
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－３ 松戸市に対する意見・要望 

（自由記載） 



 

 

  



この調査に回答された 1,407 名の内、47０名(33.４％)の人が松戸市に対する意見・要望(自由記載欄)

の記述がありました。 

 

① 分類 

意見や要望を分野別、項目別等に 3 段階で整理しました。 

 

表：分類一覧 

大 中 小 件数 大 中 小 件数

都市基盤 交通 バス 13 保健医療福祉 保健医療 保健 5

  電車 21   医療 33

 道路 駐車 6   乳幼児医療費 13

  駐輪 8  福祉 全般 13

  幹線道路 19   障害者 3

  生活道路 10   高齢者 6

  歩道 23   母子・保育 11

  駅周辺 6   児童館 6

 景観  13 文化・教育 教育 学校 15

 上下水道  16   生涯学習 1

 公園  19  青少年非行  2

 みどり  6  文化 全般 9

 住宅  6   施設 2

 防災  8   図書館 15

 防犯  21  スポーツ施設 11

 市街地整備 環境整備 10 公共施設   17

  駅前整備 19 地域活動 コミュニティー 8

 公共空間の美化 2  ボランティア 1

環境 自然  9 市政 将来像  4

 公害 河川浄化 2  行政全般  23

  対策 7  税金・年金・各種保険等 52

 処理 ごみ 21  広報・情報提供 14

  リサイクル 4  職員の態度・待遇 27

  清掃 4  市議会・議員 6

産業 駅前商店街  3  その他  39

 その他  22 その他   69

   延べ回答件数 703
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② 主な意見・要望 

１．都市基盤 

（1）交通  

 ○ バス 

 バスの始発を早めて欲しい。(男性、30～39 歳、本庁) 

 松戸に在住し 56、7 年(柏に移った時期もありますが)子供を育て、成人し、人のお役にたつようになりあとは夫

婦で静かに暮す。それでよしと思っております。ただ日増しに弱くなる体を少しでも軽くすごせるようお医者のあ

る所はバスが止まってくれるように数を増やして下さるとうれしいのですがクリニック行き(樋野口)停留所も多い

と助かります。タクシーでは大分かかりますのでたすけて下さい。どうか住みよいやさしい町によその市のお手

本になって下さい。お願い申し上げます。(無回答、70 歳以上、本庁) 

 県立松戸高校行きのバスの本数を増やしてもらいたい。(女性、20～29 歳、本庁) 

 京成バスが終わる時間が早い。(女性、20～29 歳、本庁) 

 バス路線の廃止があります。病院など行きづらくなり、ミニバス等運行して頂きたく思います。市の援助を受ける

と可能かと思います。そのような場合は、出来るだけ援助お願い致します。(女性、50～59 歳、小金原) 

 松戸市に在住 40 年で松戸中心に行くのが一番不便。バス交通網循環を発展させてほしい。(女性、70 歳以

上、六実) 

 馬橋駅から出る松戸行、新松戸行のバスの時間帯を遅くまで走らせてほしい。19 時の 1 本だけが 終なので

通勤にも使えないで不便です。(女性、40～49 歳、新松戸) 

 南流山駅に新しい駅ができましたが、新松戸駅ー南流山駅間のバスがありません。野田のようなマメバス的な

ものでもいいので開通すると便利だと思います。(女性、30～39 歳、新松戸) 

 松戸駅のバスターミナルから全国へ深夜バスでも走ってれば旅行がしやすい。(男性、20～29 歳、新松戸) 

 目的、行動別の誰でも利用できるコミュニティーバスを作っていただきたい。温暖化の防止にもなり老人、夫婦、

子供、社会人それぞれが行動できるようになれば交流、情報交換など前向きな考えにつながると思う。(女性、

40～49 歳、東部) 

 

 ○ 電車 

 松戸駅のホームにエレベーターを設置してほしい。(男性、30～39 歳、本庁) 

 私の住んでいる所（稔台）から 21 世紀の森、及びホールに行くには、徒歩、又は車を利用して行く方法しかあ

りません。八柱と常盤平の間に駅を作っていただければ便利になって市民の憩いの場として利用価値がぐー

んと上がると思います。ぜひ駅を作って下さい。お願いします。(男性、50～59 歳、本庁) 

 千代田線（昼間）の 12 分間運転を 10 分間間隔に！(男性、50～59 歳、本庁) 

 松戸駅を利用していますが、西口側はボックスヒル内にも改札口があり便利ですが、東口側からは中央の 1 ヶ

所のみで不便です。新東京病院付近にも改札口を設けてほしいです。(女性、50～59 歳、本庁) 

 ＪＲ松戸駅(新八柱駅)などエレベーターが設置されていない駅が多い。子供を乗せたまま、ベビーカー＆荷物

を階段で持ち上げて昇り降りするのは非常に危険で毎回とても大変です。至急、全ての駅にエレベーター(せ

めてエスカレーターだけでも)設置してほしいと思います。(女性、30～39 歳、常盤平) 

 新松戸、八柱間に駅をつくってほしい。公園西口にできると聞いたが、何年経っても変わらない。千駄堀の区
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画整理が進まず、4m に満たない道路がたくさんあり、バス停、駅が遠く、スーパーも無い、住んでいたくても、

自分たちが高齢になったら住んでいられない。(女性、40～49 歳、常盤平) 

 松戸駅から北小金駅の路線間の各駅が、松戸市民人口を考えてみても使いづらい。特に新松戸駅周辺の

人々の動きを計っても改札口が一ヶ所は限界にきているようです。(女性、60～69 歳、小金) 

 営団地下鉄(半蔵門線)の松戸までの運行計画はどのようになっているのか？(女性、70 歳以上、馬橋) 

 21 世紀の森公園の利用において、近隣の住宅地に車が入り、交通渋滞や事故の危険性があります。また、

寄駅からも不便であり、是非とも 21 世紀の森公園駅を武蔵野線に設置願いまする。(男性、40～49 歳、馬橋) 

 電車(武蔵野線)などの待ち時間が長いので駅構内にお店が充実していると嬉しい。(女性、20～29 歳、新松

戸) 

 

（2）道路  

 ○ 駐車 

 北松戸駅前通り（神社前まで）駐車禁止に！(男性、50～59 歳、本庁) 

 スーパーの前の路上駐車等も常態化しており、住民のモラルの低さも感じる。(女性、30～39 歳、本庁) 

 道路に車をとめない（取り締まる）。(男性、70 歳以上、常盤平) 

 路上駐車(保管？)、軽はいいのか？取締強化。(男性、40～49 歳、小金) 

 路駐が多い。(男性、30～39 歳、新松戸) 

 郵便局などの駐車場が充実していないので利用するときに困る。(女性、20～29 歳、新松戸) 

 

 ○ 駐輪 

 松戸駅東口に朝自転車等の不法取締りで監視の人が立っていますが、ただ立っているだけで無駄とは言いま

せんが、その場所等がよくゴミ等で汚れています。その方に掃除をして頂くのは無駄でしょうか？又、土・日曜

日は人が通る事が出来ない程自転車等で溢れています。時々ぶつかりますが、危険だと思いますが、何か事

故があった場合市役所で保障して頂けるんですか？自転車が倒れていますが。以上です。追、駅にある窓は

大変助かっています。(男性、60～69 歳、本庁) 

 毎日、駐輪場を利用していますが、一年毎の更新時に希望の駐輪場を選ぶが希望通りにならない。仕事で帰

りが遅くなった時、駐輪場が怖い。(女性、20～29 歳、本庁) 

 自転車利用者のマナーが非常に悪いように思います(無灯火、歩道走行、違法駐輪など)。歩行中、危険を感

じることもたびたびあり、高齢者には凶器にも見えているかも知れません。ただ、自転車利用の環境が整ってい

ないことが歩行者との競合を招いている側面もあるかと思います。専用レーンの確保(自動車の一方通行化)、

駐輪場所の設置など、行政の指導・誘導が必要です。(男性、50～59 歳、本庁) 

 自転車の定期券(駐輪場)をどこでも買えるようにして欲しいです。駅の反対に行かないと買えないのは不便で

す。(女性、40～49 歳、本庁) 

 自転車をとめる所が少な過ぎる。その為、駐輪場の使い方が荒い人が多いような気がします。(女性、30～39

歳、本庁) 

 駅前の自転車置き場を頻繁に取締って欲しい。歩けない時がある。(女性、70 歳以上、常盤平) 

 駐輪場が少ないのでは。(男性、40～49 歳、小金) 

 松戸駅の駐輪場が少ない。駅の地下に駐輪場を作ってほしい。埼玉県ではすでに実施している！(女性、50

～59 歳、矢切) 
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 ○ 幹線道路 

 車での高速道路へのアクセスがしにくい。(男性、30～39 歳、本庁) 

 国道 6 号線の北松戸駅前交差点の交通事故が多すぎる。信号機に右折用信号が無いのが原因だと思われ

ます。右折矢印付信号機の設置を強く希望します。(男性、40～49 歳、本庁) 

 埼玉県とつながる橋がもう 1 つ欲しい。(女性、30～39 歳、本庁) 

 道路が狭く、(自家用)車を運転していると大変危険に感じる。(例えば、駅東口周辺や戸定邸付近の線路沿い)。

道路の拡張や自転車道の整備、街並みの整備をして欲しい。(女性、30～39 歳、本庁) 

 区画整理で整備途中の道路が多すぎる(30 年以上放置するのはいかがなものか)。(男性、40～49 歳、常盤平) 

 柏市との境の道路が整備不十分(行政区分を超えて改善してほしい)。(男性、40～49 歳、常盤平) 

 要望として、幹線道路の整備(特に外環道路)を早くして下さい。(男性、30～39 歳、小金) 

 6 号線の渋滞緩和(二ツ木と馬橋立体)。(男性、40～49 歳、小金) 

 道路に関して現在の草加流山線についてマツモトキヨシ本社前付近で北小金から馬橋方面道路でつき当たり

T 字道路で絡まっていますが、この道路を直進、水戸街道へ抜ける道路を整備して欲しい。本件は永年に亘

って周辺地域の要望と聞いています。関さんの森の景観を守るためとかで開通できないらしいが今後の市の計

画を知りたい。(男性、60～69 歳、新松戸) 

 市の管轄ではないと思いますが、県道 1 号市川側から 298 号へ左折する矢切の交差点に構造上問題があり

ます。左折レーンが狭すぎて大型トラックなどはみ出して危険です。(男性、20～29 歳、矢切) 

 

 ○ 生活道路 

 地域によっての交通手段が大変よくない。(男性、50～59 歳、本庁) 

 竹ヶ花西町に住んでいますが、道路の轍がひどく、大型車が通ると地震の様にわれます。妻は地震の少ない

地方の出身なので、大変怖がります。場所は、西濃運輸から昭和歯科の間の道路です。以前から何度も要望

を出しているのですが未解決のままです。なんとかならないものでしょうか？※野良猫が大変多いです。目の

前の新築建売住宅に引っ越してくる方も迷惑だと思います。 

 交通の便の悪さ。変な道路工事とかしないで、税金を減らした方が良いのでは？(女性、20～29 歳、本庁) 

 街路樹について 枝の切りすぎせっかく日陰を作ってくれているのにすぐに切ってしまう。残念です。信号機の

件でしたら街路樹の下（低目）に信号機をとりつけたら如らずです？(女性、70 歳以上、常盤平) 

 駅や買い物の道に舗道やガードレールを作って頂きたいです。都内から移ってきてそのことが一番ショックでし

た。(女性、30～39 歳、小金) 

 五香周辺の道路を改善して欲しい。とくに元山地区朝ラッシュに車多い。子供たちの通学路のため危険です。

(男性、70 歳以上、六実) 

 松戸市の外れに住んでいますが、30 年間道路の巾が広くならなく交通量は非常に増、自動車に乗るのが危な

い。税金もすこし考えていただき、松戸市中心部に外れている人は何％か割引するとかみなおしてほしい！！

(女性、50～59 歳、六実) 

 道路行政が近隣市と比較して大変後れている。車椅子の通れない歩道（バス通り）や自転車が危険で通れな

い車道（国道、県道、市道も全て含めて）が多過ぎる。(男性、70 歳以上、六実) 

 鎌ヶ谷市と松戸市(六実地区)の境目に住んでいますが、道が狭い。朝になると抜け道として使用する車が多く

住人を巻き込んでの道のゆずり合いのにらめっこです。ここに住んでいる者としては大迷惑です。火の見下か

ら初富方面の道は狭いゆえ電柱が飛び出している始末！どうにかしてください。住みやすい松戸市であってほ
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しいです。(女性、20～29 歳、六実) 

 

 ○ 歩道 

 栄町 2 丁目あたりから 8 丁目にかけてどぶ川沿いが各家の玄関にして歩道がもり上げていて満足に歩けない。

車と接触した。これから老人が多くなる車イス等とてもあぶない。歩く人を考えてぜひ道路として使用させて下さ

い。どうして松戸市は許可しているのか疑問です。必ず一度見てください。8 丁目方面特にひどい。歩けない

必ず見てください。ドブ川に添った道路。(女性、70 歳以上、本庁) 

 松飛台小学校の通学路には歩道がない。できれば歩道を。車のスピードの制限を。道に凸凹をつける等。(男

性、70 歳以上、常盤平) 

 私は障害者ですが今後歩道の補修工事の時には現在ブロック等で溝があります。その溝に爪先が掛り転倒し

たことが何回かありますので溝の無い様補修工事をお願い致します。健常時は何も考えつかなかったが。(男

性、60～69 歳、常盤平) 

 自転車の事故が色々と問題となっておりますが、舗道がせまいので車道におりると段差があり、危険となります。

今後安心して通行できるようお願いします。(女性、60～69 歳、常盤平) 

 五香十字路。周辺の歩道の悪さ。例えば、五香駅前郵便局までの悪路。とても歩きにくい以上の事。出来るだ

け早く改善されたくよろしくお願い致します。(女性、70 歳以上、常盤平) 

 大通りの交差点では信号の長さ（青）が車を優先して設置されているように感じる。歩行者が渡る方の青が短い

ので、子供やお年寄りは渡っている途中で黄に変わってしまい危ない。(女性、40～49 歳、常盤平) 

 歩道の整備ができていないと感じる。雨になると水たまりが各所にでき、車が通ると水がはねあがる路面を整備

してほしい。民家のせまい路地を走る車のスピードが目に余る。取り締まりをしてほしい。松戸市をもっと歴史あ

る街として高めて欲しい。(女性、40～49 歳、常盤平) 

 道路の整備はいらないが、歩道の整備ができていない。歩いててこわい。(男性、50～59 歳、小金原) 

 通学路にはガードレールをつけて欲しい。歩道があっても交通量が多く、スピードが出ている車が多く、とても

不安。(女性、40～49 歳、矢切) 

 矢切福祉センター前の信号機について。福祉センター前、京成バス浅間台バス停の信号は押しボタン方式で

車優先になっているようで押しても「青」にならずしびれを切らして赤信号で横断する人が多く、かえって危険で

ある。人間優先の押しボタン方式に切り替え、押したら早めに「青」になるようにしてもらいたい。(男性、70 歳以

上、矢切) 

 

 ○ 駅周辺 

 北小金の駅の辺りに自転車、車いす、べビーカーが渡れる南口と北口の通路が出来ないものでしょうか。(女性、

30～39 歳、小金) 

 馬橋駅西口から新松戸方面の新坂川沿いの道はでこぼこが多すぎて困る。雨が降ってる日は、車の通りが多

いのもあり、雨水がはねて服がぬれることがしばしばある。道路の舗装をしっかり行ってほしい、そう感じている

人も多いはず。(女性、30～39 歳、新松戸) 

 馬橋駅前西口階段は危険ではないかと感じております。雨の日など転倒、けがをする子供たちを何度もみかけ

るにつけ改装工事の必要性を感じる。(男性、30～39 歳、新松戸) 

 電車を利用するときは馬橋の橋を利用します。階段等もう少し利用しやすくしてほしいと思います。（西口）スロ

ープをつけるとか・・・。(女性、60～69 歳、新松戸) 
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 新松戸の住民です。千代田線武蔵野線、流山線が交差しているうえ流通経済大学の誘致による若者の増加

が図られているにもかかわらず街は前とあまり変わっていないように思われる。これから先もっと魅力的な街に

なっていくよう努力していただきたい。新松戸駅周辺がうまく整備されていないように思うし、あの赤い鳥居の建

物は何を表現しようとして創られたのかとても印象が悪いです。(女性、60～69 歳、新松戸) 

 松戸駅前の交通の混雑が気になります。(女性、30～39 歳、矢切) 

 

（3）景観  

 県道、市道、私道に、それぞれ個人の家庭の植木やお花が植えてあったり、植木鉢に植えて道路側に置いて

あるのが見受けられますが歩くのに邪魔になったりします。敷地内に植えたり、植木鉢を置くように法律を作っ

て欲しい。でないと、環境が悪く、スラム化して、汚く見える。道路には何も置かない、敷地が狭かったら、何も

植えなければいいと思う。一軒がすると、皆真似をして、出すので雑然として見栄えが悪い。お願い致します。

(女性、70 歳以上、本庁) 

 交通便がとてもいい所ですが、町並みにちょっとがっかりしたり。せっかく道路幅が広がり歩行スペースもゆった

りしたのに、木々の下のつつじの植えこみがゴミの山、町内単位、又は高齢者の方々にお手伝いをしてもらうな

ど（わずかな有料でも）結構生きがいにつながるのでないでしょうか。時には花々など植えてもらい、ブロックご

とに競いあったりしても、（イベントとして）その中に、人と人とのつながりも広がり、町がきれいになると思います。

小さい子も高齢者も一緒になって活動できる機会が増えることを望みます。(女性、60～69 歳、本庁) 

 駅周辺の無秩序な看板(サラ金等)恥ずかしいばかりの町なみの景観、口ばかりのきれい事はやめてほしい。

(女性、60～69 歳、本庁) 

 私共は、転勤が多く、いろいろな都市で生活しましたが、松戸市は、きたない街だと感じています。(女性、60～

69 歳、本庁) 

 冬になると防犯対策もかねてか、数年前から北松戸商店街がライトアップされていますが、冬だけでなく、一年

を通して、明るくはなやかにして欲しいなと思います。暗い夜道は怖いですし、防犯対策としても明るい町のほ

うがよいと考えています。よろしくお願いします。(女性、20～29 歳、本庁) 

 松戸駅周辺が下品、風紀の向上をしてほしい。(男性、40～49 歳、本庁) 

 駅(東口)周辺は、道路が黒ずんでいて暗い印象を受けるので、観光客が降り立った時に素敵だと思うような街

並みだと暮らしている私達も気持がいい。江戸川区や神奈川県のような緑と建物が共存しているような街並み

を造ってもらいたいと思う。(女性、30～39 歳、本庁) 

 パチンコ屋が多すぎる。治安や景観の悪化につながるため、これ以上増やさないでもらいたい。(男性、30～39

歳、新松戸) 

 駅にエレベーターがなかったり、松戸二中から駅までの道が狭すぎて事故にあわないかいつも心配してます。

子育て世代に優しくない街です。町並みが古くて廃墟になった建物がいつまでもあるのが変だし、街のバラン

スが悪くなっている。松戸駅のバスロータリーの方がとてもごみごみしていてきたない。(男性、30～39 歳、矢切) 

 区画整理事業を行っているわりに景観がバラバラ。(男性、30～39 歳、東部) 

 松戸駅周辺のローン会社の看板は街の美観を損なう。松戸に帰って来て癒される気持ちになれる風景になれ

ばと思います。松戸を代表するうつくしい場所が沢山出来ると良い(緑が少ない)。松戸の駅を再開発してほし

い(魅力がない)。(女性、60～69 歳、常盤平) 

 - 134 - 



（4）上下水道  

 お水がもっと美味しくなるとうれしいです。(女性、30～39 歳、本庁) 

 松戸市内の中にもまだ下水道が完備されてないようでバキュームカーが走っている事にビックリです。完備願

います。(女性、60～69 歳、本庁) 

 環境の良い地域だとは思いますが、暖かくなると下水道(側溝)の臭いが気になります。(女性、20～29 歳、本

庁) 

 下水道を整備して欲しい。東京都のように水道水をキレイに安全にして欲しい。ゴミ袋をもう少し大きいサイズの

ものも作って欲しい。(女性、30～39 歳、本庁) 

 下水道料金が他の市町村と比べてあまりにも高すぎる。又、第一環境㈱といった民間の癒着があるのではと疑

ってしまう。料金の算定方法が明確ではないので、どうしてこんなに割高になってしまうのか、きちんとした説明

をしてもらいたい。更に改善（値下げの方向で）を要求する。 

 下水道を早く完備してほしい。(男性、70 歳以上、常盤平) 

 下水道の不備。五香二丁目。悪臭がして子供たちが来てくさいくさいと言われる。(女性、70 歳以上、常盤平) 

 水道水の質を上げて欲しい。(女性、40～49 歳、常盤平) 

 当方では所定期間内に下水道本管へ接続工事（市の指定業者が施工）を行ったにもかかわらず、工事が未完

了になっているので、早期に行ってほしいとの通知（催促）を貴市担当部局より数回受けたことがある。本件工

事については指定業者を介し、工事申請、完了、報告そして検査等が行われ「排水設備検査証」まで発行さ

れており、個々の工事についての記録作成には十分な情報が提供されているものと思われる。にもかかわらず、

なぜ督促状が発信されたのか全くもって理解に苦しむものであり、同部局の記録管理に問題があるのではない

でしょうか？ 

 上下水道料金が別なのがダメ。(男性、30～39 歳、新松戸) 

 

（5）公園  

 近所の広場がなくなり、店や住宅が出来ました。子どもが遊ぶ公園が近くになくなりました。路上で遊ぶ子供が

増えて危ないです！！(女性、30～39 歳、本庁) 

 公園(子供の多く集まる場所)に公衆トイレの設置をお願いしたい。(男性、70 歳以上、本庁) 

 公園をもっと安全で遊びやすくしてほしい。砂場に猫が入らない様に柵をするなど、もっと子供達の為の公園

を考えてほしい。松戸市の公園はありきたりな遊具ばっかりでつまらない。草加市の公園はすべり台にしても子

供が楽しめるすべり台だったり楽しくて安全でいいなと思った。特に栄町 6 丁目の第一公園は高い遊具があっ

たり、木が腐った遊具(？)がずっとあり、テレビで問題になった遊具しか手を付けていない！子供の目線で作っ

てほしい。子供の為の公園なら早くどうにかしてください。(女性、20～29 歳、本庁) 

 21 世紀のような大きな公園を作って欲しいです。無理なら、江戸川河川敷に清水公園に負けないような、アス

レチックコースを是非お願いします。メタポ対策に・・・子供～大人まで楽しめるので・・・。(女性、40～49 歳、本

庁) 

 ペットが多いので動物が利用できる公園や広場がほしい。(男性、20～29 歳、本庁) 

 公園の整備をきちんとやって欲しい。市内には沢山公園があるが、遊具も古く広場も草だらけでボコボコ。(女

性、30～39 歳、常盤平) 

 ｢中金杉の浅間公園の 2 階(砂場や遊具がある階)に水道を作ってほしい｣と、以前知り合いが要望し、市からは

｢検討します｣と返答をいただいたそうですが、その件はどうなったのでしょうか？砂場遊びで水を使うたび、手
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を洗いに行くたび、怪我をするたびに階段を昇り降りしなくてはいけないので、とても不便です。2 階にしたの

子 1 人を置いて行くのは親も不安ですし、置いていかれる子供もかわいそうです。2 階から 1 階の水道が死角

になっているのも問題です。(女性、30～39 歳、小金) 

 小金原公園に芝生の場所をもっとふやしてほしい。子供とお弁当を持って遊びに行けるようになったらとてもい

いのにな。(女性、30～39 歳、小金原) 

 小金原公園の木製遊具の安全点検を年 1 回程度の定期的にお願いします。階段のボルトのゆるみ、ロープの

切れ等長い間放置されていますよ。危ないです。バードサンクチュアリも荒れて汚いです。看板に子供が興味

を持ち野鳥の事を知りたいのに全く読めません。(女性、40～49 歳、小金原) 

 大勢の市民が犬を家族としてむかえ暮らしているが、公園を夕方、子供達が帰った後は開放してほしい。もち

ろん飼い主のモラルの向上が何よりだが。市民の心身の楽しみになり、健康にもつながるのではないでしょうか。

小さなことととらえず検討してみてください。(女性、60～69 歳、馬橋) 

 

（6）みどり  

 聖徳大学の拡張工事や一中西側斜面のマンション計画等ここ数年で多くの樹木が伐採され、景観がすっかり

変わってしまいました。もう少し緑を残すように、市としては指導できなかったのでしょうか。残念です。(女性、50

～59 歳、本庁) 

 木を増やして下さい。(女性、30～39 歳、本庁) 

 緑が少なくなり、住宅、マンションが多くなっている。それに伴う道路の整備等が出来ていない。緑を残す様に

建築等で規制して欲しい。(女性、60～69 歳、常盤平) 

 工事をする時に、緑を切らない様にして松戸市にもっと緑を増やして下さい 東京から移り住んで 36 年目です

が、松飛台の富士町会に住んでおりますが、とても良い仲間に囲まれて楽しくやっております。市長さんも大変

でしょうけれど、松戸市をもっともっと住みやすい町にするために頑張って下さい。(男性、70 歳以上、常盤平) 

 緑が多く、自然等に努力しているのが、他県から来た者にもわかるので、すばらしいと思います。(女性、40～

49 歳、常盤平) 

 緑が少なくなるのが残念です。(女性、70 歳以上、馬橋) 

 

（7）住宅  

 私たち素人の市民でわかるような建蔽率違反とみられる建売り住宅が増えているようです。松戸市の住宅環境

を守るためにも市の徹底した行政指導をお願いいたします。(女性、70 歳以上、本庁) 

 市営住宅の古い建物に関して、風呂釜、風呂桶を入居者が用意しなければならないのは変だと思います。低

所得者用の住宅なのですから、引越費用もかかる上、風呂も用意するとなると、経済の面で負担大きい。それ

らを考慮し、都営住宅は、空家になったものから順々に風呂を設置とのニュースを読んだことがある。市営住宅

も是非お願いしたい。(女性、60～69 歳、本庁) 

 市営住宅(単身)に入居したいのですが、部屋数とか駅から遠くて朝早く出勤する者にとっては申込みを考えて

しまいます。(女性、60～69 歳、本庁) 

 市営住宅について不満です。年 1 回の応募しかなく戸数も少ないと思います。(女性、50～59 歳、本庁) 

 市営住宅に入居を希望されている方が多数いると思います。そんな中で規則を守らず入居している人もいます。

ここの所増えています。どうにかならないでしょうか。私も住宅に困って入れさせていただいた一人です。本当

に困っている方にぜひ入居できるようにして上げてください。規則を守らない方がなぜ入居できるのでしょうか。
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不思議です。色々と大変でしょうが頭の隅に入れて置いてください。市役所の仕事は大変でしょうがどうか頑張

ってください。(女性、70 歳以上、新松戸) 

 1 人で生活をパートで支えていますが、年齢で仕事をする場所も無い。又アパート位ですので安い県営住宅

や市営住宅に入れるようなことをもうすこし考えて欲しいです。同居する人がいない人もたくさんいると思います。

年金では私の場合生活してアパート代を支払っていくことが大変で、これから先がとても不安です。どうか良い

方法をお願い致します。(女性、60～69 歳、新松戸) 

 

（8）防災  

 地球温暖化からでしょうか。世界中異状なまでの各地の災害。(女性、60～69 歳、本庁) 

 地震災害時の食料水医療体制など、どうなっているのか。地域、街ごとに具体的に知りたい。例えば、3 日分の

食料水はここに行けば備蓄されているとか。(男性、60～69 歳、常盤平) 

 自然の残る緑多い住む町で大好きな松戸市です…が、災害時等は安全なのでしょうか…。(女性、60～69 歳、

小金) 

 避難場所として指定されている「本土寺」が昼間以外施錠されて入れない事が非常に不満、心配である。(女性、

60～69 歳、小金) 

 地震速報で NHK 報道を見ると、松戸市の震度が出ていないのはどうしてなのか。近隣の市は出ているのに…。

(男性、50～59 歳、小金) 

 私は市営住宅に入居させていただいてますが、 近地震災害が多く心配してます。20 年以内に関東で大地

震が起こる確率が 70％と言われてますが、住居の耐震構造が心配です。明日にも大地震が起きても不思議で

はないといわれております。各地では住居や学校等補強工事が行われております。耐震強度の情報がほしい

です。また補強工事は必要か？費用は?市の対策等命の問題ですから子供たちの未来のためにもお願いしま

す。(男性、30～39 歳、六実) 

 防災無線拡声器(スピーカー)の増設。(夕方のよい子の住んでるよい町のメロディが聞こえない)。(男性、60～

69 歳、新松戸) 

 災害があった時、避難場所に学校の体育館がよく利用されていますが、私の住んでいる所は高塚団地や梨香

台団地、秋山駅周辺のマンション、東松戸駅のマンションと住民に対して避難場所が絶対足りないと思います

が、市はどのような対策をとられていますか？(女性、60～69 歳、東部) 

 

（9）防犯  

 駅周辺などもっと治安をよくして欲しい。(女性、30～39 歳、本庁) 

 治安の向上。(女性、30～39 歳、本庁) 

 空き巣やひったくり等が増えているようで不安です。パトロールなどの防犯活動を強化してもらいたいです。(女

性、30～39 歳、本庁) 

 街灯が少なくて夜暗い。怖いめにも何度かあっているので夜は怖くてたまりません。防犯対策ももっと考えて欲

しい。(女性、30～39 歳、本庁) 

 安心、安全な生活確保の為の施策、防犯対策の充実を期待したい。(男性、50～59 歳、常盤平) 

 市の問題がどうか？だが、街の治安というのは、住宅街を含めて非常に悪くなっている。警察官が歩いてパトロ

ール、月 1 でもよいから、やってもらえないか。今は 2-3 人群れでバイクで通りすぎる。街からお巡りさんの姿

が消えてしまった。パトカーやバイクではなくて、歩いてパトロールをしてほしい。(男性、60～69 歳、常盤平) 
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 小さな犯罪事件が多いので、 近は暗くなると犬の散歩も気を付けて外に出ています。パトロールの強化、交

番設置を増して欲しいです。(女性、30～39 歳、常盤平) 

 防犯のためにも明るい街灯の数を増やして欲しい。夜のパトロールを強化して欲しい。(女性、40～49 歳、常盤

平) 

 治安悪化防止、 近ぶっそうな事件が多いので。(男性、40～49 歳、新松戸) 

 防犯パトロールの一層の強化。(男性、60～69 歳、新松戸) 

 治安が非常に悪いので、少しでも良くなる様対策して欲しい。(女性、30～39 歳、新松戸) 

 防犯についてもう少しパトロールしてほしい。夜だけでなく昼間も！！これから夏休みに入るのでその間だけで

も、春休み昼間に買い物行く時はなんでもなく 40 分後に帰ってきたら広告を集めて燃えていた事があるので、

そのあたりで 2～3 回あったので。(11 時過ぎ～12 時頃だった)と思う。(女性、60～69 歳、小金原) 

 

（10）市街地整備 

 ○ 環境整備 

 けやき通りの外灯をもっと明るく！(男性、50～59 歳、本庁) 

 近隣の市等に比べショッピング等が完備していないと思います。又、公園道路等の整備にも不満があります。

東京都のすぐ隣の市なのですから、もう少し頑張っていただきたいです。(女性、30～39 歳、小金) 

 江戸川、坂川などもっと川の利用、活用を出来る方法はないものか。河川敷の活用、船の利用、水位の浅い川

を整備しての水遊びなど。(男性、70 歳以上、小金原) 

 駅周辺の環境が依然として整備されていない状態です。乱立する看板やホームに隣接した風俗店が多く入っ

た雑居ビル、改札口前の呼び込み等、一刻も早く規制し、清潔で安全な緑の多い、住みやすい街にしてほし

い。駅に近い空地にほとんどマンションが建ってしまう。市民のための文化施設や教育に役立つ施設を便利な

場所につくってほしい。(女性、40～49 歳、新松戸) 

 全体的に松戸はほこりっぽい。歩道と畑の境目が無く、雨や雪などで流れ出ていたりあまりきれいな良い街とは

言えないと思います。街灯も全て暗く役割を果たしていないと思う。夜真っ暗のため、親子で痴漢にあったりと

治安も良いとは言えない。市川市と隣同士のはずなのに、住みよい環境が違いすぎる。(女性、40～49 歳、矢

切) 

 松戸市を取り巻く東葛飾、金町地区、三郷市、流山市、柏市、船橋市、市川市等の各地域は道路の整備、市

街地や駅前の新期開発、文化施設や大型商業施設の誘致等積極的に実施し活気ある街づくり、生活環境作

りに目覚しい成果を上げているように思えます。しかし松戸市はどうでしょうか？パチンコ屋の受け入れぐらいで

しょうか？21 世紀の森公園地域の利用見直し、千葉大学園芸学部跡地の開発、松戸駅周辺の再開発、等の

検討をお願いします。(男性、60～69 歳、東部) 

 この地域は市川市と松戸市の境目であるためか環境整備が不十分である。(旧)市川松戸有料沿いの雑草処

理等が片側だけなど中途半端である。結果的に歩道橋下などゴミが捨てられている。（車で捨てに来る人がい

る）電灯が消えていても、こちらで通報するまで放置されて物騒である。道路老朽化による振動がひどくなって

いる。以上、一例であるが扱いが県なのか松戸市なのか市川市なのか明確にして早急に改善してほしい。(女

性、50～59 歳、東部) 
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 ○ 駅前整備 

 松戸駅西口からダイエー方面の歩道を、伊勢丹デパート方面の歩道と同じ様に整備して、きれいな松戸の玄

関を作って欲しいと願っています。(男性、50～59 歳、本庁) 

 松戸駅東口周辺は非常にさびれてしまった。今更遅いかもしれないが、駅周辺は商業施設に限定した方が良

い。病院やマンションなどの商業施設以外の建築ばかりが目立っている。この様な地域は万人が有効に活用

出来るように考えるべきであって、一部の金持ちが専有するべきでは無い！(男性、60～69 歳、本庁) 

 松戸駅東口のタクシープールに並ぼうとするタクシーの行列は道路の片側をふさいでしまい大変危険だ。行列

に早く並ぼうとするタクシーのＵターンもあり危険なのでタクシープールの改良が必要だと思います。(男性、30

～39 歳、本庁) 

 35 年ほど新松戸駅を利用していますが、数年前に駅前が整備されましたが、何を考えて整備したのか分かり

ません。以前よりも使い難いし、車の流れも 悪です。(男性、60～69 歳、小金) 

 駅開発を中心とする商業誘致を活発にすべし（税収の面からも）。(男性、50～59 歳、小金原) 

 馬橋駅東口はロータリーになっていない。こんな駅前ほかにはないことです。バスも乗り入れられないなんて例

をみない。どうにかならないのか？駅前開発がないままマンションやアパート、家が増える一方です。(男性、70

歳以上、馬橋) 

 新松戸に映画館やボウリング場などアミューズメント施設ができたら良いと思います。(男性、20～29 歳、馬橋) 

 駅前のパーキングを地下に持っていったけど以前どおりで駅前の車の込み具合( 近は不便で行かない)は変

わってなかった。でも逆ににぎわいがなく、淋しい街だと思う。パーキングの出口をもっと考えるべきでした。(女

性、60～69 歳、新松戸) 

 松戸駅周辺が市の中心地でありながらゴミゴミしていて明るい町並みといえない状態で、このことが松戸の印象

を悪くしていると思う。時間はかかると思うが、中心部の再開発に息長く取り組んでほしい。落書きをこまめに消

したり、夜、暗い所に街灯をつけることなど清潔で明るい街づくりを目指してもらいたい。(男性、60～69 歳、新

松戸) 

 以前柏に住んでいましたので、お友達に会いに時々柏駅で待ち合わせをします。大手デパート、東急ハンズ、

ビックカメラなど、日々街が成長していくのをすごいなーと思っています。エスカレーターひとつにしても、松戸

の駅前は開発がまだまだと感じます。松戸の方が柏に比べれば、人口も多いはずなのに、駅前に華やかさは

感じられません。上品な清潔感のある駅前になればいいと思います。なんとなくごちゃごちゃしている気がしま

す。おしゃれな街になることを望んでこれからも住んでいきたいと思います。(女性、40～49 歳、常盤平) 

 

（11）公共空間の美化  

 駅をきれいにしてもらいたい治安を良くしてもらいたい街並の美化。(女性、50～59 歳、本庁) 

 松戸駅は松戸の中心部であるはずなのに汚い。普段、都内に通勤しているためあまり松戸に住んでいる感じ

がしないので、市にどんなサービスがあるのかが分りにくい。緑が多いところはとても気に入っているので、桜通

りのようなものは、これからも維持してもらえればと思う。(女性、20～29 歳、小金原) 
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２．環境 

（1）自然  

 他の市と比べものにならないくらい“緑”を多く増やしてください！道路という道路は樹木でうめつくされたような

環境、まちづくりを行ってほしいと願っています。(男性、40～49 歳、本庁) 

 坂川など小さな川の自然状態保護をお願いしたいと思います。(女性、60～69 歳、本庁) 

 21 世紀の森公園は市民の財産のひとつになっていると思います。松戸市は緑の多い美しい町にして欲しい。

箱物や車の為の道路は要りません。(女性、50～59 歳、常盤平) 

 緑地帯が多く、住環境は良好と思われます。温暖化問題で世界がＣＯ２削減を目標としている中、松戸の緑を

開発のため、これ以上減らさないように市に要望します。各個人への削減方法の PR を活字や他まめに発信し

てはどうでしょうか？(女性、60～69 歳、常盤平) 

 全体的に対応が遅い気がする。特に校舎の耐震補強や公園の整備等、子供たちの環境がなかなか改善され

ない。財政の事もあると思うが、安心できる環境づくりをお願いしたい。そうすることによって、子供達が大きくな

ったとき、松戸に住みたい、住みやすいと思えるのではないでしょうか。(女性、40～49 歳、常盤平) 

 畑や田んぼ、林、森などの緑が建物のため減少してきてます。人間は自然と共存し生きるべきです。私は非常

に苦しいことと思います。(女性、50～59 歳、六実) 

 旭町の水田が除草剤による生物の生態が今年はとくに変わった。ごみの不法投棄が多い。(男性、60～69 歳、

新松戸) 

 緑を増やして欲しい。(男性、60～69 歳、新松戸) 

 区画整理や相続税の関係などで「土地」が動いています。そのため大木が一瞬にして消えてしまう時代です。

マンションなどが建ち新住人の方のためにも、声の出ない古い大切な生命を残してほしいと思います。うるわし

い松戸になりますように！よろしくお願い致します。(女性、50～59 歳、東部) 

 

（2）公害  

 ○ 河川浄化 

 水質の向上。(女性、30～39 歳、本庁) 

 松戸に住んで 20 年以上になります。来た時よりも、坂川の水もきれいになったと思います。これも市政および

市民の協力と努力のおかげと思っています。しかし、この頃はまた汚れている様に思います。私達も生活用水

の汚水を出来るだけ流さぬ様工夫していきますので、また、坂川の浄化に力を入れていただきたいと思います。

(女性、40～49 歳、本庁) 

 

 ○ 対策 

 地球温暖化に伴う CO2 削減について松戸市はすぐやる課があるように、CO2 チームを作り他市に先がけて何

が出来るか問題課題を精査して実施してもらいたい。(男性、70 歳以上、常盤平) 

 犬の尿や糞が臭く公害だと思います。大勢の方々がペットを飼うようになり、たれ流しの状況です。なんらかの

指導をお願いしたく思います。飼っている方も迷惑をかけながら飼っていることを自覚すべきだと思います。(男

性、20～29 歳、小金) 

 木で信号が見えないところが多い。(男性、50～59 歳、六実) 

 地球温暖化防止のため、家庭に太陽光発電施設を設置する際の補助制度を設けていただきたい。(男性、40
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～49 歳、六実) 

 ムク鳥が町中を飛来し公害となっている。何とか早い対策を考えていただきたい。(男性、70 歳以上、新松戸) 

 新松戸の「むく鳥」被害がひどいので、徹底的に排除して頂きたい。(女性、60～69 歳、新松戸) 

 近所に産業廃棄物処理の会社が有るのですが、金属類の処理を行っています。隣接した稲作の水田に有害

物質が流れ込んでいるのでは？雨の時の悪臭や用水もあるので地区の田畑に影響がないと思えない。 

 

（3）処理  

 ○ ごみ 

 身近な問題で気になるのはゴミの出し方、 近きめられたようにださない人々が増え、収集車がいった後もそ

れらが置き去りにされていることが多々ある。犬のフン、玄関前においていかれることも多々あり、ご近所に越し

てきた人々も知らんぷりでゴミの出し方等、注意したくても出来ない。アパートに住んでいる人達にはゴミの出し

方の市の広報紙が届かない様子、全家庭にゴミの出し方等の案内を届ける方法を市で考えてほしい。(女性、

70 歳以上、本庁) 

 ゴミ置き場が狭い歩道のところにあると、ゴミが沢山出されている日や、カラスやネコに荒らされて散乱している

とゴミをよけて車道に出て歩かなければいけなく、大変だと思う。広い場所又は車道に平行ではなく直角方向

にするか、鉄の枠等を設けてはどうかと思います。(男性、30～39 歳、本庁) 

 環境の為に紙のごみ袋なんだろうけど逆に見えないのをいい事に分別がされていないので逆に汚染されてる

と思います。(女性、30～39 歳、常盤平) 

 ごみを出す場所にきちんとしたごみ入れを設置して下さい。例えば、周囲がネットで囲まれて中は見えるが鳥

などがいたずらできないもの。高額なものでなくてもいいのです。町にごみが汜濫するのは本当に不潔で見苦

しいです。衛生面でかつてのすぐやる課が全国から注目されたように、日本一を目指していきましょう。市民とし

て一緒に頑張っていきたいと思います。「すがすがしい町松戸」を期待しています。(男性、20～29 歳、常盤平) 

 出身が政令指定都市だったせいもあるか、色々と比べてしまいます。やはり地元が一番住みよいので将来的

には地元に帰りたいという気持ちが強いです。そんな地元とこちらとの違いで驚いたのはまず水の美味しくない

ことです。水道が飲めません。あと、ごみの回収が朝という事です。地元（福岡市）は夜中回収でした。(たしか

業者に頼んでいたと思います)カラスの被害も特になかったので、夜の方が良いと思います。(ごみを出す方とし

ても夜の方が都合が良いです。朝回収といいつつ昼過ぎまでごみが回収されていない事が非常に気になりま

す。)。(女性、20～29 歳、常盤平) 

 市内の小学校、中学校、福祉施設などの給食の残菜が非常に多いので、各施設の残菜を把握し、少なくなる

ように指導してほしい。食べ物を捨てる事は、地球のエネルギーを一番無駄にしていると思うので。(女性、50～

59 歳、常盤平) 

 ゴミの分別、捨て方などマナーを守らない人への罰則を強化してもらいたい。守っている人間が不利益を受け

るのは許せない。(男性、40～49 歳、小金) 

 ゴミの収集を一戸ずつにしてほしい。(女性、40～49 歳、小金) 

 雨の日のゴミ憂鬱になります。道路の片隅に置くことになっていますがゴミ袋が松戸市は紙のため当番の方が

ビニールをかけてくれても道路が水浸しのためゴミ袋の底が抜けてしまうことが多々あります。私は大雨の日は

出さないようにしてます。ゴミ袋の改善をよろしくお願いします。(女性、60～69 歳、馬橋) 

 基本的には特にありませんが、ゴミ収集について。特に大型ゴミに対するサービスの充実を希望します。電気

（家電）量販店のリサイクル法による収集では、自己持込型であるため、収集型によるサービス？（予約をし取り
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に来て頂ければありがたいと思います）勝手な要望ですが中には再利用できる家電等もあり、リサイクルをする

ことで有効利用できるのではないでしょうか。(男性、40～49 歳、馬橋) 

 

 ○ リサイクル 

 この封筒を貰った時は③区分でしたがその後転居しました。松戸市です。ごみ処理に不満を持っています。以

前買い置きしていた物（電球、住居用洗剤等未使用品）等を使ってもらうことないかとの問い合わせに中身を処

分して当該ゴミとして出して欲しいとのことです。でも洗剤等どこに処分すればいいのですか。建物の関係で使

用はできません。未使用品はまとめて使用できるところはないのですか？もったいないと思います。(女性、60

～69 歳、小金) 

 ペットボトルは市が集めるべき。(男性、30～39 歳、新松戸) 

 ペットボトルの回収を通常のゴミ収集場所でもして頂きたい。(男性、20～29 歳、新松戸) 

 ペットボトル回収の協力店が少ない。ペットボトル商品の販売業者には回収箱の設置を義務化してほしい。(男

性、30～39 歳、新松戸) 

 

 ○ 清掃 

 ゴミ収集の運転が乱暴、松戸の看板をしょっているのだから、もう少しセーフティードライブで。(女性、30～39

歳、本庁) 

 ゴミの集積所が汚いです。カラスが散らかしていて道路は汚れ、臭いがひどいです。ネットをかけていたりしま

すがあまり効果はなく、行政で抜本的な見直し、対策を講じて欲しいです。(男性、20～29 歳、本庁) 

 ゴミ収集車の一方通行ルール違反。(女性、60～69 歳、常盤平) 

 近、東松戸に越してきたが、駅周辺の賃貸アパート周辺のゴミ収集場が異常に汚い。それに群がるカラスも

怖い。(男性、30～39 歳、東部) 

 

３．産業 

（1）駅前商店街  

 古い団地が多く、まだ高い家賃のままのアパートも多く住みやすいとは言えず、全体的な計画的な緑地をもっ

と多くして若い人達にも、高齢者にも住みやすい松戸にして頂きたいと思います。デパートも伊勢丹しかなくて、

品ぞろえも少なく、魅力ある商店が少なく、みんな東京や、柏市等に買物に行ってしまい、松戸がうるおってい

ない感じがする。住民税等が上げられて、物価もあがり、ますます消費傾向が下がって悪循環となり、先行き不

安を感じている現状です。活性化を市民が考えなくてはダメだと思います。(男性、50～59 歳、本庁) 

 駅周辺の買い物環境がもっと整うと良い。又、三郷や船橋の様なショッピングモールの様な施設があれば良い

と思う。あまり松戸市内で買い物をしないので・・・。伊勢丹まで駅が離れているので、連絡通路（地下でも地上

でも）があって、駅中の様にその通路沿いにお店があれば、楽しく便利だと思う。(女性、30～39 歳、本庁) 

 松戸市に住んで 3 年、とにかく郵便局が無いのと、道がととのっていないのがつらいです。何よりつらいのは地

元の新松戸の駅近がぐちゃぐちゃな町並みな事です。スーパーの食材も 悪だし、人口が多い割には銀行、

郵便局もバラバラで不便です。まだ、隣の北小金の方が文化的にも食料的にも住みやすかったです。駅前の

風俗っぽい感じも非常に不快です。再開発が計画される事を期待しています。マンションも多く、奥のほうへ行

けば子育てに良い街があるのだから、駅前さえ変われば、これからも住み続けて行きたい好きな街です。(女性、

30～39 歳、新松戸) 
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 ○ その他 

 地域密着型のスポーツチームを誘致してほしい、もしくは作ってほしい。例、浦安のプロフットサルチーム、柏レ

イソル、千葉ロッテマリーンズなどのように。(男性、20～29 歳、本庁) 

 大型商業施設などがないので積極的に誘致してほしい。(男性、30～39 歳、本庁) 

 松戸市内の商店街があまりに活気がない。開発の計画があるのですか。又、46 万人の人口の割に火葬場、そ

の他付随する物がお粗末です。又結婚式場が全然ないので寂しいです。(女性、60～69 歳、本庁) 

 地元企業者の振興。官、学、企業者の連携による地域産業の発展。零細企業の仕事の紹介、指導する機関の

設置活動により不況企業の改善。(女性、70 歳以上、本庁) 

 松戸市は住宅地としてマンション群が増えますが、建築・設備機械・セキュリティー保険等の会社は都内か柏

市にあるので、遠隔操作出来ない出張修理の緊急時に事件に間に合うような出張所の集合するビルが欲しい

です。(女性、70 歳以上、本庁) 

 柏市に比べて商業的には大変遅れをとっていると思います。例えば、駅前の商業開発又、結婚式場、ホテル

等も、柏市に比べて遅れていると思います。教育文化も大事ですが、商的にももっと総合的な開発をお願いし

たいです。(女性、60～69 歳、本庁) 

 市内には魅力的な商業施設が少ない。私はほとんど市外で買い物をする(食料品以外)。駐車場や店の規模

など、使いづらい店ばかり、再開発時はしっかりやって欲しい。(女性、30～39 歳、常盤平) 

 松戸競輪は市の財政にとってマイナスなので廃止してほしい。(女性、50～59 歳、新松戸) 

 松戸といえば仕事は都内、買物は柏など市民の多くが市外へ出て活動している印象があり、総合的には無難

にそろっているものの、圧倒的に市民（又は近隣住民）引き付けるものが無いと思う。増え続けるのはパチンコ

屋ばかりでは悲しい。(男性、20～29 歳、新松戸) 

 用が無くてもふらりと足を運んでしまう場所があれば楽しいと思う。(男性、20～29 歳、新松戸) 

 駅前の駐輪場の数を増やして欲しいです。松戸には戸定邸や本土寺など多くの見所があるから、もっと外部に

アピールするべき。ベットタウンとしてだけでなく、休日に足を運びたくなる街にしてほしい。(男性、20～29 歳、

馬橋) 

 

４．保健医療福祉 

（1）保健医療  

 ○ 保健 

 保険課から老人保健のおしらせとして受診した医療費の額を親展で参考までに送られて来ますが過去のもの

をいただいても参考になりません。経費節減のためにも取りやめてもよいと思いますが如何なものでしょうか。

(女性、70 歳以上、本庁) 

 市民の健康診断の実施場所が、以前は近いので行ったが、今は電車で行かなければならないので、ずっと受

けていない。前のように市民センターでやってほしい。(女性、60～69 歳、本庁) 

 他市に比べ、健康診断(人間ドッグ)の補助がない。実質的な健康診断に補助して欲しい。(男性、50～59 歳、

常盤平) 

 今年から集団検診がなくなってしまったのが残念です。具合の悪い患者さんがいる病院の待合室で検診を待

つより、今まで通り基本健診は集団で行ってほしいと思います。(女性、50～59 歳、常盤平) 

 介護保険を同居家族がいてももっと使い易くしてほしい。(女性、40～49 歳、小金) 
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 ○ 医療 

 高齢者や重病者の医療について、治療が必要な重病患者に 2～3 ヶ月程度で退院、転院を促す。又、高齢者

の定期健康検診の取りやめ定期健診により病の初期発見は治療費の節約になるのではないか。(女性、70 歳

以上、本庁) 

 市立病院に、もう少しお金をかけて医療の質を高めてほしい。(女性、50～59 歳、本庁) 

 後期高齢者医療について一言。私達は若い頃からずっと保険料を払い続けてまいりました。（仕事を持ってい

た為）70 才位迄はほとんど医者に掛かる事も無く過し、やはり 近ではいろいろ薬も服用して居ります。ほとん

どの老齢者が加齢と共にお世話になるのです。今になって保険料を払えとか、医療内容が 75 才以上で区切

って差別をする事はぜったいゆるせません。常識ある政策を切に望みます。(女性、70 歳以上、本庁) 

 子どもの医療費の無料化や、年齢拡大をのぞみます。東京都は中三まで無料にしているが松戸市はようやく

就学前・・・。まだまだ福祉の遅れを感じる。また保育料の高さ。なぜ隣の市で倍額以上？と思う。いくら働いて

も三分の一はなくなってしまう。もう少し子育てに協力してくれたら・・・と願います。(女性、30～39 歳、本庁) 

 松戸市内に総合的、多角的な病院を建設して欲しい( 先端医療も含めた新しい病院、きめ細かなサービスが

行き届いた安心できる病院)。(女性、40～49 歳、常盤平) 

 松戸市立病院の充実・緊急の時受け入れがスムーズに出来る様努力してください。(女性、50～59 歳、小金) 

 病院施設の充実を望みます。以上、「一生愛し続ける街」であります様、我々も頑張りますので、頑張ってくださ

い。世界に自信をもてる松戸市であります様に・・。(男性、50～59 歳、小金原) 

 私は健康なので大きい病院に行った事は無いのですが、もし大きな病院に入院となるとすぐには無理という話

しを聞きました。救急車など呼んだ場合じゃ連れて行ってもらえるか心配になります。日頃個人的な医療機関

に定期的に行っていないとだめなのでしょうか？そういう医療の面では心配なところでもあります。(女性、50～

59 歳、馬橋) 

 市立病院がガンの病院として充実したのは嬉しいが建て替えが必要ではないか、建て替えの経過等を市民に

公表し、協力をあおいだらどうか、地域の拠点として整えてほしい。(女性、60～69 歳、馬橋) 

 70～74 歳の医療費が 1 割になりましたが、1 年きりでなくずっと続けてほしいですし、75 歳以上の高齢者医療

制度についても前の制度に戻してください。ムダな税金使いを見直してみれば財源は生み出せると思います。

補助制度も松戸は隣市からすると少ないと思います。(女性、70 歳以上、馬橋) 

 

 ○ 乳幼児医療費 

 松戸市の医療費について、近隣の市では、小学生以下の子供までは通院についても無料なのに、松戸市は

小学生以下は有料です。小学生までの子供は特に病院にかかる事が多く、医療費が家計を圧迫しています。

今すぐ変えてほしいと思います。(女性、30～39 歳、小金) 

 現在幼稚園に通っている子供が居ます。医療費助成が今年度で終了なので、小学校卒業まででいいのでの

ばしていただけたらと思います。(女性、40～49 歳、小金) 

 子供はくり返し病気をして免疫、体力を付けて行きます。小学校 1、2 年まではそれを繰り返し、3 年生位より学

校を休まなくなると聞いています。乳幼児医療費助成を小 3 まで使えるように要望します。(女性、40～49 歳、

小金原) 

 病気やけがなどで病院にかかる際、治療費や薬代などが高く感じます。大人はともかく、子供の料金はどうに

かならないでしょうか？(女性、30～39 歳、小金原) 

 東京都内は子供たちの医療費(乳幼児)が無料なのに松戸市は一回につき 200 円払わなければならないという
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違いがあることは子供を持つ身としてはかなり不満がある。(女性、30～39 歳、新松戸) 

 医療費の補助の年を 6 歳よりもう少し（6 年生まで）引き上げてほしいです。(女性、30～39 歳、新松戸) 

 私事ですが、今年 5 歳になる子どもに障害があります。療育や定期健診という理由で病院にかかることが多い

のですが 6 歳を過ぎると乳児医療費の助成が終わってしまうので、その後の治療費等、病院にかかるお金が

どれだけかかってしまうのか？不安を感じています。療育手帳の申請が済んでいる子どもにはなんらかの医療

費補助を考えていただきたいと思います。(女性、30～39 歳、矢切) 

 子育て支援を千代田区並みにして欲しい。中学生までは医療費無料、児童手当を中学生まで、先にやらない

と意味がない。もっと活気のある町にして欲しい。子供が増えないと道路を作っても無駄。通学路の安全だけを

考えればいい。(男性、30～39 歳、矢切) 

 子供の医療費補助の年齢を上げてください。(男性、30～39 歳、東部) 

 乳幼児医療費を無料にして欲しいです。(女性、30～39 歳、東部) 

 

（2）福祉  

 ○ 全般 

 60 を過ぎた今、安心して年をとれる医療・福祉の充実を望みます。(女性、60～69 歳、本庁) 

 松戸市は、市や町の老人ホームが少なく金額がとても高いです。自分たちが年をとっていくのに子供だけに頼

るのはとても不安です。私の実家は北海道ですが、松戸ほど高くありません！同じ税金であるのにもう少し考え

て欲しいと思います。(女性、50～59 歳、小金) 

 生活保護を受けている方々の見直しを。不信に思える方々が多い(無駄遣いをしていないか。法的義務を果た

していない方がもらえるのか)。(女性、60～69 歳、小金) 

 松戸市は駅、バスのバリアフリーが遅れています。鉄道の駅やホームにエレベーターの設置がなく、車イスの

人たちが不自由な思いをしていたり、バスを利用しようとしても新京成バスはノンステップ、ワンステップが少なく、

段差の高い 2 段バスが主体に運行されています。松戸市はもっとこれらの交通機関と連携し、1 日も早くバリア

フリー化を進めて欲しいと思います。今時、このような現状では市として恥ずかしいです。(女性、50～59 歳、小

金原) 

 寝たきりの老人にならない為にも、65 歳以上の老人には、市内バスや芸術鑑賞のための割引券などの多少の

優遇があってもよいと思います。財政的に困難なことは十分承知はしていますが、他県ではありますが(川崎

市)そういった面では本市よりも恵まれた老人たちのようです。全体的な感想として、本市の福祉への関心が薄

いように思います。(男性、70 歳以上、小金原) 

 我が家の周りには高齢者が多いのですがその方々を見ている限りでは充実した福祉医療サービスを受けてな

いようで私自身の老後も心配になります。私たち頑張って働ける世代は多少辛くとも子供たちや高齢者の方々

が安心して過ごせる松戸市になるよう願っています。(女性、30～39 歳、馬橋) 

 福祉サービスを高齢者にわかるようにしてほしい。年をとっても安心して住み続けられるような街にしてほしい。

(女性、40～49 歳、馬橋) 

 税金の使い方は社会保障にたくさん使ってください。高齢者、弱者、障害者への負担は軽減して欲しい。障害

者の一時預かりや送迎をもっと気が楽になる方法で手続きも簡単にしてもらって受けられるようにしてほしいと

思います。親が年を取ると日常の世話にヘルパーさんを呼びたくても人材が不足しています。どうぞよろしくお

願いします。(男性、40～49 歳、新松戸) 

 育児に対する対応が消極的過ぎる、市役所の保育課の対応で松戸市が育児に対して関心が薄いことが分かり
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ました。将来的には市外に住むつもりです。あとすぐやる課をなくすのは困ります。一番市役所の中で対応の

良い部署なので無くさないでほしいです。(男性、30～39 歳、矢切) 

 昨年マイホームを取得し、東京都から引っ越してきました。豊かな自然、静かな住環境に満足しております。夫

婦共働きで子供を保育園に預けておりますが、保育サービスは東京都(板橋区)のほうがかなり良いと感じてい

ます。今後は地方分権が進んでいく流れとなっていますし、税収面では将来的に不安を感じます。若い世代を

多く取り込んだり、活気ある(そして魅力ある)街づくりをしていかないと福祉サービス等ますます厳しい状況にな

っていくのではないでしょうかと懸念しております。一市民としてできることを自分でも考えたいと思います。(男

性、30～39 歳、東部) 

 

 ○ 障害者 

 交通事故の後遺症の身体です。東京にくらべて障害福祉が低いと思う。(男性、50～59 歳、本庁) 

 子供が障害者です。医療費にお金がかかります。病院に行くにも大金が必要になります。負担を軽くして下さ

い。住宅酸素を使っています。老人は 1 割負担なのに障害者は 2 万 5000 円の負担？どうして差別される

の？ガソリン券も減らされました。病院へ行く回数も多いのに負担が大きくなります。障害者も住みやすい松戸

市にして下さい。(女性、40～49 歳、小金原) 

 体が不自由な人にもっと交通機関を利用しやすくしてほしい(駅にエレベーターを必ず設置する)。(男性、40～

49 歳、小金原) 

 

 ○ 高齢者 

 義母（70 才）と同居しているが、他府県と比較して、老人の健康体操などの催しが（現在健康でもその維持のた

め）少ない。安価で行って欲しい。(女性、30～39 歳、本庁) 

 高齢者にバスの無料化を考えてもらえればありがたい。(女性、70 歳以上、本庁) 

 ご年配の方が暮らしやすい市にしてほしいです。現在の松戸市が決して住みづらいと言っているのではないの

ですが、体力的にも金銭的にも強い立場にいるわけではないご年配の方が、1 人でも多く笑っていられる街づ

くりを望みます。(女性、30～39 歳、常盤平) 

 これから高齢者が多くなる為の生活環境を整えて下さい。(男性、60～69 歳、常盤平) 

 老人等 1 人世帯への対応。(男性、50～59 歳、常盤平) 

 高齢化福祉の一環として東京並みにバスのパス発行券について検討してもらいたい。(男性、70 歳以上、新松

戸) 

 

 ○ 母子・保育 

 子育て支援センター（児童館含め）の設置数を、増やして欲しい。6 才 1 才の子供がいる。21 世紀の森と広場

の中に、子供のあそべる室内スペースが欲しい。(女性、30～39 歳、本庁) 

 公立保育所の保育士の質があまりよくない。子供を預けるのに不安を感じている。（熱心な先生もいると思いま

すが…）。(男性、30～39 歳、常盤平) 

 少子化を言うわりに何も行動されてないと思います。ちゃんとアンケート結果を発表し、結果をもとに松戸市の

方向性を決めてほしい。(女性、30～39 歳、常盤平) 

 安心して子育てが出来る街にして下さい。(女性、60～69 歳、小金) 

 もっと駅の近くに保育園を増やしてほしい。保育園は少ないと思います（古いし…）。(男性、30～39 歳、小金) 
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 2 歳の子供がいる専業主婦です。妊娠中、出産、育児にかかるお金は想像以上でした。現在も 5 回の妊婦健

診の補助や一時金、児童手当などの制度がありますが、決して楽とは言えません。少子化が問題になっている

今、金銭的な援助を増やすことは、子供を産む女性が増えることにもつながるのではないでしょうか。松戸は産

科や小児科の病院も充実しており子供を育てるには良い環境だと思います。妊娠、出産、育児に対する制度

がもっともっと充実することを期待します。(女性、30～39 歳、新松戸) 

 認可保育園の数が少なく、時間も短い。認定保育園もない。2 人目をなかなか作ろうとふみきれません。(男性、

30～39 歳、矢切) 

 他の都道府県に比べて保育料が高いように思います。何のために働いているのか分かりません。東京のベッド

タウン的存在なのにこれでは引越しを検討するときネックになりませんか? (男性、30～39 歳、東部) 

 小児科医の充実。以前まだ子供が 3 ヶ月くらいの時に、明け方の 4 時頃から何をしても泣きやまない時があり

ました。その時にその日待機病院に連絡をして「子供が泣きやみません」と伝えたところ「わからないので産婦

人科に聞いてください」と言われ自分が出産した産婦人科に連絡を入れたら、そこでも「ちょっと様子をみてく

ださい」と言われただけで何もしてもらえないことがありました。あの時はすごく怖かったです。でもどうしようもな

いのかなとも思います。(女性、30～39 歳、東部) 

 保育園に入りたかったのですが、一年以上待っても入れませんでした。結局 2 年保育で幼稚園に入れました

が、これから働きたいお母さん達の為にももう少し保育園に入りやすい環境を整えてほしいです。ちなみに私

は産休ではなかったのですが、産休の人ばかりが優先的に入園されていた様に思います。それは少し不公平

だと思います。何とかもっと積極的に考えてください。(女性、30～39 歳、東部) 

 

 ○ 児童館 

 気軽に行ける児童館を作って欲しい。(女性、30～39 歳、本庁) 

 児童館があるといい。(女性、30～39 歳、本庁) 

 児童館の充実、街にもっと文化を取り入れて頂きたいと思っています。(女性、40～49 歳、本庁) 

 家に幼児がいますが近所に児童館がありません。普段はベビーカーで移動していますので歩いていける範囲

で子供を遊ばせる場所があるとうれしく思います。(女性、30～39 歳、馬橋) 

 松戸市の政策について自分から知ろうとしないのであれですが、働きながら子供を育てるには学童の料金が

高く児童館等の施設が近くにないのも残念に思います。(女性、30～39 歳、馬橋) 

 地域経済の活性化、松戸の発展を期待してます。児童館等子供の遊び場を作って欲しい。(男性、40～49 歳、

新松戸) 

 

５．文化・教育 

（1）教育  

 ○ 学校 

 子供の学校にも予算を使うべき、税金の無駄をなくしてほしい。(女性、40～49 歳、本庁) 

 小学校、中学校にエアコン設備を入れて欲しい。暑くて大変です。小学校、中学校で給食の品質、品数、食器

に差があるのは同じ税、給食費負担をしているのに不平等だと感じる。(男性、40～49 歳、常盤平) 

 小学校から道徳教育はしっかり身につけさせる方が良いと思う。あまりにもいいかげんな若者が多すぎる。(女

性、70 歳以上、常盤平) 
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 子供の教育の幅が遅れていると思う。特に小学校においては新しい教育がなされておらず千葉県内において

も古い教育だと思う。オープン教室やティーム運営をとり入れ、もっと子供の内面を伸ばす教育機関にしてほし

い。(女性、30～39 歳、常盤平) 

 学校の耐震設備のワースト 10 に松戸市が入っていて驚いた。孫が 2 人松戸市の学校に通っているのでとても

心配です。(女性、60～69 歳、常盤平) 

 給食費未払いなどに対して厳しい対応を望みます。悪い人を野放しにしていると子供の教育上よくない。ルー

ルを守る大人がいて、それを見て子供は育つのですから。松戸市は｢すぐやる課｣など、全国に先駆けていい

試みをしているのだから他の自治体が躊躇するような事もどんどん取り入れてほしい。(男性、40～49 歳、小金) 

 学校環境の整備・こわれたスプリンクラーがなかなか直せない。和式トイレから洋式への移行。通学路の整備・

小学校、中学校の通学路なのに歩道が確保されていない。小金南中横道路 6 号線(水道局横)から繋がって

いるものを開通させないのはなぜ？立派な道路ができているのに…。よろしくお願いします。(女性、40～49 歳、

小金) 

 「千葉大園芸学部」はぜひぜひ松戸市に残ってほしいと願わずにいられません。もしも移転してしまったら「戸

定邸」だけがポツンと取り残され、周囲は巨大なビルで・・・。想像しただけで空しくなります。園芸学部と戸定邸

はセットで切り離すことはできません。(男性、無回答、馬橋) 

 中高生の道徳をもう少し力を入れて欲しい。(男性、60～69 歳、新松戸) 

 学校がとても汚い。立替とは言いませんが、水場やトイレ等子供たちが使いやすいようきれいで明るい場所にし

て欲しいと思います。壁もコンクリートむき出しではなく、白っぽい明るい色にぬり替えてほしいです。(松戸市立

松飛台小学校）。(女性、60～69 歳、東部) 

 

 ○ 生涯教育 

 私はもともと茨城に生まれ育ちましたが、空気の違いを感じています。松戸はさつばつとしている感じがするの

でもっと教育に力を入れてほしいと思っています。（広さも、人口も全て環境が違うので比べる対象にしてはい

けないのですが、一人一人にゆとりがない感じがします）生きるレベルを上げる為にも文化・教育への対象を何

か考えて頂きたい思います。(女性、40～49 歳、本庁) 

 

（2）青少年非行  

 子供達の非行をなくす為 24 時間営業のセブンイレブンなどを時間を見なおしてほしい。(せめて 10 時頃まで)。

(女性、70 歳以上、本庁) 

 学生及び未成年者で暴走行為が横行して居るので取り締まりをもう少し勉強して戴きたい。特に夏場には自動

車、オートバイ等の音がうるさい時があります。静かな住み良い街にして貰いたい。(男性、60～69 歳、本庁) 

 

（3）文化  

 ○ 全般 

 戸定館の松雲亭利用について。お茶会を開く者は多く老齢の和服の女性である。今年から台車で坂道を茶道

具を運ぶこととなりました。(特に下りは危ない。)雨でも。昨年迄は車で茶室前迄運べました。事故の危険防止

の為に台車利用に変更したと聞きました。台車利用の場合、博物館のエレベーターを使用させて欲しい。ある

いは、自動車には必ず先導者をつける事を条件とすることはできませんか？台車利用者のケガ人が出る前に

善処願いたい。(女性、60～69 歳、本庁) 
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 松戸の歴史跡場所、昔の建築物の紹介をして保護保存をお願いしたいです。(女性、60～69 歳、本庁) 

 芸術関連のモノが少ない。(女性、20～29 歳、本庁) 

 美術に対して関心が深まるようなイベントを増やして欲しい。アートよりの関心は高い意識があると思うが現代美

術やデザインに関しての情報を増やしていただけるとより美術につながりを持ったまちづくりができると思う。よ

ろしくお願いします。(女性、20～29 歳、常盤平) 

 大きなイベントホール or 施設の建設により、文化を取り入れる空気がある市にしてほしい。(男性、50～59 歳、

小金原) 

 文化的な施設特にＩＴ関係。例えば①鎌ヶ谷市のまなびのプラザ。パソコン 30 台常設②川口市ＳＫＩＰシティ。 

ＮＨＫの番組が視聴出来る。公開ライブラリー入場無料。(女性、70 歳以上、六実) 

 松戸市へ転入し感じたことは、歴史とか文化などのカオリがしない町との印象が強くあります。現在も感じてい

ます。(男性、50～59 歳、馬橋) 

 松戸市内を文化的にも活性化してもらいたい(特に駅前は野暮すぎる)。(男性、70 歳以上、新松戸) 

 松戸は歴史ある街だと思っていますが柏市、 近流山市にもおいてゆかれそうな気がしています。（都心に出

る電車等、松戸の駅前周辺ものんびりしている感じで私は好きです）。(女性、60～69 歳、新松戸) 

 

 ○ 施設 

 時々21 世紀の森を歩くのですが、博物館の中に従事している人が暇なのに多すぎる様に思います。(女性、70

歳以上、常盤平) 

 小金原 4 丁目地内にある資料室としている元養護施設とその隣の建物の敷地内に一日も早く｢しだれ桜｣の苗

木を植樹して欲しい。｢百年の計｣ではないが、将来の観光名所としての｢桜｣の観光地として夢を実現してもら

いたい、と思っています。(男性、70 歳以上、小金原) 

 

 ○ 図書館 

 図書館（特に分室）の充実を望みます。子連れで図書館へ行っても、子供に本を読んであげるようなスペース

もなく、貸りてきて読むしかない。閲覧場所をもっと増やしてほしい。小さな子供向けのじゅうたん敷き等があると、

もっと良い。(女性、30～39 歳、本庁) 

 図書館の本の増冊を希望します。(女性、40～49 歳、常盤平) 

 図書館の時間延長を、週一日、夏のみでも、利用頻度を調べて、新刊をより多く。(男性、70 歳以上、小金原) 

 図書館を作ってほしい。根本内東小学校の様に廃校の有効利用を考えてほしい。あれだけの敷地があれば図

書館、健康センターなど作れるはず。(男性、40～49 歳、小金原) 

 図書館を利用していて感じるのは、新着本の予約が多いととても長い期間待たされることがよくあります。もう少

し予算を増やして、購入図書を数多くそろえていただけないでしょうか。(女性、50～59 歳、六実) 

 お願いです図書館をもっと増やして下さい。本も増やして下さい。本当に頼みます。(女性、40～49 歳、馬橋) 

 大きい図書館が欲しいです。(女性、30～39 歳、馬橋) 

 図書館が狭くてゆっくりできない。きれいじゃない。(女性、20～29 歳、馬橋) 

 図書館の充実。近くに大きな図書館が無いので。(男性、40～49 歳、新松戸) 

 周辺の市に比べて図書館の蔵書が少ないと思う。充実化を図って欲しい。(男性、30～39 歳、新松戸) 
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（4）スポーツ施設  

 和名ヶ谷スポーツセンターの駐車場料金は高すぎると思う・・・。路駐が多くて不満です。(女性、30～39 歳、本

庁) 

 スポーツ施設が、松戸市は非常によくない。運動公園の野球場のボロボロの様子にはびっくりした。もっと他県

がきてもはずかしくない様、新しい施設を作れとはいわないが、きれいにしてほしい。(女性、40～49 歳、本庁) 

 私はスケートボードを 10 代の頃からやっているんですけど、松戸市にはスケートボードをやる施設が無い為、

市川市や浦安市、野田市、埼玉の吉川市まで通っています。昔から松戸市はスケート人口が多いのですが、

やる場所がなくて大変不便に感じています。初心者から上級者の人達みんなが遊べるスケートパークを造って

ほしいです。(男性、30～39 歳、本庁) 

 子供達がスポーツを気軽にできる施設（現在野球、バスケットなどできる施設が身近になさすぎる）。(男性、40

～49 歳、常盤平) 

 松戸市内に健康を維持するための公共施設（スポーツセンター）が少ない。特にテニス場が少なく週末に不便

を感じている。学校等の公共施設開放やスポーツジム、散歩コース等の整備を望みます。(男性、60～69 歳、

常盤平) 

 スポーツ環境の発展を希望したい。船橋市の様な底辺の拡大により充実した環境を作って欲しい。市のイメー

ジがアップし活性化される事と思います。(男性、30～39 歳、常盤平) 

 スポーツ環境を充実させてほしい。(男性、40～49 歳、常盤平) 

 スポーツの広場としての施設が不足していると考えており、特にグラウンドゴルフやパークゴルフ場としての機

能を達成できる会場を早期実現して欲しい。以上。(男性、70 歳以上、小金原) 

 子供たちの運動場多く作って欲しい。例えば少年野球などグラウンドが無い地域が多い。練習ができない状態

であり設備の整ったグラウンドを作ってください。(男性、70 歳以上、六実) 

 老人用のスポーツを楽しんでいます。大会の折には県外及び他の市の試合に出かけますがスポーツ場の整

備されていることには驚きます。当市でもかくありたいと思います。(男性、70 歳以上、新松戸) 

 自分は、重度障害を持った男性だが、医師から身体状況を維持するために、週に 3 回ほど運動をするよう言

われており、和名ヶ谷のスポーツセンターのプールを利用したところ、障害者割引もなく、1 時間 300 円で、以

降 30 分ごとに追加料金がとられる。隣の柏市では、同じようなスポーツ施設の利用で、障害者割引があり、プ

ールの利用と入浴がセットになった定期券の発行を行っている。市外利用者は割高といっても、使い放題で、

松戸の料金を基準とすると、週に 3 回も利用すれば、元がとれる値段設定になっている。距離的には和名ヶ谷

に行くのも、柏に行くのも変わらないため、現在では柏の施設を利用しているが、松戸市も定期券の発行や、

障害者割引などを行えば、施設の利用者が増えると思うので、是非検討してほしい。(男性、70 歳以上、馬橋) 

 

６．公共施設 

 駅や図書館など、公共施設がもっとキレイであって欲しい。(女性、20～29 歳、本庁) 

 森のホールは便が悪い。市民会館をもう少しきれいにして。市民も催し物等利用したいものです。(女性、50～

59 歳、常盤平) 

 当地泉が丘は市川、鎌ヶ谷市等の隣接地に有ります。文化施設他の公共施設の設置運営等を共同で行って

はいかがでしょうか。(男性、60～69 歳、常盤平) 

 21 世紀の広場にもっと子供が水遊びできる場所を。無料で配布できる花畠を。マムシに注意はないと思う。(男

性、70 歳以上、小金原) 
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 公民館、市民センターは財団法人か何かで市の管轄ではないのかもしれませんが、ホールや教室を会社や営

利を目的とした学習塾に貸すのはあまり感心できません。(女性、40～49 歳、矢切) 

 廃校になった校庭、体育館等市民に使用させてほしい。ご検討のほどお願いします。(女性、50～59 歳、東部) 

 市民センターでのサークル活動の月謝をもう少し安くすれば利用する人も増えるのではないでしょうか？(今は

何でも高くなってますけど)。(女性、60～69 歳、東部) 

 森のホールは近くの人は利用することができますが、交通の便が悪い。大きくなくとも各所に建物(年を重ねた

人が気楽に立ち寄れるくつろげる場所)があれば良いと思う。バスしか利用できない人々にとって必要であるし、

バスの 1 日数も 1 時間に 2 回とは不便です。赤字ならば小さい乗り物に切り替えて自由なところでそのようなこ

とを実行している所もあるとテレビで知りました。これは良い策だと感じました。車のない人もいることを考えてく

ださい。(男性、70 歳以上、東部) 

 市民の憩いの場、児童館など作ってほしいです。(女性、50～59 歳、東部) 

 現在社交ダンスをしているが会場の確保に苦労しています。できれば今少し施設が増えればいいのですが施

設によっては融通がきかず暑くてもなかなかクーラーを入れてくれず辛い思いをしています。その日の天気に

よって臨機応変に対応してくれるといいのですが、歳をとってくると暑さに敏感になってきます。(男性、60～69

歳、東部) 

 

７．地域活動  

（1）コミュニティー  

 松戸市で同じ悩みをかかえている方の集まりの場を設けていただけたらと思っています。例えば、子育て、不

妊、離婚、暴力、借金、老後等の悩みをかかえている方が同じ悩みを持っている人たちとふれ合い、少しでも、

悩みが解消できればいいなと思います。松戸市民の方が住みやすく、みんなが松戸市が好きになれるような松

戸市がそんな町になればと思ってます。(女性、30～39 歳、本庁) 

 高齢者の保護も大事であるが、将来を担う子供達や若者が集える施設(学校、公共施設他)の開放と高齢者の

経験、知識を生かせる交流の場を企画してはどうでしょうか。(男性、60～69 歳、常盤平) 

 松戸市主催の本格的なカルチャースクールのようなものを作ってほしいです。(既に存在していたらすみませ

ん)。地域住人同士(松戸市住在)のコミュニケーションの場として幅広い年代の方との交流ができると思うので。

(女性、30～39 歳、常盤平) 

 近所との交流の機会が少ない。互いに立ち入りしない風習もあるが、それでも何かあったほうがよいと思う。(男

性、70 歳以上、小金) 

 若者を取り込む街づくり(Ｓ45 頃の新開発地が今は老齢化)。(男性、50～59 歳、小金原) 

 松戸市の問題は財政赤字、少子化、小中学校の統廃合、保育所待機児童、等あらゆる問題が全てつながって

ると思います。松戸市に住んでいながらあまり親近感が無く、ただ住んでるだけという環境、本当に心から自分

の街と思えるような市と市民の距離を縮めることが大切では？そのため心が 1 つになることが大事。(男性、40

～49 歳、馬橋) 

 市民と市の行政との対話が大切。町それぞれの財政が異なります。生の声が反映されるような市政が大事だと

思います。松戸の文化、食と他の県そして外国の子供達との交流が大切です。又、町おこしやイベント(他県)

に松戸をアピールすることが大切です。国際社会ですので将来のある子供達をどんどんホームステイさせたり、

母子家庭が多いので母親が安心して子育てができ、子供達も夢を叶える教育をしてほしいです。老人が一人

で生きるのではなくもっと交流をもてる場づくり、生きがい作りの町にしてください。(女性、60～69 歳、馬橋) 
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 廃校を活用した地域コミュニティセンターの設置。(男性、60～69 歳、新松戸) 

 

（2）ボランティア  

 聞こえの良いボランティアは止めて一人でも出来る本当の助け合い（自分のまわりの人達、となり組、友人、知

人）等で手を求めている人が沢山居ます。私は体の空いている限り出来る事は手を貸しています。個人の見え

ないボランティアが好きです。グループや、団体に属すると必ずボス的な人がいて不愉快です。これからも一

人で見返りのないボランティアを続けるつもりです。(女性、60～69 歳、本庁) 

 

８．市政 

（1）将来像  

 近隣の市に比較して将来的な発展が望めないように思う、特に玄関口である松戸駅前周辺の魅力の無さはと

ても残念に思っている。また、五香や元山辺りもシャッター通りになっており、元気がないように思う。長期政権

の弊害なのでは？(男性、30～39 歳、常盤平) 

 松戸市のカラーを明確にしたイメージアップが必要と考えます。何人もが「住んでみたい」と思える様な「街づく

り」に一層力を入れて戴きたいと思います。(男性、50～59 歳、小金) 

 松戸市を全国でも特色のある街となることを目指して欲しい。例えば、著名な教育施設があったり教育環境に

すぐれた都市として他府県から移り住みたくなるような市となるとか、あるいは全国の都市の中でも治安が良く

犯罪件数が少ないというような特色ある街となることを望む。 近の柏市等のような大規模商業施設がなくても

良いと思う。(女性、70 歳以上、小金原) 

 老人が安心して豊かに住める市とする。(男性、30～39 歳、矢切) 

 

（2）行政全般  

 夕張市の二の舞は絶対にしたくありません。良質な市民生活を維持するためにはどうしたら良いか市民あげて

考えなければならないと考えています。(女性、60～69 歳、本庁) 

 広域合併化促進(政令指定都市)松戸、市川、鎌ヶ谷等。(男性、60～69 歳、本庁) 

 月に数回で良いので役所を土曜、日曜に開いてほしい。(男性、30～39 歳、常盤平) 

 松戸市の市役所は駅からも近く、明るい雰囲気でとても親しみやすいと思っています。(女性、60～69 歳、常盤

平) 

 松戸市は他市に比べ独自性に欠けているように思えます。松戸市民でよかったと思えるような市民の一体感を

つくってほしいと思います。例、柏市民は柏市民であることに誇りをもっているように思います。(男性、40～49

歳、六実) 

 生まれてから松戸市に住み続けておりますが、特に不満もなく生活しております。行政への過剰な期待がされ

ている今の世の中、市職員の方々におかれましては大変ご苦労されていると思いますが、今までどおりのサー

ビスを維持していただければ、私個人としては満足を感じます。市民やマスコミへのアピールは不要、御体裁

屋さんになることは不要、と思いますが、まあそうも割り切れないのが行政の大変さなのでしょうが、効率よく各

業務を遂行していただければそれでよろしいかと思います。(男性、30～39 歳、馬橋) 

 松戸在住 40 年、日頃市政の努力に心から感謝いたします。これからも特に子供たちが安心そして安全に成長

できる市政運営にして下さい。お願いします。(男性、70 歳以上、新松戸) 

 松戸駅構内の支所？は大変便利ですが、できれば時間延長と機能の範囲拡大してほしい。(女性、40～49 歳、
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矢切) 

 市の行政について考えたことなどありませんでした。転入してきた際、サービスの低さに驚いてしまったのでより

よい松戸市になることを切望致します。(女性、40～49 歳、矢切) 

 市民の為の松戸市でありますよう全職員のみなさまよろしくお願い致します。(男性、60～69 歳、矢切) 

 

（3）税金・年金・各種保険等  

 松戸市に住んで、29 年になります。税金は高いのに、その恩恵を受けたなぁと思うことはありません。おはなし

キャラバンの廃止もとても残念なことです。(女性、40～49 歳、本庁) 

 自営業ですので、国民健康保険ですが、あまりにも月々納める金額が高いのでいやになります。でも、しかた

ないのかなと思います。無駄のないようにお願いいたします。(女性、50～59 歳、本庁) 

 税金が何に使用されているのか、国で無駄遣いが多いと思います。何に使用しているか、集まった税金を細か

く明記してほしい。(女性、20～29 歳、常盤平) 

 市民税が 19 年度より 3 倍高くなり大変困っております。健康保険料も高くなり先行不安です。役所の方の対

応には心がないですね。以前よりは多少良くなりましたがね。(女性、70 歳以上、常盤平) 

 以前全国の市町村で松戸市が 3 番目に税金（市民税だと思います）が高い！ということを知りました。本当な

のでしょうか？なぜ高いのか？子供も医療費も、川を渡れば中学生まで低料金。しかも児童手当まで出るとい

われています。子供にやさしい松戸市であると良いです！よろしくお願いします！！(女性、40～49 歳、常盤

平) 

 何にでも税金がかかり、帰ってくるお金も少なく、非常に時間がかかる（医療費など）。今、妊娠中ですが、分娩

費が上がり、もっと安心して子供を産める環境を作ってもらいたい。(松飛台は産院がない)児童手当も、4 ヶ月

に 1 度では大変不足して困ってます。小児科の医療費も無料にしてほしい。(女性、20～29 歳、常盤平) 

 松戸市では、耐震等自然災害に耐えるような建物を造っても、固定資産税等軽減措置をどうして作らないので

すか?(男性、60～69 歳、常盤平) 

 子供を持つ家庭にはどの家庭も平等に 1 人いくらと決めて全世帯に児童手当を支給していただきたい。所得

税は収入によって異なる。収入の高いものはそれなりに努力しているからなのに高い税金が課せられている。

ならば優良納税者と認めていただき収入が多くても児童手当くらいはもらえたっていいのではないのでしょうか。

保育料だって所得によって異なり世の中不平等。不満だらけです。主人は残業残業で子供たちも寂しい思い

をしています。税金ばかりとらずに少しは配慮があったっていいと思います。(女性、40～49 歳、東部) 

 妻の年金特別便が届きました。中身を見たところ結婚前会社で働いていた厚生年金分が消えていました。じつ

は妻が年金手帳紛失届けを出し再発行してもらったことがあります。再発行してもらうぐらいで社会保険庁はミ

スをしてしまうのでしょうか。ミスをした人たちは処分されないのでしょうか。いち企業であれば大変なことだと思

います。また修正をして返送しましたがきちんと訂正されたのか返事も来ていません。どこを信用したらよいの

でしょうか。(男性、50～59 歳、東部) 

 低所得者に対する思いやりが無いような気がします。夫婦年金生活者になったときの生活不安等働けど我が

暮らし楽にならずの心境です。健康で夫ともどもできれば生涯現役でいければと大きな夢を描いています。楽

しみにしてる年金から余り税をとって欲しくない！真面目に働いてためてきた年金なのでお願いします。(女性、

60～69 歳、東部) 
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（4）広報・情報提供  

 新聞購読をしていないので広報誌を入手するのが不便。市役所や支所以外の場所にも置いて欲しい。(女性、

30～39 歳、本庁) 

 深く、よく調べた人しかしらない手続きや、情報提供が多すぎて、転職や病気をした時、家族の死亡時に困っ

たり、損したことがあります。誰にでも手軽に情報を得られる方法をおねがいします。(女性、30～39 歳、本庁) 

 それと、今ひとつ『すぐやる課』がどの様な時に活用させていただいた方がいいか解りません。もう少し皆に仕

事内容を広報してほしいと思います。(女性、40～49 歳、本庁) 

 松戸市でお葬式が出来るように聞いた事がありますが詳しく知りません。この事についてどこへ申し込めばよい

のか、電話番号を、又どのような事をしてくれるのか費用はいくら位か、年に一度くらいでなく、しばらくは広報

などで知らせて欲しい。実際に機能しているのですか、長い間関心をもっていますが市のお葬式の部又は課

か存じませんがそのような部又は課によるお葬式を見たことがありません。非常に関心がありますのでしばしば

目に付くような広報等で御知らせ下さる様お願いします。(男性、70 歳以上、常盤平) 

 ボランティア活動などに参加したいので、まつど広報などに載せて欲しい。(女性、40～49 歳、常盤平) 

 総合計画基本構想の具体的施策及び行政情報等知りたいのですが何所に行ったら分るのでしょうか、もっと

身近に分る方法をとって欲しい。市民が良く分かって人が増えたらもっと市政へ協力出来ると思う。(男性、70

歳以上、常盤平) 

 行政サービス等しる手段が少ないように思う。実際に行われているサービスを知ったのもここ数ヶ月です(松戸

に来て 2 年半）。首都圏という事で松戸出身で無い人もとても多いと思うが、その人たちは松戸で行われている

サービスやイベントについてどれくらい知っているだろうと思う。単に東京に近い場所だけでなく、松戸だから住

みたいと思わせるものが無い。または知られてないのではないでしょうか。(女性、20～29 歳、馬橋) 

 昨年東京から来ましたが震災等の避難場所が分かりづらいと思います。駅周辺など人の集まる場所にいろん

な情報がわかるコーナーがほしいです。市役所になかなか行けないので財政と子育て支援に対するフォロー

が充実していただけるよう願っています。(女性、40～49 歳、馬橋) 

 もっと地域の情報を教えて欲しい。あとは防災のときに役立つ情報を教えて欲しい。(女性、20～29 歳、馬橋) 

 広報まつどの入手する場所が少なく、情報が直前のものばかりで困っている。以前のように発行を多くしてほし

い。(男性、20～29 歳、矢切) 

 

（5）職員の態度・待遇  

 市役所の方はいつも親切に教えてくれて助かります。(女性、30～39 歳、本庁) 

 松戸市職員の人数は他市、他県に並んで少なくないと思います。市役所へ行った時 PC の前でぼっ～として

いる人を何人も見かけると毎日、仕事をしているのだろうか？と思うことがあります。適正な人数を確保し、税金

を無駄にしないでほしいです。(女性、40～49 歳、本庁) 

 何事も人のすることなので完璧は無理、少なくとも大阪府のようなことになってほしくない。また、職員各位が誇

りを持って職務に当り、｢あの人、市の職員なんですって…｣と後ろ指さされることのないように頑張ってもらいた

いです。民間は大変ですよ。(男性、50～59 歳、常盤平) 

 市役所も支所も窓口に行くと、見えているのに知らないふりをしている。常に窓口に人がいる(市役所、国保係

等)課は良いが、居ない課は声をかけないと来ない。態度も横柄で、言い方も 悪な人が多い。(やってやると

いう感じで気分が悪い。特に支所の人)。市役所エレベーターの表示が不便(一般の表示が見やすい)。(女性、

40～49 歳、小金) 
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 小金原支所にこの前行きました。役所の方が 8 人以上いたのですが、何もせずにぼーっとしている人がかなり

いましたよ。そんなに人数がいるのですか？私たちの税金ですよね。本当にもったいない!!人をもっと減らすべ

きだと思います。それかもっと働いて下さい。ちゃんと!!やることいくらでもありますよね。無料の市ってけっこうあ

りますよね。(女性、30～39 歳、小金原) 

 松戸市は 2 回税額を誤算定して通知してきた。2 回とも休みを取り苦情を申し込んだが適切な対応がされず、

上司による謝罪もない。公務員としての自覚のない職員がいる。職員給与も民間より高い。 

 以前すぐやる課に相談に行ったことがありますが迅速な対応をしていただいて感謝しています。(女性、50～59

歳、新松戸) 

 市の窓口や電話応対などでたらい回しにされることも度々ありもう少しきめ細やかな対応があったらと思うことが

あります。役所間の横の連絡がもっとスムーズになるように願います。頼りになる市になることを望みます。(女性、

60～69 歳、新松戸) 

 松戸市の隣の市の近くに住んでいて小学校が隣の市のほうが近いのにわざわざ申請して小学校に通わせる

のは大変なので隣の市と連絡をとりあってほしい。わからなくて松戸市に問い合わせしても「それは隣の市のこ

とだからそちらに連絡するように」と言われる。電話対応はとても冷たいと思いました。(女性、30～39 歳、東部) 

 市職員の態度の悪さ、お役所仕事と言われる仕事の仕方。少しは改善していただきたいものです。松戸市もも

っと福祉にいれて頂きたいです。市民の声に耳を傾ける聞き入れる市長がたってほしいですね。(女性、40～

49 歳、東部) 

 

（6）市議会・議員  

 市議会、議員数を減らして教員、警察官を増加すべき。大きな議会は無駄。住民税も安く！！(男性、40～49

歳、常盤平) 

 市長のもったいない活動に進言したい。2 年後に市長、市議選がありますが、この間が 4 ヶ月です。どちらかか

ら歩み寄り同日に市長・市議選を行う事で私達の税金が経費節約になると思います。立て看板設置撤去、人

件費等々。昨年ですが、県議選の時看板を立てたが立候補者が欠員の為立て看板使用する事なく撤去する

ムダがあった筈です。市民は注意深く見ています。パフォーマンスだけでなく、本当にもったいない活動に実

績が上り、目に見える報告を期待します。市長・市会議員選挙の同日は必ず経費節約になります。(女性、60

～69 歳、常盤平) 

 議員の車の買い替えが早すぎる。(女性、20～29 歳、常盤平) 

 市議会、多すぎる。(男性、70 歳以上、馬橋) 

 市長、市議会へ。財政規律の堅持(大阪府などの二の舞は困る)。市職員へ、綱紀の厳守(民間企業の社員を

参考に)。(男性、70 歳以上、馬橋) 

 市役所職員の人員削減と市議会議員の削減。(女性、50～59 歳、東部) 

 

（7）その他  

 来年度大学を卒業するのですが、将来公務員になろうと思っています。松戸市では、現在新卒の募集を積極

的に行っているのでしょうか。また、今後行う予定はあるのでしょうか。もしよろしければ松戸市のホームページ

に情報を載せていただけませんでしょうか。(男性、20～29 歳、本庁) 

 市役所に問い合わせなどした時、専門用語がたくさん出てきて一般市民には、難しいです。資料などもみんな

に分かりやすく簡単な文章にして頂けると嬉しい。(女性、30～39 歳、本庁) 
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 日頃日夜を問わず松戸市の為に頑張っている役所関係の皆様に心から御苦労さまと、感謝申し上げます。(男

性、70 歳以上、本庁) 

 松戸市には老人施設が多いように感じますが、本当に老人にやさしい町は、子供や障害者にもやさしい町に

なると思います。施設を作るだけでなく、道路や各種施設のバリヤフリー化や歩道の拡充もして下さい。幼稚園

や保育園も縮小や民営化の方向のようですが、子供を産み育てる環境をよくして「松戸で子育てをしたい」と思

われるような市になれば、おのずと労働人口も増え、税収もよくなり、よりよい松戸市になっていくと思います。

(男性、50～59 歳、本庁) 

 近、市のすぐやる課に 2 度お電話しました。(実際にはお願いしないで済みました。)実に感じが良く、それこ

そすぐ対応して下さいました。これからもこの課を続けて頂きたいものです。(女性、60～69 歳、本庁) 

 高齢化が進み、少子化に伴い、次世代の若者に負担が増加していく状況を如何に対処いくべきかを国と共に

考えて行っていって欲しい。税金の有効活用を軸に医療面でも各自日常生活の中で予防（病気にならない為

の）すべき事など施設を含めてもっとピーアールしてほしい。又、松戸から発信できることを広げて人との交流

が盛んになり、活性化していく松戸を期待する。よろしくおねがいいたします。(女性、70 歳以上、小金) 

 松戸に住んで 30 年ですが平和で行政がしっかりしていて安心です。これからも続けて行政にしっかりやっても

らいたいです。(男性、70 歳以上、馬橋) 

 広報誌等にして市職員の平均年間所得を市民にしらせるべき。勿論諸手当込みで。その多寡で論争が生じる

ことは必至であろうが、今後避けてはいけない課題だと思う。(男性、60～69 歳、新松戸) 

 市に対してか分かりませんが 近不愉快なことがありました。民生委員会はどのようにして選ばれているのでし

ょうか？人間関係で信頼のできる人ではいけないのでは。市で選ぶか、又は町会にて選出したほうが私が子供

のころは誰からも良い人だと云われていたと思いますが？(女性、60～69 歳、矢切) 

 もったいない運動をしておりますが、一般市民の方に十分理解されないと思います。また職員の方(幹部)の認

識も欠けているのではと、ある公の催し物で見せられました。新規計画に当たって有識者や専門家の意見も大

切と思うが、まずは現状をよく視察することが重要と思います。(男性、70 歳以上、東部) 

 

９．その他 

 天下りとか公費の乱用とかニュースで取り上げられていますが、松戸市は大丈夫でしょうね。無駄な税金の使

い方はせずより良い住みやすい松戸市にする為に有効に使ってもらいたいと願っています。(女性、60～69 歳、

本庁) 

 市、単位ではそこそこ満足しているが国単位の 近の無駄には驚いている。知らないところで税金が使われて

いるのにイヤになってしまう。上に行けば行く程、だらしのないように思う。(女性、50～59 歳、本庁) 

 希望、期待等特にありません。毎日の生活に不自由していません満足しています。(女性、70 歳以上、本庁) 

 行政サービスをはじめ物が高い。（ゴミ袋や住民票など）以前、埼玉の蕨、戸田に住んでいたが、とても住みや

すくて、いずれ戻ろうと思っている。是非、松戸市にも住みやすい町づくりをがんばって頂きたい。(男性、20～

29 歳、本庁) 

 聖徳大学学生のマナーについて。松戸駅東口から大学までの間、集団で通路、道路幅いっぱいに広がって

通行している為大変迷惑している(駐輪場の通路も平気でふさいで通行している)。通勤通学で駅を利用する

市民の大迷惑となっていると思う。聖徳大学は学生数がとても多く財政状況にとてもゆとりがありそうだから、市

民の迷惑とならないように学生専用通路道路を作らせるようにしてもらいたい。私自身だけではなく多くの市民

が同感だと思う。(男性、50～59 歳、本庁) 
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 この調査に対してのお礼の葉書が届いたが、お金の無駄。他に有効に使ってほしい。(女性、30～39 歳、本

庁) 

 地番整理を積極的に進めていただきたい。私が居住する「松戸新田」の場合、町の範囲が広大で、番地が 20

番違いで 2～3km 離れているということもあって非常にわかりにくい。私の家と距離的に 150m 程離れている同

番地に戸建てが 70 戸程あり、その中に同姓の方がいるため、郵便物、宅配等の誤配が生じてる等困惑してい

ます。地番整理の取組、お願いします。(男性、70 歳以上、本庁) 

 太陽光発電など、エコの支援費を拡大してほしい。(国や県の行うべき施策かもしれませんが…)。(男性、40～

49 歳、本庁) 

 老人や障害者に対しての給料など減らさないようにしてください。若者のやる気を出させる保証を確信を持てる

社会を作ってほしいです。(女性、50～59 歳、常盤平) 

 柏よりはいいと思う。まじめな感じで、ただ、もう少し賑わいがほしい。高いﾋﾞﾙ作ったり、スーパーも小さいから

大きくしたり、病院は 低レベル、自分は大学病院に飛ばされたがどこも設備、応対が悪い。もう少しがんばれ

そうなんだからやってほしい。(男性、20～29 歳、小金) 
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