
米原市民意識調査　10～40歳代自由記述まとめ

1 高齢者福祉 10歳代
介護しやすい市にして欲しい（福祉用具や高齢者に役立つような物の補助な
ど）。子供ばかりでなく、高齢者にも目を向けて欲しい。

2 コロナ対策 20歳代 コロナ対策の実感全くない 。

3 子育て 20歳代
医療費免除など子育て世代に対する政策に感謝しています。また、すくすく相
談や支援センターの職員の方がいつも丁寧に対応して下さるのも心強いです。

4
産業
経済

都市
基盤

商業施設
子育て

20歳代

周りで待機児童になっている人が多く、非常に問題であると感じる。住宅ロー
ンを利用している人に対する市の制度が弱すぎて、不快。商業施設が少ないた
め、人と流出は避けられないと早く気付くべき。もっと若者が住みやすい町造
りを意識し、市独自の制度を拡大していくべきと感じる。除雪機能については
満足しているので、引き続きお願いします。

5
環境
防災

産業
経済

都市
基盤

子育て
商業施設
公園

20歳代
子育て世代をもっと支援してほしい。商業施設などがないので増やして欲し
い。米原駅周辺を都市化してほしい。税金が高い。大きい公園がなく子どもを
遊ばせるのに長浜か彦根まで行かないと行けないので作って欲しい。

6 30歳代 早くワクチンを打ちたいので、システムの整備よろしくお願いします。

7
都市
基盤

病院
商業施設

30歳代 近隣に病院がなく不便。車がないと移動ができない。スーパーや薬局も遠い。

8 子育て 30歳代
他市に住む友人から、子供の医療費がかからないことはうらやましいと言われ
るので、続けていってほしいです。

9 高齢者福祉 30歳代 認知症のある人や、その家族に優しいまちになって欲しい。

10
都市
基盤

商業施設 30歳代
東京から移住して２年経ちます。子育て支援に大変お世話になっており、これ
からも住みたいと思っています。米原駅前が商業施設等でもっと賑わえば遠方
からの友人も呼びやすいなと思います。

11
都市
基盤

子育
て病院

30歳代

治安が悪くなく、静かな市。夜歩いていると人が少なく怖い。交通の便は電車
はあるけど、スーパーもあるけど、病院がない。和食の食堂とか、パン屋（学
生が買えそうな額）とか、道の駅みたいに米原の生産品・名物・野菜を売れ
ば、ここに行こうと思える人も増えそう。米原市は住むのには良い所のような
気はします。子育てに対する支援も、他の市よりすごいなと思います。

12
環境
防災

子育て
公園

30歳代
こども園、保育園の受け入れ人数を増やして欲しい。米原市内に子供が遊べる
施設を充実させて欲しい。

13
環境
防災

子育て
公園

30歳代

各地で新型コロナウイルス感染症拡大防止対策が実行されている中で、米原市
でも市民に対して政策と対応をして下さっていると思います。その中で平等の
観点から、一世帯に対してマスクや手の消毒液などの配布クーポンを政策の一
つとして取り上げていただきたいと思います。次に日々の生活の中で地域放送
についてですが、メロディーは聞き取れるのですが案内放送されている内容が
聞き取りにくいと感じます。放送内容は市のホームページでも確認する事はで
きるのでしょうか。そして、人口減少の取り組みについてですが、現在子ども
がほしくて授かりにくい社会的要因や晩婚化の背景があるように思います。不
妊治療は治療費が高いために諦めている人もいると思います。隣の彦根市のよ
うに軽度の治療からでも助成金制度があると良いと思います。最後に米原市に
新設される公園ですが、子どもから大人まで五感で楽しみ安らげる空間であ
り、色とりどりの四季を感じられるような素敵な公共スペースになる事を望ん
でいます。また、その公園で米原市のシンボルであるホタルが観賞できれば嬉
しく思います。

14 子育て 30歳代

子育てがしやすい制度(支援内容)にしてほしい。アンケートが難しく、市民の
意見がこのアンケートで反映されるのか個人的には不思議に思います。具体的
にどうしたいのかを市民に聞くようなアンケートにした方が、市民の声をダイ
レクトに聞けると思います。

年代 自由意見分類章（政策）

1
福祉

参考資料３

件数 件数

1 28 1 6

2 14 2 4

3 13 3 4

4 12 4 4

5 10 5 2子育て支援

不満・要望が多いもの 満足しているもの

住みやすさ

子育て

自然

人、給食

歴史、交通の利便性

米原駅周辺・米原駅東口まちづくり

道路環境・道路整備（歩道含む）

商業・娯楽施設

公園整備



年代 自由意見分類章（政策）

15
教育
人権

環境
防災

都市
基盤

東口
企業誘致
公園
商業施設

30歳代

駅前の有意義な再開発、飲食店や企業の誘致、働く場所の拡大、子供の習い事
の充実、市民公園の建設、室内型大型遊具施設の建設、米原駅前の空き地の新
規駐車場建設の規制、通学路でもある米原駅東西地下通路を明るく安心して使
える工事、子供も大人も一緒に楽しく健康的に過ごせる場所の提供→市民公
園。

16 子育て 30歳代
コロナが拡大してきている中、昨年度は赤ちゃん応援特別給付金が施策として
ありましたが、なぜ今年度は支援がないのですか。

17
公園
子育て

30歳代

・ネットで紹介されるような楽しい公園がほしい。米原は福井、三重、京都、
岐阜などの公園にも行きやすく、コロナ以前はネットで調べて魅力的な公園に
わざわざ行っていた。ついでに道の駅に寄るなどプチ旅行を楽しんでいた。今
はコロナで遠くに行けないが、今後他の県にあるような、長い滑り台や、大き
な遊具、水遊びができる場所、思いっきり遊べる芝生など、子供だけでなく大
人もウォーキングできるような場所があると、子育て世代は特にそれを目当て
にきてくれるのではないかと思う。ちなみにグリーンパーク山東は大きい遊具
があって遊べるけれど、県外からのキャンプ場利用者が多く、市内の人が遊び
に行きにくい。・保育施設を増やしてほしい。近江地区に住んでいる人で、待
機児童になっている人が何人かいます。山東や伊吹なら入れるようなことを言
われたそうですが、兄弟別々になったり、遠かったりと現実難しく諦めたそう
です。働きたいけど、まずは預ける場所がないと求職活動もできないです。近
江地区は団地ができてきて子供も増えてる為、こちらの人が通えやすい場所を
増やしてほしいです。

18
自然
歴史文化

40歳代

新型コロナウイルス対応を県と協力して少しでも全市民に行き渡るようにして
下さい。全国でも評価されている自治体があります。滋賀県は本当に自然環
境、歴史遺産など県民の私にとっても自慢できます。そういった観点でも福祉
に力を入れていただき、健康長寿県No1を継続していただければと考えます。
宜しくお願い致します。

19
都市
基盤

公共交通 40歳代
・おむつ袋の無料配布がなくなり残念。・どこへ行くにも常に送迎が必要で不
便。・駅や病院、スーパーなどを巡回するバスを運行してほしい。

20
教育
人権

教育
病院

40歳代

私は専業主婦で小学校に通う子がいます。他府県から来ましたが、小学校での
学力が全体的に低く、低い子に合わせて授業が行なわれています。もっと出来
る子を伸ばす授業として、学力別で勉強する時間を作って欲しいです。伸びる
子も伸びないと思います。教育に力を入れて米原の未来を背負う子を地域で育
てるべきだと思います。地方で生まれてそのまま地元で起業して、住み続ける
事が米原の活性化に一番役立つと思います。コロナこそ米原のチャンスだと思
います。もっと教育に力を入れて欲しいです。あと、大きな病院、高級老人
ホーム建設などが必要だと思います。

21
環境
防災

都市
基盤

都市
経営

道路
自然保護

40歳代

高齢者が増えていく昨今、健康作りの重要性を特に感じます。日頃から歩く、
自転車など運動を取り入れている方が多いと思いますが、道路状況が危険なと
ころが目につきます。普段の買い物で行く所（フタバヤ、バロー、ユヲカ、ス
ギ近辺）へのアクセスについて、自転車が安全に通れるようにしてほしいです
（8号線近く）。天の川沿いを歩くことで自然を眺めながら気持ち良くなりま
すし、天の川のサイドに遊歩道があれば、素敵だと思います。憩いのベンチ
etc.あれば、なお良いかと。建築物（建物）もそれほど予算をかけなくてもよ
いのでは？と思う施設もあるように感じます。自然整備の方にもう少し比重を
かけていただけたらと願っています。除草作業も高齢者負担のため、市の方で
業者に委託するなど検討をお願いします。

22
都市
基盤

高齢者福祉 40歳代

自動車がないと生活できない地域だと思う。高齢で独居になった時、生活して
いけなくなる不安はある。市を退職された元気な高齢者などが、在宅職員とし
て悩み相談や単発の一時支援（買い物や通院など）を身近なところで行ってい
ただければ、地域コミュニティが希薄になりつつある地域でも安心して生活で
きるかも。

23 子育て 40歳代
保育料が高くなっても連絡が無かったり、所得が多いと利用することができな
かったり、平等に利用できるようにしてもらいたいです。

24
人
子育て

30歳代

結婚して米原市に来たが、出会う人皆がいい人たちで恵まれていると感じてい
る。コロナ禍で話をする機会が減ったものの、それぞれ頑張っておられること
と思います。子供たちも小学校、こども園の先生方によくしてもらい、伸び伸
びと育っています。出会う人皆に感謝していきたいです。

25
環境
防災

都市
基盤

道路（通学路）
東口

30歳代

東口に住んでいます。通学路で利用する線路下のトンネルが汚く、暗く、電車
がむき出し、水がたまる。こんなひどい所が通学路なんてありえない。西園寺
や岩脇など、自転車が通れる道を作って欲しい。東口に徒歩もしくは自転車で
行ける遊具のある公園を早急に作って欲しい。東口に商業施設（ドラッグ、
スーパー、レストラン等）を希望。他府県から家族で来ました。より良いまち
づくりをお願いします。

26
教育
給食

30歳代
全ての学校に通級を取り入れるべき、かつ教師の増員。給食がおいしい。絶対
に削減対象にしないでほしい。ずっとここまでいてほしい。

1
福祉

2
教育
人権



年代 自由意見分類章（政策）

27 観光 40歳代
歴史など、市の資源（城跡、戦場地）をもっと整備して観光地へと。歴史ある
地を有効活用して欲しい。

28 教育 40歳代
これからの子供のために勉強の強化。学校だけでは勉強についていけない子
や、お金の問題で塾などへ通えない子供への支援。市が作る無料の塾など、
もっと手厚くするべき。学力の差はかなり激しい。

29 子育て 40歳代
米原小学区なのに、米原認定保育園に通えない状況をどうにかできないもので
しょうか。

30
都市
基盤

米原駅周辺
公共交通
教育

40歳代

折角の交通の要衝であるにも関わらず、集客できるものが何も無さ過ぎて残念
（特に米原駅周辺）。車を運転できるうちは良いが、車がなければ生活しにく
い地域だと感じます。小、中学生の子供がいますが、先生の質がどんどん悪く
なっているように思います。「良い先生だな」と思う人はすぐ転任され、新し
く着任される先生はとても頼りない人が多いです。

31 40歳代
近江学びあいステーションのグラウンドにネットを立ててください。野球の
ボールがグランド外に出てあぶない。

32
環境
防災

都市
基盤

防災
教育
東口

40歳代

屋外スピーカーが全く聞き取れない。小学校はなぜ近い方に行けないのか。道
によって交通量が多く、危ない道がある。右折レーンが必要な道もある。駅前
の活性化には商業施設が必要。バリアフリーな歩道の整備。新庁舎への出入り
が難しそう。

33
都市
基盤

米原駅周辺
運動施設

40歳代
米原駅周辺の商業施設の拡充。小学校の人数を平均にする（特に、旧近江町地
域）。運動（野球やサッカー）が出来る場所が少ない。

34
子育て支援
コロナ対策

40歳代

クーポンが使える店が少なく、１回に500円しか使えず全く意味がなかった。
誰のための支援か意味が分からない。収入が減少した世帯がほとんどなのだか
ら、市として世帯全部に支援すべき。奨学支援金も若者や子供を増やしたいな
ら、手厚い支援を。大人になっても帰って来ようと思われる行政をを行うべき
である。

35 防災 10歳代
市の防災のことや情報などを、各字ごとに設置しているスピーカーの流す際の
時間をずらしてほしい。ほかの字と混ざってしまって、何言ってるか分からな
い時があります。

36
都市
基盤

歩道
公園
公共交通

20歳代
・歩道をもっと整備してほしい。・乳幼児が遊べる場所をもっとつくってほし
い。・まいちゃん号又はバスで長浜病院に行けるようにしてほしい。

37
都市
基盤

山林
通信環境

30歳代
管理出来てない山の整備を、市や区が管理出来るような制度を儲けてほしい。
市が率先して、電波状況(ネット環境)の改善に取り組めば、リモートで仕事も
出来るので、人口も増えると思う(減らないと思う)。

38 公園 30歳代 子供が楽しめる遊具のある広い公園。

39
産業
経済

都市
基盤

公園
東口

30歳代

・大原学区には子供が遊べる公園が少ないし、あっても内容がショボいので、
そんなレベルなら作らない方がマシというところがたくさんある。もっと有意
義な公園を作ってください。・米原駅前開発が遅れすぎていて、また内容も当
初の計画よりショボくなっており、住民の期待を裏切っている感じがする。・
大原学区は飲食店が少なすぎる。もう少し飲食産業を活性化させてほしい。ど
うしてもお金が長浜市に流れてしまうので。

40 公園 30歳代
少子化の中、公園作りは難しいかもしれないけど、少なすぎて遊ぶ所がないの
も困ります。ブランコだけ、滑り台だけでもいいので少しずつ増やしていって
ほしいです。

41
都市
基盤

道路 30歳代
街はゴミが少なく、きれいである。道路について、南北の行き来はしやすい
が、東西の行き来がしにくいと感じる。

42
都市
基盤

道路（歩道）
情報発信
防災

30歳代

まだ市民になって浅いですが、現時点で地域住民と全く接することがない。自
治会もないため、周りに対する不満を挙げる機会もない。街灯が少ない。歩道
がガタガタで危ない。新しい庁舎が立地的に行きづらくなった。情報があまり
入ってこない。スピーカーが近くにないので、防災情報が全く聞こえない。

43 防災 30歳代
屋外スピーカーによるお知らせが全然聞こえません。クマの出現や災害時な
ど、確実に聞こえるように各家に欲しいです。

44 公園 30歳代

近くに広い公園がないので作っていただきたいです。ゆっくりできる公園がい
いです。小さい公園もあれば嬉しいです。ところどころにありますが、車が止
められない、歩いていけないなど、不便なことがあります。早急にお願いした
いです。

45 公園 30歳代

駐車場が十分あり、芝生で走り回れる公園が欲しい（長浜ドーム前のような
所）。山東伊吹は自然が多いので守りつつ、特性を活かして活性化させて欲し
い（自然スポーツ、自然食、オーガニック、空家活用など）。緑豊かであって
欲しい。

3
環境
防災

2
教育
人権



年代 自由意見分類章（政策）

46 30歳代 深夜の暴走バイクがうるさい時があるので何とかしてください。

47
都市
基盤

道路
不法投棄

40歳代
中山道沿いのごみのポイ捨てが多く困っています。また、台風の後などに、樹
木が倒れたまま放置されています。道路の日常的な管理を徹底して欲しいで
す。

48 不法投棄 40歳代
資源ごみの回収について、いつでも時間の都合が良いときに持っていけるよう
な施設があるといいです。道路や水路にペットボトルやゴミが落ちています。
自然豊かな地域なのにゴミの多さが残念です。

49 防災 40歳代
お知らせなどが放送されているが、何を言ってるのか家の中にいると全くわか
らない。以前の有線の方がよかったです。

50
産業
経済

自然 40歳代 自然環境が美しく、買い物が便利な町づくりになったら嬉しいです。

51 防災 40歳代

大きな災害等で自治会館（公民館）を一時的に利用する場合もあると思う。し
かし、耐震に問題があると思う。早急に調査し改善が必要であれば、補助金を
活用し安心して避難、待機するべきである。今後は防災に強い町づくりが必要
だ！。

52 不法投棄 40歳代 田んぼや人通りの少ない場所へのポイ捨てが多い。

53 公園 40歳代
・大きな公園があればいいと思う。アスレチックなどがあり、健康づくりにも
良いし、子供も大人も楽しめると思う。・市の山間部のコンパクト化。

54 企業誘致 10歳代
就職したいと思えるようなIT関連の企業等が米原市にあれば、大学卒業後も米
原市に定住すると思います。

55
都市
基盤

商業施設 30歳代

米原や近江地域はお店が充実している。山東、伊吹地域においてはお店が少な
い（ドラックストアやスーパーetc.）ので、本屋や飲食店などもっと増えると
今よりも買い物などが楽になってくるのかなと思います。それに加え、セルフ
のガソリンスタンドもあれば有り難いです。その反面、このコロナの中、奥伊
吹で色々な催しを時々行っている様ですが、催しを行うにも度を考えて頂きた
いです。大久保や板並の道が渋滞して、家路につけないという声をよく聞いた
りします。

56
都市
基盤

米原駅周辺
病院
公共交通
企業誘致

30歳代

・米原駅周辺に図書館や大型施設といった人が集まれるような施設を作っても
らいたい。・大きな病院が必要。現状では市外にしかない。・バスの本数が少
なく、ルートによっては勤務先も限られてしまう。・企業誘致を行い、空地を
活用し米原市を活性化してほしい。

57
商業施設
企業誘致

30歳代

高速道路、駅（新幹線）と利便性が良いのに、人が集まるものがなく、長浜
市・彦根市と比べると市民税が低いだけの居住のみの地域になっている。商業
施設・娯楽施設も無いに等しい。平日でも市外に出向き費やす人が多く、生活
での利便性は悪いと思います。商業・娯楽施設、企業誘致の強化によって雇用
の増加、企業のチャンス、人口増加になり、米原市の更なる発展に繋がると思
います。大津市より発展しても良いのでは。

58
都市
基盤

高齢者福祉
公共交通

40歳代
交通手段のないお年寄りが多く、近くに店もない地区への移動販売があると良
いと思う（バスで食料品が買えるような）。お年寄りにとって分かりやすく簡
単な公共交通手段を。

59 商業施設 40歳代
山東地区に住んでいます。近くにフレンドマートスーパーしかないので、バ
ローとか増やしてほしい。チェーン店のご飯屋さんとかも近くにほしい。

60
都市
経営

雇用 40歳代
人が冷たい。市内で用事が済むようにしてほしい。物価が高いので、より安く
してほしい。都会から米原市に戻ってきた人への仕事をつくってほしい。

61
都市
基盤

商業施設
公共交通

40歳代
・服を買いに行く店がなさすぎなのでモールみたいなのができてほしい。映画
館もほしい。・車に乗れない人の為にバスの運行時間を増やしてほしい。通勤
通学の朝夕を特に増やしてほしい。親が駅までの送迎が大変。

62
企業誘致
空家

40歳代
働く所が少なく市外の企業に勤め、通勤の為市を出ざるを得なかった。この数
年で空き家が増え、子供が減ったように感じる。

63 雇用 40歳代 雇用が増えるといいと思います。

64
自然
企業誘致
雇用

40歳代

他県から仕事でこちらに来て10年以上、自然豊かでごみごみしていない土地で
す。家を購入しやすく、駅や高速も近い。若い方が少ない。今後の財政は農地
はもちろんですが、企業などももっと入りやすくしていかないと環境や高齢の
方など守っていかれないのではと思ってしまいます。働く場があれば、人の出
入りもあり、米原のよさも分ってきて、財源の確保など出来てくるのではない
でしょうか。

65
都市
基盤

米原駅周辺
観光

40歳代
米原駅前の活性化を望みます。米原駅以外（頼らない）の市のポテンシャルを
生かす観光政策の工夫を望みます。

66 観光 40歳代
米原市はロケ地（映画やTV等）誘致を積極的に行うことで、その場所が映った
TVを見た人が観光に行きたくなる。隣の市は誘致を積極的に行っている。

4
産業経済

3
環境
防災



年代 自由意見分類章（政策）

67 住みやすさ 10歳代 住みやすい環境なので不満が全然ないです。

68 公共交通 20歳代 交通手段を増やしてほしい。 空港を作ってほしい。

69 道路 20歳代
年末に支出調整のために道路の工事をするのはやめてほしい。近江長岡駅まで
の道が狭いのをなんとかしてほしい。

70
商業施設
米原駅周辺

20歳代

米原駅(または周辺)に気軽に行けるようなファミレス、ファストフード店が無
い為、観光客が新幹線を待つ時間を持て余している光景をよく見る。また、お
土産を買う施設が米原駅周辺に無いので、あると盛り上がるのではと思う。

71
住みやすさ
商業施設

20歳代

住みやすい町だと思うが何も無さすぎる。買物とかも隣の長浜市や岐阜県に行
きこともある。市内で完結できるくらい色々と若者にも目を向けてもらいつつ
町づくりして頂きたい。新幹線の止まる県内唯一の町なのにもったい無さす
ぎ。もっと賑やかなワクワクする米原市にしてもらいたいです。コロナ渦後が
ある意味チャンスととらえてもらい、他の市町村や他県に負けない米原市にお
願いします。

72
米原駅周辺
娯楽施設

20歳代

米原駅周辺の飲食店が少なかったりして、あまり立ち寄る人がないように感じ
る。スポーツが楽しめるような場所があると良いと思う（野球場やサッカー
場、ゴルフの打ちっぱなしなど）。娯楽施設が１つや２つあると良いと思う
（カラオケ、ビリヤード、ボーリングができる場所など）。

73 米原駅周辺 20歳代 米原駅周辺の開発をもっとすべき。

74 米原駅周辺 20歳代 駅前をもっと発展させて欲しい。

75
米原駅周辺
坂田駅改修
給食

20歳代

・米原駅周辺の飲食店などを増やしてほしい。・坂田駅は虫が多く、屋根がな
いので雨に漏れてしまう。また、改札がひとつしかないので、ラッシュの時に
混雑する。・米原の給食はおいしい。・米原市も花火大会をしてほしい。

76
住みやすさ
自然

30歳代
2年前に長浜市から山東町の方に引っ越してきましたが、大変住みやすい町だ
と思います。自然豊かで子どもがのびのび成長できる環境が整っていると思い
ます。

77 米原駅周辺 30歳代
移住してきて魅力があると感じた事はないです。米原駅周辺も新幹線があるの
に淋しすぎるし、JRもバリアフリーになっていないし、住みづらい。アンケー
トの字が多すぎて読むだけで疲れるし、意味があるのか疑問。

78 道路 30歳代 米原市内の道路が悪すぎるので直してほしい。

79

米原駅周辺
住みやすさ
自然
交通利便性

30歳代

米原市は自然も豊かで交通の便も良いので、とても住みやすいと思います。米
原駅周辺などの外からの人を呼び込む地域での更なる発展と、これまで住んで
いる人たちが保育や医療の面などで、さらに住みやすい町づくりが出来るよう
お願いします。

80 道路 30歳代
道路が狭く車一台通れるのがやっとの場所も多く雪道が大変。今はないが消防
車や救急車が必要になった際に通れないので心配。

81 道路 30歳代
奥伊吹スキー場への道を本当にどうにかして。夏は夜中もうるさい車が、冬は
大量のスキー客が道封鎖。市から対応してほしい。

82 米原駅周辺 30歳代
・滋賀県で唯一新幹線の停車駅なのに、いつまで経っても発展しないのはなぜ
でしょうか。友人が訪ねてきても、がっがりされる。

83 東口 30歳代 米原駅東口の遊休地を早期に稼働させ、カネを生み出すよう取り組むべき。

84 米原駅周辺 30歳代

・駅前の開発が進まない。・駅前に駐車場ばかりあるようでは米原市に未来は
感じない。・少子高齢化対策としても、駅を中心とした総合的なまちづくりを
してほしい。・市役所の職員の方はとても丁寧に対応してくださる印象。・い
つもありがとうございます。

85 米原駅周辺 30歳代
米原の玄関口としてふさわしい駅前。駅前が寂しいと、人は寄ってこないで
す。商業施設など、人が集まると所があれば良いと思います。

86
都市
経営

30歳代
・議員が多いし、米原市借金を減らせ。・無駄にイベントが多く、休みがなく
なり住む価値がない。・コロナの中、議員や公務員のボーナス満額はおかし
い。・湖岸道路のビワイチの線が邪魔、道狭いし頭おかしい。

87
米原駅周辺
商業施設

30歳代
米原駅には新幹線が停まるのに、駅周辺には店舗や目玉になる観光が少ないの
が残念に思います。おしゃれなカフェ等もあるといい。

88 住みやすさ 30歳代
米原市に住んで5年ですがとても住みやすいです。コロナ禍で中々難しいと思
いますが、子供達が楽しめるイベントをしっかりコロナ対策をとりながら行え
たら良いなぁと思います。

5
都市基盤



年代 自由意見分類章（政策）

89
歩道
道路

30歳代
子供達が安全に通学出来る歩道が必要。何かあってからでは遅い。自宅前の道
路に大型車が通ると、家が揺れて自宅がひび割れなどしている。何とかして欲
しいです。

90 米原駅周辺 40歳代
JR東海の路線があるのに、昔から発展していない。人口減少、老齢化と不安に
思う。

91 歩道 40歳代 国道はトラックが多い為、自転車等での買い物行きずらい。

92
都市
経営

高齢者福祉 40歳代

コロナ対策で今後財政が厳しくなっていくことのない様、限られた財源をムダ
をなくして有効に使ってほしいと思います。地域のお年寄りが自由に病院や買
い物に行けているのか気になります。農村部の交通を個別に強化していけない
かと思います（公共交通ではなくて）。

93 東口 40歳代
米原駅東口の空き地をそのままにしておくのはもったいない。商業施設の誘致
により、米原市へお金が落ちるように。

94

米原駅周辺
東口
住宅地
道路

40歳代

米原駅周辺は賑わいがなく、寂しいと思う。東口に賑わい拠点施設の建設予定
があるが、西側には食品スーパー・ドラッグストアがあり、他の店や大型公園
がなどがあればいいと思う。駅から琵琶湖に向けてもう少し住宅ができたらい
いと思う。駅の東西を結ぶ道路が少ないと思うので、もう1つ大きな道路があ
ればいいと思う。

95
住宅地
雇用

40歳代
街を活性化するには、人口を増やさなければならない。人に来てもらうには、
住む場所・働く場が必要。人口が増えれば、商業施設や病院などができる。限
りある資源を重要な部分に集中的に投じるべき。

96 米原駅周辺 40歳代

米原駅周辺の店舗誘致が不満である。西口側にフレンドマートやドラックスト
アが出来たまでは良いが、レンタカーの土地を拡大させる必要があるのか。そ
れならばコーヒーショップやテイクアウトの出来る店などの商業施設を立てた
方が、今後の駅周辺の発展に繋がるのではないでしょうか。考え方が昔のまま
で、今一つ米原駅周辺が栄えず、衰えていく原因だと思う。

97 公共交通 40歳代
とにかく公共交通機関がなさすぎる。年齢を重ねるほど、駅前以外では本当に
住みにくい街だと感じる。特に新庁舎は駅前に住んでる方、車持ってる人でな
いと行きにくい。

98 米原駅周辺 40歳代 米原駅前の活性化が必要。

99
米原駅周辺
道路

40歳代

毎回同じような米原駅周辺の活性化を望むが、新幹線が止まる駅ではない。全
く進まない。駅に市役所があっても・・・。道路が悪すぎる。特に国道8号、
西円寺から長浜、車が痛むくらいのデコボコを至急何とかしてほしい。ストレ
スになります。

100 米原駅周辺 40歳代 米原駅の地域活性化。新幹線が止まるのに、あの駅前では栄えない。

101 坂田駅周辺 40歳代 坂田駅周辺の開発が少し物足りない。

102
住みやすさ
空家
高齢者福祉

40歳代

大学進学や仕事等で米原市を離れる機会があるたびに、生まれ育った地域の良
さを再認識します。今のままでも十分住みやすいと感じていますが、高齢者が
多くなり、空き家も多くなっているのは心配です。年齢を重ねても不安なく暮
らしやすい米原市であることを願っています。

103
担い手不足
若者支援

20歳代
対策に対して恩恵を受けられることがない（年齢等関係することがない）。
日々生活が苦しいのに何の補助も受けられない。字の組の役も人口高齢化で３
～４年に１回役が当たるようになり、負担が大きい。

104 情報発信 30歳代
不便を感じた時にすぐに意見できる場所や、ウェブなどの設置。市政を難しい
言葉(政治用語)を使わずわかりやすい言葉での情報発信。

105 情報発信 30歳代
とにかくHPの更新が遅い！。長浜市や彦根市の方が早い。支援も長浜や彦根の
方が手厚い！。

106
若者支援
自治会

30歳代
一部の米原市では若い世帯が増えてきている。この中で自治体との関わり方が
昔のようにはいかなくなってきていると思われるので、新しい自治体のあり方
を考えていくのも１つかと思う。

107 人 40歳代

米原市に住んでとっても人の温かみを感じています。この温かい環境を、是非
今後も子供の時代まで引き継いで行けたらいいなと思います。私たちが直接見
る事のない所で、日々考え対策や努力をしていただき、本当にありがとうござ
います。

108 統合庁舎 40歳代
市役所の新庁舎が本当に必要だったのか、大きな疑問を感じている。百歩譲っ
てあの場所である意味が理解できない。そのお金があればもっと市民に有益な
使い方があったと思う。

5
都市基盤

6
都市経営



年代 自由意見分類章（政策）

109 統合庁舎 40歳代

・なぜあんな所に新庁舎が建てられたのか、疑問で仕方ない。駐車場が少な
い。駅に近いことに何のメリットがあるのか。・アンケートの回答項目が答え
にくい、アンケート側の意図が感じられてしまう。・生活保護の事件後、市と
して課への増員や体制等考えたのか。福祉は高齢の方だけのものではない、す
ごく偏っているのではないか。

110 都市計画 40歳代

今まで何度かアンケートに回答していますが、結果がどうなって、どこまで反
映されているのか全くわかりません。回答する意味があるのかと毎回思う。人
口減少をなくしたいと思われるなら、もう少し市内のあちこちにアパートを建
てられてはどうですか。学区にアパートがなく困った人がいましたよ。

111 統合庁舎 40歳代
新庁舎と米原駅をつなぐ通路は不要だと思う。車での移動の人が多い場所（地
域）なので、電車で市役所を訪れる人は少ないと思う。そこに税金をかけるの
であれば、もっと他に上手に使うことができると思う。

112 統合庁舎 40歳代 新庁舎を建てるくらいなら、子供を育てる環境を整えられたのではないか。

113 40歳代

新しい事に取り組もうとする姿勢が見られず、現状で満足してしまっている。
大きな変革を米原市は行わないといけない。市長自らが先頭に立ち引っ張って
いく市長が必要。市議の質問内容がじゃれあいみたいな他愛ない質問が多い。
苦しんでいる市民を見ても何とも感じないのか。なにか思うのであれば、早急
に援助を含め米原市独自の政策を打ち出すべきである。

114 40歳代
自治会に入ることが出来ない地域のため、近所で道路補修や街灯設置をお願い
しましたが対応してもらえません。自治会に入ってなかったら、何のために税
金払ってるのか意味がわかりません。

115 情報発信 40歳代

市からの施策等はほとんどわかりません。もっと広く広報活動を行って欲し
い。道路工事ばかりしていないで、図書館の新設等、地域活性化に税金を使っ
て欲しい。

116 統合庁舎 40歳代
単純集計をするとしても、母数2,000ではどれだけ正確な数値が得られるのか
少し疑問です。新しい庁舎ができたことで、どれだけの市民へどのような影響
があったのか、見える化していただけると良いと思います。

117 20歳代 米原市に言うほどの不満は無いですよ。

118 10歳代 市が行なった施策を知らないことが多かった。

119 40歳代
無駄な税金使わないでほしい。結果につながらないアンケートはやめてほし
い。働かない議員はやめてほしい。

120 20歳代 引っ越して間もないため、知識が不十分で申し訳ございません。

121 20歳代 住民票が米原市にあるが、クーポン等が届かなかった。

122 30歳代
子供がいない家庭ではとても損をしている気がしてならない。介護を必要とす
る状態でもなく、基本的にはどこに住んでも同じだと思っている。米原市に住
みたいとは特に思っていない。

123 30歳代
田舎ならではのネットワークと干渉がうざい。陰気臭い。いらないところにお
金を使っている。

124 30歳代
問18を回答する中で自らの災害対策の不備に気付かされました。家族と話し合
いたいと思います。

125 30歳代
米原市に住み始めて2年程です。あまり地域のことについて知ろうとしたり考
えることがありませんでした。良い機会でした。

126 40歳代
米原応援クーポン配布について、世帯人数に合わせて配布して欲しかった。不
公平です。

127 40歳代
住民へのサービスが、同じ米原市でも地域によって手厚いところと、そうでな
いところの差があるように感じます。

128 40歳代
米原市も南北に広くなった。同じ施策を全域に反映するのは難しいと思うの
で、それぞれの地域のニーズに合った施策を考えて欲しい。

129 40歳代
アンケート調査票を読むだけで大変なので、もう少し回答を減らしたほうがよ
い。15分程度じゃできない。倍くらいかかりそう。

130 40歳代

アンケート回答は強制ではないにもかかわらず、ハガキで催促してきました
ね。郵送費を使って、結果ゴミになるもの送ってこないでください。数年何回
か回答させていただいていますが、時間をかけて回答しても何も変わらないの
に答える意味ありますか。もう選ばないでほしい。迷惑。

131 40歳代 アンケートの項目が多すぎる。

その他

6
都市経営


