき。

定期代だけでなく、運賃そのものを下げて欲しい。そうすればもっと人が来ると思う。
電車まで使って通学できる学校を選べる人は最初から覚悟ができている。
定期代ではなく運賃を安くして欲しい。
車両数を多くし混雑しないようにして欲しい。

学生定期代は大きく値下げ、これにより進学できるかどうか決まる、TXは安全ですばらしい交通手段なので現状を維持し
て。

都内への通勤の場合交通費上限3万円なので自費で出すのは考えてしまう。
鉄道会社の運営に影響がないのであれば値下げをして欲しい。
利用者負担の原則が基本

TXの経営状況や将来の投資計画を踏まえた冷静な議論が必要、庶民受けを狙ってただ値下げを主張するのは止めた方
が良い。

子どもが利用しているが負担が大きい。

つくば市に住んで10年だが、その時から高いと言われている。家族4人で都内にだ懸けると往復12,000円。この金額では何
か地元で買えるけどたまには遠出したい。3割くらい安くして。

JRより利益を上げていたら下げるべき
車両数増設の費用とバランスさせても良い。
親の負担を少しでも軽減できたらと思う。
①の答えに誘導しているように思う。
価格決定権は法人に帰属なので市や国がどうこう言う事でない。
東京に学校に通うには少し高いかな
未来の希望の光なので
子どもが通学で使っているが定期代が高くかなり負担。片道１５キロあるが自転車通学を検討。値下げしてほしい。
高すぎる。東京医行きたいと思わないように、東京からつくばへ行きたいと思わないと思う。
値下げと主に８両化の検討が必要
民間企業に市から口を出すのはどうかと。
都内の仕事、学校でTX利用する人は増えていると思う。JR程度に値下げしてほしい。これからのつくばのためにも
特にTXの料金は高すぎると思う。
すごく高い。都内通学、勤務なので。
通学定期だけでなく通勤定期、運賃そのものを下げるべき。
値段よりもその賃金で車両を増やすことを早く進めてほしい。

つくば駅前に住んでいる人ばかりでない。秋葉原駅に学校がある人ばかりでない。TXにプラスしてバス定期代などかかる
と1か月合計が5～6万という大学生は少なくない。下宿した方が安い（まし）

夫婦2人で都内まで行くと往復5000円くらいかかる。とても高く、気軽に外出できない。値下げを強くお願いしたい。

値下げしてくれると助かる。でもバスはつくばセンター～土浦駅、ひたちのうしく駅で片道530円（定期19080円）を考えると
仕方ないのかもと思う。

便利だが高すぎる。
高すぎる
①に代わる収入として高校・大学に広告をださせれば良い（駅構内、列車内）
ＴＸの会社としての利益率をウオッチして頂きたい。儲かっていますか。

学園
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ＴＸも開通してから時間が経過し安定を確認できるのでこのあたりで利用者へ還元しても良いのではないか。（一次的で
あっても値下げ効果は大きいはず）

TXがJRより運賃高いのは納得しているが、それにしても高いと思う。値下げしてくれるとありがたい。
値下げすれば茨城県にも人が集まるはず。

大至急値下げしてほしい。他社と比べて異常に高すぎ。利用者は増加が続いているが、増便にもならず増税でさらに値上
げ続き。大学生と、中高生が利用している我が家はTX代で家計がひっ迫。学校の生徒から定期代の高さにひくほど驚か
れる。

北総鉄道と並んでTXの運賃は大変高い。また、値上げや経営悪化につながりかねない「延伸計画」には反対。
子どもを持つ親としては定期代の高さは大問題。
開通して14，5年になるのでそろそろ値下げをしても良いと思う。いろいろな事情があり簡単にはいかないと思うが。
JR常磐線と比較し、本数も多く乗車時間も短いため相応の値段と思う。
TXは便利でいいが、やはり運賃は高い。高校生や大学生は学費もかかるので、値下げしてもらえたらいい。
TXの運賃高すぎ

開業当初から１５年を経過しようとしている現在、乗降客も大幅に増加し、採算も順調だと思われる。JRに比べ、運賃が高
すぎる!!

市民割があっても良いと思う。
TXで利益が出ているのなら運賃も値下げして欲しい。
多額の費用が、かかっているので、ある程度は仕方がないと思う。

TXは黒字なので、JRと同等にすべき。もともと都内との連携強化のための電車であり、学生も千葉や東京に通う選択もで
きるようになったのに、この金額差はありえない。つくば市が教育に力を入れているなら、市が補助すれば良い。

都内でアパートを借りるか、交通費をかけて自宅で暮らすのかの選択だと思う。

JRと比べてかなり高い。TXが出来て場所によってはかなり便利になったが、TX建設の減価償却が済んだら、速やかにJR
並みに引き下げるべきだ。

都心へ出るためではなく、都内の人も来やすくするため
定期代に限らず利用する際高いと実感する（券売機利用）
JRとTXとでこれほどの格差があるとは知らなかった。是非とも⓵に
今まで何とかなっているならそれでいい。快適、便利だから使われている。収益を税に回してくれるなら納得出来る。
TXは料金は他界です。近いので仕方なく使用していますが、値下げしてほしいです。
通勤でも安い方を利用している。
利用者の増が安定しているから
私も学生時代に利用していましたが大変でした。
金額だけ比較してはいけない。利便性を重視すれば妥当である。
折角都内まで45分を売りにしているので値下げはするべきだと思う。
半額にするとかが良いと思います。今回コロナで仕事ができない人も居るので、2年間ぐらい無料の方が良いかもです。

学生一律という考え方が利用者の負担になっているのでは。JRよりははるかに利用者が多多いのですから、中、高と大学
氏とに金額を変えても良い気がします。

利用しやすい値段にすべき
先の計画に維持費はひつようではあると思いますが、安定しているので値下げすべき
予想以上の収益が厚ことで安定的になっているために、値下げを希望します。
明らかに運賃が高い。是正すべき
引き続き申し入れを続けてほしい。大学生が2人以上いる家庭は、通学費もままならないです。
人口が少ないため、割高なのは仕方ない。しかし、設備維持にお金はかかりそうに見える。バブリーなので。
TXは利用者目線で物事を考えていません。改善については何度か意見提出しましたが反応がありません。
速いし乗り心地いいから仕方ないが、運賃は高いと思います。
確かに高いですが、確実にきれいでスピードが速いと思います。
世の中ちゃんとみて
これは経済（営）論理でやむを得ない
TX利用者が多いなら値下げする必要がなく、少なくて困るのなら値下げすれば良い。
しかしながら仕方ないと思う。
本当に運賃が高い。定期代、普通運賃とも値下げしてほしい。
サービス安全面などに不備が出ては困る。
通勤代は安い方がベター
都内でコロナ前に働いていたが、交通費が高く、一部自費の事がある
予定人数よりも３,４倍利用しているので、下げて欲しいです。(最初の目標　１日１０万人利用）
利便性を考えて、将来つくば駅からも秋葉原駅からも延長計画を考えるべきではないでしょうか
高いので娘は荒川沖からJR定期で通っている。TX高すぎる。JRは時間がかかる。通学で疲れ切ってます。
子どもが通学している頃、本当にきびしかった。これからでも値下げしてほしい。
料金自体の値下げを求めます。定期代だけというのもおかしい。
これだけ東京と短時間で行き来ができるのに電車賃が高すぎて使いづらい。

TXは十分整備され利便性の良い交通手段なのだからそれなりの代価を払ってしかるべき。そもそもなぜ都内に通うのか。
そうならないように地元の教育を充実させるべきでは。

採算がとれないからその値段になっているのではないかと思うが。

桜
大穂
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他の私鉄に比べても高い。
1000円程度で都心に行けるのなら十分だと思う。
TXつくば高すぎです。
便利だが運賃の面でJRを利用することが多い。
中、高生にとって、28,000円は高い。家庭への負担が大きい。
鉄道会社にその資金があれば。定期代ばかりでなく区間運賃も下げてほしい。
会社、工費がかかりすぎたのではないか？水戸まで開通すればよい。
定期代半額にすべき。東京駅直通のバス料金と同じにしたと聞いているが、いい加減な理由と思った。
高すぎる。
使用者が多いのでそろそろ値下げしてもいいのでは？。

大学生の子供、都内に通学。いつも混んでいる、学生定期の高さに驚いた。都内通学、あえて通学させているのだから仕
方がない。皆が都内志向になることもない。

現在の価格がどのようにして決まったか、背景から把握して考えるべき。
大手私鉄並みで良い。
通学定期代は値下げした方がよいと思う。
JRと比べると確かに高いので値下げが望ましい。TXの価格設定の理由がわからないので判断できない。
TXは高すぎ。
交通費の影響で志望校を断念する場合もあると思うと、値下げに期待。
つく宅の利用はあまり聞かないので、それを廃止してその分で運賃引き下げを。
テレワーク、テレスタディを普及して、TXの利用頻度を減らしてはどうか？
高いと思う。
値下げすれば利用者が増える。
TXは高すぎ、JRと同等とまではいかなくてももう少し下げるべき。
バイト代でこずかいを稼いでいる子どもにとって、定期代は高いと思う。
会社が不当なほど利潤をあげているなら問題だが、そのような状況ではないと思う。
国保税に加えて千葉までの定期代は大変。同じ大学の子はJRで半額と聞いてびっくり。
県立高校がないなどの事情があるので、通学に利用しやすくすべき。
県・市としても値下げを要求すべき。
10年連続黒字で借金返済も順調とのこと。値下げすべき。
下げてほしい。
運賃高すぎる！
JRとTXで額が違いすぎる
混雑緩和をお願いする。
利用者が年々多くなっている。
黒字であるならば何割か値下げを考えてよいのでは。
もし、経営状態がよくなってきているなら。
値下げ要望に合わせて早期の6車両編成の増加をお願いします。
値下げできないとするなら、その理由を発表させるべき。世論による政治的圧力を必要とする。

TX線の運賃は高すぎる。4月～5月頃車両2基増やすことは良いが運賃を決めている根拠を示し常磐線並みにすべきだ。
儲けるのも良いが大幅黒決算している。（常識外ではないか。）

TXが運行して10年以上経つのだから改善すべき、当然です。
つくば市としてもTXにもっと助成すべきである。それにより値下げを行うべきと考える。
子供が利用してる時も高いと思いました。
運賃全て。

つくば⇔秋葉原を比べれば明らかに高い。TXは開業以来、黒字と聞く。値下げできるではと思う。駅トイレのウオシュレット
化、駅構築物の点検（鉄柱の根本が錆び始めている）を望む。

以前、職場から長期定期券の購入の相談を受けたが、先に自費で購入しなければならないため、一度に出せる金額では
なく断った。高すぎる。

快速は研究学園駅にも停車して欲しい。

毎月TX代、駐車場、学費、弁当代、国民年金、国保、これだけで毎月いっぱいいっぱい。お金の無い家庭はTXに乗るなっ
て事ですか。

本当に高いと思います。娘は取手まで通学ですが3か月で10万円です。せめて学割をもっとして欲しいです。
特に学生の通学定期は関鉄のバスもひどい高額です。
TXの運賃は高いと思うがJRと比較するのは疑問がある。
利用者も増えているので実現可能だと思います。
もし、利用するのであればTX自体高いので値下げしてくれると助かります。

高いのは経営的な理由があるのではないですか。TXが営利をむさぼっているのならその利益を客に返すべきだと思いま
す。

千円以内で都内へ出られるようにして欲しい。
車内も特に椅子が堅く、北千住等でメトロに乗り換えますとそのフカフカ座席にホッとします。
TXはとにかく高いです。
経営的に余力があれば値下げすべき。予定より乗車率が上がっているように聞いています。

桜
大穂
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これからの世代育成も兼ねて援助すべし。
次の部分は誘導質問です。→「TXの運賃や通学定期代が高く、値下げしてほしいとの声が相次いでいます。」
とても速く安全ですばらしいですが、高いです。
どれほどもうけるつもり？
駅での乗車の際に検温システム（AIで）あるといいですね。
通勤には会社から手当が出るので高いままで良いと思うが、通学はぜひ下げてほしい。

倍以上とはびっくり!!即刻半額にするべし。ＪＲは駅まで遠く、混んでる。所要時間も長い。でも定期代のためにガマンして通
学している子どもがかわいそう･･･。

ＴＸの対面シートを設置してもらいたい。
無料化してもいいくらい。学ぶ事→市にも財産。
まあ、そうでしょう。
ＴＸの運賃は「バカ高」である。利益が出ているのだから引き下げて当然ではないか。
ＴＸは高すぎる。学生の定期代は下げるべき。

ＪＲとＴＸでは利用者数、率の違いがあるだろうから一概に同程度の金額とはいかないだろうが、検討してほしい。（ちなみ
に｢秋葉原｣で統一して計算した方がわかりやすい）

そもそも運賃が高いから、事故もないし、ＪＲより車両が綺麗、台風でも運転止まらない、高いなりの価値はある。
一般の切符代も高い。
安い方がよいということはあるが、実感としてわからない。
高い。
財源は？
学生の通学には便宜を図るべき。その分通勤定期代でカバーできるのでは？
もう少し安くして欲しい。
都内の中学に通う子どもの定期が毎月３万円を超える。ＪＲに比べると破格に高い。
そもそもＪＲと比べなぜ高いのかを説明してもらうべき。
ＴＸ沿線から都内への通勤者が多くなったので値下げは出来ると思われる。
ＴＸの運賃が下がればＴＸで都内や他県からの人が流入しやすいのでは?通学定期代が下がると助かる。
通学定期代も高いと思うが普通運賃も高いので是非下げて欲しい。ＴＸの運行で当初の計画より人口も増えている。

中学受験準備、通学で都内まで通いで考えているがＴＸが高額なため選択が狭められてしまう。つくばから頭脳明晰な学
生が流出してしまう。つくばから通える環境を整備する事が重要。

ＴＸの運用資金等を考えた上で両方に有用な方法を考えるべき。ただ値下げすれば良いという事ではないと思う。
誰に聞いても高すぎると言う。

ＴＸは遅延しないように高架などにして踏切がなく、建築に費用がかかったと思うが、その分が回収されたのなら通学定期
は値下げしても良いと思う。

前に住んでいた川越から池袋まで４５０円。今はかかる時間は同じくらいなのに池袋まで８００円以上、高過ぎ。
値下げできればすべき。ただＴＸは３県をまたいで走っているのである程度の料金は仕方ない。
つくば～守谷間の本数をもっと増やして欲しい。
サービス悪いのに異常に高い。
学生だけでも値下げして欲しい。
ＴＸ高すぎる！
ＴＸ高すぎ。東京に行くのに往復２０００円は高い！
値下げしない分、そのコストで増便して欲しい。
通勤定期(こちらを上げる事で)とのバランスを考えて少しでも通学定期を安く出来れば良いか。
高すぎる。乗客が増えているのに高いのは常識的におかしい。値下げするべき。
ＴＸの経営的な問題等分からない。
定期代だけでなく値下げすれば利用者が増え、マイカー利用者が減り、地球温暖化の阻止につながる。
学生は会社負担などなく総て家庭の負担になるため大変。
みどりのから北千住まで行くが高い。
なぜこんなに高いのか理由が分からない。
つくば市内の高校がなければ電車などは安くして！
ＪＲと比べるとやはり高すぎる。
都内へのアクセスは良いのに高いので友人を呼びづらい。

通学は未来ある子どもたちのもの、教育こそ投資なのだから値下げすべき。知人の息子は通学定期の高さから志望する
高校を諦めた。

市内に適切な県立高校がなく鉄道を利用する事になるので。
連結車両数が６両しかないので運搬数に限りがあるのはわかるがＪＲ常磐線の運賃に近づけてほしい。
値下げが無理なら本数を増やしてほしい。停車駅の改正。
関東鉄道も値下げ希望。定期代が高いために進学する高校がせばまる。
定期代もだが運賃も値下げを希望。
平日利用のみ値下げしたら良いのでは。
特に学生はもっと下げるべき。東京に通う学生が負担大きい。
ＴＸの運賃高い。
値下げすれば遊びにＴＸ利用する人も増えると思う。

谷田部
豊里

その他

TX
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他の私鉄に比べて高い。
高すぎる

区分 意　見
コースが、その作成した人の知り合いの希望と思えるほど不自然なところが多すぎ、近くまでバス停がなく使いにくい。

高齢者には停留所まで行くのが大変なので、「つくタク」の利用価格を下げて自宅から乗れるようにしてもらえたら助かると
思う。

住所は北のはずれ。大穂に行きたくても筑波山口で乗りかえがある。不便です。
筑波地区から他の地区（特に大穂やTX各駅）に行く交通手段がほしい。つくバスもルートが限られていて使いにくい。
出退勤時には走っていないので乗りたくても使えない。
あまりにもバスストップが多く時間がかかりすぎる。利用も少ない。
時間帯があわない。

バスが走っているのがわからない人がいます。バス停で待っていたら、普段乗る人がいないのでそのままきづかないでバ
スが走り去っていってしまった。

アメリカでは自動運転車が実用化されているので、自動運転車が走れる良い道を作るべし。
バスを使わないのでわからないです。
つかったことがない。

つくバスのルートにない入り組んだ地域にはしらせてほしい（大通り以外）。つくバスに乗りたくても乗れない人が利用でき
るようにしないと意味がない。行先も研究学園駅や大手スーパー駐車場がいい。

利用者が少ないのは広報不足。知らない人が多いのでは？　今後シルバーゾンが増える。支線型バスの運行を続けてい
ただきたい。

①～④すべて要望します。
車に乗れないお年寄りが不便なので病院や買い物に使えるようにしてほしいです。
よく見かけますが、もう少し時間の感覚を開けて走った方が良いと思う。
一日二便くらいしかないので、医者や買い物などには使えない。
免許証返納しても、買い物や病院通院ができやすくしてほしい。

筑波

TX

8．筑波地区では、1日10～12便、4コースで支線型バスが試験運行していますが、利用者が少
　　ないようです。これについてご意見をうかがいます。

　　①つくバス等との連絡をよくする
　　②コースを多くして走行時間を短くする
　　③コース上で自由に乗り降りできるようにする
　　④大穂の病院や買い物にも便利にする
　　⑤つくタクの方がよい　⑥無回答

項　目 数 比率

つくバス等との連絡をよくする 7 15.6

コースを多くして走行時間を短くする 8 17.8

コース上で自由に乗り降りできるようにする 12 26.7

大穂の病院や買い物にも便利にする 11 24.4

つくタクの方がよい 5 11.1

無回答 12 26.7

合　計 55 -

【地域限定(茎崎地区のみ)】

【地域限定(筑波地区のみ)】
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8-1．2019年4月から富士見台―牛久駅間を「実証バス」が運行しています。
　　　 どのようにお感じになっていますか。

　　①とても便利でよく利用する　②たまに利用する
　　③利用したことがない　④無回答

項　目 数 比率

とても便利でよく利用する 8 6.5

たまに利用する 14 11.4

利用したことがない 78 63.4

無回答 23 18.7

合　計 123 -

項　目 数 比率

スーパーなどへの買い物 9 7.0

医療機関 6 4.7

牛久駅からの鉄道利用 11 8.5

その他 2 1.6

無回答 101 78.3

合　計 129 -

項　目 数 比率

ほぼ毎日利用する 0 0.0

月10～20回以上 1 0.8

月1回～10回以下 18 14.6

無回答 104 84.6

合　計 123 -

【地域限定(茎崎地区のみ)】

　　①スーパーなどへの買い物　②医療機関　③牛久駅からの鉄道利用
　　④その他　⑤無回答

8-2.　利用すると答えた方に目的と回数についてお聞きします。目的は？

　　①ほぼ毎日利用する　②月10～20回以上　③月1回～10回以下
　　④無回答

8-3.　利用すると答えた方に目的と回数についてお聞きします。回数は？
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区分 意　見
聞こえても何を言っているか内容が分からない。
近所のお宅の屋根やトタンが飛んできて窓ガラスに当たった。

空き家の公務員住宅の屋上防水シートがめくれ、飛んでくる恐れがあり、関東財務局国有財産・・に電話したところ、翌日
チェックに来てくれた。

自動車の泥はねに何度もやられている。水たまりをなくしてもらいたい。
近隣の家から飛来物が飛んできた。
電柱が倒れないかと不安
スーパーでの買い占め、食料品が手に入らない。電気は止まらなかったが停電するかとても心配だった。
公園等の木が成長しすぎて幹や大きな枝が折れるなどが多い。
防災無線があるのか知らない。避難場所を知らない。
つくば市でない実家が被災。
正しい情報が得にくかった。
庭木が倒れた
その他：商品がなくなった。
受動的に情報が得られない。
筑波大学が避難所になっていないのではないか。

避難所の対応が悪い!!硬いせんべいの様な毛布はいただけない。自販機もないため、給水に困った。ペットボトルの水１本
でも配るべきだ！

ハザードMAP対象の家には、土のう袋を配るとか、何らか考えてほしい。
台風の音で無線はほぼ聞こえない。良く聴こうとして高齢者が外に出て逆に危険
1人暮らしなのでご近所の力を借りて行動した。　⇒⑥寒かった

避難所は入りにくいので，クルマの中で過ごした。クルマも大切な物なので避難させたい。クルマを停める安全な場所を整
備してほしい。

道路にあふれた水、人口がふえ排水路が小さくなっている。

学園

桜
大穂

　　①ある　②ない　③無回答

9-1．防災についてお聞きします。昨年10月の台風19号の時に困ったことはありましたか。

項　目 数 比率

ある 289 36.8

ない 432 55.0

無回答 65 8.3

合　計 786 -

　　①ライフラインの停止（電気・ガス・水道）②家の損傷・修理　③道路の冠水
　　④防災無線が聞こえない　⑤避難場所が遠い　⑥避難所の設備不足
　　⑦情報が得られない　⑧無回答

9-2．防災についてお聞きします。前項であると答えた方にお聞きします。困ったことは
　　　なんですか。（複数回答可）

(％)
項　目 数 比率

ライフラインの停止(電機・ガス・水道) 39 5.0

家の損傷・修理 120 15.3

道路の冠水 58 7.4

防災無線が聞こえない 110 14.0

避難場所が遠い 46 5.9

避難所の設備不足 40 5.1

情報が得られない 75 9.5

無回答 60 7.6

合　計 548 -

防災無線が聞こえない

【地域限定(TX沿線地区除く)、webアンケート除く】
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倒木(敷地内）で隣家にご迷惑を掛けた

台風でも川があふれたら床下浸水になる恐れがあります。避難場所まで徒歩で八十才で行くのは無理、10月の19号はぎ
りぎりでした。

市の危機管理課の働きが見えない。
判らない。各地区の近くにある場所の図面を各戸にに配って欲しい。なぜ各戸に配られていないのか不思議だ。
避難所が開設されなかったこと。
今のところ大丈夫だが、万が一、被害があった時の支援が心配。
市からの情報の内容とタイミングが適切ではなかった。土浦市の方が慣れている感じがした。
恐怖心で体調が悪くなり、動悸がして救心をを乱飲していた。
自宅の2Fの雨戸がなくて困りました。
立場自覚して
新型コロナウイルスについても連日市の放送があるが、聞きづらい。
周囲の倒木
なかったけれど、ライフラインが3.11の時のように止まってしまったらと準備してあります。
勤務している学校の校舎が古く、水没し、掃除が大変だった。
遠すぎてどうやって行けばいいのかわかりませんでした。遠くて歩けません。車も無理。家にいるしかありませんでした。
道路の不通
森、土壌の衰退からおこる、強風による近隣の木々の倒木
問2の回答に同じ。上記指摘事項の早急な改善を望む。
強風で他の家のものが飛んでくる。
避難所を利用した人に聞いたら、食べ物がない、駐車場が少なくてとめられないと言ってました。

窓を守る養生テープがなかなか買えなかった。いざ貼ったら剥がれず跡が残って困った。今後も大型台風が多発すると思
うので心配。

危険な場所に避難せよとの指示あり。ラジオつくばも聞こえない、防災放送も聞こえない。
桜川で水位が上がりやすい場所がある。改修できないか。
近くで土砂崩れがあり応急処置をしてくれたが、６か月たっても本格的修理がまだ。早めにお願い。
会社の指示で仕事が休みになり、収入が減ってしまった。
今年はコロナの問題もあるので⑥番の避難所についてはたくさんの確保と場所、広さがもっと必要になると思う。
避難場所となるところに、敷物（マットなど）を備えてほしい。

固定電話が通じなくなって、NTTへ連絡をつけるだけで6日もかかり、挙句うちのアパートだけでなくNTTの交換機がおかし
いといわれあきれた（すぐ直してくれたけど）

⑥⑦は特に懸念される。避難者の中には体の不自由な人もいることを考えると、バリアフリーの面でも準備不足。まず避難
所までの移動でもままならないとハンス人もいる。

自治会のごみ集積場が倒れた。お隣の空き地の破片が飛んでくる、倉庫が壊れてそのままになっている。

避難場所のレベルではなく「情報入所場所」として責任を持って担当できる人のいる場所を1カ所でもいいから設立して欲し
い。

近所から飛んできたので車のフロントガラスがひび等。
地球温暖化、環境破壊いつくるかわからない不安。地震に対する不安。
今回は特に無いのですが、万が一のとき④⑤⑥⑦が困ると思います。
停電は絶対なくすべき。
近所に請求されて困った出来事。家が古くて風で屋根が飛んで車を傷つけた。

つくば市として新築住宅が多い中、必ずソーラーパネルとかを必要設備として取り入れての新築を進めてはどうか。一部つ
くば市からの補助金は必要。補助金はムダな事業を減らせばいい。自然災害が多いため限界があるのではないか。国で
の支援は遅い。ボランティアの方々のほうがありがたいし役に立っている。

倒木で道路が塞がれた。
どこかわからない。近くの小学校だと思ったら違った。
きめ細かな市などの情報・パイプがほしい。
⑥桜体育館には避難設備がない。睡眠できず、もう宿泊したくない!桜川の補修（河川敷内の樹木の伐採）
旅行に行けなかった。
声がこだまして聞きにくい。
台風の時は家にこもる以外に対策がない。
スーパーマーケットの品薄。何かあるといつもこうなる。
暴風があった後は、まめに側溝を清掃することで冠水は防げると思います。市、県、国の道路課で実施してください。
桜川地区の河川の改修工事を全体的に見直して頂いて安心感が出来る様に要望致します。
避難場所を安全な場所に設置してください。

北条地区を流れている裏堀。おととしは年３回あふれました。それまでは２０年以上あふれたことがなかった。区長さんを
通じて市に改善を要望しましたが、一度見に来ただけで、その後はなんの進展もありません。今後大雨が降ったら浦堀南
側で浸水被害が多くでるのではないかと心配しています。

情報が遅い。
農地が冠水した。
閉校になった学校が避難所なので、どうなのか？不安。
東日本大震災の時に水や電気が点かなく困った。

桜
大穂

谷田部
豊里

その他

筑波
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雨もりがあった。
１０月の１９号に関しては特別なかったが、別の災害がおきた時の事を考えるといろいろあります。

区分 意　見
高校

①いつも混んでいる　④狭い、古い、少ない　⑥図書館を充実させて新しく交通センターといっしょの施設を作って欲しい。
今の図書館は古めかしく、人口が増えているので図書も不足がち。

研究学園用の交流センター
ＴＸみどりの駅付近に郵便局、交番がなくて年金等で不便。人口が増えているので交番は是非設置を。⑩本屋
市役所前の郵便局の駐車場が狭い。
学園郵便局の駐車場が狭く使いづらい。
地区別図書館あるいはＴＸ駅近く(研究学園、万博記念公園、みどりの)に地域図書館を作って欲しい。
①近くの郵便局でも車がないと行けず、駐車場も利用しづらい。　⑨治安が悪い。

①高齢化しているので近くに郵便局を増設。　⑨経済が落ち込むと犯罪が多発する傾向。交番の充実と空きの交番をなく
す。　少人数でも集える交流センターの増設。

研究学園駅周辺に図書館がなく、中央図書館まで遠く不便。

どの世代でも快適に使える図書館を作って欲しい。おしゃれな雰囲気で、カフェも併設。教育、医療、研究等の専門書も多
く置いて欲しい。

開発のため緑がどんどん奪われてしまう。
間瀬の郵便局は駐車スペースが少なく危険。
県立高校(研究学園付近)

どこも郵便局の駐車場が狭すぎる。図書館も駐車場から距離があり、本を沢山借りると大変。子供用の図書や読む場所を
充実して欲しい。

公立高校とその交通手段。
みどりのにマナーの悪い車、不審者みたいなのが多い。
人口が増えているのに学校が少ない。東京に比べて教育が行き届いていないと思う。

移動図書館を廃止、各町に駐車場付きの図書館を設置してほしい。中央図書館は遠く、書籍に親しむの役割を果たしてい
ない。

交番があるとないとで治安が変わってくる。
新興住宅地なのでＴＸ駅まで行かないとポストがない。
５年以内に中間レベルの県立高校を作ってほしい。
⑩プール
地域により児童館がなく個人経営の学童に入れるしかない場所もあるため市立の児童館が充実するとよい。

公立高校を強く望む。つくばは学力の高い子どもたちも多いと聞く。せっかくの才能を生かしてやれなかったら大人の責任
だ。

小中学校ばかり建てて介護施設の待機者は無視している。
共働き世代には保育園・幼稚園が必要。高齢化が進んでいるので介護施設が必要。
①⑨場所が遠い。⑨駅付近（みどりの）に交番がない。特に①に関しては車がないと行けないため不便。

TX

筑波

　　①郵便局　②保育園・幼稚園　③小中学校　④交流センター　⑤公園
　　⑥図書館　⑦病院　⑧介護施設　⑨交番　⑩その他　⑪無回答

９．公共施設で早急に必要としているものを選んでください。

項　目 数 比率

郵便局 89 27.1

保育園・幼稚園 72 22.0

小中学校 46 14.0

交流センター 30 9.1

公園 48 14.6

図書館 94 28.7

病院 65 19.8

介護施設 51 15.5

交番 57 17.4

その他 37 11.3

無回答 44 13.4

合　計 633 -

【地域限定(TX沿線地区のみ)、webアンケート】
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今のままで十分。

⑤遊具のある公園が少ない。みどりのは特になくてつくばみらい市まで行って遊んでいる。⑨事件など増えているのですぐ
に駆けつけてもらえる体制が必要。

遊具のある公園が少ない。

公共的施設がつくば市開設地区（東部地区）に偏っていて、新しく開発されたＴＸ沿線の西部地区には不足している。地区
別人口別に比較してみれば一目で分かる。

遊具
街灯

小中学校の分割。まともなスクールバスの導入（親が学校へ先回りして世話をするとかナンセンス、嫌がらせとしか思えな
い。）

多くの公共施設が研究学園に集中しすぎている気がする。支援学級の充実を希望する。
みどりの駅、治安が悪い。外人が多い。

地域に生きる子どもたちの安全が気になります。私の地元では「子ども110番の家」というシステムがありましたが、つくば
市にはあるのでしょうか？(勉強不足ですみません) 学童保育などで小学生の安全が守られることもひとつの形ですが、地
域にてたくさんの大人の目が安全をつくる仕組みづくりを検討していけたらいいなと感じています。(下校時の見守り運動な
ど素晴らしいと思っています)

スポーツ施設

この上2問の回答選択肢が機械的すぎる区分。意見を書き入れる欄をつくれ。なお「早急」がコロナ下での状況を意味する
なら、まずはコロナ対策医療機関・軽症者受け入れ施設の確保、市独自のPCR検査実施。集団感染発生施設への人的支
援体制構築

左記郵便局につき、郵便の集配頻度の改善
これ以上いらない
総合リハビリテーションセンター
避難場所、避難所
児童発達支援センター、不登校児支援機関
スポーツセンター

PCR検査場(ドライブスルー可、またパルスオキシメーターも準備して、偽陰性の人を見つけるべきだと思う。軽傷か重症か
も酸素濃度でわかる。

税務署
学生の県や市の大会が行える運動施設
県立高等学校
こども食堂
タイヨー第二店舗
屋外プール（土浦市の水郷プールの様な）、アスレチック公園、つくば市立スポーツセンター
前の設問でも書いたが、県立高校の定員が少なすぎるのは大きな問題。
中心部では不足しているものはあるかもしれないが周辺部では不足している感じはしない。むしろ内容の充実さが重要
市民相談窓口など
特に産婦人科と小児科
病児保育園
障害児の移動支援、障害児の短期入所、障害者の日中一時施設、障害者の居宅施設など障害者向けの施設の数
公立の高校、放課後児童クラブ
県立の進学高等学校
今回のコロナや災害が起きても遠隔で利用出来るITインフラ整備
銀行
市立高等学校
スポーツ施設
観光を誘致できる施設
市民同士で交流できる所

Cultural activities to show individual talents, world cinema shows. English school with affordable fees and international 
syllabus

放課後児童クラブ
老朽化した施設の建替え（総数は増やさない）
総合運動公園
児童の過ごす場所、運動する場所等。いろんな設備を整えたもっと規模の大きな児童館（野外運動場付）のようなもの
大規模なイベントホール
 住民集落に近接した、年中常時点検済みでいつでも使用可能な緊急避難場所。
カラオケ
児童館
学童保育

TX
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区分 意　見
西大通り(環境研から洞峰公園)の歩道の灯りが暗い。東大通り(産総研からJAXA)も暗く夜自転車で走るのは怖い。
研究学園地区にいろいろ集中しすぎて週末の交通量が増え不便になった。道を広げるなど対策を考えてほしい。
大通り交差点で水たまりができる。

公園の周りや遊歩道のデコボコが目立つ。石畳の石が剥がれたり、雨の時滑りやすく、自転車通行が大変。改善できなも
のか?

用水路のふた。小野崎のお好み焼き屋からとんQにかけての付近にある用水路。冠水30㎝の記載あり。
歩道の冠水。吾妻1丁目の「時の公園」と官舎の間の道。
旧道路の伐採、ガードレールの設置。ケンタッキーとワンダーレックス、お好み焼き屋がある付近。

車のない生活は不可能である。町内会が弱く、老人会もなく集会所もない。西武跡地を早く活気が戻るよう貴党に期待して
いる。

竹園、千現、倉掛、並木、付近の東大通り。　歩道が雨で冠水する。自転車レーンが狭く歩道側に出で来る人がいるので、
自転車レーンを広げて、すみわけをはっきりさせてほしい。

バス路線を、市民の要望を正確に調べて再構築してほしい。自家用車を減らすためにバスの利便さは必須。
学園並木バスの始発と最終を1本ずつ増やすか、時間を改定してほしい。特に朝。
歩道の整備。車道の左折後の合流の道路の長さが短いところがある。
東・西大通り手前の交差点信号は必要ないが停止線はあった方がよい。

ララガーデン付近で時々一時停止の取り締まりがある。一時停止の標識はあるが田んぼの中で見通しもよく、単に警察の
点数稼ぎのよう。事故が多いというなら信号をつけて。

道路の街灯が暗く、駅から歩いて帰るのが怖い。
松代公園に幼稚園の保護者の駐車場があり、散歩の際迷惑になる。池の掃除、木を切った後の植樹を。

すみれ保育園の駐車場周辺の道路が狭く側溝が広く、車の運転が不安。　つくば駅周辺の歩道が石畳が剥がれ危険。特
につくば銀行からスタジオアリスにかけて。

市役所の職員通勤で朝渋滞するのを何とかしてほしい。市役所職員の入り口を別にするなど。

研究学園の公園、何もない。立派でなくてよいので遊具や面白みのあるものをつけて。時計もあると便利。　市役所東の横
断歩道、車が止まってくれない。押しボタン式信号が欲しい。

歩道の整備の為に自転車の走行が非常に危険。
郵便局前あたりの交通整備何とかした方が良い。運転、歩行通るのが怖い。そのうち事故＆死者が出る。
ガードレール（通学路）の設置
大通り通学路に電灯をかけるべき
市役所への公共交通つくばセンターまで行った後、乗り換えが必要なので直通が欲しい。

つくば駅周辺の歩道でタイルがグラついている所ががあり、雨の日にそこを踏むと水しぶきが上がり足が濡れた、タイルの
補修の実施

2～3年前のアンケートで通学路の灰皿の撤去をお願いしたが無視された。他の市議に別の方法でお願いしたら直ぐ実現
した。共産党は市民の味方だと思ったが期待外れ。世の中は禁煙の方向に向かっている。

桜南小学校前→つくばセンターダイヤの本数を増やして朝少なく困っている。、
西大通りの通行道路に歩行者用の街路を設置して欲しい。夜通る際暗い、危ない・怖い
高校新設、子供人数がかなり増加している。
つくば駅前デパート・ショッピングセンターが無く全く魅力がない駅前となった。再開発をすべき。
高齢者が歩くのに信号と信号の間が遠い、年金を受け取るゆうちょが遠い、ララガに一か所作って欲しい
刈間にある細い道につながる所のミラーが見づらい。

松代在住（車に乗らない人の場合）研究学園方面用事や買い物に行く交通手段がスムーズでない、一旦センタ‐まで出てＴ
Ｘかバスに乗り換え、希望として松代地区から研究学園までのバス設置、近い将来免許を返納する人が多くなるので利便
性を考えて。

研究学園周辺の渋滞の緩和（特に休日）
ゴミ出し場所　自治会以外の人がゴミを出す（他のゴミヤードも同じ）　千上公園前

松代東部エリア（公務員宿舎跡地、地区計画未定、松代4丁目11－1外）の木がいたる所で交通障害（木が道路側にはみ
出している何か所も）になっている。市に問い合わせたが関東財務局に伝えてあるが改善されない。木もちゃんと切って欲
しい。

研究学園地区（学園の森含む）の交通規制の実施

松代4丁目の保健所から東に入った道凹凸があり過ぎ直して欲しい、40年以上前から　つくば市アンケートにも書き市長に
申請したが改善されない。

松代から西岡地区にゾゾタウンの巨大物流施設ができるという話がある、どうなっているか環境面が気になっている。
歩道に凹凸雑草があり通りにくい場所がある、松代3丁目創価学会～公園横あたり
通学路の安全について、倉掛733－4と740の間の生垣が繁っており、子供達の通学路が危険な状態

これから建てる家の隣の廃墟をどうにかして欲しい、木の枝がこちらの敷地にも越境しています、どうする事もできなさそう
ですが、、、

赤塚公園前交番の所に信号を付けて欲しい。

街灯が少ない通勤が東大通りなので東大通りぞいの歩道に街路が全くない事中高生徒が自転車で走っていて危ない、全
体的につくば市は街灯が少ない。

学園

10．あなたの地域で改善してほしい事や場所がありますか。
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野焼き。墓地に穴を掘りごみを捨てて火をつけて帰る。３年前に越してきてずーっと我慢、市や区長にやめてほしいとお願
いしても１００％やめない。市職員も話は聞くが何もしない。手をこまねいている。豪農の人が落ち葉集めて火をを着け帰
る。消防に通報しても注意せず、周りに木があってとても危険。何とか議員さんに意見を聞いてもらい野焼きをやめさせてく
ださい。

研究学園駅南側道路は企業バスの送迎、駅利用者の送迎で混雑して危険。一方通行にすべき。マンションを無秩序に造
成するからグランドデザインをしっかりすべき。

閉店店舗がそのままなので物騒。取り壊しなど対応してほしい。千現１丁目南の交差点
自治会館がないので地区の公共施設として立ててほしい。
防犯の点から外套をふやしてもらいたい
田舎だから仕方ないかもしれないが横断歩道が少なすぎる

歩道のがたつきを直してほしい。歩道を自転車が通ることを改善してほしい。自転車は車道を走ることになっているのに歩
道を通すので危険。梅園２丁目～東２丁目　ベビーカーを使う人は大変

大学周辺、天が降ると水はけが悪すぎる、冠水だらけ。
つくば駅周辺のマンションは敷地内にトラックが駐車するように。路上駐車が多すぎ、長すぎで車線を占めている。
住宅地及び周辺の側溝をふさいでほしい。松代３丁目
横断歩道、交差点の赤いポールの劣化、霧などで朝見えづらい。事故の原因になるのでは?

①並木ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞの横の点字ブロックはがれていて危ない。子どもが転倒していた。認定道路４－４２４０号線②桜南スポー
ツ公園と保育所の間、砂がたまって自転車がスリップする。認定道路４－４２６１号線

千現１丁目南交差点、朝の渋滞をなくしてほしい。道が少し広ければかなり違うのだが。
松代５丁目の道路中央にボコボコをつけてほしい。スピードを出す車が多く、近所に小さい子ども多く危ない。
３５４号線東２丁目の交差点、信号の待ち時間があまりにも長すぎる。
松代橋の高木、害虫駆除を毎年定期的にお願いしたい。通学路です。

一部の地域で子供の数が増えている。マンションの高さ制限を行い、人口密度や人工ピラミッドのバランスの良い開発を望
む。つくばセンター中心、小学校に児童が集中している。通学バスなど導入して市内でバランスの良い人数配分にしてはど
うか。

深夜の工事。＜東大通りと土浦学園戦の交差点近く＞

災害時や今回のコロナ時も市の広報車が回って何か言っているが、家の中にいるといつも一瞬で「こちらはつくば市です
…」しか聞こえない。ほかの車のペースと一緒なので本当に伝えたいことなら人が歩くスピードで走ってほしい。また、駅周
辺ではよく聞くが、5キロ離れた実家ではめったに広報車の放送を聞いたことがないという。同じ市民なのに。

産総研周辺の右折レーンのない県道の朝の渋滞がひどい。県や国の施設に協力を求められないのか。（洞峰公園の西大
通り側は数年前に右折レーンが新設された。）。

高齢者と子供をつなげる様な取り組みがあれば良い。
中心部外での自転車専用道の整備　つくば駅～土浦駅　24号線（りんりんロード始点）

子供の医療費について現在月に同じ病院で3回目の受信から無料になるのですが始めの受診から完全に無料にすべきだ
と思う。

つくば駅周辺の活性化。デパート跡地にショッピングモール（食品中心）を希望。パン屋、スーパーの不足を感じる。住人は
非常に増えているため。

都市ガスの普及。
街灯が少なく暗い。

今設置している公園以外にバスケットゴールを設置してほしい。住宅地に隣接しているので広い公園に設置してほしい。並
木近隣公園、梅園公園など

歩道の作りが自然の流れでない。松代一帯の歩道がまっすぐでない。
犬、猫の糞が歩道にある。（登下校の道）松代1丁目、松代幼稚園から五十塚公園までの道のり。
マクドナルドからカスミまでの道路の増。研究学園地域
松代（２）街灯付けてほしい。
東京駅へ乗り入れる要運動してください。（TX）

1.松代公園北藤棚下段差部、落葉、土が溜まり汚い。2.松代小学校体育館北歩道北側。溝に土が溜まり、大雨時歩道浸
水。　3.松代小学校東マンション北側歩道。アスファルト凸凹あり。雨水溜まり歩けない。

松代公園内に唯一のこっている水飲み場。なぜか水がでない。夏場に向かい、至急使えるようにしてほしい。
生活道路の整備、特に狭い幅

①側溝にフタをつけてほしい。吉瀬地区で南よりの地区に側溝のフタがない所が多い。②道路横に山林も多く、車の通りも
少ない所で、休憩する車がゴミを捨てていく。条例で何とかできませんか。

信号設置を何度要望しても実現しない。生徒や小学生が渡るので、」危ないと思って心配してる。
民家の樹木が道路に飛び出していてあぶない。十字路になっており、左右確認がしにくく困っている。

噂ですが、つくば東中学校で女性教員が男性教員を手下に若い教員をいじめたという神戸でおこったような話を聞きまし
た。その女性教諭はこの４月より竹園に移ったようですが、信じられないような藩士です。先生方のストレスは大変なものと
思いますが、子どの為にも先生方の心の平安を祈ります。相談できる場所を確保してほしい

車の通りが多く、通りたくても車が居なくなるまでまっています。車も歩く人を優先しません！あぶないです！！。　桜中学　
消防署近く

住宅内の路上駐車

つくバスが入ってくれることになりましたが、くねくね道を回って下さるのが申し訳ない。区画整理でスムーズになります様
に。長期計画なので生きていないかも・・・。　つくば市松栄

学園

桜
大穂
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５の設問で書いたことだが、農業の担い手不足、当地でも深刻になっている。（大半が７０台以上の高齢者）　若者が農業
に打ち込めるような施策を早急に考えてほしい。

民生委員について　何十年も同一人物がやっていますが、なぜなのでしょうか、他にやる人がいないから毎年やている。果
たして地域の為になっているのか疑問。2年人気都市、公募制にしてほしい。体験した人が地域の核となり、サービスを考
えてくれる人になるのではないか。地域問題を広く住民が共有し、助け合いの輪を作るきっかけの組織となって欲しい。大
変な所を一部の民生委員だけが抱えているのは不合理。

上ノ室周辺の側溝に蓋をしてほしいです。
桜川の橋の様子を分かりやすくしていただきたい。
市へ申し入れ、現場を見に来たが改善策はないとの返答、道路の改修だが、私有地と市街千混在しているため困難。

昔は、もっと、市役所的な何でも書類を発行してくださったのですが、今は、自宅から遠い市役所迄いかないと取れず、ま
た、手続き出来ないところが不便です。

舗装道路の改修・・・
人通りの少ないところにゴミ置き場があり（おそらく地区以外の人が）不法投棄が絶えない。　大角豆南部
野良猫の餌付けやめてもらいたい。旧村民の意識改革(いじわるや、いやがらせ）
公園を増やし遊具も増やしてほしい

ハト小屋について、火災を起こして住んでいない家に鳩小屋が有ります。フンがたまるにたまって風で空気に交じり、その
空気を和足たちが吸っているかと思うと健康に良くありません。いつも気にして、その前はバスで銀行に行きます。

防災無線の設置　(桜ニュータウン）
集落から主要道路へのアクセス道の拡幅について予算を考えてほしい
桜ニュータウンから、つくばセンターへのバスの本数を増やしてほしい（昼間）
春風台　・暴走バイクの取り締まり・小中学校の早期建設
東大通りと中央通りの交差点の水没地点(雨天時）を改善してほしい。もう何10年もそのまま
下水道を公費で整備してほしい。公共物なのに住民も費用を負担するのは疑問。　大角豆（並木小学校）

貴事務所の前の通りが近年交通量が増加して賑やかになってきています。しかしながら道路構造は旧態依然として危険
個所が随所見受けられます。更に幼稚園もある様子です。まず、身近な目の前のそこから改善されては如何でしょう。要
望します。

信号が作りかけの所を完成してほしい。

大雨や台風が来ると、桜川の決壊する可能性が高く、いつも不安です。子どもがいるからすぐには避難できません。なんと
かしてください。（つくば中根に住んでます）

東大通につながる道路の冠水。東大通から駅前に通じる道への侵入があり。
一日も早く信号を付けて
歩道がでこぼこ　凸凹　　つくば市中心部
花室交差点を土浦方面に向かい右折する場合、土浦方面からの直進車の信号無視が多くて危ない。
歩道の整備。草がボーボーである。

桜ニュータウンから県道１２３号に出る道路、つくば研究学園専門学校の学生の車の交通が多いので、道路拡張と路側帯
の整備、１２３号に出るところに信号機(事故があってからでは遅いです）よろしくお願いします。

道路が凸凹。水たまりが多い(歩道）
路上駐車・煽り運転・子供達が公園で遊ぶ・コンビニ、スーパー等灰皿があり（入り口横）不快。
TXをつくば駅からJR土浦駅までつないで欲しい。ムリかと思うが、不便すぎて車が無いと移動に困る。
館坪の人口が増えて、ごみの集積所がいつも満杯です。増築してほしい。　略図あり
つくば駅周辺が盛り上がっていない

旧道があまり利用されなくなり・・・一度払い下げの話がありましたが、今駐車スペースが少なくて困っていますが、もう一度
検討していただけないもので　しょうか。

上ノ室のゴミ集積所近くの横断歩道（見通し悪い）　横断歩道の白線が車道になています。方法分かりませんが危険です。
何とかなりませんか。

家の敷地に電柱が2本立っている。竹園のように地中化してもらいたい。　　つくば市二の宮一帯

公園や道路わきなど,雑草ひどく、トイレが汚れがちなので、このままだとつくば市内がきたなくなります。税金を整備、清掃
にあててほしいです。

通学時間帯（7時～9時）、梅園2丁目からの自動車の侵入を一方通行にしてほしい。狭い道なのに、ヌケ道でスピードを出
して通り過ぐ車が多い。

常磐道の跨線橋手前の斜面部の修復を急いでほしい。　　　（上の室から下広岡へ通じる高速道の立体交差部）
つくば駅周辺に文ぽう具屋が少ない。本屋（大型）が欲しい
街灯が少ない。

研究学園の学園の森周辺ばかりが開発され、その他の市内は充実していない。同じ市民税を払っているのに環境の違
い。公園や外灯なども子どもにとっての環境が違いすぎる。公園をとっても、研究学園や学園の森は公園同士の間隔が狭
く、他地域は、子どもが自転車で行くのも遠いと感じてしまうほどない。もっと平等な対応を。

家の周辺。　冠水、バイクの音、救急車の音。

Q4でも回答したとおり、ごみ収集場に月１回でも良いから、乾電池、蛍光灯の回収（箱）をして欲しい。年2回位でもOKで
しょう。専用の清掃車を全市内年2回のカン拾い時に清掃日に（？）走らせることにしては。

・道路舗装の修繕　・自転車レーンの設置　学生が歩道を自転車で走るのであぶない。歩道がせまい。
夜間の外灯がすくなくてしかも暗い。　東大通り。
きちんとした総合運動公園を整備して下さい。（周辺の小さな市町村以下のレベルです）　（プロリーグ誘致できる施設）
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路上駐車

つくば市古来。雨、特に雪が降ると危険、この地域に住む児童が通る通学路に通じる道で、また、高期高齢者も住んでい
るので危険です。道路に雨が数日溜り積雪の場合は特に危険。

①東大通柴崎交差点大学側の水たまり。アパート前の歩道がかなり大きな水たまり。（柴崎交差点の地図）②テクノパーク
桜通りの歩道のタイルが盛り上がって危ない。③バス停の名称、路線バスが「桜４丁目」つくバスが「テクノパーク桜入
口」。「テクノパーク桜入口」に統一して。

火葬場ができたときに東大通りに抜ける約束でしたが開通していません。

桜２丁目の敷地に雑草、ごみ。区会から申し入れてもなしのつぶて。市役所は「私有地なので手の施しようがない」との回
答。

つくば土浦線交通公園周辺の歩道ががたがたで危険。街灯もない。
土浦市卸町アイコー２１の道路を挟んだ向かい。草が伸びて車にあたる。

①流星台の道路を学園線や妻木に早く通して。②つくば駅から１～２キロ圏内の街路灯の整備③右折でスピードを緩めな
い車が危険。

つくば市栗原２８５８周辺下水道整備してほしい。家が１０件くらい密集しているのにまだ浄化槽。
テクノパーク桜カスミ店周辺でバイクの騒音
テクノパーク桜２丁目宅地に雑草やごみ
つくば市や全国で外国人住民の身元確認を厳正に。不法滞在を一掃すべき。
つくば市桜１～２丁目通称しらかし通りの慢性的渋滞

①県と約束した玉取から東大通りに抜ける広い道はどうなった。②メモリアルホールを造るとき「県立公園」歩道付き道路
を造ると住民をだました「つけ」を今も払い続けている住民をお忘れなく。。

廃止になった公務員宿舎周辺に不審者がでる。子供が心配。太鼓橋周辺
野良猫が増え困っている。
花室集落研修センター付近で野良猫に襲われる。
ゴミ収集場の管理がひどい。吾妻４丁目付近
桜南小学校前に信号機をつけて。陸橋はあるがより安全に
中根金田の道路の延長工事を早く。開発地の土地利用のメドが立たない。

桜川の堤防補強。桜川の河道掘削。北関東道開通に伴う桜川洪水の増大について調査する必要アリ。大規模開発は粒
度防止計画があろうが中小規模開発でも流出増大が予想される。

下広岡大久保橋にかかるのり面のがけ崩れ。幅員が狭いのでいつか事故が起きそう、次の豪雨でまた悪化しそう！

桜テクノパーク1丁目に並ぶ街路樹の八重桜の枝が兆度目の高さにあり普通に歩いていて眼に刺さることがある。危険な
ので無断で枝を折りましたが、個人が勝手に切ると違法になるかもしれないので対策をお願いしたい。

大雨時の道路の冠水。駅周辺のペデストリアンのタイル張りの道。（雨の時滑る）
歩道を造ってほしい。通学用（中学生、九重地区の子供）
道路の整備

一昨年、上水道が完備されたが、下水道は計画地域外なので未だに整備されていない。要望として下水道の整備区域に
入れて欲しい。

万博記念公園駅方面から面野井方面へ抜ける新道ですがその道路と土浦学園線の交差点が大変危険です。時差式信号
機をすぐに設置すべきです。

谷田部駒形住宅からみどりのへつながる道路に即刻予算を付けて着手して欲しい。つくばみらい市方面から流れてくる車
の数が多くなってきている。県側への申し入れも早くやって欲しい。

手子生地区の公園を新しくきれいにして欲しい。ブランコの持ち手に安全カバーなど。雨でも遊べる場所（公園でなくても
OK）もどこかに欲しい。

福井県でマスクの券が県から配られ一世帯2箱買えるとか。県や市に働きかけて欲しいです。
旧豊里の大宿周辺の道路を改修して欲しい。旧上郷高校の利用促進して欲しい。
みずほ団地南のTX線上につくバスの停留所を設置して頂きましたが、ベンチと屋根があれば尚良いと思います。

市内全体的に歩道の状態が悪い。路面はガタガタ、雑草が茂り歩くのをためらう場所も多い。つくばは車社会なので歩道
を歩きやすくして子供や年寄りなどの歩行者の安全を守って欲しい。

島名小～万博方面へ行く信号先のガードレールが出っ張っていて車をぶつける方を良く見かけます。検討を早くして改善
して下さい。

市内全域の道路が白線がなくなっていたりしています。
つくば工科高校付近の上下水道の整備。

名ばかりの民生委員が多過ぎます。老人会の様な雰囲気で定例会、旅行、見学場所１カ所入れた遠足、後はチラシ配り
が主な仕事と思っている人が殆ど。定例会に出るのが苦痛で一期で辞めました。

郵便局が遠い。せめてポストをコンビニなどに設置して欲しい。スーパーマーケットやドラッグストアが徒歩圏内に欲しい。
（住まいは）万博記念公園駅とみどりの駅のちょうど中間です。

道路に沿った雑草を刈って欲しい。道路沿いに電灯をつけて欲しい。住所：山中台周辺、19号道路沿い。

少量の雨で冠水する。排水溝が泥で完全につまっている。団地内の排水溝は先日一部泥を排出していたが特にその部分
は支障がなかった。

手作りのゴミ収集小屋。
谷田部地区の通学路の歩道が狭すぎます。そのため雨の中は危ないと言うことで車で送らなくてはなりません。

ゴミすて注意なんて書いてありますけど、ならきれいにして下さい。観音台住宅付近の道路で地主さんの雑木がひどく、道
にはみ出ている。しかも道路がカーブしており、前方からくる車が見えずらく危ない。事故のもと!!
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空家の活用で交流センターが近くにほしい。
その他 みどりの1丁目。2年前から住んでいるが悪臭がし、洗濯物を干すのに困っている。科学的なにおいで有害なものではない

かすごく不安。

地域でお願いしたことか？いつの間にか近所に外灯がつき、何の相談もなくついたので、窓がまぶしくて寝られない。せめ
て外灯をつける前に相談してほしかった。

裏堀の南側のふちを20㎝～30㎝高くしてほしい。
県道赤浜線をなおしてほしい。
ゴミ捨て場にライトをつけてほしい。
つくば市北条旧東中前の道路
つくバスかそれに代わるものを走らせてほしい。

近所の犬（４匹）がムダ吠えしてうるさいし、迷惑です。庭への放し飼いをしている！　動物指導センターに来ていただいた
のに改善されなくて悩んでいます。他の方も迷惑している！

最近宅地に太陽光発電装置が見受けられます。住居が自由に出入り出来る、付近には子供も多いことから、安全上フェン
ス等設置が必要と思われますが。

県道46号線（野田牛久線）と宝陽台からの出口に信号機の設置を（不可能ならば宝陽台方面からの出口（右側）にガード
レールか縁石をつけて欲しい。県道から左折車が角ギリギリに歩道に乗り上げて曲がる）

県道谷田部牛久線の高崎十字路の信号機を時差式に
県道谷田部牛久線とサイエンス大通りの交差点の信号機を時差式に
安全ミラーの設置（楠瀬医院横）
宝陽台の西面道路の再舗装
雨の量が多いと冠水（自由ヶ丘バス停前）
道路が狭く自転車が走れない
歩道の設置
道路の凹凸が大きく水が溜まる（森の里全般）
歩道の整備
住宅街の道路の損傷個所の修理（桜が丘）
歩道の修理（408号線）
あしび野・牛久沼沿いの崖が削られており危険
塀からの木の枝が伸び過ぎて右折・左折の邪魔になる
道路の草木の撤去
竹・木の伐採（市にＴＥＬしたが一度来たが持主は来ない、泊崎）
樹木の伐採（レークサイドゴルフ場脇の道路）
つくバス南地区ルーフ、樋の沢ども・池向・大井の子達は登下校1時間歩いている。新ルート設定して欲しい。
路線バスの夜の増便を（桜が丘・牛久線）
排水を良くして（森の里）
旧上水道施設の撤去
テニスコートの改善（2コートに屋根を設置）
基地局（ドコモ・ソフトバンク・モバイル）の撤去（城山）
富士見台から牛久沼への迂回不便、橋を作って欲しい
車の盗難が多いので防犯カメラの設置を（森の里）
野焼きをやめて欲しい（池向・市の台・樋の沢近辺）
路上駐車の取り締まり（宝陽台・森の里）
防災無線が聞こえない（宝陽台・自由ヶ丘）
スーパーやドラックストアの設置（自由ヶ丘）
牛久沼を放置せず市民の憩いの場として整備を
茎崎窓口センターバス停のベンチ周りの水溜りの整備
外灯の増設
道路のボコボコ
中心地までの道路網が悪い

家の前に今は使っていない側溝があります。安全のために埋めてほしいと区会を通して市に意見していますが、2年目に
なりますがどんな動きになっているか分からず、近所の小学生の子どもたちが怪我をしそうで怖いです。また私自身の意
見ではないのですが、子どもが歩いて・自転車で行ける距離に公園がほしいと近くのお母さんが言っていました。

遊具と駐車場がある公園があるといいなと思います。また、自治会の必要性を今一度考えてほしいです。今の時代に合っ
た自治会でなければ、我が家は自治会には入りません。

近隣公園の充実．子供たちが遊べるスペースの確保．遊休農地の借り上げ，近隣公園への転用．

建売の住宅街をつくりすぎでは？ 素晴らしい自然、食材が沢山ある茨城なんだから、もっと来たいと思うような道の駅や観
光の場所、名産品を考えたりすれば良いのでは？と思います。

①桜ニュータウンに住んでますが、樫村医院とすみえ美容院との間の道路の見通しが良くなるとありがたい。今は、そこに
入る時、一旦止まって、向かいから来ないのを確かめてから入っている。②桜ニュータウンからお寺と田んぼの間を通って
いる通学路。寺の丘からしみ出した水が道路をしばしば跨ぐので、気になっている。農業用水の溝の問題か？

昔からある公園の、遊具の老朽化の修復と、子ども？がゴミを捨てて帰ってしまうようで、あまり綺麗ではない時があるの
で、ゴミ捨てが楽しくなるような設備を作ってほしい。中根ふれあい公園
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公共施設の衛生面の改修（水回り、トイレ等）
筑波大学周辺の歩道が、未だ震災直後の荒れよう。整えていただきたい。
TXの24時間化、病院乱立、筑波大学の民業圧迫
地方議員を廃止して、教育にまわすべき
廃校を地域活動で使えるようにしてほしい

花室交差点に右折信号作って欲しい。春風台、流星台の住民が増えて、学園線に出るために旧桜庁舎前の道路が毎朝
混雑している！

街灯が少なすぎる。増やしてほしい。

防災無線が三か所からの音声が干渉し殆ど聞き取れない。放送と同時にホームページへUPし問い合わせに応じてもらい
たい。（音声でなく文章でもよい。）

固定資産税を安く。公園の遊具の充実。滑り台だけが多く。ブランコ、砂場、鉄棒、ジャングルジムなどが欲しい

桜ニュータウンから常総学院前の交差点に向かう道路の拡幅、というより、歩行者自転車が安全に通行できるようにして
欲しい。特に交差点近くは、坂道でもあり、右左折する自動車も多くとても危険だと感じている。

デリバリーが対象外なので改善してほしいです。

保育無償化に伴い、貧困家庭では逆に負担が上がりました。今まで無料だったところが、給食費を負担しなくてはならなく
なったからです。給食費くらいは、保育無償化の中に入れるべきだし、無償化になったからといって園独自の料金を引き上
げたところもあります。そういった料金面でも、市の是正が入らなければ、何が保育の無償化なのでしょうか。
また、子どもを増やしたいのなら、シングルの女性が普通に生きていても子ども1人は育てきれる社会にすべきです。DVの
国際的流行からもわかりますよね。日本及び世界の男性は、元々、一部を除いて男尊女卑の思考に染まりすぎなのです。
ジェンダー平等を目指すなら、まずは女性の地位の是正なくしては平等になど絶対なりません。男性は後回しです。当たり
前です。
LGBTの方達との交流もありますが、男性から女性に移行される方たちに限っては、注意しなければなりません。まず、身
体的特徴においてわけられるプライベートゾーン(トイレ、更衣室)は、ユニセックスな個室を増やすべきで、現在の女性用個
室は無くすべきではありません。反対する人たちに問いたい。あなたは男性の筋力と女性の筋力の違いがわかるのか、
と。あの、圧倒的な筋力さで押さえつけられた時の絶望感は、経験した身体的女性にしかわかりません。私はLGBTの方と
のお付き合いもありますから、偏見は全くありません。ただ、身体的男性は元々、自分に無自覚な身体的なリーチを元々
持っているということ、それに関しては、ジェンダーフリーの論議とは全く別の場所で成されるべきなのです。それを理解せ
ずにジェンダーフリーの議論をしてほしくない。将来の女の子をどれだけ生きづらくする気ですか。
また、保育園自粛要請が入っていますが、基本料は負担します、それ以外は負担しませんとのことでした。それでは給食
費も返ってこない、その上自宅で昼食も負担しなくてはならない、それでは貧困家庭は自粛なんてできませんよね。最低で
も給食費は日割り等で市から補助しますと声明を出すべきです。本来ならば、食料品等の支給を独自に行い、スーパーも
含めた外出が控えられるよう、取り計らうべきですが。
そして何故、パチンコ店は自粛要請しないのですか？保育園には3〜4回、自粛要請が来ました。それ以上に指導していま
すか？生活に必須なものと、ギャンブル依存症を量産する元々取り締まるべき施設、違いがわからないのでしょうか。自粛
してほしいなら、そこまで考えて自粛要請すべきです。
私はつくばの農業と科学が融合している社会が好きです。でもそのためには、FTA含め国の毒牙から市独自で農家を守ら
なければなりません。まずは兼業農家なんて酷い扱いはやめましょう。もともと専業でできないのに、後継者が育つわけあ
りません。私は地元がつくばで最近戻ってきました。たくさんあった祖母の田んぼ、継ぎたいけど経済的な理由で継げませ
ん。まずはたくさんある米農家から、生活の安定化を図るべきです。食料自給率においては、目先の利益でなく、こういう非
常時において輸入に頼る我が国がいかに弱いのか、という面から攻めるべきです。食料自給率を引き上げなきゃ引き上げ
なきゃと言ってるだけでは、何も変わりません。
女性の地位拡大も同じです。なぜ、医大受験であそこまで馬鹿にされていたのに、あの学校は日本において、なんの処罰
も受けないのですか？

街路樹は落葉する前に剪定してもらいたい。落ち葉は危険だし、その処理、剪定とそれぞれに費用がかかる。緑が多いの
もいいが費用がかかりすぎている。

春風台付近で公園。道路で遊んでいる子多数。
高齢の方の行動。こんな時期でも習慣的に出かけるお年寄りが心配。
ゴミ置き場の設置

松代在住です。25年住んでいます。
公務員宿舎の取り壊しについては、老朽化など様々な点から理解はしていますが、周辺の豊かに育っていた木々まで全
て切り、更地にして新しい木を植えるわけでもなく建売住宅をつめるように建てている景観に、とても残念な思いと憤りを感
じています。
緑豊かなつくばを残すといいながら、これは逆行しているのではないでしょうか？移住をしてくる方々には、新住宅が増え
ることはよいでしょうが、元々つくばに住み続けていた私たちが愛した緑豊かな街を失っていくようでとても悲しいです。家
が増えることはよいことですが、これまでの景観をうまく活かして、建設してほしいと思います。
きちんとつくばの歴史ある街並みを理解された住宅企業に、宿舎跡地を売っているのでしょうか？どこにどのように緑を残
すのですか？その辺りの見極めを市は行っているのか、疑問です。

・森の里の中のバス通りの路面があまり良くない、最近家の近くの道路の凸凹により、大型車（バスやトラック）が通ると家
が揺れる、また茎崎橋の近くの道路が地盤沈下で凹んでいる。・健康維持のために毎日散歩しているが、夏になると茎崎
橋からの上り坂あたりの歩道に雑草は覆いかぶさり非常に歩きにくくなる。・茎崎農協前のＴ字路に右折レーンがないため
朝夕に渋滞を起こす

コンビニにポストを置いて欲しい
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小野崎地区に、「車の通行量がまずまず有って車２台すれ違うのがやっと」という道路が幾つか有ります。近年、道路の両
側が宅地化されたところも有って、そのようなところは危険な状態です。利便性も考慮し一方通行化可能な道路を洗い出
し、一方通行にして欲しい。

つくば駅前が寂れている点
小中学校区について。大角豆南部は、東小学校・谷田部東中学校を選択できるように(学区内)にして欲しいです。
道路の舗装がとても痛んできていて、運転するのが危険だなぁ、と感じる事があります。直して頂きたいです。
千現一丁目南交差点北側の元写真屋さんの看板の撤去。老朽化していて倒れると危ない。

他の地域から引っ越してきて驚いたが、つくば駅近くの中心地なのに歩道がボコボコしていて危ない。電灯が少ないので
暗くてつまずく。バスの本数がとても少ない。車に乗れない人は生活しにくすぎる。

道路の舗装

通学路が危険なので、きちんとした歩道を整備してもらいたい。県道201号線は歩道が片側にしかなく、通学時間帯には徒
歩の小学生と自転車の中学生が行き交っている。その道路は交通量も多いため大変危険であると思う。また、ファミリー
マート上ノ室店の交差点ではガードレールもなく、車が突っ込んで来たら多くの小学生が被害にあると考えられる。

子供が多いが、高校がない

キャッチボールや水鉄砲で思い切り掛け合いが出来るような公園や空き地があればうれしいです。子供が中学2年生と小
学5年生の男の子です。学校でも休憩時間中に思いっきり体を動かすことが出来ず、隠れてペットボトルキャップ野球をし
ては先生に叱られ、マンションでゴムのぷにぷにボールでキャッチボールをしていれば、お年寄りに叱られ、公園で走り回
るには小さな子供がいてキャッチボールも危険で、彼らは叱られてばかりでかわいそうになる時があります。今、体を動か
し、有り余る体力を消耗する場所がないゆえに、子供たちは殺人ゲームやLINEでお互いをののしりあう事で発散させてい
ます。あれはダメ、これもダメと制限するだけでなく、彼らに発散させる場を与えてほしいです。

人口が多いので、交番と郵便局🏣の新設

つくば駅のアクセスが悪いです。周辺の駐車場も高く、公共交通(バス)の乗り入れや、タクシーの初乗り料金を安くしてほし
いです。

人口が多いので、交番と郵便局🏣の新設

タイヨー東側の交差点がかなり危険。少なくとも止まれの標識が必要です。また、学園の森義務教育学校南側の屋根付き
歩道と道路の交差点の箇所も非常に危険で、通学時間帯は車侵入禁止が必要と思います。

筑波北署の移転為、地域内パトロールの強化。
吾妻にはスーパーがない
桜幼稚園の駐車場が園庭とつながっている作りで、危険を感じる。上境保育所の校舎が古いので改修してほしい。

朝早くからポストインするのやめてください。毎回防犯カメラが作動し警報の音でびっくりして起きます。今回のは土日の2
日連続早朝から同じものが入れられてゆっくり寝ていたかった休日気分悪く起きました。

国道125号バイパス、大池〜池田区間の建設がどうなっているの知りたい。私の住んでいる北条ではバイパスができること
で、既存のロードサイド店がダメになり、北条地区が幹線道路の中洲になり、山麓地域と切り離されてしまうことで訪れる人
の流れも地域の雰囲気も変わってしまう。商店街は益々衰退する原因になるのでやめてもらいたい

路線バスの増便、道路整備など
治安
公園遊具増設　図書館新設

宝陽台2-1のコスモ石油前に信号機を設置して欲しい。新しい路が開通し交通量が増加、カーブで見通しが悪く、非常に危
険を感じる。

蓋のない側溝などが子供に危険なので直してほしい。

龍ヶ崎市からつくば市へ転入。龍ヶ崎を悪く言うつもりはありませんが、圧倒的に違いがすぐに、わかりました。まず、市役
所の対応です。入籍から住所移動、マイナンバーの書き換え、保育園移動の手続き、税金、国保、医療関係の支援のこ
と。色々沢山の手続きでわからないことだらけでしたが、とても親切に助けて頂きました。本当に感謝しています。龍ヶ崎の
ときはわからないことや書類などが足らないと家に帰って往復したり、あまり話を聞いてもらえず対応も無愛想な感じでし
た。つくばに来て市役所の対応に安心できました。
環境では上ノ室には婦人科、小児科、子供が遊べる公園が近くにないことが少し不便かなぁ？と思っています。つくば市全
体では町がきれいで緑が多く公園も多いし、医療も大きな病院があって安心なのですが。
小中高学校に関しては、大きな学校と小さな学校の差があまりに大きく感じています。小中一貫校を多くして遠方通いの子
供達にはスクールバスなどの利用があると助かるのではないか？と思ってます。高校に関しては、つくば市中心に県立、
私立高校をもっと増やして欲しいなと思います。今は大学、専門など進学が多い中、18歳で選挙権、成人。となるのであれ
ば、欧米の様にもう少し自分自身で責任が取れるような環境の学校。例えばある程度の校則はあっても服装などは自由。
そして自分の将来を自分で考え導き出せるような授業を自分で選択できるような、言わば大学のショートバージョン的な学
校もあっていいかな？と思います。
今の高校生に良く聞くのは何をしていいかわからない。夢がない。お金がもらえればいいんぢゃね？めんどくさい。なとなど
自分自身の責任能力、そして大切な将来を見いだすことが苦手な子が多いような気がします。
高齢者が多く、少子化でこの先の将来は今からの子供達に負担が多くなることでしょう。そう思うと、携帯、パソコンでの会
話、SNSでの情報が多く人と人との触れ合いが少ない中で自分達の心の成長ができないのではないか？と心配していま
す。

空き巣、網戸を燃やされたりするなどがあること
急に交通量が増えたので、渋滞が頻繁に起きている。右折信号設置、道幅改善などが早くできるといいと思う。
つくバスが便が少ない、遠回りしすぎで駅まで時間がかかりすぎる、最終便が早すぎて利用できない。
子供がすごく多いのに、近くに図書館がないこと。
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牛久沼周辺の観光開発

毎年やっている障害児の手当てやサービス利用の手続き。将来を思うと簡素化してほしい。マイナンバーなどで。毎年、
サービス事、手当てごとに同じ手続きをしていて、受付での待ち時間も他県より長く手間取っているように見えます。親が
手続きできなくなってからのこと考えるとマイナンバーなどで簡素化してもらいたい。入所施設を沢山作るのは難しくても、
在宅でなるべく親と過ごせる様に通所での福祉施設や、移動支援、児童デイサービスを卒業した後の通所の預け先、もし
くは、自宅にヘルパーさんなど気軽に利用できるサービスを充実させて欲しい。以前住んでいた千葉よりサービスがとても
少ないと感じている。

谷田部交差点からみどりのヤックスまでの道路の早期開通。谷田部南小前および境松交差点の改良工事。右折レーン、
右折時間の設置。

みどりのに住んでいます。子供の数が増えていますが、1番近い図書館が谷田部となりますが、つくば中央図書館のように
充実しておらず、また子どもの足で行ける場所にないため、ほとんど利用していません。ですが、子どもたちにはもっと本に
触れて欲しいと思いますし、必要だと思います。みどりの学園の図書室はとても充実していてよく利用しているので、みどり
のに図書館ができるとさらに本に触れる機会が増えるように思います。 
その他、交番の設置を望みます。以前も署名活動に参加させていただきました。

公園への遊具設置。小中学校の過密化解消。工場から悪臭。
みどりの地区に交番を新設して欲しい。
交番の新設、図書館
図書館を新しく改装して欲しい
総合病院が必要
人口が増加しているみどりの駅近辺に、交番と郵便局の設置をお願いしたい。広い世代の定着を考えた場合に必要。

田舎なのか栄えてるのかわからないし、中途半端な街並みだと思う。新築、何も無い芝生の公園ばかり建ててないでス
ポッチャやもっと他県からの客が増えるようなところを創った方がいい。

ゴミの収集について戸建については希望選択個別収集するようにしてもらいたい。ゴミ当番も難しい状態です。ゴミ出しの
間違い等あり。個別収集はまちがった場合でも自分の家前なので次回に収集してもらえます。収集場所では次回までその
場所置く状態になる。収集車もゴミ置き場に停車しなく交通渋滞も多少は改善すると思います。他県でも個別収集している
箇所があるので是非参考にして。お願いします。

【住んでる地域：みどりの地区】　①354号線沿いの荒井製鉄所の跡地（ミニストップ前）に公立高校の誘致を希望　②商業
施設の誘致（柏の葉キャンパスのような施設が欲しい） ③つくばみらい市の図書館を利用可能にして欲しい。（吉沼地区は
下妻図書館を使える為、みどりの地区も同様に近隣のつくばみらい市の図書館を利用可能にして欲しい） ④つくば中央図
書館の駐車場の無料化（つくば市民限定でも可）または、万博記念公園やみどりの、谷田部を含む地域のつくば南図書館
を新設して欲しい。

雨天の夜間は道路の線が薄いので見にくく、引き直して欲しい。また、住宅街を走る車の運転が荒く、カーブミラーや一時
停止箇所を増やして欲しい。

街灯の整備
幼稚園が少ない

みどりの地区の乱開発。急激に森林が減り宅地造成が進んだため、子育て世帯が急激に増加しつつある。教室が足りず
新しいみどりの学園ですでに追加校舎が建設された。それでも対応できず、新しい小学校の建設用地を探していると聞く。
また、付近には保育園も乱立している。十数年後には一気に高齢化するだろう。近くの谷田部南小学校は子供は少ないと
いう。谷田部南小をうまく活用するなど、学区割りの見直しをきちんと考えてもらいたい。結局無計画な宅地開発が一番無
駄遣いになっている。

高崎中学校学区に、子供たちが遊べる公園がない
災害危険地区の対策が必要
移動手段
自転車道の整備
公園がほしいです

つくば駅周辺：かつての屋上遊園地・デパート・メリーゴーラウンド・100本のクリスマスツリーというのがなくなりどんどん枯
渇していっている気がする。活性化させてほしい。

①竹園2丁目、3丁目の駅に近いエリアの官舎、筑波大等法人宿舎、NTT社宅等の早期売却と、新しい住宅用地の整備。
②TXつくば駅以北の延伸は税金の無駄なので反対。

コストコ、イーアスつくば周辺の道路渋滞
県立高校を増やして欲しい

住宅街の交差点はどこからでも確認できるような位置へミラーを設置してほしい。車だけではなく、自転車や歩行者も少な
くない為、必要だと思う！

未就園児の子育て支援施設が近くに欲しい
日常生活で困った事と同様。工場からの異臭。

I would like to remove or renew the fence around Ninomiya park. I would like to renew pedestrian road on the west side 
of NIMS Sengen, it is very broken. I would propose to install more outside sports gear in parks. And lights along 
pedestrian roads are terribly missing.

web

ー 67 ー



ペデストリアンの舗装修復（中心部も末端部も）。吾妻4丁目方面から吾妻公園〜つくばセンターに向かう道（50m弱）が公
務員住宅閉鎖のために強制的に封鎖され、吾妻公園からつくばセンター方面に行く際に200-300mも遠回りしなければなら
なくなった。この小道を通行不可にした理由の説明が全くないし、要望を出してもつくば市の所有地で無いから対応できな
いとか理解できない。公務員住宅の間にあった小道は、東大通りの吾妻4丁目側から吾妻公園やつくばセンター方面に向
かうための生活道路であった。閉鎖のお陰で、この閉鎖住宅地の周囲は草木の管理がされず、昼間でも暗く、防犯上良く
ない環境と化した。

第1に交通の便の改善

東大通りと西大通りの夜の歩道の街灯。広くて良いが、夜は街灯がなくて、危険。自転車もスピードを出す反面、歩行者が
暗くて見え辛く大変危険。数年前も西大通りライトオン前で死亡事故あり。運転者の過失があったが、街灯がありもっと明
るかったら防げたのではと思う。普段自転車を使用していても、夜は大変危険な道に変わると実感する。注意深く前を見て
いても黒い服なんかだと、ヒヤッとする事がある。

学園の森の交通渋滞
交通事故が多い交差点の改善

公務員宿舎を解体する際　木を伐採し過ぎて悲しい。マンション戸建てばかりが増え緑がどんどん減ってつまらない街にな
りつつある。

コストコ、イーアスつくば周辺の道路渋滞

駅前西武跡地に「疑問」を持つ場。デジタルツールで問題解決の場。を退職研究者・教員、大学院生を講師にして生徒・学
生・高齢者に解放する。

上下水道代が高いので、引下げしてほしい。野良犬がいて、追いかけられたりして危険なので対応してほしい。

改善してほしいことは、近所でゴミや廃材を自分で燃やして火が消えるまで煙を出している方が多い。喘息の子供がいる
ため、とても迷惑している。

つくばセンターの経済的な地盤沈下が激しいですが、一等地を民間に払い下げられるなど政治的に脆弱を感じます。駅チ
カ一等地に子供の保育施設や老人介護施設を誘導するような政治力が必要だと感じています。

既存道路（歩道も）の整備＝凸凹、削り下げ（歩道の車引き込み用）が大きすぎる

誰も住んでない官舎がまだまだ多い。全て解体して商業施設や娯楽施設、教育施設にしてもらいたい。新興住宅地ばかり
では不便が生じる。

谷田部の旧市役所跡地やアッセの土地を生かして、商業施設などオープンさせて、谷田部の町を活性化させて欲しいで
す。お年寄りが買い物に困っているんです。また、つくバスを病院やスーパーやしまむらやサンキなどの衣料品店に直接
行けるようにして下さい。歩けないお年寄りがたくさんいるんです。

ごみの収集ケ所、郵便ポスト
居酒屋を増やして欲しい
住宅団地内の公園予定地が荒れ野になっているので、公園に改善してほしい。
竹園のベニマルやカスミが混雑するので、竹園ショッピングセンターで日々の食料品や日用品が購入できると助かる。

近くに新設校があるのに学区分けで小学校が遠い。人口密集地での学校を増やして欲しい。公立高校もつくば市内では
選択肢が少なすぎ、中から上のレベル高校の新設を‼　通学距離も長くなり、通学時間と交通費がバカにならない…

万博駅周りの開発スピード

大清水公園にもっと遊具が欲しい。つくば竹園西小学校ですが、年々マンションが増えてる中、教室が狭いです。新築の
話も無くなり、五十嵐市長は、研究学園ばかりに力を入れて、つくばから郵便局も、警察署も、何もかも研究学園に移して
しまい。。。もう少しつくばを見てください。

カラオケなどの遊ぶ場所が欲しい

島名東の交差点の信号機に矢印信号を追加。死亡事故もある交差点に関わらず、未だに設置されない理由が理解できな
い。みどりのや万博記念公園駅のtxの発車到着に合わせたつくバスの運行。研究学園に合わせても意味がない。

島名地区には、児童館や図書館がないのでつくってほしい。
バスの便数を増やしてほしい。(桜ニュータウン行)

保育所、学童保育：自身の子供達にはもう不要ですが、保育園や学童保育の時間や受け入れ人数が限られているため、
キャリア変更せざるを得ませんでした。子供を産みたい、第２子、３子がほしい、フルタイムで働きたいといった希望を断念
する方もいらっしゃいます。優秀で、修士号や博士号をお持ちの主婦も見受けられます。

つくば市倉掛。車の通りが多い割に、車道と歩道が分離されておらず、通学や遊びに行く際、子どもだけで歩かせるのが
怖い。せめて、縁石やガードレールがほしい。また、夜間とても暗い。街灯を増やしてほしい。駅までのバスの本数を増やし
てほしい。

web

　　①再稼働する　②再稼働せずに廃炉へ　③わからない　④無回答

11．運転期限の４０年を過ぎた東海第２原発について、再稼働の是非を問う「県民投票」実現の
　　 ための署名活動で、県全体で８万筆以上集まっています。つくば市でも11,241筆になりまし
　　 た。６月県議会で審議される予定です。あなたは再稼働についてどう思いますか。
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区分 意　見
原発なくしてクリーンエネルギーに転換を。福島が復興してないのになぜ再稼働させようとするのかわからない。
働いている(いた)方への補償等が必要。
廃炉して他原発の安全対策に回す。東海は出力が低く利益が出ない。

再稼働した際安全なのか?廃炉にした後の処理や費用、代替エネルギーはどうするのか等、県民にとってのメリット、デメ
リットを明確にしてほしい。

原子力は絶対悪いです。
②にしたいが、電力不足が不安だから。
そこで生活(働く)人たちの補償ができない限り廃炉は禁止すべき。
なくても普通に電力供給できる。
原発もそうだが石炭火力をなくすべき。

地元の雇用・経済の活性化。残っているものを使って、使い終わったら廃棄を。化石燃料による電気料金の値上げに対す
る対案は?

いつまで時代遅れの原発を大事に考えているのか?大ナタを振うべき時になっている。
再稼働せずに済むなら良いが、地域ビジネスにどの程度の影響があるのか分からないので。
これまで受け取った優遇措置を返すか?今ある核燃料を他へ移動できるか?現実を踏まえた問いにしてして下さい。
日本も核保有するべき理由をなぜきちんと説明しないのか。

福島の悲劇を見ていながら稼働しなくても問題がないのに稼働を考えるのはバカか。農漁業県の茨城に原発はあっては
ならない。原発村の人は言っても分からないのでお金で黙らせるのもやむなし。

署名の集め方が頼りない。署名した後でまた別の方が訪ねてきた。

20110311福島に在住。その後の生活や経済状態の変化の大変困った。周囲の人達が苦労してきた。原発は廃炉へ、その
後の代替エネルギーを確保する事が大事

福島になる前に！！
子供の事を考えれば今の事だけでなく将来も考える必要があり即時廃炉が必要。
絶対に！
廃炉以外考えられない。脱原発すべき
専門家ではないのでわからない。
リスクを負ってまで原発に固執すべきでない、持続可能な社会の為に新しい発電方法を考えるべき。
万一事故があれば、つくば市も被害が大きく社会生活に支障をきたす。取返しがつかない。
署名した。
対応年数を超えて稼働させるさせる感覚が理解できない、現在電力も不足してない。
ここをなくすと茨城県は１－原発県になりそれが目玉となって人をひきつけ人が集まるのではないでしょうか。

住民投票すれば「廃炉」の方が良いに決まっている。国全体としてにエネルギー政策の中で決定されるべきもので住民投
票で決めるべきものではない。

再稼働しないと職を失う人が多く出ると思うその対策を考えて欲しい、それでも再稼働は長い目で危険
必要では？
完全な安全性が担保出来ないなら廃炉
安全性確保の上で判断する。

ベースロード電源として必要なものは必要、ある種の「必要悪」原発で働いでいる方々のモチベーションへの配慮が要る、
彼らは長年日本の電力供給を支えてきた、原発で働く人々はも庶民。

皆で節電して大切にして。大きな事故になった時茨城全体が住めずに大変になるよりは少し暗くてもいいと思う。日頃から
そういう生活をしている。

学園

　　①再稼働する　②再稼働せずに廃炉へ　③わからない　④無回答

11．運転期限の４０年を過ぎた東海第２原発について、再稼働の是非を問う「県民投票」実現の
　　 ための署名活動で、県全体で８万筆以上集まっています。つくば市でも11,241筆になりまし
　　 た。６月県議会で審議される予定です。あなたは再稼働についてどう思いますか。

項　目 数 比率

再稼働する 99 8.9

再稼働せずに廃炉へ 703 63.1

わからない 227 20.4

無回答 85 7.6

合　計 1114 -
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原発全廃すべき。核廃棄物の処理もできないのに将来に禍根をも越すこと明白であり、早急に対策を講じるのが先決であ
る。再稼働は考えられない。

安全上問題なければ既存設備は使用すべき
東海村の経済への影響、もしくは新しい産業などは考えられるか。

国民、市民が（すべての人が）安全というもとに再稼働できるならした方が良い。安全もないのに再稼働は人のためになら
ない。

２度目は無いので他の部分に力を入れるべき
代替電力供給方がない限り現有施設は有効活用すべき
耐用年数をきちんとすべき。やるなら今の技術でより安全なものをつくり上げるべき
感情的には②しかし安全委員会の審査結果を知らないのと①②とを比べた経済的損失の比較データが知りたい

老朽化した原発を再稼働させることへの不安。再度福島のように爆発した場合、首都圏まで広がることをもっと報道してほ
しい。

署名した、目標人数を超えて集められ良かった。
電気を使う生活をする限り発電所については考え方が揺れ動きます。
必要ならば新しい設計のものを新設するのはどうか。
廃炉にする場合その分のエネルギーは何処から補充するのか。
第三者（国外機関）による精査によって危険性を評価すべき（①ｏｒ②）
もっと自然エネルギーのウエイトを増やすべきと思います。脱原発。
再稼働ならば苦労して署名活動をする必要性はないはず、8万筆以上の署名を有効に用いて下さい。
②と③の間で△

原子力の安全神話は崩れており、原子力には頼らない生活をスタンダードにしていかないと福島のような甚大な被害が
あってからではどうにもならないと思い知ったので。

国がその地域を買い取り住んでいた人たちに保証するべき。

大事故を起こした「福島第一」と同じ時期に建設されたBWRは再稼働すべきではない。万一のことが起きたら取り返しがつ
かないことになる。

いずれ廃炉が必要になるのは間違いないので、「安全」に廃炉を完了され、第一号になるのが望ましいと思う。
イタイイタイ病のような病気が出る。
原発から再生エネルギーに早く舵を切るべし
電力はほしい。事故・災害は恐い。クリーンエネルギーを増やすことにまず力を入れよう。
国の規制も強化されている。事故対策も備わってきているので、周辺自治体以外が、どうこう言うことにもギモン有。
日本では水力発電が最良と思う。

福島原発をみても家に帰れない人がつくばに沢山います。若い人、年寄、本当にかわいそうです。2度とない様再稼働は反
対です。

代替案があれば良し

廃炉は大いに賛成ですが、同時に大体のエネルギー源として、化石燃料に頼らない自然エネルギーの利用について(茨城
の場合は特に風力の利用）考えたいと思います

福島の被害に、学ぶべき。安全性にはいつも不安。安倍政権にもの申すべき
署名活動頑張りました。
3.11の教訓を生かし、廃炉にすべきです。
空いている土地に太陽光設置でどうにかならないでしょうか？
放射能。地震や機械破損でこわい。

署名活動で委任者となり、署名集めをしましたが（再稼働に反対デでも）この活動を知らない人が多く驚いた。もっと事前に
周知べきでは？

東海第2原発は時に棄権という認識があります。もんじゅの専門技術者が少ない、日本の原発・廃棄物処理方法が決まっ
ておらず、処理には(計画）多額の費用がかかり、老人刻としては実行に難しいと感じもう無理、危機感があります。

原発に替るものはどうするかが問題です。
再稼働はありえない
これからの自然災害が人間には破壊（←図り？）しれない程の状況を考えておく必要がある。
廃炉や使用済み核燃料棒や汚染水の処理費用などを考えると決してコストの安いものとは言えない。

電力も原発に頼ることなく、自然エネルギーも最大に利用すれば何とかなる。この日本の平和ボケしに、少しくらいの不便
さはあっても良いのでは！

再生可能エネルギーで電力を補えるようになるまでは再稼働も仕方ない。現在の火力依存も大問題。

地震大国である日本には、存在してはいけない施設。第2、第3の福島を作らないでほしい。原発に頼っているため、再エネ
の開発が進まない。コストも下がらない。　＊原発はライフサイクルコストを考えると、とてつもなくコストが高い。

地雷にしか見えない。
当然のことです！
将来の子供たちの為にぜったい廃止にするべき！！
安心、安全に暮らしたい。
福島の人々の悲しみ、苦しみを想う時、再稼働しない方向にしたいと思います。
そこで働く人、かかわってきた人の苦労も知っているので、今は×とは言えない気もちがあります。
他に変わるものがあれば良い。
原子力発電について長期計画が必要（廃炉するにしても数十年かかる）

学園

桜
大穂
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原発は事故による被害は計り知れない。自然エネルギーに重点を置くべき。
地震もあり危険すぎる。
廃炉を考えた上で作るべきです。廃炉を考えずに作った結果です。
危なすぎる。原発はすべて即停止→廃炉

再稼働否定派の方は地球温暖化をどう思っているのか知りたい。火力発電は地球温暖化に害悪なのを知っているのか？
代替エネルギーの話は私たちに伝わってこない。

いかなる原子力発電にも反対する。
福島の二の舞を踏まない為に。
原発は必要なし、全廃を望む。
東電や与党の隠ぺい体質は信用出来ないため。
核に頼らないエネルギー・システムに移行すべき
電気代が安くなるのではないか。火力発電所Co２
40年だった原発をいきなり60年稼働させるるのは理解できない。なぜいきなり20年なのか。
福島第一原発から何も学ばない方が不思議。
非常に難しい問題。もう少し丁寧に聞いた方がよい。
再稼働を検討するより3.11から自然エネルギの開発利用が進んでいるのか？　そちらの開発・利用を進める方がいい。
期限があるならそれに従うべき。
地震の多発化で原子炉はやはり不安。
茨城の地元の人間を使うと事故を起こすのでオールよそ者で稼働する。
エネルギーの大半を占めている原子力がなければいけないと思う。
他の原発の廃炉のための研究に使うならやむを得ない。
本意としては反対。しかしそれで電気量をどうするのか具体的見通しを説明すべき。
本稼働するとしても大幅な改修が必要。安くて安定供給できる電源とは考えにくい。
まずは福島原発の問題を解決すべし。
福島原発の経験で、原発は必要ない。
金食い虫の原発は廃止すべき。
大地震が予想される人口密集地での稼働は危険。経済的にも有利でない。
一日も早くやめるべき。

原発廃止も大事だが、筑波山のソーラー発電施設開発による自然環境破壊も無視できない。なのでソーラーシェアリング
も促進した方がよい。

県民投票結果で決まる。
地震があるたびに「東海はどうなったか」とノイローゼになってしまいそう。

当たり前のことです。安全の言葉は誰でも答えることは簡単だが原発は（放射能は）目に見えず危険な設備。絶対稼働は
駄目です。

東日本のようになったらつくばも他人事ではないと思う。

福島のこと、処理出来ない使用済み核燃料のことを思うと原発は止めるべきと考えます。代替え方法が不十分な間はやむ
を得ない。代替え方法を出し実現に協力、努力すべきと思う。東海は非。（要約）

福島原発のような事故はどこでも起きます。東海原発の事故ではつくば市でも大きな影響を受けます。
大きな事故等のおこる前に早急に廃炉」にすべきです。
一度事故が発生すると大変なことになります。余り利便性を追求せずに暮らせたらと思います。
原発の時代は終わった。原発にかける予算を再生エネルギーへ向けるべき。
署名しました。
廃炉するなら代替案を示すべき。
再稼働する場合と廃炉にする場合、それぞれのメリット、デメリットがよくわからない。
早く代替エネルギーで充分賄える方へ動いて欲しいですね。これ以上、故郷を失くす人を見たくないですから。
原発は良くないと思う。
絶対に廃炉にすべき！
原発は長期的には廃炉にすべきだが代替の発電方法、電気に頼る生活実態の変革が必要だと思う。
署名活動に参加しました。

設問のうち次の部分は誘導質問です。→「再稼働の是非を問う「県民投票」実現のための署名活動で、県全体で８万筆以
上集まっています。つくば市でも11,241筆になりました。」

3.11は忘れていませんか？　未だに解決していないのに再稼働ってどういうこと？
電力がこういう方法で足りるというバックグランドをもっと説明する必要がある。
早急に!!1日も早く!!
再稼働は絶対反対。（私も｢九条の会｣で何度か署名を集めた）
何が起きるか予測不可能な時代。人間の力が及ばないものは中止すべき。手遅れにならぬうちに!
危険であり、お金も沢山かかる原発。福島の現実を目のあたりにし、絶対反対。
当然

原発が一度事故になればどんなことになるか福島原発で十分理解しているはず、ましてや40年を過ぎた原発は危険すぎ
ます。何が何でも廃炉にしたい。

再稼働絶対反対!!福島の原発の処理もできないのに何を考えているのか、信じられない!
原発は危ないが、、電気代は安い方がいい。

谷田部
豊里

その他

桜
大穂
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世界の流れに逆行している。福島の実態がわからないことはないだろう。政・財・官の癒着による「原子力村」をつぶさない
といけない。

以前、東海原発がクラッシュした時、不安だった。
福島県みたいになったらどうするのか。
素人考えだが40年を過ぎていることを考えると非常にリスク(老朽化による不具合等)が高いと考える。

リスクが大きいと思う。②は必要だとは思うが、ソーラーパネル設置促進したり(蓄電池も)など別の方法を考えて行けたらと
思う。多少の不便は我慢する。

非常に難しい。事故を考えたら廃炉だが電力を止める事は出来ない。
早急に再生可能エネルギーに移行して欲しい。
しっかり管理できる状況であれば再稼働してもよい。
とにかく原発ではなく代替エネルギーに変えるべき。賛成するのは財界の都合。
再稼働や廃炉はどちらもメリットデメリットがあると思う。廃炉にしたけどやっぱいまたというのは避けたい。
反対するなら自家発電を担保しろ。反対する奴は電気使ってないのか?化石燃料推進なのか?

安全である事を前提に。また、廃炉に向けて代替エネルギーを確立させた上で再検討してはどうか。もっと電気料金を下
げて欲しい。

安全性が確保されているなら使用しても良いと思うが。
難しい問題だ。
健全なエネルギーで地球を守りたい。
ＪＡＥＡ研究炉は再開（研究用）すべき。
将来の安全のためにもぜひ。
安全基準が通ればよいと思う。後何年なのか明確な回答がほしい。
東海村での汚染はすごいと聞いています。
危険性があると思うから
核ゴミ処理が出来ないのにゴミを生産してはいけない。
原発は人間の社会生活と両立できない装置だ。まして東海第二は老朽で事故が心配だ。
日本国として原発はやめるべき。危険すぎる。

区分 意　見
コロナ収束までは。

すでに明らかにしている。問題なし。多くの国民は「どうでもよい」と思っている。マスコミと野党は反省すべき。早く気づい
て。

どうでもよい。
他に首相候補が誰もいない。
ただ代わりが見あたらない、野党も疑惑追及ばかりで頼りにならない。
もちろん二度と起こらない様に対策は行うべき。
国難時に議題とする内容でない。自粛の必要性についてのデータを示すべき

退陣すべきだが、今は社会の混乱を避けるとき。黒川氏の問題も含めて真実を私たちに知らせてほしい。そして嘘つわり
のない政治をしてほしい。

罰則を。退陣による混乱は避けたい。
内政的には①だが外交的には⓶
他にできる党がない
但し、昔の不当性を国民にアピールし、国民に強く印象をつけること
野党が明らかにすべし

マスク２枚とかバカにしてるのか？　休みたくたって仕事や済めないのに、所得が下がった家庭のみ３０万円給付とか、不
平等で納得いかない。

学園

桜
大穂

その他

TX

筑波

　　①退陣すべき　②存続すべき　③わからない　④無回答

12-a. 森友学園疑惑、桜を見る会の私物化など、真実を明らかにしない安倍内閣を
　　　　どう思いますか。

項　目 数 比率

退陣すべき 719 64.5

存続すべき 117 10.5

わからない 205 18.4

無回答 73 6.6

合　計 1114 -
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真実を明らかにしてから
悪い所ばかりを見るのは良くない
退陣したら次は誰？
当然
もう飽きた。変わってほしい。
加計の方が問題
憲法改正に反対。総理辞任のみならず国政撤退すべき
安倍内閣以外でもこれらと同等以上。安倍内閣以上に信頼できない。

谷田部
豊里

9条を変えようとしているのが最も嫌です。

即刻!!
国会で真実を明らかにすべき。
政府は説明すべき。
なぜ安倍内閣は説明しないのか。
真実を明らかにするのが職責だと思うので何も明らかにして辞めるのは。

区分 意　見
仲間割れと言葉遊びの様にしか見えない。
期待したいが
③にも回答あり
期待（したい）
一致団結して共闘することは絶対無理だ。
期待せざるを得ない。小選挙区制ではバラバラでは勝てない。
ただし立憲の態度が気がかり
期待するのですが、100％出来ない気がする処もありフフッ、難しい。
議員一人ひとりの才能によります。報酬に見合った仕事をして下さい。
大いに!!
期待したい。
もっとがんばって欲しい。
まだまだ足りない野党は批判言わずに代案を出して戦って欲しい。
世界的に見て２党政の方がわかりやすい。

桜
大穂

その他

TX

学園

桜
大穂

谷田部
豊里

その他

TX

12-b. 野党共闘が進んでいますがどう思いますか。

　　①期待する　②期待できない　③わからない　④無回答

項　目 数 比率

期待する 452 40.6

期待できない 345 31.0

わからない 237 21.3

無回答 80 7.2

合　計 1114 -

ー 73 ー



区分 意　見
将来を考えてどちらがいいか
食料品は税なし他の物は消費税を上げても財源を作る様にすれば良い。
全てを福祉社会創設の為に使用するならこのままで良い。
出来れば０％が良い
0％にすべき。コロナの影響がひどすぎて消費税どころでない。
使い方が重要
10％にしたことで何が良くなったのか知りたい。
使い方だと思う。お友達にお金を優遇する政権には払いたくない
ばらまきの多い政党、どこからお金をもらっているのですか
0％に戻すべき（コロナの影響なくなるまで）
コロナで国庫は空になっていませんか。
供給側のショックが大きいときに需要を刺激しても物価が上昇するだけなので時期を考えるべき。
きっとむずかしい
コロナ禍で経済がガタガタな今消費税は足かせでしかない。
コロナの影響は甚大です。一旦ゼロにすべきと思います。
税金の使い方に問題があるから。
コロナで出費増えていますが、財政成り立ちますか？

その他 大賛成。
是非戻す事。
国が倒れるのは不安。
戻す事の影響。
国の財源はあるの?

区分 意　見
日本のためであるなら。
それどころではない。ヒマなのか?
自衛隊について明記すべき。
70年も経ち生活もすっかり変わっている。
そもそも曖昧

学園

学園

桜
大穂

谷田部
豊里

TX

12-c. 消費税５％へ戻すことについてどう思いますか。

　　①賛成　②反対　③わからない　④無回答

項　目 数 比率

賛成 606 54.4

反対 258 23.2

わからない 188 16.9

無回答 62 5.6

合　計 1114 -

12-d. 憲法９条改定についてどう思いますか。

　　①賛成　②反対　③わからない　④無回答

項　目 数 比率

賛成 219 19.7

反対 521 46.8

わからない 306 27.5

無回答 68 6.1

合　計 1114 -
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賛成だが安倍内閣にはやってほしくない
他国に押し付けられた憲法を守ってどうする？国民が決めたことではない。
あくまで条件付きですが
現政権が行うことには反対、でも9条についてもっと議論すべき。
各条文に矛盾点が多いから再検討は必要。条文のまま読もうと？　解釈してはいけない
日本国民による自主憲法の制定が望ましい
戦争はいやだ。
9条は全世界に誇れるものです。
絶対反対。
一部賛成。
今このような事を議論の場合でない。
議論が不十分。

区分 意　見
意図的ですね。
コロナ患者に裸で対応するようなものだ。
賛成であるがこの世に存在するので不可能だと思う。
日本を守る方法をどうすか。
日本を平和の象徴にしてほしい。
プロセスは要検討
でもなくならないだろう。声を上げ続けるしかない。
中国や北朝鮮、ロシア等の国際社会での横暴さを見ると、戦力かそれを運用する法律を整えておく。

谷田部
豊里 できたらすぐにでも核廃絶すべき。

大賛成。
日本は態度をはっきりして反対すべきだ。
二度と繰り返すな原子爆弾。
人類だけが地球に何をしても良いというわけではない。
中国の軍事拡大が心配

学園

谷田部
豊里

その他

TX

学園

桜
大穂

その他

TX

12-e. 核兵器廃絶についてどう思いますか。

　　①賛成　②反対　③わからない　④無回答

項　目 数 比率

賛成 864 77.6

反対 70 6.3

わからない 119 10.7

無回答 61 5.5

合　計 1114 -

項　目 数 比率

賛成 684 78.3

反対 23 2.6

わからない 98 11.2

無回答 69 7.9

合　計 874 -

　　①賛成　②反対　③わからない　④無回答

12-f. 気候変動（地球温暖化とその影響）の取り組みの
　　　 強化について、どう思いますか。
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区分 意　見
具体的に早急に行う必要がある
だが環境ヤクザには反対。
まず考え行動をして下さい。
グレタさんは一番CO2を出している中国に何も言わない。デモはやめてほしい。
気候は変動するものだ。
待ったなし。もう手遅れかも。
何をさすのか不明だが何かしらの取り組みはしないといけない。
技術の選択、太陽光パネル、補助金行政に反対
50年先を見据えたプログラムを示してほしい
実際には地球温暖化とCO2問題とは科学的に別です。
どちらにしても何もできない。
ものたりない
これも難題
環境を正しく守ることが必要
もっと国民は説明を！
とても難しい問題ですね。
科学的に取り組みが有効かわからない。エネルギー消費国（中国・アメリカ）がまず取り組むべき。
何をやっているのか、全く見えません。

その他 大賛成

ここ数年の災害(天候)は温暖化による。今の対策ですぐにどうともならないが、子どもたちや子孫の事を考えると一刻の猶
予もない。

バランスが大事。もしいうなら世界の中で中国全体の環境負荷の改善規制強化なくして地球全体の温暖化改善は現実的
にはあり得ない。世界一の環境汚染国なのだから。

区分 意　見
個人は自由だけど社会としては?
ジェンダーは理想論過ぎる。不平等の恩恵も絶対受けていると思うが・・・(本当の平等にならないと思う)
ジェンダー平等については、悪平等ではなく、男性、女性の特性を生かした役割分担を望む。
どうでもよい。
市議・県議に女性議員を増やしてほしい。
ただし教条的な行き過ぎは好ましくない。

人は平等であるべきだが性の問題は生命体としての本能の部分が入らざるを得ないので全くの平等には出来ない現実が
ある。

増々少子化が進む
無理に女性ばかり採用するやり方は良くない。
党の上層部のTV出演等では非常によい意見が言われています。野党共闘ではどうしてまとまらないのでしょうか。
質問の意味が分からない→ジェンダー平等になってない（さんせい、はんたいのいみ）
でもトイレは男女別々でないと何かあったら危険

その他 大賛成。
TX ユニセックス的な考えがもっと浸透して欲しい。

筑波 都内のあるサウナの男性更衣室に女性が入ってきたが、結局男性であった。秩序が乱れるのでやめてほしい。

学園

桜
大穂

桜
大穂

谷田部
豊里

TX

学園

　　①賛成　②反対　③わからない　④無回答

12-g. ジェンダー平等についてどう思いますか。

項　目 数 比率

賛成 831 74.6

反対 40 3.6

わからない 172 15.4

無回答 71 6.4

合　計 1114 -
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区分 意　見

三権分立が機能するようにしてください。「衆議院の解散は、総理の専権事項」だそうだが、憲法のどこにもそのようなこと
は書かれていない。憲法・法律の有権解釈をするのは最高裁だと思うか。実情はそうではない。安保法制以前は内閣法政
局が機能していたようだが、最近は閣議決定で大切な事を簡単に決めている。

政権交代を早く進めてほしい。

後期高齢者の医療費自己負担について、非課税世帯は自己負担限度額が低く設定されているが、申請月から有効。知ら
ない人はそのまま一般世帯の全額で払っている。市は課税状況を把握しているので対象者には、はじめから受給証を配
るなど考えてほしい。

社民党と同盟をつくったほうがいい。
生活のしやすい、平和な国にしてくれるなら頑張ってほしい。

一貫した主張は、他の野党と比べ、評価できると思う。共産党は支持しないが、いろいろな考えがあって与党が動いている
ため、必要な党であることも理解している。また、このようなアンケートを聞くのもすばらしい。

共産党を応援したいのですが、選挙のスピーカーがあまりにうるさくて子どもたちが困っており、応援する気持ちがなくなっ
た。

いつも応援している。

2カ月間程、中米コスタリカにJICA専門家として滞在したが、そのコスタリカは世界で唯一の非武装中立国。世界に誇る憲
法第9条は死守。世界に広めてほしい。

身近な事へのへの気配りが感じられ、良いと思う、続けてもらいたい。
期待している
地道な活躍ですが頑張って下さい。応援しています。

国民運動に盛り上げる旗振りを。労組も学生も動こうとしない。デモなどやらなすぎる。政権に物申す国民運動を。無関心
層を動かして。

前回、シルバーリハビリの過剰手当問題を提案したのですが、すぐに解決され、流石だと思いました。シルバーリハビリに
つけ、食（事）改（善）につけ、代表の旧住民が仕切っていて非常に問題があります。代表の交替がない。代表が問題ある
人物、等。

筋が通っている党だと思います。頑張ってもらいたいです。
もっと平等になるようにしていくべきだと思います。

正しいよい政党と思います。なぜもっと票がのびないのか？わかりません。衆人印象に依るものと思います。いっそのこと
政党名称を部分的に改名しては？

原理原則がぶれない所は信頼できるが、共産主義が破綻しているので、今一度原理原則を見直し、党名を変更するべき
だと思う。

マンションの為、このようなアンケートは、ポストからはみ出さないようにしてほしい。留守だとわかったら泥棒に狙われるか
ら。五十嵐市長には、職員の人事異動には、人任せにせず、平等に出世させてもらいたい。仕事で関係する人が優秀でも
出向先に入るのは残念だ。

一方的であまりにも国会議員、官僚の隠蔽、忖度はあってはいけない事。議員の質をただし、国を変えてほしい。
弱者の代弁者として期待していますが、イデオロギーに不信感、私は滝口党です。
これからも国民によりそった意見を要望し実現できるよう希望します。
憲法9条の解釈が柔軟になれば、有権者の支持も伸びる
過去のことに拘わらず、国民の意見をよく聞き、未来に向けてがんばってほしい。
パワーバランスのため、よろしくお願いします。

日頃の情報が足りない。もう限界です！。でも代わるべき者が・・・。といった意見が主流です。このChanceを生かしてくださ
い。

自宅にいると、ストレスがスゴイ、はやくコロナの終息を！。

国会で進めるべき議論をしてください。無駄に時間をかけて国会を延ばさないで下さい。無慮とか無償は逆にうさんくいで
す。

封筒の裏に→いつもいつも情報等頼りにしています。期待しています。
1秒でも早くこの日本からいなくなれ
市民の声に一番近いと思う。
息子がいます。大切に愛しく育てています。戦争に行かされることは絶対にいやです。

このアンケートについて、　市政が対象なのか国政が対象なのかはっきりしてほしい。設問に誘導的なものがあり、アン
ケートの体をなしていないのではないでしょうか。

野党だからと何でも反対しなくてよいのでは。時には賛成するのも大事。バランス感覚。良い政策を提案する政党を支持し
たいです。（与党、野党関係なく）

共産党のみなさまにの頑張りに期待しております。
生活保護者、議員、乳幼児に給付金は必要なのか？
日本のために、日本人のために働いてください。

小中一貫校ばかり作り、お金をそこだけに集中させないでほしい。大規模校になったことで、本当は良くないことがたくさん
ある。

保育士の給料を何とかしていただきたい。高くはなくとも初任給を４大卒レベルの普通の給料程度にしてほしい。
共産党が指導権を握って、全野党連合を希望しているのですが？、無理でしょうか？

学園

桜
大穂

日本共産党に対するご意見・ご要望
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本当の革新と共闘すべき
コロナでいろいろなことがすっとんでしまった。１つ1つきちんと解決してほしい。なしくずしになってしまう。
このまま、声を上げられない市民、国民の為、代弁し、がんばって下さい。
国会での明快な質問・追求には期待している。

共産党を支持しています。ただ、与党に文句だけ言ってる現状はどうかな？と感じます。協力してよい地域、暮らしを作って
下さい。

私は共産党員ではないが今の世の中で最も賛同できるのが共産党の姿勢である。これからも頑張ってアベ政権を倒して
いただきたい。

がんばって下さい。
野党共闘など信念のないことは辞めるべき。
いまだに多くの人から偏見されている。開かれた民衆の党となるよう期待しています。

消費税5％に戻すことで、国民の購買意欲を高める効果が得られると思う。国は、国民からもらった限られた税金を効果的
に使うのにはどうしたら良いか、考えるべきである。

しがらみのない政治への期待から、真の社会貢献をいただける政党という可能性を感じます。
議会での発言も、日ごろの活動もいい加減ではないので大いに期待しています。
人に迷惑が掛からないのだから法律が加入するのは、共産党が賛成し平等に扱ってください。
つくば市の飲料水は霞ケ浦。霞ケ浦の浄化は横這い状態とのこと。もどかしいです。

今のバカげた政権は当然変えるべきなのに、野党が共闘すべきなのは当然なのに、貴党に頑張っていただくしかない。ま
ず安倍内閣の退陣に野党の一致協力のリーダーの党であってください。

昨年の桜を見る会の問題を提起した田村議員の地道な調査分析は称賛に値します。毎春高齢になるほど、一昔前よりマ
スコミの扱いが大きくなっており、不思議に感じておりました。問題の予算が数千万円なので、自民よりの政治評論家や世
論では問題を矮小化する向きもあります。しかし、政権の体質の現れなので蔑ろにすることはあってはならないと思う。共
産党の地方組織を挙げて、地道な調査をし、全国の政権党議員の方々の日常活動を目配りし、まともな政治になるよう頑
張ってください。党員じゃないのに言いたいことを言いました。

反対する人がいることは大切だと思います。検討を深めるためにも…。でも、たんに反対するのではなく代替案を出すこと
が必要だと思います。

アンケートを取るならぜひ実現させてください。
共産党の名前に固執しないで野党一本化で出直してください。
大いに期待しています（安倍内閣退陣）うそつき安倍
今後も弱者に寄り添う党であることを期待します。
反対ばかりではなく、反対の理由、そして対処法をわかりやすく説明する。
雇用問題等への取り組みは評価する。

新型コロナウィルスによって世界勢力均衡バランスが東南アジア中心変貌するように見えてならない。日本共産党の今後
楽しみです。

国民に日本共産党を知ってもらい、大きな政党になってもらいたい！安倍政権を倒し野党共闘を強め国民のための政権を
作っていきたい。

消費税は食料品はなるべく低い税率にすべきだと思いますが、これ以上食べ物に税金が上乗せされると本当に人々は他
の物にお金を使えなくなると思います。

国会議員の定数について、何年も前から議論されても棚上げされている事案。平民は市区町村、県、国と一体どれだけの
議員の費用の税金を納めていくのか？・・・・・・・本気で考えてもらいたい。

選挙権を得て以来共産党以外に投票したことがない。期待している。

今、安倍内閣は…（読み取れず）、種苗法やスーパーシティ法案などの永遠に不要な法案をこれ幸いとばかり通そうとして
いる。その阻止もそうだがコロナ対応の甘さも対案を出しながら手を緩めず追及を続けてほしい。

日本が他国より攻撃されたとき、国民を守るための戦力は必要。この戦力の保持もできないとは憲法は言っていない。こ
の戦力保持と海外派遣は別の問題だ。

全ての意見を受け入れるだけでなく中身も良く精査し政策に反映して欲しい。議員団の若返りも是非検討頂きたい。セン
ター地区の活性化対策の提言・・分所的機能を備えた行政センター⑦設置を。（要約）

政治的な啓蒙ばかり匂わせないで、とにかく市民同士のコミュニティ活動の活発化をめざすリーダーとなって欲しい。かな
り大変だと思うがそこに期待する。（要約）

野党にどしどし反論して下さい。お仕事頑張って。

市民に役立った成果はオーバーでも良いからこれでもかと云うくらいニュースで流して欲しい。宣伝が足りないのではない
か。

日本の政治の為には必要だと思います。
世の不条理か？わかりません。
防衛費は国を守るのに絶対必要。
野党の中心的役割を担って欲しい。
以前から応援しています。頑張って欲しいです。選挙権を持ってからずっと共産党に入れています。
もっと頑張って下さい。国をかえて下さい。

古い価値観を変えるのは時間がかかりそう。都合のいいしきたりを手放すなんてできない人ばかり。世の中全体の動きが
大切と思う。政治家に立派な女性が増えて欲しい。

他の自治体に比べて市民税が高いのが不満だ。与党案に反対するのは誰でもできる。国民の意見を考えた対案が出せる
ようになって欲しい。

桜
大穂

谷田部
豊里
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名前を変えたらもっと賛同者が増えるのは確実なのでご一考を！

安倍内閣、森友だけではなく色々な疑惑がある中で、今でも退陣するどころかずっと続けてられるのも裏で大きな力が動い
ているとしか思えない。この人が日本の中心にいる限り破滅しかない。

頑張ってください。
市長と手をとり共産党の頑張りに期待しています。

世界153ヵ国中121位？決して高いとは思わないが条約批准は解決の有力な手段とは思わない。それより問題点に対して
個々に地道に改善していくことが早道である。（一朝一夕にはいかないが）

反対は誰でも出来る。目標は協力且つ党としての実行力を！
誘導質問多く、正しいアンケート結果は期待できないと思う。
身近な感じがします。

安倍内閣は解散すべし。国を何と思っている！　私物化している人には総理の資格なし。さっさと解散せよ。そのため一団
となってがんばって欲しいです。

憲法９条や日本を健全に守っていきたい。

野党共闘を望むが立憲民主党は自民党寄りの考え方の人が多く、野党第一党としては頼りない。現時点では共産党と国
民民主党・社民党が組んでほしい。戦い方も①日本が世界の誇れる良いところを伸ばす施策②国民が喜ぶ施策（企業か
らは反発があるかと）の二本立てとする。長期的な目標が見えない。

野党が弱い。１２．国政のａ．森友については大問題なのにそのままになっている。退陣の声をもっと上げるべき。
アンケートの結果を今後のために活かしてほしい。
今後も共産党を支持する。がんばって。

くだらない事、揚げ足取り、反政権しかしてない。国会とは法や行政の議論するところなのに「反アベ」以外何もない。アホ
みたいに反アベしか言ってない。やめてほしい。

応援しています。よろしくお願いします。誰もが平等に暮らせる世の中に！
小学校、中学校の同級生に党員の方がいらっしゃいますが、町のためよくしてくれてます。
一人一人のために働いて下さい。
私は共産党の支持者です。頑張って下さい。
これからも市民の声を聞いて頂きたいです。
アンケートだけで終わらないようにしてください。つくば市議の共産党もっとしっかりしてください。
共産党というネーミングのイメージが悪すぎる。北コリアとか中国とか陰のロシアと同じだから。
党名の変更
いろんなことがわからないまま時間がすぎているが情報はほしい。

今の与党がいいとも思わないが、批判より、自分たちはこうしたいという具体的な政策を、明確な根拠を基にして出してほ
しい。それができれば政権交換は簡単にできると思う。批判ばかりでは見苦しくなる。

選挙の時などもっと個性を生かすべき。政策は悪くない。

野党がバラバラでは安倍自民党に太刀打ち出来ない。野党が打倒安倍自民党で一致団結出来ないか。貴党が働き掛け
ていただきたい。

戦前・戦中・戦後一貫して反権力を貫いてきた唯一の党、こんな気骨ある政党は珍しい。党の意思決定方法は見えない。
“共産”の響きに怯えるのは何故だろうか。

どのような政党であるか分かりませんが、国民の為に努めて下さい。 残念ながら国政においては「負ければ賊」のようで
す。

名前の変更希望、戦前のイメージがある。
我家は日本共産党を支持している。頑張ってください。
俺、大の共産党支持、これからの共産党大いに期待できる。
五十嵐市長を知事か国政に送って下さい。
党名印象悪く変えて欲しい。
新しい提案をしていないと反対だけしていると思われがち
期待しています。
がんばれ期待大
コロナ対策で一人10万円支給決めたが、各党が政党助成金受取りを拒否することを共産党が求めたら。
身近なことに気を使っていただき感謝している。
頑張って下さい。
全く期待していない。共産党というとロシア・中国・北朝鮮イメージ。

他の野党は政党助成金もらっているのに、共産党はいつまで反対していくつもりか分かりません。欲しがりません勝つまで
はのように思える。

大変良い活動をしている。現在は清涼剤だが近い時期に政権の一角を担って欲しい。
共産党アレルギーのせいで損をしている、名前変更考えないでしょうね。
PR方法をもっと研究して欲しい、堅すぎる。
このままでは消滅するかも知れません。世界の共産党は全部ダメで日本だけ大丈夫なんだなどと独りよがりはやめて
共産党がリーダーシップをとり野党をまとめて
ありがとう、これからもよろしく。期待しています。
何でも反対する党のイメージ昔からある。
憲法制定反対した政党が改憲反対とは？　暴力革命いつやる。
赤旗日曜版を交流センターに置くことできないか。茨城新聞はおいてある。各党の機関紙と平等で考えてもいいのでは

谷田部
豊里
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web 共産党には先日の選挙の際も投票しましたが、完全に支持するわけではありません。なぜなら、党名を頑なに変えないか
らです。理論はわかります。党名を変えるのは罪を犯さなければ帰る必要がないからと。ただ、今与党がグラグラでポンコ
ツで、国民は頼る政党を探しています。そして中国ソ連のイメージから、共産にアレルギーを感じる人もたくさんいるので
す。
そういう人たちを「助ける」には、まず党名を変更してその人たちから偏見をまずなくすべき。日本国民党とか。国民第一に
考えて、共産化は二の次、資本主義の是正を主体に考えると打ち出せば。そうして、フラットな視線を集めて、きちんと誠実
に国民に向き合う。国民に対する気持ちが、党名に対する誇りに打ち勝った時、初めて日本共産党は第一野党に足る政
権に育つのではないでしょうか。
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　地域別及び全市集計表    

数 比率 数 比率 数 比率 数 比率 数 比率 数 比率 数 比率 数 比率 数 比率

①１０代 3 1.2 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 1.7 8 0.7

②２０代 11 4.2 11 4.1 1 1.7 0 0.0 6 6.8 0 0.0 1 0.8 33 13.8 63 5.7

③３０代 25 9.6 24 9.0 2 3.4 0 0.0 32 36.4 4 8.9 5 4.1 79 32.9 171 15.4

④４０代 61 23.5 37 13.8 10 16.9 1 3.2 17 19.3 3 6.7 9 7.3 52 21.7 190 17.1

⑤５０代 50 19.2 42 15.7 12 20.3 4 12.9 13 14.8 4 8.9 4 3.3 36 15.0 165 14.8

⑥６０代 42 16.2 55 20.5 16 27.1 10 32.3 4 4.5 14 31.1 22 17.9 19 7.9 182 16.3

⑦７０代 41 15.8 63 23.5 12 20.3 13 41.9 10 11.4 10 22.2 51 41.5 14 5.8 214 19.2

⑧８０代以上 19 7.3 20 7.5 3 5.1 3 9.7 1 1.1 8 17.8 16 13.0 3 1.3 73 6.6

⑨無回答 8 3.1 15 5.6 3 5.1 0 0.0 5 5.7 2 4.4 15 12.2 0 0.0 48 4.3

計 260 - 268 - 59 - 31 - 88 - 45 - 123 - 240 - 1114 -

①５年未満 44 16.9 24 9.0 3 5.1 0 0.0 29 33.0 0 0.0 2 1.6 69 28.8 171 15.4

②５～２０年 86 33.1 51 19.0 19 32.2 4 12.9 41 46.6 5 11.1 19 15.4 90 37.5 315 28.3

③２１～４０年 93 35.8 85 31.7 16 27.1 16 51.6 10 11.4 9 20.0 51 41.5 58 24.2 338 30.3

④４０年以上 29 11.2 94 35.1 18 30.5 11 35.5 4 4.5 28 62.2 36 29.3 23 9.6 243 21.8

⑤無回答 8 3.1 14 5.2 3 5.1 0 0.0 4 4.5 3 6.7 15 12.2 0 0.0 47 4.2

計 260 - 268 - 59 - 31 - 88 - 45 - 123 - 240 - 1114 -

①正規勤務 75 28.8 64 23.9 11 18.6 3 9.7 47 53.4 3 6.7 11 8.9 214 24.5

②非正規勤務 30 11.5 29 10.8 15 25.4 1 3.2 12 13.6 5 11.1 15 12.2 107 12.2

③自営業 15 5.8 21 7.8 3 5.1 4 12.9 2 2.3 2 4.4 5 4.1 52 5.9

④農業 1 0.4 4 1.5 1 1.7 0 0.0 0 0.0 6 13.3 0 0.0 12 1.4

⑤専業主夫・主婦 37 14.2 31 11.6 7 11.9 2 6.5 5 5.7 1 2.2 11 8.9 94 10.8

⑥年金生活者 63 24.2 81 30.2 14 23.7 16 51.6 11 12.5 19 42.2 59 48.0 263 30.1

⑦学生 4 1.5 2 0.7 0 0.0 0 0.0 1 1.1 0 0.0 0 0.0 7 0.8

⑧その他 23 8.8 13 4.9 2 3.4 4 12.9 2 2.3 4 8.9 4 3.3 52 5.9

⑨無回答 12 4.6 23 8.6 6 10.2 1 3.2 8 9.1 5 11.1 18 14.6 73 8.4

計 260 - 268 - 59 - 31 - 88 - 45 - 123 - 874 -

①影響大で困っている 98 37.7 84 31.3 22 37.3 15 48.4 36 40.9 21 46.7 38 30.9 89 37.1 403 36.2

②少し影響がある 131 50.4 136 50.7 26 44.1 11 35.5 40 45.5 16 35.6 51 41.5 127 52.9 538 48.3

③あまりない 24 9.2 28 10.4 9 15.3 3 9.7 8 9.1 5 11.1 15 12.2 22 9.2 114 10.2

④全くない 0 0.0 4 1.5 1 1.7 1 3.2 0 0.0 1 2.2 3 2.4 2 0.8 12 1.1

⑤無回答 7 2.7 16 6.0 1 1.7 1 3.2 4 4.5 2 4.4 16 13.0 0 0.0 47 4.2

計 260 - 268 - 59 - 31 - 88 - 45 - 123 - 240 - 1114 -

①賃金 36 13.8 27 10.1 7 11.9 2 3.2 12 13.6 3 6.7 14 11.4 68 28.3 169 15.2

②年金 35 13.5 67 25.0 5 8.5 7 11.3 19 21.6 13 28.9 31 25.2 28 11.7 205 18.4

③就職 13 5.0 12 4.5 3 5.1 0 0.0 4 4.5 3 6.7 7 5.7 28 11.7 70 6.3

④経営 13 5.0 11 4.1 3 5.1 0 0.0 3 3.4 1 2.2 3 2.4 8 3.3 42 3.8

⑤税金 46 17.7 67 25.0 15 25.4 8 12.9 26 29.5 10 22.2 34 27.6 61 25.4 267 24.0

⑥医療費 28 10.8 50 18.7 7 11.9 3 4.8 14 15.9 13 28.9 22 17.9 38 15.8 175 15.7

⑦国保・介護保険料 44 16.9 68 25.4 11 18.6 7 11.3 12 13.6 12 26.7 41 33.3 27 11.3 222 19.9

⑧子育て 33 12.7 25 9.3 6 10.2 1 1.6 29 33.0 2 4.4 6 4.9 88 36.7 190 17.1

⑨水道料金 30 11.5 34 12.7 5 8.5 0 0.0 13 14.8 4 8.9 24 19.5 37 15.4 147 13.2

⑩交通の便 55 21.2 69 25.7 16 27.1 11 17.7 23 26.1 13 28.9 34 27.6 41 17.1 262 23.5

⑪買い物 43 16.5 41 15.3 7 11.9 1 3.2 16 18.2 10 22.2 29 23.6 67 27.9 214 19.2

⑫防災 13 5.0 15 5.6 4 6.8 3 9.7 7 8.0 3 6.7 11 8.9 20 8.3 76 6.8

⑬防犯 18 6.9 23 8.6 7 11.9 2 6.5 11 12.5 4 8.9 11 8.9 23 9.6 99 8.9

⑭騒音 15 5.8 16 6.0 2 3.4 0 0.0 8 9.1 3 6.7 5 4.1 14 5.8 63 5.7

⑮道路整備(雨水冠水等も含む) 33 12.7 35 13.1 11 18.6 2 6.5 8 9.1 8 17.8 12 9.8 24 10.0 133 11.9

⑯上・下水道の整備 2 0.8 12 4.5 7 11.9 1 3.2 1 1.1 2 4.4 2 1.6 7 2.9 34 3.1

⑰一人暮らし 21 8.1 14 5.2 2 3.4 1 3.2 4 4.5 8 17.8 7 5.7 15 6.3 72 6.5

⑱職場の働き方 26 10.0 21 7.8 3 5.1 1 3.2 17 19.3 2 4.4 4 3.3 61 25.4 135 12.1

⑲ゴミ出し 14 5.4 14 5.2 7 11.9 2 6.5 11 12.5 6 13.3 2 1.6 20 8.3 76 6.8

⑳その他 22 8.5 12 4.5 3 5.1 4 12.9 3 3.4 3 6.7 4 3.3 10 4.2 61 5.5

㉑無回答 40 15.4 31 11.6 7 11.9 6 19.4 7 8.0 3 6.7 18 14.6 9 3.8 121 10.9

計 580 - 664 - 138 - 62 - 248 - 126 - 321 - 694 - 2833 -

①路線バス 64 24.6 34 12.7 6 10.2 11 35.5 4 4.5 3 6.7 26 21.1 27 11.3 175 15.7

②つくタク・つくバス 22 8.5 39 14.6 7 11.9 8 25.8 7 8.0 6 13.3 21 17.1 9 3.8 119 10.7

③家族・知人に送ってもらう 20 7.7 28 10.4 2 3.4 1 3.2 5 5.7 3 6.7 4 3.3 4 1.7 67 6.0

④有償ボランティア 2 0.8 2 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.4 5 0.4

⑤自家用車 189 72.7 208 77.6 55 93.2 25 80.6 69 78.4 35 77.8 83 67.5 204 85.0 868 77.9

⑥ＴＸ 73 28.1 42 15.7 11 18.6 6 19.4 35 39.8 1 2.2 2 1.6 51 21.3 221 19.8

⑦タクシー 22 8.5 16 6.0 3 5.1 0 0.0 2 2.3 0 0.0 4 3.3 7 2.9 54 4.8

⑧ＪＲ 15 5.8 11 4.1 1 1.7 3 9.7 1 1.1 0 0.0 17 13.8 12 5.0 60 5.4

⑨自転車 74 28.5 63 23.5 8 13.6 7 22.6 11 12.5 6 13.3 13 10.6 52 21.7 234 21.0

⑩その他 12 4.6 10 3.7 1 1.7 2 6.5 4 4.5 1 2.2 3 2.4 4 1.7 37 3.3

⑪無回答 4 1.5 4 1.5 0 0.0 1 3.2 3 3.4 3 6.7 15 12.2 0 0.0 30 2.7

計 497 - 457 - 94 - 64 - 141 - 58 - 188 - 371 - 1870 -

①良くなった 77 29.6 69 25.7 15 25.4 17 54.8 19 21.6 7 15.6 30 24.4 234 26.8

②悪くなった 15 5.8 27 10.1 5 8.5 0 0.0 1 1.1 4 8.9 10 8.1 62 7.1

③どちらとも思えない 86 33.1 103 38.4 25 42.4 11 35.5 26 29.5 20 44.4 34 27.6 305 34.9

④わからない 76 29.2 56 20.9 12 20.3 3 9.7 37 42.0 11 24.4 34 27.6 229 26.2

⑤無回答 6 2.3 13 4.9 2 3.4 0 0.0 5 5.7 3 6.7 15 12.2 44 5.0

計 260 - 268 - 59 - 31 - 88 - 45 - 123 - 874 -

年齢

ＴＸ 注1) 筑波学園 桜・大穂 谷田部・豊里 その他
回答設問

居住年数

１．新型コロナウィルス感染
拡大の影響はいかがです
か。

２．あなたが日常生活をする
うえで、お困りのことは何です
か。
（複数回答可）

３．主な交通手段は何です
か。
　（複数回答可）

職業

４．五十嵐市長になって４年
目です。市政が変わったと思
いますか。

全
地
域
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通

茎崎 全市web
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　地域別及び全市集計表    

数 比率 数 比率 数 比率 数 比率 数 比率 数 比率 数 比率 数 比率 数 比率

①科学のまちを活かして、新しいビジネスや事業を展開するベンチャー企業を育てる 125 48.1 114 42.5 19 32.2 9 29.0 42 47.7 11 24.4 49 39.8 122 27.3 491 44.1

②緑豊かな土地を活かし、農業・林業で働く人を育てる 102 39.2 120 44.8 29 49.2 18 58.1 26 29.5 20 44.4 50 40.7 83 18.6 448 40.2

③筑波山や牛久沼など、観光地を盛り上げる 58 22.3 70 26.1 11 18.6 6 19.4 23 26.1 21 46.7 43 35.0 64 14.3 296 26.6

④福祉や子育てを重点におく 129 49.6 123 45.9 20 33.9 18 58.1 48 54.5 17 37.8 43 35.0 161 36.0 559 50.2

⑤無回答 26 10.0 23 8.6 12 20.3 0 0.0 11 12.5 8 17.8 28 22.8 17 3.8 125 11.2

計 440 - 450 - 91 - 51 - 150 - 77 - 213 - 447 - 1919 -

①不妊治療費の助成拡大 31 11.9 38 4.3 6 10.2 1 3.2 14 15.9 4 8.9 8 6.5 56 23.3 158 14.2

②近所に産婦人科 49 18.8 44 4.9 15 25.4 7 22.6 26 29.5 10 22.2 13 10.6 73 30.4 237 21.3

③近所に小児科 35 13.5 40 4.5 12 20.3 6 19.4 20 22.7 3 6.7 24 19.5 51 21.3 191 17.1

④子ども医療費の充実 63 24.2 64 23.9 18 30.5 10 32.3 29 33.0 11 24.4 27 22.0 91 37.9 313 28.1

⑤公園などの遊び場 52 20.0 61 22.8 16 27.1 5 16.1 31 35.2 15 33.3 23 18.7 99 41.3 302 27.1

⑥公共交通の充実 46 17.7 58 21.6 11 18.6 9 29.0 16 18.2 4 8.9 32 26.0 47 19.6 223 20.0

⑦公立保育所の改修、新設 79 30.4 57 21.3 15 25.4 11 35.5 22 25.0 6 13.3 34 27.6 67 27.9 291 26.1

⑧公立幼稚園の３年保育 37 14.2 43 16.0 5 8.5 5 16.1 12 13.6 4 8.9 14 11.4 51 21.3 171 15.4

⑨保育料負担軽減(0～2歳児) 74 28.5 57 21.3 12 20.3 5 16.1 30 34.1 9 20.0 28 22.8 90 37.5 305 27.4

⑩貧困家庭への支援 111 42.7 101 37.7 17 28.8 16 51.6 19 21.6 16 35.6 43 35.0 91 37.9 414 37.2

⑪学校給食費の助成や無料化 80 30.8 71 26.5 13 22.0 10 32.3 26 29.5 14 31.1 32 26.0 87 36.3 333 29.9

⑫児童館や子育て支援センターの充実　 88 33.8 85 31.7 11 18.6 12 38.7 31 35.2 6 13.3 35 28.5 78 32.5 346 31.1

⑬産休、育休などをとりやすい職場 90 34.6 85 31.7 18 30.5 11 35.5 30 34.1 12 26.7 25 20.3 98 40.8 369 33.1

⑭児童館や子育て支援センターの充実 29 11.2 50 18.7 12 20.3 5 16.1 34 38.6 4 8.9 3 2.4 64 26.7 201 18.0

⑮無回答 26 10.0 39 14.6 5 8.5 4 12.9 8 9.1 10 22.2 26 21.1 11 4.6 129 11.6

計 890 - 893 - 186 - 117 - 348 - 128 - 367 - 1054 - 3983 -

①引き下げすべき 149 57.3 161 60.1 38 64.4 25 80.6 46 52.3 33 73.3 81 65.9 136 56.7 669 60.1

②その必要はない 27 10.4 22 8.2 7 11.9 2 6.5 16 18.2 2 4.4 6 4.9 24 10.0 106 9.5

③わからない 68 26.2 60 22.4 10 16.9 1 3.2 21 23.9 7 15.6 18 14.6 80 33.3 265 23.8

④無回答 16 6.2 25 9.3 4 6.8 3 9.7 5 5.7 3 6.7 18 14.6 0 0.0 74 6.6

計 260 - 268 - 59 - 31 - 88 - 45 - 123 - 240 - 1114 -

①値下げすべき 192 73.8 175 65.3 47 79.7 24 77.4 72 81.8 196 81.7 706 74.6

②その必要はない 24 9.2 24 9.0 3 5.1 0 0.0 6 6.8 16 6.67 73 7.7

③わからない 29 11.2 44 16.4 6 10.2 4 12.9 5 5.7 28 11.7 116 12.3

④無回答 15 5.8 25 9.3 3 5.1 3 9.7 5 5.7 0 0 51 5.4

計 260 - 268 - 59 - 31 - 88 - 240 - 946 -

①つくバス等との連絡をよくする 7 15.6 7 15.6

②コースを多くして走行時間を短くする 8 17.8 8 17.8

③コース上で自由に乗り降りできるようにする 12 26.7 12 26.7

④大穂の病院や買い物にも便利にする 11 24.4 11 24.4

⑤つくタクの方がよい 5 11.1 5 11.1

⑥無回答 12 26.7 12 26.7

計 55 - 55 -

①とても便利でよく利用する 8 6.5 8 6.5

②たまに利用する 14 11.4 14 11.4

③利用したことがない 78 63.4 78 63.4

④無回答 23 18.7 23 18.7

計 123 - 123 -

①スーパーなどへの買い物 9 7.3 9 7.0

②医療機関 6 4.9 6 4.7

③牛久駅からの鉄道利用 11 8.9 11 8.5

④その他 2 1.6 2 1.6

⑤無回答 101 82.1 101 78.3

計 129 - 129 -

①ほぼ毎日利用する 0 0.0 0 0.0

②月10～20回以上 1 0.8 1 0.8

③月1回～10回以下 18 14.6 18 14.6

④無回答 104 84.6 104 84.6

計 123 - 123 -

①ある 59 22.7 115 42.9 28 47.5 9 29.0 24 53.3 54 43.9 289 36.8

②ない 187 71.9 128 47.8 27 45.8 20 64.5 19 42.2 51 41.5 432 55.0

③無回答 14 5.4 25 9.3 4 6.8 2 6.5 2 4.4 18 14.6 65 8.3

計 260 - 268 - 59 - 31 - 45 - 123 - 786 -

①ライフラインの停止（電気・ガス・水道） 15 5.8 10 3.7 4 6.8 0 0.0 2 4.4 8 6.5 39 5.0

②家の損傷・修理 20 7.7 50 18.7 13 22.0 3 23.1 9 20.0 25 20.3 120 15.3

③道路の冠水 16 6.2 18 6.7 4 6.8 2 15.4 9 20.0 9 7.3 58 7.4

④防災無線が聞こえない 16 6.2 41 15.3 6 10.2 1 7.7 8 17.8 38 30.9 110 14.0

⑤避難場所が遠い 2 0.8 19 7.1 1 1.7 4 30.8 10 22.2 10 8.1 46 5.9

⑥避難所の設備不足 3 1.2 20 7.5 4 6.8 3 23.1 6 13.3 4 3.3 40 5.1

⑦情報が得られない 14 5.4 34 12.7 5 8.5 0 0.0 5 11.1 17 13.8 75 9.5

⑧無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 2.2 59 48.0 60 7.6

計 86 - 192 - 37 - 13 - 50 - 170 - 548 -

回答
学園 桜・大穂 谷田部・豊里 その他 ＴＸ 注1)

地
域
限
定

（
茎
崎
の
み

）

8-1．2019年4月から富士見
台―牛久駅間を「実証バス」
が運行しています。どのよう
にお感じになっていますか。

8-2-1.　利用すると答えた方
に目的と回数についてお聞き
します。
　目的は

8-2-2.　利用すると答えた方
に目的と回数についてお聞き
します。
　回数は

9-1．防災についてお聞きし
ます。
昨年10月の台風19号の時に
困ったことはありましたか。

9-2．防災についてお聞きし
ます。
前項であると答えた方にお聞
きします。困ったことはなんで
すか。
　（複数回答可）

8．筑波地区では、1日10～12
便、4コースで支線型バスが
試験運行していますが、利用
者が少ないようです。これに
ついてご意見をうかがいま
す。

設問

６．子育て環境に必要なもの
は何だと思いますか。
　（複数回答可）

７．国民健康保険（自営業や年金暮らし、
非正規労働者が加入）は、協会けんぽな
ど他の医療保険と比べて保険税はほぼ2
倍です。収入がなくても一人ひとり（子ど
もも含む）にかかる均等割負担があるか
らです。全国知事会と全国市長会は公費
1兆円の投入で、国保税の引き下げを求
めていますが、どう思いますか。

５．つくばの街づくりについ
て、どのような街づくりを望み
ますか。
　（複数回答可）

(

筑
波
・
茎
崎
除
く

)

地
域
限
定

全
地
域
共
通

８．TXの運賃や通学定期代が高
く、値下げしてほしいとの声が相
次いでいます。TXを運営する首
都圏新都市鉄道は毎年黒字で
す。つくば市も2/24に、鉄道会社
に通学定期代の値下げを申し入
れましたが、どう思いますか。

(

筑
波
の
み

)

地
域
限
定

地
域
限
定

（
Ｔ
Ｘ
・
w
e
b
除
く

）

全市web筑波 茎崎

－82－ 



　地域別及び全市集計表    

数 比率 数 比率 数 比率 数 比率 数 比率 数 比率 数 比率 数 比率 数 比率

①郵便局 37 42.0 52 21.7 89 27.1

②保育園・幼稚園 10 11.4 62 25.8 72 22.0

③小中学校 12 13.6 34 14.2 46 14.0

④交流センター 11 12.5 19 7.92 30 9.1

⑤公園 12 13.6 36 15 48 14.6

⑥図書館 32 36.4 62 25.8 94 28.7

⑦病院 15 17.0 50 20.8 65 19.8

⑧介護施設 9 10.2 42 17.5 51 15.5

⑨交番 21 23.9 36 15 57 17.4

⑩その他 7 8.0 30 12.5 37 11.3

⑪無回答 13 14.8 31 12.9 44 13.4

計 179 - 454 - 633 -

①再稼働する 22 8.5 28 10.4 3 5.1 0 0.0 6 6.8 1 2.2 5 4.1 34 14.2 99 8.9

②再稼働せずに廃炉へ 178 68.5 173 64.6 39 66.1 27 87.1 50 56.8 31 68.9 69 56.1 136 56.7 703 63.1

③わからない 47 18.1 46 17.2 12 20.3 2 6.5 22 25.0 8 17.8 22 17.9 68 28.3 227 20.4

④無回答 13 5.0 21 7.8 5 8.5 2 6.5 10 11.4 5 11.1 27 22.0 2 0.8 85 7.6

計 260 - 268 - 59 - 31 - 88 - 45 - 123 - 240 - 1114 -

①退陣すべき 184 70.8 174 64.9 39 66.1 27 87.1 51 58.0 28 62.2 79 64.2 137 57.1 719 64.5

②存続すべき 26 10.0 29 10.8 4 6.8 0 0.0 9 10.2 1 2.2 10 8.1 38 15.8 117 10.5

③わからない 40 15.4 43 16.0 9 15.3 2 6.5 20 22.7 11 24.4 16 13.0 64 26.7 205 18.4

④無回答 10 3.8 22 8.2 7 11.9 2 6.5 8 9.1 5 11.1 18 14.6 1 0.4 73 6.6

計 260 - 268 - 59 - 31 - 88 - 45 - 123 - 240 - 1114 -

①期待する 106 40.8 118 44.0 26 44.1 23 74.2 26 29.5 21 46.7 52 42.3 80 33.3 452 40.6

②期待できない 81 31.2 79 29.5 18 30.5 5 16.1 30 34.1 11 24.4 40 32.5 81 33.8 345 31.0

③わからない 58 22.3 43 16.0 10 16.9 2 6.5 26 29.5 8 17.8 12 9.8 78 32.5 237 21.3

④無回答 15 5.8 28 10.4 5 8.5 1 3.2 6 6.8 5 11.1 19 15.4 1 0.4 80 7.2

計 260 - 268 - 59 - 31 - 88 - 45 - 123 - 240 - 1114 -

①賛成 137 52.7 141 52.6 28 47.5 25 80.6 41 46.6 31 68.9 60 48.8 143 59.6 606 54.4

②反対 71 27.3 55 20.5 14 23.7 1 3.2 26 29.5 5 11.1 24 19.5 62 25.8 258 23.2

③わからない 39 15.0 50 18.7 14 23.7 4 12.9 17 19.3 5 11.1 24 19.5 35 14.6 188 16.9

④無回答 13 5.0 22 8.2 3 5.1 1 3.2 4 4.5 4 8.9 15 12.2 0 0.0 62 5.6

計 260 - 268 - 59 - 31 - 88 - 45 - 123 - 240 - 1114 -

①賛成 61 23.5 52 19.4 10 16.9 6 19.4 11 12.5 5 11.1 20 16.3 54 22.5 219 19.7

②反対 132 50.8 118 44.0 29 49.2 22 71.0 41 46.6 19 42.2 62 50.4 98 40.8 521 46.8

③わからない 58 22.3 77 28.7 16 27.1 2 6.5 30 34.1 16 35.6 20 16.3 87 36.3 306 27.5

④無回答 9 3.5 21 7.8 4 6.8 1 3.2 6 6.8 5 11.1 21 17.1 1 0.4 68 6.1

計 260 - 268 - 59 - 31 - 88 - 45 - 123 - 240 - 1114 -

①賛成 211 81.2 203 75.7 40 67.8 27 87.1 70 79.5 30 66.7 85 69.1 198 82.5 864 77.6

②反対 14 5.4 19 7.1 6 10.2 2 6.5 4 4.5 3 6.7 10 8.1 12 5.0 70 6.3

③わからない 26 10.0 27 10.1 9 15.3 1 3.2 8 9.1 9 20.0 10 8.1 29 12.1 119 10.7

④無回答 9 3.5 19 7.1 4 6.8 1 3.2 6 6.8 3 6.7 18 14.6 1 0.4 61 5.5

計 260 - 268 - 59 - 31 - 88 - 45 - 123 - 240 - 1114 -

①賛成 206 79.2 216 80.6 42 71.2 27 87.1 69 78.4 35 77.8 89 72.4 684 78.3

②反対 9 3.5 5 1.9 2 3.4 0 0.0 2 2.3 0 0.0 5 4.1 23 2.6

③わからない 34 13.1 25 9.3 10 16.9 2 6.5 12 13.6 6 13.3 9 7.3 98 11.2

④無回答 11 4.2 22 8.2 5 8.5 2 6.5 5 5.7 4 8.9 20 16.3 69 7.9

計 260 - 268 - 59 - 31 - 88 - 45 - 123 - 874 -

①賛成 195 75.0 194 72.4 36 61.0 28 90.3 72 81.8 31 68.9 64 52.0 211 87.9 831 74.6

②反対 11 4.2 9 3.4 3 5.1 0 0.0 4 4.5 1 2.2 4 3.3 8 3.3 40 3.6

③わからない 42 16.2 39 14.6 16 27.1 3 9.7 8 9.1 10 22.2 34 27.6 20 8.3 172 15.4

④無回答 12 4.6 26 9.7 4 6.8 0 0.0 4 4.5 3 6.7 21 17.1 1 0.4 71 6.4

計 260 - 268 - 59 - 31 - 88 - 45 - 123 - 240 - 1114 -

　　注1） TX沿線の地域とは研究学園駅周辺、万博公園駅周辺、みどりの地域です。

茎崎

12-b.
野党共闘が進んでいますが
どう思いますか。

10．あなたの地域で改善してほしい事や場所がありますか。

11．運転期限の４０年を過ぎた東海第
２原発について、再稼働の是非を問う
「県民投票」実現のための署名活動
で、県全体で８万筆以上集まっていま
す。つくば市でも11,241筆になりまし
た。６月県議会で審議される予定で
す。あなたは再稼働についてどう思い
ますか。

web

全
地
域
共
通

12-f
気候変動（地球温暖化とその
影響）の取り組みの強化につ
いて、どう思いますか。

12-g
ジェンダー平等についてどう
思いますか。

12-c
消費税５％へ戻すことについ
てどう思いますか。

12-d
憲法９条改定についてどう思
いますか。

12-e
核兵器廃絶についてどう思い
ますか。

全市
設問 回答

学園 桜・大穂 谷田部・豊里

地
域
限
定

（
Ｔ
Ｘ
・
w
e
b
の
み

）

９．公共施設で早急に必要と
しているものを選んでくださ
い。

12-a
森友学園疑惑、桜を見る会
の私物化など、真実を明らか
にしない安倍内閣をどう思い
ますか。

その他 ＴＸ 注1) 筑波

－83－ 


