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地区 性別 年代 自由意見

自然環境も大切であるが、生活のできる環境づくりが今求められていると思われる。若者が住める環境づくりをし
なければ未来の飯山はありえない。
農業を中心に若者がグループで生産、加工、販売ができるシステムづくりでなければ飯山は衰退していくだろう。
寺の町飯山と言われている割には人形館ばかり力を入れていると感じます。１０月に花フェスタが主になり、愛宕
町のみ盛り上がっている。もっと歴史を大切にすべきです。
もっと地域が住みやすい環境や人々が集まれる場所、たとえばお寺や神社、城など伝統ある工芸品など飯山市
は取り組むべきと思います。
今は買い物となると秋津に流れがちですが、車が無ければ行くことができないので、もっと人々の生活を見ていく
べきと思います。町の中でも小さくても努力している店もあるので、新幹線が開通する過程で街中を変えていくべ
きと思います。

飯山 女 20代
年２回、夏物の衣類の回収がありますが、‟目的”をもっと詳しく市民に説明してほしい、知らない人が大勢いすぎ
ます、もったいないです。
静かで自然豊かな環境。農業が大切にされ、だれもが土に親しむことができるシステム。隣組など人の和をつく
る。
自然を元に戻す努力。
清水の湧く里など、昼寝で癒されます。

飯山 男 30代 森林伐採をやめるべき。
環境問題は誰かがではなく誰もが自分自身で向上心をもっていなければいつまでも解決できない。残念な事に、
ゴミのポイ捨ては減っていないのが現状です。モラルの問題でもあります。
便利ではありますが、ゴミになる包装や、パックなど元から作らないことも大事な気がします。分別のために洗浄
し水を汚している様に思います。衛生面では清潔でよいかもしれませんが、神経質にならない程度に汚さない、
片付ける、きれいにする、無駄を無くすを心がけたいと思います。

飯山 女 30代 近所の畑の野焼きがとても気になります。家の中までで臭くなるので何か指導して頂きたい。
県内外を転々としていますが、野焼きが多すぎます。環境的な事や、年配の方が多いのため火事が心配で、注
意が必要だと思います。
ごみの分別はゆるいと思います。もっと厳しくすべきかもしれませんね。

飯山 女 30代 野焼きなどの煙が我慢できないのでなんとかならないか。

飯山 男 40代
熟慮したことがありませんのであえて意見はありませんが、個人的には、アイドリングストップの徹底と、ごみの減
量は難題ですが分別をしっかりやっていますし、今後とも励行するつもりです。
コミュニティーの一員として負の遺産を増やすことはしたくないので、環境にまつわる改善、維持、保全に関心を
示している。
実践すべき所は確実に結果を出すようにしている。
全ては法的遵守を伴う事柄なので、認識と告知は重要な行動かと思います。
食事を作り過ぎないことで生ゴミを減らす。
商品のパック、トレーなどの過剰包装を減らす。
新聞の折り込み広告やチラシをなくす。
ごみは全ての人の意識を変えることで減ると思う。

飯山 女 40代

親として気になることとして、喘息の子供がものすごく多いことです（他の市と比較していませんが）。湿度が高い
からということを聞いたことがありますが、本当にそれだけでしょうか。市内に住んでいて、空気がおいしいと感じ
たことはあまりありません。野焼きの煙、農業資材の焼却煙、農薬の散布のにおい、春の粉塵等、気になることば
かりです。飯山市は安心して子育てできる環境なのでしょうか。教えてください。

飯山 女 40代
街中でごみを燃やす人や川の中にごみを捨てる人をたまに見かけるようになった。ごみが有料化されれば、その
様な人が増えるのではないでしょうか。
秋になると畑などで野焼きをしており、風向きによっては家の中や洗濯物に臭いが付いたりするので注意してほ
しい。薪ストーブも同様。
イベントでごみの分別や環境についての展示、発表やゲーム形式の啓発をしてはどうか。
今でも林道下などにごみが捨ててあるのを見かけるが、処分場に持っていく方が楽な仕組みが無いのではない
トレイルに力を入れているのは分かるが、山に人が団体で歩いているのはやはり自然ではない。観光には良い
かもしれないが、環境には良くない。
千曲川が汚い。

飯山 男 50代
商品の包装について、なるべく大げさなパック等を使わないようにしたり、刺身パックなど回収するようにしてもら
いたい。袋に入れてゴミに出す時、かさばったり、切って入れると袋がやぶれたりする。　スーパー等のゴミ袋の売
り上げの一部を減量対策の運動に使えるようにするのはどうか。
ゴミの回収が厳しくなれば、不法投棄が増えたり自宅で焼却する者が増える。住宅街なのに煙に悩まされていま
す。窓も開けられなく、洗濯物を干すにも困っています。
資源ごみの回収がごみステーションで出来ればよい。
ゴミ分別講習会の後、徹底して分別をしていますが、クリーニングの返却時のビニールカバーなどもリサイクルで
きるように、行政から依頼してください。
地区別にごみの増減がどの様になったか具体的に市報等へ告知してもらえば、もっと真剣に取り組むようになる
と思います。

飯山 男 50代

ゴミの減量化はなかなかむずかしい事だと思う、コンビニで弁当ひとつ買ってもゴミの量は減ることがない。減ら
す事ばかりに気を配っても、ポイ捨ての量が増えるだけだと思うので、何とか企業に奮起してもらい、水に溶ける
（パック等）物を取り入れてもらいたい。なかなか生活は今の状態より落としたくないと思う人が多いと思うので、
行政からの気の利いた指導も期待したい。

飯山 男 50代 一人一人のエコ対策に対する意識改革をする必要がある。
横浜から越してきて5年目に入るところです。10年以上前からこの町を見ていますが、通っていた頃と実際に住ん
で感じることとだいぶ変化があります。自然環境が残っていると思った地区は、住んでみると思ったより住民の感
覚がズレている感じがします。都市部の方がゴミ問題も厳しかったり、町外れになるほど平気で車が捨てられて
いたり、個人レベルでの対策は出来ませんが、皆の意識を変えていかないと無理でしょうね。
新幹線の駅について、立派なビルが建つそうですが、せっかくの飯山の素朴さが消えてゆくのは残念です。昔の
長野駅も、現在のビルの様な駅になって、つまらないものになってしまいました。飯山駅はその様にならないでほ
しいです。
豪雪こそ飯山の個性ですから、それをもっと環境に利用できるようなアイデアが欲しいです。新潟のワイン会社
は、雪を利用し見せる冷蔵保管をしています。雪まつりだけでなく、夏にも雪を利用した冷房などできないでしょう
か。
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新しい駅周辺に温泉でなく、「テルメ」施設、老若男女全ての人々で利用できる温水プールの様なものがあれば、
観光客にもアピールできると思います。横浜ではごみ焼却場の余熱を利用した市営プールがありましたが、飯山
でも一年中利用できる温水プールを作って欲しいです。特に街中にあるとよいです。冬季間、運動不足になりが
ちなときに、車道をウォーキングしている人を見かけますが、危険なため室内プール（塩素消毒でなくEM菌などを
利用して）で水中ウォーキングやエクササイズをすれば皆で健康を目指せます。一般的には町外れに焼却場を建
設しますが、市街地に建設すれば、余熱利用でき一石二鳥だと思います。熱を利用した融雪も可能だと思いま
せっかく「みんなのうた」で高橋まゆみさんの人形と飯山の風景が全国ネットで放送されているので、あの素朴さ
をもっと売りにしてスローライフを提唱する町にした方が良いと思います。小布施や須坂とは違う、飯山の個性を
活かした町並みになれば素敵です。
集落での集会はペットボトルのお茶を多く使われ、昔ながらの急須で出すようにすれば、ゴミの削減のなると思い
ます。
移住したとき、「どうしてこんなところへ来たのか？」とよく聞かれましたが、今の第3セクターで変わりつつある横
浜には、ついていけなくなった、と言っても理解されません。生まれ住んでみて嫌だったものが、見方を変えれば
「宝」として利用できるかもしれません。今、私達は横浜に住んでいた時代に比べれば不便ですが、いろいろな自
然に癒されています。とりあえず、雪と格闘して妥協して･･･まだ、自分たちのスタイルを確立できていませんが、
人生最後の笑えるように試行錯誤の毎日です。人任せで町を変えないように頑張ってください。
外来種の駆除をお願いしたい。特に斑尾に上るところのセイタカアワダチソウ。
目で見ることのできる小川を増やしてほしい。（水草などで農薬の害が分かるのではないか）
できることなら、虫が入った食物と農薬に汚染された食物の人体、環境へのリスクなど、身近なところから一人一
人の意識改革を広げてほしい。
新幹線の完成が近づくにつれ、町並みを見渡せる所から見るとコンクリートが占める割合が多くなってきて、これ
が飯山が望んだ新幹線の乗り入れなのかと思ってしまう事が多々あります。どんなに背伸びしても都会にはなり
えないのだから、田舎、観光地を目指して樹木を植えて緑を増やし、新幹線を利用された方々にほっとさせる街
づくりをしてほしいです。
小さな田舎町がコンクリートに飲み込まれています。目隠しに周りに木を植えられないものでしょうか。
ごみに関する情報を発信してほしい。住民はなかなか危機感をもちません。
回収された資源物がどのように再生されているのか、ごみ処理経費やごみの行方を情報発信してください。
ごみがどのくらい減ったらごみの有料化はしなくていいのでしょうか。
飯山の自然や暮らしが好きです。なんでもないこの風景がずっと変わらないことを願っています。

飯山 女 50代
遠くからこの地に来ましたが、町全体がさみしいように感じ、家がとてもなつかしく感じます。もっとイキイキとした
魅力あるきれいな町並みづくりを望みます。自然がたくさんある事はとても良いと思います。

飯山 女 50代 ゴミの分別が生活に定着してきました。

飯山 女 50代
プラごみが年々増えているような気がする。スーパーなどで買う物はほとんどプラで包装されているので、プラを
使わない買い物スタイルをスーパー等も考えてほしい。
飯山の田舎っぽいところ（自然、空気）が大好きだからずっと残してほしい。
郊外（静間周辺）の都市化（たいしたことないが）や新幹線の高架橋やトンネル、便利でありがたい反面、子供の
頃見ていた景色がどんどん変化していくことに淋しさを感じています。
飯山は車が無いと生活が不便であるが、自家用車の増加で排気ガスによる大気汚染が心配なため、公共交通を
充実させてほしい。
高齢者のための移動手段がなければ、引きこもりの高齢者が増えそうだ。
休耕田や草だらけの農地がもったいない。

飯山 男 60代
近くにある公共施設の清掃、駅、公民館等、また道路、ミニ公園等の定期的な清掃日を決め、区民全員参加型を
希望する。各地区でこれらの実施と現在以上の環境保全に努める。
粗大ごみの不法投棄が無料回収で減っていると思いとても良い事です。
公共下水道施設、ごみ焼却施設などバスで見学するコースを数回設けてはどうか。
字町単位でごみ拾いの回数を多くする運動。手が汚れないようなごみばさみが売っているので、それを利用し子
供がゲーム感覚で小さなごみまで手を汚さずに拾えるので面白くごみ拾いができると思います。私自身、自分の
自慢のような気持ちで拾い歩いています。子供たちと拾い歩いたら、もっと楽しくできると思います。

飯山 男 60代
貴殿方の給料はどこから出ているのか、考えた上での事で実行を。環境問題についてのご意見やアンケート調
査も良いですが、基本方針を計画だけで止まらずに実行をして頂きたい。その為の調査ではないか。計画した事
は実行しましょう。

飯山 男 60代
河川、側溝等水を常時流れるよう整備することを要望する（害虫の発生を防げる、流れにより水がきれいにな
る）。

飯山 女 60代
飯山市に住んで半年もたたないので良くわからず、すみません。今後、環境が良くなり住みよい市になることを
祈ってます。
生ゴミダンボール堆肥化等モデル地区を聞いていますが、成果あったのでしょうか。市報、CATV、各地区で推進
していることは知っていますが、その成果について一般市民は知りません。
分別推進月間を昨年２回実施しましたが、住民意識は高まりました。本年は回数を増やして厳しく収集してくださ
い、そうしないと生ゴミの減量はできません。

飯山 女 60代
一人一人の意識が大切かと思います。大人の学ぶ場がテレビなど身近にあるため、各家庭で子供たちに教育で
きたら良いと思います。
環境を良くして住み良い生活習慣を身につけるには、個人の日常の努力によってなされるものと認識しているの
で、幼少の時から身に着けていかないと、私が目にするポイ捨てなどは立派な大人になっても直らない。
環境問題の講演会等に幾度となく出てみたが、こんな程度でグローバルな地球環境問題の変化に対応できるの
かと思ってしまうことが多い。
法律で制約する方法もあるが、もっと責任を果たせるような地域社会からの発想が永続的なものであるような方
策を作り出したいものです。
厳しい指導を続けても、不景気な社会のためゴミの不法投棄が多くなっているのが現状である。
環境対策は行政の援助が必要である。
城山公園の整備がされ、花壇も以前のように美しければ、足を運びたくなるような気がします。

女 50代飯山

女 50代飯山

女 50代飯山

男 60代飯山

男 60代飯山

女 60代飯山

男 70代飯山

男 70代飯山
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飯山 男 70代

新町地区で西部流雪溝を利用し、秋津地区の清川の水を新町１８組、１７組、２０組、交代で取りに行って、雪を
流すようにしています。本当に水が必要なのは１２月末から２月中頃までですが、その時期になると水が細く、雪
が側溝の中で詰まり、水が溢れてしまいます。下流の者はいつも詰まった雪を流れるようにしている状態です。な
んとか行政の力で、川の水をもっと増やしてもらうなり、千曲川の水をポンプアップしてたくさんの水が毎日（３．４
日置きでなく）雪が詰まらず流れていくようしてもらいたい。予算の関係もあると思いますが、お力添えお願いしま
す。この地区一番の願いです。　新町１８組　丸山輝夫

飯山 男 70代 生ゴミ処理のPRと同時に処理機の購入助成の再検討してみてはどうか。
街中に住んでいるが、晩秋になると野焼きの煙でカスミがかかったような状態になる。道路まで覆い尽くすような
時もあり迷惑で危険。農家へ処理の仕方の徹底をお願いしたい。
街中でも時折自宅でごみを燃やす人もいるが、そういう家はほとんど毎日燃やしているようです。燃えるごみは減
量になるかもしれないが、煙で近所迷惑なことになる。落ち葉も堆肥化すれば燃やさずにすむのではないか。

飯山 男 70代 高齢者や障がい者の雪下ろしや除雪対策。
飯山 男 70代 野焼きをする人が多い。

飯山 女 70代

住みやすい地域環境のひとつという意味でお願いします。全く違う地域もあると思いますが、高齢化が進み８０歳
に近い一人暮らしの方でも、年ごとに当番制で組長が回ってきます。そしてその任務に一年間作業に関わること
になります。夏場は何とかできても、冬場の集配等々、腰痛、ヒザ痛など、老いての辛さは大変な事です。その一
方、一戸建てに若い両親、その隣の一戸建てに若い夫婦がそろっている方々は、そちらのどちらかが組長をやれ
ばそれで役目を果たした事になっています。弱き者は言葉に出せず、強き者はそれがまかり通る、思いやりの精
神に欠けた希薄な人間関係や環境になるのではないでしょうか。区長総会やら民生委員総会等で検討していた
だきたく、住民としての念願です。

飯山 女 70代
高齢化が進み若い後継者や子供が少ない。10年後はどうなっているのか、自分も含め大変心配です。大切にお
金をかけて育て上げた子供たちが他市町村に行かなくても働けるような飯山市を考えてください。

飯山 女 70代
環境問題は難しい問題で、何よりも市民一人一人の自覚と努力が必要かと思います。行政側の啓蒙と指導が必
要と思います。

秋津 女 30代 静間のセブンイレブン（飯山高校付近）に上がっていく坂の歩道に犬の糞の放置が目立つ。

秋津 女 30代
家の敷地で、何だかわからない物を燃やして異臭がすることがあるので、どうにかしてもらいたいと思うことがあ
る。近所だと言えなかったりするので。

秋津 女 30代
年に数回、市民と障がい者の料理ができる機会と作ってほしいと少し思います。もちろん市民と障がい者の会費
は同じ金額でできる内容です。
昨年行われた、ごみ減量について苦言があります、我が家では生ゴミ処理機で処理できない物を新聞紙に包ん
で出していますが、新聞紙に覆って出さない様にとラベルをはられて持って行ってもらえませんでした。同じ袋に
は生ゴミ、トイレのゴミが入っていただけです。職員の教育はきちんとされているのでしょうか、その教育の有効性
はきちんとされているのでしょうか、甚だ疑問です。行政側をきちんと教育されてから、市民に投げてください。
役所の温度は２０℃ですか？人のいないところにも電気が付いていませんか？職員の方がエレベーターに乗っ
ていませんか？夜遅くまで仕事をする時、不要な所まで電気が付いていませんか？民間から見ると、ぬるま湯す
ぎです。環境問題はそちらから改善お願いします。
アンケートを１,０００人に配って８０,０００円です。もう少し減らしたらいかがでしょう。１,０００人回収できて＋８０,００
０円です。多すぎませんか。税金です。
粗大ゴミをクリーンセンターへ持ち込みたくて電話 した所、「なぜ、その様なものを買ったのか」と言われました。ク
リーンセンターには持ち込まず、民間業者にお願いして処理してもらいましたが、どういう事でしょう。まったく意味
がわかりません。こちらも教育をお願いしたい所です。
お酒などはビンを持っていくとつめてもらえるとうれしい。スーパーでビンの回収をしてもらいたい。
新しく引っ越してきた住民を受け入れて欲しい（よそ者は入って欲しくない感じがする）。

秋津 男 50代
環境についていろいろ興味はあるが、何をどうしたらよいのかわからないし時間が取れない。身近で、家族ができ
ることを少しでもと思い実行しているが、これがどれだけのものかわからない。でも、一人一人が少しづつ行動す
れば、大きな流れになることを信じたいと思います。
近所の住人が有料で他人のごみを野焼きしているので、行政での見回りを強化してほしい。黒煙で木が枯れた。
猟犬の放し飼いをしている人がいる。

秋津 男 50代

世の中が便利になりすぎるとともに、何をするにもお金がかかるようになって、便利が人々の首をしめるように
なっています。日々、時間との戦いで、心のゆとりもなくなって自分の事しか考えられない世の中にいて、人と人と
の付き合いがとても大変。昔を思い出しましょう。一人一人の取り組みが一番大事だという事に気がついてほしい
です。それが大きな輪になっていく。基本が大事だと思われます。
飯山市に住みたくなるようなまちづくりや、飯山市でなければ体験できないような環境づくりが必要。
企業誘致においては、市の活性化につながる企画を持っている会社や、老若が安心してくつろげる施設事業の
推進を行政で協力する。

秋津 男 70代
環境問題は、誰がやればよい、という問題ではなく、市民、企業、行政の協力がなければ目的は達成できないと
思う。市民の問題よいうより、人類全体、地球全体の問題なので、一人一人が意識を高くもって取り組んでいかな
ければならない問題だと思う。行政は市民の意識改革をするために、どうすべきか考えてください。
ごみは分別しているが、メーカーや商品の製造元から正さないと根本的に減らせないのではないか。
荒廃農地を有効に使える、または農業を始める人へのバックアップ、併せて有害鳥獣対策が必要と考えます。
自然を大切にして、無駄な都市化を勧めない。新しい道路よりも昔からの生活路の整備。
市民が気軽に不用品やフリーマーケットが開ける環境、ネットサービス。
他の市町村と比べ、住民税の割りに有効活用されているのか疑問。
今見える風景をそのままにしてほしい。
「私のふるさと」と思える様に、市外に出た人が戻ってきても懐かしさを感じる環境。世の中の流れに任せない、飯
山市独自の風習や習慣。

木島 男 30代 まだ個人の環境に対するモラルが低いと思う。モラルの格差が広がっている。底上げが必要。
家を新築する時に、環境に優しい材料、ＣＯ₂　を削減できる材料など、エコ住宅を建てる人には助成金を交付す
るのはどうか。
薪ストーブの購入助成金は、他の市町村では行っているようですが、飯山市では行っているのかな？
地球全体の今の状況を一人一人にわかってもらい、これからどうしていけばよいか考え合う場、セミナー等をもっ
とたくさん開いてはどうか。

男 20代木島

男 70代飯山

女 40代秋津

女 40代秋津

男 50代秋津

男 60代秋津

男 30代木島
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環境基本計画策定にかかるアンケート調査結果
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平成23年2月
地区 性別 年代 自由意見

木島 女 30代

ゴミが減るのは理想的だが、生きていく以上出てしまうのは仕方が無いこと。安易に有料化として不法投棄が増
えたり、処理費等が安価なために中国等にレア資源が流出するのも問題だ。物を大切にすることも必要である
が、人類、文化、経済が発展するには資源は不可欠であり、つまり環境問題は矛盾していると思う。ある程度は
目をつむるより環境破壊はしょうがないように思う。
商品のプラスチック包装が過剰でごみが多く出てしまう。
ペットボトル回収日に回収ネットがすぐにいっぱいになってしまい、入れることができない。

木島 女 30代

簡単、楽な生活に流されがちですが、少し「ずく」をだしたり、面倒くさがらずに環境に関わることを実行するだけ
で、全体を見ると随分と変わってくると思います。まずは買い物をする時に、本当に買わなければならないものな
のか、ということを自問してみたいと思います。買っても利用頻度の低いものは、将来ゴミとなってしまう可能性が
大きいからです（今、家にそういう物がけっこうあり、反省です）。エコパーク寒川の職員の皆様、厳しい環境の
中、たくさんのゴミを毎日処理して頂きありがとうございます、我が家もゴミ減量の取り組み頑張ります。
生活環境においては、市の行政と市民、企業でお互いに連携すればよいと思いますが、自然、歴史、文化、観光
に関する環境は、他の地域に比べて遅れており、不十分であると思います。約5年前に飯山に戻ってきて生活し
ていますが、そう感じます。
市の行政だけでは、今後発展させていくには限界を感じます。市民の、特に若い人たちの意見、外部からのアド
バイザー、プロデューサーが必要だと思います。
若い人たちには、一部の人だけでなく、より多くの人に今後の飯山について考えて参加してもらう機会を作ってく
ださい。
外部アドバイザープロデューサーの採用については、小布施等近くに良い成功例があるのでどうでしょうか。新幹
線飯山駅が開業する頃には軌道に乗っていないとせっかくの発展のチャンスに乗り遅れてしまいます。

木島 女 40代
環境について如何に無関心だったかと反省しました。これからは、人にまかせにせず、前向きに取り組んでいき
たいと思います。飯山市の豊かな環境を末永く残せるようお願いします。
残飯を出ないようにおかずなどは少なめに作る。外食したときは残さずきれいに食べるよう心がける。
犬の糞は飼い主がちゃんと始末する。
耕作放棄地が増えており里に動物が下りてきて畑を荒らされる被害が出てきているので、荒地に花木などを植え
たり、工夫して動物が来られないようにする。

木島 女 50代
ゴミ袋に記名するのに抵抗があります。違法な出し方の人は記名せずに出していると思うのですが。近所の出し
方はほとんど問題ないと思います。市民のモラルが良くなって記名せずに出せればうれしいです。
木島区民にとって一番の環境問題は飯山堆肥センターの撤去です。行政でそのことを行うべきです。
台風時には水害がすごく心配です。その対策を行政で行うべきです。
飯山堆肥センターの撤去を強く要望する。

木島 女 60代 自然を守る。
プラスチックやトレーなどの包装類は、企業にもっと食品の包装資材の減量と工業製品の生産過剰性が感じられ
るので、私は地球温暖化は企業全体、又は世界全体の環境問題だと思っています。
世の中住みやすくなるのは良いが、これから何年後のことを考え、国の政治、行政を行ってほしいです。
私は省エネに努めていますが、主人は私が省エネをしようとしても逆の事ばかり実行して反発するばかりです。
水道の水の蛇口を大きく出すは、石油ストーブをいつもより使用する。以前は１つのこたつで仲良く家族全員あ
たっていましたが、今は１室で１人ストーブ、こたつを使用し、全く言っても聞いてもらえません。自分勝手な人間
ばかり、世の中おかしくなるのも不思議とは思えなくなりました。車のエンジンも言えば言うほど、空ぶかししてい
ます。
家のまわりの側溝に空き缶、菓子の袋など、ポイ捨てがたまにありますが、これは高校生かなと思います。
時間に余裕のある時は歩き、自転車を使用しています。やむをえない場合だけ車を使用しています。
昭和５７年の水害のような思いはしたくありません。水害のない住みよい地域作りをお願いします。
分別の際にトレーなどを水できれいに洗い流すので、水の節約的にはどうかと思うこともありますが、子供たちに
も指導してできるだけ細かく分別しています。
できるだけ子供たちにきれいな環境の中で育ってほしいと願っておりますが、まだ心のない人たちも見受けられ、
日常的に家庭ごみを裏庭で燃やしている家もあり、近所であるため苦情も言えず残念に思っている状況もありま
す。
自分も含めて一人ひとりが自覚を持ち、家庭ごみからはじまり環境問題に関心をもって取り組んでいかなければ
と思っています。家の中ではせめて自分が中心となって実践するよう心がけ、輪を広めていきたいと考えており、
一市民として努力していきたいと思います。
家の横の田圃に蛍や用水路にカワニナが増えたことがとてもうれしいです。汚さないよう真剣に守っていきたいも
のです。
ごみの減量にしろ環境問題にしろ、市民に徹底させるのは難しいことです。毎日の生活が精一杯の人に環境に
目を向けてもらうには大変なことです。それでも地道に市民に浸透させるよう努力をすることだと思います。
ごみの有料化は簡単なことですが、まず市民一人ひとりにごみ減量への関心を持ってもらうことが第一です。そ
のためには市の職員から見本を示すべきではないでしょうか。
ごみ減量委員会と行政が一体となって活躍されることを応援しています。

瑞穂 女 20代 とても大事なことなので、一人ひとり意識して取り組んでいくことが必要だと思う。
ゴミの分別は良いと思いますが、回収日が少ないので出しやすくしてほしい。
市民が一体となって取り組めるようなイベントを増やして、意識を高めることはどうでしょうか。
ゴミ減量について、地道な活動になるが、繰り返し、何故やるのか、一人一人が減量することで市全体ではどうな
るのかをもっと市民に知らせ、協力を求めるべき。
リサイクルについても、「埋め立てるのでは？」と考える人もいる。どうリサイクルされていくのか、その先が見える
と協力的になるかも。以前CPRの工場見学があったが、また企画してみては。
環境について、飯山の四季折々の豊かな自然、恵みを市民自身が感じていなければ、守っていこうという意識は
生まれない。子供時代、野山をかけ回って遊んだという経験があって、大人になって環境を守ろうと思うようにな
ると思う。子供から大人まで、自然に触れる機会をもっと企画し、意識を高めてもらうようにしてみては。

瑞穂 男 40代 アンケートの回答方法が分かりづらい。
瑞穂 男 40代 タバコの分煙を徹底してほしい。行政指導でモラルの無い人に説明してほしい。

瑞穂 男 40代
人の目にとまらないところにごみを捨ててあり、誰が片付けるのか良く分からないが、一番こまった問題は人の家
にゴミを捨てていくことだ。市役所に相談したこともあるが、2，3年たってもいまだ他人事だと思って片付けようと
思っていないようだ。あの時片付けます、と言った人の言葉はなんだったのか聞いてみたいものだ。

女 30代木島

男 40代木島

男 50代木島

60代

男 60代木島

女 60代木島

女木島

女 70代木島

男 30代瑞穂

女 30代瑞穂
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瑞穂 女 50代

燃えるゴミの有料化と減量をリンクさせて考えるのは、都市部では有効と思いますが村部では逆で、畑などへの
投棄や庭先での自家焼却を増やすだけで危険性が高まると思います。ゴミの減量は大切な課題ですが、それと
同時に自宅で堆肥化できないゴミは市の回収に出す、安易に燃やすのは環境悪化（特に土壌が心配です）を招く
という啓発活動を行っていただきたいです。冬場、ゴミの収集場所が遠いため、高齢者はゴミ出しが困難です。地
域でサポートする工夫ができればと思っています。

瑞穂 女 50代 子供は帰ってきたくない。
瑞穂 男 60代 要介護者が増えたため、排出するごみも増えた。

農地の荒廃を防ぐ方法の検討。
不在地主に対する指導、指示。
市道、水路等の維持管理が集落の高齢化や不在地主の増加で大変になっている。市全体として議論していかな
いと将来管理できなくなり農地の荒廃、ひいては廃村にまでつながってしまう。

瑞穂 男 70代 農業をする人が減少し、荒れた農地ばかりとなり動物が出てきて困る。
飯山市に住む市民の環境は、森といった自然環境に恵まれているが、住んでよかったと思う基本計画を作成して
ください。
ごみ減量問題も思うように進まない、難しい問題だと思う。
飯山市の環境づくりに協力できず、申し訳ありません。

瑞穂 女 70代 生ゴミは雑草と合わせ堆肥にしています。その他のごみは市の分別に合わせて協力しています。
可燃ごみを新聞紙で覆って出す人が多いので、再度学習会を開催し正しい出し方を学んでほしい。
荒廃農地が多くなってきており心配。
美しい風景を保持できるよう皆で考えていきたい。
８０才になります。生ゴミを捨てる土地が無い人は本当に気の毒だと思います。昔は山の中まで綺麗でした。無い
無い尽くしの不自由だった生活の頃を思い出します。一年に一回でもよいので、衣・食・住を振り返ってみる時間
が各家庭の中に必要だと思います。総てにおいて物の有り過ぎ。綺麗さを地区で、市で、県で、国で、世界で、そ
んなコンクールが開催されることが一番の夢。綺麗な所には幸せと言う有難い事が必ず訪れると思います。荒れ
た里山は、長い目で見てお客様の減少につながることが一番の心配です。
生ゴミ処理機があるが、ゴミの量も少なくなり全部畑の隅で堆肥にしている。ゴミの分別に関して、よくわからな
い、わかりづらい、私だけでしょうか…もっともっと勉強致さねばと思いながら出しています。
いくらＰＲしても、田畑などが荒れていてはお客様はまた訪れたいという気持ちにならないでしょう。
ごみは、自分の通勤している会社では、ISOなどの取り組みから厳しくやっております。それでも、片付ける人の身
になってゴミが分別できていない気もします。こまめな消灯はかなり徹底されています。ごみは自分の手からはな
れると関心がなくなってしまいます。後はモラルの問題です。地区では、ごみステーションの管理がだいぶ良くな
り、住民のモラル向上のおかげなんだと思います。
畑、水田の野やきはある程度かんべんしてください。１ヵ所に集めて燃やすとなると、けっこうな労力になってしま
います。
市民と市職員との対話は全然ありません。新幹線や仏壇通りだけしか、市職員は関心ないのかと思います。大変
だとは思いますが、市職員から市民との対話ができるような機会が年１回必要かと思います。
人口が減ってきています。個人の負担にならないような、そのままが大切だと思います。
農地の畦草の焼却や稲わらの焼却に関して最近うるさく言われているが、農作業にとって大事な事であるので、
規制はしないでほしい。農家は自然環境を守っている。
農地の荒廃が無いようにしてほしい。

柳原 男 50代 他の自治体に先んじて、環境保護活動を充実させ、飯山の知名度をアップしよう。
地球温暖化は大変スケールの大きな問題で、個人でどれだけの事ができるのか疑問ですが、地球のあちこちで
ゲリラ豪雨や大雪などが降っているとこれから先の天候が不安になります。
私の住んでいる柳原地区は新幹線工事の後地下水が出なくなりました。これも大変心配しています。
農地を荒らさない。伝統行事を絶やさない。隣近所を大切にする。
大人が飯山市を住み良いところという意識を持たなければ、子供たちも住みたいとは思わない。

柳原 女 50代
春は堆肥の臭い、秋にはアスパラのから焼き。一番気になる季節ですが、農業にとっては大事な仕事です。あま
りいじめないでください。私も何とかならないかと思うことがありますが、農業にとっては大事な作業です。
平成13年度に策定された基本計画について、審議会の協議内容や10年間の活動状況が伝わってきません。活
動内容（状況）を検証することから、今回の組織づくり、方針を求めてください。
基本計画に示された数字や目標についての進捗管理が伝わってきません。目標達成度の状況とその原因等に
ついて評価した上で新計画を策定するよう望みます。
市内全自治会に環境問題について監視し、指導し、助言し、また場合によっては告発する役員を置くよう市また
は審議会が指導すべきではないでしょうか。
基本的には、住民一人一人と企業等の良識の問題だと思います。そんな空気になる様な人づくりを考えていただ
きたいと思います。
交通安全の桃太郎旗など、年中出しっぱなしのものは考え直してほしいです。
水田等の基盤整備が進み身近な水路等がコンクリートとなり、身近な水生動物が見えなくなりました。どこか一定
の所に復元できないでしょうか。
飯山市も罰則を強化したゴミ捨て規制条例を制定しては如何か。

柳原 女 60代 雪を活かす街づくり。
家族、地域全体の協力が必要。農業等で出るゴミ（野焼き、アスパラ等の残茎）を気にしながら処理するのがつら
い。
学校、会社等、環境問題を強化。
雪を利用した活気ある物を全国に発信出来たら良い。
農作物を利用（都会からのオーナー制度でも良い）、新幹線を利用して、スキー場、仏壇店、加工所等、かつて盛
んだった工業の復活はないものか。
市民一人一人がその気になって環境問題に取り組むことが大事。特にごみの分別。
里山を大事に保全し、人間と動物が共生できる環境が望ましい。
ごみの焼却施設はなくてはならないが、飯山市の大切な自然を損ねるイメージがある。施設の場所、構造、方式
も含め慎重に検討判断してほしい。

産廃施設はそこに働くことで雇用創出も大事だが、受け入れには公害監視等、慎重な判断が必要だと思います。

ごみの有料化の設問があったが、有料化にすると余計ごみの不法投棄が増えるのではないかと心配です。
外様 男 60代 子供や高齢者に対する手厚い施策を。

60代柳原

柳原 50代女

男 60代瑞穂

男 70代瑞穂

女 70代瑞穂

女 70代瑞穂

男 40代柳原

男 50代柳原

女

男

70代柳原

女 70代柳原

男 50代外様

5



環境基本計画策定にかかるアンケート調査結果
自由意見

平成23年2月
地区 性別 年代 自由意見
外様 男 70代 幼児、児童、生徒の環境教育の更なる充実にご努力を。

スーパーの発泡スチロールのトレイやプラ包装が多いので、地域のスーパーに協力してもらい簡易包装化するの
はどうか。20％程度プラを減らせると思います。
我が家では燃えるゴミのうち生ゴミが3割程度を占めています。生ゴミ処理機で処理しきれる量なのか知りたい。

常盤 女 30代
過疎地なので、車が乗れないと不便であり、老後に住む環境の地としては厳しいと思う。豪雪地帯のため、食料
品配達システム、除雪ボランティアなど、今後改善すべきである。
電気の配線やプラスティック類など、燃やしてはいけない物を平気で自宅近くで燃やしているので大変迷惑してお
り、ダイオキシンがかなり心配。子供たちへの健康被害や洗濯物に臭いがつくので職員の見回りを強化してほし
い。
犬の糞の放置に迷惑している。自分も犬を飼っているが、糞の始末をしっかりとしており、同じ愛犬家としてとても
恥ずかしく、同じ様な目で見られることが不愉快で情けない。
野焼きにも迷惑しており、秋はつらい。
古紙を分別している者が少ないように感じます。資源物がもったいないと思う。
一時うわさになりましたが、資源物を分別して出しても全て焼却していると聞いたことがありますが本当ですか。
住み良い飯山市になってほしいと願います。

常盤 男 40代
私は都合により仕事を辞めましたが、次の仕事が見つかりません。税金も高く猶予はあっても減免もなく先行きが
不安です。地元できちんと働ける環境が欲しい。
フラワーロードがとても良い。
バイパスを通ると景色が美しいと思える。
飯山市の自然の美しさがずっと守られると良いと思う。
千曲川の水が大分きれいになってきたと思う。
日常活動やスポーツとしての自転車利用の促進は、自然の豊かさ、変化に富んだ地形の中で健康面と観光面で
も有効ではないか。
他市町村と連携した千曲川河川のごみ対策。
中心市街地の活性化対策。

常盤 女 50代 自然豊かで美しい飯山市だと誰からも思われる市であってほしいです。

常盤 女 50代
市役所の室温を1度か2度下げても良いと思います。外から来ると暑く感じます。中の職員は1枚上着を着用すれ
ば良いとおもいます。民間企業なら実行していることです。

常盤 女 50代
いまだに庭などで焼却炉やドラム缶でゴミを燃やす人がいます。近所としては大変な悪臭があり洗濯物を干して
も臭いが付く恐れがあるため、室内で干しており、窓は開けられない状況です。注意はせずに見て見ぬふりをして
います。他の家の人の意見は聞いていませんが、この様なことはどのようにしたら良いのですか。
買い物はマイバックにする。無い人はレジ袋を有料とする（20円程度）
土地のある人は生ゴミを堆肥化する。土の埋める人に補助を出し、生ゴミを出す人からは負担金を取る。
ペットボトル飲料や缶飲料は、子供の頃から買わないように教育する。我が家において、若者家族と同居するよう
になってからペットボトル、缶が溢れてきた。老人世帯のときは1本も無かったのに。
生活スタイルを変えない限りゴミは減らない。飯山市は高齢化が進んでいるので、これからはゴミも減ることでしょ
う。

常盤 女 60代
環境問題は地球全体で考えていかなければならない大きな問題ですが、まず１人１人が自覚し、モラルの向上が
第一だと思います。学校、社会、行政、他でコツコツと必要性を語ってもらうこと。

常盤 女 60代
最近気になる事は堤外の荒れた畑、よしが目立ち、青々とした畑が寂しく感じられ、子供の頃畑へ家族で行った
ことが懐かしく思い出されます。何とか前の様に緑一面の畑がよみがえると良いですね。それには水害にならな
い様にする事も大事な事かもしれません。

常盤 女 60代
とにかく、一人一人がこれからの事をしっかりと考えなければ何も始まらない。家族で話し合って皆で実行していく
事だと思います。

常盤 男 70代
現在の集落ゴミステーションは1箇所であるが、県道95号線（上越飯山線）沿いに9戸ある区民が将来車を乗るこ
とができなくなった場合に大変な負担となるため改善できないか。
環境問題は多岐にわたっており連鎖していることを認識し、対策も重点だけに絞らずこれを重点にこんな連鎖を
断ち切る、というように考えたいものだ。
生ゴミは特別回収して（特に町中）堆肥化し、伐採樹木、草木などをチップ化し堆肥化して農業資源とすれば、産
業がひとつ出来上がり、雇用増大、焼却費用の削減ができる。このようなプロジェクトを立ち上げる。行政担当の
発想転換とリーダーシップが問われていると思う。
桜並木が育ってきてうれしいが、脇を車が通るため埃が舞い立ちます。腰を下ろせる場所があればいいと思いま
す。
飯山城址公園の整備をお願いします。
寺町に散歩のできる道を整備してほしい。

太田 女 30代
子供と一緒に資源物の分別をすると、子供も協力してやってくれるようになりました。自分たちが出来ることを少し
づつでもやって、良い将来になるようにしたいです。まだまだ知らないことがあるので、たくさんPRしてください。
飯山市が全国に発信できる本物の資質は何かしっかり見定め、20～30年後、どの様な自治体にしていくのかの
展望とそれに向けた実行。その為には、少ない予算であっても効率的に集約するとか、きちんとしたビジョンを策
定し、賛同してくれる全国の市民や企業、場合によっては国県への働きかけでより大きな予算を集められる努力
を。
私が考えられるキーワード、1自然の中での子育て（全国から集まってくる）・２オーガニック・3森林整備・4河川や
森林を作った自然公園・5お年寄りの老後の充実（全国から集まってくる）。
環境は今後、商品になり、唯一飯山を活性化する資源（財産）となる。
市職員の皆さん、今の仕事は忙しく大変でしょうが、労組を市管理者との協力で各種プロジェクトを立ち上げ勉強
を開始しましょう。目指すは人並みではなく、目を世界に向けてください、視点が定まれば教材はTV、雑誌、いた
るところに転がっています。

太田 男 50代
ゴミの有料化には反対です。近所ではそれでなくても市のごみ減量化に協力しているという理由で畑に穴を掘っ
てごみを燃やしている家も多い。ダンボール、菓子の箱など分別しているのですが、よく燃えるので我が家でも燃
やしているのが現状です。
親族の死に伴い、その所有物の整理（破棄）が大変なため、そのような方々に補助権を渡すことも検討したらどう
か。
飯山堆肥センターの操業について、行政としてしっかり対応してほしい。

男 30代常盤

女 30代常盤

女 40代常盤

男 50代常盤

女 60代常盤

女 70代常盤

女 70代常盤

男 50代太田
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環境基本計画策定にかかるアンケート調査結果
自由意見

平成23年2月
地区 性別 年代 自由意見

「環境問題」という大局的な問題を「環境」という言葉でひとくくりにしていても、何を実行していいのか良く分かって
いないようだ。自分の家でも古封筒に古紙等をまとめて入れるなどもえるごみの減量に心がけており、減量効果
を実感している。実感するとこだわりが出てくる。要するに、さらに具体的な行動を行政が提起し市民が個々に行
動したときに快い感覚をもってこだわることができるかどうかだと思う。
町で誰でもが挨拶できるような暖かい街づくりをしてほしい。
近所で紙やプラスチックなどのを野焼きしている家があり、風向きによっては家の中まで煙が入ってくるので止め
て欲しい。
古紙をダンボールの箱に入れて出せると、集めやすいと思います。

太田 女 50代 ごみの分別について、もっと詳しくパンフレットなどに説明を加えてほしい。
プラやペットボトルを圧縮する機械がほしい。
飯山に住んでよかったと思うのは、自然が多く環境が良いからです。その環境が悪くなってしまえば、住んでいる
魅力が半減します。人の真似をするのではなく、飯山らしく、飯山ならではの街になってほしいです。
飯山を好きになれば自然を大切に思い生活しやすくなるように考え行動すると思います。

太田 女 50代
トレーやペットボトルなどの資源ごみは、市として助かるのならそちらへ出しますが、処理に困るならお店の回収
ボックスへ出そうかしらと考える事があります。
農地、山林に手が入り長年緑が保てるような施策が必要では。野放しの緑ではなく、手の入れてある緑を残すべ
き。農地、山林の手入れに市が援助でてはどうか。
村部では、ゴミを家で燃やしている者が結構あります。ゴミにプラスティックも混じっているため、もっとPRが必要と
思います。
燃えるゴミの有料化により、家で燃やす者が増えると思います。減量のために有料化するのは意味が違う。
スキー場が出来てから良いこともあったが、環境的には問題があった。
農地について：自分のメインの畑をスキー場によって潰された。いつか返してもらえるのか。・儲からない農業を都
会から来た嫁達が耕さない。
森林について：スキー場の開発で、山が丸ボウズになり土砂崩れの危険がある。・頭の上から枝が落ちてくる。
道路について：客が増えると道路の補修が増える。・排気ガスも増える。
生活環境について：街灯が明るく夜でも眠りが浅い。・民宿の騒音が夜中まで続き眠れない。・田畑の中にごみが
山と捨ててある。・ごみ出しの日は客のごみの多さにぞっとする。・民宿とは思えない大きな営業用の建築物のせ
いで景観が悪化した。・スキー場の騒音や夏の客がうるさい。・畑などから盗みが多くなった。・村のコミュニケー
ションの場所をゲレンデにするために人が楽に行けない場所に移した。
以上のことから、人間関係は都会よりもひどくなった。この中の1件でも市で解決してください。

太田 男 60代
廻りの家では、まだゴミを焼却処分しています。焼却処分すればもえるゴミを出す量も減りますが、どちらが良い
のでしょうか。

太田 男 60代 犬のフン、ポイ捨てに困っている。

太田 女 60代
野生動物による被害が多くなってきているので、何か良い方法を考えて欲しい。動物保護も良いけれど、人間の
生活を乱したり、恐怖を与えないようにして頂きたい。人間の食べ物に被害を与えたり、危害を加えるような動物
は、殺しても良いのではないかと思う。
空家が増加しているので対策が必要ではないでしょうか。
長峰工場団地を通ると異臭がすることがあります。
地区内で庭先などで家庭ごみを大量に燃やし、近隣の住宅にダイオキシンと思われる異臭が広がっています。そ
ういった調査、対策、確認を地区内に任せず市役所等正式な機関で行っていただけないでしょうか。
人口減少が全国的な問題となっていますが、何か対策が必要ではないでしょうか。
高齢者の方たちや生活弱者対策。特に福祉、生活物資の買出し等、苦労があるのではないでしょか。これから
先、生活弱者が地域の大半を占めるような可能性があり、とても不安になります。
とても良く行動研究していらっしゃると思います。
親を大切にする教育をしてほしい。
高齢化が進み、廃屋が目に付くようになった。
「幾とせふるさと来て見れば」（故郷の廃屋）の歌のように、ふるさとへ帰ってきたらこの有様では「やはり上京して
よかった」では悔しいです。廃屋を目の当たりにされないよう行政の力でなんとかならないものでしょうか。
優秀な市職員他の皆様で城山や他の大切なものを残し飯山そのものが残れるよう頑張っていただきたい。

太田 男 70代 あまり意味の無い設問だった。
太田 男 70代 若者が定住できるような市。

色々な問題に立ち向かい、努力くださり本当にご苦労が多いと思います。皆さんお体に気をつけてがんばってくだ
さい。おかげさまで私達は良い環境の中で住まわせていただき感謝致しております。
高齢者に対しても色々お手配くださり、１日も元気で若い方々にご迷惑をかけないように頑張りたいと願っており
ます。
私は今70歳ですが、老後のことが心配です。施設（特養？）が数百人待ちと聞くと恐ろしささえ感じます。
若者が働く場所が少ないことは、大変不安定な状態と思われるので、働く場所が確保されていることも望まれま
す。

岡山 男 40代 市民が飯山市を愛し次世代のために何をするべきか考えていけば、良い飯山市ができる。
普段の住環境については、一部家庭でのゴミの野焼きが気になる位で、特に問題はないと思います。
ゴミの処理場が、排出量の多い地域から最も遠い岡山にできたのは理解できない、無駄な燃料の浪費と排ガス
の増加となるだけで環境に後ろ向きそのもの、せめてゴミ収集車を低公害な車に出来ないのでしょうか。
農業について：①化学物質（農薬、除草剤、化学肥料、他）飯山は水が豊かで日照りも少なく、このような物をあま
り使わなくても良いのではと思います。先進的な方策を、ぜひリサーチしてください。②農業機械の化石燃料使用
量と排ガスを減らす方策を。農道や市道等の側に太陽電池を設置するとか、用水や小河川などを利用した小水
力発電など、新エネルギーの開発利用。③農業残さの処理、有効利用。農地周辺の荒地や沢などへの不衛生な
投棄が見られ、また、主に稲わら等はほとんど焼却されており、無駄なＣＯ₂の排出に思える、肥料もしくは新たな
エネルギー資源化を研究してもらいたい。
飯山の豊かな自然環境は、環境問題の先進地となることの出来るものであり、また環境問題対応の日本のトップ
ランナーとなるべきと思います。そうなる事で飯山を有名にする事こそが飯山の生き残る（活性化する）道だと思っ
ています。できるたけ高い目標の計画が策定されることを願っています。（藤沢　　萩原）

岡山 女 50代 個人個人が細かいことでも頑張って努力すること。
戦後の物資の無い時代を思い出し、節約に努めるとごみは減ると思う。
物資があり過ぎの時代、個々に減量に努める必要があります。
有料化も良いと思うが、かえって焼却するようになると困る。

男 50代太田

男 50代太田

女 50代太田

男 60代太田

男 60代太田

女 60代太田

女 60代太田

女 60代太田

女 70代太田

女 70代太田

男 40代岡山

男 70代岡山
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岡山 女 70代
廃屋について、雪が多いので崩れかけている家が目立つようになってきていますが、どういった対策があるので
しょうか。
2，3年前村部のある地域での事、おばあさんのひとり暮らしで、庭先に設置してあるドラム缶でゴミを燃やしてい
たところ、通報があったので来た、という、軽トラに乗ったパトロール員2人が厳しい口調で注意していた。おばあさ
んは、ゴミステーションまで7～800mも行かなければならないので見逃してほしい旨申し出ましたが、規則だから、
そういう時代だからと言われうなづくしかなかった。村部ではその面積に拘わらず住民が少ない分だけステーショ
ンの数も少ない。高齢者の多い集落では、燃えないごみの山中への不法投棄が多いのが現状。ごみの分別を厳
しく、何度も指導するのも結構ですが、すればするほど高齢者の戸惑いもおおきくなるため、分別方法と一緒にス
テーションの場所の配慮、近所の若い人たちがごみ出しの出来ない弱者への協力など、考えることはたくさんあり
ます。もっと人に優しい行政であってほしいと思います。パトロール員の方が、その時の帰りに軽トラを空っぽにし
てかえるより、なぜおばあさんの家のごみや危険物を積んでいってあげられなかったのか残念です。他の地区で
は、冬のごみ出しの際、滑って骨折したおばあさんの話も聞きました。悲しいです。
農家でなくても農業をしたい人が出来るような対策を。
我が家は薪ストーブですが、山には薪になるものがいっぱいあるはず。現在は買っているが、薪の情報がほし
い。
人と人とのつながり。プライバシーも大事だが、特にアパート住まいの老人等で、ヘルパーだけが事情を知ってお
り隣人が何も知らないというのは問題。隣近所の助け合いが大事。
電線の地中埋設。
深夜のバイク騒音を取り締まる。
道路の所々に缶、ボトルなどのゴミ箱を設置すればポイ捨ては減るかもしれない。

未回答 未回答 未回答
野生動物による農作物への被害対策は理解できるが、トラバサミは違法なので取り締まりをしてほしい。野生動
物のため少しは我慢も必要。

未回答 未回答未回答

未回答 未回答未回答
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