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1 公共交通機関の利便性の向上を推進してほしい。
2 つむじの建物が閉鎖的に感じ立ち寄りづらいです。改善が必要だと思います。

伊勢町から中之条の上の町まで店舗の数もだいぶ少なくなり、とても淋しい事です。介護施設は多く
なりましたが、一箇所でもいいから街の中にお店が集まって町内で買い物ができるようになるとよい
と思います。
3 そしてもっと働ける場所を作り失業者を少なくして欲しい。そして年金で入れるような介護施設を多
くして欲しい。景観条例の整備はとても良いことだと思います。町民皆が安心して生活できる中之条
町を作っていって欲しいです。
4

つむじは町の活性化になっているとは思えないムダなたてものに思う。駅の回りの駐車場の充実を。
町道に悪いところがあり通行者にとって大変迷惑です。町道の整備も充実して下さい。また、今年度

5 は夏場大変熱く草が伸び放題で除草が行き届きません。河川沿いの除草整備も行って下さい。

中之条町はとっても良い所ですがアルバイトをしたくても仕事が全くありません。雇用が増えれば町

6 外へ出て行く方も減ると思います。友人が何人も町外へ行ってしまったので、寂しいです。
7 住みよい元気なまちづくり

町長は四万だけ良くしていると思う。高齢者だけの町にしないようにもっと中之条町に店などを作り
買い物に行けるようにしないとダメです。原町ばかりで良いのですか？活気ある中之条町が戻るのを
期待しています。
8 とにかく高齢社会で病院も近くになく交通の便も悪い。ある病院など内科の先生が不在という日もあ
る。もっと医療施設の充実化、東京まで行かなくても良いように優秀な医者を呼んで欲しい。
町を昔のように活気のある町に戻して欲しい。余分なものは作らず必要なものを金をかけて作って欲
しい。中之条町全体が良くなるように考える町長にかえって欲しい。
9 つむじに行ったとき、役場の所から歩くのが大変なので何とか考えて下さればと思います。
10 ｱﾝｹｰﾄが長すぎて疲れた

大変いろいろと頑張っていらっしゃると思います。少子高齢化と一番厳しい状況で職を辞した人々の

11 ご協力をいただきお互い良い方向に行ったらいいなぁ…（仕事をしたい人、まかせたい人）
12 商店に活気がない。産業がないのに職員の給与が高すぎる。

施設体制等新しく作ることはさておき、それを如何に管理運営していくかが大切だと思います。要は
職員一人一人の資質が問われる事となります。お役所仕事と思われぬよう、書面等の配布ですまさ
13 ず、住民一人一人に自らの真心のこもった言葉で説明する位の気持ちが必要だと思います。非常に手
間暇のかかる仕事ですが、スムーズに仕事を進めるための大事な一歩となるでしょう。
14 町民の意見を町に提案できるよう、いつ・誰でも・すばやく取り入れるよう、お願いします。
15 親子共に時間に余裕を持てるように、家庭でのふれあいが持てる町。

新しもの好きな町長の方針で古き良き中之条を間違った方向に行かないよう住民の意見に耳を傾けて

16 ほしい。役場の職員が伸び伸びと住民サービスに励むことができるような町にしてほしい。
17 医療施設の充実を望みます。

①役場の窓口で同じ内容の質問をしても窓口の人によって回答が違う。親切な人もいればつっけんど
んに切ってしまう人もいる。
18 ②中１小の裏の道で生け垣で生徒が見えなくなる所がある。危険ですので深く刈り込んでいただくよ
う依頼をして下さい。
③つむじに良く行きますが資料館にも停められると年寄りも行きやすい。
鳥獣被害対策を町全体で取り組んでほしい。防護柵も地域が広すぎて住民だけではできない。このま

19 までは自分の家の回りに柵を設置するようになってしまう。

高齢化が急速に進行し集落の維持存続が危ぶむ。空き家が多く高齢者にとっては回覧板を回すのも大

20 変、できるだけ回数を減らしてもらいたい。

水道水をきれいにしてほしい。四万から来る水のぬるさ、ヘドロがたまるのをご存じですか。町中に

21 小さくて良いスーパーがほしい。車のない人の買い物を助けて下さい。

中之条町にスーパーを作って下さい。車に乗れない人に運動を兼ねた買い物ができればよいと思いま

22 す。小さい店でよいと思います。
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現実的に企業誘致などはなかなか困難です。何か一つキラッと光るものがあれば「中之条っておもし
ろそう」「中之条に済んでみよう」という人が出てくるのではないでしょうか。各地で空き家が発生
23 していますが、中之条は住んでみればいいところです。もっと上手にＰＲして、団塊の世代などのＵ
ターンやＩターンにより新たな人々を呼び込めるのではないでしょうか。
24 山並みがきれいな町
25 若者が希望を持てる町

中之条町の中心部に大きな建物を建て野菜、衣類、休憩場所農家の方が自由に出かけられる町にして
26 もらいたい。吾妻町に引かれる感じ。１０年後を考えて老人ﾎｰﾑを建ててもらいたい。道の駅は町の
中心に（吾妻の道の駅に行って見てきた感じです）。
27 バイパス店舗も良いが、旧商店街が元気になるような策を考えてほしい。

仕事の質に見合った賃金体制にすべきだ！。町外郡外へ通勤しているものも少なくないので住民票が
28 必要な場合、時間延長（８時頃まで）又は休日でも利用できるようにしてほしい（シフトを組めば可
能ではないか）。水田の共済は不要だと思う（今までに共済が支払われたことがない）。
29 四万に住んでいる人が星が空気が水がいいみたいですよ。生活するには不便ですが。

現在大字中之条町地区では日常の生活に必要なもの（米、ミソ等を中心として）の購入が容易でな
い。例えば低地点にあるヤオコーまで行く場合、坂道を下り購入者は上り坂を上がって来るのは高齢
30 者にとって負担がかかりすぎる。高齢者が一層増す状態を考慮して旧中之条の中心部に大きな店を建
ててほしい。（高齢者の切実な考えであり声である）
31 アンケートの量が多い。もう少しポイントを絞っていただけたらありがたい。
32 町議会議員は、もっと活動してもらいたい。近藤公園の利用方法をもっと考えてもらいたい。

今度できたつむじは庶民的でない、一度行けば二度と行こうとは思わない。町に小児科の専門医がな
33 い。町の班編制が必要、昔ながらの隣組がない。伊勢町地区にある公園（駅南４箇所）の整備が行き

届かないし、高校生のたまり場となって幼児を遊ばせにくい。

34 環境の違った地域を参考にしてもダメ、中之条の良さを引き出せる行政も必要かと思う。

公衆トイレの汚れが目立つ。選任のトイレ担当職員が巡回して清掃してほしい。観光の町中之条で
す。
先日、天河の井上さんのコンサートやよろず劇・ビエンナーレなど町長さんの美術に対するこころが
伝わってきて嬉しく思います。都市の真似ではなく中之条ならではの良さを引き出していければと言
うお話を聞き私も一町民として協力していきたいです。聞く耳課の方でも町民の話を聞いて下さり中
36
之条町もずいぶん変わってきたと思います。開かれた町を目指して私も応援していきたいです。よろ
しくお願いいたします。
35

つむじは町政の失策になるであろう。責任は誰が取るのか？血税のムダ使いは許されない。町、議員

37 共能力のないものが多いのが原因の一つ。
38

高齢者のためパソコンもないし使えないので申込などは手紙か電話などでできるようにしてほしい。

町長始め公務員の皆さん本当に町のこと考えていますか。つむじ一つにしてもどれくらいの町民があ
れを望んでいたでしょうか。私の聞く限りではたった一人として賛成という言葉を聞いたことがあり
ません。「どういう気であんなもん作ったんだろう」と言う意見ばかりです。「何年持つんかねー」
「無駄に税金使って町長は何考えてるんだろう」こんな事ばかりが聞こえてきます。「役場の職員も
態度悪いし、聞いても要領得ないしあんな職員じゃぁ民間の会社なら三日でクビだ」とこんな町でい
39 いんですか？何がアンケートですか。それ以外に町の顔の町長、職員が笑顔で優しく町民に接して下
さい。最近判ったことがあります。世界を旅して人が優しく笑顔で接してくれる国はいい国と言われ
るんです。景色景観の二の次なんです。結局は人だと言うことです。笑顔でやさしくされれば少しく
らい長く待たされても怒りたい気持ちも半減します。今から優しい笑顔とあいさつで頑張ってみて下
さい。
親が子と向き合えるよう幼児の福祉を考えてほしい。安易に保育所に受け入れるのが本当に幸せなの
40 だろうか。放任にならないように親の教育、育成をしてほしいと思う。それと道路の拡充を考えてほ
しい。
41 上信道の早期開通・福祉医療受給資格証この２点は最重要課題だと思う。

83

自

no

由

意

見

意見
①合併は行財政の効率化と住民サービスの向上を目指すもので、職員の能力を最大限に発揮させる必
要性が求められます。職員を支所におくのではなく本所勤務を主体とした配置とすることを望み支所
は１０人以下くらいと考えます。
42 提案
①全職員に地区（区単位）担当制の導入（地域の課題、問題の収集による事業への反映）
②前項職員と一緒に住民が考え行動するための地域振興交付金（仮称）を創設し、その事業性化の公
表により住民が地域づくり意識を醸成することによって美しい元気なまちづくりが推進される。
43 町民税が高い。もっと安くしてほしい。

道の駅に行ってみたが品揃えがとても貧弱だった。入り込み客数が少ないので、仕方がないだろう

44 が、あれでは二度と行く気がしないのでは…と思った。
45 四万〜苗場へ道路が通れれば観光面などでよいと思う。

最近野生動物の目撃情報が多いけど、それは森林伐採や自然環境の悪化が原因だと思います。むやみ
46 に殺されたり傷つけて野生動物の減少するような事がないようにしてもらいたい。環境と野生動物問
題、少子高齢化への対応など重点に検討をお願いいたします。
47 病院確保（緊急時）
48 何かをするときは町民に相談してほしい！方向性を間違えているまちづくりになっていると思う。

Q38に関しては全ての項目に○を付けたい。あえて５つに絞ったか？中之条町の規模、立地条件、六
合との合併などを考えれば、自ずから方向は見えてくると思います。それは住民一人一人が他人任せ
にせず、例えどんなに小さな半歩でもいい、一歩ずつ前進すること。そこに希望と連帯感が生まれて
49 くるのではないか。希望と連帯感は、新しい幸福感につながる。全員が「Win Win」誰もがプラスに
考えられる道はそこにある。この美しい自然をみんなが大切に思いまちづくりに活かすなら、都会や
他の地域の人々もリスぺクトをもつでしょう。一度離れた若い人々も戻ってくるのではないか。中之
条町には、それだけの可能性があると思います。
50 つむじのＷ．Ｃ清掃状況最悪。食欲を失う。
51 新規事業ではなく、既存のものを大事に活用していく町になってほしい。
52 このアンケートにより、大変勉強になりました。

地域住民全てが 生きがい と 死にがい を感じる町にすべきで、「ここに骨を埋めても良い」と
いうような魅力を住民、議会、執行機関の三者が一体となって生み出すことを望みます。又、中之条
53 町が持っている物的資産、人的資産を有効活用し、他地域に住む人が「是非そこに行きたい」という
気持ちをおこさせることが必要と考えます。
54 特にありません。ガンバレ！

子どもを持つ母親のための働き場所があるといいと思います。小児科と産婦人科の病室の確保救急病

55 院を郡内に作って欲しいです。公園遊具の数を増やしてほしいです。

各種事業の見直しをして、廃止するものを検討してもらいたい。予算を使うことだけアンケートに入
56 れるのではなく仕分け、優先課題を示してもらいたい。（町議の人数、職員の人数、イベントなど）

薬王園やふれあいの森の開発はどうなっているのでしょうか？

57 駅南あたりにスーパーが欲しい

高齢者のため歩いて行ける商店（食料品）等のお店が町の中スーパー、コンビニ等があると良いと思

58 います。

①中之条町は以前企業誘致は前向きでなかった（商工会）②土地は高く皆他町村に家を作り町は人口

59 が減ってきた。問い３８．の５つを基本によろしくお願いいたします
60 猿、イノシシなど獣対策一箇所への集約（獣山）耕作放棄地対策

生活保護支給は働く意志の無い人に支給すべきでない、一度支給しても働く気のない人は取り消すべ

61 きです

62 日曜日の開庁時間を増やしていただきたいです

16番の企業誘致による〜などにより商業が活性化され活気あるまちづくりを希望します。このアン

63 ケートを無駄にせずより良い町づくりをお願いします

食糧の自給率の低下（農業・林業の振興）と出生率の低下（若者に仕事を与える）とが国の存亡にか
64 かわる、ということをご承知のうえ行政をお考えください。若者が住み着かないから出生率が下が
る。若者の仕事が無いから住み着かない（百姓の後継者がいない）
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名久田 ７区「横尾地区」在住 お世話になります。まちの行政機関がしっかり機能しているので町
民として安心して暮らしています。町長がまじめに取り組んでいる結果だと思います。私は前回もア
ンケートの対象者として答えた者ですがその中で子供の遊び場のことを「意見欄」に書かせて頂きま
した。そのとき名久田忠霊塔敷地内での不要な車の駐車禁止の立て看板をお願いしました。公園がな
いので時間があると子供達はここに集まってボールを蹴っています。平日は若いママが幼児を連れて
65 きています。ここはフェンスも、ブランコも、バスケットリンクも何もありません。もちろんここは
公園ではなく遊び場でもないのですがなぜか子供達が気に入っている様子です。チョット足を伸ばせ
ば旧五中跡地があるというのに。幼児から小中学生を含めたこのこ達が遊んでいる姿と歓声が大人達
にとって一番癒され、心豊かになれるひとときではないでしょうか？忠霊塔ということなので思想も
含まれると思いますが、駐車禁止の立て看板ぐらいは検討してみて下さい。
六合との合併温泉ラリーなどで冬期暮坂道路の整備や除雪などを一体活し個々の町としない。一町と

66 しての思いＰＲ

外国人が観光のため来てくれるまちになったらよいと思います。中之条町のゆるキャラがあると良い

67 とおもいます

昔の建物を出来るだけ保存して欲しい。新しく建物、公園を作りすぎではないか？道路整備、下水道

68 を掘ったあと地盤が沈んで凸凹になっている箇所が多々あります。

先日戸籍謄本を頂きに行ったら、担当と思われるカウンターに近づいても誰も机から目を上げてくれ
ませんでした。窓口を間違えて？と心配した頃他の方に接客中の若い方が気づいて、そのお客様の次
ぎに対応して下さいましたが、同じフロアに居るのにパソコンから目も上げずに仕事をなさってまし
69 たが受付するのはその若い方お一人と決まっていたのでしょうか？忙しそうで頼むのがちょっと悪い
気がして逆に座ったまま挨拶もされない他の方々に目が行っただけかもしれませんが。町民の方が
「最近は役場も感じが良くなったよ」と聞いていたので、ちょっと久しぶりにがっかりした気になり
ました
近隣で出産出来る施設がなくなってしまったのでこのままでは少子化がさらに進むと思います。産婦

70 人科、夜間に利用出来る救急病院を確保して頂きたいと思います。

・道路交通について著しく不便を感じます。（高速、３５３号線などはどうなっているのです
71 か？）・商業についても原町ばかり栄えていて不便ですし、何とかして欲しいです。→保守的でな
く、多少の痛みを伴うような改革をお願いします。
72 税を無駄に使ってもらいたくない。
73 「つむじ」などやることが中途半端。もっと一貫性を持ったまちづくりをやって欲しい。
74 もっと道の駅が活用されるような、特産物があると、町も活性化すると思います。
75 つむじの活性化を望みます
76 中央の１人歩きせず、町民の意見を十分聞いて決めること。

中之条町に若い人達の働ける場所が欲しい。昔のような賑やかな町にしたい。中之条、伊勢町は本当

77 に寂しい町になってしまいました

78 無駄な金を使いすぎている感じがする。税金を考えて使って欲しい。
79

年老いて何も分からないことばかりで失礼します。住みよいまちづくりよろしくお願いします。
聞く耳センターがありますが町民の声が届いていますか。空店舗が増えてますが議員の皆様何か良い

80 案はないですか。

81 悪臭のないまちづくり。

道の駅たけやま年間来客と、「けやき」の来客数少ないと思うがどうか？合併し南面バイパスへ進出
したら来客数倍増と思うが？「けやき」の足湯。前の池清掃悪い
「つむじ」は行ってみればとても良い所だと思うのに、町の人達で「税金のムダづかい」とか悪い事
83 しか言わない人がいる。「○○○○○○○だより」を見て、悪いイメージに思う人が多いのがちょっ
とどう？って感じです。
82

町に直接関係ないかも知れませんが、吾妻線の特急列車（７時４０分頃）がなくなり、上京するのに
84 不便です。高崎から新幹線を利用しておりますが、乗り換えが大変な年齢になりましたので特に感じ
ております。
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全国各地で異常気象等の影響が出て住民が犠牲になっている姿を目にし、中之条町でも同じような雨
が降ったら、地震があったらと心配しています。まずは、そういった場合に危険箇所を整備していた
だきたいこと、万一そういった状況になった時には安全な避難場所へ早めに誘導していただき日常生
85 活に困ることのない施設をお願いしたいです。個々の家庭により事情も全く異なると思いますので、
心配な住民はいつでも利用できるように施設を充実し、利用方法を周知してほしいと思います。
高齢化となるばかりで支えてくれる若者が町内にいない町ではいくら町政を良くしても活気のない頼
86 りない町となるばかりです。農業を捨てて外で働かなければ生活が出来ない現状にまず後継者の住め
る人口の多くなる町づくりを大いに望みます。
熊出没の情報が多く、子どもの通学路付近まで来ていたので、徒歩通学の児童もバス通学にして頂き

87 たかったです。（４年ほど前は実行できたのに・・・）

「つむじ」というのはよく分からない。駐車場もないしお客さんは入っているのか？税金を使って作

88 る意味があったのか。よく考えるべきと思う。他にお金を使うところがあったのでは・・・？
89 新しくできた（つむじ）の事、もう少し考えてもらいたいです。

町議会議員の数を減らして日当制にしてほしい。役場がオフィスみたいで入りにくい。職員が皆ネク
90 タイでは入りにくい。町内の選挙では立合演説会をしてほしい。町議が先生になってはダメだと思
う。議会で発言しないような議員は公表していただきたい。
商店街の壊滅的な現状、少子高齢化、野生動物の被害による生産意欲の減少で耕作放棄地の増大、限
界集落に近い現状は時代の流れだけでしょうか。中之条町には幸いに豊富な天然温泉、文化財、歓談
91 の激しい特産物に適した優良な農耕地、野反湖等の観光資源に恵まれております。これらをうまく融
合させて、都会に住む人達の一番ほしいもの、環境、元気を取り戻せる空間、リピーターになりたい
おもてなしの心、そんなところに中之条町の将来が見えるような気がします。
主要道路は手入れが必要、除草や花の道、とても重要なことだと思う。協力して美しい町、道を作れ

92 ば訪れた人も心が和み又行ってみたいと心に残ると思います。

山の木の実等が少ないため、熊や猿が人里に出てくる。杉の木など伐採して広葉樹及び栗の木などを
植えれば熊が喜ぶと同時に人間も花粉症に悩む必要が無くなると思います。駅難に公園が多すぎると
93 思います。中之条地区には近藤公園があるだけで子どもが駅南までわざわざ行かないと思います。
94 人材バンクの拡充、拡実

まずは全ての町民が心身共に健康であることが一番かと思います。食の安全、自然環境保全、医療施
設の充実、雇用対策。若者離れのない魅力ある町となることを願い「まちづくりチーム」の方々と力
を合わせ助け合い町民が幸せに生活できるよう努力して行かなければならないと思います。今後とも
95 よろしくお願いいたします。以前町報で暖炉にすると控除を受けることができるとありましたが、近
隣の家で暖炉を使用しています。煙で外へ洗濯物を干せない程の害を受けています。規則はないので
すか？トラブルになるので言えないで困っています。
町が企画する行事等は、特定の人達だけが楽しんでいるように思える。自己満足で終わらないでほし

96 い。

スーパーよりも安くておいしいものが手に入る場所があるのに大手スパーへお客さんが取られている
97 のはもったいない気がします。観光客向けに中之条町での特産品を開発してネットやチラシ、イベン
トを通してどんどん売り出して町おこしをしていってほしいです。
98 企業誘致に力を入れて欲しい。中央商店街の歩道は平でないととても歩きづらい。

もっと雇用の場を増やし若い人が安心して働ける環境と子育てができるようなまちづくり。あまり意
味のない施設を作らないこと（つむじ）。つむじについては地産地消の場にし町民が集まれる場所に
99 したらよいと思う。また、中之条高校農業科の成績発表の場所として一部を提供したらどうか。
民俗学者の柳田国男は「建物や花がいっぱいの町より住んでいる人の心が美しい町が一番だ」と行っ
ております。住んでいる人の心が町中でつながっている町〜どんな方法があるのでしょうか。ビエン
100 ナーレのコンセプト（若いアーティストをサポートする）は賛成できません。老若男女誰でもエント
リーできるシステムにして下さい。計画立案から外部の人間に丸投げは恥ずかしいです。
101 幼稚園、小学校の統廃合を考えた方がよいと思います。
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他の市町村でも行っているところが多いが、婚活事業に力を入れたらどうか。中之条と六合が合併し
102 たことで人口も増えたこともあり、地域に永住してもらうためにも行うべきだ。独身者は大勢いるは
ず！
町民、町外の人と話しても「つむじ」は全員批判的です。道の駅に関しても場所が悪い、なぜバイパ
ス沿いに作らなかったのか判らない、誰のための何のための道の駅なのか。吾妻町に先に作らせない
103 ために現在の場所を設定したのか、移転を考えてもよいと思う。現在も考えているようですが、みや
げ、特産品について…
芸術文化向上の前に生活に密着する商業の活発化、生活必需品の調達度を上げていけるような町にし
104 てほしい。車がなければ生活しづらい現在の生活環境ですが、これから車を利用できなくなってから
の生活が心配です。高齢社会において、安心、安全が必要だと思います。
105 獣被害が多いので対策してほしい。
106 高齢社会に向け安全で健康でいられる町にして下さい。芸術文化より先だと思います。
107 小学校の統合

街中の空き店舗や空き家になった住宅が大変目についてしまいます。せっかく中之条ビエンナーレで
若い芸術家が中之条町に来てくれたり若いカップルが観光に来てくれたりしたのだから、中之条町へ
の居住推進をしては如何ですか。もちろん補助金など援助はして上げるべきです。そのビエンナーレ
108 の時、商店街もいつもと同じように休日は店を閉めて町民として楽しまれていた方もいたようです
が、せっかくなら観光客でにぎわっている時くらい店を開けておいた方がよいと思いました。あれで
はちょっとした休憩場所もない、食事をする店も限られていたら来てくれる人も少なくなってしまう
と思います。
町を活性化させるには大型店の出店や大型企業の進出が必要だと思います。又交通機関においては、
109 高速道路を渋川インターから中之条まで分岐させる。温泉があるのだからインターネット等で中之条
町をＰＲする。
最近は、文化的な施設（とおもっていますが「つむじ」等）図書館、ツインプラザによる文化活動の
練習場など充実してきており嬉しく思います。若者が魅力を感じられるまちづくりを望んでいます。
110 ビエンナーレも画期的です。今後病院や安心して産める産婦人科などに力を入れて欲しいです。
111 防犯灯をもっと多く設置してほしい。
112 町長は猿に甘いと評判ですけど、田や畑を猿や猪に荒らされた人間の身にもなってもらいたい。
113 働き口が少ないと思います。工場誘致や商業振興に力を入れてもらいたいです。

敬老会の演劇はムダだと思います。年老いて動けない人は見学に行くことはできないし、町民一人一
114 人に配布しても行かないで、町外の人にあげる人が多いみたいなので、他のやり方を考えた方がいい

と思います。

町民の税金を無駄に使わず町民が楽に生活ができるように。町職員の対応の悪さ、役職の態度特に力

115 を入れて欲しい。町職員に対するアンケートが一つもない。

新しく

つむじ

ができましたが少々評判が良くないようです。運営方針を見直して人々が沢山集ま

116 れるような施設にしてほしいと思います。八ツ場ダム問題で道路整備の遅れが気になります。やはり

観光客を呼ぶためには道路整備が一番だと思います。

117 まだ合併して町の実感がわいてこないため時間がかかると思います。
118 つむじって何でしょうか。何を目的にしているのかまったくわかりませんが。

乗合バスが今のだと高いのでノンステップバスに変えた方がいいと思います。つむじの公衆トイレが
119 朝行くと点灯したままの時が多々あります。センサー式のものに換えては。つむじの水の流れで子ど

もが遊べるようにしたら。

合併してみましたが六合地区の六合という名前を使えない事の不便さを痛切に感じております。地区
外の人からも六合という名前をどうにか使ってくれないか？との声が大であります。どんな形にせよ
六合の名の復活をお考えいただけないでしょうか。ブランド化した六合という名を日本中の人々が大
120 切に思ってくれていたこと、素敵な名前であったと言うことを日々感じている次第でして、どうかご
検討下さい。中之条町の人々は温かいです。どなたもどなたも大きくやさしく受け止めて下さってい
るのを嬉しく思い中之条町と合併して良かった、大正解だったと思う毎日です。暮坂峠を行ったり来
たり仲良い交流はありがたいものです。町長さん、応援していますよ。
121 上信道の早期実現
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出産のお祝いに花を頂いたが、育児に忙しいため、花を枯らしてしまう（季節にもよると思うが…）
122 ので、出産祝いは、紙おむつなど実用的なものの方がうれしかった。

町役場の職員さんは立派なように見えますが、何度もだまされたり嘘をつかれたりして困っていま

123 す。私達は法の下に平等の筈です。よろしくお願いします。

無駄なこと、近藤公園の芝とコーヒー（いつも同じ人が飲んでいる。ただ飲み）、河川敷の犬の運動

124 場と芝。

中之条の町は年々さみしくなっていく感があります。お年寄りは家にいてあまりわかりませんが、子
125 どもが外で遊んでいる姿もあまり見かけません。人口が減れば活気がなくなるのは当たり前のことで
す。底辺から見直し時間をかけてでも活気のある町にしてほしいです。
住み心地が悪い、商売人の意識改革、接客接遇、スーパー ＡＴＭの営業時間延長、歯科以外の医
126 院、街灯が少ない、宅配業者の指定宅配時間の制限が辛い。庭先でゴミを構わず燃やす習慣を止めて
ほしい。
ビエンナーレやつむじはとても良いと思います。あとはそれらのイベントのない時、どうに人を呼び
127 込むか考えなければならないと思います。日常的に駅からつむじ→四万、又は伊参スタジオに人が流

れる導線を作れば観光の町になるかなと思いますが。

若井年代が、大学進学や他地区へ就職と共に町から離れてしまう事が多くなり淋しく思います。私自
身も若い頃他地区へ就職し離れましたが父が亡くなり母の元へ戻ってきました。やはり生まれ育った
128 ところは懐かしくほっとしました。もっと元気な楽しいまちづくりができたなら若一からも活躍でき
るのでは…。今の町の様子を見ると空き店舗が目立ち人の姿も見られず残念です。
嵩山へのロープウェイ設置。国道１４５〜３５３沿いに昔の街並み復元で観光客誘致。かねんて坂に

129 ケーブルカー。

130 中之条の食べ物を何か考えてお土産、食事でまた、メディアを利用し、日本各地に発信する方法。

町にいろいろの方面で書かして下さいましてありがとうございますが、未だに下部に知られていない

131 ようですので広報を一層お願いいたします。

132 住民の意見があまり活かされない町。無駄な施設を作らないでほしい（つむじとかトイレとか…）

猿・猪・熊等有害鳥獣の駆除。杉桧から広葉樹を広めることにより将来的に有害鳥獣被害を防止す

133 る。四万沢渡等温泉地の景観作り、（例：電柱の地下埋設、建物の色統一、建築様式の統一）

子どもや妊婦やお年寄りに配慮して喫煙所をなくしてほしい。たばこ社会はもう遅れている。安心し

134 て出かけられない。

TPP参加を見据えて、若い農家の育成、休耕地の借り上げ、生産物を日本のイメージである「安全安
135 心」を前面に出して海外で販売する。これを町が主導してやる。商業の活性化は無理。農業で稼ぐ町
への転換が必要。町自身が町民の税や交付金を宛にするのではなく自ら稼ぐ。
名久田横尾地区は防災無線が入ったり入らなかったりする。設置時は入っていたがしばらくすると入
136 らなくなった。防災無線の点検は実施しないのか。また、入るところと入らない場所があることを何

と考えるのか？これでは防災無線の意味がない！

町の予算を使って行う事業は良く検討してほしい道の駅たけやま」「つむじ」等 集客があるように思

137 えない。県内外から人を呼び込めるよう観光名所を充実してほしい

138 人が沢山集まる活気あるまちづくり、子どもを育てやすいまちづくり、公共交通網の充実
139 町の活動が、老人の私にも感じられます。
140 今の子供たちが住み続ける町であったら活性化に繋がるのではないでしょうか。
141 中之条町はとっても住みよい町だと思います。

前橋に住んでいましたが幼児を遊ばせる公園がたくさんありとても良かったですが、中之条町にはあ

142 まり幼児を遊ばせる様な場所がが少ないと思いました。（小さくても良いのですが）

①防犯の少ない益々良い町にしてほしい（少子高齢化の進む中で）②中之条町は温泉が多いより良き
案内が必要と思う。③経済不況の中で一人暮らしは何人いるのだろうか調べる必要は？④中之条町の
高齢者として１００才の人が現在７人、９５才の人が２５人、１０１才以上の人が５人いるという。
143 子ども、高齢者の生活環境子供達のいじめがないかなど、良く聞き取り調査を行うのがよいと思う。
⑤蟻川の塩平の観音の湯は潰れたが、将来町で復活することができないだろうか。高齢者のために安
く利用し、楽しむ場所にしてはどうですか。
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菅田部落では有害獣対策を１０年間行っていますが、猿に関しては手が使えるため電牧柵でも効果が

144 ないので困ります。頭数を減らすしか対策はないと思います。

145 つむじってなあに？ものが高い、酒飲むところ？車停めるの案内無し
146 働くところがたくさんあったらよいと思います。（特に若い人が）
147 中之条町に居住者が増えていくような町に、人口が増えれば町の活性化に繋がる。
148 満足度は答えにくい問が多く良く分かりませんでした。

高齢者が散歩できるような広場＋公園、例えば吾妻川べりに自転車ロード＋ジョギングコース。駅南

149 に小さな公園が数カ所あるようだが活用できない。温泉の無料券。

ビエンナーレやつむじなどもっと住民の意見を聞いて住民中心のイベントや売り出しをした方が熱が
入って自分たちの町を何とかしようと考えるようになるのではないでしょうか。ビエンナーレ（現代
150 アートと決めつけないでテーマを決めた方がいい）ちなみに、癒し・笑い・やさしさなど心に残る作
品が観たいです。住民が集まって何をするか、売り出すかなど決める場を作ってから実行に移す。
151 これ以上箱ものなど作らない。それほど使用はしていない。珍しさだけで後まで続かない。

住民の生活をないがしろにしながら観光に力を入れているようだが、反対を押し切って「つむじ」や
「薬王園」など箱ものに力を入れて夕張のようになるのではないかと心配しています。企業誘致がで
きないのなら四万の従業員の雇用を中之条住民優先的に採用したり、派遣会社を作ったらいいと思
う。六合と合併したことで今後支出の多さがやってくると思うが、中之条の空き家に移住してもらっ
152
たらいいのではないか。六合は開発するより自然を残した方が方がよいと思います。防災無線のあり
方、本来のあり方から外れている様に思う。命に関わる連絡と行事の案内をわけてほしい。ﾊ始めの
アナウンスを「防災中之条」「イベント中之条」のように分けてはどうでしょうか？
余生に野菜作りを楽しんでおります。できたものが残るのでもらう人も少なく、捨てるのも惜しく思
153 います。もし「つむじ」の隅にでも置き、自由に持ち帰ってもらえたら作るのに張り合いが増します

が。
ビエンナーレ開催により美術のレベルが上がってきたので、次は音楽のレベルが上がるといいと思い
ます。桐生、玉村、藤岡などいいホールがあるので、中之条からは遠いですが出かけています。文化
154 会館をもっと芸術性の高いものにできないでしょうか。中之条駅に駐車場を作って欲しい。無料なら
なおさらいいが有料でもいいのでパーキングがあると便利だと思います。
災害が少ないことで防災対策がないがしろにしがちなので啓発活動をすることが大事。高齢者の近所
付き合い、お茶のみ話が孤独を解消、情報収集、元気の源になっています。水源地の森林の確保…外
155 国資本に水源地の土地がねらわれている。大切な水源地、安心安全な水の供給を願っています。物騒
な世の中、暖まりのあるふるさとになれる町。
町のビエンナーレを通じての活性化策に期待します。観光人口を増やし、少子化、高齢化に対応し、
活力あるまちづくりをお願いいたします。
四万温泉には宿泊料が高いイメージがある。〔要改善〕沢渡温泉にｸﾞﾗﾝﾄﾞゴルフの山岳コースを設
157 置。CD-R等は太陽誘電製品を購入する〔地場産業の育成〕
158 景観上、又防火上ＪＲに用地内の除草を要望
156

中之条町、５地区（中之条・沢田・伊参・名久田・六合）を巻き込んだ企画、ボランティア参加をつ
のり、町職員だけでは限界があり一般の協力や登録制の団体設立からできることがあるような気がし
159 ます。学童保育やカギっ子、共稼ぎ家庭への支援はまだまだ足りていないです。育児支援は確かに大
切ですが親の責任感を甘やかしているようにも思います。町民の協力者が必要です。
160 保育所の教室にエアコンの設備を希望します。

現在の中之条町では町内で生活全般がまかなえない現状です。例えば大きな病院、大きなスーパーま
たは、買い物しやすい食料品店や消防署、警察署などがありません。郡都としてはさみしい気持ちで
161
す。町の中央で一括に済む様な体制にしないとこれからの高齢化社会には対応できないと思います。
過疎化は、人口減少、有休農地の増加等で生活環境悪化。行政窓口で、「グループ農業」（高齢１〜
２農業人を何軒かでｸﾞﾙｰﾌﾟに）→道の駅直売所で→新鮮安全安さで（地元取れたてアピール）「荷が
多いとき多の流通ルート」
162 「近県都市住民」→基本農業指導付き→移住入居・農地の貸し出し
住みよいまちづくり＝暮らしやすい生活環境［・住民の要望、提案等の吸い上げる機能を高め ・他
県の良さ移住希望者は何を持って住みよい町とみているか］
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住民の声を聞いてより良い中之条町にして下さい。

今ある自然豊かなところを伸ばし、温泉は四万、沢渡、六合といいところがたくさんあるのに…それ
164 を活かさない手はないと思います。これから老人が多くなるのでこの組織を活性化させるには、老人
一人一人の特性を活かした組織が出来ればいいのでは
道の駅、ビエンナーレ、つむじ等住民の考えが反映されないまま進められ無駄な経費が使われている
ように思える。それらの大きな事業をする前に無作為に抽出したアンケートをしたら良かったと思
う。また、このアンケートは行政の立場で作られたアンケートだと思います。アンケート作成は非常
165 に大変なことですが、住民の声が率直にわかるようなアンケートにしたら「あなたの声でまちづく
り」になると思います。抽象的ではなく具体的な項目を設けると元気なまちづくりに繋がると思いま
す。
166 税の使い方を少しは考えろ！
167 交通機関の便利さを考えて下さい。車を運転できない人には本当に不便。
168 アンケートの内容をもっと分かりやすくして下さい。

平成の顔 小渕さんを活かした「昭和の顔から平成へ」など昭和をなつかしみ平成になっていく現代を
169 街並みに活かすなど地元の色を全国に知ってもらい発展させるなど、活気有る町になってほしい。
170 今まで配布していたカレンダーを復活して下さい。
171 今まで町長が行った一連の施策の評価を町民の皆様方から率直な意見を聞くこと。
172
173

役応援の有意義な利用法を考えるべきではないかと思います。新しい物を作る前に今あるものの活用
が必要ではないでしょうか？
老人が買い物できる商店街の充実。車を運転できず他町へ買い物に行く場合の交通機関利用の補助

中之条町と合併した六合村ですが中心地である町役場までの道路整備の充実が重要と考える。中心地
174 まで１５分か２０分位でいけたらいいし、企業、工業を誘致するためにも高速道路までの道路網が必
要である。
175
176

若者の勤務先がある中之条町にしてほしい
役場職員の心ある対応を特に希望します。

ご存じでしょうようか、世界の知識人や文化人の人が将来日本に住みたいという人が多いことを。…
山や森、川、里山、小川、清流、温泉、世界に類似したものがない自然があります。他の地域に比べ
177 ると外国人の人が少ないと言うよりまったくいない。羽田も２４ハブ空港となり世界１７都市と繋が
る中で、町づくり、活性化を進めるために新しい感性を持った外国人を観光やアウトドアに組み入れ
ていかなければと思います。
お願いしたいことはたくさんあるが書くことが苦手。生活するのがいっぱいで行事、スポーツ開催が

178 あっても参加できない。

過去に植林された杉林の間伐（あるいは伐採）→ナラ、クヌギ等の雑木の植栽→それにより花粉症の
軽減＆環境保全（自然林により動物が住みやすくなる）１１区で開催されたビエンナーレ王子バー
179 ジョンのような小イベントを各地に広げスポーツの振興と同時に文化活動により心身共に健全な生活
を営めば町の医療費の縮減となり財政の助けとなる。
活性化活性化といっても老齢人口が３０％という実状をわきまえ住みやすい環境づくり安心できる医
180 療や介護などの充実を重点的に進めてほしい。特にお祭り騒ぎは止めて静かな落ち着いた雰囲気の町
にしてほしい。
・六合地区の

やまどり号

の運転が荒っぽい。・六合支所の応対はすごく感じがよい。人によっ

181 て。・一人暮らしのお年寄りの家の冬場の雪かきを低料金でやってくれたらうれしい。

このアンケートの重要度が全くない。他のことに力を入れて欲しい。このアンケートの集計はアルバ

182 イトにやらせてほしい。

183 役場の職員がもっと住民との関わりが必要だ（会話）。役場職員の人員削減。

医療施設の充実をお願いしたい。安心して出産できる病院（近い場所で）。高齢者を受け入れてくれ

184 る施設の充実。
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なぜ、中之条町のバイパスは栄えないのですか？私を含め主婦達は、原町のバイパス方面へ買い物に
185 行きます。中之条のバイパスはあんなに交通量が多いのにただ通り過ぎるだけではもったいないと思

います。是非、商業施設（各種チェーン店）の誘致を！！よろしくお願いします。
役場から出るとき視界が悪く出にくい。ミラーなどを設置してほしい。

186 やしてほしい。

ゆびきり

のオモチャを増

"つむじ"について、定期的なイベント、朝市、夜店などを企画し、多くの人が行きたくなるような場
187 所にしたい。それには町民が参加して育てていく盛り上がりが必要と思われる。個人的には下水道の
未整備地区に住んでおり早く整備してほしい。
耳鼻科が日赤しかなかったり、夜間診療（特に小児）が近くにないのは子育てしていて一番不安で心
188 配でもあります。もう少し医療体制が良ければなぁと思います。出産もこの辺では出来なくなってし

まい、益々少子化になってしまう気がします。

先日、ヤオコーへ行って感じたことです。買い物を済ませて外へ出たら駐車場に八王子ナンバーの軽
自動車が止まっていました。乗っていた人は一人が日本人女性、一人が黒人男性でした。こんな風景
189 からもヤオコーを照らした太陽光線のせいでホットしたものです。このことも住みよいまちづくりに
遠回しとなっても役立つよう願っています。
190 庭先でビニールごみ他を燃やす人が近所にいるのでくさくて困っています。
191 猿や熊や猪の駆除隊策

時々役場に行きますが、対応がとても親切です。やはり用事があっていくので声をかけていただくと
192 話しやすいですし、そういった方が増えてきていると思います。行政サービスではありませんが、そ
ういった雰囲気があります。
193 毎回の配布物（チラシ）が多い。回覧で間に合うようなものもあるので検討していただきたい。
194 年寄りに住みよい町、隣近所で助け合える町
195 町の中心の活気ある住みよいにぎやかな明るいところになってほしい。

○子供たちの挨拶、無線放送の活用について以前アンケートに記しましたが元気な挨拶や有線放送で
のお知らせが良く聞かれるようになりました。○この２〜３年急速な高齢化を感じます。80才以上
の沢山の元気な姿を拝見しますと中之条町の誇りと思います。しかし個人店舗等がなくなり買い物等
の不便を感じる人が多いようですそして中之条大学に出席したくても行けないとか不満も耳にしま
す。お年寄りが、誇りと共に閉じこもりもなく日常生活を充実できますよう行政のご努力をお願いい
196 たします。○農業についても高齢化は深刻です。この不況の時代に若者が農業に対する魅力を感じる
ようにしてほしい。田植え時や稲刈り時には都会との交流等のイベントを考え、お米の宣伝も兼ねれ
ばよいと思います・・「伊勢町のお米は大変美味しいです」○商店街の活性化もなかなか難しいよう
です。Ｂ級グルメとか何か一つインパクトのある物で宣伝効果が上がれば観光客で町も賑やかになる
のでしょうが日常の行政の努力に感謝しております。中之条町の益々の発展を祈念いたします。
因習にこだわっている風習がございます。心の交流がしやすい環境づくりが求められているかと思わ
197 れます。気軽に意見や気持ちで話し合える雰囲気がほしい物です。その気安さの中から多種多様な知

恵がいろいろな角度から色々な町民の方々から提案されるのではと思われるのですが。
１，温泉地と観光地、そして商店地との道路整備１，自転車道に付いて、六合より中之条（沢田）
198 等。１，ロマンチック街道整備
199 病院など足（車）が無くて困ります。83歳

回覧、町報等配布の際に、町道水路等をチェックを行い、区長に助言をできる用心掛けていただけれ

200 ばと思います。

201 車の運転ができない人や、高齢者のために公共交通機関をもっと充実するべきだと思う。

観光と地場産業の拡充がとても重要だと思っています。商店街は元気がなくなっています。その中で
「つむじ」は異様な存在になっています。「地域交流センター」というより、ビエンナーレ（芸術
家）交流センターと化している感が否めません。住民の貴重な税金を「つむじ」というコレクション
202 に投入しているのは…？まずいと思います（言い過ぎかも）。利用方法をもっと意見を聞いて運営方
法を改善しないと「本当にまずい」。あんなところ寄るつもりもないという意見が非常に多い。
税金使ってまでこんな意味のないアンケートはやるな。税金の無駄遣いはやめろ。役場の職員はアホ

203 ばかりだ。町長はえらそうにするな。（ボケ）

204 小学生以上の子供の医療費も無料券などを発行してもらいたい
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引っ越して来た時にできるなら、同じ班の方の家の場所と名前までわかるように教えていただけたら
と思います。私自身のことですが、家の周りの方にはあいさつをしましたが班の方全員にあいさつを
しなかったのが失礼だったのでしょうか。何度か引っ越しをしましたがその場所によって違うのだと
知りました。班の方には色々な行事でお会いした時にあいさつできると思っていましたので、実際に
お会いした時に「まだ知らない人がいるよ」とか「タオルでも持ってまわったら」とか言われまし
て、非常にいやな思いをしました。実際にしばらく回覧板に名前が無くて困りました。こちらの努力
も必要だと思っていますが、初めて住む場所の様子や公民館などの場所も全く知りませんでした。長
205 年住んでいる人と初めから同じようにはできません。わがままかも知れませんが、どうかわかってい
ただきたいです。できればこの町で少しでも長く住みたいと思いますし、少しでも馴染めるように頑
張りたいと思っています。何度か引っ越しをしましたが、こんなに困ったのは初めてです。これから
引っ越してこられる方には是非わかりやすくこの町のことを教えてください。誰にも相談できずに
困っている人がいることを少し知ってもらえたらと思い書かせていただきました。このようなアン
ケートが私のところに来たことで中之条町のことをもっと知ろうと思ういい機会になりました。
道の駅を国道沿いに出して、農産物を毎日朝市等でにぎやかにしてほしい。出品したい希望もある。
206 中之条は温泉施設の無料券の配布がないので配布して欲しい。小児科、産婦人科、脳神経外科等、い
ざというときに心配。安心して暮らせる病院の確保をお願いします。
・高齢化も少子化も止められず将来中之条がどんな町へ時代の流れと共に変化していくのか楽しみで
なく不安でたまりません。私達世代は高齢化で増え、子供達は地元で就業出来ず離れて暮らし、空店
舗対策より、空家や独居老人ばかりになるのでは…とも考えてしまいます。今は自分の家族の事で精
207 一杯生活していますが、町の住民として住みよい町づくり、活性化のために今が重要な時と思いま
す。
・中之条町住民でありますが、名久田、伊参はやはりおいてきぼり感を受けます。ゆびきり、つむじ
とか駅南公園とか…利用は不便。
208 町の将来に夢や希望のもてる町

・選挙の投票立会人は選挙毎に必ず交替させ同じ人に固定させない。各年代を選ぶこととし、新成人
も入れ選挙政治に関心を持たせていただきたい。
209 ・役場から住民への連絡が回覧板で回ることが多すぎ安易すぎる。大事な事項を確実に住民に知らせ
るのは役場の義務である。広報誌を充実して広報に必ず載せるようにしていただきたい。紙のムダ削
減にもなる。
高齢者の福祉医療は充実してきていると思うので、子どもに対する施設の充実、小、中、幼、保
・エアコンの設置(夏は暑くて大変と聞いています)
210 ・地デジ対応(テレビ、ビデオ(DVD))(地デジになることは早くくらわかっていたので、給きちんと予
算に入れておくべき)
子どもが入院できる医療施設の充実、産科、婦人科医の確保。
211 赤坂の観音の湯を銭湯にしてもらったら、老人は歓ぶと思ひます。

子宮頸癌の予防接種の推進。費用の補助をしていただけるとありがたいと思います。(女子が早い時期
に実施できるよう・・・)
子どもの医療費無料化は、中3までの子どもが居る家庭にとって大変ありがたいと思います。さら
212 に、東吾妻町のように、医療機関での直接の支払いがなくてすむようになると、もって良いなあと思
います。
住みよう町づくりのために、すでに色々な取り組みをしていただいていると思います。今後も期待い
たします。よろしくお願いします。
・町の行政サービスについて
土日でも受付けてくれる窓口を増やしていただくと助かります。
213 ・"つむじ"はとても良い雰囲気ですが、中の様子は入るまでわかりません。一度写真入りの広告を入
れてもらいたいなと思います。お金はかかってしまいますけど。
以前、町内の音響をしましたが、あまりにも理解が無く(機材等)、正直これならやらない方が良いの
では? と思いました。イベントをやるのであれば、必要機材の購入は必要です。理解が無いのであれ
214 ば、無理して行う必要は無いと思います。外注見積してみると良いのかも。偏った意見で申し訳あり
ません。
つむじが出来た事により近くのお店が閉店になったと聞きました。町民でなく町長が満足するだけの
215 町づくりは止めてほしいです。税金のムダ使いは止めてほしいです。つむじは本当に必要でしたか?
中之条高校の前のスクランブル交差点は不要。車に乗っていると待たされてイライラする。朝と夕方

216 のために1日中あの信号はおかしい。
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少子化対策ばかりを重要視しないで、いままで国や町をささえてきた高齢者に対してこそ安心してで
217 きる生活を対応することが大事ではないですか。子供を持つ家庭ばかりが優遇されている気がしま

す。

町長さん始め、職員の方々が一生懸命に住みよい町づくりに取り組んで下さっている事に、満足して
おります。住民一人一人のふるさとを思う気持ちが大事ではないでしょうか。皆が健康で笑って暮ら
せる様な町になる事を望みます。中之条町に何か良い特産物が出来る事を願っているのですが・・・
誰からも愛されるマスコットなどがあったらいいなとも考えます。
218 最近、地域でさろんが開催され、保健婦さんが月一回公民館に来て下さっていますが、非常に良い事
だと思います。町の職員の方はとっつきにくかった面がありますが、お互いに何回も会うと、段々に
親しみを覚え、距離が縮まって行く気がします。住民同志の交流がもって進んで行く事を願います。
高齢化が加速する現状にどう対処すべきか等を考えてしまいます。幸い中之条町は若い町長さんが先
頭に立たれて指揮を執られ職員の皆さんも仕事熱心なので希望がもてます。老人の独りとして将来を
219 考えたとき、特に買い物や交通手段に不安を感じていますが元気なまちづくりに尽力して下さる皆様
に感謝し来たいしております、色々とお世話になりありがとうございます
若者が中之条町に家を建てたい、中之条町で子育てをしたいと思える様なまちづくりに期待します。
仕事の関係（雇用環境の悪さ） や 買い物
は町外で （商業が元気がない）という若いひとが多い気がします

220 「中之条」は大好きだけど住みやすいけど…しかし、

若者が働くところが無い。そのために地元を離れて町外に行ってしまう。仕方のないことだと思う。

221 駅南をもっと活性化していただきたい。

222 町長の見直し。温泉施設の利用時間、利用料金の見直し

医療施設、診療科の充実を希望します。小さな子供をかかえる我が家にとっては小児科の時間外の診
療や入院などの場合町内、郡内では対応できず前橋まで行かなければならず大変なおもいをしまし
た。小児のインフルエンザの予防接種や子宮癌の予防接種の助成を少額でも助成金を出していただけ
223 たら有り難いと思います。高齢者介護のことでショートステイが利用したいときに出来ないと困るの
で施設の充実を希望します。なかなかいっぱいで急な対応はほとんど無理で前もって予約しないと利
用できないとききます
コンビニ感覚で医療機関を利用する人が多いような気がします。子供の医療費無料化は賛成ですが小
さなこどもを持つ親に教育（？）情報提供をして頂けるといいかと。医療機関においてある冊子はす
224 ごくいいと思います！！ご老人の運転が怖いです。車を使わなければならない状況あると思いますが
バスを使えるような環境に。例えば午前中は各病院をとおるとか、買い物をしやすいバス路線にする
など。ビエンナーレこれからも続けてほしいです！！
ビエンナーレ、つむじ、私達７０才以上の高齢者にはあまり関係ありません。中之条駅をきれいにし
ても駅南に通じる道路をつくってもっと伊勢町を発展させないと伊勢町も中之条町もダメになってし
225 まうとおもう。道路も整備しても人がいません。今の内に何とかしないと町が終わってしまいます？
街灯が少なくあっても薄暗く夜歩くのは大変危険を感じます。そして歩道が無くしかも道幅が狭い。
226 大人でも怖さを感じるので小中学生の下校に不安です。街灯の充実と歩道の確保を早急にのぞみます
子供のことで相談に行った際「福祉は金がかかる」とか「予算の都合で」とかで保育所の入所が断ら
れ行き場を失いました。群馬県内の事例を調査し「事例が無いから」と最終的に突き放されました。
事例がないなら事例を作ればいいのでは？と思います。予算がないのならムダな事にお金を使わない
227 で老人福祉だけでなく子供の福祉にも注いで欲しいです。何のための子供未来課でしょうか？「子供
の遊び場確保」とかそんなことだけでなく体の不自由な子供達の事にも取り組んでほしいです。
228 老人会に無理に入らなくても良いようにしてもらえたら幸いです

メインストリート地区だけでなく中心から離れている地域にも同様に便利で行政の行き届いたまちづ
くりを望みます
中之条町は非常に住みやすい町だと思います。ただ、空き店舗対策、後継者の問題などはこれから重
230
要な課題となると思います。元気で活気のある町になるよう期待しています
子供医療の無料化は有り難いのですが他の町村と同様にピンクのカードを発行していただきたい。毎
231 日忙しくしていると支所に行って手続きするのも大変なのです。
229

232

道路整備工事をする時には四万地区は冬場は雪が降り道路が凍結するので春夏秋に実行してください
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どこの町もシャッターのしまった町があります。その町並みを見るだけでさびれていると感じます。
シャッターのしまつた店をふつうのみんかのようにドア、マドをつけたほうが見た目がよいと思う町
233 なみをととのえたら。温泉がうりだしなので物産品を考えたらどうですか。民生委員の人材が長くし
ている人がいすぎます、この人がと思うひとがたくさんいます。すこしかえてみたらいいのでは
234 雪が降り積もると車が出られず会社を遅刻欠席することになるので除雪を朝のうちにしてほしい
235 きちんとした行政の行われている町と思います一生をあずけられる町です。

すでに小型店舗の時代ではありません。東吾妻町には大型店舗が有り、人の流れが東吾妻町に流れて
236 しまい、結果、中之条町全体に活気が無くなってしまっています。大型店舗の公地、工場の公地で、
中之条町への人の流れを作らなければ町がどんどん衰退します。
子供たちが安心して遊ぶことのできる場所、行けば誰かが遊んでいて、みんなで遊べるような場所が

237 あるといいと思う。

238 夜町内を歩いてみたら（９・１０月頃）蛾の発生におどろきました。対策をお願いします。

このところ言葉の表現だけが１人歩きしている感じが多々感じられます。うわべだけでなく内容をと

239 もなったものにすてもらいたい。

新聞でもしりましたが実際戸籍謄本を取って手書きなのにはビックリでした、他市町村のも取ったの
ですが３ヵ所とも手書きではありませんでした。これからのつむじはどのように運営されて行くので
240 しょうか？町民参加になるのですか？ビエンナーレの人達が中心だとか？一度行ったら２回目は行き
たくないと言う声が多いですがいかがなものでしょうか？１０月２８日の県民の日につむじが閉館で
公共の所が休館の日でも開けておくべきだったと思いました。
つむじに一度寄ってみましたがまた来たいなーと思える場所ではありませんでした。どんな人々が
ターゲットなのでしょうか？道の駅も同じです、道の駅ってもっと車で寄り易い場所にあるものでは
241 ないでしょうか一考ありとおもいますが・・・大勢の人々にきていただくには温泉やビエンナーレだ
けでは心細い気がします。今の時代ますます大変と思われますが年を重ねた私共も安心して生きてい
られる中之条であり、そんな時代であってほしいと願っています。
高齢者社会への対応を望む、つむじに付いても駐車スペースが少なく行ってみようと思わないし、常
に人が見あたらない、取り壊して駐車場お祭り広場にして置いた方が良い老人が車を止めやすい様に
242 今後維持するのも町税の負担に成ると思う。景観よりも高齢者に対して住み良い対応が先だと思う。
商店がもっと活気が出るようになってほしい。つむじにお金をかけるのではなく駅前から一つ一つの
店へお金をかけて人が沢山訪れる町になってほしい。藤五の場所を何とかきれいにしてもらいたい。
243
１つ１つのお店が町づくりに繋がるので大きな施設を作るのではなく、今あるものをきれいにして尚
かつ、町民税など大切に使ってもらいたい。
リサイクルごみの分別と日付がとても遠く、老いた人がその場所まで痛い足を引きずりながら気の毒
244 に感じます。特例はないのでしょうか。ましてや重いもの（ビン）など。つむじの運営は町のマイナ
スになっていませんか？あの人の入り方を見ているともったいない。
245

中之条の町をどういう町にしたいのかハッキリした目標を知らせる努力をお願いしたいと思います。

駅南ばかりに公園を作らずにもっといろいろなところに作って欲しい。大人が安心して仕事が出来る
ように児童の放課後を各学校で学童保育をしてほしい。（個人の運営している学童ではその特色が強
すぎる。キリスト教とか）障害者にやさしい町づくり。（保育所に看護師を配置）町営住宅を増やす
246 （名久田、伊参、沢田地区にも）楽しく暮らせるように大規模な公園（嵩山は小さすぎる。池があっ
たり噴水があったり）ゴミ処理場の近くに伊勢崎市にあるカリビアンビーチのような若い人達が年中
楽しめる場所を作って欲しい。中之条町には遊べる場所が少ないので休日になると遠くまで出かけな
ければならない。入内島町長様よろしくお願いします。
買い物をするスーパーがヤオコーしかないのはどうかと思う。原町に買い物に行くしかない。原町に

247 行く道路が不便

雪が降ると特に中之条商店街の除雪が良くない。国道でも中之条の中央を走る他県の車（人）に恥ず
248 かしいと思う。商店街の人は道路にユキを投げて道はデコボコで危ない。脇道では個人で多くの人が
考えながら人、車に気遣っている。
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我が家でもそうですが家から仕事に通えるところに就職したくてもほとんど求人がありません。仕方
なく町外へ出て行く人も沢山いると思います。ビエンナーレでなかのじょうに来た人達を町の臨時職
員に採用するのもいいと思いますが、現在住んでいる町民にも目を向けてもらいたいです。結局は人
249 口減少になり町の活気が益々なくなります。限りある財源を有効に使ってほしいと切に願います。私
達は収入が落ち込んでも税金は納め、子どもを学校に通わせ節約して我慢して生活しています。私の
周りの友達も同じ気持ちです。
高齢者の町＝中之条町 を目指しているのでしょうか？子どもを産むところもなければ夜間に子ども
を診てくれる病院もない。吾妻にはまともな病院が一つもありません。個人病院は早くし待ってしま
250 うし。子どもから高齢者まで安心して暮らせる町にして下さい。このままだと若い人は街の方へと皆
出て行ってしまいます。若い人が残らなければ活気あるまちづくりなんて出来るわけがないと思う。
せっかく「つむじ」が出来たのだから「つむじ」だけではなく、その周辺のお店も頑張ってほしい。

251 街並みが古い。つまらない町に見える。

252 「つむじ」に食堂ではなく河内屋さんや吉田屋さんのような店を増やしてもらいたい。

アンケート実施はよいと思うのですが、これを集計していただいて是非住みよいまちづくりにつなげ

253 てほしいと思います。アンケートをしただけでは意味ないので。

総合グランドの証明についてお願い。夜運動に行きますが、野球場の照明がついている時は明るいで
すが、使用していないときは暗くさみしいです。あのような良い場所があるので、是非、夜間使用で
きるようお願いします。最近健康に気遣いいろいろな人達が使っています。是非、トイレ側にあかり
をお願いします。あの場所は野球場が使用されていないと真っ暗で歩きづらいです。「つむじ」の通
りを何回も通りますが、土日は人がいますが後は人がいません。どうしてでしょうか？町内の人は感
心がないからです。土日でもよいから人を集めることを考えたらどうですか。例えばいろいろなサー
クルがあり、それを援助する場所として参加したいグループは「つむじ」で申し込み広報に載せると
254 か。あのような立派な建物を造ったのだから町ももっと考えるべき出はないでしょうか。近藤公園の
コーヒーショップは老人の方に聞いたら毎日行ってる方は家にいるより大変楽しいとのことです。
もっとみんな遠くに住んでいる人達が交流の場として来られたらよいのでは。ただ交通の手段が…提
案です。今、健康について中高年の方々は関心があり、いろいろスポーツをしているか違います。ボ
ランティアでスポーツインストラクターの方々に週１回でもあのグランドに来て講習（あまりしっか
りしたものでなく遊び程度）をしていただければ、夜の時間も楽しくなるのではないでしょうか。
町内どこに住んでいても食料品の買い物と医院は歩いていける（特に高齢者になっても）また、健康
255 のために歩ける場所がほしい。町内外の人が、昔は中之条町では何でも買えて間に合ったが、今は原

町へ行かないとダメと言っている人の声が多い。
消防団員減少に心配。私達今の世代には恵まれていてありがたいこと、感謝します。これからも住み
256 よい町になること願っています。
今後、町の活性化としてバイパス沿線とヤオコーの左右の空き地等に早急に商業施設を作って下さ
い。（例としてユニクロ・カワチ・すき家ドライブスルーなど渋川方面への流出防ぐ）やはり若者が
257 休日に町内で過ごせるように場を作ることです。また、役場と「つむじ」の周辺にコンビニ等を配置
できないものでしょうか。道路事情として中之条駅前交差点・伊勢町下信号交差点共に渋川方面に右
折車線を設けて下さい。（応急的に信号に右折矢印を付けるのでもどうでしょうか。）
人が集まるまちづくり、人が集まれば雇用も増える。交通量は増えているのだから、もう少し足を止

258 めて行くようなものを…

河川敷に立派なドッグランがで来たがあまり利用されていないようだ。グランドの練習場に手を加え
ると聞きましたが、３面の内１面だけでも芝にしてもらえないでしょうか。大きな大会（郡、県、全
259 国）ともなれば全面芝です。これから手を加えるのに他の場所に比べて遅れていると思います。冬期
練習も霜ぬかりを防げて老人がこたつに入っているよりは健康維持のためにもよいと思うのですが。
ビエンナーレ、道の駅、つむじ等の町民の声が町長には届いているのでしょうか？不満の声の方が多

260 いように思うのですが。

261 町民運動会の中止（廃止）。町職員の廃止
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