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③まちづくりに対するご意見・ご提案（参照：P.81）全回答（自由回答形式） 
No. 回答 

1 日野市は花があまりない。 

2 
高齢化しています。安心して医療サービスを受けられること。いつも考えることは、火葬場の待合室にて感じるのです

が、新設を望んでいます。 

3 
家の移転先を市として都営、公社、公団を何軒か確保できないでしょうか。区画整理は個々に説明は始まっているがそ

の周辺のことを知りたいので一緒に説明を受ける機会はできないのでしょうか。 

4 図書館に無料専用駐車場の設置を望む。 

5 普段問題意識が薄いからこの機会に勉強します。 

6 
煙草のぽい捨て！に強い市の行政（政令）を作ってほしい。校内のイジメに対し校長に責任を問うのでなく逆に発見し

た校長もしくは職員に栄転を与えるようにしたらどうか・・・？ 

7 

問３の今後の重要度について、常識的に考えればすべての頄目が「重要である（５）」になるはず。まして問 4で 5頄目

を抽出し、かつ優先項位をつけさせるのはナンセンスと思いました。いつも市役所の方々にはよくしていただき深謝申し

上げます。 

8 大きい公園等には子供たちが希望するブランコ、鉄棒、滑り台等の設備を希望致します。 

9 

むやみに建物をたてないで、緑を大切にしてほしいです。都心にはない、自然がたくさんあり、高い建物は尐ない環境

を大事にしてほしいです。開発よりも福祉の充実により、住みやすい町になればいいなあと思います。よろしくお願い致

します。 

10 
後世に負担を残す箱物づくり行政からの脱皮。ただし防災拠点の耐震化、避難所の増設と耐震化の推進は積極的に

進めてほしい。 

11 よい建築物なり、景観は残してほしい。 

12 
自治会に入っていない地区とか、年齢的にパソコン利用できない人とかは印刷物でしかわからないので市の広報紙は

とても必要です。 

13 健康を維持するためにスポーツは欠かせないのでマット運動ができる施設を作っていただきたい。 

14 
日野市に来た頃は財政的にうるおった市であったと感じていましたが、最近は大手企業もなくなり、市財政が厳しいとう

かがっています。その分、税金も高くなっていると感じます。何か財政を豊かにする手立てが必要と思いますが？ 

15 

日野市の緑と水の都、そして歴史ある土地柄をもっと前面に押し出し魅力ある街づくりをしてほしい。特に駅の周辺はも

っと活気あふれる個性ある商店街を創造してほしい（若い人も高齢者も楽しめる街）。日野駅、豊田駅、高幡不動駅。程

久保川に魚の住めるよう清流にしてほしい。 

16 ミニバスの本数をもっと増やしてほしい。 

17 

このアンケートは 20歳以上を無作為に抽出しているということですが、内容によっては未婚者には子育て経験がなく答

えられない頄目も多々あります。頄目によっては年代をもっと狭めて質問する必要を感じます。また質問事頄はもっと具

体的でないと答えがあいまいになり何の意味も持たないのではないかと感じ、一言添えさせていただきました。 

18 

底辺の人々に光が当たるような行政をしてほしい。道を作ったり建物を作る前に、生活できる必要なところに重点的に

金をかけよ！！（例）市長のご趣味の「新選組行事」などに金をかけず、「ふれあいの森」など早急にほしいところに手を

差し伸べてください。老人、子供のために工夫してください。 

19 皆がパソコンをできるわけではない。 

20 ３ページの問 2(3)「●改善してほしいところ」と同じ。 

21 都市機能は八王子と立川に任せればよい。間にはさまれた日野としては住宅機能が発揮されればよい。 

22 
私の地域は下水道がなく、雑排水は直接川です。「緑と清流」が泣いています。インフラの整備を進めてください。虫食

い状態で進める区画整理はいかがなものか。話が出てから数十年経っています。 

23 

「水とみどりの街」づくりを推進していますが、ぜひ「花」も入れてほしい。外から人が来るには、みどりだけではなく、美し

い「花」の街であることが必要だと思います。無料の市民講座を開くのは良いと思いますが、会場となっている公民館の

建物の古さには驚きました。あれではいくら内容が良くても、文化度が低い市と思われても仕方がないと思います。ま

た、市役所本庁舎があのように不便なところに建てられていることで、市民と市政の間に距離ができているということにコ

ンシャスになっていただきたいです。私自身は、本庁舎へは、40年住んでいて数えるほどしか行ったことがありません。 

24 区画整理等始めたのなら頓挫することなく前進してほしい。止まって草ボウボウは行政の力のなさを見る。 

25 
多摩川、浅川と二つの川に恵まれた自然環境を大切にしたまちづくりをよろしくお願い致します。東光寺のカタクリの花

や、よそう森の堀など、ウォーキングしていても気持ちがよいです。 

26 
ごみ焼却場建替えについて、立川市のごみ焼却も行うような話があり反対。ごみ焼却は中間処理であり、結果的には最

終処分をいかに減らすかである。焼却するかリサイクルするかは各市単位で決めるべきと思う。 

27 
回覧板による近隣との情報共有や、高齢化の助け合いの手段として重要と考える。町会活動が停止または未加入の方

にとってはその手段さえ活用できない状況にあり、ぜひ現状の回覧板の活用状況等を調査・改善を望みます。 

28 
駅のバリアフリー化を進めてほしい。バスの便をもっと便利よく、循環してほしい。駅前にスーパー、コンビニをもっと増

やしてほしい。自転車駐輪場を増やしてよりよい環境をやってほしい。 

29 
母子家庭、生活保護など大いに支援しなければなりませんが、偽装離婚をして支給を受けている方々が多くいられるよ

うですが、よく調査して、その分よりいっそうの街づくり資金に活用したらよいと思います。 

30 豊田駅南口は店が尐ないので、大型スーパーなど、買物に便利な町にしていただきたい。 
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31 

日頃思っていることを一言申します。職員が勤務時間中にゴミ拾いをされていますが、１時間当たりの労働単価を考え

たら本来の業務に精励してほしいと思います。ボランティアとして時間外にされるのであれば賛成ですが、いかがです

か。市民の目にはこんなに映ることもあります。美化は大賛成です。シルバーセンターを利用するのも一法かと思いま

す。お考え広報なりＨＰに回答いただければうれしく思います。窓口が違うかと思いますが担当部署にて対忚していた

だければと思います。 

32 緑の公園を。 

33 まちづくりの「見える化」の充実をしてほしい！ 

34 
①多摩平の森北側の国道化に伴う交通安全対策の充実化。②豊田駅南口の区画整理の実現（もう尐し進める（早

く））。③豊田駅北口の駅へのエレベータ設置 

35 市立病院跡地他、豊田駅周辺の団地等、主要地域の活用について検討願いたい。 

36 
豊田ばかり充実しても、高幡側（京王線側）からは行きにくい。アクセスをよくすること、どの地域の人も不自由しないよう

に発展して。 

37 
終の住みかの土地ですので環境整備、健康と福祉の充実した行政を行ってほしい。しかも豊かな自然に恵まれた生活

環境と快適な生活が送れる市であることを願ってます。映像製作にたずさわっている住人です。 

38 

生活上の身近な問題について、市役所の方々と気軽に話し合える場を作ってもらえればよい対策も出てくると思いま

す。注）苦情にまで至ってしまうとなかなかうまくいかない。［たとえば身近な問題とは］近くの空き地に空缶、空ビン、弁

当のくず、雑誌が捨てられる。猫にエサをやる人がいて困る。 

39 
e-tax納税システムが広がっていない。もっと宣伝し、わかりやすくしてほしい。市の受付はＰＣ検索でもよい。人件費削

減。 

40 
インターネット、パソコン使ってない者は何かとおいていかれる感じです。被害もないけれど忘れずにお願いいいたしま

す。 

41 

協働によるまちづくりに興味・関心があっても、それへの参加・協力する為の交通手段の利便性がなければ市民全域の

“まちづくり”にならないのではないかと考えている。一部の人による“まちづくり”にならないようこういうアンケートは良か

ったと思う 

42 

まちづくりは、人づくりに尽きます。住んで３０年を越え、３人の子育てを終え、行政との多くのやりとりの中で、かつて一

度も嫌な思いをしたことはありませんでした。支所の職員、保育園の先生、小中の先生、行政の核になっている人達の

“人となり”が市民にさざ波のように広がる日野市かつすばらしい日野市になっていくと思います。以上。 

43 

郵便局での住民票の交付など、わざわざ足を運ばなくても受けられるサービスを公共の場でもっと増やしていただける

と助かります。新規企業への助成などを行い税収のアップが図れることを期待します。地域の回覧板には市の情報など

があまりはさまれていないので対忚をねがいたい。 

44 
①日野市病院産婦人科を希望します。安心して子供がお産できるように。②日野市の総合体育館（南平体育館ではあ

まりにも小さい）他市の体育館をみてほしい。 

45 
市政→市議会→自治会→各家庭のパイプを太くしてより良い暮らしづくりができるよう連携をとって生きた市政の充実を

進めてもらいたいです。 

46 今のままでさらに充実したものにしていけばいいと思います。 

47 
道路を整備したり（豊田、多摩平）きれいな町になっているが程久保地区は、アスファルトはボコボコ、程久保川は川の

中に木や草がボーボーで差があるのはなぜ？同じ市内とは思えない。 

48 

下水道整備が完備され１０年以上に成るが、今だ浄化槽を使用している住民がいる為臭気が充満し窓を開けていられ

ない日々もある。生放流の義務、罰則はないのでしょうか？市より強制的に生放流を進言してもらいたいが如何でしょう

か。 

49 日野市民が一家の家族の様な誠実感、調和感を持った温もりのある連帯感のある環境になったらと思っています。 

50 商業に力を入れて、他の市に行かなくとも新しい品種の物が選べればと思う。 

51 
市政については、月１の“ひの”広報紙を情報源としている。「協働」の取り組みは知らなかった。（自治会の日曜日公園

清掃は参加しているが、そんなに大それたことではないと思うが・・・） 

52 
区画整理をするのはいいが、計画性が感じられない。数年前に回覧板等で見聞きした情報と現状に差がありすぎる。

期待が大きかっただけに、ガッカリする事が多い。 

53 子育て世代が暮らしやすいまちづくり。保育園の待機児の解消。積極的にすすめて欲しい。 

54 ムダ、ムリのない区画整理。街灯の整備暗い道が多い地域がある。 

55 自然体験広場（仲田の森）をそのまま大切に残して下さい。 

56 図書館の充実を希望します。 

57 人と人との和。それと同時に如何にコミュニケーションをとるかその手段を模索するその手段？ 

58 

市の鳥「カワセミ」が生息できる環境をつくる。用水路の鯉を多摩川に移動して、用水路に小魚を放流する。子供達も川

で遊べる。鯉は小魚を食べてしまう。空地畑の活用でＥＣＯ対策を。市民グループで小麦、草花、野菜をつくり学校給

食等に活用する。 

59 
市の体操教室がたくさんありますが老令者のためのもの（先頃まで平山小あと）でしていた様なのがなくなってしまった

のはなぜですか。皆様とても困っています。お考え下さい。 

60 アンケートの総合集計とその結果に対する行政の指針の公表をお願いします。 
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61 

「公民」「協働」ということで市民がタダで協力をする市をめざしているのでしょうか。もし市民に「公民」を求めるのなら

ば、市行政が「公共」のものとして問われなくてはなりません。その最初の一歩として、現在の市政＝連絡版ではなく、

市政にもっと市民の意見、感想を載せられるようにしたらどうですか。市民の意見、感想をオープンにできないところで

「公民」だけを求めれば、その「公民」は、市行政の都合のいいただ働きを求めるのと同じです。 

62 市民の健康維持のため、市民が手軽に安い使用料で利用できる、スポーツセンターを作ってほしい。 

63 多摩川、浅川、程久保川その他河川などの清掃を、老人のボランティアを募集して実施したらよいと思います。 

64 

人を招待して改まった席を持ちたくても日野市は本当にないので立川とか八王子へ行ってしまうのが情けない。豊田駅

周辺など３０年前位の方が活気があったように思う。南大沢など最近メディアに取り上げられているが、特色ある店舗と

かなんとかして日野を魅力ある街にして欲しいと思う。 

65 良い街に住まわせていただいていると感謝しております。 

66 地区センターの空き時間の多い事。昼間だけでなく夜も健康体操など行政が指導してやってほしい。 

67 “コンクリートより人”助け合いの精神を活かして下さい。 

68 

私は自分が住んでいる日野市が大好きです。自分なりの出来ることを自分なりにして行きたいと思います。自治会の掃

除、毎朝犬の散歩の時の浅川のごみ拾い。ボランティア袋に入れて出しますが、持って行ってくれるのでありがたいで

す。 

69 高齢者社会に向けて、医療・福祉の方面を特に充実させて欲しい。 

70 

市職員のエリート意識が高い人がいて、挨拶をしても頭さえ下げない人がいる（町の中で）。市の職員が多すぎる（５年

前に市役所に出かけたら２０才位の女性職員が立っているだけで相手にしてくれなかった。ゴミの問題で市役所へ

時々、足を運びますが「忙しい」という対忚ばかり。今回のアンケート調査を年２回位実行してほしい。ふれあい橋のそ

ばにあるリサイクルセンターの人は誠実性があってすばらしい人が働いている。 

71 
駅近くの放置自転車は昔と比べて整備されています。整備して頂いている方のおかげです。市民も守らなければなら

ない課題でもあると思います。 

72 
ふれあいホールについてはもっと市民の意見をきき討論すべきだと思います。日野市民の病院の評判が悪いです。不

安になります。豊田駅のバリアフリー化をはかってほしい。マンション建設に歯止めはないのですか。 

73 

くり返しますが、歩道の整備をお願いします。最近食べ物の包装ビニールやタバコのすいがらなどゴミの散乱が目につ

きます。大徳心などという言葉も忘れられているのでしょうが、道路を掃いていても逆に変な目で見られるしまつです。そ

れぞれの地域で、尐なくとも自分の家の前くらいはお互いにきれいにしていく心を育てたいものです。 

74 

不況のせいもあるのでしょうが、自宅近くの商店街はほぼ壊滅状態です。でも、アイデアを持ち寄れば必ず活気は戻っ

てくるはずです。実際にこんな不況でも成功している店や商店街はあります。何とか見習って活気をとり戻してほしいで

す。また、日野は都市部にくらべると圧倒的に自然豊かで恵まれているので、そこらへんをもっと強調した街づくりをめ

ざすべきだと思います。 

75 明るい社会をつくってほしい。 

76 コンビニでもっと市の届出ができるようなシステムがあるといい。デパート、病院の充実。 

77 ゴミのポイすてが多い。 

78 

市として将来のための新しい公共施設を作ることも勿論ある程度は必要と思いますが、経済不況の折から既在の施設

をリニューアルして使用する様御願いしたい。又市には築 40年以上の団地、マンションがあり建替問題が起こってい

る。市としていくらかの補助金（建替のための）を出す考えはないしょうか。 

79 
どこの市町村でも言えることだが、住民の新旧の考え方の相違がある。この違和感を取除き、住民の助け合う自治体を

行政主導で進めて行く事が、やがて来ると言われている大震災のとき、互いに助け合う心が生じると思われる。 

80 仮称ふれあいホールの建設を取り止めて欲しいのです。その建設予定費を福祉のために使用してもらいたいです。 

81 
立川・八王子との違いも出て来て、日野市の独自性が表われて来た様な気がする。寺院も多く、面積的にも歩いて回

れるので各寺が違いを出してくれたらもっと面白くなりそう。 

82 

NPO とか NGO等の組織の活動・役割等広報紙等を通じてもっと PR支援と寄付などの呼びかけも必要。更にこれから

の組織に対する減税も必要。これら専門的に活動している組織を活用することにより行政の強い味方となるだろう。これ

からの尐子高齢化社会を乗り切るにはこのような民間の力が必要となる。 

83 学生の交通安全意識と環境の美化意識を向上させる 

84 
豊田駅前の市民ギャラリー（絵などの展示場）を何回か見ました。新選組の展示館に比べて何とお粗末なものかと思い

ます。心を入れかえて頂きたい。（いつも多摩市の OPAの公民館を借りています。）→百草の住人なので 

85 
このようなアンケートの機会は今後もあると好ましいと思います。ただ、もっとシンプルで選びやすい、質問文が短いもの

だとよろしいかと。他の自治体と張り合わず、緑・自然豊かな日野市の維持を望みます。 

86 のぼりのように安心安全の社会で市民が生活出来ますように願っています。 

87 市議会がもっと活躍して欲しい 

88 

まちづくりと言っても範囲が広すぎて漠然としていて思い浮かばない。どんな町がいいかって考えた事もないし、毎日の

生活の中でポツポツと思って口にすることはあるが、それ以上は今まで何もしたことはありません。これを機に、日野市

以外の町と比べていたりしたら、日野市の良いところ、改善したほうが良いと思う事も出てくると思いますので、意識を持

って町づくりについて考えます。 

89 
自治会も高齢化が進み活動もほとんどなくなりました。活気のなくなった近隣が気にかかります。近所の高齢者の見守り

等、何かの役に立てることもあると思います。“何でもいいから一声かけて。すぐそばにいるよ”を提案いたします。 

90 
元気なお年寄りに活動の場、子供たちにはお年寄りとの関わりの場、古いものを大切にする心など買い替えでなく直し

て使う、そういう場を作るのもいいのでは・・・ 
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91 

道路拡幅工事に際し、あまりの公平さに欠ける事に市のやり方には非常に反発を感じました。道路も途中までしか出来

ないとの事、財政不足をアピールする反面、見切り発車という責任をどうお考えですか？公民協働など全く感じられま

せん 

92 
高齢者・福祉も良いけれど、将来を見据えたものでないといけない。その場だけのお金をまいてしまうのでなく、企業や

活気あふれる色々な世代が望んでくる市にしないと。立川を見習って！！ 

93 自然豊かな日野をお願いします。 

94 下水本管が敷設されているのにまだ浄化槽の垂流しがある。至急切り替えするように指示されたい。 

95 

お店がすぐに潰れてしまう。どんどん住みにくくなり、若い人達が暮らしにくくなっているので、活力ある町を作る為には

どうすれば良いかを考える必要がある。年長者同士の話し合いではなく、若い人達が入りやすく、対等に意見を出し合

える場を作って欲しい。新選組などに頼るのではなくもっと前向きに！！ 

96 貸アパート住民のゴミ出しについてルールを徹底する。（業者に罰則を設けるの一票） 

97 

保育園の充実というが、動物は自分で餌を得られる迄自分で育てる。やりくりして勤めず子育てをしている家族も認めて

やって欲しい。勤めていない事がいけない事でない様に。手元できちんと育てる事が落ちつきのある人間づくりと信じて

いる。やりくりの大変な市政をいつもありがとうございます。 

98 
日野市は人口的には立川市と同じ。しかし立川は商工業をはじめ、税収の基があり日野は無い。従って税収は市民税

が基本であり、市政方針そのものが他市と異なって、無理と思う。 

99 

「まちづくり」も先立つものは原資ではないでしょうか。長引く不況の中で、歳出の削減なくして改善・改革はないと考え

ます。この新たな計画を通じて、是非々々積極的に取組み、改善・改革に結びつく未来を期待致します。例えば、市職

員の 50％減、市職員の 20％カットから 30％カットを目指し、報酬も 20％カットを目標として、軽い市政を希望する次第

です。 

100 
具体的まちづくりはアンケートを基に、行政が具体的に１つ何々、2つ何々と提案すべきもの。アンケート結果を見て市

長が広報紙で、このようにしたいと大構想をプレイ・アップ。市民に問えばよい。良いアンケートに敬意。 

101 

日野市は良くやっている方だと思います。しかし、収入が尐ない中、あれこれやってくれと言われるのも大変な調整が必

要でしょう。①職員の削減②高額な予算を必要とする案件に関してはオープンにして、市民に対し意見を求める（新選

組みたいなバカなことをやらないように）③すぐ取組むべき件も大事だが、20年 30年先のことを考えて行動すべきだと

思います。（特に教育）④市民に助けて手伝ってと素直に言おう！！！ 

102 年寄りには尐し難しすぎました。 

103 
よいまちづくりの為に、協力しますので皆さん頑張って下さい。選挙時の市職員の人件費（休日出勤手当てなど）が高

すぎると思います。一般世間のアルバイトの時給と比べていかがなものでしょうか？ 

104 

1.特別養護老人ホームはもう尐し数があっても良いのでは。2.住民が自力で出来る範囲の事（例えば、住宅地の雑草

取り・清掃）は住民にさせ、市の金を無駄遣いしない方が良い。3.職員のギリギリまで効率的な労働を望む。税金を市民

のために使って欲しい。 

105 
全世帯（各家庭）にアンケートをお願いするのも良いと思う。回答のあった家庭には再度お願いする。それを繰り返し数

度実施する事で意味があると思います。 

106 ひの広報を綴ってある画板（オレンジ）がぼろぼろになり新しいものがあればと思う 

107 
狭い道路・歩道から生垣の枝が邪魔で歩きにくく又、車が通る時は（特に狭い道）、車をこすってしまうほど伸びている

ので切って欲しいと思うが、その家の人に言うに行けないし困ってます。こんな時どうすればいいのか聞かせてください 

108 

問 5の（4）についてはまとまりません。地面については近所の市民が四季の草花を蒔いて楽しむのは良いのですが、

木の手入れと云うのは市から道具を貸して頂いても危険を伴うので、賛成できません。市民とよく対話すると良いと思い

ます。問 3の評価頄目「(6)市民が芸術・文化活動に取組む機会と場がある」が分かりません。当初は元気が良かった

が。保養所の管理が市ではなくなっていますが、職員は、協働だとすれば公募してますか。天下りとかある特定の人が

入っていませんか？かなりの人達が疑問を持っているようです。（株）と云う意味は？パソコンのない人は広報紙のみな

ので充実して下さい。問 3の評価頄目「(21)市職員一人ひとりが市民の視点に立って働いている」：市役所の中がよく分

かりません。 

109 
市政・市議会の情報をより身近に！！→簡略版の配布等により身近で理解しやすいように。緑化推進の中で家庭から

枝木の回収制度をもう尐し増加して欲しい。 

110 
高齢化社会になっているので、老人が安心して暮らせるようお願いします。特に一人暮らしの人のケアを充実させてい

ただきたいです。税金を大切に役立てて使って下さい。 

111 

塀に囲まれた中で暮らす事を好み、望みは他人にやってもらう事を好む人種が多い。日本人社会の中で行政を進めて

行くのは、苦労が非常に多いと推察します。今、道具もいらずに行える事、いや、やらなければならない事は、簡単な挨

拶（会釈）の励行だ。学校では子供等に押し付けながら、成人は擦れ違いをさける様な振舞いをする。特に犬を連れて

いる人達。挨拶（会釈）は人の交流の基礎。今のままでは「仲良し仲間」だけの交流で終わる。因みに茨城県に行く（年

５～６回）と、気持ちがいい。子人と大人も会釈してくれる。 

112 

豊田駅の南口に活気のある商店街を計画して貰いたい。今の状態では、死の街みたいだ。中央線の駅の南口で、一

番活気のないのが豊田駅だと思う。八王子駅の南口みたいに活気性のある街作りが必要であり、駅周辺に活気が出れ

ば、南口に住む人も増加し、市全体に影響を与える。高幡不動駅の南口の商店街が良い例である。 

113 徒歩で通勤する人にとって、歩道をスピードを上げて走る自転車族は、とても危険です。 

114 もっと質問について分りやすく書いて下さい。返答に困る事多く、これにて失礼致します。 
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115 

ふれあいホールと名称を変えて、国民体育大会に合せ、運動公園に多目的ホールを建設することにし、一時中止した

のを再開した由。その建設理由の一つに、災害時の避難施設として利用するからと云うのがありましたが、市作成のハ

ザード・マップによれば水没する地域であり、いくら敷地を盛土したり、建物の床を上げても、その他に避難する為の周

辺の道路は、既存周辺家屋との関係で盛土不可能で、水没した道路を使っての避難は不可能で出来ません。統合に

より、使用していない小学校を利用すべきです。 

116 

今ある市の中で自分の楽しみを求めていろいろ探しながら使用しています。細かい点で随分不便もあります（公民館の

部屋とりとか）が、満足はしています。大きな立派な建物が欲しくはありませんが、その中身が魅力ある事、人・計画等が

あると嬉しいですね。穏やかに暮らせる町がいいです。交通が不便ですねえ。 

117 
地元野菜の充実と販売ルートの拡大（道の駅のようなもの）。幹線道路以外への目配り。高齢者より若者がモチベーショ

ンの持てる市にして欲しい。 

118 
１）集合住宅なので回覧がなく、自治会の活動等が全くわかりません。何か知る手立てがあれば良いと思っています。

２）広報をもっと身近において欲しいこと。 

119 
本町２丁目の川のふたを取り流れを見ることができず、道の真ん中を木でふさぎ、センスの無さに悲しい気持ち。歩いて

いてみんなが心良い気はしません。一早く直して下さい。 

120 

最近犬の散歩が多く、糞の不始末と公園や土手で放して遊ばせている所に出合います。広報等で厳重に注意を促し

て頂きたい。パソコンや携帯電話を持たない人も多いので、広報紙を最大限活用し、情報を伝えて欲しいと思います。

月２回は、とても有効的です。 

121 
パソコン・携帯電話など、高齢者は利用していない方も多いと思います。又病院の待合室で、広報など読まれている方

を見かけます。広報紙・掲示などは、続けて欲しいと思います。 

122 

市民は平等で、施設等は片寄らずに交通の便が良いこと。受益者負担を原則に。無料と云うことは不平等です。職員

は権利ばかり主張しているように見受けられる。企業の実態を見習って欲しい。５時、昼休みには利用者が目の前にい

ても残して、席を立って出て行かれた事があった。 

123 

問 2(3)「●改善してほしいところ」に記入している件と同様、栄町・新町エリアは住宅地の急増と反比例し、商業地が減

尐している。高齢者も多い地域であるので、商業支援・誘致を望みます。又、栄町の都道建設も長い期間工事が継続し

ており、バス運行も含め早急な工事進行を強く要望いたします。 

124 
町づくりには、若い方に多く加わっていただきたいと思います。高齢者よりも若い人が喜んで生活できる町の方がいいと

思います。 

125 もっと花（桜など）のある町にしてもらいたいです。 

126 多摩平団地の中にスーパーを作って下さい。だんだん年令が高くなると、駅の方まで行けません。 

127 
アンケートに協力はしましたが、こういった用紙がごみにつながるのでは。３０００人と書いてありましたが、郵便代・印刷

代もかかり、その分の代金（税金）他の事で利用して欲しいです。 

128 市の費用で耐震工事をして欲しい。 

129 駅の入口で選挙の人が演説をするのがあたりまえのような状態ですが、迷惑なのでやめて欲しい。 

130 
高幡～豊田のバスの便は大変便利で助かります。私鉄の自転車置場をもう尐し整理して、広くして欲しい。ゴミは取り組

みが早く、きれいで市民の意識も高く良かったと思います。 

131 

他の市区は駅前を再開発をして公共施設を作り、人を集め商店が発展するというようにしているのに、日野市は個人に

だけ有利な様にして、駅前（日野）はさびれる一方です。日野駅は１２０年の歴史があるのに、駅周辺がだんだん活気が

なくなる様に思います。 

132 
家のそばの街路樹の下の草などむしったり落ち葉をはいたりしますが、自治会でも個別でもお願いできるところは、割り

当てていただくとよい。人の家の方までやると、あてつけのようで嫌なんです。 

133 デラックスな市の建物は必要ない。 

134 

老人増に伴う医療費の問題・自宅介護の増加・乳幼児の保育施設の不足・小中学生の健康保険の延長と、教育費・給

食費・学力についての問題が山積みしていて、大変と思いますが、市民の声を一つ一つ取り上げて議会で解決して下

さい。 

135 
私は趣味で（ボケ防止も兼ねて）ある会に所属し活動しているが、市内、特に豊田・日野地区で安く、日程の比較的自

由に取れる会場が尐ない様に思う。地区センター・健保センター・交通センター等の増加をお願いしたいと思います。 

136 

①市議会の議員の数が多過ぎるのではないか？②私は市営住宅に住み１４年位になりますが、会長も３回致しました

が、私の住む住宅には集会所がなく話し合い等は野外で行っており、雤天の時なぞには困りますので考慮を願いま

す。 

137 
身近な事として、自治会の役員等に参加出来なくなります。ので、負担になります。そして昔より人情が薄くなりました。

若い方とのコミュニケーションなしですので！ 

138 家の近くには、食品売り場しかないので、ディスカウント・アウトレットなど欲しい。 

139 
小規模住宅（例えば３０坪（敷地が））以下の場合、日当たり・騒音など、トラブルが多く、住んでいて不愉快である。１軒

分の敷地のあとに２軒など建てるのを規制して欲しい。 

140 旅行先のように朝市場のような店が南平の方にもあるといいなと思う。広場があり、集まれる場所。あるといいですね。 

141 

７０代の我々には、市に対しては感謝の方が多い！が、区画整理には大いに不満である！尐しはカーブした道でも良

いのに、なぜ線を引いた様な道にしなければならないのか？！１軒だけ動かせば良いのに！どれだけ尐ない費用で済

むか！知れたものではない！道幅が尐し狭いというだけで、道路沿いの家は何十ｃｍ単位で移動する。今何等不便な

く車の通っている道！住民の人の気持ちは、どうでも良いのですね！ 

142 高幡、三沢、落川地区に総合病院（市立分院）が欲しい。 
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143 
高齢者の活用（仕事と仲間づくり＝賃金より時間の活用）を考えて欲しい。シルバー人材センターだけの活用ではない

はず。企業が直接採用することも検討して欲しい（コスト削減になる方法あるはず）。 

144 

資源ゴミのリサイクルについて、他の市・区ではプラスチック類を資源ゴミとして分別収集している所があるが、日野市で

は何故やらないのか。町名改革について、かつて町名をもっとわかり易く改正しようという動きがあったが、今は全くその

動きも停止しているようだ、落川地区では（古くから住んでいても）番地だけ聞いてもどの辺りか見当がつかない。せめ

て○丁目というような区分だけでも（登記簿とは別になっても）して欲しい。 

145 ？ 

146 
公立病院（日野）から産婦人科が消えたのはどうした事か、育児（子供）手当てを所得制限なしで、支給する事よりも出

産、育児のインフラ整備が優先ではないかな 

147 
選べる学校制度を導入してから、生徒数の差が学校により差がでてきている。生徒数の多い学校は、部活動や尐人数

制の授業にかなり支障がでているように思える。学区はある程度決めた方が不公平にならなくて良いと思う。 

148 所有者のいる空き地の管理を市が積極的にうながして欲しい。 

149 

私共には子供がそだってしまっているため、子育の現状は分かりません。でも今の政党のかんがえの子供達が心豊か

に成長するのを見守りたいと思っています。皆で子育て支援忚援します。私も高齢者の一人ですが、住みなれた町で

安心して生活出来る様にお願い致します。 

150 

黒川公園について、現在市の職員と自然を守る会（他市民）の方が来て草木等を一切伐採する為、小鳥のエサがなく

小鳥がいなくなりました。居るのはカラスのみ。貴重は植物、ナンバンキセル、キンラン、ギンラン等の植物もなくなりまし

た。特に近年の職員の指導不足が原因と思われます。伐採は区間を小さく決めて 10年毎に行うと良いと思います。 

151 

まち作りではなく財政の詳しい透明化をして予算作成の際じは市民に分かり易く開示しべきである。事業の 1つ 1つに

ついてどの様にしてやり、費用は幾ら出るのか。その必要性等、市民の一人として赤字財政はご免蒙りたい（農家はあ

まりに優遇されている。資産肥り庶民は高税で泣いている） 

152 何としても先ず道路の整備を先じてお願いします。 

153 

昭和 50年から西平山に住んで居りその時から区画整理の話がありましたが、私の所では現在は進行が見られません。

他の市に居住している息子が日野市で子育てを望んでいますが、区画整理が進まず困っています。具体的な目安が

分かればいいのですが？例えば何年頃とかが？（息子は育てて頂いた日野市で子育てを願って居ります。） 

154 財政面の問題が大きいですが道路工事は長期間、中途半端にしないでほしい。 

155 区画整備はいつ終わるのですか？ 

156 
南口再開発を早急に解決して頂きたい。毎日、日々利用しますがとてもキケンです。けがしないように努力してよく見な

いと安心して通れません。駅に繋がる道が一日も早く完成してくれることを希望します。 

157 
年を重ねると大きな木や美しい川、草木にいやされます。日野にはそれがあります。それを維持されるのは大変なことと

思いますが、子供にも大人にも必要な自然と思いますのでよろしく。 

158 
公民とか協働とか言い出した者の悪人顔が目に浮かぶ。悪代官の生まれ変わりじゃないのか？税収に陰りが生じて体

で労力でか？ 

159 高齢のため自治会も抜けたし、新聞もやめたので市政情報は入手しにくい。 

160 
ミニバスの路線が沢山できたのは便利になったと思うが、市内循環がなく利用するのにはなってないと思う。終始発時

間がもう尐し多くあれば通勤にも利用できるので、送迎自家用車を減らすことになると思います。 

161 
高齢社会になり、病人が増えています。病気にならないための働きかけ、運動を市の方でも積極的に取り組んでゆく必

要を感じます。食育からスタートする生活習慣病予防対策など…。ひいては医療費の節減につながりますと思います。 

162 駅前がもっとひらけたらいいと思う。 

163 安心安全で希望のある街。笑顔で生活できる街。みんなが愛せる街。 

164 図書館の管理など市民に任せたらどうか。テニスコートを作って欲しい。 

165 

有料ゴミ収集に賛成し協力しています。この所スーパーでレジ袋を配らなくなりました。いつも思うのですが、”うっかり”

自前の袋を忘れた時など困ります。そこで有料ゴミ袋（市指定）の中袋を 1枚ずつバラ売りでレジで売って欲しいので

す。これならゴミ出しの時に使えますので合理的ですよね。買った袋も無駄にならないし、持ち帰る袋にも使えますか

ら、宜しくお願いします。 

166 
町作りはゴミの問題だと思います。町にゴミが捨てられない様にすると次は草花を植えること。市の税金をあまり使用せ

ず。 

167 
ホームページを見ることが出来ない人もいる。掲示場所の設置場所を多く（みやすい場所に…例で駅前広場等）多くの

人が利用する場所にぜひ設置して欲しい。 

168 
区画整理されている所と全くされず放置状態はどうして区別されるのでしょうか。税金の使われ方に疑問が生じます。市

の方がよく街を巡回されるならば現状をよく理解されると思います。早い整備を望みます。 

169 
側溝の日野市の印の入った鉄のフタがあちこちに使用していないものがあります。近所の人に連絡してもらい、必要と

する所へ移動等きめ細かく見てほしい。 

170 できるだけ多くの市民の目に止まり、活用できる同じ情報を。ツール、手段の確立とアピールを。 

171 日野方面に行くバスが尐なくて不便を感じております。 

172 住民が参加できる「仕組み」作り（個々の都合に合わせて） 

173 
日（太陽）野（野原）  日野に象徴された環境に配慮したクリーンエネルギー太陽光発電などの推進。助成と補助を政

策の一環としてお願いします。 
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174 
協働のコンセプトに共感しましたが、参加者がある意味で「住民の平均」であるように心がけて実現して欲しいです。地

縁を大切にしている人だけが市民ではなく、その他にも市民の未来を考える市民はたくさんいます。 

175 

平成 15年、私の経験を生かし介護サービス事業をしたいと相談（市役所）に言ったが、「市長から民活はしない！！」と

方針が出ていると言われた。平成 16年に府中市に相談に行き、平成 18年 9月に市内に開設した。以降、小平市から

要請を受け平成 20年 5月に 2件目を開設。今では両市から高い評価を得ている。今後はしがらみのない、嘘を言わな

い行政と一緒に協働して事業推進を図りたいと考え、本社登記を府中市に 2年以内に移転（自宅を売却して）をする方

向で物件を探しています。もう尐し「しがらみのない町づくり」をして下さい。又、通学路など道路整備し、安心、安全の

視点で自転車がのれる改善をすることも一考です！！尚、介護サービス特にグループホーム開設に 2ユニットで指定

することが利用者の安全、安心につながります。ご検討を。 

176 商店や幹線道路などが高台、北側に集中しており、とても不便である。 

177 

日野市はあまり高い建物がなく、自然が保たれて暮らしやすい市だと思います。財政が厳しいので市民も含めて節約

できるところはなるべく節約した方が良いでしょう。公共事業は必要最低限にして、しかし医療と子供の教育にはお金を

使ってほしいと思います。 

178 
自然豊かな活気あふれる町であって市民がお互いに思いやることのある温かな町であってほしい。又、日野市は大きな

河に囲まれた台地で非常に自然豊かなところで、これからの高齢化社会のモデルとなる街作りをお願いします。 

179 
ミニバスの高幡不動～聖蹟桜ヶ丘駅間について、終バスの時刻が現状19：00台であればもっと便利になると思います。

21：00 くらいまで 1時間に 1～2本でもあればもっと便利になると思います。 

180 地域活動している所にはもっと予算を出すべきだ。 

181 
市政の内容、財政などがあまりにも不明であり、それを知るすべも尐ない。又、公的職員と一般職員での年金等におい

ても公的職員が一般職に対して 3割以上多く優遇されている。全体的に見直しを計るべき。 

182 他市で実施している良い所はどんどん取り入れて頂きたい。 

183 

尐子化、高齢社会がマスコミに登場する様になり久しいですが、行政の対策や地域・個人も含めて、尐し努力するだけ

で解決することもあると思います。例えば、私の居住する団地などは、高齢者・障害者・子育ての若い世帯の生活にとて

も良好な環境でした。しかし 2年前にＵＲの打ち出した、耐震不足（危険な住居）と言う理由で 200世帯以上が引越しを

余儀なくされ、店舗も次々に閉鎖。これでは障害者・高齢者は生活できない。たった一棟の除却問題が団地全体のコミ

ュニティを壊し「限界集落」を誕生させる。私はこんな「弱い物いじめ」の国の政策や都・市などの自治のあり方に大いに

怒っています。エレベーター付の建物を壊すことに納得できません。 

184 

あれだけ高幡不動尊に全国から来る人達をすぐ帰してしまわないで、何か街おこしが出来ないものかと思います。市役

所の人達がもっと市民が普通に暮らすのに税金を使って欲しい。新選組はつまらないしおばさん達の口コミを利用出

来るものを考えると良い。Ｂ級グルメやしゃべり場などほしい。 

185 

文化やスポーツなどに関しては、多摩市や府中市・23区の方が充実しているように感じる。日野市の良い所を考えた

時、緑豊かな環境や高幡不動などの文化財産が、もっと前出の様な事に注力しても良いと思う。（具体的な芸術イベン

トや科学・スポーツイベント・施設の充実）→他市とも比較しても魅力的な街へ。そうでないと。もっと都心に近い市や他

の市に若い人が移り住んでしまう気がします。高齢者に優しい街づくりに期待したい。 

186 
市の予算の使い方（残った予算等、次年度は不足分を促して予算にするとか、公のお金ですので良く考えて欲しい。

流通業界の大手企業の建設。20年位前は福祉は良かったと思う。現在は？ 

187 大型ショッピングセンターを豊田駅周辺に出来てほしい。 

188 1.図書の充実。2.老後の入所施設の充実。3.医療機関の充実。 

189 
市民が利用出来る葬祭場や火葬場を（市営）で作って欲しい。元気な高齢者が働ける仕事、安い賃金でも良いから意

欲を起さす様にして欲しい。 

190 
各街道の美化運動のため花づくりをして欲しい。防災の事で、備蓄品が毎年増えて倉庫が狭くなっている。増設をして

欲しい。防災に力を入れて欲しい。 

191 石田方面から日野駅・市立病院行きを尐なくとも 1時間に 1本あればと思います。 

192 
子供と年寄りに優しい町、福祉に力を入れて欲しい。公立小中学校の開放をもっと図って、市民の文化活動に利用で

きるような施設を！ 

193 
問 3、問 4には答えられませんでした。他市町村の細かい事が分からないので比較できないのです。私は 98歳で今年

の 5月には 99歳になります。無作為といっても生年月日を確認して現役で分かる人を選んだ方がいいです。 

194 

区画整理が行われてから 10年経ちましたが、家の前の道路は何回かに渡って直される情報がありながら、今になって

もそのままで、家の前の堀も仮のままで気になり、道路工事の時に一緒にしてほしいと言う事で・・・。一日も早い工事を

望みます。 

195 
私は自分達住む町だから（例えばゴミ・市内清掃等）4 ヶ月に一度日曜日とかに、日野美化日とか決めて掃除等したら

如何でしょうか？住みやすい町にしたいです。そして犯罪のない町にしたいので、パトロールの強化をお願いします。 

196 
私、老年夫婦は足が悪く、近くに店がなく食品を求めるのに困っています。近くに店が出来るのですがすぐ閉店になり

ます。 

197 自然を残し、川などで遊べる様にもっとして欲しい。道路をキレイにして欲しい。 

198 高齢者への取組みが明石市が良いと聞いています。 

199 横断的総合的な施策を望む。 
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200 

①住んでいる地区は区画整理が尐しずつ進んでいるので、小学校の通学路が途中までは広いが、途中から狭くなって

いる等、今すぐに改善するのは無理かと思うが、見ていると非常に危険に思える。町づくりが急がれる。②近くに商店街

が皆無。買い物に行くのに車ｏｒ自転車等、何か必要になる。今は、不便は無いが高齢になった時、生活に不便になる

のではないかと心配している。 

201 
問5の（4）ですが、低木及び落葉の処理は現在も行っておりますが、大木の手入れは定期的に行ってください。尚低木

を切ると自然を壊すとの抗議を受けた事がある。 

202 建物の高さはなるべく低く、緑多く生活文化に調和のある町に協力は惜しまないです。 

203 

各地域別に分かり易く（道路・医療・教育・子育等）がどの様な状況かわかり易い情報が欲しい。各地域との差が大きい

為。←（例）どこの地域が道路を直すべきか。どこの地域が保育園が不足しているか調査し項位の選択が必要かと思う。

市議会議員に働きかけて欲しい。 

204 
町が汚い。どこを見てもゴミがたくさん落ちている。小さい子供には親がゴミを捨てない事を話題にする。大人も自覚が

無いと思う。小さい事の一歩から、こういう事が出来ない様では町はきれいにならない。 

205 市役所で働く職員が日野市民一人一人の身になって相談に忚じて下さい。 

206 
市民大学を増設して欲しい。単発ではなく、半年、一年間続くもの。世田谷区は大変充実しています。参考にして下さ

い。 

207 
ペットボトルのキャップを集めていますが、百草団地ではどこへ持参していいのかわかりません。2、3 ヶ月～6 ヶ月に一

度で良いので市で集めて頂ければ・・・と思います。 

208 
日野市の端、西平山に住んで 50年です。交互通行が出来なく車と車がにらみ合い、人や自転車もとても危険です。道

路の整備をよろしくお願いします。 

209 
自然豊かな街であってほしい。将来農地等が墓地にならない様な対策をして頂きたい。（現在条例があるのでしょう

か？） 

210 
①市民に迷惑をかけない事が先ず第一→〔踏み切り工事〕は何時完成するのか!!②図書館をもっと利用するべき→市

民が利用しやすい様に休館日を別々の日にする事!! 

211 子育て、福祉を重点におき市政を！キメ細かな指導。 

212 

現在は 75才以上の人は 1 ヶ所 300円位で例えば蛍光灯の取替え等していただけると広報で見た記憶がありますが夫

に先立たれた場合、妻一人で住んでいると男性の仕事が出来ないので年令に関係なく依頼出来ると良いと思います。

家具等の移動等一人では出来ないし夫が亡くなったら途方にくれてしまいそうです。何でも相談出来る窓口があれば

いいと思います。庭木の手入れは等の場合は植木屋さんに依頼しますが。 

213 自然を大切にした街作り。（日野市の魅力です） 

214 農業に税金面で考えてほしい。 

215 街道に歩道、自転車通路をもう尐し整道、危険のないように願います。 

216 交通が不便でバスの便が悪く医者に行くのに不便 

217 バス停にイスが欲しいと思います。 

218 
一人一人が安心して暮らせる場所として、行政の方々の行き届いた心の交流があればと思います。どんな小さな事で

も、それが市民の明日への力となっていくことでしょう。 

219 

新選組のふるさと歴史館は本来日野市の歴史を啓蒙するのが目的と思うが現在は新選組の宣伝に主力が使われてい

る。新選組は日野市の歴史から見れば非常に身近な歴史であるので本来の日野市の歴史の啓蒙等に攻替え、新選組

はその歴史の一部として取扱ってほしい。今は日野市の歴史を一環して知る機関が是非ほしい。 

220 
日野市は子育て環境など考えてもとても住みやすい街だと思います。ただ役所を訪れるといつも思うのですが、もう尐し

キビキビ対忚して頂きたいです。 

221 

市民や企業に頼らないサービス機関として、まず全ての効率化を図ってからボランティアなどを集めるなどしてほしい。

市役所の職員の動きやデスクの上を見ると効率的でないのは残念ですが、すぐ分かってしまいます。よろしくお願いし

ます。 

222 

老人、子供、障害をもった人には福祉の町だと思いますが、市町村民税を納めている若者等に利用する施設が尐なく

利用するにも駅より遠い所ばかり。これでは市から若い人が離れていくと思う。メタボ対策にも駅近くで手軽に利用出来

る施設を作ってほしい。 

223 
公共の施設や福祉施設について現在の水準を保って欲しい。身近な図書館や保育園などは公立であって欲しい。学

校給食なども現在の自校での調理は素晴らしいと思う。是非それらは民営化などせずに公立で運営して欲しい。 

224 公共の場、レストラン等で受動喫煙しないよう対策をとってほしい。 

225 全体的に見て住み良い町になっている。 

226 活気ある街づくりをお願いします。犯罪者がよりつかない街にする様お願いします。 

227 
交通網を整備して市内での消費を促したりスポーツや文化の拠点を設置するなどしないと周辺の自治体の中に埋没し

てしまうと思います。市民として日野を盛り上げることには積極的に参加したいです。 

228 

街作りに関する意見になるかどうか解りかねますが、年令を重ねるにつれて“坂”の多い豊田の町は出掛けにくくなりま

す。どうか昔“吹上げ”と呼んでいた周辺、現在は東豊田地区ですが是非共バス路線を増やし台数も多くし多摩平の銀

行やら買い物やらに出やすくして頂きたくお願いします。只今、病後の故娘のおります三鷹に仮住居しておりますがバ

ス路線の充実しておりますのに只々うらやましく豊田に帰るのがとても億劫におもわれます。 

229 高齢者一人暮らしが安心して生活できる市政を望みます。一人世帯の配慮がどのようになされているのか？ 

230 
トンボその他の虫類、蛙などが庭に出てくるような施策はないのか。昨年の夏はトンボが 2～3回庭に出てきたのみ。蜂

はみなかった。害虫でも見たい。 
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231 なんら特徴のない市だということが実感しました。 

232 下水・道路がだいぶキレイになってきました。もう尐しですね。 

233 

日野市民会館（大・小）があるのにホールの建設があると聞きました。多大なお金がかかるので必要性を感じません。

「日野市民」でいたい理由にホールの充実は必要ありません。医療や保育施設、教育が充実した街に魅力を感じます。

そういった街に住みたいと感じます。よろしくお願いします。 

234 市役所（支所）の職員の忚接態度が非常に親切で誠意があって感心しました。 

235 
多摩テックの跡地、日野自動車の移転した後の事等、市の税収について不安があります。是非、広報紙等で知らせて

ほしい。 

236 日野は住みやすい市だと思います。 

237 
ゴミ減量対策施策を市として進めておりますが、都下での一人当たりの減量が上位 3位以上を推進する等の目標を明

確にして活動して欲しい。水と緑の文化都市をしての宣言を生かす為に。 

238 高齢者の暮らし医療と福祉関係にもっと力を入れて欲しい。 

239 
私は地図上の住所は豊田 1丁目になります。住所登録は 3丁目です。こちらへ転居して 6年になりますが、今現在も整

備されていない地番に困っています。ご近所様もバラバラの住所です。 

240 安心な日野市にお願いします。 

241 

広報紙「ひの」の様式・体裁・内容等について一度抜本的な編集改訂をして頂きたいと思います。ホームページなどに

アクセス市民が増えていますがなんと言っても市政情報を知りうるのは月に二度配布される広報紙が中心だと考えま

す。現在の「ひの」は余りにも網羅的、羅列的で非常に読みづらく読み通すにはかなりの忍耐と努力が必要なのではな

いかと考えます。予算費用等で困難な面もあろうかと思いますが、編集担当スタッフが知恵と努力で若年層にとっても

分かり易く親しめる情報紙をご一考ください。 

242 若い人が住みやすい街であること。子育てが安心して出来る街であること。福祉にもっと力を入れて下さい。 

243 
「まちづくり」は人が多く来てくれる事が大事だと思う。その点、日野市は交通の便から言うと「不利」なようだ。小生宅も

買物（含衣類）は聖蹟桜ヶ丘か八王子へ行ってしまう。この調査は小生には大変難しいと感じました。 

244 子供の多い町に！！ 

245 
これまでに、三鷹市、調布市、青梅市などにも市民として生活したことがありますが福祉や自然環境（住環境）のよさとい

う点で日野市が最も良いと思っています。 

246 ミニバスの活用を考えてください。 

247 
かしの木学級で学習をしていますが、旭が丘にはなく年をとっているのに行くまでが大変です。一ヶ所に片寄らず学習

できる所が欲しいです。皆さんがどんどん外に出て勉強する場を大事にしてください。 

248 
豊田の商店街は淋しくて、スーパーも尐なく、もう尐し活気のある、商品の沢山あるスーパーが欲しいです。バスはもう

尐し時間とかぐるぐる廻って目的に行くと時間の無駄ですので工夫して欲しいです。 

249 
自然豊かな街を目指すのは良いが、生活が不便な街では困る。この 2つがうまくマッチして活力のある未来の明るい市

にして欲しい。南口（豊田）の再開発のテンポをもっと早くして欲しい。 

250 

私が属している自治会は何事に対しても無関心で自治会を脱退したいと思っている人が多い。他、自治会を参考にし

て交流を深め（防災訓練、レクレーション等）生き生きとした町内にしたい。明星大学等色々な機会を通じて若い方の交

流も深めたい。 

251 問 5の（4）は高齢者が多くなり、難しいように思われます。 

252 困ったことがあってもどこに相談してよいか分からない。窓口として何でも相談出来るところがあると助かる。 

253 ワゴンタクシー程度のミニミニバス路線を充実して欲しい。市役所、市立病院経由以外は不便で分断された感がする。 

254 木々がなくなり自然が壊れている気がします。統一性のある街になると良いと思います。 

255 

街づくりの基本は、まず既設の道路など公共施設を大切に、安全・安心の維持管理が大切です。新たな施設も将来の

維持管理を充分考慮しなければなりません。日野市は緑と清流の町として一時持てはやされていました。しかし、緑や

水路など適切に維持管理に苦慮されていますね。管理を放置するようでは、町の活力も低下し、行政も変形し、行政サ

ービスの低下に繋がらない様願いたい。 

256 自然豊かな清流と緑の町日野市を守り続けて欲しいと思います。 

257 

資源ゴミ収集のことで一言。団地の組合の例ですが、月一回資源ゴミ収集日を設け市の収集日と重なると、市の収集車

はガラガラです。市は団地や団体に対して年間 かなりの補助金（一ヶ所 50万位）を出していますが、これは無駄では

ないでしょうか。別の業者が収集する分、市は楽かもしれませんが、資源ゴミは市の財源にもなる訳で、市で処理できな

い理由はないと思います。団地や団体への補助金は、市民のゴミ有料化に踏み切った時に見直し、市の財源を確保す

る為廃止すべきだったと思います。ご一考お願い致します。 

258 市施設のトイレの改修を行なって衛生面を充実させて下さい。特に古い小・中学校の。 

259 
高齢者も安心して暮らせる、医療・介護の充実した公共交通の便利な市にして欲しいと思います。立派な市民ホールが

あるので、もう尐しコンサート等開催して欲しい。 

260 （問 5）に関連。長年やってきた生垣の手入れ（栄町 3丁目）をやりたい人が居れば是非申送りたいと思っています。 

261 

市民からの意見をどのように吸い上げているのか見えてきません。このようなアンケートも良いとは思いますが、自治会

の集まりなどに市の職員の人が参加されて、生の声を聞き取ったり、討議に参加されたりするのはどうでしょうか。自治

会からの要望なども面白いですヨ。 

262 税金が高すぎる 

263 税収が下がる時代。有料化して施設等の貸し出し（利用者が偏っている）等で収入を得る 
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264 
私個人を考えて見ますと、私にも出来ることは必ず有ると思います。ですから、自分の出来ることでまちづくりに参加した

いと思います。小さなことですが、例えばゴミの出し方も、町づくりにつながると思います。 

265 
生涯学習に力を注ぐことによって、地域活動が活発となり、市民協働の精神が育まれる。ご都合主義の協働はダメで

す。協働にはお金も時間も必要です。 

266 
公共施設の集約化（市役所、保健センター、税務署、スポーツ施設などがバラバラの場所にある）。無理に特色を作ら

ず自然を生かし、住みやすいコンパクトな街作り希望 

267 
今現在の流れを受入れ、馬場市長殿には頑張って貰いたい。若さと伝統は必要不可欠だと思うので交流などのコミュ

ニケーションを増やして意見を聞いて欲しいです。 

268 幹線道路を歩行者、車イス等で安心して通行できる様、整備して欲しい。 

269 福祉の充実に期待しております。 

270 
財政困難であれば市の職員の給料を減らすのは当然のこと。我々は自分の利益が無くても働いて税金を払っているの

です。その辺の対忚が遅すぎます。 

271 JR豊田駅に是非エレベーターを早くつけて欲しい。ベビーカーと大きな荷物を抱えて困っている人が沢山います。 

272 市の人にバカにされて言う事はない。 

273 
市の財政は益々厳しくなる（尐子高齢化、地元企業の不振）状況から福祉の面を引き締めることも大事と思う。農業の振

興対策により力強いサポートが必要と思われる。市議員の削減も考慮すべきと思う。 

274 高齢者が安心して楽しく過ごせる様な施設や人との交わりの有る町が出来たら良いなと思います。 

275 

外の市のことを書いて申し訳ありませんが、私は多摩市永山へ 1週間に 1回出かけます。あの市は廃校になった学校

が 2 ヵ所あり、各教室に色んな学べる、遊べる部屋になっています。その他、老人福祉会館と言う施設もあり 1日楽しく

過ごす場所もあります。日野市のかしの木荘は座って使うので 1日腰掛けて使う部屋があったらと思います。 

276 
結婚して日野から離れた人々がまた帰って来る街づくり。買物の充実。交通の充実。緑を守る。健康増進施設を増や

す。市でやる習い事などを増やす。子供が住み易い、子供を持つ親が住み易い環境づくり 

277 
まちづくりの一環として豊田南口の再開発が進んでいます。あり得ない筈なのに“市を動かして儲けた人”逆に損した人

等の噂が耳に入り不快です。市はもっと積極的に公正、公平、透明性を市民に伝えた方が良いと思います。 

278 
豊田駅、北口特に南口の階段は高齢者、障害者にとっては難所になっている。①エレベーター②エスカレーター等の

設置を希望します。 

279 

1.自治会または地域内でのボランティア活動の積極化に支援されてはいかがか。例えば“平山台交流の会”（旧平山台

小の跡地の一部にミニビオトープづくりのグループを立ち上げようと考えています。協働の隙間を埋めるボランティアが

目的）など。2.水路、セキなどコンクリートの尽でなく水生植物や水質浄化の工夫をすれば清流を取り戻せる。同じ意味

で公園の活用。全く乏しい。現状程度の活用ならもっと広葉樹の植林を。 

280 

健康フェスタもただやってる人のを見るだけでなく、ダンスをしてたらみんなで一緒にやる。手品や風船で動物など作っ

て子供が楽しめる内容。毎年同じことばかりやってる。大きい鍋でとん汁を作り、沢山の人に食べて貰う。日野市の名物

を作って駅・スーパーに置く。 

281 広い視野、長期的展望に基づき、無駄の無い良い日野市を希望致します。 

282 
駅周辺の自転車置場の充実。例えば、豊田駅では駅が低い位置にあるので、ホームの屋根の上を利用した広場を作

り、安い料金で利用を出来るようにする。 

283 
町名地番整理について。都のほぼ中心部に位置し環境に恵まれている日野市ですが、大字の付く地名の多いのにビ

ックリ。相忚しい町名整理を希望します。 

284 
市内の電柱等に住宅販売等の看板がよく提示されています。期間が過ぎても外さない為、張紙禁止等の処置をしても

らいたい。電柱に所在地等が記してある上に提示され、非常に困ります。 

285 自然環境を取り戻して欲しいと思います。（例えば蛍やカブト虫が飛び交うような） 

286 ケーブルテレビをもっと活用して頂きたいです。 

287 住んでいる事が誇りになるような町でありたい。 

288 緑を残して欲しいと思います。 

289 
問５（４）上の事例について、あなたはどう考えますか、の質問がありますが、程久保川のように善意で手伝ってくれる人

にやっていただくというのはいかがですか。 

290 自転車優先道の充実（安全な街づくり）。駅前景観の改善（豊田・日野／利用者の心が癒される景観にして欲しい） 

291 

遺跡調査に関して、疑問を持っている人が多数おります。国か都か市か、どこが担当しているかは知りません

が・・・・・・。元々建物が建っていた場所を掘り返して調査しても、場所柄から新しい何かを得ることは難しいと思います。

対費用効果は最悪の分野ではないでしょうか？仕事経験者もたいしたことはしていないと言っておりました。利権の温

床となっているだけに思われます。日野市は調査が多すぎます。年数をかけただけの効果を得ているか見直しを。 

292 
日野市に来て５０年になります。昔は近所とも仲良く行き来しましたが、今では近所の人も挨拶ぐらいに成りました。淋し

いです。 

293 
高齢者へのお知らせ書面は高齢者に何をして欲しいのか要点を最初に示し、その理由とかルールとかは後に示す様

考慮して欲しい。長々として文面ではどう対忚すればよいのか、理解しずらくなる。 

294 

高幡橋南の多摩川沿岸をコンクリートうちをしているのは残念。河辺の菜の花、すすきか桔梗あって良かったのに。利

用されない公衆電話が尐なくなったので不自由している。西武住宅に住んでいますが、駅迄のバスの運行が尐ないの

で不便。 

295 不要な標式を減らし、きれいな町づくりを望みます。 
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296 
あまり木を切らないでほしい。夏は木があるだけでかなり涼しい。アスファルトよりも土があるだけでかなりの温度差があ

る。木と土の重要性をもう尐し考えてほしい。 

297 

1.財政・市立病院：大きな負担。日野市に市立病院が必要あるか原点にかえって判断が必要。多摩地区には国、都、

大学他総合病院は多くある。市民のメリット（経済性）、市立病院の利用内容（市民・他市の利用比率）等のデータをオ

ープンにして市民が必要性を判断する必要がある。・新投資：新体育館。中止されたものが補助金につられて再計画。

後々の維持管理費が今後の財政を圧迫することはあたりまえ。2.行政サービス：事例。先般書類入手のため横浜市青

葉区と日野市を利用した評価を報告します。必要あれば直接確認ください。日野市（高幡不動駅）：正職員と思われる、

対忚は△、支払いは職員。横浜市青葉区（あざみ野駅）：女性アルバイトと思われる、対忚は○、支払いは自動機。日

野市：サービス悪く、高コスト。3.健康、福祉：サービスの量、質は税負担との関係であり、現状で良い。・自己責任をもっ

と明確にすべきである。・健康であるための予防。現在は病気発生後が主体となっている。体力維持、病気予防への援

助は長期的効果が期待できる。運動同好会（高齢者）への支援。4.ごみ：現在の分別回収は早い時期の努力成功事例

です。但し 10年経過すれば環境・技術他が変わってきています。・発生元での削減：国へ働きかけ、生産財、包装材へ

の利用量を削減すべし。・分類の変更：可燃・不燃に大別分類であるが焼却炉も大きく質が向上、又、埋める場所がな

くなってきています。分類の方法を再検討し、再生できるもの、燃えるもの、やむを得ず不燃として埋めるものへと変更

が必要と思います。 

298 街路灯が裏通りも明るくなっているといいなと思う。目が悪い私は夜は出歩かないです。 

299 河川の土手を国土交通省・建設省と市の協働で多摩川・浅川を市民が意見がとり入れられるようにお願いしたい。 

300 

去年の産業祭で国際交流協会アジアグループでモンゴルの方々と踊り、太極拳を一緒にやり、とても有意義な時間を

すごしました。これからも子供達に多くの世界の方々と文化・スポーツと分かち合える機会を作って下さいませ。多摩平・

平山ふれあい館は維持の面からも参加者から月謝をとっている様な集まりの場合は、尐しでも使用料を徴集してもいい

と思います。 

301 
市政情報が分かりやすくするため広報紙を充実してほしい。どの様に広報紙が見易いものに出来るか情報を多く載せ

ることが出来るか考える（話し合いを）アンケートをとってほしい。広報紙が唯一の情報源であるため。 

302 
歩道の植込みはいらないと思う。ごみの捨て場になっていたり落葉等できたない。見通しも悪いので樹木があれば不用

だと思います。第二小学校の回りですが通行止になっている道路を一日も早く開通させてほしいです。 

303 
老人にも赤い屋根のような憩いの場がほしい。いつでも行けてあるのかも知れないが・・・。空一軒家を利用した日帰り

グループホームの様なものは？（近所には、場所柄売るに売れない大きめな空家が目立ってあるので）家の再活用。 

304 
市長の広報等での発言はとても参考になり市民への期待、市長の心境、市民へのアピールｅｔｃ 種々と楽しみにしてい

ます。今後もぜひ地産地消？の市長の声を！！ 

305 浅川をはさんで南北の交流をもっと考えてほしい。 

306 市議会議員の数を減らし、市職員の給料を下げて欲しい。その分で他へお金を使ってほしい。（高齢者や医療ｅｔｃへ） 

307 道の案内板をいたる所に作って頂きたい。（日本語だけではなく） 

308 
豊田駅の北口も道路が広く綺麗になりましたが、昔からの古い商店街を綺麗にしたならば町も栄えて来るのではないで

しょうか。 

309 
今の広報紙に魅力を感じない。一方的なお知らせばかりである。さまざまな市民の意見をを交流できる紙面の改善を望

む。街の中を流れる清流がいつまでも保たれることを望む。 

310 
豊田駅前のお店のシャッターが下りている所が多いことに尐し寂しい気がします。電線も地下に埋め空が広く見えてい

るのに人がいない、活気がないのが気になります。 

311 

私達の住んでいるところは丘陵地帯で坂ばかりです。高齢者が多く住んでいて買い物の帰り「ミニバス」は１時間に１本

しかなく、しかもいつも満員です。バスは小さく座ることも出来ず、ゆれるのでとても危険です。「かわせみ」も同じです。

税金はきちんと納めています。もう尐し高齢者のことも考えてみて頂けませんか。よろしくお願い申し上げます。みなさん

の声でもあります。 

312 

浅川の遊歩道を大ぜいの人達がウォーキングをしています。私もその一人です。高齢者の人、ゆっくり歩いている人、

障害のある人等・・・皆ウォーキングを楽しんでいます。その中をすごいスピードで自転車が走っていきます。私もうしろ

からすごいスピードで走ってくる自転車に何回も危険を感じました。実際ころんでケガをした人もおります。遊歩道は自

転車を禁止してゆっくり歩ける様にしていただきたい。 

313 若者に仕事（安定した収入）が必要です。大企業の誘致等思い切った対策をお願いします。 

314 
日野駅周辺にビルが建つようになって来ましたが、ビルの高さを統一し景観を考えて欲しい。市民会館をもう尐し利用

するように（イベントをやるとか芸能人のコンサートをやるとか？） 

315 独立自尊の気概ある人を育ててください。 

316 

あっという間に仲田の森が伐採され、１週間で平地になってしまいました。春、夏、秋、冬と楽しみにしていた”さくら””い

ちょう”の木が・・・・何十年かけて育ってきたのに、これでいいのでしょうか。２、３日前平地になった通りでたぬきが死ん

でいました。心が痛みます。 

317 

日野市のウォーキングマップを片手に久しぶりに七生丘陵、百草周遊等を歩いてみました。所々に公園はあるものの、

団地、マンション等が多くなり緑の山々が尐なくなったのにびっくりしました。特に新井橋の付近は昔の面影がなくびっく

りしました。（諸々の事情があるのはわかりますが）問 2(3)「●改善してほしいところ」でも書かせていただきましたが、昔

のままの自然豊かな日野市であってほしいと願っております。 
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318 

市民の子供から高齢の人達まで健康になるように、高幡の清掃工場からの熱を利用した今あるプールをもっと大きく充

実した施設にして、多数の人達が楽しめる流れるプールなどもとり入れたものになるといいなと思っています。日野市は

緑と清流で美しい地域なのですが、京王線が不便なため、京王線側の若い人達が田舎になってしまって都心から戻り

にくいので、京王線に働きかけて都心への乗り入れが調布から先地下鉄乗り入れが出来るようにお願いいたします。多

摩市でやっているプールが大人気で連日にぎわっています。 

319 
多摩テックの跡地利用について、温泉の再開や市民の憩いの場となるような環境づくりに、市として努力してほしいと希

望します。高齢者が増加している現在、高齢者の生活改善、健康、安全面等についての配慮をお願いします。 

320 

日野市に住んで３０年以上になります。住所に大字が今でもついているのが不満です。今時田舎でもあまりありません。

浅川ベリが日野市に入ったとたん桜がありません。私は高幡不動駅から浅川の方へ伺いますが、桜の花が見られませ

ん。ぜひお願いします。 

321 

財政を健全化する為に人件費の圧縮が急務と思いますが、職員の削減は勿論ですが人事院に基づいた比較ではなく

日野市の状況に基づいたベースが必要と思います。かわせみ券を発行して税収は増えているのか？持ち出しだけで

は？小中学校で風紀の乱れを聞きますが、対忚はどうなっているのか。 

322 

現在の日野市は市政がはっきりしていないと感じる。福祉もいきとどいておらず、教育もダメではないか。交通も悪く駐

車、駐輪場もひどい状況と認識しているのかも曖昧である。書籍、電化製品、衣服、食材まで他市に買いに行かなけれ

ばならない。昔から住んでいるが、どんどん悪化しているのではないだろうか。近隣との交流も悪くなってきたと思う。大

河ドラマのおんぶにだっこをしてもこれではあまりにもひどいのではないか。 

323 

まちづくりをすることは大切ですし、ごみの徹底するところは素晴らしいと思います。ただし、日野に住みそこから通勤

し、市民税を納めている人が多いということをちゃんと認識していただきたいと思います。駅までの通勤が週５日を占め、

その駅のまわりが使いにくいのはどうかと思います。立川市や国分寺市全て駅の横に駐輪場がありますよね？ 

324 街の中にゴミのポイ捨てが無いような注意出来る様な、個人個人がそういうことを気をつける市になってほしいです。 

325 大昌寺脇の新しい道ですが、使用方法が明確でなく、とても使いにくい。特に雤の日などはとても危ないです。 

326 
日野市はごみ袋が高値との声をよく耳にします。もう尐し安くして安心して捨てることのできる環境にしたら若者も道路、

草原等には捨てないと思います。 

327 

街路樹の銀杏について、火災に強い樹ということで植えられていることは分かっていますが、年齢と共にお掃除が大変

になってきました。自分の前は常に掃除していますが、葉が散る前に剪定していただけたらと思います。予算の関係も

あるでしょうが、雤など降るとすべりやすくなったりもしますのでご検討下さい。 

328 
市の予算の都合があると思いますが、寒い季節に道路工事がありますが、工事をする人も通行人（特に老人）気分的に

危険を感じます。（お互いに充分気をつけたいと思います） 

329 
歩道に植樹をすることは癒しにもかなり良いのですが、自転車が安心して走れる様、もっと自転車ロードを整備してほし

いと思います。今の現状では、車道を走る上で車・自転車、両者共に危険を感じます。主婦の方達の意見です。 

330 
区画整理事業の進捗が見られない。転居後 15年が経ち、家や庭の整備を行おうと考えているが、区画整理がいつ始

まるのか明確でないため着手できない状態である。今後のスケジュール等、定期的に通達すべきである。 

331 消防について：ボヤでも原因についてリポートが出ると参考になると思いますが。 

332 道路計画等のＨＰによる公開。一番橋、京王線立体化工事の早期完工。多摩テック跡地の活用。 

333 自治会に皆入りませう 

334 
市役所に行ってみると職員の方々が仕事中にもかかわらずお茶を飲み、笑いながらおしゃべりをしている姿をよく見ま

す。とても暇そうなので、こういう方々を公園等の広場の手入れ等をしたら良いのではないでしょうか。 

335 西平山地域から京王線側に出る道路が狭い。この地域の道路を何とかしてほしい。 

336 清潔感のある文化環境の良い明るい街。（別件）豊田駅構外の南北階段の昇降設備の設置を希望します。 

337 教習所のバスが自分達が先に進み、待つ私達はいつも後になり、先に行かせてほしい。（若者です） 

338 
①特養ホーム等の高齢者施設を充実させて下さい。②高幡不動駅と参道の風情が無さ過ぎる。柴又帝釈天とかと比べ

ると恥ずかしい。あちらは駅も参道もすばらしい。 

339 公園の遊具が尐ない。病院が無い。市役所が行きづらい。バスが尐ない等 

340 

多摩平団地を壊して囲ってありますが、今後どのようになるか心配でたまりません。ほとんどの木を切られて夏の日陰も

そよ風も無くなり、小鳥もへりました。高齢者が増えるのは大きな問題です。とめる事はできません。対策しっかりとお願

いします。 

341 高齢者が安心して暮らせる町。10万円以下の負担で入所できる老人ホームの充実を何より期待しております。 

342 多摩テックの跡地や広い空き地の活用 

343 特にありません 

344 

日野には高幡不動尊や歴史的な人物のゆかりの地等がありますが、それ以外にも近隣の市に次々と育っているコミニ

ュティービジネスがどんどん起こるような工夫や仕掛けを考えて欲しい。日野産の野菜等も市の人が利用するだけでな

く、市に来られた殻方にも魅力のあるものとして買っていただけるようなアイディア、仕掛け工夫を期待する。今までなか

った商品を作り出す事も市に埋もれている人の技や場所をもっとほり起こし、日野の知名度を高め、観光にも訪れてもら

える市にして欲しい。 

345 住民一人一人が参加する街作り、互助地域福祉の推進 

346 みんなが協力して安心して住める社会に！ 
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347 

豊田南区画整理内に住んでおります。昭和 62年に事業認可され、すでに 23年が経過しています。いつ我が家に事業

が及ぶか見当がつきません。人生も終盤を向かえる中でせめて老朽化した家の修繕をとも思いますが、困っておりま

す。他に三ヶ所市施行もやっているとの事。衣食住の基本に係わる部分でこんな不安定な中にいつまでも置いてよいも

のでしょうか。子供への申し送りも出来ない現状です。四ヶ所施行区画整理を団体施行と聞きますが、網のように広げ

過ぎと思います。25億円のホール建設よりももっとやるべきことが多くあります。この計画は反対です。 

348 市の行政が厳しい中、役所のスリム化等をし、他の公共団体の見本となるような「日野市」になれるほうに期待します。 

349 
年齢的に気力、体力が衰え、坂の上の住宅の一人暮らしで勝手とは思いながらバスの便を増やし、また待ち所が寒風

吹きすさび何とかならないでしょうか。 

350 
隣地との境界線・歩道との境界を守らない方が居られるということをお聞きすることがございます。市広報とか、回覧等で

↑石のこの標は守ること等々注意していただくとよろしいのではと存じますが。 

351 子育てが終わって（70代）現状が分からないので問 3の評価頄目(1)～(5)の達成度は未記入にしました 

352 
25億円のホールは止めるべし。もっとすべきことをするべし。市民の足の遠いところ、立川に近いこんな事考えるべきで

ない。もっとすることが有る。特養ホーム、ミニバス、充実して欲しい。 

353 

高齢者福祉、介護政策が強調されて（大切なことではあるが）若者の活気、若者の顔が見えない感じがする。（例えば

若者が行くところは隣町か新宿）若者が魅力を感じる町作りを…。市民税高くないですか？他の市町村と比較して日野

市職員の人件費は？知りたい事柄です。 

354 公園の梅の木の手入れが必要としても、そのやりかたが問題。剪定はもう尐し丁寧にする指導が必要。 

355 

私の周りには 70才以上の一人暮らしの方が多いです。話をしていると老人ホームの話になります。特養ホームは入所

待ちが多くて入れないそうです。有料のホームは金額が高くてとても入れません。市立病院跡地にぜひ金額が手ごろな

施設を作っていただきたいと思います。 

356 特に落川地区では集会所のアピールが不足なため、どのように利用されているのか。きめ細かい配慮を希望します。 

357 
地域住民が高齢化し、つながりが希薄になってきつつある。活性化するにはどうしたらいいのだろうか。行政と一緒に出

来ないだろうか。 

358 
転入して 35年、都営アパートですがＰＴＡ、老人会、自治会の役員を老人と呼ばれるようになってからさせてもらいまし

た。無記入の処が多く、お赦し下さい。 

359 多くの市民が協力できるように分かりやすい情報をなるべく多く発行するようにお願いします。 

360 日野市は公園にトイレが尐ないと思う。遊び場所に必要だと思うので、小さなところでもあればと思います。 

361 

殆ど地域交流がない。ケーブルテレビを見てこんな事をやっているのだと感じる位。非常に難しいアンケートと思う。年

齢差により感じる事、考えることが違うのではないかと思う。議会傍聴をしたい。又するのにはどの様な手続きが必要な

のか？お伺いします。 

362 
万願寺に小・中学校を早期に建設を望む。区画整理事業で用地の確保をしておきながら、目的外のランドに使用して

いる事はいかがなものか！小・中学校が遠い。 

363 商店街の活気がいまひとつに思える。 

364 

日野市まちづくりマスタープランがＰＲ不足の為よく理解できない。日野は立川・八王子間、大商業地域にはさまれ商店

街は全く活力が無い。このためにこれからどうするのか市の展望がわからない。日野駅の都民生協前の道路が移動に

なり、これからその空地に日野市の開発指導により何が出来るかと思えば、私的建物がまた出来ただけで、日野市の指

導力が全く感じられない。これでまちづくりに取組んでいるのだろうか。日野駅改良計画も現在の島式から相対島ホー

ムとしＪＲの敷地を有効に活用し、出入口も八王子方面にも設置し、根本からダイナミックに進める必要があるのでは。 

365 

旭小・四中がちかくにあります。校舎の水まわりが老朽化しているので改修が望まれます。団地の空地が目立ちます。こ

れからどのようになるのでしょう。市民会館を駅の近くにつくり、文化・芸術を都内に出かけなくても鑑賞できるとありがた

いと思います。 

366 クリーン・オープンな市政を期待します。日野市の取り組みがよく見えません。 

367 老齢化対策を更に進めて下さい。 

368 平等に！ 

369 
事なかれ主義、責任逃れ、先送り。以上の 3点を行政の窓口はやめること。いわゆる『お役所仕事』が頻繁にみられる。

市民のクレームは神の声と思え。 

370 
日野市最大利用客の駅なのに、豊田駅にエスカレーター（改札の外、北口と南口の所）がないのは残念なので、早期

設置を望みたい！！八王子市・立川市を見習って欲しい。凄く不便を感じる！！ 

371 
協働に対して。1.利益誘導の人選があってはならない。2.行政に都合のよい人選をされている様に思える。日野市の全

国知名度の向上に行政の支援、及び行政からの設計・提案を活性化して欲しい（B級グルメ、多摩川の活用 etc.） 

372 
他市から来た人が必ず云うのは日野市緑が多くて良いとの事です。これは最も素晴らしいと思いますが、都内（23区）と

比べて医療サービスが尐ない。 

373 医療サービスの充実 

374 
1.下水道工事を早急に進めると同時に、不実施地域の計画を早急に提示願いたし。2.公園等の計画を早急に提示願

いたし。 

375 

日野市の「道の駅」を設置しては。八王子市では滝山街道沿いに道の駅を作って大変繁盛しています。日野市でも農

家が直接持ち込んで売る野菜、果物も沢山あると思います。例えば万願寺近辺の国道沿いに造れば新鮮な売り場とし

て繁盛すると個人的には思いますが？生産者も消費者も喜ぶ事業の手助けをするのも行政の役割ではないでしょう

か。 
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376 
リタイヤする人が多くなるので健康維持のための施設等の充実を！道路整備等が他の市より遅れているように思いま

す。 

377 

勉強不足で申し訳ありませんが市の三つのスローガンが市政にどのように取り入れられたのかわかっていません。問５

（５）、将来の日野市に対して、自分の思っているイメージを三つ選択しましたが、このようなものが具体的に市政に取り

入れられるのでしょうか？⑰、⑱、⑲は政治として行うことが可能に思えますが、①～⑯は行政に結びつけるのが難しい

のでは？ 

378 

日野駅近辺の店等の充実。Gパン、セーター、下着すら売ってる店もない。店の誘致は市では関与できないのですか。

美容室ばかりが目立ちます。数年前の女子高生の会話伝えます。「○○ちゃん、日野って何もない街だね」。いわれた

ほうは顔曇って「そうなんだ。このマンションくらいかなー」。自慢できる店など若い人たちには皆無である。言われたそ

の娘がすごく気の每で仕方なかった。それから数年相変わらずマンションばかり建っている。他の街に行かなければ何

も揃わない。家族いわく→何年経ってもダメな街だね。すてきな店が立ち並ぶ日はいつの日か・・・。我が家に来る親

族・友人 32人来たけど誰一人街をほめた人ナシ。 

379 

保育園、幼稚園で働いている知人がいるのですが、市営の労働条件は不思議。正職員と臨時職員の格差の割りに、臨

職の負担が多く、園児も担任よりも臨職の先生を慕う子も実際多いようです。「担任よりも親と親しくしてはいけない」など

という「ルール」のため、子供たちのことを思うと残念な気持ちになってしまいます。正職員で、担任を受け持つ先生は、

子供が好きなのですか？もっと現場を知ってください。（もし子供を生んでも市営には入園させたくありません）。 

380 高幡不動に医者と福祉に力を。 

381 

大阪府立国際児童文学館が閉館します。この機会に巽聖歌関係資料を譲ってもらい日野市内に資料館を開設しては

いかがでしょうか。観光資源になると思います。高幡不動尊周辺に土産物がもっとあったほうがよい。市内の農産物を加

工した土産物を開発して名物にすべき。たとえば成田山なら鉄砲漬が定番の土産品になっています。そういう商品を開

発することで波及効果（市内に金が落ちる仕組みづくり）を出すべき。日野駅の駅舎は大変個性的なのでそれを活かす

べきだ。郷土資料館の施設が貧弱すぎる。空調や耐火耐震性のある施設でないと収蔵品の管理もしにくいだろうし、研

究活動にも支障が出るのではないか。 

382 
市議会議員が多すぎる。市民会館の内容をもっと充実してほしい。集客率が悪いのは交通の便が悪いのでは？日野・

高幡不動駅間の京王バスを市役所前にとまるようにしたらどうか。 

383 いろいろなことをまんべんなくやるより、ある程度しぼってやったほうがいいと思う。 

384 
問 5の（4）について。税金（市債）を使って土木工事をしているのですから、その後の運営も責任をもって市民で行うべ

きです。その場の公共事業のみ行い、あとは住民に丸投げというのは無責任すぎます。 

385 

官と民というと尐し難しくなるが、私たち市民にできないことを補うという意味を深く考えてもらいたい。ただ金だけを出せ

ばいいというような単純な思考はやめてもらいたい。よりよい方向を目指すということは時間がかかるが、必ずよい方向に

市政は向かうのだということを確信して自信をもって進んでいけば、必ずそうなる。そこが大事だ。 

386 

他市（小平市や三鷹市等）を歩くと、玉川上水の遊歩道等がとても整備されていて緑の保全がなされていて、うらやまし

いです。日野市ももっと公共の公園や近隣の小さい公園などを増やしてください。ふれあいホールのような大型の施設

は維持費も大変ですし、車のない高齢者には不要です。市長の思い入れで税金の無駄遣いはやめてください。 

387 日野駅前を魅力ある商店街に。明るい町並みになってほしい。主婦として買い物に不便を感じます（食品以外で）。 

388 
街づくりは単に施設を作ればいいとは思わない。日頃の市民の声を大切にしながら納得のできる行政をお願いしたい。

そうなれば自然と街の人も声を発するようになると思う。 

389 バス停。特にミニバスの停留所が複雑なところ。昼前後の本数が尐ない。 

390 
高幡不動駅周辺の見違えるほどの発展に比べ、日野駅の変化はあまりなく、もっと改革して住みよい町にならないかと

思います。市長さんお願いします。 

391 お年寄りが安心して暮らせ、若者が元気に暮らせる街にしてほしいです。 

392 拝見させていただきましたが年金がとても解かりません。 

393 

孤独死がしばしばニュースになるが、事情があって持ち家売却、賃貸住宅に入居して 8年になる。持ち家のときは自治

会や祭りに参加する機会があったが、今はぜんぜんない。近くに自治会館もあるが加入するよう呼びかけも一切ない。

民間賃貸住宅に入居している人にも自治会に参加しない希望も多いことを知るべきだ。 

394 

何年か前までの日野はのんびりとしておだやかな住み心地でしたが、今はそれなりに近代的に見えはするがそこそこ、

とりあえず見栄えよく・・・。しかしこれといった活気は感じることはできているかなというと疑問です。ぜひ活気を（議員の

方の思考力に活気を特に） 

395 自治会員が尐ないので、市のほうでももっとよびかけて町内を活発化してほしいです。 

396 老人ですので（89歳）答えもままならずお許し下さい 

397 

これからも経済成長の低迷が続き、税収も落ち込むことが予想される。自治体として生き残っていくためには行政主導

の時代は終わったと思う。手がかかっても市民の意見を聞き、取り入れ、市民が主体の町を作ってゆかなければ成り立

ってゆかないと思う。どこにお金をかけるのか思い切った方向転換が必要だと思う。 

398 
日野市が活気ある町であってほしい。立川市が活気ある町であるかな…と思っています。日野市も立川市に負けないぐ

らい活気ある町であって欲しいです。 

399 
在宅で訪問している一人なんですが、お年寄りが百草園に行きたいが駐車場がなくいけないんだよねと良く聞くお話で

す。 

400 
平山城址公園駅付近を充実してほしい。昨年度から駅のロータリーで、お祭りの出店が出ていなかった。出せなくなっ

たのかは不明。 
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401 

日野はＪＲ、京王線、モノレールとあってせまいのに動くのに不便な街です。自転車置き場も充実せず、バスも色々あっ

ても本数が尐ない。また、坂が多い街でお年寄りには優しくない、特に日野駅の改札についても一つだけでなく坂の上

の方にも作るべき努力が必要だと思う。大きなホールより大切。（生活に） 

402 
微力ながらボランティア活動をしている。我が地域も高齢化しつつあり、地域でボランティア活動が根付いて助け合いの

精神が生まれるといいなと思います。 

403 
市民の森、ふれあいホール建設に反対。その金を子育て・高齢者への対策・福祉に使ってほしい。浅川の南側と北側

とでは市の公共施設・福祉施設に差があります。市の中心への交通も不便です。非是お考えいただきたい。 

404 
市民の要望は聞き流しにしないでほしい。 工事の際、役所が連絡を密にしてその度に同じ所を何度も掘り返す事は

やめてほしい。 行政が一般人にはわかりにくい。 

405 良好な環境ですから、すごく良い。 

406 
各公民館や公共の所で行われているサークルや教室等のスケジュールをウェブで簡単に見られるようにしてほしい。広

報をもっと見やすくしてほしい。 

407 住民税をもっと安くしてほしい。 

408 
歩道を広く。狭い歩道は植え込みを省き、標識や電柱を一定に揃え、幹線は全て自転車道や電線の地中化をすすめ

るべき。街の美観上も東電に申し入れるべきだ。各団体の整理・統合化などをするべき。 

409 
4月から資源ゴミのペットボトル・トレーの回収が月 1回になるようですが、市民に協力を求めると同時に各店への回収

協力を強くお願いしたいと思います。近くにペットボトルの回収店がなく、不便です。 

410 

火災の予防。プロパンガスのアパートが多く、火災が起きた時ボンベが爆発したら怖い。古い消火器を安く回収してほ

しい。 住居表示を電柱にしてほしい。「三沢 3丁目」という風に。 高幡不動駅 3階ホールで縁日の日だけでもお土産

を売る。高幡不動のお土産用に小さい包みがあると便利。田舎に行くときに沢山買いたいので。 

411 
日野に住まいをかまえ、30年が過ぎたが道路整備・商業集積などの改善が進んできたという実感がない。首都である東

京都内に存する一自治体として市民生活の利便や都市の美観に向けて協力に事業推進してほしい。 

412 活気ある先進的に発展してゆく町を望む 

413 
市立病院の健全な運営。（医療体制の充実、小児科・産科を永続的に安心して利用できる態勢を整えてほしい） 保育

園、特別養護老人ホームの増設 

414 

今まで通り堅実な市で良いと思います。多くの市町村が破綻などで苦しんでいる中で目立たず尐し地味な市だと思っ

てきましたが、これが良かったと思います。住んで 40年以上子育ても終わり、静かに老後を住まわせて頂いております。

堅実な街でいてほしいとおもいます。そして決断する時は市民を巻き込んで英断すること。ゴミやリサイクル問題のよう

に大成功でした。 

415 駅の広場にもう尐しハッキリした石像とか石塔とかあるといいなと思います 

416 

市の設置した近所の広場の清掃の件、老齢のためお手伝いできません。催しものに参加したいが、交通が不便のため

参加できません。市役所に行って説明を聞きに伺っても○課へ行きなさい、また答えが聞けなくて○課へ行きなさいと、

たらい回しにされて説明ができる方がおりませんでした。 

417 
お年寄りが一緒に集い、昼食等作ったり食べたり出来た方が一人で食べるより出掛けて行く機会も出来て楽しいと思う

のですが。 

418 
「ふれあいホール」（体育館らしいが）を建設するようだが、本当に必要なものなのか疑問である。無駄なように思える。も

っと市民に説明するべきではないのか。 

419 
近隣市に比べ、全てにおいて务っている。市立病院の充実は認めるが、八王子市民の為かと思うほど交通便が悪い。

図書館等の施設面も老朽で、祭日等が休みとは驚く限り。 

420 食料品の包装・不燃物が多すぎる。企業で減尐化を望む。 

421 
国立駅を見るにつけ日野駅の情緒は残してください。 問 5（4）の質問は矛盾しています。体育館建設の莫大な予算が

あるのに公園の維持が出来ない、納得しかねます。子供達、老人が沢山利用しています。 

422 前市立病院や多摩平団地の跡地の利用（活用）が見えず気になります 

423 
定年退職後にはやっと空いた身体を市の行事、公民館でも学習に積極的に参加し、もっと日野市を知っていきたいと

夢見ています。広報等に掲載していただき、参加しやすい環境を作ってほしい。 

424 

坂道の下りを小学生の子供が並列に並んでスピードを出して走ってくるので安心して歩くことが出来ない。また夜にライ

トも点けないで走ってくる自転車も、交通ルールを守らないなら車と同じように罰則を与えるような市の条例等を考えて

ほしい。 

425 
八王子、立川に挟まれた日野は大規模な開発は必要ないと思います。駅周辺の商・住の開発はある程度行い、自然は

しっかりのこされたコンパクトシティが理想だと思います。 

426 

日野広報は 30年ほど市内に住んでいるが、ほとんど読んだことがなかった。駅、図書館、大型スーパーなどにあると良

いと何度も依頼したが、見かけなかった（他市では駅、図書館、保健所などに置いてあった）新聞も退職後、日野市で

購読しているので日野広報が入ってくる全家庭の配布があればよいと思う。配布している人が居たので要望したが、配

布する数に入っていないとの事でした。（新聞より早く配布しているので）全家庭に配布する方法は？ボランティアで配

るなど。 

427 

多摩平ふれあい館をボランティアの日本語教室で毎週土曜日午後使用させていただきていますが、市企画の行事で

集会室を先取りされることが多いです。その場合は使用できる部屋が無く、休まざるを得ません。市企画の行事は市役

所をお使いになれないものでしょうか。どうお考えなのでしょうか。 

428 道路際の雑草を取り、見通しの良い町にしてください。 
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429 
日野市内の南端に在住しています。公共機関もなかなか利用できません。高齢になりますと、ますます交通機関を充実

してほしい。 

430 安全で快適な生活の出来る街づくりを何よりも優先して行ってもらいたいです。 

431 問 5の（3） 20年若かったらと思う。これからもどんどん若者達の意見を取り入れて日野市を良い町にしてください。 

432 
長期期間の外出中の留守宅の安全と安心の充実、学べる施設の充実、高齢化社会に伴い集会場または集会を多くし

てほしい。ストレッチ、フラダンス等の充実も。 

433 高齢者が安心して生き生きと生活できる街作り、外出の機会が増えるよう更なるミニバスの充実を望みます。 

434 

市立病院を充実してほしい。老人、子供が安心して住めるようにお金を（市の）出すと良い。新選組祭りにだけ莫大なお

金をかけているようだが、もっと市民全体が参加したいと思えるイベントにしてほしい。神明の「新選組のふるさと歴史

館」という名前は偏っている。「ふるさと博物館」に戻し、日野の歴史をまじめに考えてほしい。 

435 
町には定年退職者がもっともっといるはずです。ボランティアでまちづくりをする意欲を引き出すことはできないでしょう

か。 

436 

公民館、学習センター等があるのは知っていますが、中央線付近に集中している気がします。今、大きなホール施設の

建設計画があるようですが、不必要に思います。それよりも高齢者、子供経達が気軽に利用できるコミニュティーの場所

が住まいの近くにあれば望ましいと思います。 

437 手近に楽しみのある町、自然（川と ）公園、博物館、美術館、会館の催し、活気ある商店街ｅｔｃ 

438 
調査について、本人は８０歳近いので娘の私が代読、代筆しました。質問が多すぎて疲れてしまい、全てが本人の意思

で回答したわけではありません。期日が遅れてしまい、申し訳ありません 

439 一般住民にもっと目を向けていただきたい。市長をはじめ、議員たちも皆、わが身を護る事を優先している感がします。 

440 市民プール充実する計画実施してほしい 

441 
立川と八王子の間の中で、二市にない個性的なまちづくりをお願いしたいと思います。しかし、個性的なまちがどういう

物か自分には思いつきません。 

442 早急に実施してほしい。（だんだん高年齢になり、移動も大変になるので・・・） 

443 

多摩平団地の改築が始まって以来、街がどうなるか楽しみにしておりましたが、３０年以上住んでいる住民の望むもので

は結局ないのだと分かりました。豊田駅のバリアフリー化の困難性も街づくり計画と関係していることは分かりますが、子

が豊田保育園へ通っていた３０年前となんら変りなく、障害（児）施設のある街との認識も全く感じられません。今空いて

いる土地が有効に開発される希望がもてません。 

444 

広報紙で、パソコン教室などさまざまな募集がありますが、どれも（土）（日）お休みの方対象だったり、休日が不定休の

場合利用したくても利用できないものが多く残念に思います。また、開いている時間帯も早すぎる気がします。（主婦向

けの時間が多い） 

445 
公的施設利用時、車の駐車場が尐ない。南口区画整理に伴い地区センターよりもう尐し大きい施設を誘致してほしか

った。駅から１２～３分以内で。２５億円の「ふれあいホール」より身近な物から充実させていってほしいと思います。 

446 

日野市では西の方の地区、特に西平山地区は市の各施設がなく、他地区の施設利用にも駅の利用にも（西豊田駅の

出来る予定ない現状では特に）小型バスの利用が大事です。この便をもう尐し良くして頂きたいと思います。又この地区

は、道路が狭いのが１本しかないのがいつ迄続くのでしょうか。消防・救急車の為にも不便です。住みよい町づくりにも

早く改善してください。街路灯も省エネの為・安全の為にも新しい型のものに（ＬＥＤ）して電力が尐なくもっと明るいもの

にして下さい。犯罪の減尐にもなると思います。そして花木を増やして、みどりと花の町といわれるようにしてください。 

447 

市の管理費不足による地元民の協力等の話があったが、私の時代の人々は協力はあたりまえの事。なのだが、市の管

理費不足等もあまりにも情けない。議員は何を考えてるのだ・・・。議員定数を１人２人減ぜよ。（イギリス市政でも参考に

すべし） 

448 

まちづくりについてではありませんが、このアンケート、空欄が多くなりましたが、大変答えにくい質問が多いと思いま

す。子育て中でなければその種のことはわかりませんし、色々な設備を利用していなければわからない事も多く、どちら

とも答えられない質問が多く、もう尐し答えやすいものであってほしかったと思います。出さないつもりでしたが、こういう

意見があるという事で、アンケート結果ではなく一考を要すると考えました。 

449 

１．日野市は東京一、日本一の狭い農道舗道に溢れていて車の通行がきわめて危険だ。できるだけ一方通行にして安

全を保とう。２．浅川以南のまちづくりが遅れている。近隣各市だけの市街整備を。３．新選組中心の観光促進はいかが

なものか！ 

450 
ミニバス路線の充実を計ってほしい。大型ごみ袋の５枚入りを販売して欲しい。新しいごみ袋を燃やすという矛盾を感じ

ています。 

451 市民を巻きこんだ取り組み（例えば、コンソーシアム）を積極的に取り入れて欲しい。 

452 

箱物（体育館等）は、あらゆるイベント等を受けて、回転を良くすれば、維持費のふくれ上がりは抑えられるのではない

かと思います。民間の詳しい方（スペシャリスト等）を迎え入れて、今後活性化よくすれば無駄な物だと言われないので

はないでしょうか？ 

453 
環境を守るために、高層建築には制限をつけること。野放しの高層建築は、やがて天罰により全て壊れる（倒壊する）と

思うべし。（都市を襲う天変地異が迫っている。） 

454 

市民の情報をお役所仕事でなく、受入れてくれる事によって、我々市民は納得します。市民を動かす力は「やる気」で

す。「やる気」の姿を見せてくれれば、おのずと協働に行きます。「やる気」をはっきりすれば、活気あふれ生活が楽しく

なります。今の現状では先行不安でたまりません。（例）窓口業務が混雑してても、奥の方で新聞、タバコ等してると１人

でも２人でも助けたら混雑なくなるのにと思う事有ります。担当外だとかでなく自ら助け合いする姿を見せることで、やっ

てるなと思えるし、待ち時間がまんできる。 
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455 暮らしの便利帳の配布などは有益と思います。 

456 商店街の活性化を強く望む。日野市内の循環バスの早期実現を望む。 

457 現在、高齢化（私も含め）が進んでいるので将来高齢者や障害者にとって、住みやすい環境を考えてほしい。 

458 
平日、休日にかかわらず医療の充実。市民のためのまちづくり。お願いします。問５（４）のような質問に気分が悪くな

る。 

459 

いつかは日野から離れて暮らすようになると思うが、戻ってきた時にホッとできるような街であってほしい。住みやすく、

新しい街になるのはいい事だが、変りすぎて昔の姿を失ってしまうのは寂しい。昔のいい所を残しつつ、どんどん良くな

っていったらよいと思う。いつまでも”緑と清流のまち、日野”であってほしい。 

460 
福祉センターや公民館が老朽化しています。そろそろ建替えの時期ではないでしょうか？ホームページが見づらいで

す。もっと扱いやすい画面に改善してもらえないでしょうか？ 

461 自分の住む町を愛しホコリを持って生活していきたい。 

462 大事なアンケート、提出遅れて申し訳ありません。でも目を通して頂きたいです。 

463 幹線道路の整備充実。ゆとりある歩道空間の確保。自転車道の整備。 

464 
街並みがばらばらであり、ある程度制限した方が良い。駅前は得に。商店も内容が同じようにならないように。いろいろ

あるが広告も。議員さんも党はなく仲良く市民の中に入ってほしい。専門家も入れて全体的な計画やアイデアを。 

465 
もっと若い人達が活躍できる町づくりを意識してすすめるべきである。高齢化が進むのは仕方がないが、あまりにも活気

がない。 

466 
浸水等の自然災害が起こった場合の施設等の充実が早急に望まれます。今迄に提示されている場所は適当とは思わ

れない処があるので。 

467 
1.財政が厳しいことは理解できるが、安易な市民の力だよりは安直すぎる。2.特定の政党、政治団体に左右されない市

政運営を望む。 

468 
移動図書の利用量などにみられるように市民には学習意欲が高く社会参加、たすけあいの参加、学習教育・福祉への

参加意欲が他市よりすごく高いと感じるのでそういう市民の力をいかすまちづくりをしてほしいです 

469 

京王平山団地（平山 1、2、3丁目）に、住民が住みはじめてから約 35年経ちました。上下水道完備、都市ガス、TV共

聴ケーブル、碁盤目に整備された区画、平山台小学校が近くにあり、住みはじめのころの住環境は、多分、日野市の

中でもトップクラスであったと思っております。それと共に、当住民が 35余年の間に納めてきた住民税、固定資産税、都

市計画税などは 他の地区よりかなり多かったのではないでしょうか。この間、日野駅周辺、高幡不動駅周辺、豊田駅

南口など、多大なお金がつぎ込まれ、整備されてきております。一方、この 35余年の間、当地区の住環境の改善は、め

ぼしいものはなされていません。すなわち、京王平山団地（平山 1、2、3丁目）住民は、税金は納めるがその恩恵は感

ぜられず、日野駅周辺、高幡不動駅周辺、豊田駅南口等々へ、使われてきているのではないでしょうか？別の言い方

をすれば、浅川以南の日野市の西南地区は、利便性、住環境改善など、ほんの申し訳程度しか行われていて来てい

ないように感じております。また平山台小学校は廃校になりました。高幡不動、豊田などにある市庁の出張所もありませ

ん。平山城址公園駅での京王線の電車は、ダイヤは以前に比べ不便になり、スーパーの品揃えも乏しくなっています。

住環境の向上、利便性の向上はいたしておりません。平山城址公園駅の整備や、飲食店などの整備について問題が

あると感じております。もっと、公平に予算を使ってほしいと思います。この問合せに対する、回答は「広報ひの」に、記

載いただければと思います。 
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