Ⅴ 松戸市に対する意見・要望
（自由記載）
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松戸市に対する意見・要望
自由記載欄（松戸市に対するご意見・ご要望などが特にありましたら、ご自由に記載してください。）
今回の調査では 322 人から意見・要望が寄せられました。

【図書館について】
 図書館は、もっとゆっくりと見られるスペースが欲しいと思いました。
（女性/60～69 歳/馬橋地区）
 松戸市立図書館は、建物も古く蔵書も少ない。建て替えを含め、新しくすべき。
（男性/50～59 歳/本庁地区）
 図書館をきれいに広くして欲しい。
（女性/20～29 歳/本庁地区）
 図書館の植物、動物の図鑑を、もう少し充実したものを置いて欲しいと思いました。
（女性/60～69 歳/常盤平地区）
 図書館の図書選定について。市内の図書館に、シリーズで発刊されている本が無い場合、シリー
ズ最新刊を購入してもらえない。他市で持っている場合でも、半年経たないと貸し出してもらえ
ない。シリーズではない新刊では購入対象になるのに、シリーズ本では半年待たないと読めない。
途中巻からでも選定対象にしてほしい。
（男性/60～69 歳/常盤平地区）
 松戸市の図書館本館は古くて狭いのでもうそろそろ建て替えたらどうでしょう。分館は利用しま
すが、本館はほとんど利用しません。金町の葛飾区の図書館の方が広くて利用しやすいです。
（女性/40～49 歳/本庁地区）
 学生時代に、自習する場所を捜していましたが、新松戸の図書館では、場所が無くて、使えませ
んでした。松戸図書館まで行けば、学習室があったようですが、１ヶ所だけでなく、各図書館に
あった方が良いと思いました。我孫子にある施設は、ＰＭ７時か８時頃までやっていたので、学
校帰りに寄ったり、休みの日にもわざわざ自習しに行った記憶があります。
（女性/20～29 歳/新松戸地区）
 中央図書館を充実した内容のものにして頂きたいと思います。専門書がもっとあればと思います。
又できれば、図書館の建物に食事のできる所があればもっといいかと思います。
（女性/50～59 歳/本庁地区）
 図書館が近くにあるので、よく本を借ります。もう少し本の種類が増えたらいいなと思います。
（女性/30～39 歳/常盤平地区）
 東松戸の図書館が狭くて蔵書も少ないのでもっと、大きくして欲しいです。公園が少ないので、
増やして欲しい。
（女性/30～39 歳/東部地区）
 図書館が貧弱。もっと整備してほしい。読み聞かせのボランティアをしているが、都内や近くの
市の図書館と比較してあまりにも貧弱すぎる。施設だけではなく、蔵書が少ないし、傷んでいる
本を読まなくてはならないので困っている。
（女性/60～69 歳/馬橋地区）
 図書館の充実。
（設備と本）
（女性/60～69 歳/六実地区）
 緑豊かなゆったりとした憩の場となるような図書館が欲しい。（女性/70 歳以上/常盤平地区）

117

 家の近くの図書館が狭すぎてゆっくりしたいと思う環境にない。車がないと２１森の図書館に行
けないのは残念です。雑誌を読みたいのですが、読みたい雑誌がないです。もう少し充実してほ
しいです。２１森の駐車場を時間貸しを設けてほしいです。２Ｈくらいしか停められないことも
あるので検討願います。
（女性/30～39 歳/小金原地区）
 図書館の充実をお願いしたい。
（男性/60～69 歳/本庁地区）
 図書館について。話題の本や人気の本は予約が多く、待ち時間が非常に長い。貸出期間を短くす
るとか、所蔵数を増やすなど、何かしら解決策がある筈。
（女性/20～29 歳/東部地区）
 図書館を整備充実させて下さい。
（女性/40～49 歳/常盤平地区）
 市内小学校にて読みきかせボランティアをしています。松戸市において「読みきかせ」の意義が
きちんと示されていないので「カリキュラム内なので仕方なくやる。本当はすぐに授業に入りた
い」という学校側の気持ちが透けて見えます。読む方もとまどいます。本を選ぶのも図書館の不
便さを感じます。
（冊数の少なさ等）もう少し教育、図書利用に力を入れて頂きたい。
（女性/50～59 歳/本庁地区）
 図書館が小さいし、本が少なすぎ。これからの子供達に魅力ある地域作りをして欲しいと思いま
す。
（女性/50～59 歳/馬橋地区）
 小学校で読み聞かせのボランティアをしていた頃、よく支所の分館を利用していました。ネット
からの予約ができるのはとても良いサービスです。でも、実際足を運んでみると狭くて暗くて、
座る所がほとんどないところもあり、全然楽しくないのがとても残念です。改築、改装となると
お金がかかり大変だと思いますので、すぐにできないと思います。ただ、願わくば、図書館をた
だ本を貸す機関に留めず（勿論、蔵書の充実は必要）、子育てや交流、憩いの場でもあって欲しい
です。小さい子を気兼ねなく連れていけ、ドリンクを飲む場があり、広い親子トイレがある。子
供の為に絵本を手に取り易い、親子で楽しめる空間があったらいいなと思うのです。
（女性/40～49 歳/新松戸地区）
 休日にも家族で利用できる図書館＆カフェがあれば、子供ももっと本を読むようになる機会が増
えるように思います。松戸には小規模な図書館はありますが、本の種類も少なく、古いので子供
がつまらないと言います。また、落ちついて本を選んだり、読んだりするスペースもなくおもし
ろくないと思います。地方（長崎？）に大きな図書館ができていこいの場となっているようです
が、松戸にもそういう場所があればいいなぁと思います。（女性/40～49 歳/本庁地区）
 図書館の図書を増やして欲しいです。
（男性/40～49 歳/六実地区）
 図書館を含む公共施設が松戸市はとても考朽化していると思います。ぜひ皆が足を運びたくなる
ようなものをお願いします。
（女性/30～39 歳/新松戸地区）
 図書館については、以前、市の図書館ではなく、県立の図書館に行って借りて来たが、とても解
放的で（広く）良かった。松戸も少し広く明るい図書館が欲しい。
（女性/20～29 歳/本庁地区）
 図書館などの設備の充実を実現していただきたいと思います。（女性/40～49 歳/新松戸地区）
 以前、図書館をよく利用していましたが、正直いって、いつも変わりばえのしない本が並び、最
近は遠のいています。小さい所は小さいなりの、工夫をしていただきたい。
（女性/50～59 歳/本庁地区）
 図書館ですが、最近は金町の（駅前）図書館等を利用するようになりました。近隣の市や区の図
書館を参考にして、より充実するように変えるべきところを変え充実させていただきたいと思い
ます。
（女性/50～59 歳/本庁地区）
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図書館については福島県にある「もったいない図書館」のように不要となった本を寄付しても
らうなど工夫が必要ではないか。その際あまり条件を付けすぎては集まりにくいので留充する
必要があると思う。ＤＶＤ等も寄付を求めできるところから貸出を始めるべきでは。
（男性/50～59 歳/本庁地区）



図書館以外でも学習室があり、学生生徒が自習出来る施設が増えると良いと思います。
（男性/50～59 歳/常盤平地区）



図書館について、市内の数カ所を利用したことがありますが、他市と比べて物足りなさがあり
ます。本の種類も少ないですし、ゆっくり読むスペースも十分でないし、特に、子供と一緒に
楽しめるスペースがあればいいのに…と思っています。できれば、広くて明るく誰もが利用し
やすい図書館があればいいな、と思います。
（女性/40～49 歳/新松戸地区）



近くにある図書館は古く、使いずらい。閲覧スペースや学習スペースをもっと広くして欲しい。
特に駐車場が狭く、土日は止められない。使いずらいため、最近では、すっかり図書館から足
が遠ざかってしまった。
（男性/30～39 歳/常盤平地区）



図書館についてもっと閲覧できるスペースを作ってほしい。本や雑誌などゆっくりと見られる
スペースがあればもっと居心地もよくなると思います。
（女性/50～59 歳/本庁地区）



図書館の本の返却ポストを駅に作っていただけると、より利用しやすくなると思います。
（男性/20～29 歳/馬橋地区）



図書館をもう少し時間を考えて開館してもらいたい。これからの子供たちにと思い、充実した
図書館としてもらいたい。松戸市は、図書館の休みが多すぎる。時間も開館時間も、他市に比
べて短いと思う。
（男性/50～59 歳/馬橋地区）



図書館をもっと作ってほしい。
（女性/30～39 歳/矢切地区）



小学校の図書室の本をもっと幅広く増やして欲しい。松戸市の図書館の水準はかなり低い。狭
い、見にくい、本が少ない、驚くほどである。（女性/40～49 歳/馬橋地区）



金町駅の近くにある葛飾区立中央図書館のような施設が松戸駅の近くにあるといいなと思いま
す。
（男性/50～59 歳/新松戸地区）



松戸市長の公約にもあった図書館の蔵書の充実をお願いしたいです。外国文学、とりわけ中国
文学の充実をお願い致します。
（女性/70 歳以上/本庁地区）



図書館をもっと充実させてほしい。例えば、学生が使える自習室を作る。人気のある本の数を
増やす。トイレをきれいにする等。
（女性/30～39 歳/常盤平地区）



松戸市の図書館の本をもっと充実させてほしい。本が古くて汚い。（男性/40～49 歳/東部地区）



図書館の整備、本の充実、移動図書館の復活。（女性/50～59 歳/本庁地区）



図書館の蔵書を充実させて欲しい。あまりに少なくて残念。
（女性/40～49 歳/馬橋地区）



一般向けの教養書ももちろん必要ですが、もう少し専門的な本もそろえていただきたいと思い
ます。結局図書館にないので、大きい本屋さんに行って買うことになってしまいます。あと図
書館のバリアフリー化やトイレを洋式にするなど足の不自由な方でも気持ちよく利用できるよ
うな設備を整えていただきたいと考えています。
（女性/40～49 歳/本庁地区）
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埼玉、東京と住んできて、松戸市内にいくつか図書館があるようですが、規模が小さいと感じ
ました。やはり落ち着いて勉強できたり、年代問わず様々な人々が利用できるよう、もう少し
充実させていただきたいです。夜の明かりが少ないし、場所によっては歩きづらく、人通りも
ない所が気になります。夜でも安心して通れるようにしてほしいです。
（女性/20～29 歳/馬橋地区）



松戸市図書館どの施設でも、東京都の図書館に比し、極めて悪いと思う。もう少しゆったりと
滞在できる施設にしては如何でしょうか。（男性/70 歳以上/新松戸地区）



図書館施設でも、スペースの問題、子育てに活用できるスペースがもっとあってもいいかと思
うし、企画も新しいインパクトのあるものが少ない。（女性/60～69 歳/常盤平地区）



新しい図書館を駅の近くに構築して欲しい。
（女性/50～59 歳/本庁地区）



図書館が、もう少し充実していたらいいなあ、と思います。近くにある図書館はわりと小さく、
自習室もありません。
（最近は行っていませんが…。
）自習室があったり、ちょっと腰をおろし
てゆっくり観ていられるスペースなどがあれば、利用する人も増え、利用する機会も増えるの
では。
（女性/40～49 歳/馬橋地区）



せめて図書館くらいは駅近に大きくて使いやすい所があればなと思ってしまいます。
（女性/40～49 歳/新松戸地区）



図書館についてですが、新松戸分館を以前利用したことがありますが、狭すぎです。学生が勉
強できる「学習スペース」をもっと充実させてあげたらいいのにと思います。館内で読書でき
る机やイスの数が少ないのでもっと増やして欲しい。（女性/40～49 歳/新松戸地区）



図書館・公園の数が少ない。
（女性/30～39 歳/馬橋地区）



図書館を新しく使い易い建物に。
（きれいに）
（男性/60～69 歳/本庁地区）



公共の施設が他の都市に比べて、おそまつだと思います。特に図書館、公園は、もっと充実さ
せていただきたい。
（女性/40～49 歳/本庁地区）



松戸市図書館はイメージがちょっと暗いです。幼児の頃から本に親しむ事のできる環境づくり
をしてほしいと思います。子ども達がちょっと時間があいたから、本を読もうかな～と気軽に
思えるようなもっと身近に感じる事のできる施設づくりをしてほしいと思います。子どもが小
さい時に一緒に本をえらんでいる時など、係の人に「しずかに‥」と言われ、会話も楽しめな
いような所で、子ども達と本をえらぶ事は無理だと思って、それから図書館には行っていませ
ん。
（女性/50～59 歳/矢切地区）



図書館を市川市並にしてほしい（設備蔵書の質など）公園が少ない。
（男性/30～39 歳/東部地区）



今回、図書館についての質問がありましたが以前から、市内の図書館についての充実を願って
いました。子供の本など、種類冊数を増やしてほしいと思います。（女性/40～49 歳/本庁地区）



特に文化の大切な底力である図書館の施設。資料の充実に急いで取組んでいただきたい。
（女性/70 歳以上/馬橋地区）



図書館を増やしてほしい。
（女性/40～49 歳/東部地区）



松戸市の図書館本館は、近隣である金町の図書館に比べると、古く、みすぼらしく、置いてあ
る本も少なく、大人学生子ども達が、自習できる場所も整っていないと思います。早急に図書
館本館の施設充実をはかり、整えて頂くことを切に願います。（女性/40～49 歳/本庁地区）
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 図書館について。他県で本を見る為の開放的な空間を持つ施設があった。いま街の本屋でも机椅
子を設け、滞在の居心地をよくする店舗を見かけるが、このようなオープン性をもった施設が充
実してもよいと思う。現在の施設は目的をもった人がその目的を達する為に集まるというのが一
般的と思うが、不特定の目的の方が新聞を読んだりコーヒーを飲んだりする場があってもいいと
感じる。
（男性/50～59 歳/新松戸地区）
 子供の教育より先ず大人の教養を便利に深められる仕組みを作ってほしい（本の寄贈による図書
の充実、郵送やポストを利用した貸出、返却システム、英語や外国語の学習のため居住外国人の
ネットワークを利用など）
。
（男性/30～39 歳/馬橋地区）
 図書館についての項目がありましたが、自習できるスペースがあるととても助かります。仕事を
していると何冊も借りて行っても思う様な書物でないと次回行くときまでに時間がかかってしま
う。自習スペースがあるとそこで調べもの等、何度も本を変えてできる。松戸の図書館は都内に
比べると本の数が少ないと思うし、古いものが多く、あまり、探している書物だったり、最新の
情報が得られない。
（女性/40～49 歳/馬橋地区）
 馬橋駅の施設の有郊活用をしてほしい。図書館の支所など作ることはできないだろうか？あとは
駅に図書館の返却ボックスを作ってほしい（女性/30～39 歳/新松戸地区）
 図書館の開館時間が短い。
（男性/60～69 歳/小金原地区）
 学生が自習できる図書館が松戸駅近くにあったら便利だと思う。
（女性/40～49 歳/本庁地区）
 図書館の規模が小さく本が少ない。図書館の充実を。（女性/40～49 歳/馬橋地区）
 図書館の更なる充実と整備をお願いしたい。
（女性/40～49 歳/東部地区）
 各図書館には子どもの本をさらに充実させてほしいと思います。
（女性/60～69 歳/常盤平地区）
 学校区に 1 つゆっくり読書や勉強ができる図書館が欲しいです。
（女性/40～49 歳/馬橋地区）
 図書館の規模が小さいため、都内の図書館を利用している。新作の導入、音や映像にも力を入れ
てほしい。
（女性/30～39 歳/馬橋地区）

【講座・教室について】
 市の体育館でのスポーツ教室や高齢者体操教室等開催してほしい。生活や教養に関する講座も開
催してほしい。
（女性/60～69 歳/常盤平地区）
 以前から生涯学習講座は知っていましたが、興味を持てる講座はありませんでした。少し講座内
容を検討していただきたいと思います。ところを変え充実させていただきたいと思います。
（女性/50～59 歳/本庁地区）
 私は大学生です。地域の小・中学生やお年寄りの方と関わる機会がほぼありません。幅広い年齢
の人たちが集まって活動できるような講座（例えば料理、工作、運動等）があると嬉しいです。
そして講座の講師・運営スタッフを住民の中から募集していただきたいです（例：テーマ・講座
名…松戸市の伝統食を作ろう 講師…松戸市在住のお年寄りの方、主婦の方）。参加者にとっては、
地域の人から教わることにより地域とのつながりを実感できるというメリット、運営側にとって
は、活躍の場とやりがいが生まれるというメリットがあると考えるからです。
（女性/20～29 歳/馬橋地区）
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 テレビ等で健康に良いと云う色々な体操やストレッチ等見ながらやって見るのですが１回やった
位では覚えられずビデオで録画しておいても１人では続けられません。公民館等で体の機能を維
持して行く為の高齢者向けのストレッチ運動等を週１回か出来れば２回位、教えて頂ける場所が
あると、ありがたいと思います。サークルが多数ある体操教室も、７０才すぎての入会は何年も
やっている人の中に入って行くのは無理に思えます。経費の問題でしたら、多少はかかってもか
まいませんのでお考え願えませんでしょうか？（女性/70 歳以上/常盤平地区）
 知的、文化的なイベントが少ない。
「祭り」ばかり多くて内容が薄い。
（女性/40～49 歳/本庁地区）
 仕事をしていますのでカルチャーセンターや大学の生涯学習講座については平日日中の講座を受
講するのは難しく、夜または土日の講座が充実しているととても助かります。
（男性/50～59 歳/馬橋地区）
 松戸市では言語活用科がありますが、うちの子の学校では英語教育の時間が少ないのではと個人
的に思います。そういった所を補う意味でも市の主催で小中学生向けに英語（英会話）の講座な
どがもっと増えると参加しやすくなるのでご検討頂ければと存じます。
（女性/40～49 歳/新松戸地区）
 国際交流に時々参加させていただきますが多国籍の方とのもっと広範囲、多種な機会がほしい。
（女性/50～59 歳/常盤平地区）
 公のカルチャー活動は、主婦や、高齢向けが多く、働く人たちや働く世代の人向けが少ないです。
そういう人たちが、いざ何かをしようとすると、時間帯が夜や休日になる為、しかたなく民間施
設に高い月謝を払って習いごとやセミナーに行くのです。（女性/40～49 歳/新松戸地区）
 出来ましたら市でパソコン教室を行ってくださればいいなと思います。
（女性/60～69 歳/本庁地区）
 ボランティアで、子ども達に勉強を教えてもらえたらうれしいです。寺小屋のようなことをやっ
ている地域もあるようなので、元教師の方々が小学生の勉強をみていただけたら、経済的にも少
し楽になるかと思います。
（男性/50～59 歳/本庁地区）
 幅広い年齢層の市民が集える各地域での催し物があるとよりコミュニケーションの輪が広がると
思う。
（女性/40～49 歳/東部地区）

【施設】
 市民センターなど交通に不便で参加できない体の不自由な方でも参加出きる場所が近くにあると
良いと思います。
（女性/60～69 歳/本庁地区）
 文化施設がとても少ないと思いますので、もっと充実させて欲しい。市外からも人が集まるよう
なイベントなどをして、もっともっと活性化していって欲しい。
（女性/50～59 歳/六実地区）
 障害者団体や障害者対象のボランティアの会などに対し、市の施設（福祉センター、浅間台、ふ
れあいママなど）利用の申し込み優先制を考慮していただきたい。（女性/70 歳以上/東部地区）
 公民館は広いのですから、東京都の県境の矢切だけでなく、増やしてもらえれば、大人から子供
まで利用できると思います。
（女性/20～29 歳/新松戸地区）
 公共施設が月曜日休みの為利用出来ない所が多い。隔週でも良いので変えて頂けるとありがたい
です。
（女性/50～59 歳/常盤平地区）
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 晴れていれば公園で遊べますが、雨天時の遊び場所（公民館等）の使用があるといいなと思いま
す。近所の子達が自由に集まれる場所が必要かなと思っています。（女性/30～39 歳/東部地区）
 これから私達は、高齢化して健康は気を付けてはいますけれど年をとると二人きりになり、友達
もだんだんいなくなったりします。近くの集会所などで運動したり、おしゃべりしたり、料理し
たり月に何度かあれば、ボケ防止にもなる、そういった地域の人達と知り合いにもなれる場を作
ってほしいと思います。
（女性/60～69 歳/六実地区）
 各地域に町会がありますが、残念ながら利用度があまり無い様に思う。各町会は、会館をもっと
集まりの場所として利用度をあげてほしい。
（男性/70 歳以上/本庁地区）
 スポーツ施設の充実（男性/60～69 歳/常盤平地区）
 年間使えるプールの施設が駅から遠い。駅からバスに乗って行けるようにしてほしい。夏休みの
ラジオ体操が５日間ぐらいで終わっている。市が中心になり夏休みの間４０日行う事は出来ない
か？（女性/50～59 歳/常盤平地区）
 馬橋の駅ビル内に生涯学習の施設にしてほしい。又は、子育て広場、保育等、駅ビルの有効活用
を望む（女性/30～39 歳/馬橋地区）
 地域近辺に公共施設が（特に運動係の用具の充実）ほしい。
（女性/70 歳以上/常盤平地区）
 松戸市の発展を本気で考えているのであれば、子どもから大人、老人までが有意義に利用が出来
る施設を使るべきだと考えております。例えば、某県内のある市が運営している図書館のように、
沢山の本やネットスペース学習スペース、交流スペースなど、大型の公共施設があると、各年代
の人が有意義に利用が出来ると思います。（男性/20～29 歳/本庁地区）
 松戸市には安全で楽しく遊べる子供（乳児から小学校低学年）の大きな公園が少なすぎる。
（女性/50～59 歳/馬橋地区）
 千駄堀の公園の遊具を充実させて欲しい。せめてベンチの設置。
（女性/30～39 歳/常盤平地区）
 書道をやっているのですが、大作を書けるような公民館のスペースを充実させてほしい。
（女性/30～39 歳/馬橋地区）
 公園の整備を更に力を入れて頂きたい（女性/30～39 歳/本庁地区）
 大人が運動できる公園（運動具等設置）
。動物とふれあうことができる公園（ドッグラン併設で動
物愛護など講習をする）国際交流ができる施設やイベント等が増えればいい
（女性/60～69 歳/馬橋地区）
 子ども館、公園など子ども達のための施設を作って欲しい。
（女性/70 歳以上/矢切地区）
 健康増進施設（ジム・温水プール等）の数が少ない。各地域にあるクリーンセンターを利用して
施設の充実をはかってほしい。
（男性/30～39 歳/常盤平地区）
 公共施設を老人や子育て中の方も使用しやすい様に整備して欲しいです。
（男性/30～39 歳/新松戸地区）
 体育館内のトレーニングジムがあまりに粗末で、ガッカリです。松戸市内のトレーニングジム（以
下、ジム）は、用（器）具が少なかったり、古すぎてサビついている等。より健康で、社公的な
ジムを是非是非作って下さい。
（女性/50～59 歳/常盤平地区）
 若い世帯への協力・支援（子育て・母親のストレス解消）などができる公共施設などを増やせる
と良いと思います。子供達が安全に生活ができる地域作りが必要だと思います。
（男性/50～59 歳/本庁地区）
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 せっかく大きな森のホールがあるのに、利用する団体が少ない気がします。料金が高いのではな
いですか。空いているのなら安く使用させてもらいたいです。（女性/20～29 歳/本庁地区）
 水と魚に触れ合える施設が欲しい。中高年のダイエットプランナー施設があったらいいのに…。
（男性/30～39 歳/馬橋地区）
 私は幼い頃、世田谷区で育ちました。学校の隣に児童館があり、絵本の読みきかせをして頂いた
り、体育用具のあるホールでとび箱や鉄棒などをして、雨の日も友だちとあそびました。松戸に
きて子育てをする中で、このような施設が地域にないことをとても残念に思いました。小学生の
時は、時々学校で行われた「こどもまつり」に、親子でいつも参加させて頂きました。児童館が
無理なら、このようなイベントをたくさん行って欲しいです。（女性/40～49 歳/東部地区）
 小学校でも行ける児童館が近くにないので、あったら良いと思う。（男性/30～39 歳/矢切地区）
 子供が遊べる、利用できる場所を増やして欲しい。公園の遊具の充実（古ヶ崎近辺）松戸駅のエ
レベーターの設置！！（女性/30～39 歳/本庁地区）
 文化的、芸術的、スポーツ施設が少ない。※主水新田クリーンセンターのテニスコートの設備が
ひどく、手入れがされていない。一応、少ない使用料だけど支払っているのに、還元されてない
様に思う。コートはつぎはぎだらけで、ケガ人が出てからでは遅いと思う。
（女性/60～69 歳/新松戸地区）
 子供（特に小学生）が明るくのびのび遊べる場所を与えてあげてほしいと思います。
（女性/70 歳以上/本庁地区）
 公民館を松戸市の３環境区に１つずつ設ける。（男性/70 歳以上/小金原地区）
 公共施設を綺麗に建て替えませんか？場所も駅の近くにするとか。狭い、古い、暗い、臭い、交
通の便が悪い等々あまり利用したくないところです。（女性/50～59 歳/本庁地区）
 公園が少ないと思う。親水公園ですが、夏に開放されるのを楽しみにしているのに整備もされな
いまま放置されていて、せっかくの公園がもったいないと思います。ぜひ整備をお願いします。
（女性/30～39 歳/矢切地区）
 六高台に 30 年以上住んでおりますが公共施設があまり近くになく不便に感じております。
（男性/60～69 歳/六実地区）
 公共施設が小さい、古い、アクセスが悪い等で、他の地区に図書館、体育館、プール等を使用し
に出かけなければなりません。駅から徒歩圏内に大型の施設があったらいいのですが…。
（女性/30～39 歳/本庁地区）
 社会教育施設＋図書館が一体となった新しい施設を望みます。集客力のある大型店の上階にあれ
ば一層利用しやすいでしょう。
（女性/50～59 歳/新松戸地区）
 栄町５丁目に公園があったらうれしいです。そして、子供だけでなく、誰でも利用できる公園で
す。
（女性/60～69 歳/本庁地区）
 松戸駅周辺に公民館や、体育館のような施設があるといいと思います。
（男性/60～69 歳/本庁地区）
 社会人が勉強できる場所がもっとあったら助かります（図書館の自習室のようなもの）。
（女性/20～29 歳/馬橋地区）
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 地域の人達と一緒に同じような目的があって、集まって話しや、活動をする時に公共の施設を開
放していただいて借りやすい状況などにしてほしい。たとえば借りたい時にすぐにインターネッ
トやスマホで調べて、ネットやスマホで申し込みができて、もちろん空いている状況や場所、環
境も同時に分かればいいと思います。
（女性/50～59 歳/常盤平地区）
 児童館が少ないので増えるといいと思う。（男性/40～49 歳/常盤平地区）
 子どもが遊べる広場（ボール遊びができる所）を増やしてほしいです。
（女性/30～39 歳/本庁地区）
 市で、各地域の駅前のビルの一室を借り上げて会議室として提供してくれるとありがたいです。
（男性/70 歳以上/新松戸地区）
 児童館をつくってほしいです。体育館を自由に使えるようにしてほしいです。子供が集まれる場
所をつくってほしい。
（女性/30～39 歳/新松戸地区）
 ボランティア活動をする時に、施設を借りて歌の練習などするのですが、目的によっては、施設
を無料で貸してくれるといいと思います。（女性/50～59 歳/矢切地区）
 南部小校区内（近辺）は公園が少なく、子供達は道路で遊んでいるのが当たり前です。ボール遊
びを思いっきりできる場所ありません。それに公園は情報交換の場でもあります。
（松戸市の幼稚
園はプレをやっている園があまりなくて、小さい子供を持つ母親同士のコミュニケーションや情
報交換ができないので引越してきたばかりの時は困りました）子供達の安全のためにも公園を増
やして下さい。
（女性/30～39 歳/矢切地区）
 子供達が、思いっきり体を使って遊べる広い公園が欲しい。アスレチック等。どうして２１世紀
の森公園には遊具を作らないのでしょうか？もっと上手に活用してほしいです。土地がないとは
思いますが、ショッピングモールなどがあれば、カルチャー訪設などが入ってより楽しい町にな
ると思います。
（女性/30～39 歳/本庁地区）
 中央公園のプール跡地や、その隣の旧公務員宿舎跡地になにか市民が利用できる施設を作ってい
ただけたら嬉しいです。
（女性/40～49 歳/本庁地区）
 スポーツ施設が少ない。別の市を借りてやっているのでもう少し増えるとうれしい。
（女性/40～49 歳/馬橋地区）
 正社員として働いていますと、地域、学校との交流がほとんどできません。学校での活動が基本
的に平日の日中が中心になっていることも一での要因と考えます。土、日、休日を活用した学校、
地域との結びつきを育むような設定、
（企画）があると良いです。また学校施設の開放として図書
室があると良いです。（女性/40～49 歳/本庁地区）
 東部支所が一番近い施設ですが、古い施設で暗い感じがしてあまり行きたいという雰囲気が出て
きません。又、場所も奥まった所にあり、また暗い場所にあるので不便です。もっと明るい感じ
の施設にしてほしいです。
（女性/30～39 歳/東部地区）
 市民の声をきちんと聞いてほしい。市職員が自ら公共施設を見てほしい。子供達が遊ぶ公園、体
育施設などに危ない箇所がないかどうか見て考えて欲しい。
（女性/50～59 歳/矢切地区）
 子供が雨の日などでも遊べる室内の場所がとても少ないので遊べるだけでなく、いろいろな目的
で使えるような施設があると、とてもいいと思います。周辺の公園は、遊具がそんなに多くなく、
小さい物でも、アスレチック的な物を置いていただけると、子供もとても喜ぶと思います。
（男性/30～39 歳/新松戸地区）
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 文化ホールや図書館などをもっと開放的な、誰でもいつでも使用できる空間にできないものでし
ょうか。子供達、特に中・高生が興味を持つような場所作りをしてあげられればと思います。ま
た、私達中高年にホッとできる空間にしていただけたら（文化ホールなど）と思います。
（女性/60～69 歳/本庁地区）
 公園の遊具を充実させて欲しい。ブランコ、すべり台、鉄棒（昔ながらのもの）もっと遊具等取
り入れ、子供達が集まる公園作りをして欲しい。
（女性/40～49 歳/新松戸地区）
 松戸市は、犬（ネコ）を飼っている所帯が多いのに、市が認める「ドッグラン」がないのでしょ
う？犬との触れ合いの場所を設けて頂けませんか。使われていない空地でいいのです。最底限の
躾がきちんとされている犬たちの集まりで、そこに犬に触れたい人たちが集まる人の気持ちが心
が優しくなれる触れ合いの場所として。
（女性/60～69 歳/馬橋地区）
 ５～６Ｆ建物で駐車場あり、図書館あり、公民館的施設あり、会議室あり、ホールありと市民が
１ケ所に集まりやすく、交流ができるような施設があると良いと思います
（女性/50～59 歳/本庁地区）
 運動公園の陸上競技場に照明をつけて夜間でも使用できるようにしてもらいたい。平日は会社に
勤めているので休日しか利用できないが、ほとんど団体で予約が入っている。市川市は 17 時～21
時までは一般に開放しているので、わざわざそこまで行っているのが現状。今後は私のように 50
才を過ぎてスポーツをやる人も増えてくる。早めの対応をお願いしたい。
（男性/50～59 歳/馬橋地区）
 大人も子どもも、静かで環境の整った勉強場所があると良い。（女性/40～49 歳/新松戸地区）
 より便利により気軽に日常的に使える施設が増えることを望みます。
（女性/60～69 歳/常盤平地区）

【情報について】
 地域の横のつながりが出来やすい環境整備。市報にてのボランティア活動の紹介。特に老人が参
加しやすいボランティア活動の紹介（男性/70 歳以上/常盤平地区）
 市長（副市長を含めて）の日程詳細を公開してほしい。広報まつどをインターネットのＨＰの中
で公開してほしい。
（男性/50～59 歳/馬橋地区）
 松戸市の公共施設が、どのような建物がどこにあるのか、どのようにして行けばよいのかが、未
だによく分からない。
（女性/70 歳以上/新松戸地区）
 “よい子のチャイム”の時間をＨＰに記載してほしい。
（時期によって時間が変わり、調べようと
思っても、多分載っていない…。
）宜しくお願い致します。（女性/30～39 歳/本庁地区）
 市民にわかりやすい文章での情報提供をして欲しいです。（男性/30～39 歳/新松戸地区）
 情報発信については、かなり後手にまわっている感じがします。広報まつど以外にも、全市民に
うまく伝わるような方法を考えていただけたら、幸いです。
（男性/50～59 歳/常盤平地区）
 子の有無に関らず、20 代と 30 代に向けて子育て支援の情報を多く発信していってほしい。
（女性/20～29 歳/本庁地区）
 松戸市が行っているイベント等の情報は、耳に入ってくることが少なく、高齢者向けや、小中学
生向けがメインである気がして参加する気にはなれない。どこか寂れた雰囲気を感じます。もう
少し華やかさを出してくれたら、もっと住みやすくなるのかなと思いました。
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（女性/20～29 歳/新松戸地区）

 市がどんな「街づくり」目指しているのか市民に伝わっていない。具体的な目標があれば早急に
広報活動を積極的にすべきかと思われます。市長の提言ではなく市民の為の声を取り上げて、住
みやすい街づくりになりますようお願いいたします。（女性/70 歳以上/小金原地区）
 高齢者にとっても社会参加したい気持ちはあってもどうしてよいかわからない人が多い。ＰＲ活
動と同時に数多くのバラエティに富んだ企画がほしい。
（女性/60～69 歳/常盤平地区）
 利用できる制度とかの情報等、わかりやすく見やすくしてほしい。（女性/30～39 歳/矢切地区）
 小人数でもスポーツできたり、講座を安く開催して募集するなど、情報を発信して、楽しめる施
設としてもっと宣伝して活気づけてほしい。
（女性/30～39 歳/東部地区）
 地域活動でどんな行事があるのか、情報が入ってこない。地域とのコミュニケーションの場や機
会をもっと増やしてほしい。
（女性/30～39 歳/新松戸地区）
 情報の発信能力が低い（女性/50～59 歳/本庁地区）

【その他】
 多くの知恵を持った６０歳以上の人達が活動できる仕組みを整備していってほしい
（男性/30～39 歳/本庁地区）
 大きな施設を作らなくても、手軽に健康増進している地域の成人にも学校を無料で貸して、用具
なども市で調達するぐらいの費用を出して欲しい。
（女性/50～59 歳/六実地区）
 土・日は習い事や、家族で過ごす時間が多いと思うので放課後の時間に学校内でボランティアの
方々や地域のお年寄りの方と昔遊びをしたり、一緒に折り紙や何かをする「放課後交流会」みた
いなのが週２～３日あると地域とのふれあいや社会性も身につく良い機会となるように思います。
学校が終わってから公園で友だちとゲームをしている子どもたちの姿を見ると、親としては、安
全な学校内で色々な方々と関わって過ごす時間が有意義であるように感じます。
（女性/30～39 歳/東部地区）
 仕事をしていて、子どもの学校に協力したくても限界があり、とても残念に思う。ＰＴＡなどの
あり方は、今後形を変えないと難しいのではないか。例えば、ＰＴＡ役員会は平日にあることが
多い。土曜日等にしてもらえれば、仕事をしている者も参加しやすい。ＰＴＡのような、決まっ
た形からのボランティアはやりやすさがあると思う。だからこそ協力したいのに参加しにくい状
況のためできない。親のことを考えて欲しい。（女性/40～49 歳/六実地区）
 小金原中央商店街のいこいの広場の屋根が、昨年の大雪の為、つぶれてしまいました。商店街の
組合の人はもう一度、高齢者の為に屋根がついた広場に戻そうとしているので、何とか、松戸市
の力で、小金原中央商店街のいこいの広場に屋根のついた建物を設置して欲しいです。宜しくお
願いします。
（女性/40～49 歳/小金原地区）
 １日も早く松戸駅にエスカレーター・エレベーターの設置をお願いします。通勤時間帯の後にで
きれば高齢者が買物・病院に通う為の循環バスを低価格で是非お願いしたく思います。少しでも
元気で痴呆症予防の為、市の施設で週に１回程度童謡を歌う会をお願いしたく思います。
（女性/70 歳以上/新松戸地区）
 芸術（音楽や美術など）にもっと力を入れて頂けましたら嬉しいです。
（女性/30～39 歳/本庁地区）
 国際交流に力を入れて欲しいと思っています。インターネット（あるいは、市民センターなど）
で情報交換など、簡単に、安全に利用できればいいなと思います。（女性/40～49 歳/本庁地区）
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 現状、学校活動に関するボランティアはＰＴＡがほぼ全てやっていると思います。もっと地域の
ボランティアを活用して頂ければ、子供たちもいろいろな世代と交流できるのではないでしょう
か？（女性/40～49 歳/馬橋地区）
 70 代の実母（他府県在住）が、囲碁サークルの仲間と、小学生の囲碁サークルの指導ボランティ
アをしています。母の生きがいになっています。松戸市もそのような放課後支援を高齢者にお願
いしてもいいと思います。
（もちろん事故や怪我を伴うスポーツの指導は専門家に頼むべきだと思
いますが）今の子供たちは有料の習い事で忙しい日々を送っています。保護者が仕事中でも、そ
ういう子供たちが地域の高齢者から学べる仕組み作りを市にお願いしたいと思います。
（女性/50～59 歳/小金原地区）
 地元のお祭りに近くの中学生達が部活単位でボランティアをしている様姿を見かけます。自分が
中学生の時もそうでした。学校で地域行事のボランティアに参加し、地域の方々と交流すること
で、学校行事や部活動の行事に対する理解・協力を得られていたと思います。これからも、学校・
部活単位で地域行事のボランティア等に参加することを学校側からすすんでやってほしいと思い
ます。そして個人ではなかなか参加しにくい子ども達がボランティア等を通して地域の方々と交
流を持てたら良いなと思っています。
（女性/20～29 歳/常盤平地区）
 基本的な教育をもう少し家庭でも学校でも指導をして欲しいと思いました。社会に出てから挨拶
が出来ない人が多いような気がします。
（女性/60～69 歳/小金原地区）
 学生に礼儀、道徳を教えた方が良いと思います。
（女性/70 歳以上/本庁地区）
 今後高齢者が急増するなか、生涯学習の機関がもっと身近に感じる事が出来るような工夫をお願
い致します。
（男性/60～69 歳/新松戸地区）
 少子高齢化なる時代にいかに自立し豊かな生活を送れるか？年金生活は満足できる状態ではない。
私は有償ボランティアを増やして積極的に市民が関わりを持って子供達に学校で学べない何かを
教えていく様に望みたいです。
（女性/60～69 歳/本庁地区）
 松戸市ならでは！と思えるイベントを充実させてほしい。（男性/30～39 歳/東部地区）
 65 才以上の方に、スポーツジムの補助金（女性/60～69 歳/馬橋地区）
 子育ての時期はだんだんと子供の遊べる場所・時間が狭められていき、子供達が気の毒でした。
学校の校庭もダメ、公園の遊具も危い、長期の休みも親は苦労しました。もう少し市が呼びかけ、
地域単位の対策・活動を勧めて頂けたらと考えます。（女性/50～59 歳/常盤平地区）
 老若男女やいろいろな障害を抱えた人との共存共生が当たり前の社会になるよう願います。幼い
時から障害児と共に学び、接し、交流する学校環境を整えていただきたい。子供達に生きる力を
養ってもらいたい。せめて義務教育の間に将来自活できるように、生活者の視点で、職業、家事
（調理も）医療（保健）家計のこと、
（税金、年金、保険の事）を学んでほしい。大人になって知
らない為に苦労したことが多いです。
（女性/60～69 歳/馬橋地区）
 仕事を引退しても、元気なオジサン、オバサンがたくさんいます。趣味に生きがいをみつけるだ
けでなく、ボランティア等、地域、社会にもっと貢献してほしいと思います。身近かなところで
は、通学登下校時の子供たちへの声かけ、身守り。松戸市から是非、
「よびかけ」をお願いいたし
ます。
（女性/70 歳以上/新松戸地区）
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