
 

 

 

 

市民アンケート調査結果 
 

～ 甲斐市総合計画（後期計画）及び合併検証 ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２１年１１月 

 

 

 

 

 



 

 



CONTENTS 

 

１．調査概要 .................................................................. 2 

（１）調査の目的 ............................................................ 2 

（２）調査の内容 ............................................................ 2 

（３）調査の対象 ............................................................ 3 

（４）回収結果 .............................................................. 4 

（５）本報告書中の記号、調査結果の数値について............................... 4 

２．調査結果 .................................................................. 5 

Ｆ１ 性別 .............................................................. 5 

Ｆ２ 年齢 .............................................................. 5 

Ｆ３ 居住地区........................................................... 6 

Ｆ４ 家族構成........................................................... 6 

Ｆ５ 職業 .............................................................. 7 

問１ 街並みに対する市民の愛着度......................................... 8 

問２ 高度な都市機能の整備.............................................. 10 

問３ 芸術文化活動の振興................................................ 12 

問４ 防犯対策の成果.................................................... 13 

問５ 防災情報に関する市民への啓発の成果................................ 14 

問６ 環境美化に対する市民の意識........................................ 16 

問７ 適正な土地利用の状況.............................................. 18 

問８ 自然環境保護活動への参加状況...................................... 20 

問９ 歴史・文化への関心度.............................................. 21 

問 10 市の一体感の醸成に向けた活動及び成果.............................. 22 

問 11 情報提供の手法.................................................... 23 

問 12 広報誌「かい」の活用度............................................ 25 

問 13 合併の検証（市民の満足度）........................................ 26 

問 14･15 合併後の政策の評価................................................ 28 

問 16 甲斐市の将来像.................................................... 31 

自由意見 ................................................................. 32 

参考・アンケート調査用紙.................................................... 76 

 

1 



2 

 

１．調査概要 

 

（１）調査の目的 

 

平成１８年（2006 年）３月に第１次甲斐市総合計画を策定し、『緑と活力あふれる生

活快適都市』の実現に向け、各施策・事務事業を推進してきました。 

今後は、この総合計画に掲げられた主要事業の進捗状況を精査するとともに、成果指

標の現況値把握を行い、後期計画に引き継いでいくことになります。 

また、平成１６年（2004 年）９月１日に竜王町、敷島町及び双葉町の３町が合併し、

甲斐市が誕生してから５年が経過しましたので、合併後の市政に対する市民の意見、要

望等を調査し、今後の行政運営に反映させる必要があります。 

そこで、この度、市民の意識や行動、ニーズなどを十分に把握するため、この市民ア

ンケート調査を実施しました。 

 

（２）調査の内容 

 

設問分野 設問数 調査内容 

回答者の属性 5 性別、年齢、居住地区、家族構成、職業 

都市機能について 2 
街並みに対する市民の愛着度、高度な都市機能

の整備状況 

芸術・文化活動について 1 芸術文化活動の振興状況 

安全安心について 2 
防犯対策の成果、防災情報に関する市民への啓

発の成果 

環境保全について 3 
環境美化に対する市民の意識、適正な土地利用

の状況、自然環境保護活動への参加状況 

地域づくりについて 2 
歴史・文化への関心度、市の一体感の醸成に向

けた活動及び成果 

情報提供について 2 情報提供の手法、広報誌の活用度 

合併後の状況について 4 
合併の満足度、合併して充実した政策・十分で

はない政策、将来像(めざすべき姿) 



（３）調査の対象 

   

調査対象 甲斐市全域

調査対象者 市内に在住する満２０歳以上の男女

調査基準日 平成２１年４月１日現在

標本数 2,000人

標本抽出方法 行政区別・年代別・男女別無作為抽出法

行政区別人口比、年代別（10歳区分）人口比及び男女比
に基づき各行政区に標本を配分し、基準日における住民
基本台帳から無作為に抽出

調査方法 郵送による配布・回収

調査期間 平成２１年６月１５日～７月３日

【仕様項目】 【仕　　様】

 

 

※参考 各地区別・年代別・男女別の標本配分内訳 

単位・人・％ 

計 比率（％）

20歳代
(20歳～29歳)

144 86 58 288 14.4

30歳代
(30歳～39歳)

207 125 83 415 20.8

40歳代
(40歳～49歳)

167 100 66 333 16.7

50歳代
(50歳～59歳)

169 101 68 338 16.9

60歳代
(60歳～69歳)

165 99 66 330 16.5

70歳代以上 148 89 59 296 14.8

計 1,000 600 400 2,000 100.0

男性 491 295 194 980 49.0

女性 509 305 206 1,020 51.0

計 1,000 600 400 2,000 100.0

50.0 30.0 20.0

年代別

男女別

地区別比率（％）

敷島地区竜王地区 双葉地区
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（４）回収結果 

有効回答数  １，０１８票（回収率 ５０．９％） 

 

 

（５）本報告書中の記号、調査結果の数値について 

 

（ＳＡ） ···単一回答（Single Answer）の略。選択回答は１項目のみ。 

（ＭＡ） ···複数回答（Multi Answer）の略。回答する選択肢の数に制限がある。 

（一部回答を限定しているものもある。） 

複数回答における回答率は 100％を超える場合があります。 

  ｎ ······回答者数（number）をあらわす。「ｎ＝100」は、回答者数が 100 人ということ。 

その際の比率は、ｎを 100％として算出しました。 

 

各回答項目の構成比は、小数点第二位を四捨五入しているため、各項目の合計が 100％にな

らない場合もあります。 

 



２．調査結果 

○回答者の属性 

Ｆ１ 性別 
Ｆ１～Ｆ５ 回答者の属性 （ＳＡ） 

       ■図表 F-1 

F1：性別

男性 44.6%

女性 55.1%

不明 0.3%

n=1018

 

Ｆ２ 年齢 

■図表 F-2 

Ｆ２：年齢

７０歳以上

19.0%

不明 0.5% ２０歳代

8.3%

３０歳代

19.3%

４０歳代

15.1%

５０歳代

16.4%

６０歳代

21.4%

n=1018
 

 

［調査結果］ 

回答者の男女比は、男性が 44.6％であったのに対し、女性が 55.1%と、標本抽出時の男女

比（49.0：51.0）に比べて女性の回答比率が高くなっています。 

年齢階層別に見ると、60 歳代が 21.4％と も多く、次いで 30 歳代（19.3％）、70 歳代以

上（19.0％）の順となりました。この比率を標本抽出時の年齢階層の割合と比べると、20 歳

代の回答率が低く、60 歳代～70 歳代以上の回答率が高いのが目を引きます。 
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Ｆ３ 居住地区 

■図表 F-3 

Ｆ３：居住地区

竜王地区

48.3%

敷島地区

30.7%

双葉地区

20.5%
不明 0.4%

n=1018

 

［調査結果］ 

回答者の居住地区は、竜王地区 48.3％、敷島地区 30.7％、双葉地区 20.5％となり、標本

抽出時の地区別比率に比べ竜王地区がやや低く（△1.7 ﾎﾟｲﾝﾄ）、敷島地区がやや高く（＋0.7

ﾎﾟｲﾝﾄ）なっています。 

Ｆ４ 家族構成 

■図表 F-4 

Ｆ４：家族構成

ひとり暮らし

6.3%

夫婦のみ

24.0%

その他 1.3%

不明 0.8%

２世代が同居
54.5%

３世代が同居
13.1%

n=1018

 

［調査結果］ 

回答者の家族構成は、２世代同居が 54.5％と も多く、次いで夫婦のみの世帯（24.0％）

となりました。
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Ｆ５ 職業 

■図表 F-5 

Ｆ５：職業

25.2

20.5

15.5

13.9

8.8

6.6

3.8

1.2

0.5

2.9

0.9

0% 10% 20% 30%

民間企業の役員、従業員

無職

専業主婦・主夫

パート、アルバイト、内職

自営の商工サービス業

（建設業、サービス業、家族従業員の方

を含む）
官公庁、学校、公社公団、商工会、農協

などの公共的機関の職員

農林水産業

学生

開業医、弁護士、税理士、僧侶などの自

由業

その他

不明

n=1018

 

 

［調査結果］ 

回答者の職業は、民間企業の役員、従業員が 25.2％と も多く、次いで無職（20.5％）、

専業主婦・主夫（15.5％）の順になりました。 

また、パート・アルバイト・内職の人が 13.9％を占め、自営の商工サービス業（8.8％）

より多くなっています。
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○設問項目（具体的な成果） 問１ 街並みに対する市民の愛着度  

問１ 街並みに対する市民の愛着度 

       ■図表 1-1 

      

問１：快適に生活できるような街並みが形成さ
れていると思いますか　(ＳＡ)

良好な街並みが

あると思う 7.7%

良好な街並みで

はない 18.9%

ある程度の街並

みは保たれてい

ると思う 60.9%

どちらともいえ

ない 11.8%

不明 0.7%

n=1018
 

 

■図表 1-2(年齢別) 

      

問１：快適に生活できるような街並みが形成されて
いると思いますか　(ＳＡ)

16.5

6.6

6.9

9.8

72.4

67.5

60.5

54.6

11.8

12.8

18.8

23.4

22.3

5.2

5.4

62.4

52.8

19.2

8.4

13.8

9.4

8.2

14.4

14.0

1.0

1.4

0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳以上

良好な街並み
があると思う

ある程度の街
並みは保たれ
ていると思う

良好な街並み
ではない

どちらとも
いえない

不明
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■図表 1-3(居住地区別) 

            

問１：快適に生活できるような街並みが形成されて
いると思いますか　(ＳＡ)

61.2

60.7

61.2

19.5

19.8

15.8

6.9

8.6

8.1
14.4

10.2

11.8

0.6

0.6

0.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

竜王地区

敷島地区

双葉地区

良好な街
並みがあ
ると思う

ある程度
の街並み
は保たれ
ていると思う

良好な街
並みでは
ない

どちらとも
いえない

不明

 

 

［調査結果］ 

快適に生活できる街並みがあるかについて、質問したところ、「良好な街並みがある」

（7.7％）と「ある程度の街並みは保たれている」（60.9％）を合わせて満足していると考え

た場合、68.6％が満足している結果となりました。 

これを年齢別で見ると、20 歳代～40 歳代は７割を超える人が満足していますが、50 歳代

以上で満足していると回答したのは６割にとどまりました。若年層で魅力的な街並みだと感

じていることがわかりました。 

一方、居住地区別では大きな差は見られませんでした。 
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問２ 高度な都市機能の整備 

問２ 高度な都市機能の整備  

       ■図表 2-1 

      

問２：都市機能の充実したまちとなっていますか　(ＳＡ)

都市機能は備

わっていないと

思う 35.8%

どちらともいえ

ない 15.2%

全ての都市機能

を有していると

思う 2.4%

不明 0.8%

周辺地域（他市

町）も含める

と、都市機能を

有していると思

う 45.9%

n=1018

 

 

      ■図表 2-2(性別) 

      

問２：都市機能の充実したまちとなっていますか　(ＳＡ)

46.7

45.5

40.1

32.3

10.6

18.9

2.5

2.2

0.9

0.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性

女性

全ての都
市機能を
有している
と思う

周辺地域
（他市町）も
含めると、
都市機能を
有していると
思う

都市機能
は備わっ
ていないと
思う

どちらとも
いえない

不明

 

 

■図表 2-3(年齢別) 

      

問２：都市機能の充実したまちとなっていますか　(ＳＡ)

57.6

45.9

49.4

39.5

44.5

45.6

25.9

38.8

35.7

40.1

35.8

32.6

12.9

10.7

13.0

19.8

17.4

16.6

3.5

4.6

1.3

1.4

3.6

0.6

0.6

0.9

1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳以上

全ての都市機
能を有してい
ると思う

周辺地域（他市
町）も含めると、
都市機能を有
していると思う

都市機能は備
わっていない
と思う

どちらともいえ
ない

不明
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■図表 2-4 (居住地区別) 

      

問２：都市機能の充実したまちとなっていますか　(ＳＡ)

43.1

50.8

45.5

37.2

32.9

36.8

1.9

2.6

2.4

15.8

12.5

16.7

1.3

0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

竜王地区

敷島地区

双葉地区

全ての都
市機能を
有している
と思う

周辺地域（他市町）
も含めると、都市
機能を有していると
思う

都市機能は
備わっていない
と思う

どちらとも
いえない

不明

 

 

 

［調査結果］ 

都市機能の充実したまちであるかについて、質問したところ、「全ての都市機能を有してい

る」（2.4％）と「周辺都市も含めると、都市機能を有している」（45.9％）となっており、こ

れを合わせても、半分に満たない結果（48.3％）となりました。 

「全ての都市機能を有している」と「周辺都市も含めると、都市機能を有している」とを

合わせて充実しているとした場合、年齢別で見ると、20 歳代～40 歳代で、５割以上と高い数

値を示し、特に 20 歳代では 6割以上が充実していると回答しています。近年の大型商業施設

等の出店の影響が現れているものと考えられます。 

性別では、充実していると回答した割合は男女とも変わりありませんが、「都市機能は備わ

っていない」と回答したのは男性の方が高い割合を示しました。 

居住地区別では、敷島地区の「周辺都市も含めると、都市機能を有している」と答えた割

合が半数を超えました。
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問３ 芸術文化活動の振興 

問３ 芸術文化活動の振興  
 

       ■図表 3-1 

      

問３：芸術や文化にふれる機会がありますか　(ＳＡ)

２～３ヶ月に１

回程度、ふれる
機会がある

24.6%

ほとんどふれる
機会はない

56.5%

どちらともいえ
ない 5.4%

月に１回以上、

ふれる機会があ
る 12.8%

不明 0.7%

n=1018
 

 

■図表 3-2(年齢別) 

      

問３：芸術や文化にふれる機会がありますか　(ＳＡ)

12.9

10.7

7.1

10.2

14.7

18.7

20.0

20.4

26.0

25.7

26.1

27.5

64.7

66.3

62.3

56.3

50.9

45.6

7.3

6.9

6.6

4.5

2.6

2.4

1.0

1.4

1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳以上

月に１回以上、
ふれる機会が
ある

２～３ヶ月に１回
程度、ふれる
機会がある

ほとんどふれる
機会はない

どちらとも
いえない

不明

 

 

［調査結果］ 

芸術文化活動にふれる頻度について、質問したところ、「月に１回以上」（12.8％）及び「２

～３ヶ月に１回程度」（24.6％）を合わせた回答は、37.4％という結果になりました。 

一方、「ほとんどふれる機会はない」との回答は半数（56.5％）を超えました。 

「月に１回以上」及び「２～３ヶ月に１回程度」を合わせた回答を、年齢別でみると、60

歳代以上と比較して、50 歳代以下で低くなっています。 

このことから、60 歳代以上は、芸術文化に親しむ機会が多くなりますが、50 歳代以下にな

ると、仕事などで時間がとれない等の理由により、芸術文化に親しむ機会が少なくなってい

ると思われます。 
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    問４ 防犯対策の成果  

問４ 防犯対策の成果 

       ■図表 4-1 

   

Ｑ４：防犯体制に満足していますか　(ＳＡ)

ある程度満足し

ている 59.8%

不満である

14.2%

どちらともいえ

ない 14.5%

満足している

10.9%

不明 0.6%

n=1018
 

 

   ■図表 4-2(年齢別) 

   

問４：防犯体制に満足していますか　(ＳＡ)

12.9

10.7

11.0

10.8

7.3

14.0

57.6

57.1

54.5

53.9

66.5

65.3

10.6

14.3

18.2

18.6

13.3

10.4
9.8

11.5

15.6

16.2

17.9

18.8

0.5

1.4

1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳以上

満足している ある程度
満足している

不満である どちらとも
いえない

不明

 

 

［調査結果］ 

地域の安全確保等の防犯体制について、質問したところ、「満足している」（10.9％）、「あ

る程度満足している」（59.8％）を合わせると 70.7％の市民が満足しており、不満（14.2％）

を大きく上回りました。 

これをクロス集計別にみると、どの属性においても６割以上が満足していることがわかり

ました。 

ただし、年齢別において 40 歳代、50 歳代の２割弱が、若干不安を抱えている傾向も見ら

れ、子どもをもつ親が、児童生徒の登下校等に係る安全確保について不安を示しているもの

と思われます。
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問５ 防災情報に関する市民への啓発の成果  

問５ 防災情報に関する市民への啓発の成果 

            ■図表 5-1 

              

問５：災害発生時の避難場所・避難経路を知っていますか
(ＳＡ)

ある程度知ってい

る 38.1%

知らない 11.5%

不明 0.5%

知っている 49.9%

n=1018

 

 

       ■図表 5-2(年齢別) 

              

問５：災害発生時の避難場所・避難経路を知っていますか
(ＳＡ)

27.1

38.3

46.1

55.7

54.1

65.3

45.9

38.8

42.2

38.3

38.5

30.1

27.1

23.0

11.7

6.0

6.0

3.6

1.4

1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳以上

知っている ある程度知っている 知らない 不明
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      ■図表 5-3(居住地区別) 

              

問５：災害発生時の避難場所・避難経路を知っていますか
(ＳＡ)

49.8

50.5

48.8

40.0

38.3

33.5

9.8

10.5

17.2 0.5

0.6

0.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

竜王地区

敷島地区

双葉地区

知っている ある程度知っている 知らない 不明

 

 

［調査結果］ 

災害発生時の避難場所・避難経路について、質問したところ、「知っている」（49.9％）、「あ

る程度知っている」（38.1％）を合わせると、88.0％と多くの市民が災害発生時に避難する場

所若しくは避難経路を知っていることがわかりました。その一方で、「知らない」と回答した

市民も約１割以上（11.5％）いることも判明しました。 

年齢別にみると若年層ほど避難場所・避難経路を把握してないことが特徴としてあげられ

ます。特に認知度が低い年齢層としては、20 歳代の 27.1％、30 歳代の 23.0％となっていま

す。 

また、居住地区別でみると、「知っている」と回答した割合は大きな違いはありませんが、

「知らない」と回答した割合については、双葉地区が比較的高く（17.2％）なっています。 
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       問６ 環境美化に対する市民の意識  

問６ 環境美化に対する市民の意識 

       ■図表 6-1 

     

問６：地域の清掃、美化活動へ参加したことがありますか
(ＳＡ)

参加したことは
ない 22.7%

不明 0.5%

毎回、参加して

いる 47.2%

時々参加する

29.6%
n=1018

 

 

      ■図表 6-2(年齢別) 

            

問６：地域の清掃、美化活動へ参加したことがありますか
(ＳＡ)

8.2

38.8

57.8

58.7

52.8

49.2

21.2

24.0

30.5

27.5

31.7

36.8

70.6

37.2

11.7

13.8

14.2

13.0 1.0

1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳以上

毎回、参加して
いる

時々、参加
する

参加したこと
はない

不明
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            ■図表 6-3(居住地区別) 

            

問６：地域の清掃、美化活動へ参加したことがありますか
(ＳＡ)

40.2

46.0

65.6

34.8

28.8

19.1

24.6

24.6

14.8 0.5

0.6

0.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

竜王地区

敷島地区

双葉地区

毎回、参加
している

時々、参加
する

参加したこ
とはない

不明

 

 

［調査結果］ 

地域の清掃、美化活動への参加状況を質問したところ、「毎回参加している」（47.2％）及

び「時々、参加する」（29.6％）を合わせた回答は７割（76.8％）を超え、地域住民が主体的

に美化活動に取り組んでいることがわかりました。 

これを年齢別にみると 20 歳代、30 歳代の若年層で低く、特に 20 歳代では７割の市民が参

加した経験がないと回答しており、地域活動への参加が希薄となっています。その一方で、

40 歳代以上では８割を超え、年齢を増すにつれ、地域活動の参加者も増え、地域に愛着を持

っていることがうかがえます。 

また、居住地区別でみると、竜王地区、敷島地区については大きな差は見られませんが、

双葉地区は両地区に比較して高い値(84.7％)となっています。このことから、双葉地区は、

美化活動が活発な地域であると思われます。 
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 問７ 適正な土地利用の状況  

問７ 適正な土地利用の状況 

       ■図表 7-1 

   

問７：秩序ある土地利用が推進されていると思いますか
(ＳＡ)

ある程度、進め

られていると思

う 49.3%
秩序ある土地利

用が進められて

いると思わない

21.0%

どちらともいえ

ない 22.8%

秩序ある土地利

用が進められて

いると思う 5.6%

不明 1.3%

n=1018

 

 

■図表 7-2(年齢別) 

            

問７：秩序ある土地利用が推進されていると思いますか
(ＳＡ)

12.9

5.6

6.5

51.8

55.6

50.0

50.9

46.8

44.0

14.1

15.3

18.2

22.2

24.8

25.9

4.7

4.2

3.7

21.8

22.9

22.8

21.2

23.0

24.7

0.5

0.6

1.8

3.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳以上

秩序ある土地
利用が進めら
れていると思う

ある程度、進め
られていると
思う

秩序ある土地
利用が進めら
れていると思
わない

どちらともいえ
ない

不明
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■図表 7-3(居住地区別) 

          

問７：秩序ある土地利用が推進されていると思いますか(ＳＡ)

6.1

7.2

50.8

49.2

46.4

16.7

24.9

25.4

4.5

19.6

19.2

26.4

1.4

0.6

1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

竜王地区

敷島地区

双葉地区

秩序ある土地
利用が進めら
れていると思う

ある程度、
進められている
と思う

秩序ある土地
利用が進めら
れていると
思わない

どちらとも
いえない

不明

 

 

［調査結果］ 

計画的で秩序ある土地利用が行われているかを質問したところ、「秩序ある土地利用が進め

られている」(5.6％)及び「ある程度、秩序ある土地利用が進められている」(49.3％)を合わ

せると、半数程度(54.9％)の市民が秩序ある土地利用が進められていると感じています。 

これを年齢別にみた場合、若年層ほど秩序ある土地利用と感じていることがわかりました。 

また、居住地区別では、大きな差はありませんでした。 
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 問８ 自然環境保護活動への参加状況  

問８ 自然環境保護活動への参加状況 

       ■図表 8-1 

   

問８：自然保護活動に参加したことがありますか　(ＳＡ)

参加したことは

ない 86.8%

不明 0.6%

機会があれば参

加している 6.2%

ときどき参加し

ている 6.4%

n=1018

 

 

■図表 8-2(性別) 

      

問８：自然保護活動に参加したことがありますか　(ＳＡ)

8.6 8.4

4.8

82.6

90.4

4.1

0.4

0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性

女性

機会があれば
参加している

ときどき
参加している

参加したことは
ない

不明

 

 

［調査結果］ 

自然保護活動に参加したことがあるかを質問したところ、「機会があれば参加している」

(6.2％)及び「ときどき参加している」(6.4％)を合わせても、僅か１割強(12.6％) の市民し

か参加の経験がないことがわかりました。問６の環境美化活動への参加状況（76.8％）とは、

対照的な結果となりました。 

また、性別にみた場合、女性は男性の約半分の割合(8.9％)にとどまっています。今後は、

自然保護等に対し、一層の意識向上、活動参加が望まれます。 
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    問９ 歴史・文化への関心度  

問９ 歴史・文化への関心度 

       ■図表 9-1 

   

問９：甲斐市の歴史・文化への興味を持ったり、
学んでみたいと思いますか　 (ＳＡ)

あまり思わない

30.5%

どちらともいえ

ない 9.2% 思っている

22.4%

不明 0.6%

ときどき思うこ

とがある 37.3%n=1018

 

 

   ■図表 9-2(年齢別) 

   

問９：甲斐市の歴史・文化への興味を持ったり、学んでみ
たいと思いますか　(ＳＡ)

8.2

9.7

20.1

19.2

30.7

36.8

31.8

32.7

34.4

39.5

42.2

39.9

45.9

45.9

35.7

31.7

17.9

16.1
6.7

7.8

9.0

9.1

11.7

14.1

0.5

1.4

0.6

0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳以上

思っている ときどき思う
ことがある

あまり思わな
い

どちらとも
いえない

不明

 

 

［調査結果］ 

甲斐市の歴史や文化について関心度を質問したところ「興味がある」(22.4％)及び「どき

どき興味をもつことがある」(37.3％)を合わせると約６割(59.7％)の市民が、郷土の歴史や

文化に興味をもっていることがわかりました。 

これを年齢別にみると、年齢層が高いほど、興味を示す割合も高くなっています。特に 60

歳代、70 歳代以上では、それぞれ７割を超す結果となりました。 
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 問１０ 市の一体感の醸成に向けた活動及び成果  

問 10 市の一体感の醸成に向けた活動及び成果 

       ■図表 10-1 

   

問10：イベントや伝統行事への参加・交流で一体感を実感できま
すか　(ＳＡ)

実感できない

21.6%

わからない

18.1%

実感できる

10.3%

不明 0.6%

ある程度、実感

できる 49.4%

n=1018

 

 

■図表 10-2(居住地区別) 

      

問１０：イベントや伝統行事への参加・交流で一体感を実
感できますか　(ＳＡ)

11.0

10.9

7.7

51.0

45.0

52.6

20.3

24.3

20.6

18.7

19.5

16.9

0.5

0.3

0.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

竜王地区

敷島地区

双葉地区

実感できる ある程度、
実感できる

実感でき
ない

わからない 不明

 

 

［調査結果］ 

イベントや地域の行事などをとおして、市民の一体感を実感できるかどうか質問したとこ

ろ、「実感できる」（10.3％）と「ある程度実感できる」（49.4％）とを合わせると約６割(59.7％)

の市民が市としての一体感を感じていることがわかります。新市発足後５年が経過し、郷土

愛が生まれつつある状態と思われますので、今後一層の醸成が望まれます。 
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 問１１ 情報提供の手法 

問 11 情報提供の手法 

       ■図表 11-1 

   

問１１：広報誌などの情報量や周知方法に満足していま
すか　(ＳＡ)

ある程度満足し

ている 58.0%

不明 1.2%

満足している

25.1%

どちらともいえ

ない 11.9%

不満である 3.8%

n=1018
 

 

       ■図表 11-2(年齢別) 

      

問１１：広報誌などの情報量や周知方法に満足していますか
(ＳＡ)

21.2

17.9

24.0

21.0

28.0

36.3

45.9

64.3

59.1

61.1

60.1

51.3

7.1

2.3

3.6

2.1

3.1

5.9

7.3

8.3

13.2

9.7

14.8

25.9

3.1

1.4

1.2

1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳以上

満足している ある程度
満足している

不満である どちらとも
いえない

不明
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［調査結果］ 

甲斐市の情報提供の手法やボリュームについて質問したところ、｢満足している｣市民は４

人に１人（25.1％）、｢ある程度満足している｣は５人に３人（58.0％）という結果になりまし

た。 

年齢別に、｢満足している｣と｢ある程度満足している｣を合わせた数値でみた場合、高年層

ほど高くなる傾向でありました。ここで注目したいのが、20 歳代において、特に数値が低く

(67.1％)なっていますので、今後、若年層のニーズを探っていく必要があると思われます。

その他の属性である性別、居住地別では、大きな特徴を示しませんでした。 

一方、不満である割合は、全体の 3.8％と比較的低い値でしたが、不満の理由についての

主なものは、次のとおりでした。 

(なお、表記はアンケートの記載のとおりです。) 

 

○ チラシ、回覧など時代に遅れている。やり方が古い。 

○ 広報誌は毎回同じ情報が多量に載っているだけなのに、カラーで良質の紙を使い、も

ったいない。 

○ 甲府市のように携帯サイトも開設してほしい。（ＰＣより手軽にいつでもどこでも見る

ことが出来るから） 

○ 広報誌がマンネリ化し、甲斐市に合併してからあまり詳しく載っていないし、束ねる

カバーもくれない。１年分束ねるカバーを配るべきです。 

○ 広報を全世帯に配布する必要はないと思う。回覧にして、必要な事項は各自メモを取

るなど。 

○ すぐにも廃棄処分されるような広報誌等の紙質が上等で、財政上の無駄なのではない

かと思う。 

○ ＨＰはあまり役に立たない。肝心な情報はなく「お問い合わせください」的なものば

かり。他市町村のＨＰは充実していて羨ましいとさえ思う。広報もなんとなく面白くな

い。 

○ 情報は多いかもしれないが探しにくい。 

○ 伝える側からみて事実でも長々と記さず、受け取る側からみてやさしい広報を目指し

てください。 
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 問１２ 広報誌「かい」の活用度  

問 12 広報誌「かい」の活用度 

       ■図表 12-1 

   

問１２：広報誌「かい」をどの程度読みますか　(ＳＡ)

全く読まない

5.5%

不明 0.6%

全て読む 44.6%

一部分を読む

49.3%

n=1018

 

 

       ■図表 12-2(年齢別) 

     

問１２：広報誌「かい」をどの程度読みますか　(ＳＡ)

21.2

33.2

44.8

38.3

56.9

57.5

57.6

56.6

51.9

58.7

39.9

38.9

21.2

10.2

1.6

2.8

2.4

3.2

2.1

0.5

0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳以上

全て読む 一部分を
読む

全く読ま
ない

不明

 

 

［調査結果］ 

広報誌「かい」をどの程度、市民が読んでいるかを質問したところ、「全て読む」と回答し

た市民は４割強（44.6％）、「一部分を読む」と回答した市民も約５割（49.3％）で、市民の

９割以上が広報誌を活用していることがわかりました。 

年齢別でみると、高年層で比較的高くなっています。また、若年層でも「一部分を読む」

と回答した市民を含めると約８割（78.8％）おり、全ての年齢層で読まれていることが明ら

かになりました。 

問 11 と併せて検討してみると、概ね効果的に市民への情報提供が出来ていることがわかり

ました。 
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 問１３ 合併の検証(市民の満足度)   

問 13 合併の検証（市民の満足度） 

       ■図表 13-1 

      

問１３：合併したことについて、どう思いますか(ＳＡ)

ある程度満足し
ている 37.4%

不明 0.9% 満足している
9.9%

どちらともいえ
ない 32.2%

不満である

19.5%n=1018

 

   

       ■図表 13-2(性別) 

       

問１３：合併したことについて、どう思いますか　(ＳＡ)

10.6

9.4

38.5

36.5 17.5

22.2

35.1

28.4

1.4

0.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性

女性

満足している ある程度
満足している

不満である どちらとも
いえない

不明

 

 

■図表 13-3(年齢別) 

      

問１３：合併したことについて、どう思いますか　(ＳＡ)

21.2

10.7

5.8

9.0

7.3

11.4

27.1

34.7

40.3

38.3

39.0

40.4

18.8

19.2

22.0

18.7

18.4

20.0

26.9

31.2

32.3

35.1

35.7

31.8

2.6

0.5

1.2

0.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳以上

満足している ある程度
満足している

不満である どちらとも
いえない

不明
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■図表 13-4(居住地区別) 

     

問１３：合併したことについて、どう思いますか　(ＳＡ)

10.2

11.2

6.7

40.2

35.8

33.5 29.2

24.9

12.2

30.1

27.2

36.4

0.5

1.0

1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

竜王地区

敷島地区

双葉地区

満足している ある程度
満足している

不満である どちらとも
いえない

不明

 

 

［調査結果］ 

合併したことについて、市民の満足度を質問したところ、「満足している」と回答した市民

の割合は 9.9％、「ある程度満足している」と回答したのは 37.4％でした。   

一方、「不満である」と答えた市民の割合は 19.5％、「どちらともいえない」と答えた市民

は 32.2％でした。 

次に、性別でみると、「満足している」または「ある程度満足している」と回答した市民は

男性で 49.1％、女性では 45.9％と男性が 3.2％程度高くなっています。 

また年齢別では、大きな特徴は示しませんでしたが、70 歳代以上で「満足している」また

は「ある程度満足している」と回答した割合が半数を超えました(51.8％)。 

次に、居住地区別で同様の市民の割合をみると、竜王地区の 50.4％、敷島地区の 47.0％、

双葉地区の 40.2％の順となり、竜王地区の市民の半数は、ほぼ満足していることがわかりま

したが、反面、双葉地区の市民の約３割弱(29.2％)が不満であると回答しています。 

総括すると、合併して５年が経過しますが、その効果について、まだ実感出来ていない市

民もいることから、今後さまざまな施策をとおして、中・長期的に市民へその効果を訴求し

ていく必要があります。 

 

27 



１１ 問１４・１５ 合併後の政策の評価  

問 14･15 合併後の政策の評価 

       ■図表 14-1 

      

問１４：合併して充実したと思う点(ＭＡ：５つまで回答可能)

29.0

27.2

15.1

14.9

14.8

12.6

12.3

11.3

10.1

7.6

7.4

6.6

6.3

6.2

5.3

4.0

3.5

3.4

3.2

2.8

1.2

0.8

0.2

27.5

9.0

0% 10% 20% 30%

緑化、公園の整備

幹線道路、生活道路の整備

公共交通機関の整備、利用促進

児童福祉の推進、子育て支援

市の拠点となる地域の整備

保健、医療体制の充実

防災、防犯体制の整備

生涯学習、生涯スポーツの推進

高齢者福祉、介護保険制度の充実

良好な景観の保全・形成

幼児教育、学校教育の充実

行政サービスの提供

地域福祉、障害者福祉の推進

芸術文化の振興、文化財保護

生活環境の保全

行政改革の推進

商業、工業機能の立地促進

観光産業の振興、商店街活性化

自然保護、自然環境の保全

地域ブランドの確立

住民参画の促進

国際交流の推進

農林業基盤整備の促進

産学官連携の推進

不明
n=1018

 

 

【充実したと思う点】 

○ 竜王駅及びその周辺整備（44 人） 

○ 幹線道路が整備された（28 人） 

○ 小学校６年生まで医療費が無料になった（21 人） 

○ 緑化、花の整備（17 人） 

○ 竜王、敷島、双葉の図書館やプールが利用できるようになった（14 人） 

○ 公園整備（14 人） 

○ ドラゴンパークの整備（９人） 

○ ｋａｉ遊パークの整備（６人） 

○ 国道 20 号の４車線化（６人） 

○ 職員の対応が良くなった（６人） 

○ 市での健康健診(５人) 

○ 商店、病院などがだいぶ増えた(５人) 

28 

 



       ■図表 15-1 

              

問１５：合併して十分ではないと思う点
(ＭＡ：５つまで回答可能)

22.2

18.8

18.0

17.1

15.7

13.9

11.6

11.5

10.7

9.7

9.6

9.5

9.5

8.4

8.2

6.0

5.0

4.8

4.8

4.5

4.4

3.1

2.7

1.9

25.5

0% 10% 20% 30%

公共交通機関の整備、利用促進

幹線道路、生活道路の整備

高齢者福祉、介護保険制度の充実

観光産業の振興、商店街活性化

保健、医療体制の充実

行政サービスの提供

市の拠点となる地域の整備

防災、防犯体制の整備

行政改革の推進

児童福祉の推進、子育て支援

生活環境の保全

地域福祉、障害者福祉の推進

商業、工業機能の立地促進

地域ブランドの確立

幼児教育、学校教育の充実

住民参画の促進

芸術文化の振興、文化財保護

農林業基盤整備の促進

緑化、公園の整備

生涯学習、生涯スポーツの推進

良好な景観の保全・形成

国際交流の推進

自然保護、自然環境の保全

産学官連携の推進

不明
n=1018

 

 

【十分ではないと思う点】 

● 道路整備（41 人） 

● 公共交通機関の充実（30 人） 

● 竜王駅周辺整備（20 人） 

● 商店に活気がなくなった（16 人） 

● 市立の総合病院がない（14 人） 

● 竜王駅〈不便、過剰等〉（13 人） 

● 市に警察署がない（11 人） 

● 水道料金に差がある（11 人） 

● 担当の課が竜王や敷島に分かれて利用しにくい（11 人） 

● 下水道の整備（９人） 

● 子育て支援の不足〈児童館、子どもが遊べる場、中高生への支援など〉（９人） 

● 公園整備〈利用料、イスが壊れている、ペットの糞の後始末等〉（８人） 

● 塩崎駅の整備（７人） 

● 街灯がない〈少ない〉（６人） 

● 子どもが遊べる公園が少ない。ドラゴンパークは遠い。日差しをよけるところがない

（５人） 

● 税金負担－値上げ（５人） 
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［調査結果］ 

合併後の政策の評価について質問したところ、全体では、「緑地、公園の整備」（29.0％）

が も多く、次いで、「幹線道路、生活道路の整備」（27.2％）、「公共交通機関の整備、利用

促進」（15.1％）の順となっています。いずれも公共投資的な政策が上位３位を占めました。 

一方、十分でないと思う政策については、「公共交通機関の整備、利用促進」（22.2％）が

も多く、次に「幹線道路、生活道路の整備」（18.8％）、「高齢者福祉、介護保険制度の充実」

（18.0％）が上位を占めました。 

「公共交通機関の整備、利用促進」、「幹線道路、生活道路の整備」については、充実した

点、十分でない点の双方に入っていますが、意見欄からみると、「公共交通機関の整備、利用

促進」について、充実した政策であると回答した内容は、竜王駅の周辺整備をあげ、十分で

ないとの回答は、公共交通機関の充実を望んでおり、内容的に異なっていることがわかりま

す。 

また、「幹線道路、生活道路の整備」について、充実した政策であると回答した内容は、幹

線道路の充実をあげ、一方、十分でないとの回答は、幹線道路以外の生活道路の整備を望ん

でいると思われます。 

このことから、合併したメリットを十分発揮できる大規模プロジェクト事業などは、高い

評価をしている一方、高齢者福祉などの生活密着型の政策については、効果が十分浸透して

いないことがわかります。 



 問１６ 甲斐市の将来像  

問 16 甲斐市の将来像 

       ■図表 16-1 

              

問１６：将来像（めざすべき姿）はどうあるべきだと思いますか
(ＳＡ)
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健やかで心ふれあう福祉・健康都市

安全で快適に暮らせる防災・環境都市

住みよさをみんなで築く市民との協働都市

都市機能の充実した都市

心豊かで文化のかおる教育・文化都市

活気にあふれる産業都市

不明

n=1018

 

        

■図表 16-2(年齢別) 

              

問１６：将来像（めざすべき姿）はどうあるべきだと思いますか　(ＳＡ)
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充実した都
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心豊かで文
化のかおる
教育・文化
都市
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ふれあう福
祉・健康都
市

活気にあふ
れる産業都
市

安全で快適
に暮らせる
防災・環境
都市

住みよさを
みんなで築
く市民との
協働都市

不明

 
 

［調査結果］ 

甲斐市の将来像について質問したところ、「健やかで心ふれあう福祉・健康都市」（30.0％）

が も多く、次いで、「安全で快適に暮らせる防災・環境都市」（23.9％）」、「住みよさをみん

なで築く市民との協働都市」（15.3％）といった回答が上位を占めました。一方、下位は、「元

気あふれる産業都市」（6.2％）でした。 

これを、年齢別にみても、上位２つは「健やかで心ふれあう福祉・健康都市」、「安全で快

適に暮らせる防災・環境都市」が占めています。中でも、「健やかで心ふれあう福祉・健康都

市」は、高年層ほど高い数値を示し、70 歳以上では、約４割(39.4％)近くに達しました。「安

全で快適に暮らせる防災・環境都市」については、どの年代からも広く支持されていること

がわかります。 

この結果から、今後は「健康」「福祉」「安全」「環境」といった生活に密着した施策や活動

の事業展開が期待されています。
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自由意見 自由意見  

 

 公共交通の充実なくして環境改善なし。（男性/ 20 歳代/ 竜王地区） 

 公共の空き地を有効利用してほしい（花壇を設けるなど）。子どもやお年寄りが安心して歩け

る道をつくってほしい。（男性/ 30 歳代/ 敷島地区） 

 少子高齢化社会へ向かっていることは言うまでもない。子どもを生みたくても生み育てるに

は大金がかかる現実がある。特に若い世代には負担も大きいと感じます。これからの社会を

子ども達に引き継ぐためには、今、大人が何をしなければならないのか、何をしてはいけな

いのかをもっとよく考えて、目先のことにとらわれず長い眼でものごとを考えていただきた

い。富士山、南アルプス、八ケ岳の美しい風景の中で暮らしていける恵まれた私たちは、そ

の自然を守り続けなければいけないでしょう。また、歴史的にみても武田信玄公などという

超有名な武将もいたこの地ならではの文化や伝統も守ってほしいものです。水道料金の格差

は何とかしてほしい！！（女性/ 40 歳代/ 敷島地区） 

 立派な竜王駅ができましたが、電車を降りてホームから改札までのぼり、改札を抜けると景

色はよいもののお店はない。出口まではまた階段をおりなければならない。今後、開発をす

すめられていくのでしょうか？当面の利用者の気持ちを少し考えていただきたいと思います

（それにこれはＪＲの問題ですが、駅員の態度も悪いし）。電車を降りて何か楽しいことがあ

るような駅がいいなと思います。駅の近くに甲府市でいう桜座のような施設ができるといい

なと思います。（女性/ 40 歳代/ 双葉地区） 

 若い人も老人も別々に住んでいてもお互いに声をかけあえるような思いやりのある明るい街。

小さな子どもと老人が一緒に楽しめる公園。（女性/ 50 歳代/ 竜王地区） 

 旧町名があればいいかな？（竜王、敷島、双葉）。地域と学校（ＰＴＡ）との連携をもっと強

くして計画的に子ども達と接することが子ども達を守り育てることにつながると思います。

＊例朝のあいさつ運動など。全員に近い子ども達と接することができる。（男性/ 50 歳代/ 敷

島地区） 

 私は玉幡公園（Ｋａｉ遊パーク）の近くに住んでいます。時折、公園に散歩がてらに行きま

すが、いつも思うことは夕方でも昼でも３、４人くらいの人しかいないし、草取りの人ばか

り大勢いて、とても無駄な公園だな、北側の家のためにあるような公園だと感じています。

あの場所にももっと違った老人たちが気軽に憩うことができる建物でもあったら、どんなに

かいいだろうと感じています。本当に限られた人だけのために造られたとしか思えません。

甲斐市にはなぜ文化ホールがないのでしょうか。アルプス市、韮崎市のような素晴らしい文

化ホールを強く望んでいます。芸術的なほうに目を向けてほしいと思います。他の市より遅

れていると前々から感じています。どうかくれぐれも文化ホールというか、多目的というか、

そのような施設をお願いいたします。（女性/ 70 歳以上/ 竜王地区） 

 いろいろなところに花壇がありますが、花が枯れてもいないのにシルバーの方々をつかって

植え替えを度々しているのを目にします。シルバーの方々の雇用の問題も絡んでいると思い

ますが、必要ないと思う。まだ綺麗に咲いている草花を植え替えるということに税の無駄遣

いを感じます。また、このアンケートがどのくらいの効果（参考）があるのか？（男性/ 40

歳代/ 双葉地区） 
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 甲府の池田あたりから、長塚の路線付近に続く道路があるといいです。（女性/ 40 歳代/ 敷

島地区） 

 立地条件として、甲府市より近くとても住みやすい地域だと思う。その条件をうまく活用し、

もう少し活気ある街づくりと、昔からの自然の大切さを今まで以上に残していってほしいと

思う。自然といい、街づくりといい、頑張っているなと思う部分と、おざなりに放置されて

いる部分もある様に思う。（女性/ 40 歳代/ 敷島地区） 

 市議を減らしたのに、給料を上げたのでは同じこと。（男性/ 50 歳代/ 敷島地区） 

 福祉が充実し、環境に恵まれていれば、首都圏からの移住者も増加し、住民が増加すれば、

税収も確保できると思います。さらに、働く場所の確保ができればもっと財政が安定するの

で、二面性を持った行政が必要だと感じます。（女性/ 40 歳代/ 双葉地区） 

 私には敷中と敷小に通っている子どもがいます。合併前、敷島町の時には不審者が出るとす

ぐに町内に放送で知らせてくれました。甲斐市になってからはなくなってしまったので、学

校の総会等でも保護者から”なぜ放送しないのか？”という質問がありました。校長先生か

らは”放送するとうるさいという苦情があり、なくなったそうです。”との回答でした。苦情

よりも防犯の方がずっと重大なことではないでしょうか？今は学校からのメールで不審者情

報がきますが、保護者だけが知っていればいいのか疑問です。放送などによって、地域の人

たちに知らせることで、大きな防犯になるのではないでしょうか？甲斐市に合併してからも、

旧３町間で色々な点について不平等感を感じています。やはり竜王地区が優遇されているの

でしょうか？合併してよかったと思うことはあまりありません。（女性/ 40 歳代/ 敷島地区） 

 自分は長塚地区に住んでいるので、出来れば甲府市と合併してもらいたいです。（男性/ 40

歳代/ 敷島地区） 

 合併により、旧竜王町だけがいろんな面で良い思いをしているように思います。公平な住民

サービスをお願いしたいです。竜王駅だけではなく、塩崎駅の整備もやってください。（女性

/ 40 歳代/ 双葉地区） 

 これからは小ぢんまりとしたコミュニティが必要となってくると思います。毎日の生活必需

品や病院は歩いてもいける距離にあることなど。車を使わなければ用が足りないのでは不便

極まりない世代も増えるでしょう。そのためにも高齢者が一度の青信号では渡りきれないよ

うな大きな道路を造るのではなく、歩行者も安全に通行できる道路整備の方へ目を向けてほ

しいと思います。高校生の自転車も高齢者のシニアカーもベビーカーも安全に通ることがで

きれば当然自動車も滞りなく通行できるのではないでしょうか。これから納税者の収入自体

が減っていくのだから税率を上げても、歳入が限られてくることと思います。新しいものを

作るのではなくて、今あるものを使いやすく工夫してやっていくという事も考える必要があ

ると思います。（女性/ 30 歳代/ 竜王地区） 

 子ども達が安全で安心して生活できるまちづくりを切に希望します。高齢者福祉の充実。（女

性/ 30 歳代/ 竜王地区） 

 市議会議員３分の１（男性/ 20 歳代/ 敷島地区） 

 スポーツ施設を使用する際の面倒が多すぎます。西八幡のテニスコートを借りたくても登録

が必要、ある程度の人数が必要、予約をするには電話ではダメ、土日に予約すると後日使用
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料を払いに行く。「今空いているから借りたい」と思っても公民館が休みの日はダメ、雨で予

約を変更するときは双葉まで行かないとダメ、etc。こんなに面倒だと「使うな」と言ってい

るようなものではないでしょうか。修繕前はコートが空いていれば、温泉の受付で借りるこ

とが出来たので、今よりずっと気軽に楽しめました。登録するにも毎年、講習を聞きに行か

なければならないのは、やり過ぎではないでしょうか。他の市では聞いたことがありません。

市民の税金で修繕したテニスコートなのだから、もっと手軽に利用させてもらいたいです。

（女性/ 40 歳代/ 竜王地区） 

 問４について、中央道沿いに住んでいます。防犯灯が少なく夜は不安がいっぱいです。地域

の子ども達の登下校時が心配です。防犯灯の設置を以前より申し出ていますが、今になって

もありません。これを機会にぜひ設置してほしいです。（男性/ 60 歳代/ 双葉地区） 

 ①約３０年近く甲斐市に在住しているが、街並みが変わるのは良いが、新しい方々が住むよ

うになる一方、医療体制（病院）など強化誘致していただきたい。 ②合併して５年、職員

数がまだ多いのではないか。一人何役もしている民間役職者である自分から見て再度見直し

を。（男性/ 30 歳代/ 敷島地区） 

 良く理解できていない事が問題点といえるかも知れません。地域性とは思いますが、５階建

てのビルを作るなら、１５階建てを１つ作り、スペースを作る。公園を色々なエリアに作る

と小さい公園しか出来ない。もっと大胆に公平に作ることが長期計画には必要になると思う。

私の母は８０歳と少しですが、病気で手足が自由にならなくなって２０年になります。人口

３万人くらいの町で住んでいましたが、友人や知人、自分の家を残して、都会に移ったのが

たまたま手足の自由が思うようにならなくなったときでした。その母がポツリと言った事が

「意外と都会は老人にやさしい」「田舎だったら、何年生きていられたか？」でした。デイサ

ービス、介護者の質、大病院まで近い都会で不便を感じるのは、仲間を作ることが出来ない、

一人ぼっちになりがちと問題点が無いところではないが、人間らしく生きられるかもしれな

いといつも思って老人を生かしてくれている行政がいろいろなスタッフの方々に感謝の毎日

です。何かヒントが隠されているかもしれませんね。（男性/ 50 歳代/ 双葉地区） 

 一戸建ての家が多く、地域とのかかわりを持とうとしている住民が多いと思います。都市部

（東京近辺）にくらべ、買い物や日常生活にとても便利だと実感しています。都会の生活を

して見ないと解らないと思いますが。私にとって甲斐市は住みやすいと思いますし、ここに

住んでいて良かったと思います。これから歳を重ねるのに必要な医療機関は身近にあります

し、平坦地ですので、歩いて生活に必要な生鮮食品、衣類、薬品などが買いにいけます。市

に要望するとしたら駐車場問題です。昭和４０～５０年代に建てられた家の敷地が狭く、そ

の当時生まれた子どもが車を持ち、自分の家に止められないと路上駐車が増えています。家

を建てるときの指導として、新築当時必要な駐車スペース＋１台（来客を含め）を取るよう

な指導をして頂けると車の影から子どもが飛び出して事故にあうというような悲劇が減ると

思います。（女性/ 50 歳代/ 竜王地区） 

 旧竜王南部地区の行政が行き渡っていない（置き去り）。遊休農地の活用不備。駅周辺の開発

にお金をかけすぎ。 ・３町の交流不足、いぜんとして３町意識有り。農家が多いにも関わ

らず。道の駅など施設が少ない。人的交流施設のみ。公園などお金を掛ける割に、利用者が
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限られている。市人口に対する利用率は？（男性/ 60 歳代/ 竜王地区） 

 いつも甲斐市のためにいろいろしてくださってありがとうございます。快適な暮らしが出来

て、とても幸せです。（男性/ 20 歳代/ 敷島地区） 

 合併したことで、何がよくなったのかわからない。竜王駅などは、お金ばかりかけて、とて

もムダに思う。利用しにくくなった。駅を利用する人の事を考えていない。（女性/ 20 歳代/ 

竜王地区） 

 重点的な政策として６つの柱による取組が良くわからない。合併したにも関わらず、昔の３

町それぞれで行う事業が多い為、一体感が無い。（女性/ 60 歳代/ 双葉地区） 

 設問の仕方がおかしい。１．２．３．４のうち１．２はイエス。３はノーという事で答えは

（満足度）５０％が市側で求めている設問である。合併してもほとんど変化は無い。可もな

し不可もなし。（男性/ 50 歳代/ 竜王地区） 

 スーパーなど商業施設が近くにありすぎているので、もう少し考えて設置してほしかった。

現在妊娠しているので、公共の機関にマタニティヨガがあればうれしいです。友達に聞くと

保育園や幼稚園など預かってくれる所は待ちが多いので、とても不安に感じます。（女性/ 30

歳代/ 敷島地区） 

 福祉、教育に今まで以上に力を入れていただきたい。もうこれ以上税金を増やさないでほし

い。（男性/ 50 歳代/ 竜王地区） 

 住みやすい市にして下さい。道も必要な分だけでよいです。でも中には自転車や歩行者が通

るのに危険な道もあります。新しい道より今の道を安全な道として下さい。また、バスが少

なすぎます。バス停まで遠いと思っている人はたくさんいると思います。バスで行きたくて

も車で行かざるを得ない…環境にもよくないのでは。あまりお街になるよりも今のように

所々に良い公園がある住宅地の多い市が良いような気がします。店などもそれなりに揃って

います。無理に大きなお金を生むような市を目指さなくても、今よりちょっと良い市に、と

いう感じで良いのでは、とも思います。防災などにはちゃんとお金を使って下さい。（男性/ 40

歳代/ 竜王地区） 

 貢川に続く河川をもっときれいにしてほしい。竜王駅周辺の整備にはＪＲを利用する者は駅

も良くなり、一日も早く周辺活性化をしてほしい。７年前に甲府から越して来ましたが、住

み心地は決して悪くないと思いますが、１つは防災無線の声が聞きにくく、お年寄りに優し

くないと思います。貢川につづく河川はいつも非常に汚くて、甲斐市に言うと県の関係だと

つっぱねられてしまうので不満です。土手の雑草の処理ははるかに甲府市のほうが対応は早

いですよ。議員さんに頼んでも返事ばかりで何もしてくれません。だから選挙の投票も力が

はいりません。もっともっといろんな地区を見て、住みやすい甲斐市にして下さい。（男性/ 50

歳代/ 敷島地区） 

 防犯・防災上、韮崎警察署の管轄になってからは以前見たこともないパトロールカーの巡回

も時折あり、細部までの目配りに感謝しております。市道の散乱可燃物の軽トラにてシルバ

ー人材の方が巡回し、収集して下さり本当にありがたい。朝晩、犬の散歩に歩く方が“糞”

の始末のないのには夏場は気温が高いため臭くて困る。処理なし、時折玄関通路にそのまま

です。（女性/ 60 歳代/ 敷島地区） 
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 高齢者の隅々まで行き届いた配慮。市としての収入を多くして、市民の税金を安くして欲し

いと思う。（女性/ 70 歳以上/ 竜王地区） 

 竜王新町地区にワンマンバス路線を整備していただきたい。竜王新町地区、道路拡張してい

ただきたい。（竜王新町地区、敷島地区、双葉地区）全体に各家庭に防災無線を取り付けたら

いかがですか？（低料金）（男性/ 50 歳代/ 竜王地区） 

 １．県立蚕業試験場（旧）の跡地の有効利用を県と協議して再利用の方策を検討すべきであ

る。併せて、放置農地の再利用法を図ること。２．市独自の文化行事が再開できる会場、施

設を設置すべきである。３．特定の農道等に夜間来て食事をして弁当のカラや缶をそのまま

放置したり、用水路に流したりゴミを周辺に散らしていて、駐在所に届け、実地に来てもら

い巡回を依頼しても、依然として終わらない（２年前に実地検分してもらう）４．防災放送

はよく聞こえない。実地検証してみてほしい。（男性/ 70 歳以上/ 双葉地区） 

 これから高齢者社会になる。甲斐市がそれに対応できるような総合病院を設けたら良いと思

う。（男性/ 70 歳以上/ 敷島地区） 

 対等合併のはずが、行政が竜王町の慣習に偏りすぎていると思う。何をするにも文書の提出

を求められ行政に温かみが感じられない。役所の職員をもっと減らしてもやっていけるので

はないかと思う。議員の数を減らすようだが、減らした分だけ報酬を増額させるようなこと

は絶対にしないでほしい。（男性/ 60 歳代/ 敷島地区） 

 住みやすい市（町）と判断している山梨で甲府に次ぐ大きな市と自負しながら他市に頼ると

ころが多いように思う。１．現在少子化対策として、産婦人科不足が問題となっているが、

本市には市営病院、総合病院が市内に無い。２．安全で住みよい町を維持するには警察署も

韮崎の分署でよいわけが無い。３．また更に発展を期し人口増となった場合、自市営ごみ処

理施設等も必要と判断する。４．上水道問題にしてもいまだ統一できない状況にあり、力を

入れてほしい項目といえる。（男性/ 60 歳代/ 敷島地区） 

 広く大きな道がたくさんでき、交通の面ではとても良くなったことを感じます。また、道が

出来たことで、お店や建物も増え、アクセスしやすくなりました。とても良い街だとおもう

ので、何か「コレ」というものや売り出すものがあると他の人にも”こういうところはいい

所だ”という事が伝えられるので、そのようなものがあるといいなと思います。あとは、昔

はふるさと竜王祭りが有名で夏まつりがとても思い出深いので、また甲斐市として再開して

ほしいです。（女性/ 20 歳代/ 竜王地区） 

 庁舎内及びその周辺は色とりどりの花が植えられ大変美しいですが、諸費用を考えるともう

少し控えめにしてその分、歩道の整備とか水路に覆いをして道路分を広げるなどにまわした

ら良いと思います。病院へ通院用のバス路線をもう少し増やしてほしいです。老人や病人が

家族の手を借りずに通院できることで、精神的に随分楽になりますので。（女性/ 60 歳代/ 竜

王地区） 

 前頁にも書きましたが、下水道工事についてお願いします。本当に迷惑しています。その家

に言っても、”お金がないから”とか言い訳をして全くする気がありません（家を建てたりし

てそんなはずは無いのです）。言ってもわからない家には罰則を与えるとか（罰金とか）しな

いと、ちゃんと工事をして、下水道代金を払っている人達からすれば不公平ではないでしょ



37 

 

うか。もっと真剣に取り組んでください。あと良く聞く話ですが、自営業の家で収入をごま

かして赤字経営という事にして保育園などにタダのような月謝で子どもを通わせ、それを自

慢げに話している人がいるようです。良く調べたらどうですか？真面目にやっているサラリ

ーマン家庭はバカらしくなります。（女性/ 40 歳代/ 双葉地区） 

 市民が安全に暮らせ、子どもを産んでからも働きやすい都市になってほしい。（女性/ 20 歳

代/ 竜王地区） 

 税金が安くなってくれるといいですけれど（女性/ 60 歳代/ 竜王地区） 

 特に下水道の整備がされたりで、以前では考えられない水路のキレイさに「物が投げ入れら

れたり等々がなくなり」大変喜んでいるところです。要望として高齢者も多くなりつつある

ため、介護保険等の充実という方向に力を入れていただきたくお願いしたいと思っています。

（女性/ 70 歳以上/ 敷島地区） 

 税金を安くしろ（男性/ 20 歳代/ 竜王地区） 

 問１４．１５のようなひとりよがりの質問を考えている間は上記のことは出来ないと思いま

す。問１６は全部です。 こんなアンケートを考えている間は実行をすることが無理でしょ

う。（男性/ 50 歳代/ 双葉地区） 

 仕事をしているので地域の事。どちらかといえば無関心でした。地域のために活動をされて

いる方々は本当に大変だと思います。いろいろありがとうございます。（女性/ 40 歳代/ 竜

王地区） 

 市民が安心して暮らせる質の高い都市づくりは、都市機能を備え、その上、緑や水や自然環

境がよく、物価が安ければ人々は快適な生活が出来ると思います。行政がこのようなアンケ

ートなどを通し、市民の意見を聞いてくださる前向きな政策を歓迎します。ただ、机上の論

に終わらず、予算が許す範囲内で、先ず実行されることを望みます。（女性/ 60 歳代/ 竜王

地区） 

 町の名前がわからない。甲斐市の後ろに竜王、双葉など地名を入れないとわからない。市民

税など高すぎる。（男性/ 50 歳代/ 竜王地区） 

 甲斐市に、県民文化ホール、桃源文化ホール、外みたいな大勢入れるホールが必要です。考

えてほしい。（男性/ 70 歳以上/ 竜王地区） 

 甲斐市と富竹新田２区周辺の下水道整備を行ってほしい。来たらすぐ接続したいと考えてい

ます。家の裏の「せぎ」がきれいになる事を望んでいます。 甲斐市富竹新田の「神明神社」

近くの自動車修理工場があるが、暴走族のたまり場のようになっている。そこから、時々大

きな音を出すバイクが走り出す。非常に恐怖を感じる。子どもの教育上も好ましく無いと思

う。何とかしてほしいと思うが、怖くて何もいえない。行政で対応して、いただけないもの

でしょうか？安心して暮らせる地域になる事を願います。（男性/ 30 歳代/ 竜王地区） 

 とにかく市民生活に目を向けて、いろいろな政策をやっていただきたい（今、全く目が向け

られていないというわけではないが）頑張ってください。（男性/ 30 歳代/ 竜王地区） 

 週に３．４回ウォーキングをするのですが、（６～７時半頃）街灯が少なく暗くて怖い思いを

するときがあります。電球が切れているのもあります。ぜひ点検をお願いしたいと思います。 

犬の散歩のとき、取っていないフンがいっぱいです。目立つ、大きな看板を（甲斐市と大き
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く入れて）作って色々な場所に立ててほしいと思います。犬を放す人がいて、注意をしたの

ですが、まだ放して散歩しています。犬のフンもそうですが、当たり前の事が出来ない人が

多いですね。よろしくお願いします。（女性/ 50 歳代/ 竜王地区） 

 竜王から敷島に抜ける道を早く推進してほしい。（女性/ 50 歳代/ 竜王地区） 

 人口が第 2位でありながら、市立病院がない事（男性/ 70 歳以上/ 竜王地区） 

 日常生活の行政関係事務等が旧竜王に集中する傾向が感じられます。高齢者が多くなってい

る現在、旧敷島・旧双葉の住民は非常に不便ですので、一括集中しないまちにしてほしいで

す。（女性/ 60 歳代/ 敷島地区） 

 行き止まりの道、狭い道（女性/ 70 歳以上/ 竜王地区） 

 私の住んでいるところはドラゴンパークのそばで、いろんな意味で良い町だと思っています

が、あの竜王駅舎を見るにつけ、なぜもっと周辺にマッチするものにしなかったのかと首を

傾げます。もっと低予算で木の香りがするような、それでいて防災面で強固な設計にすれば

良かったのに。これは私の周りではよく耳にする言葉です。駅裏の川に昔はおしどりやかわ

せみ、ニホンカワウソが姿を見せたことを知る人はもう少ないでしょうね。もう 30 年も前の

話です。あと、自転車専用レーンがあったらいいな、なんていうのは贅沢ですね。（女性/ 50

歳代/ 双葉地区） 

 甲斐市は駅もきれいになったのですが、イマイチ活性化がみられない気がします。店にして

もこれといえるものがなかなかなくて、皆、昭和町の方を利用しています。ドラゴンパーク

も良いのですが、高台にありすぎて実際利用するには車で行くしかなく、利用者には限りが

出ているように思います。ＫＡＩ遊パークも、昭和町近くにあるため、遠すぎて利用できな

いという声もあります。（女性/ 50 歳代/ 竜王地区） 

 釜無の土手下の公園で飲み食いの後の使用した一部の人の忘れ物の悪さ。（男性/ 60 歳代/ 竜

王地区） 

 住民各々のモラル向上が必要だが、近隣や通行する人に迷惑をかけない様に先ず自分の屋敷

内の環境整備、いわゆる自らを正すことの意識醸成の指導を市が行って欲しい。例えば、１．

道路へ出ている（信号が見えないとか)大樹の伐採。２．自宅及び手持ちマンション等の庭木

の手入れ清掃（落葉を含む）、消毒（以前は殺虫剤の配布があった）等（ｱﾒﾘｶｼﾛﾋﾄﾘ発生中）。

３．自宅前面道路くらいは清掃が必要。４．車両通行危険な狭隘道路の調査改善、電柱等の

移設。５．自宅の庭くらいはきれいにしておきたいもの。ねずみや異臭などで隣は迷惑する

（２項関連）（男性/ 70 歳以上/ 竜王地区） 

 市民の健康の為、無料ですべての健診が市負担で受けられるように（予防のためにも）なっ

たらいいと思う。（女性/ / 竜王地区） 

 甲斐市に住んで１年半、市外に勤務しているのでよくわからないのですが、老いてから住み

やすい、安全で便利なまちになるといいなと思います。（女性/ 30 歳代/ 双葉地区） 

 竜王駅への交通機関整備（双葉地区エリアから）（男性/ 50 歳代/ 双葉地区） 

 安心して自転車に乗れる道が少ないと思います。（男性/ 50 歳代/ 竜王地区） 

 竜王方式で、山間部の要望を聞いてくれない（男性/ 60 歳代/ 敷島地区） 

 合併したため、きめ細かい対応に時間がかかる。例えば道路の水漏れの場合、敷島支所では
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対応できず、本部（竜王）にたらいまわしにされ、解決するのに時間がかかる。文化活動に

市の補助金をもっと出すべきだ。農地の活用をすべきだ。休耕田を市が補助金を出して農業

を希望する人（特に若い人たち）に農業への就農を進めるべきだ。太陽光発電→空き地、休

耕田の利用（男性/ 60 歳代/ 敷島地区） 

 甲斐市警察署の設置（男性/ 50 歳代/ 敷島地区） 

 甲斐市に住んでいる市民として、ここ数年で甲斐市がすごく住みやすくなったと思います。

自然、都市、文化の３点から考えてもバランスがとれていると思います。ただ、感じること

の一つとして、やはり高齢者福祉に対しての施策、体系の充実は今後、さらに必要になって

くると思います。（男性/ 20 歳代/ 竜王地区） 

 ①すべての手続きは居住地（旧役場）行政場所で可能にしてほしい。②教養講座等も各地域

単位が望ましい。③健康管理は個々に努力しているが高齢者の要望については結核球菌のワ

クチン接種の補助金を希望する（既に甲府市では行っている）。高額のため投与を控えている。

④広報は分かりやすい文章で作成してほしい。⑤将来を見据えた行政（子どもの教育、成育

に援助の手を差し伸べるべきです）。共働きの若い世代の課税対象を下げることも必要です。

保育費が高すぎる。⑥年齢に制限せず、各々の経験を生かせるボランティアの幅を広げてく

ださい。⑦生垣が溝をふさいで危ないところが多く外灯も少ない。（女性/ 70 歳以上/ 敷島

地区） 

 財力がないとできないことが多いので、豊かになれば実現できることも増える。若い人が地

元でも働いて定住して発展していってほしい。（女性/ 60 歳代/ 竜王地区） 

 甲斐市の花壇がいつも綺麗に咲いていて、通るときに気持ちがいい。広報「かい」は見やす

く、いろいろな情報が載っていてよい。さらに地域に根ざした情報を期待している。（女性/ 30

歳代/ 敷島地区） 

 老人の一人暮らしのため、仲間が作りにくい。下水道整備を早く進めてほしい。バス路線を

増やしてほしい。介護は必要としないが小さなことで困ることがある。組長、街の清掃は 75

歳以上の方は免除にしてほしい。（女性/ 70 歳以上/ 竜王地区） 

 地震、台風、洪水等、自然災害等に対する事前対策や事故対策等の日ごろからの学習会や啓

蒙が今よりも必要であると思う（東海地震に備えて）。竜王駅前の駐車場に屋根を早く設置し

てほしい。また、駅周辺の商店街の活性化を望む。（男性/ 50 歳代/ 竜王地区） 

 広報誌「かい」の配布についてですが、各地区に届けている日が遅いのでしょうか。手元に

届くのが月初めになるので、予定がとりにくいのですが？月の１週間前に届けることはでき

ませんか。聞くところによりますと、区長さんに届いた後、仕分けの作業があるとのことで

すが。（女性/ 60 歳代/ 敷島地区） 

 旧竜王町に色々なものが偏りすぎている。市役所に行っても旧町名を言えと横柄な態度をと

られたことがあり、気分が悪かったし、支所へ行けと言われたり本庁へ行けと言われたり、

用事が一度で済まない。甲斐市になって充実したと思う所は１つもない。（女性/ 20 歳代/ 敷

島地区） 

 “甲斐市のブランド”って何ですか？期待はずれの竜王駅。気軽に利用できないＫＡＩ遊パ

ーク･･･etc。様々な不満はありますが、甲斐市の町興し的な（イベントなどとは別に）事が
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必要だと思います。甲斐市に住んでよかった！！甲斐市に住みたい！！甲斐市に行けば○○

○がある！！！的な町が理想です。市長を中心としたまちづくりプロジェクトチームを作っ

たら･･･（プロの企画屋を雇って）なんてド素人は思っております。（女性/ 40 歳代/ 竜王地

区） 

 高齢者の為、生涯学習を大いに利用したいと思います。（女性/ 70 歳以上/ 竜王地区） 

 税金で公園を作るのもいいけれど、その周りに住んでいる人たちは喜ぶかもしれないが、遠

くに住んでいる人たちには無意味だと思う。市民みんなが良かったと思えるような“まちづ

くり”を、頭の良い人たちばかりだから（市の職員は）考えて下さい。（男性/ 50 歳代/ 竜

王地区） 

 市役所の窓口の対応が良くなった。尚一層の親切、丁寧な対応をお願いする。国民健康保険

の暫定税率の仮の通知書は必要ないと思うがどうだろうか。県民税、市民税の納税通知書が

わかりにくい。別々にすることはできないものだろうか。一緒になっていると年寄りにはわ

かりにくい。年寄り世帯には広報を見ればわかるはずでなく、市営バスの運行状況等配布し

てもいいと思うが？（男性/ 60 歳代/ 竜王地区） 

 道路がせますぎる。歩道、自転車道の整備。駅周辺のまちづくり等（女性/ 60 歳代/ 竜王地

区） 

 コミュニティバスの停留所をＪＲ常永駅の近くに作ってほしい。①医大入り口と、市川大門

線が交差する所にファミリーマートがあるのですが、その付近に停留所を作ってほしい。②

停留所を作るのが無理ならば、その付近で下車できるようにコミュニティバスの路線（乗り

場・下車）を変更して下さい。（男性/ 40 歳代/ 竜王地区） 

 教養講座など、竜王地区の方が充実しているようです。竜王のえみハウス、せせらぎ、南部

公民館など、場所がわからないので申し込みたいと思っても申し込みできないので、甲斐市

の細かい地図など作って欲しいと思います。竜王駅前の整備を早く進めてほしいと思います。

竜王駅付近が混雑していつも大変な思いをしています。反面、完成が楽しみです。（女性/ 50

歳代/ 敷島地区） 

 幹線道路（県道・国道）等を歩いていて思うことがあります。道路の脇にある側溝ですが、

段差が目立ちます。上り下りがあったり側溝の蓋が外れていたりで下を気にしながら歩かな

いと歩行しにくく、健常者が歩くのには注意すれば済むかもしれませんが、障害者の方やお

年寄りが歩行するには万が一のことを考えると危険だと思います。また、歩行者の歩くスペ

ースが狭いと思います。ただでさえ狭い歩行帯を歩くのに道路にはみ出している植木等、視

界をさえぎるものが道路にはみ出している場所が多く、早急に改善してほしいと思います。

もう一つ気になるのが、竜王新町の交差点（昔、バイク屋さんがあった所）です。交差点か

らバイパス方向に向かう細い道路ですが、道幅が狭いので一方通行にするほうが安全で事故

を防ぐことになると思います（バイパス方向からの侵入のみ）。こちらも改善してほしいと思

います。（男性/ 30 歳代/ 竜王地区） 

 なぜ甲斐市となるときに住所から「竜王」の文字が消えてしまったのか。生まれてきてから

竜王になじんできたのに、納得がいかない。他の市にならって竜王を入れていただきたい。

たしか関西方面の竜王町というところと同じ名前ということで交流を行っていたはずだが、
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どうなったのか。私自身は甲斐市という名前は気に入らない。竜王という地名に郷土愛を持

っている者にとって今の状況は非常に寂しい。自分は会社の都合で何年か竜王を離れたが、

他の市町村と比べると「教師の質」が劣っていると感じる機会が多い。玉川団地をかかえて

おり、仕方ない面もあるかと思うが何とかならないか。（男性/ 40 歳代/ 竜王地区） 

 図書館やｋａｉ遊パーク、竜王駅前などが整備されて使いやすくなるのは歓迎すべきこと。

できればｋａｉ遊パークの使用料の値下げ、竜王駅前の低料金駐車場を検討してほしい。（女

性/ 40 歳代/ 竜王地区） 

 田富敷島線（？）（竜王市役所に通じる道）はとても道幅が狭く、全くなくなってしまうとこ

ろもかなりあり、安全な歩道が確保されていないので、常に危険を感じます。自転車で子ど

もが走っている姿にはひやひやさせられます。市役所に通じる大切な道なのでぜひ整備をお

願いします。（自転車で図書館にいけません）。竜ちゃんバスの本数を増やしてもらいたいで

す。（男性/ 40 歳代/ 竜王地区） 

 警察署、病院、文化ホール等をつくってほしい。（女性/ 60 歳代/ 竜王地区） 

 バスの時刻表の配布などをしてほしい。市内のコミュニティバスはどうなっているのか。無

駄が多い。郵便物など同じ世帯に別々に届くことアリ。健康診断をどこでやるか、どうする

かなど。毎年送られてくることが無駄！！税金を郵便局から払えるようにしてください。い

ろいろともっと見直すべきだと思いませんか。税金は高いばかりでおかしいです。人件費も

使いすぎています。人が余っているように見える。今回のアンケートもしっかり検討してく

れるのか疑問あり。どのような回答をもらったのか？「かい」に載せるべきです。（女性/ 40

歳代/ 敷島地区） 

 塩崎駅の整備を早期に考慮してほしいです。竜王駅の整備は進んでいますが合併市町のすべ

ての住民に都市機能も充実した環境を順に整えていってほしい。旧双葉町に関して、大型モ

ールの出店により人が集まるようになったが、駅周辺の整備がすすんでおらず、夕方、駅が

無人になるのは商業地との活性化につながっていないように思えます。また、子どもが通学

で利用する駅なので安全確保のためにも駅機能の充実を望みます。また、市役所のスペース

を有効に使ってほしい。新しいものを建てるより、３町のいままでの役場の建物を有効に利

用していってほしいです。（女性/ 40 歳代/ 双葉地区） 

 既に決まっていることだと思いますが、総合文化会館南に公園は必要ないと思います。それ

よりその場所を区画整理し、宅地に若い人を対象に分譲したらいかがでしょう。若い人の人

口も子どもの人口も増えると思います。（女性/ 60 歳代/ 敷島地区） 

 長塚地区では人口、世帯数が多いにもかかわらず役所支所、警察出張所、金融機関（郵便局、

銀行）、公園など全ての面でおきざりにされています。高齢化が進んでいる現在、各種手続き、

支払いなど益々不便、不安です。（男性/ 70 歳以上/ 敷島地区） 

 さまざまな理由があると思いますが竜王駅付近の道路整備が遅いように感じます。学生のと

き、毎日のように利用していましたがとても危険です。（女性/ 20 歳代/ 竜王地区） 

 まちづくりと関係があるか分かりませんが、市指定のゴミ袋をもう少し使いやすいものにし

てほしいです。持ち手を付けて結べるようにし、もう少し大きく破れにくいものだったらい

いと思います。山梨市のゴミ袋を見たことがありますが、スーパーの袋のように持ち手がつ
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いていて、大きさも甲斐市のものよりも大きく、からすなどの被害を裂けるために黄色の袋

でした。多少金額は高くなってしまうと思いますが、使いにくいと思っている方は、結構い

るのではないかと思います。検討してくださればうれしいです。よろしくお願いいたします。

（女性/ 30 歳代/ 竜王地区） 

 開発が進み、大きな道ができ、便利になるのはよいけれど、ただチェーン店が新店舗をつく

っているにすぎず、地元の商店や農業などの産業が活気付いているわけではない気がする。

もっともっと「地元」のものにこだわった計画を進めてほしい。芸術・文化面でも市内在住

の芸術家にもっとスポットライトをあててほしい。（女性/ 30 歳代/ 敷島地区） 

 竜王駅が期待はずれ。もっと温かみのある駅を期待していた。デザイナーなどは問題ではな

く、誰もが使いやすい、親しみやすい駅が良かったです。何が悪いかと言うと、グレーな感

じなので雨の日などは寂しい感じです。ホームが遠い。トイレの声が響く。ビックリする。

竜王がメインで何か違うと思います。敷島に住むものとしては、ｋａｉ遊パークは何のメリ

ットもありません。もっと甲斐市の中心につくるべきでは？何でもかんでも竜王で市役所も

そうだし、合併しても敷島の人は特に･･･って感じです。今後の竜王駅周辺の開発に期待しま

す。道は広くなって良いです。甲府―双葉を繋ぐ道のことです。（女性/ 20 歳代/ 敷島地区） 

 従来は農地が多く、農業用水路としての河川があったが、宅地化が進み、雨水の増加、大雨

のとき、水路が水を飲み込めない状態があります。水路等の改修に努めていただきたい。（男

性/ 70 歳以上/ 竜王地区） 

 警察署を竜王駅付近に建設し、深夜の防犯、地域の安全を確保してほしい。各地へ行けるバ

スターミナル、竜王駅周辺の商業企業の誘致、工業企業の誘致活動、雇用促進等を活発に実

施してほしい。（男性/ 40 歳代/ 竜王地区） 

 ①高すぎる市民税が、市民生活を切迫していることを感じてください。②無駄を無くすため

の第一歩として、形式的で機能が実感できない市議会の議員定数を半減すべきだと思います

（不要の議員が多すぎると思います）。③納税者の立場から見るとオンブズマン制度を採用す

るなど自己改革に意欲的な姿勢を見せてもらいたいものと感じます。市の益々の発展を期待

しております。（女性/ 70 歳以上/ 敷島地区） 

 甲斐市内を移動できるバスの本数を増やしてほしいです。（女性/ 20 歳代/ 竜王地区） 

 ①近年はどこへ行っても同じ風景。コンビニがあり、マックがあり、ホームセンターがあり。

なぜこうも均一化されてしまったのかと思います。甲斐市はぜひ、将来に向けて甲斐市なら

ではの都市づくりを目指したいものです。②竜王駅舎の評価はいろいろありますが、周囲の

風景、環境に馴染まないのは多くの人の印象です。（男性/ 60 歳代/ 敷島地区） 

 私自身は感じないのですが、たまに同じ地区を歩いていると、“赤ちゃんが珍しい、かわいい”

とお年寄りの方が寄ってくることがあります。子供とお年寄りの触れ合う機会が出来ればい

いかなと思います。またそれを保育園の機能までいかないかもしれないのですが、年配の方

が一時的にお預かりしてみるという事もあってもいいのかなと思いました。（家事支援の制度

はありますが）（女性/ 30 歳代/ 敷島地区） 

 東京のように人が集まってくるような町にしてほしいです。（女性/ 30 歳代/ 竜王地区） 

 公共交通機関について、現在竜王駅から山梨医大へバスが出ているが、敷島・双葉市民も利
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用しやすいよう、路線を拡大してほしい。道路で老人が歩きやすいよう、歩道を広く整備し

てほしい。 企業誘致を積極的にしてほしい。働く場所を増やしてほしい。一人暮らしの老

人への対応を強化してほしい（民生員以外でも、行政での対応がほしい）。高齢化社会に向け。

老人が住みやすい街づくりを早急にしてほしい。竜王ばかり発展しすぎ、差別していません

か？（男性/ 30 歳代/ 敷島地区） 

 １．働きたい人に就業の機会が出来るようにする。例えば道の駅で産物を売れるようにする。 

２．地域が機能的に動くようにする。自治会（区）の活動への参加を促す。３．公共施設の

活用と効率的運営。温泉やプールは利用料を高くしては利用しない。４．一番大切なのは、

働きたい人が働ける就業の機会を作る。２～３世代家庭を増やす。（男性/ 60 歳代/ 竜王地

区） 

 これから迎える高齢化社会にも対応したバリアフリーのまちづくりをお願いします。（男性/ 

30 歳代/ 竜王地区） 

 老後の生活が心配です。希望の持てる老後をお願いします。人のために今は頑張ります。（女

性/ 60 歳代/ 敷島地区） 

 市役所は日曜日やるべきだ。２１世紀型の市ではありえない。役所の人は暇っぽいから。役

場は融通が利かない。良いイメージが無い。良い人もいるが、何をしているのかわからない

人もいるため、良い人がかわいそう。（男性/ 30 歳代/ 敷島地区） 

 とにかく街灯をもっと増やしてほしい。車を使わなくても、バス、電車などで、どこでもい

けるようにしてほしいです。これから車に乗れなくなったら、どこにもいけなくなります。

道の悪さもありますね。（女性/ 50 歳代/ 双葉地区） 

 老人になっても楽しく暮らせる街づくり。 低の買い物が出来るよう、公共交通の充実。地

域の人たちとふれあい安心して 後の時を迎えたい。（女性/ 70 歳以上/ 竜王地区） 

 竜王ばかりがメインになっているのは、甲斐市 3 町としての機能が果たせているとは言えま

せん。（女性/ 30 歳代/ 双葉地区） 

 市の中心的建物となる庁舎の建て替え工事が始まるようですが、市長、市職員の方々は一度

歩いて、市役所へ向かってください。市役所前の幹線道路、どこまで歩道が整備されている

か、知っていますか？乳母車を押して、或いは自転車であの道路を歩いて、市役所へ向かう

のがどれだけ危険か。市役所の敷地に入るのに、車は広々としています。でも、歩道は市役

所の門で行き止まりですよ。門を迂回して、敷地内に入っても、歩道のレンガはデコボコ、

歩道上に植木のタルは我が物顔で置かれているし。まるで市役所は入口に入るまで乗りつけ

る人しか来ないようなつくりです。どこが「生活快適都市」でしょうか。どれだけ立派な建

物を作っても、市民がどれだけ安心、安全にそこへ行って活用できるかを考えてなければや

っぱり市民置き去りのお役所仕事でしかないと思います。（女性/ 40 歳代/ 竜王地区） 

 水道料金が高い。市民総合病院が無い。太陽発電の補助を進めてほしい。（男性/ 40 歳代/ 敷

島地区） 

 以前役員になったとき、運動会に出席しましたが、好きな人は楽しみかもしれません。そう

でない人は役員であるために、仕方なく出席する。私の場合も仕方なく行くと思っています。

そういう人が多いのであれば、違う形で、例えば施設への手伝いや、森林の保護などの活動
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をすることで意義がある様に思います。私の実家は甲斐市の山奥です。過疎です。何年かす

るともっと人が減ります。畑や山も荒れてきます。道路も落石の危険があり、車で走るとき

も気にしながら運転します。町の中心は整備され、福祉も利用しやすいですが、田舎の人た

ちは。自分では運転も出来ませんので利用できないものばかりだとおもいます。また甲斐市

の森林が管理され、畑が使われているのを見ると豊かさを感じます。中心部でなく、周りの

過疎地域に手が入れられて整えられると豊かな市だという感じがします。甲斐市にはまだ、

リスや鼬やきつね、キジなどがいます。そういう動物も貴重な存在だと思います。私が住ん

でいる所も、年配の方が孤立していると感じることもあります。地域で支え合うシステムが

あると良いと思います。中には一部の人は面倒をよく見てあげる人も見かけます。（女性/ 50

歳代/ 双葉地区） 

 よりよい街をつくるためには、より良い人づくりをしなければならないと思います。そのた

めには学校等の教育機関の質の向上だけでなく、家庭教育の質の向上が大切ではないでしょ

うか？３歳までが人としての基礎を築く上でとても大切だと言われています。子育てをする

親への啓蒙をより充実させていただきたいと思います。（女性/ 30 歳代/ 敷島地区） 

 市町村合併で具体的なメリットが不明。サービスの低下でなく、人件費の削減等はないのか？

（男性/ 50 歳代/ 敷島地区） 

 河川清掃のやりやすい整備や子どもが滑りにくい（雨時）河川に蓋？住みやすい甲斐市の整

備をお願いします。また、市民の参加できる活動を増やし、市民で盛り上げる甲斐市でいた

いと思います。甲斐市民券は甲斐市の商店を知るよい機会になったと思います。大型店でも

使えたので、購入に迷いませんでした。商店を盛り上げるためにも良い券だと思いました。

甲斐市役所の中銀の窓口で、自動車税も受け入れてくれると良いと思います。（女性/ 40 歳

代/ 竜王地区） 

 道路の幅が広くなったり狭くなったりで大変危険な場所があります。スピードを出すことが

多く、交通事故が増加すると思います。子どもや老人も危険です。（女性/ 50 歳代/ 双葉地

区） 

 旧３町村の行政の差別の早急撤廃（女性/ 70 歳以上/ 敷島地区） 

 私立幼稚園の助成金が他の市に比べて金額が少ないので助成金額を考え直してほしいと思い

ます。竜王中部公民館の隣にある公園は昼でも人気がなく、夜になると暗いため、外灯を設

置してほしいと思います。（女性/ 30 歳代/ 竜王地区） 

 理想は緑も多く、住環境に優れ…と思うが、実際に感じるのは開発の遅れ。時代を考えると

古い考えを一度壊す必要があると思います。農振地域や俗に言う調整区域など･･･。その辺の

撤廃等により人口の増加、世帯数の増加、企業誘致等により税収等が期待できる。そうしな

いと年々、農業人口が少なくなる中で、将来的には年配者しかいない市となることが目に見

えている。人口の増加、税収増をまず考え、その後、市単位、街単位のブランドをつくり、

教育、医療の拡張を考える。人の集まらないところにブランドも良い住環境もありえない。

痛みを伴う改革でも、まず乱開発等の懸念があるが、世帯数の増加を第一に考えるべきだと

思います。（男性/ 30 歳代/ 竜王地区） 

 主な公共の催しが敷島・双葉会場のように思われます。車に乗っていない人に、時間に間に
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合う循環バスを望みます。（女性/ 70 歳以上/ 竜王地区） 

 竜王駅などきれいになって良いと思いますが、少しお金のかけすぎではないでしょうか？そ

の分、福祉の方に回しても良いかと思います。何か地域の特性を生かした産業なり事業がで

きるような取り組みも大切だと思います。甲斐市にも何か観光施設を作り、県内外からの観

光客に来てもらい、市が活性化するような取り組みも大切だと思います。（女性/ 50 歳代/ 竜

王地区） 

 問 16 にあるように福祉、健康についてと、安全で快適に暮らせる市にすると住みよい市にな

ると思う。（男性/ 60 歳代/ 敷島地区） 

 甲斐市もだんだん都市化してきたと思います。これからもどんどん発展していく事を願って

います。（女性/ 70 歳以上/ 竜王地区） 

 市独自の子育て支援･高齢者福祉に期待したい。安心して生活できる環境整備に力を入れても

らいたい。使用していない畑などを利用し、高齢者の生き甲斐作りなど活用して欲しい。（女

性/ 40 歳代/ 敷島地区） 

 私の生活している環境は静かで、安全面でも安心感がありますが、せっかく市の職員の方々

が草刈りをしてきれいになった所に、犬のフンが多く見られ、とても残念に思います。条例

で定められていても守れない方が多くいると思うと、人間性が問われ不安を感じます。（女性

/ 50 歳代/ 竜王地区） 

 遊休農地の活用を考え、活気あふれる産業都市を作りたい。農業は文化の源といわれてきま

した。健康も教育も文化もそこから始まるのではないでしょうか。猪対策などにもっと力を

入れて、農産業を助けてほしいと思います。（女性/ 70 歳以上/ 敷島地区） 

 地域の特性を活かした、景観の保全を大切に。竜王庁舎一本化に動いているがただでも狭い

現地に更に増えるとその混雑(特に車）は計り知れない。併せて敷島、双葉はなお一層活力が

無くなる。今の竜王中心から分散したほうが（今の方が)良いと思う。ｋａｉ遊パークに行っ

てその広さ、建物の立派さに驚くと共に、その活用人数の少なさに驚く。場所も南すぎるし、

もっと活用しないともったいない。中込町長時代、箱物の総合会館や体育館等その当時反対

も多かったが、今はその活用も多く決して無駄でなかった。市長たるものそういう将来の展

望を持って実行してほしい。（男性/ 60 歳代/ 敷島地区） 

 体の不自由な人も、バスでも近くへ食事か公園か、時期の花を見に行きたいですね。無理か

しら。市で連れて行ってくれたら生きる楽しみがあります。友達も出来たりしたりして、良

いではないかな。楽しみです。（女性/ 60 歳代/ 敷島地区） 

 夜の防犯パトロールを実施して、防犯灯の増設を願います。（男性/ 40 歳代/ 竜王地区） 

 日本文化の一つである武道（剣道）による人間育成になぜ甲斐市は力を入れないのですか。

甲斐市の中学校になぜ剣道部が無いのですか。甲府より非行少年が多いのは考えなければな

らないことです。（男性/ 40 歳代/ 竜王地区） 

 地域差解消のため、平均的都市開発。学校教育の充実として、生徒指導推進協力員制度の拡

充と市単独採用教員(特別支援）の増員。（女性/ 60 歳代/ 竜王地区） 

 ①例えば、ｋａｉ遊パーク（アルプス通りの立派な公園）を悪いとは言いませんが、市営住

宅とか、老人施設など必要なものは他に沢山ある様な気がします。年配者が安心して住める
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ようにするのも必要な感じがします。 ②商店街があったら楽しいかなとも感ずるときがあ

ります。スーパーも遠いし、小さい商店もほとんどないので、さみしいかな。 ③歩道が狭

く、車が通ると歩きづらいですね。（女性/ 50 歳代/ 竜王地区） 

 双葉 P.A.の工事、早く利用できるようになればますます便利になりますね。楽しみにしてお

ります。竜王駅もきれいになりました。これも期待しております。末永く住民に愛される町

であるといいですね。（女性/ 60 歳代/ 敷島地区） 

 市のこれからのマスタープランの説明が不十分。道路整備が行われているが、どのような計

画で実行されているか不明。例えば、韮崎－敷島線の登美の坂を長くやっているどのような

目的、効果を狙って実施しているのか不明。 敷島図書館の南側の防災公園の計画について

も内容計画がわからない。（男性/ 60 歳代/ 双葉地区） 

 自転車の走るエリアをもっと整備してほしいと思います。（女性/ 40 歳代/ 竜王地区） 

 道路の整備は必然である。（交通機関の充実も整える） 老いたときの福祉環境は心配である。

温泉、プールなど施設は随分整っているが、レジャー（アウトドア系、バーベＱ場他、ドッ

グラン）施設がほしい。住みよい町になるため、特に福祉に力を入れてほしい。（男性/ 40

歳代/ 竜王地区） 

 甲斐市は大きなホールは無いが、芸術や音楽、文化に触れる機会が多いと思う。より住みよ

い豊かな市になるように期待しています。 図書館の月曜開館ありがとうございました。（女

性/ 30 歳代/ 敷島地区） 

 合併した町村が融合するのは、企業の合併より難しく、何十年も時間を要すると思います。

したがって 6 つの項目は総て必要であるが、これは無理であるので、ここに生活する人々の

社会的教養の何上、文化の薫りある文化の形成により、平和な市となる事を願っています。 

合併前は公民館を使用する文化母体は、申請することにより、無料で利用できていたが、現

在は所定の半額負担となっている。この金額は公民館の年間必要経費に占める割合は少ない

と思うので、光熱水道くらいの負担と出来ないか。（文化団体としては、大きな割合の支出で

ある）。高齢者（だけではないが）にありがたいことは、３施設の温泉が低料金で利用できる

ようになったこと。コレは合併のおかげと思っている。（男性/ 70 歳以上/ 竜王地区） 

 今の三大義務の意味が伝わっていない。三大義務を知らない親も多い。そこで語り合う、三

大義務、親～子ども。学校～子ども。子ども～親へ。（男性/ 60 歳代/ 竜王地区） 

 幼児教育、子育て支援よりも、老人を大事にしてほしい。高齢者福祉、介護保険、健康保険

等の保険料が高い。（女性/ 60 歳代/ 竜王地区） 

 交通の不便で老人は車も運転できないので、誰かをあてにせざるをえなくなります。もっと

交通機関を充実して欲しい。（女性/ 60 歳代/ 竜王地区） 

 竜王駅周辺整備はもっと簡素化できなかったのか。建築費をもっと他の方面に有効活用でき

なかったのか。（男性/ 50 歳代/ 敷島地区） 

 行政に住民重視という姿勢があるのかどうかが問題です。竜王駅を例にとってみましょう。

駅とは人の離合集散の場であることは言うまでもありません。通勤・通学時に人が通過する

のは当然ですが、その数はいかばかりなのでしょう。日中、人影を見ることはまれです。そ

のような駅舎としての使命、機能も十分でないのに、あの不思議な建物は何なのでしょうか。
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南北同時工事で駅の利用者は非常に不都合を感じています。活性化できる予想もないのに多

額な税の使用は理解できません。道路、またはロータリーの完成が見込まれて、はじめて駅

舎の工事にかかるのが手段としては納得できませんか。住民は手段として駅舎を利用するの

であって、景観が優先ではないはずです。住民道路も未整備で、住民に多大な迷惑をかけて

いること、他県の人たちの冷笑となっている現実を認識して欲しいと思います。「人はどこに

いるの？」という駅です。それよりそこから先のアクセスに力を入れて下さい。（女性/ 70

歳以上/ 双葉地区） 

 近団地内の道路を双葉大久保方面、又その反対に街の方から団地内に入ってくる事が多く、

かなりの速度で走りますので、子供やお年寄りの方が道路を横断するのも怖いと大変困って

いるようです。現在、団地内を自主規制 20km/ｈでお願いしておりますが、団地内の速度を

法的に 20km/h 位に規制してもらうことはできないでしょうか。団地内もお年寄りが多くなっ

ております。ぜひ、よろしくお願いします。（男性/ 70 歳以上/ 敷島地区） 

 ご立派な竜王駅を造ることよりも、介護や健診に力を入れてほしい。認知症の母親の介護を

しているが、お金ばかりかかってしまい、もう少し市の方でも消耗品をタダにしてくれると

か、たった１ヶ月 3,000 円のクーポンでは１回紙おむつ･尿とりパットを購入したら終わって

います。もっと介護者の立場で考えてほしい。みためを良くしたいのか、中身を良くしたい

のかわからない。就業時間中、市の車で私用に使っている職員がいますが、税金の無駄遣い

だと思います。（女性/ 30 歳代/ 敷島地区） 

 双葉地区の開発整備が遅れているような感じがします。（男性/ 60 歳代/ 双葉地区） 

 老人福祉の充実と、市内の交通網を整備し老人が病院や買い物などに心安らかに安心して出

掛けられるように、市内の循環バスの運行など考えていただきたい。又、旧町のように庁内

の人たちとのふれあいが少なくなって、親しみが薄れてしまったのは残念であります。なお、

あいさつ運動を推進して、市内誰でも親しくあいさつのできる町になるように願っています。

小中学校のパトロール時には、子供はよくあいさつをしますが、大人もそうあってほしいと

思っています。（女性/ 70 歳以上/ 双葉地区） 

 合併して、元竜王地区の若い世代の住民が多いのと、竜王役場の柔軟な施策傾向が入ってき

たことが、個人としては好ましく思っています。生活の基盤となる、医療・保健面をもっと

もっと積極的に推進していきながらも安全な街づくりや、環境づくり、教育、文化、産業を

充実させてもらえたらと思います。他市町村の成功例等をうまく取り入れて、議会の方々が

若い感性を持って精力的に市民のために、働いてくれるといいと思います。（女性/ 40 歳代/ 

敷島地区） 

 人々が安心して暮らせる町づくりを期待しています。（女性/ 60 歳代/ 竜王地区） 

 河川に桜を植えたりしてほしいです。また、街路樹を切りすぎていると思います。幹だけ太

くて寸詰まりで東京の街路樹に比べて貧弱です。緑豊かな街路樹でありたいと思います。（男

性/ 30 歳代/ 敷島地区） 

 甲斐市職員の意識の向上。やる気のある職員、人材の育成。（例）産業能率大学の通信教育。

他市との情報交換。公私の混同排除（例）昼食を自宅で食べる（勤務拘束時間内）（男性/ 70

歳以上/ 敷島地区） 
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 市の重点政策も同じ人が何年も役員をしていたのでは、よくならないと思います。（多くの人

の意見を聞くこと) 犬、猪の問題も行政にお願いしてもダメ。環境は悪くなるばかり。 農

地の活用、耕作していない農地を自然環境とか、介護施設とか、自然にやさしい環境で活用

する。農家はスポーツ子育て、住民参画、いろいろ総て参画したい気持ちだけで、それどこ

ろでは。自分の生活を守っていることで疲れてしまう。（女性/ 70 歳以上/ 敷島地区） 

 文化に触れるのに、他市町村に行くこと多い。甲斐市でもっと元気に動いてほしいと思う。

北に住むものには少々買い物に不自由を感じている。住民のニーズにあった、商店を活性化

すれば、人は集まってくる。安心、安全の食品が手に入り、住んでいることが自慢できるよ

うな町になってほしい。市政の運営に市民の声が通じるといいと思う。夜、ライトがついて、

ジョギングが自由に出来ると、健康的でよい。（女性/ 70 歳以上/ 敷島地区） 

 竜王、敷島、双葉の３町合併による甲斐市は今後、県都、甲府市の衛星都市として、発展し

た方がよいと思う。周辺には美術館、文学館、昇仙峡があり、かつ各市には温泉もあり、澄

んだ空気、キレイな水を大切にする健やかで心触れ合う福祉の充実した、健康都市を目指せ

ばもっと人口も増えるものと思う。併せて、環境汚染の無い、工業地域としても、発展させ

れば、人口減が防げると思う。（男性/ 70 歳以上/ 敷島地区） 

 広報等が毎月配布しているが、議会誌は見る人が少ないので、配らなくてもよいではないか。

（男性/ 60 歳代/ 敷島地区） 

 生活道路において、道幅の狭いところが多く思える。例えば、河川に溝蓋に更に推進して頂

くとか。甲斐市は夜、暗い市と言われているもっと防犯灯、街灯を増やしてください。（男性

/ 40 歳代/ 竜王地区） 

 竜王駅が明るくきれいになり、嬉しい気持ちでおります。私事ですが、いつも甲府の病院に

通院しています。その時はいつも歩いて北口を利用し駅に行きます。以前は南口の方まで歩

き時間がかかりましたが、北口が出来たことで喜んでいます。今は道路の整備をしています。

私の要望として一日も早く終えることを願っています。なお、北口にもいくつか商店が出来、

明るい駅（北口）にしてほしいと願います。（女性/ 60 歳代/ 敷島地区） 

 耕作をやめてしまったと思われる畑や田んぼが気になっています。どうしても作物を作るこ

とができないのであれば、市民農園や、新たに農業を目指す人に買ってもらう、或いは貸し

てあげるなど、出来るだけ、土地の整備が継続できるようにしては如何でしょうか。我が家

の近くにもそういったところがあれば利用したいです。もったいなく思います。また、その

時に農家の方からの指導もあったらありがたいです。（女性/ 40 歳代/ 竜王地区） 

 子育ての補助をもっと希望します。（女性/ 30 歳代/ 双葉地区） 

 20 年前に双葉町に引っ越して来た頃のことを思うと、ずいぶん便利になって暮らしやすくな

りました。当初はお医者さんも少なく、0 歳と 3 歳の子供を抱え、いろいろ苦労しました。

買い物も車で出掛けなければと、ちょっとした物を買いに行くにしても不便を感じていまし

た。子供たちが小学校へ通う通学路は、安全面での整備が不十分で、何件かの交通事故もあ

り、登校下校時間とも心配が絶えませんでした。（片道 40 分を子供たちはよく歩いたと思い

ます）。このアンケートが来て、甲斐市に合併した頃のことより、それ以前のことを振り返っ

てみました。これからも市民が暮らしやすいまちづくりをお願いします。一番の要望は、教
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育に力を入れてほしいことです。未来の為に。（女性/ 50 歳代/ 双葉地区） 

 あと少し、竜王駅付近の開発がどのように地域の発展につながるか、とても楽しみにしてお

ります。また、信玄堤の信玄橋から美術館通りまでの道路整備も楽しみにしております。ま

た、現市役所の横の新庁舎の完成も非常に期待しております。このように甲斐市になって、

一番開発していただきたい私たちの願いがかないます。これに伴い、3 町がもう少し交流が

深まり、敷島方面や双葉方面に 1日に何回となく出向くような文化の交流、福祉のイベント、

農産物の販売などを通じて、愛着が持てるような甲斐市になってほしいと思っております。

これから老齢人口が増し、福祉や医療も施設や技術のある人達の増加が望まれますが、一人

暮らしでも、老々介護でも安心して暮らせる市を目指していただきたいと思います。また、

子供たちの未来の為にも教育と文化面を向上するよう、この方面にも力を入れ、よりよい市

を目指していただきたいです。（女性/ 50 歳代/ 竜王地区） 

 公園など自然と触れ合う場所を提供して頂いているのはとてもありがたいと思う。しかし、

もう少し若者が遊ぶための場所を作ってもらえるとうれしいです。ショッピングモールでは

なく、アミューズメントパークみたいな…。（男性/ 20 歳代/ 竜王地区） 

 放送について。ジャストの時間（5 時とか 6 時）にピッタリ放送を開始しないでいただきた

い。NHK のニュースの重要なトップの部分がわかりにくい。1～2 分前後にずらして放送を始

めていただけるとありがたい。ゆっくり喋ればわかりやすいとは限らない。間の取り方。よ

ろしくお願いいたします。（女性/ 50 歳代/ 敷島地区） 

 子供の医療が拡大され小学校 6 年生まで市の援助が決まり、子育てする中でとても良くなっ

たと思われます。（女性/ 30 歳代/ 竜王地区） 

 老齢化社会になるのも目前です。「年金ももらえるかどうか？」なんて言うのをよく耳にしま

す。えー払っていたのに？と不思議です。真面目に支払いはしていたのに･･･（国民年金など）

そんな不安を払拭させるような将来になることを心より願っています。福祉の充実を希望し

ます。（女性/ 50 歳代/ 竜王地区） 

 道幅がとても狭い→広くして欲しい。用水路に蓋をして欲しい→子供が落ちた。歩道の確保

→とても安心して歩けない。（女性/ 30 歳代/ 竜王地区） 

 安全で住みよい環境を守り、推進していくため、具体的、重点的に取り組む目標を広く広報

し、その結果や問題点を公表する事が必要だと思います。（男性/ 60 歳代/ 竜王地区） 

 竜王駅の北口を早く歩きやすくしてください。あと、北口から出て敷島方向へ向かってセブ

ンイレブンの交差点が渡りづらいです。塩崎駅からラザウォークへ行くのにバイパスを渡る

のが怖いです。歩道橋とか歩行者のみ青信号とかにしてほしいです。（女性/ 30 歳代/ 双葉

地区） 

 道路の拡充。福祉、医療の充実を望みます。（男性/ 30 歳代/ 敷島地区） 

 ラザウォーク双葉アピタが開店してから周辺道路は混雑しています。双田橋より航空高校側

の道路で住宅側の歩道を歩いてみてくれませんか。住宅が終わって少し行くと突然歩道がな

くなっています。しかも３０～４０ｍの幅で２ｍ近い深さの側溝で切れています。田んぼに

入る道がありますので、勘違いして自転車や子どもが側溝に落ちたのを何回も見ました。歩

道から歩道へ道を繋げてほしいと思います。アピタ前の歩道まで繋げてほしいのです。市の
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関係者が歩いてみてください。歩行者を守る道であってほしいと思います。早急にお願いし

ます。このアンケートが生きることを願っています。（女性/ 70 歳以上/ 双葉地区） 

 甲斐市には大きくて美しい公園、充実した文化施設、立派な駅、大型ショッピングセンター

もオープンしましたし、子育て支援も満足いくものになり、とても住みやすいまちだと感じ

ています。ただ、せっかくの大きな公園や駅が機能としては十分なのかも知れませんが、何

か物足りなさを感じます。例えば公園にしても、小さい子供がまた行きたい！と思わせる要

素がなく、駅にしても電車に乗る用事が無く、言ってみたくなるような、何かそういったも

のがあると良いなと思います。（女性/ 30 歳代/ 竜王地区） 

 北部は山間地･･･農林業。中南部は平地･･･住宅 OR 農地という区分けの中で、北部→農林業の

活性化、基盤の整備。中南部→住環境、安全性が課題と思います。 特に近い将来リニア新

幹線の駅が出来ることにより、東京への通勤も十分可能となる事を考えると、更に住民が増

加し、東京（職場）と住宅地域の「住み分け」を十分意識して都市デザインを考えるべきと

思います。（現在、鉄道、バスは県内では、県外へのアクセスに も便利） 人口が増加する

ことを予測し、（高齢化、少子化もありますが） 適なサービスをお願いしたい。国、地方の

借金は増加傾向にあり、総ての住民ニーズにこたえられないと思いますが、将来も比較的若

手層の住む都市と思われますので、こうした方々が住みやすいよう課題に取り組んで頂きた

い。（男性/ 50 歳代/ 敷島地区） 

 現在建設中の道路予定を明確に示してほしい。（男性/ 50 歳代/ 竜王地区） 

 竜王駅周辺の計画はありますか？活性化を望みます。（女性/ 50 歳代/ 敷島地区） 

 就園奨励費補助金について、毎年、支払い期間が短いので、長くて１年単位に支払いをして

ほしい。何しろ子育てにはお金がかかるので、子どもが少ないのだからこそ、一人当たりに

子育ての補助金を高めに支払い、家計を助けてほしい。安心して道路を歩ける場所を造り、

小さい子供が道を歩いていても、ビュンビュン車を平気で飛ばしていく人々が多数見られま

す。そんなに急いでも変わらないのに、子どもが道にいるときは、常識で考えてもわかるよ

うに、徐行をするという当たり前のことが守れない人々が多いです。若者も多いけど、50 代

の方々もそうです！よく、自分の事に置き換えて、思いやりを持って行動してほしいです。

毎日、育児に疲れる３０代の主婦も一息入れるようなまちづくりをして、遠慮なく他人の子

どもをしかれる勇気を持って行動してほしい。（女性/ 30 歳代/ 竜王地区） 

 20 年程前に甲府から転入。きめ細かく、暮らしやすい。（女性/ 70 歳以上/ 竜王地区） 

 ①竜王駅周辺整備事業について、早急な完成に尽力いただきたい。②市民の意見・要望が市

政に反映するため、地区別の「意見・要望を聞く会」等を開催してほしい。（男性/ 70 歳以

上/ 竜王地区） 

 旧竜王町には行き止まりの道路が多過ぎる。細くても通り抜けられる方が良い。ハザードマ

ップで見た感じ、赤坂の高台は水害に良いと出ていたが、なかなか開発が進まず、行き詰ま

った様子。駅は立派でもそこへ行く道路整備が伴っていない。（女性/ 60 歳代/ 竜王地区） 

 生活道路、通勤道路等、整備が未完成（男性/ 60 歳代/ 竜王地区） 

 一人暮らしのため、車に乗ることが出来ません。ここ新町地区にはお店（スーパー等）があ

りませんので、大変不便しています。ＪＲ竜王駅のまわりにお店等を誘致して下さい。お願
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い致します。高齢者より。（女性/ 70 歳以上/ 竜王地区） 

 市役所を訪れたときの、あの何か暗いような職員の方々の雰囲気がいつも気なる。（市役所の

中の空気）職員の方の対応も、窓口で立っているのに違う部署の人は見て見ぬ振りをして、

気がついていても放っておかれる。大変嫌な感じを受ける。（女性/ 50 歳代/ 敷島地区） 

 山梨で生まれ成長した人達がとても心の狭さを感じます。新しく転入した人達を受け入れず、

山梨気質のいやな根強さを感じてきました。考え方が誠に狭く、哀れみさえ覚えます。（女性

/ 60 歳代/ 竜王地区） 

 市立病院があればいいかな。小児科がもう少し充実して欲しい。町や区の児童公園がもう少

し充実して欲しいです。（女性/ 30 歳代/ 竜王地区） 

 市役所内にリサイクルＢＯＸがあるが、十分な数ではないと思う。旧敷島町は数量及び箇所

も多く、住民は簡単に処理できることで持ち込む人が多いと聞いている。市役所（本所）の

職員のきめ細かなフォローをしてほしい。他市役所職員は来所人に代わって、書類記入して

もらえるが本所は記入してもらえない。全員とは言わないが、職員の態度が良くない。（男性

/ 60 歳代/ 竜王地区） 

 昼 12 時になるチャイムですが、昔から鳴っていて昼の時間を知る良い方法だと思いますが、

子供たちがちょうど昼寝をしていると音が大きすぎて起きてしまいます。ボリュームを下げ

ていただけると良いのですが。竜王、敷島の花火大会がなくなり寂しいです。地域の活気を

取り戻すため、再開していただきたいです。（女性/ 20 歳代/ 敷島地区） 

 双葉にラザウォークなど出来て、甲斐市も少し開けてきたけれど、警察の管轄は韮崎だし、

病院といえば医大か中央病院だし、まだまだ不便です。合併すると範囲が広くなり、内容も

薄くなります。広報も１ヶ月に１回せっかく出版されているのに、何か中途半端を感じます。

「甲斐市からのお知らせ」そして「竜王地区」「敷島地区」「双葉地区」３つそれぞれの姉妹

版を分けたらいいと思います。甲斐市の芸術家の競う展覧会をしてもらいたい。（女性/ 20

歳代/ 竜王地区） 

 竜王地区の方にも大きな文化センターを作っていただきたい。そして、公園、遊具など一箇

所で遊べ、楽しめる場所を作ってほしいです。（女性/ 60 歳代/ 竜王地区） 

 いろんな場所でイベントが行われていると思うが、なかなか情報を得られないことが多い。

携帯電話へのメール配信等で情報を発信して頂けると大変ありがたいサービスになると思う。

もちろん無料で何らかの形でポイントが貯まるのが良い。甲斐市はまだまだ環境面での対応

が遅れていると思う。家庭への太陽光発電の普及や道路への街灯（太陽光発電の蓄電）設置

等を普及していってほしい。道路沿いでまだまだガードレールがない場所が多くある。今の

時代、車が突っ込んでくる事故が後を絶たないので、未然防止の点からもガードレール設置

を進めていってほしい。双葉の場外競輪場売り場前の信号機（20 号線）の点灯が、車が来な

いのに赤信号になることがあり、朝の通行に関して支障をきたしている。感応式のはずなの

に車がないのに点灯状態が変わるのは無意味なので改善されたい。航空高校そばにラザウォ

ークができて、活気が出てきたと思う。だが石和等に比べてまだまだ見劣りするので、もっ

と安い飲食店の出店等を進めて人が集まる街づくりを実現していったらどうか？個人的には

ギョウザの王将を待ち望んでいる。（男性/ 40 歳代/ 双葉地区） 
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 母子家庭の多い世の中、同居（家族）しているから全く援助なしの実際現状は全く違うので、

問題提議したい。老人に対して、全てのバリアフリー化。運動能力を高める呼びかけ行動。

少子高齢化が進んでいる中、両方を支える何か有力な経済企画を期待したい。中学が旧敷島

は１校。他の学校と比べ、能力的、上下関係はどうなのか？例えば、６年生が中学見学とか。

小学校・中学校施設見学など。期待しています。頑張ってください。（女性/ 30 歳代/ 敷島

地区） 

 甲斐市にしかない何かを形成してほしい。（男性/ 50 歳代/ 竜王地区） 

 竜王地区に住んでいますが、周りの家々は大体木や花を植えて素敵な景観を作っています。

が、たまに道に大きく樹木や葉がせり出して、自転車、歩行者に危険なことがあります。安

全に道路を使えるように、道路に飛び出した樹木、葉、看板など、事故が起こる前に何とか

してほしいと思います。相談窓口の設置や木を植えるときにどのくらい大きくなるのか、低

料金などで市内の植木に詳しい人などに聞けるようになるといいと思います。長く住む家と

土地だから、家の植木なども責任を持って、住人に教えてもらえるまちづくりを市から提案

してもらえると良いと思います。子育てしやすいように他の市から引っ越してきました。学

校が多く、住宅地が密集しているので、通学も子供にとって安全で楽だと思いますが、県道

など交通量の多い主要な道路が狭く、使いにくいので整備をしてもらいたいと思います。（女

性/ 20 歳代/ 竜王地区） 

 高齢者福祉、介護保険制度の充実。（男性/ 40 歳代/ 敷島地区） 

 現状については「可もなく不可もなく」というのが感想です。ただ、保育料はやっぱり高い

と思うし、竜王中学校前の慢性的な渋滞もイライラします。「甲斐市在住で良かった」と思え

るようにしてほしいです。（女性/ 30 歳代/ 竜王地区） 

 庁舎周辺や幹線道路の花づくりに人件費を充てるのは止めてほしい。周辺の住民や職員のボ

ランティア等で行うのは差し支えないと思うが。（男性/ 60 歳代/ 竜王地区） 

 66 才ですが、病院にかからない様、自分の体を鍛えて病気をしないように心がけています。

国民保険料も一律ではなく、持点制で年間 5 回くらいまで基本料とか、努力して病気をしな

い人と差別をして欲しい。問 14.15 に対して、退職者としては直接実感がありません。もっ

と具体的に書いてくれないと各項目が大きすぎてアンケートにならないでしょう。市からの

チラシを削減するべき。不必要なものが多い。（男性/ 60 歳代/ 双葉地区） 

 大垈バイパス入口に矢印の青信号をつけて欲しい。登美の坂側から、夕方のラッシュ時など

は曲がれず渋滞が起きている。（男性/ 40 歳代/ 双葉地区） 

 水と緑のまちと言われるけれどあまりに犬の糞が多いのに閉口。何かよい方法はないかと思

う。竜王駅を建てるにおいてももっと地域の人たちの意見を聞くべきだった。必要ないとこ

ろにお金をかけすぎる（男性/ 70 歳以上/ 竜王地区） 

 今まで北部公民館を利用していたひとたちがいろいろな場所で活動しているので、一日も早

く公民館が建つ事を望みます。（女性/ 70 歳以上/ 竜王地区） 

 竜王駅整備時に行うべきだったと思いますが今からでもぜひホームを増設して甲府止まりの

特急をすべて竜王駅に延長させてターミナル駅とすべきです。乗客からすれば非常に便利に

なります。駅舎だけ立派でも、竜王町時代のままなのです。韮崎⇔甲府駅間の列車も増発し
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て待たずに乗れるような改善も必要です。駅にいつも人々が大勢集まるような形が将来の市

の活性化につながると思います。ＪＲへの働きかけをおこなってください。（男性/ 40 歳代/ 

双葉地区） 

 合併して甲斐市にせっかくなったのでそれぞれの地域の皆さんと多くの人の楽しみができる

機会を増やしてほしい。（女性/ 60 歳代/ 双葉地区） 

 行政主体ではなく、住民からのまちづくりが大切だと思う。しかし、住民からの提案や提言

がなかなか集まりにくいと思うし、あまり関心をもっていないのが現実だと思う。住民主体

でまちづくりができれば 高だと思います。年寄りばかりの意見が自治会の意見ではないこ

とを知ってほしいと思います。（男性/ 30 歳代/ 敷島地区） 

 車でないと行くことができない場所ばかり。大きなショッピングセンターができても利用で

きません。敷島地区にもっとショッピングできる場所ができるといいなと思います。（女性/ 

70 歳以上/ 敷島地区） 

 ①竜王地区に双葉ふれあい文化館のようなホールがないので設置を望む。②竜王駅周辺（竜

王新町～本竜王）の間に大型スーパーがない。誘致を望む。③防災の有線放送を行っている

が良く聞こえないときが多い。何か他に防災伝達手段はないのでしょうか。アナウンスの仕

方が悪い。検討を望む。（男性/ 50 歳代/ 竜王地区） 

 毎日が安心できるよう、地域に駐在所を設けてほしい。気軽に話せるおまわりさんを待って

います。（女性/ 70 歳以上/ 竜王地区） 

 今、竜王駅の整備事業が進められているが、北口周辺道路の照明が青く暗い道路となってい

る。防犯上の心配があるので照明は青でなく白く明るいものにしてほしい。また、幹線道路

への合流地点も信号がないので、歩行者や自転車の事故が起こりやすいと思う。横断歩道の

整備、歩行者専用の信号機などの設置をお願いしたい。また、竜王駅北口方面からの景色は

南アルプス、八ケ岳、茅ケ岳、富士山と眺められ非常に美しい。商業地域として開発するの

ではなく、景観を眺めながら人々と交流しあえるような公共の文化交流施設を建設してほし

い（展示会、コンサート会場等）。（女性/ 50 歳代/ 敷島地区） 

 医療費のかかる病気の人に手厚い援助を御願いします。（女性/ 50 歳代/ 敷島地区） 

 外灯が少なすぎる。狭い路地にはほとんどない。環境、安全を考えるのなら、もう少し外灯

を増やしてください。（女性/ 40 歳代/ 竜王地区） 

 周りの市町村、または県外の方々から見てもとても便利で住みやすいと思われていることと

思います。これからもそんな憧れられる甲斐市まちづくりを目指して、ご協力させていただ

きたいと思っております。（男性/ 30 歳代/ 敷島地区） 

 甲斐市の住民税は高過ぎる！旧竜王町、駅の周辺、メイン道路のみ整備してどうする！税金

の無駄遣いだ！特に駅のアーケード、１日何人が利用している？市民全員が納得できる金の

使い方をしてほしい。他県から来た人にも、なぜ甲斐市は住民税がこんなに高い、とよく言

われる。行政は市民の生活のことを考えていますか？どんなに市が豊かになっても、そこで

生活している人が不満を感じたら、良い市とはいえないのでは？思っていることを自由に書

きました。ゴメンなさい。（男性/ 30 歳代/ 敷島地区） 

 公園や道路の花等の予算を障害者・老人・子育て等の福祉に回すべきだ。頻繁に予算がない
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話を聞くが、本当なのだろうか？Kai 遊パーク・市役所の庁舎等、本当に必要なのだろうか。

箱物行政からの脱却を望みます。竜王駅の整備も、駅前の活性化につながらなければ何の意

味もない。その後、どうしようとしているのだろうか。他の地域から見て、外見が良い政策

は住民の利益ではない。（男性/ 50 歳代/ 竜王地区） 

 犬を飼っているが、公園や広場は犬の散歩禁止の所が多く、不自由な思いをしている。飼い

主のマナーに問題がある場合もあると思うが、多くの人はきちんとしていると思う。動物に

優しくない町が人に優しい町になれるのでしょうか。スポーツ施設を利用する為の手続きが

不便。年に１、２度の利用をするためにも登録カードを作らなくてはならない意味があるの

でしょうか？（女性/ 50 歳代/ 双葉地区） 

 行政のトップにいる人はもっと地域の事業に参加し、その実態を知るべきだと思う。（男性/ 

70 歳以上/ 敷島地区） 

 合併後、議員の方々の数も減り、その分支出も減るはずだが（ニュースなどでよく耳にする

ように）会議費用やら何か名目を作り、議員の方々が別費用を計上して給与の他に収入を得

ており、合併以前の上乗せの支出になっていると公務員の方々から度々聞くと、本当に我々

の支払わされている税金は正しく使われているのか？と疑問、不安に思うのは私だけだろう

か･･･？民間の会社では、給与も減り、皆大変な思いをしている。無用な支出は減らしてほし

い！！現代は車社会である。確かに道路は広がり、大手スーパーもでき、数社のスーパーが

安売りで競争し、我々もそれに乗っかり消費している。だが、車もなく自転車にも乗れない

年寄りだけの家庭もある。ちょっと買い物したくても、コンビニでは高い。小売店がほとん

ど潰れ、買い物できないで困っている方々もいる。本当に便利になったのか不便になったの

か･･･？地域によっては大違いである。差を感じる。（女性/ 50 歳代/ 竜王地区） 

 新しい道路は作らなくていいと思います。観光に対して、目に見えての広報が必要と思いま

す。市役所職員の対応に差があるのはよくない！（男性/ 30 歳代/ 竜王地区） 

 市の発展に伴い、道路も拡張整備され、人口も増えていき、大きい建物が建ち並ぶだけなら

便利でいいかもしれないが、まだ自然の残されている甲斐市の良さを残しつつ、金儲けだけ

の風俗店などに厳しく対応して、素朴でも心温かいまちにしてもらいたい。甲府市の信玄公

祭りみたいな甲斐市民全体で参加、また盛り上げる行事が欲しい。そうすればもっと一体感

が出てくると思う。（男性/ 50 歳代/ 竜王地区） 

 もっと子育て支援と福祉の関係に力を入れてもらいたい。過疎の進んでいる地域にも、まだ

まだ何か有ると思います。その何かを見つけることが出来れば、甲斐市はもっと良い市にな

るのではないでしょうか。この景気の悪い中、一次産業と言われる分野へ人が集まれば、い

ろんな意味で良い方向に進むと思われます。（男性/ 30 歳代/ 双葉地区） 

 「甲斐市に住んで良かった」と言える都市づくりと、他人の痛みがわかる心通う人間づくり

を築けば、活気に満ちた甲斐市がつくれると思います。市の職員は市民が何を望んでいるか

常に頭において仕事をしてもらいたいと思います。（女性/ 70 歳以上/ 敷島地区） 

 合併して何かと不便になった。（男性/ 40 歳代/ 敷島地区） 

 ”緑と活力あふれる生活快適都市”の実現に対して、行政の計画に不満です。１、緑豊かな

自然環境は合併により充分に存在します。長期的な行政の計画で整備することが重要。また
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公園も満足できる状況です。しかし、個人住宅の緑の推進には反対です。ただ、木が植えら

れていればよいという 10 年前の発想は終わりにしましょう。個人住宅には衛生的な環境推進

が先決です。２．甲斐市に住みたいと思う根拠が必要です。今はありません。快適都市には

飛びぬけた特権が大前提です。居住の目的で も挙げられる「子育て」と「老後」にポイン

トを置いてほしい。子育て環境日本一都市を目指してほしいです。甲斐市に住むことで”優

位な感覚を感じますか？”長期的なプランには教育が欠かせません。”生活快適都市の実現”

に取り組んでいる？他の市町村と何が違うのか！何が優れているのか！どんな生活が快適な

のか！子育て支援ＮＯ．１の甲斐市を目指しては？（男性/ 40 歳代/ 敷島地区） 

 ごみ収集場所、設置備品の美化と整備の徹底。路上、私有地に置かれているのは不快。路面

上ではなく、地下にごみ収集場所をつくるのはどうですか。収集の際は吊り上げられるよう

な形で中にカゴを入れるとか。企業を積極的に誘致して、税負担の軽減、雇用促進、産業活

性化を具現化してほしい。甲府市のような汚くて、税金も高くて、子育て福祉にも魅力がな

い住みにくい市にはならないでください。（男性/ 20 歳代/ 敷島地区） 

 今までの甲斐市について考えたこともなく、あるものを疑問に思わず受け入れていたので、

考える良い機会になりました。日々、犯罪を身近に感じるので、安全な生活ができるといい

です。無駄な道路工事をしないでください。竜王駅の改装も根本から必要ないと思うが、無

計画に話を進め、中途半端な状態になっていてよろしくないです。甲斐市役所や社会福祉施

設の人が態度が悪い。そういう中でも真面目に誠実に生きている人もいるから、市民の一人

一人が心がけたら、良い街になると思います。年々、治安が悪くなり、若者のバイクや自動

車での暴走行為、騒音、自動車のスピード違反、携帯電話を使用しながらの運転、言葉遣い

の悪さ、態度や素行の悪さ、全世代が他人に対して優しさがなく、心にゆとりがなく、利己

的になっている。私利私欲に走りがち。外国人の増加（特に中国系には厳重な警戒が必要）。

住宅地の増加（人口の増加と犯罪の起きる比率は比例関係にあると言える）。子どもにしつけ

ができない親が増えた。非常識。敷島南小の吹奏楽部の朝からの練習による騒音。これは何

十年間も悩まされており、一向に改善が見られない。校舎吹き抜けはトランペットを演奏す

る場所ではない。外部には生活をしている住民がいるというとこを念頭に置き、防音設備の

ある場所で音場漏れることのないよう、技術の向上に励んでいただきたい。学校では成績向

上より、人としての云々を教えてください。勉強はもっとすべき。（女性/ 20 歳代/ 敷島地

区） 

 甲斐市は住宅都市だと思う。住みやすさを追求してほしい。電車を使わない文化なので、バ

スの整備をすればいいと思う。また、電車を使わなければ”駅前”のような人が集まる場所

がなく、商店がつくりにくい。そういった意味で総合商業施設は必要だと思う。ただし、双

葉にできたような新しいものはまだ不要で、今ある場所をもっと充実させていけばよいと思

う。甲斐市の歴史や文化には興味がない。元々歴史がある街並みでもないと思う。排除すべ

きとは思わないが、力を入れる必要はないと思う。住みやすさと言う点で防災、防犯には力

を入れてほしい。教育や福祉、介護に力を入れてほしい。名前は甲斐市になったが、今のと

ころ竜王、敷島、双葉に分かれていると思う。各地域間の交流を増やすべきだと思う。スポ

ーツ等にももっと力を入れて、交流を促進してほしい。地域対抗の大会なども言いと思う。
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ここに書いたような意見が行政に取り入れられるようになってほしい。（男性/ 20 歳代/ 竜

王地区） 

 住民税が高い。住民票など各種証明書類の無料化（男性/ 60 歳代/ 竜王地区） 

 山梨医大のバスだけは廃止しないで継続してください。便利です。（女性/ 20 歳代/ 双葉地

区） 

 地域によっては開発の遅れが気になる。各地区に避難場所またはスポーツ広場があると心の

ふれあいができるのではないかと思う。（男性/ 70 歳以上/ 双葉地区） 

 緊急災害時のため、また通勤通学のための道路の拡張（女性/ 70 歳以上/ 竜王地区） 

 冬に雪が降ったときなど除雪車をすぐ出してほしい。（男性/ 50 歳代/ 敷島地区） 

 甲斐市は人口約 72000 人の県内第 3 の市であるにもかかわらず、中心市街地という場所が見

当たらない。現在、竜王駅周辺の再開発事業を行っているのであれば、商業スペース的な面

整備を行い、ここが甲斐市の中心市街地として自慢して言えるまちづくりを望みます。下水

道事業については、平成 19 年度末普及率は 63.1％、水洗化率 86.5％ということですが、特

に水洗化率については 100％に近づけるよう接続指導の徹底を図ってほしい。特に古いアパ

ート・マンションの所有者への指導を！甲斐市（特に竜王地区）の側溝には蓋がないところ

が多い。これは田・畑への引き込み等の関係かもしれませんが、取水以外のところへのグレ

ーチング化を望みます。夜間（防犯街路灯も自治会負担のため限界あり）とても危険です。

側溝清掃についてですが、地域住民の力を借りて清掃を行うのは「協働」の面から非常に良

いことだと思いますが、側溝から出たゴミ、ドロ等の回収まで住民にさせるのはちょっと行

き過ぎではありませんか？甲府市でさえ、行政が回収しています。ご検討を御願いします。

（男性/ 40 歳代/ 竜王地区） 

 高齢者にも住みやすい街にしてほしいです。交通の便が悪いので車での外出が難しい。広域

農道にバスが通るとよいです。（女性/ 70 歳以上/ 双葉地区） 

 家族で老人を支えているが、もっと介護施設が安く利用できるよう、市でもっと負担してほ

しい。それがお互いに幸せになるためだから。子育て支援も若いお母さんたちには不安が多

いので横のつながりがあるといいと思う。高齢者が増えている中、家にこもっている人が多

いので公民館など施設をいつでもオープンにしてお茶代くらい市で出したらどうか。それが

ボケ防止につながるから。調整区域、農振法を外し、荒地をなくし住宅地を増やしたら皆が

助かる。（女性/ 20 歳代/ 敷島地区） 

 水道の問題、竜王駅周辺整備などいろいろ気になるところはありますが、児童福祉、都市機

能などを充実させてもらって、住みよい甲斐市のまちづくりをしてもらいたいと思います。

（女性/ 40 歳代/ 敷島地区） 

 他県、他市からも住み良さを認められるような明るい、安全な充実した甲斐市を守りたい。

（女性/ 60 歳代/ 双葉地区） 

 人口が多いのにお墓が少なくて驚いている。竜王駅前（歯医者のある通り）の道がもっとど

うにかならなかったのか。公園の大木を切ってほしい。（女性/ 50 歳代/ 竜王地区） 

 今は車を運転できるので、食料品の買い物はできるけど、車が運転できなくなったら近所に

スーパーがないので困る。（男性/ 60 歳代/ 竜王地区） 
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 老人福祉のことで敬老祝い金の支給を近所の表示で旧町名が略されたこと。敬老福祉大会の

場所を、旧町で開催すれば費用の削減になる（県民文化ホールでは飲食ができない）また、

地域の人たちと話ができないこと（男性/ 70 歳以上/ 双葉地区） 

 税金の無駄遣いのないようにしてほしい。駅の建設はどんなものでしょう？と思います。（男

性/ 30 歳代/ 敷島地区） 

 下水道工事を早くしてほしいです。（女性/ 30 歳代/ 竜王地区） 

 これから世の中がどう変わっていくのかがとても不安です。親の世代からの交換の時に、私

たちの世代の負担がとても本当に心配です。子供もたくさんほしいと思っていますが、これ

からかかる費用や生活、どうなってしまうのでしょうか？仕事があまりない知人の話では･･･

国や市町村は私たち国民の目線になり本当に考えて欲しいです。税金はなぜこんなに高いの

でしょうか？毎日頑張って得ています。その代償に体を壊しての保障、親の面倒などいろん

な面で本当に不安になっています。（女性/ 30 歳代/ 竜王地区） 

 合併による大きなメリットは感じません。敷島町は元来住みやすく良い町だと思います。な

んとなく竜王町優先と感じるのはひがみでしょうか？竜王駅北口を整備していただいてあり

がとうございます。都市整備は優先順位をつけて無駄遣いを抑え、行政努力により税金を下

げていただけるとありがたいです。防災、健康を重視した住みやすい町づくりをお願いしま

す。（男性/ 40 歳代/ 敷島地区） 

 先人（お年寄り）の知識はとても大事なことだと思いますが、現代には合わない考えを持っ

ていらっしゃる方の歩み寄りが必要だと思うことがあります。昔からのことだからと、ゴミ

を燃やしたり車をあちらこちらに停めたりとか、モラルの欠如が感じられます。モラルの欠

如は全ての人に言えますが、やはりこれは子供達の教育に関係してくるので、教育の場もし

っかりしてほしいです。（女性/ 40 歳代/ 双葉地区） 

 財政面からの関係からか合併当初に比べて、いろんなものが見直しの一言でしめつけられて

（予算的に）きている。合併のために総合的に花を咲かせて、合併が無事済んだら段々と締

め付けて、合併は良かったと言っているように見せている。あまりにも合併のために財布を

緩めて、市民は何だか騙されたような感じがしてならない。（男性/ 60 歳代/ 双葉地区） 

 ３町の温度差をなくしてほしいと思います。（女性/ 30 歳代/ 双葉地区） 

 菖蒲沢、団子、岩森（上部）の地域では高齢者が特に多く、遊んでいる田畑が多く目に付く

こと。このような土地を現在多くの失業者に経験させて野菜等を作って生産に力を入れたら

どうかと思っています。荒れた草木の為に景観が損なわれている。（男性/ 70 歳以上/ 双葉

地区） 

 大きな文化、芸術活動は甲府市や東京に行けるので地域密着型の文化推進をお願いします。

むしろ甲斐市は「緑（＋公共交通）と住民（各種福祉特に高齢者）」重視する政策により他地

域のモデルになれると思います！甲斐市は甲府市や韮崎市の郊外になると思います。むやみ

に道路整備や大型商業施設をつくるのではなく、緑、太陽エネルギー、水、弱者にやさしい

生活空間をしっかり整備することで特化できるはずです。緑と水と光のあふれる甲斐市。公

共施設（交通機関、病院、図書館、公民館）の充実した甲斐市を自慢し、住んでいることに

満足と誇りを持っていたいです。（女性/ 40 歳代/ 竜王地区） 
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 今度の市長さんにはすごく期待しています。緑がたくさんで良いのですが、市内を移動する

際の交通機関がもう少し充実したらと思います。また、歩いたり、自転車に乗ったりすると

きも道幅があればと思います。狭い道路では車などが来ると非常に危ない思いがします。特

に市川大門線の竜王中学校のあたりなど。子ども、お年寄りが安心して住める町を期待して

います。定年後のお年寄りがもっと積極的に何事にも参加できるような声掛けをしてほしい

と思います。（女性/ 60 歳代/ 竜王地区） 

 充実した都市になるため、借金はくれぐれも気をつけてください。（女性/ 60 歳代/ 竜王地

区） 

 近頃空き家が目に付くが、草や植木が伸びて、防犯的にも悪いと思う。外灯を多く、周囲を

明るくしてほしいと思います。何かあってからでは遅いと思います。（女性/ 70 歳以上/ 敷

島地区） 

 ＪＲ竜王駅周辺の早期整備を望んでいます。また双葉スマートインターチェンジ下り線の早

期開通。甲斐市に限らず、合併市町村では多少の不公平感はあると思いますがもう５年、ま

だ５年です。気が付いたら住みよい市になっていたと実感できる市政をお願いします。（女性

/ 50 歳代/ 敷島地区） 

 イキイキ活力ある街づくりにはなんといっても健やかでお互いの心がふれあう健康な住民で

なければなりません。教育面ももちろん大切ですが住民がお互いに助け合う気持ちを持つこ

とだと思います。隣は何をしている人か、知らん振りという都市的な無関心な考えは排除し

なければなりません。各自近いが部落の交流に力を注ぎ、住民参加を呼びかけ様々な計画を

立ててはいかがでしょうか？市全体となるとなかなかまとまらない点が多く出てくると思い

ます。身近での集まりのほうが集まりやすいとも思います。（女性/ 60 歳代/ 双葉地区） 

 河川清掃は年１回になっていますが春と秋の２度にして市内の河川の美化になったらなあと

思います。（男性/ 70 歳以上/ 竜王地区） 

 竜王駅周辺にスーパーがほしい（男性/ 60 歳代/ 竜王地区） 

 年金から介護保険１割引くのは多いと思う。小さな施設が多いのではないですか（女性/ 70

歳以上/ 双葉地区） 

 甲斐市の特産品、ワイン、果物、昇仙峡を上手に合わせてツアーを組んで観光をＰＲしたら

と思う。（女性/ 40 歳代/ 双葉地区） 

 心豊かにふれあい安全に生活できるまちづくりのために下記について早急に実施していただ

きたい。１．甲斐警察署の設置。甲府市に次ぐ第２の市に警察署がないのは納得できない。

防犯並びに緊急時の対応に大きな問題がある。２．水道行政の改善。市内全域統一条件、料

金の設定。３．交通事故をなくすために。敷島団地内に道交法で認める一般道路があります。

団地入口、東、西４０Ｋ走行の標識があります。道幅も広くなく、４つの交差点と坂、また

車道、歩道の区分、フェンスもなく非常に危険で毎日心配しております。自治会では「自主

規制 20ｋｍ」のたて看板を出していますが、ほとんど無視運転です。また迂回道路の建設依

頼をしていると聞いています。死亡事故が発生しないうちに早急に建設をお願いしたい。（男

性/ 70 歳以上/ 敷島地区） 

 竜王駅南北の早期完成を望む（男性/ 70 歳以上/ 双葉地区） 
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 もっと老人にやさしい医療と老人に負担のかからない自治活動（役員）を望みます。（女性/ 70

歳以上/ 双葉地区） 

 安心して暮らせる町づくりのために、地域の防犯パトロールの強化をお願いしたいと思いま

す。犬の散歩をされている方の中に、マナーの悪い方がいらっしゃいます。もっと注意を促

すプレートを作り、希望のある人に配るなどの配慮をして頂きたいです。（女性/ 40 歳代/ 竜

王地区） 

 行政サービスが良くない。（男性/ 20 歳代/ 双葉地区） 

 敷島地区にもコミュニティバスを通してほしい。（女性/ 70 歳以上/ 敷島地区） 

 近年、高齢者の人口が増加しております。毎日の暮らしが安心して生活できる、そんなまち

づくりが必要であると思います。今後福祉の充実を特に力を入れえてほしいと思います。そ

して明るい希望の持てる甲斐市を期待したい。（男性/ 60 歳代/ 竜王地区） 

 市民のふれあい等が不十分です。（女性/ 50 歳代/ 竜王地区） 

 市の健診についてですが、毎年低額で受診できとても助かっています。しかし、結果を聞く

のに少し長いような気がします。もう少し手短にやっていただけたらと思います。（女性/ 30

歳代/ 竜王地区） 

 まだそれぞれの地区間での親密度が低いと思う。（男性/ 30 歳代/ 竜王地区） 

 人間愛をテーマとする市長の姿勢に好感を持てる。職員が相談に的確に応じてマナーの良さ

に感心する。担当者が担当する仕事に精通されていて頼もしい。服装にさわやかさが感じら

れない人も見かける？声が小さく細く、難聴のものには困る場合があった。早口の説明には

聞き直しも悪い。配慮してほしい。甲斐市発展の躍動感を感じています。（男性/ 70 歳以上/ 

敷島地区） 

 市民の安全を考える中に「歩道の確保」を重要視していただきたい。狭かったり、なかった

り、段差のある歩道ばかりで。日頃の生活の中の安全から考えていただきたいと思います。

（女性/ 40 歳代/ 竜王地区） 

 全ての年代が暮らしやすいような地域づくりをしていっていただきたいと思います。（女性/ 

20 歳代/ 敷島地区） 

 生活をする上での用途地域の枠を広げていただきたく思う。（男性/ 70 歳以上/ 竜王地区） 

 甲斐市となって５年。敷島、双葉、竜王の市政が一体となって皆が馴染めない気持ちがある

ように思う。これから甲斐市がどこの市よりも豊かな市政であることを願うものです。（女性

/ 70 歳以上/ 竜王地区） 

 甲斐市営の「霊園」をつくってほしい（女性/ 50 歳代/ 敷島地区） 

 市内の美しい自然が広がる田園地帯、棚田を保全しつつ、地域緑化に力を入れてほしい。少

子化で高齢者が年々増えているため、健康づくりのためにも生涯学習、生涯スポーツをいつ

でも誰でもできる環境を整えてほしいです。年代を問わずに参加できるスポーツレクリエー

ションも充実させてください。今後もますます豊かで住みよい甲斐市に期待します。（女性/ 

50 歳代/ 竜王地区） 

 何か行事等がある度に思うのですが、同じ人が参加していて市全体が動く（参加）行事があ

れば「楽しみ」になるのでは･･･と。毎年毎年これを楽しみに過ごすというメインな行事を計
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画してほしいと思います。子ども達（高校生以上）が喜んでくれるような。（男性/ 50 歳代/ 

竜王地区） 

 日ごろの職務にあたりご苦労さまです。事件、事故等が発生してから対策を講じるのではな

く、常に職場においては細かい点に注意して行政にあたっていただきたいと思います。（女性

/ 30 歳代/ 竜王地区） 

 駅周辺の整備を進め、商業を誘致し、駅周辺を活性化させる。駅から少しはなれたところに

住宅地を整備し、ベッドタウンとしての機能を持たせる。駅からはバス等の公共交通を用意

するか、駐車場・駐輪場を整備し、パーク＆ライドの利用促進を行う。ラザウォーク双葉へ

のシャトルバスの運行。ＪＲと協力し、塩崎駅の改修（ホームを広くする。ロータリーの拡

大等）（男性/ 20 歳代/ 双葉地区） 

 今どこの道を歩いても、緑の花の手入れがしてあり、毎日の散歩が楽しく心が和みます。本

当にボランティアの人たちには感謝しています。これからもよろしくお願いします。甲斐市

のまちづくりに関して。（女性/ 70 歳以上/ 竜王地区） 

 竜王中学校の前の信号ができてから、渋滞がひどくなりました。右折レーンを作るなどして

渋滞の緩和をご検討ください。（女性/ 30 歳代/ 竜王地区） 

 地域での自治会の集まりなどに、時には市の職員の方も顔を出していただいても良いのでは

ないでしょうか？どこの道路に雨が降る度に側溝が逆流し困っているとか、低い箇所に水が

集中し浄化槽に入り、小さなことを誰にいい、誰が話しを聞いてくれ、改善してくれるのか

わかりません。市の職員も勤務評定を行い、不適当な人は厳しい処分が必要ではないですか？

一度仕事に就くと一生安泰だという意識が全員にあり、今の世の中に優秀でも仕事に恵まれ

ない人がいっぱいいます。もっと広き門にして優秀な人材を募集したらいかがですか？（女

性/ 60 歳代/ 竜王地区） 

 病院、警察署他、安全安心で暮らせる都市を築いてほしい。合併して良かったと思う実感が

ない。地域での交流もなく同じ町で暮らしている実感がなく、活気がない。企業誘致、又駅

周辺の整備を促進して、この市に住んでよかった又誇りの持てる市にしたいと思います。（男

性/ 40 歳代/ 竜王地区） 

 この手の調査は回答者の意識の差が大き過ぎ、対面式でないと正確な答えが得られないので

はないか。１ページ目以外は答えに窮する設問ばかりだった。（男性/ 50 歳代/ 双葉地区） 

 住みよい街だと思います。図書館も充実しており、よく利用しています。祝日もごみ収集を

行っていただけるとありがたいです。農業地域の開発に住環境としての整備が追いついてい

ないように感じます。子どもの遊び場が少ないなど、子育てに不便な点は感じます。住みよ

い街になるよう、出来ることは協力したいと思います。役所の方々もがんばってください。

（男性/ 30 歳代/ 竜王地区） 

 もっと甲斐市民だけの特権を利用できる施設やサービスをつくってほしい（女性/ 30 歳代/ 

竜王地区） 

 甲斐市は現在韮崎警察署の管轄に入っているが、甲斐市内に警察署を設置し、安全、安心し

て暮らせる市政を希望している。外国籍の方々が多くなってきており、さらに犯罪が増える

のが心配である。（男性/ 40 歳代/ 竜王地区） 
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 児童が登下校に使う道の安全性を見直し、危険箇所の整備をしてください。いつでもどんな

病気やけがでも診察できるような医療体制をつくってください。必要のない道路をこれ以上

つくらないでください(大型バイパスは本当に必要なのか、とても疑問です）。児童手当をも

っと増やしてください。このようなアンケートを送ってこないでください。税金を大切にし

てください。学校の先生をもっと質のよいものにしてください。荒地になっている土地をど

うにかしてください。草や木がボウボウしていて夏には虫、冬には枯れ草に悩まされていま

す。双葉地区内にあるため池が危険なうえにゴミだらけです。なんとかしてください。（女性

/ 40 歳代/ 双葉地区） 

 時々見かける高齢者三輪自転車が車道を使用するのが大変危険だと思います。安心して走れ

る道路を整備してほしいと思います。（女性/ 70 歳以上/ 竜王地区） 

 ダンボール箱などの収集は地域の有価物収集などでしか出せないのが不満。地区によってサ

ービスが違うのはなぜでしょうか。道によっては人が歩くのも怖いようなところが多い。一

度自転車や歩いて道路を車のためのものではなく、歩行者、自転車に乗っている人のために

も整備していただきたい。（女性/ 40 歳代/ 竜王地区） 

 １．双葉地区の都市計画（市街化、調整区域）の線引きを早くしてほしいと思います。２．

まちづくりも着々と進んでいるようですが、細かいところも目を行き届かせてもらいたいと

思います（日ごろの市行政の向上に努力されていることに感謝いたします）。（男性/ 60 歳代

/ 竜王地区） 

 甲斐市に住み始めて日が浅いのですが、住みやすさを感じます。この地域の環境的にも広々

としていて、まずイメージが良いと感じられます。行政には他と同じように矛盾をはらむこ

とがつきものでしょうが、人間社会を成り立たせていくためにはいたしかたないのも事実で

あることは周知の通りだと思います。いい事もあれば悪いこともある。ひとくくりにするの

はあまりにも楽観的ですが良くない現状の中、矛盾がうずまく社会を一気に好転させるのは

無理な話ですが、新たな一歩の前進を保坂市政に望み、期待します。（男性/ 20 歳代/ 敷島

地区） 

 旧３町の文化施設等、活用させていただいております。これも合併のおかげだと思っており

ます。敷島保健センターの歩行プールを利用し始めてもう３年になります。体の調子もよく

感謝しております。でも利用者が少なく、こんなすばらしいプールがあるのにもったいない

気持ちがします。また、男性の利用者の少ないことにも残念です。利用者が多くなるように

広報等で啓蒙してください。（男性/ 70 歳以上/ 敷島地区） 

 私は現在独身ですが、これからの一人暮らしの老人の医療福祉対して強い関心があります。

市民税等の使い道をぜひ有効利用していただけたらと思います。少子化がますます激しくな

ると予測されますので若い人たちの収入からの税収入ではさまざまな対策がいきづまると思

います。大人口を抱えた甲斐市は近い将来、高齢化の問題が重くのしかかってくると思いま

す。市民全員で考えていかなければならないと思います。宜しくお願いします。（男性/ 40

歳代/ 敷島地区） 

 防犯対策をしっかりしてください。パトロールの強化を希望します。敷島地区は高齢化が進

み、今後の自治活動に支障が出ると思います。甲斐市全体を考えた助け合いの社会をつくる
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ことが大切だと思います。無料のコミュニティバスを増やしてください。（男性/ 50 歳代/ 敷

島地区） 

 今は甲府にパートで出ているため地元のことはあまり分かっていません。申し訳ありません。

老後のことが気になる年齢なので高齢者福祉、介護保険制度の充実に力を入れてほしいと思

います。（女性/ 50 歳代/ 双葉地区） 

 何事においても竜王ばかりが主導権をにぎり、敷島、双葉の意見が取り入れられず、合併し

た意味がない。整備においても竜王ばかりが良くなり、他地区にも直してほしい場所がある

が無視されているように思う。（女性/ 40 歳代/ 双葉地区） 

 甲斐市に生まれてよかった。居住してよかったと実感できる福祉の充実した町づくりをお願

いしたい。（男性/ 70 歳以上/ 敷島地区） 

 昔のような商店街も、もう見られず、産業も変わってくるのは時代の流れで仕方のないこと

だけれど、新興住宅地として新しい住民や新しい店舗が増えても、心から落ち着けるとか歴

史的なものとかは感じられない。（女性/ 60 歳代/ 敷島地区） 

 中学校の自転車通学区域を広げてほしい。部活動の帰りだと遅くなり冬だと真っ暗になって

しまう。危険です。（女性/ 60 歳代/ 敷島地区） 

 私が住んでいる地域では新しく来た方が多いのですが、子供を持つ家庭が多い割には、近く

に公園がなく遊び場が車の通る道路所で危ないため、小さな公園があちこちにあると助かり

ます。（女性/ 30 歳代/ 双葉地区） 

 税金の使い道はよく吟味してから決めてほしい。「する理由」「しない理由」を公開しておい

てほしい。←他市と比較される場合など（男性/ 30 歳代/ 双葉地区） 

 竜王駅が立派になったが、せっかくある塩崎駅の整備をお願いしたい。休日の学校のグラウ

ンドの解放ができれば、と思うが方法を考えてほしい。（男性/ 70 歳以上/ 双葉地区） 

 建設業をしているので、甲斐市全体がもっと活気ある市になることを望んでいます。老人、

子供達に充実した福祉が今以上にあってほしいです。（男性/ 40 歳代/ 竜王地区） 

 市県民税が高すぎる！！（女性/ 50 歳代/ 竜王地区） 

 先日子供と一緒にホタルを見に行きました。ホタルの優しい光を見ながら、親子ですばらし

い体験が出来たと感じました。自然もあり、子育ての楽しめる市になっていってほしいです。

（女性/ 30 歳代/ 竜王地区） 

 甲斐市をもっと良くするようお願いします（地域、児童の福祉を）（男性/ 60 歳代/ 竜王地

区） 

 高齢者社会が進んでいるので、福祉の面で充実させてほしい。駅周辺の整備が進んでいます

が一方で一番古い小学校等は改築だけで済ませています。昭和町等の小学校と比べるととて

も充実した内容とは思えません。（女性/ 30 歳代/ 竜王地区） 

 竜王駅周辺のまちづくりをしっかりしてほしい。自然を残しつつ利便性の高いもの。（男性/ 

40 歳代/ 敷島地区） 

 ３町合併前はイベント等行政の町民への配慮で大変興味・関心があり、参加しようという気

持ちが強かったが、今は広範囲のためかＰＲも希薄で、いつ何があるのかも分からずほとん

ど市のイベントには関心がなくなった。せっかく経費をかけて実施するイベント等にはもう
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少し工夫し、市民が楽しんで大勢参加できるようにしてもらいたい。公園整備はドラゴンパ

ークだけ力をいれ、旧町村の公園等はほとんど手を入れてもらえない。年寄り、車の運転が

できない者のために近くにある公園にも目を向けてほしい。竜王町のための合併ではないは

ずです。高い税金でつくった竜王駅は悪評です。（女性/ 70 歳以上/ 敷島地区） 

 甲斐市は合併して早５年になりますが市民病院、甲斐警察署がありません。強く要望します。

（男性/ 60 歳代/ 竜王地区） 

 ドラゴンパークの花火大会をまたやってほしい。竜王駅北口工事を早くやってほしい。道路

をもっと広くしてほしい。住民税はいっぱい払っているのだから、無駄なく使ってね。（男性

/ 30 歳代/ 竜王地区） 

 戦前後、衣・食のない時代を生き抜いてきました。こんなに乱れた世の中になるなんて夢に

も思いませんでした。過ぎてみれば人情、助け合い、物の大事･･･。昔がなつかしいです。老

人の思いのまま記します。後期高齢者･･･具合が悪くても医者にいくのもひかえており、肩身

のせまい思いをしています。皆、年老いていくのですよ。若い人も、いつかは皆同じです。

嫌な名称です。長生きはしたくないですね。（女性/ 70 歳以上/ 竜王地区） 

 遊休農地の活用。地域差をなくしてほしい。竜王、敷島、双葉、平等にしてほしい（女性/ 70

歳以上/ 敷島地区） 

 行政が行うべき清掃、資源ごみの回収等の事業を住人に丸投げするのはとんでもないことで

ある。町会は地域住民の親睦会であって、行政の出先機関ではない。（男性/ 60 歳代/ 双葉

地区） 

 中学校の自転車通学の地区を広げてほしいです。学校によってはほとんど自転車通学になっ

ているところもあると聞きました。私が住んでいる地区はギリギリ徒歩になるのですが、部

活をして帰って来る時間が５、６時になると冬は真っ暗で、その中を一人で歩いている子ど

もを見ていると本当に危ないと思います。時々不審者で車から声をかけられた、などの話を

聞くと自転車なら逃げられるのに徒歩だと危険が増します。以前は自転車通学だったが、交

通事故があったため徒歩なったと地域のかたから聞きました。その対策が「乗らせない」の

ではなく「ちゃんとした乗り方」の指導に力を入れるべきではないのかと思います。残念で

す。（女性/ 30 歳代/ 竜王地区） 

 生活道路が狭く見通しが非常に悪く、通学時および車の運転中に危険である。私は古村に住

んでいますが、公園、スポーツ、広場を設けてほしい。（男性/ 60 歳代/ 竜王地区） 

 高齢者が甲斐市内を買い物や各イベント会場に気軽に行ける交通手段を考えてもらいたい。

（女性/ 60 歳代/ 双葉地区） 

 合併前も後もですが、敷島や双葉方面にはほとんど行ってないので分からない部分は多々あ

りますが、毎月出る広報誌がたよりで楽しみにしています。なので、合併して良かったのか

悪かったのかは本当のところよく分からないのです。（女性/ 60 歳代/ 竜王地区） 

 もっと全国的に甲斐市の知名度を上げてもらいたい。例えば農林高校の名称を甲斐高校に変

えて、競技人口の多いスポーツに力を入れて全国レベルにする。サッカーの韮崎のように。

そうすれば全国の人からも甲斐市について関心を持ってもらえると思う。産業で知名度を上

げるのも良いと思う。産業が発展すれば観光客も増えて、地域活性化につながると思う。甲
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斐市について聞かれても、これといった目玉もなく、思い浮かばない。もっと活気ある都市

にしてもらいたい。その他に双葉工業団地内などに、一流企業の誘致などにも力を入れても

らいたい。（男性/ 30 歳代/ 双葉地区） 

 竜王地区に偏重した予算使用を止め、平等に行政サービスが進められるように。農業振興に

力点を置いた行政を望む。（男性/ 70 歳以上/ 双葉地区） 

 当甲斐市としても少子化対策として子育て支援が重要だと思います。（男性/ 60 歳代/ 双葉

地区） 

 双葉文化ふれあい会館があるので、もっと利用・活用できれば良いと思います。（女性/ 60

歳代/ 双葉地区） 

 竜王地区に住んでいるので、合併してからの不便は感じていない。これからも生活快適都市

を目指し、市民のための町づくりをお願いします。（男性/ 20 歳代/ 竜王地区） 

 カーブミラーが割れている時があるので、直してほしい。（男性/ 20 歳代/ 竜王地区） 

 私は龍地という所に住んでいます。近くにスマートインターがありますが、これからフルイ

ンター化、中型車まで通行できるようになるそうですが、便利になるのは良いことだと思い

ます。でも家の近くを大きなトラックなどがたくさん通行するようになると恐いという思い

があります。今でも横断歩道を渡ろうとしても止まってくれる人はほとんどいません。そう

いったこと、不安をこれから先抱えたまま生活していくことは、地域や私たちにとって大き

な負担になると思いますが、良い政策をお願いします。近くには当て逃げ事故の看板がいく

つか立っています。いつ誰が被害者になるかわかりません。是非検討と安全対策をお願いし

ます。（女性/ 20 歳代/ 双葉地区） 

 ＴＶでたまに目にする、住民が参加して川をきれいにする取り組み（排水への配慮・河川へ

の水草の植え込み鉢）を、身近な河川で実現できたらいいなと思います。都心からそれほど

遠くないこの場所に、豊かな自然があり、その自然を住民みんなで守っていく、育てていく

という街になることを期待しています。（男性/ 30 歳代/ 双葉地区） 

 知的障害者なので分かりません。親が全部書きました。（男性/ 30 歳代/ 竜王地区） 

 保坂武の精進を期待する！具体例：竜王駅の早期整備、市役所の窓口業務拡充（土日の営業）

（男性/ 20 歳代/ 竜王地区） 

 区長会議について。当地区は戸数が 26 戸だから、区長が順々に回り番と決まっているため、

高齢化している現状ですので、会議に竜王（本所）まで出かけていくことが大変です。でき

れば合併前の支所で行っていただきたいと思います。（女性/ 70 歳以上/ 双葉地区） 

 文化都市が良いです。そのためには、人が集まる環境がまず必要では？箱だけあっても…。

という訳でとりあえず、問 16 は「1」に１票です。（男性/ 40 歳代/ 双葉地区） 

 私は竜王地区で生活をしています。一人住まいのため、色々なものに興味がありません。で

も、竜王地区は商店街もなく、今は双葉の方がどんどん町づくりをしているように思います。

竜王地区はどうしても昭和町への買い物が多くなります。竜王駅から昭和通りまでの長い１

本道も、何の商売をしても栄えないと聞いています。もう少し商店街を充実してほしいと思

います。又、スポーツ（水泳）などの使用料も昭和町の方が安く利用できるのがとても残念

です。（女性/ 60 歳代/ 竜王地区） 
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 公園をいくつ作っても一度も行ったことのない人がたくさんいる。犬を連れて入っても後始

末をきちんとできる人は、入っても良いと思う。いくら文化のためか知らないが、犬も一緒

に遊べば楽しい。一人きりでマラソンをしても何も楽しくない。何も心豊かではない。何が

出てきてもつまらない。竜王町は家ばかり増えても店がない。商店がないと悪いバカ物が増

えていくだけ。教育ばかりすればよいのではない。北部公民館で教えているものも、月謝が

高すぎて一般の私たちには手が届かない。（女性/ 60 歳代/ 竜王地区） 

 旧３町（竜王、敷島、双葉）に格差が生じないよう、各種対策の推進に留意してもらいたい。

竜王駅周辺の開発整備をきちんとしてほしい（男性/ 60 歳代/ 敷島地区） 

 人口増加と交通（バス）、産業、商業の活性をお願いします。（女性/ 50 歳代/ 敷島地区） 

 敷島支所の福祉課の皆様のご親切に感謝している老人でございます。今後ともよろしくお願

い申し上げます。（女性/ 70 歳以上/ 双葉地区） 

 甲斐市ができたのと同じくらいに越してきたのであまり具体的なことは分かりません。政策

の６つの柱を知りたいと思います。（女性/ 60 歳代/ 竜王地区） 

 甲斐市警察署を早急に！（男性/ 70 歳以上/ 敷島地区） 

 甲斐市の放送が聞こえにくいづらい。何を言っているのか分からない。防災の面でもお願い

します。（女性/ 60 歳代/ 敷島地区） 

 韮崎市のような夏祭り、花火大会。市川三郷町の花火大会。甲府大好きまつりのようなもの。

甲斐市大好き祭りとか。特定な地域のものでなく、甲斐市を挙げての忘れ得ぬまつりがほし

い。老若男女はもとより、他県へ出ている人たちも懐かしく忘れられないような心に残る甲

斐の祭りがほしいと思う。外国へ姉妹都市をつくり文化交流を図りたい。（女性/ 70 歳以上/ 

双葉地区） 

 竜王駅周辺の開発（男性/ 50 歳代/ 敷島地区） 

 ３町の合併により多少の格差はあるが、将来構想を確立し、まちづくりを進めていただきた

い。旧３町の一体化を推進するような住民・行政活動がさらに活発になるとよい。商工業の

繁栄も大切、豊かな自然も大切も残し、農業エリアも残し、教育も福祉も充実させることも･･･

といろいろと考えられるのですが、まずは関連性を持たせて市民を納得できる市政を進めて

ください。（男性/ 60 歳代/ 敷島地区） 

 小さい頃から竜王に住んでいますが、数年、今の甲斐市になって道路、公共の整備（公園、

病院、電車、バス）がすごくよくなりました。しかしながらまだいろいろな面で途中段階で

すね。これからだと思いますが、甲斐市に住んでいる人たちが生活しやすい環境づくりを築

き上げてください。（男性/ 30 歳代/ 竜王地区） 

 甲斐市の街づくりはまだまだこれからだと思います。道路が狭すぎます。とりあえず駅の周

りの道路が出来上がって、それがまず一歩だと思います。（女性/ 60 歳代/ 竜王地区） 

 今からの甲斐市の発展に望みをかけるには児童福祉、子育て支援等と幼児教育と学校教育の

充実だと思います。若い親子さんにもう少し減税をし、生活にゆとりを持たせてあげたらと

思います。行政がもう少し無駄をなくして市民の生活向上に向けてもらいたい。市民の生活

は今、若い人も老人も苦しいです。市町、県民税は高いし、固定資産税は高い。本来の収入

と税金の支払う額は･･･収入より税金のほうが高いということは、どういうことか？土地を持
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たせないのが目的か？今、日本もだんだん食べ物がなくなると言っていますが、農作物を作

っている土地はもう少し税金を安くしてもらいたいです。介護保険も毎年高くなり、本人の

意見を聞かなくてもどんどん高い。支払ってもいざとなると見てもらえず、何年も待ってい

ないと施設にも入れないと聞いていますが、家族が介護してくれる場合は家族にそのお金を

支払うようにしてもらえたらありがたいです。（女性/ 60 歳代/ 竜王地区） 

 子ども、高齢者、障害のある人たちが安全で安心して住めるまちづくりを希望します。（男性

/ 60 歳代/ 敷島地区） 

 公務員にリストラがないのはおかしい。法律で守られているのも絶対におかしい。仕事ので

きない職員にもっと厳しい対処をしてほしい。（男性/ 30 歳代/ 竜王地区） 

 甲斐市単独で都市機能を充実させようとすると、隣市甲府市と機能が重なり、資源が充分に

活用されない事態も考えられる。コンサートが開催できるホール等の箱物を造る事だけが都

市の証ではない。小さいホールであれば、それだけ身の丈にあった活用を目指すべき。自然

資源が多くある甲斐市を活かせる都市を作っていってほしい。隣市の設備資源を活用しやす

くすることも必要。現在進められている幹線道路の整備は他市の資源を活用しやすくする上

で有効である。（女性/ 40 歳代/ 敷島地区） 

 名ばかり形だけの防災訓練は必要ない。現状の訓練は行政のパフォーマンスに過ぎず、住民

の意識が高まる訓練となるように工夫が必要ではないでしょうか。（男性/ 50 歳代/ 敷島地

区） 

 以前、コミュニティバスを利用させていただき助かりました。ありがとうございました。で

きれば医大への路線を敷島営業発にしてほしいです。旧３町の中間辺りに甲斐警察署を新設

してほしいです。甲斐市まちづくりの進行も、竜王地区、敷島地区、双葉地区同じように進

めてほしいです。（女性/ 60 歳代/ 敷島地区） 

 甲斐市について、ものづくり、発明、特許、推進の町にしていったらどうかと思いました。

保育園、幼稚園、小学校、中学校、高校、また一般と積極的に参加できるようにしていく。

（女性/ 50 歳代/ 竜王地区） 

 今、仕事をしているので、地域の行事など参加することが出来ません。時間の許す限り、積

極的に参加してみたいと思います。又、合併されても敷島地区、双葉地区と、まだ区別がつ

きません。今更ながらですが、町名を残してほしかったです。（女性/ 50 歳代/ 竜王地区） 

 塩崎駅・駅周辺の整備をお願いしたい。航空学園、ラザウォーク等ができて、利用者も増え

たことと思うし、駅への送迎の際、車の停車が出来なくて困る。双葉スポーツ広場、体育館、

農の駅、百楽泉、プールがあるので、この地域一帯にスポーツ施設を集結し、公園も出来る

と良いと考えています。駐車場は十分できるだけの用地はあると思っています。それに北部

は高齢化で農業もままならない人達が多いようです。（女性/ 60 歳代/ 双葉地区） 

 あまり都市化させる必要はないと思います。今のままの街並みが好きです。（女性/ 20 歳代/ 

竜王地区） 

 竜王駅周辺の木々がなくなり、前より気温が暑いと感じます。日陰が多くできるように木を

植えてください。歩いて通勤するのに夏は大変です。竜王のお祭りを復活させてください（甲

斐市の夏祭りとして）。竜王駅、サンテクノカレッジ、ラザウォーク、信玄堤など一つの線で
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結ぶ、盛り上がるような企画、計画はありませんか？甲斐市となり、広すぎて竜王のほうま

で分からないことが多いです。市○○エリアなどで紹介、イベントがあると親近感がもてま

す。狭い道が多いのですが、整備されているところ、されていないところに差があります。

通学路となっている道に歩道がないなど、歩道があっても通り沿いのお宅の植木が大きくせ

り出していて、歩きにくいなど住民のマナーも悪いです。お互いに気持ちよく過ごせるよう、

広報などで呼びかけるとともに、実際に歩いてみて確認してください。学生、その他の人々

の自転車のマナーが悪いと思います。事故を無くすためにも、市を挙げて市民の自転車マナ

ーやルールの徹底を各学校などで教育してください。→自転車移動は環境にも良いのでぜひ

進めてください。（男性/ 30 歳代/ 敷島地区） 

 今、失業されている方が多くなっています。先日、散歩をしていたとき、荒れた田畑が多く

ありました。農業の後継者も不足していることもあわせて、何か考えられないでしょうか。

市営住宅の戸数の増加と整備（女性/ 40 歳代/ 敷島地区） 

 緑の多い、過ごしやすい街づくりに期待。緑化はこれからも推進していってほしい（自然の

景色を大切にした街並）。（男性/ 20 歳代/ 竜王地区） 

 緑のまちづくり基本方針。都市づくりの目標が具体的に策定されたが、将来に向け順次実現

されれば素晴らしいまちづくりになると思う。ぜひ全員参加の実現を望む。（男性/ 60 歳代/ 

竜王地区） 

 消防団員の確保。定年退職者の活用。行政書士等、公的資格保有者の活用。（男性/ 40 歳代/ 

竜王地区） 

 立地条件などに恵まれているのに、それを生かしたことがなされていない。何を目指してい

るか分からない。もっと何でも（産業でも娯楽でも）、特色を持ってもらいたい。（男性/ 40

歳代/ 竜王地区） 

 広くなって困る。竜王、敷島、双葉それぞれが同じ機能にならないと不便。合併して良かっ

た事は保育料が若干安くなったこと。１番の希望はもっと市民に優しい行政を行ってほしい

です。ＨＰは役に立たない。他地区から甲斐市に越してきた若い人たちに「不便だし、不親

切な地区」と言われてしまいました。（女性/ 30 歳代/ 竜王地区） 

 全ての面において竜王周辺で物事が進んでいる気がする。非常に不満である。（男性/ 30 歳

代/ 敷島地区） 

 甲斐市も合併して５年。中央地区、敷島地区、双葉地区でまちづくりという面から見ると、

敷島地区、双葉地区はあまり進んでいない気がします。（男性/ 60 歳代/ 竜王地区） 

 積極的に行政を見つめているわけではありませんが、誰もが分かる合併による好影響を住民

に伝えてくれるとうれしいです。今回のアンケートで普段気に掛けていなかった甲斐市のあ

り方を考えさせられました。この機会を与えてくださったことに感謝。今後、自ら進んで市

を見ていきたいと思います。頑張ってください。（男性/ 30 歳代/ 竜王地区） 

 ごみの分別をもっと細かくしたほうが良い。特に燃えないゴミ。プラスチック、ペットボト

ル、ビンなどリサイクルにもっと力を入れたほうがいい。住民税を安くして欲しい。甲斐市

といえば○○、というような全国的に有名になるような名産品がないので、何かアピールで

きるものが必要だと思う。（男性/ 20 歳代/ 竜王地区） 
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 １、甲斐市は県内で甲府市に次いで２番目に位置する市です。この市に警察署がないのは社

会の秩序を維持するうえでいかがなものかと思います。２．消防行政は市町村単位で行って

いますが、甲斐市の中で旧双葉町地域は峡北消防の管轄になっています。旧双葉町地域には

救急車の出張所もなく同じ甲斐市の中にあって、公平・公正な状況ではありません。旧竜王・

敷島地域と同様に甲府地区消防の行政とするべきではないかと思います。（女性/ 50 歳代/ 竜

王地区） 

 商業用地の有効利用をしてほしい。竜王地区には大型ショッピングセンターがないので、ア

ルプス通り等、利便の良い所に考えてほしいです。（女性/ 30 歳代/ 竜王地区） 

 現在は竜ちゃんバスを利用していませんが、あと６年後もまだ走っているといいのですが…。

その頃は車を運転しないので、たくさん利用すると思います。（女性/ 50 歳代/ 竜王地区） 

 除草作業ですが、土手に黄色い花が咲いているのに、刈ってしまってきれいだったのにかわ

いそう。他のところを先に刈ってから花が散ってから刈ってほしいです。蛍が橋のところ（信

玄堤）にいると言われていましたが、いなくて、もっと南の公園のほうでした。せっかくい

るのにゴミが川に捨ててありました。清掃してほしいです。竜王の水のイメージが悪くなり

ます。（女性/ 40 歳代/ 竜王地区） 

 無計画な竜王駅の建設はまちづくり以前の問題。生活動線を考えない行政は将来もない。市

民、生活者レベルでの活動を望みます。（男性/ 30 歳代/ 双葉地区） 

 昔のように子ども達が駆け回って遊べる広場がほしい。安全で楽しく、木陰があって、子ど

も達の笑顔、歓声、それを見守る大人たちの微笑み。お年寄りが何となく集まっておしゃべ

りができるような場所。中学校の部活動のこと。部が少なすぎて、運動しない子どもは他の

部を選ぶことができない。もっと部の充実をお願いします。明日の甲斐市に力をつけるため

に伸びる力を育ててほしい。（女性/ 60 歳代/ 竜王地区） 

 緑豊かで子供やお年寄りが安心して生活ができる都市であってほしいと思います。道路も人

が小さくなって歩かなければならないのは不安です。伝統行事など故郷甲斐市とはこんなお

祭りやイベントがあると、子供達が誇れるような市であってほしいと思います。（男性/ 30

歳代/ 竜王地区） 

 一部の地域だけに防犯灯の設置だけじゃなく、他の地域にも平等に、または数を増やしてほ

しい。（女性/ 30 歳代/ 双葉地区） 

 役所の窓口の職員の指導、教育をして、住民の利便性を図ってほしい。許される範囲の融通

はあっても良いと思います。防災について、災害時の詳細について住民に徹底しておく必要

があると思う。（男性/ 70 歳以上/ 竜王地区） 

 都市開発も大切でしょうが、幹線道路等の整備に力が入り、将来を担う子供達の為のスクー

ルゾーン等が軽視されているように感じます。やはり甲斐市の将来を考えるのであれば、安

全で住みやすい、子供達がのびのびと成長できるための、また将来において甲斐市の住民で

あり続けたいと思わせる街づくりを重要に考えて頂けたらと思います。（女性/ 40 歳代/ 竜

王地区） 

 甲斐市にしてほしくなかった。（女性/ 60 歳代/ 竜王地区） 

 市役所の窓口は市民のために働いていることを自覚してほしい。飲み水などは休憩室でした
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方が良いのではないでしょうか。（女性/ 30 歳代/ 敷島地区） 

 環境問題について、家庭でできる温暖化対策等、甲斐市の広報に環境問題を取り上げ、市民

に地球温暖化防止への関心を高めるＰＲを行ってほしい（毎月掲載）。（女性/ 60 歳代/ 竜王

地区） 

 竜王駅から新町 1・2区を通って下今井方面、双葉支所方面に行くバスを運行していただきた

い。また、この逆方向でも。市立病院（総合）を設置してほしい。下水道工事の見通しが立

っていないので、早急に進めていただきたい。地域格差が市内で大きい。市街化調整区域を

見直してほしい。竜王新町 2 区、1 区から赤坂台ドラゴンパーク地域は調整区域になってお

り、住宅が建てられません。数十年前に比べ、商店街・公園・竜王駅北口・企業などで環境

が大きく変わり、また合併により、旧町間の市街化区域のバランスも欠いています。赤坂台

地域の空地は草が生え、荒地や放置されている土地が多い。水路がなく、田や畑での耕作は

不可能か非常に困難である。是非、農家の子弟でなくても我が子の家が建てられるよう見直

しを早急にしていただくことをお願いします。（女性/ 60 歳代/ 竜王地区） 

 甲斐市は旧３町からなり、自分の居住地域を考えると、とても地域差のある市であると思い

ます。文化や産業に重点を置いてしまうと、山間部の高齢者の多い地域は取り残される杞憂

がある。子供の医療・福祉面でも、他の市町村に比べ遅れが目立つ。対応にも時間がかかり、

乳児健診などは誕生月より半年後の連絡になり、就園してからの健診になってしまうことが

ある。防災設備等の設置には今後期待していきたい。（女性/ 30 歳代/ 敷島地区） 

 中央都市との往来に特急かいじを利用しているのですが、何本かは竜王発着がありますが、

全ての特急かいじをそうすることはできないものでしょうか。下りの 終が甲府止まりなの

でとても不便です。それだけでも竜王までにお願いします。又、すばらしい駅になったのに

駅前が寂しいです。計画的にテーマパークのような楽しい商店街作りはできないものでしょ

うか。（女性/ 60 歳代/ 竜王地区） 

 下水道に加入しないで、近所に迷惑をかけている家が多いのではないか。本管の通っている

地域は全戸が加入するようにもっと重点を置くべきではないか。入らないものが得をしてい

る。住民のマナー向上に力を注いでもらいたい。犬のフン、見えないところへのゴミ捨て、

もっと巡回をして監視強化を。（男性/ 70 歳以上/ 双葉地区） 

 甲斐市は大きな会社があまりないので、大きい会社などを誘致して税金や雇用面が充実する

ようにしてはどうでしょうか。（女性/ 30 歳代/ 敷島地区） 

 【農業】農作物の販路拡大の対策推進。遊休のうち、耕作放棄地の活用。【林業】森林の造成、

保護対策の支援【観光】北部地域、山梨百名山等、魅力を全国に伝えるキャンペーン。観光

マップの作成。山里の再生。森林浴、セラピーの開発紹介（男性/ 70 歳以上/ 敷島地区） 

 下水道の充実。ゴミの減量。リサイクルの推進。置き場所の確保、追加、アルミ缶、スチー

ル缶。水の心配もないし、犯罪も少ないし、環境も悪くないのでＯＫかな。（男性/ 60 歳代/ 

竜王地区） 

 防災について。双葉、竜地地区ではそれぞれの公民館が災害発生時の避難場所として決めら

れているが大災害が発生した場合には規模が小さく充分な機能を発揮できない。大災害発生

時の避難場所として諏訪神社（竜地）を中心とした周辺に公園的非難施設を希望します。（男
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性/ 70 歳以上/ 双葉地区） 

 竜王駅周辺の開発を進めて欲しい。甲府駅に次ぐ中心駅になるように商業施設や公共施設等

を充実させてほしい。住宅、マンション、空き地等で終らせてほしくない。（男性/ 20 歳代/ 

敷島地区） 

 保坂市長になり、子どもの医療費が小６まで無料になり本当にありがたいです。有言実行で

きるのがありがたいです！！市民のために考えて動いてくださってありがとうございます。

（女性/ 30 歳代/ 竜王地区） 

 生活道路の狭さを周辺市町の友人から指摘されます。広ければスピードが増して、事故が増

えることにもなりますが、交差点の踏み切りを増やすなどでもう少し暮らしやすくすべきで

す。学校教育については根本的に改革してほしいと思います。周辺市町からの評判は厳しい

と思います。（男性/ 40 歳代/ 竜王地区） 

 色々なことが大雑把になったような気がします。住所が分かりにくく、竜王、敷島などの名

所を残してほしかった（女性/ 50 歳代/ 敷島地区） 

 甲斐市に住む人たちが豊かで明るい、幸福な生活が送れるよう、祈っています。生活道路、

特産物、歴史等、特色のある市になってほしいと思います。（女性/ 60 歳代/ 竜王地区） 

 近、甲斐市というと伝わるようになってきたので定着してきていると感じる。住民が多い

市だが、大きな企業が少なく、これといった待遇もないように感じる。もっとこれに力を入

れています、といえるものがあると活気が出てくるのではないかと思う。福祉のことは詳し

くないが、老人に対する（孤独老人）配慮はされているのでしょうか。広報にも時々載って

いますが、福祉や公共機関に力を入れて、特徴のある甲斐市、元気な甲斐市民となるよう全

員が参加できるように取り組んでほしい。昔に比べ、市役所の検診等の対応があたたかくな

り嬉しく思っています。（女性/ 30 歳代/ 竜王地区） 

 社会状況が変化し、ホットなニュースもなく、社会経済もますます悪化し、回復の兆しもな

く子ども達の未来が心配です。（女性/ 60 歳代/ 竜王地区） 

 出しきれていないと思う。地域の活性化や住みよい環境のために頑張って欲しい。（男性/ 20

歳代/ 敷島地区） 

 とてもすばらしい駅ができたのはよいが、発着にあわせてバスの運行をしてもらいたい。子

どもが電車から降りるとすでにバスが出発してしまったなど･･･。乗り継ぎをよくしてほしい

です。コミュニティバスも時間設定が悪く利用できなかった。（女性/ 40 歳代/ 敷島地区） 

 もっと自然を大切にしてもらいたい（男性/ 30 歳代/ 竜王地区） 

 どこの市も財政困難な折ですが、箱物と呼ばれるもの（ふれあい文化・エネルギーセンター

（赤坂））とか維持費が大変だろうと思います。エネルギーセンター等はしっかり機能してい

るのでしょうか。子ども（孫）と行ってみて不安に思いました。公共事業も壊れた道の修理、

山崩れなどを優先し、箱物等は後のことも考えてよくよく見極めてから行ってほしいと思い

ます。家庭の中では１０円、２０円使うのもぴりぴりしながら無駄を省いています。（女性/ 60

歳代/ 双葉地区） 

 住まいと聞かれると「甲斐市」より「敷島」と答えたほうが場所の確認がしやすい。「中下條」

では分かりにくい。各町には地域性や良さがある。３つの町を何でも同じようにしてしまう
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のではなく、各々のよさや個性を出した取り組みをしてほしい。住所は「甲斐市○○町○○」

と町名を入れて欲しい。散歩ができる「歩ける街づくり甲斐市」を目指してほしい。車中心

の道路になっている。田畑のある道路には歩道がなく、車が激しく幼児が歩きにくい。豊か

な自然をもっと身体で感じられる道路がほしい。大通りに歩道があっても、街路樹がなく、

夏の炎天下では歩けない。環状道路など、車社会になるような道路計画はやめて子ども達や

老人たちが甲斐市内で歩ける、健康増進、体力づくり、美意識、環境づくりに目覚めるよう

な遊歩道がほしい。夏でも歩け、途中にベンチや喫茶店をつくりコミュニティの場を設けて

ほしい。屋内空間（箱物）だけでなく、屋外空間で人が過ごせるような道作りを。バスの利

用を促進したほうがいい。歩ける町になれば、人が行き来しコミュニティが生まれ、店も発

展します。車でいける便利さは追求しないほうがいいです。あえて車は途中で駐車してそこ

から歩きたくなるような町づくりをめざしてほしいです。車社会、ネット社会は「個」にな

っています。もっと身体を使って外へ出て行くようなコミュニティを考えてください。（女性

/ 40 歳代/ 敷島地区） 

 甲斐市の字名であるが、旧町名を入れて分かりやすくしてほしい。交通安全のため、小中学

生に自転車の通行をしっかり「左側通行」を守らせてほしい。市内の河川、植え込みの中の

草、ごみ等をとり、もっと清潔な市にしてほしい。ごみ等は市民に呼びかけ出席できるもの

は出席して、市内をきれいにしたい。放送が聞き取れない。警察署を甲斐市につくってほし

い。（女性/ 60 歳代/ 敷島地区） 

 弱者に優しい街づくりにはお金が必要になります。あまり拠点となるところにお金を使うと、

どうしても福祉や弱者の方々に満足いただける費用が少なくなってしまいます。医療は生き

ていくのに必要不可欠で、弱者を大事にできてこそ初めて街の発展につながるのではないで

しょうか。日本国内ＮＯ．１を目指してモデル都市と呼ばれる街にしてください。スローガ

ンを掲げて頑張ってください。ひとりひとりの責任において、よろしくお願いします。（不明

/ 不明/ 不明） 

 高齢者が多いため、地域の道路、草取り清掃作業等、年に何回と行政で決めて実行して欲し

い。（女性/ 60 歳代/ 敷島地区） 

 幼児の外での姿が見られません。子ども達が元気に安全に外で遊んでいられるような環境づ

くりがほしいですね。（女性/ 60 歳代/ 竜王地区） 

 ホームページに市民の意見・要望をかける掲示板をつくり、まちづくりに活かせるようにし

たら良いと思います。竜王駅周辺整備は意図が良く分かりません。相当な税金を使ってまで

整備する価値があるのでしょうか？（男性/ 30 歳代/ 竜王地区） 

 指定管理者制度が取り入れられているところがいくつかありますが、保育園・幼稚園のいず

れは取り入れていくのですか。（女性/ 20 歳代/ 双葉地区） 

 １、双葉町在住の人から合併して損した、メリットがない等、批判的な意見をよく聞く。合

併の効果を目に見える形で示していただくことが大切だと思う。また、従来の経緯、町の財

政状況により負担が重くなるものが多々あれば緩和策をとるべきだと思う。従来の財政規模

に応じた行政サービスが合併して平均したらだいぶ下がったということがないようにお願い

したい。なお、前市長宅に隣接する公園と竜王駅舎は妙に豪華で不快である。（女性/ 50 歳
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代/ 双葉地区） 

 ６つの柱とは何ですか？（女性/ 60 歳代/ 敷島地区） 

 ３町合併後、良いと思われることが削除され、税金ばかりが高くなっている。（男性/ 30 歳

代/ 敷島地区） 

 広報誌「かい」の内容について、分かりやすく書いてください。数字を示し、建前的な意見

（議会だより）などが多く、本音が伝わらない。（男性/ 60 歳代/ 敷島地区） 

 毎日の生活で安全に暮らせるようにパトロールなど夜の安全を守って欲しいと思います。今

は変な人が多くなり、夜の竜王駅から自宅への帰宅などで、歩きながら不安なときもありま

す。住みよい街になるように願っています。（女性/ 50 歳代/ 竜王地区） 

 その月ごとにお花をきれいに植えている姿を毎回見ます。他の市町村にはないことに思えま

す。とてもきれいにお花を育てています。子どもを出産して感じたことですが、以前は市役

所で子どもの検診など、近くでできたようですが今現在は少し遠方でしているように思え、

行くまでに少し大変な気持ちを持っています。子どもと行くことを少し配慮してほしいです。

子育てをするにあたり、はじめての子育て、新米ママサークルみたいな教室がほしいです。

同じ年齢の子ども達をもつママとの交流で、子育てを楽しくできる環境がほしいです。（女性

/ 30 歳代/ 竜王地区） 

 甲府市から引っ越してきて５年が経ちますが毎日快適に生活しています。子どもも小さく、

今年から始まった医療費の助成はとてもありがたいです。子ども（３年生）がちょうど今、

「町たんけん」という授業で地域のことを調べたり、歩いたりしています。済んでいる地区

もこうした視線で見ていると行政の方々のお仕事が良く分かります。「かい」もよく読んでい

ますが、サービス等、ほとんど利用できないのがもったいない程充実していますね。（知って

いる人と知らない人では大違いです） 後に市の温泉。３箇所とも安価でとっても居心地が

よくて、甲斐市民でよかった～と思うことです。（女性/ 40 歳代/ 竜王地区） 

 街づくりは住んでいる人みんなで協力しなければできないことだと思います。できるだけ多

くの人が関心を持っていろいろな活動に取り組むことが必要だと思います。今以上にもっと

よい環境で住みやすい街になればうれしいと思います。（女性/ 20 歳代/ 竜王地区） 

 １．歩道が狭い、少ない。お年寄りや子どもが安全に歩ける歩道の整備が不充分。2.用水路

に蓋をして欲しいです。危険だし、ごみが捨てられている。３．空き地の除草指導を徹底し

てほしい。（虫の発生、ごみの不法投棄、野良ネコの住処）。４．犬のフン放置に対する指導

の徹底（街をきれいに。犬が好きな人も嫌いな人も心地よく住めるようになりたい）。散歩時

のノーリードも危険です。５．空き倉庫等の管理指導の徹底。（ガラスを割り、落書きをされ

ると景観は一気に乱れます。野良猫も住みつきます）。６．甲斐市内に警察署はできないので

すか？総合病院は？７．竜王地区にも敷島にもある２４ｈのリサイクルステーションがあれ

ばよいなとおもいます。敷島のリサイクルステーションはいつもきれいになっていてとても

よいです。（女性/ 30 歳代/ 竜王地区） 

 バス通り、廃軌道が狭くて危ないので歩道がほしい（女性/ 30 歳代/ 竜王地区） 

 県外から越してきましたが、ペットの排泄物に関するモラルがとても低いと思います。（女性

/ 30 歳代/ 竜王地区） 
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 よく分からないので申し訳ないのですが、よく思うことは竜地地区では花がいっぱいのきれ

いな印象がありますが、双葉、敷島ではあまり感じられません。何か理由があるのですか。

竜王ではボランティアで進めているのですか？ちょっと気になります。（女性/ 40 歳代/ 双

葉地区） 

 経済が低迷している中で、日々、市または市の職員等におかれましては、市の総合計画に基

づき行政の運営にあたられて大変なご苦労もあると思います。３町が合併して総合的な地域

の課題等克服に向けて多くの市民が身近な行政を信頼し、頼りにしていることは確かなこと

であると思われます。近年は環境問題意識の高まりもあり、県や国レベルなどまた多くの企

業等でも対策をこころみているようではありますが、時の流れの変化は早く、新たな環境に

対する問題も多く出現しているのではと危惧するところでもあります。環境問題については

甲斐市だけの問題ではないとは思われますが、目に見える市の発展と共に少なからずこの問

題についても気がかりになろうかと思います。そのような社会面からも考慮しより一層の配

慮も必要ではないかと思います。（男性/ 40 歳代/ 双葉地区） 

 旧竜王町役場のまわりなど、花がいつも綺麗に植えられ、心なごめるまちづくりへの努力が

感じられます。生涯を通じて、生きがいを持って誰もが暮らせる街をめざしていただきたい

と思います。以前から思っていたのですが、お遊戯的な体操や機能訓練のようなことではな

く、もっと大人としての 70 歳以上の方が自然に好きなときに巡回バスなどで集えて、何か経

験を持つ人が趣味を教えあえるような拠点を何箇所かつくることが老人の引きこもりを防ぎ、

寝たきり老人も減り、生涯、生きがいを持って暮らせることにつながっていく助けになると

思うのですが、いかがでしょうか？時々、スポット的なイベントというのは、老人の人にと

っては出かけにくいと思います。いつでもそこに行くと安心や仲間がいるという場所がいい

と思います。ぜひ、他の市町村に先駆けてそういう拠点をつくる努力をお願いします。（女性

/ 50 歳代/ 竜王地区） 

 雇用の面でも主導権をとって市民の自立を後押しするように政策に力を入れて欲しい。派遣

社員は依然、若者、中年層を中心に多くいるので、彼らが正社員になることもできるような

手助けをしてほしい。正社員になったほうが税収もはるかに安定し、増加することでしょう。

また結婚の促進、人口の増加にもつながり長期的な税収確保につながるはずです（派遣社員

の意識改革、教育による能力向上、資格取得、独立の促進、ひいては産業発展のビジョンを

市が持ち、どんな分野の産業を市内で発展させたいか（医療、ソフトウエア、ネットワーク・・・）

ビジョンを持ち、市内・市外にそのビジョンを訴えかけ、達成へ向けて努力するなどができ

るのではないでしょうか？）（男性/ 30 歳代/ 竜王地区） 

 水の街「竜王」の美しい街並みを現在のまま保っていけると良いと思います。自然環境もこ

れ以上減らさず、今以上に増やしていかなければいけないと考えます。公共施設の充実化、

交通整備も積極的に行ってほしいと思います。（男性/ 30 歳代/ 竜王地区） 

 財政的に厳しい時代でしょうが、市民のためにもがんばってください（男性/ 40 歳代/ 竜王

地区） 

 緑が豊かで便利さも兼ね備えている甲斐市（旧双葉町）に越してきて 13 年間、お世話になっ

てきました。夫婦、子ども、みな明るく元気に前向きに暮らせているということは、自己努
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力は当然のことですが、行政がきちんとしているおかげと感謝しております。これからも緑

（自然）や農業、教育、福祉を大切にした甲斐市のまちづくりをお願いすると共に、私たち

家族も住民の構成員であることを忘れずに参画していきたいと思います。あらためて意識を

高める機会をいただきましたこと、ありがとうございました。（女性/ 30 歳代/ 双葉地区） 

 広報誌の表紙にいては、玉蜀黍やイチゴのドアップなんて単なる季節の風物詩、しかも昨年

撮影したなんて、毎月呆れ笑える。そんな写真の表紙でなんとも思わないか不思議である。

他の自治体ではちゃんと何より市民を入れているし、まずその町らしいイベントに関わった

内容を取り入れた写真だ。スローガンも小さく見づらい、白抜きにする必要ない。マークが

ない。「かい」という字の形の印象も悪くもないが良くもない。どの頁もレイアウトが悪く、

文字がものすごく読みづらい。Ｍｏｎｔｈｌｙ Ｎｅｗｓも酷すぎる（何か汚い）。縦横混ざ

りすぎで、急に見開きになったかと思えば、左から読ませる意味もあるかどうか。７月の 18

ページと、笛吹市の７月９ページを比べると、編集の腕の違いが分かると思う。文面をもっ

と簡潔にすべき。挙げたらキリがない。文面の言葉がきつい。否定的な要求、協力を求める

内容が多い。他の自治体の広報には「支援します」「応援します」などの言葉・内容が多く、

市民の得になる情報をたくさん探して載せていて、文面にも優しさがある。取り入れる内容

がわかりづらいし、意味がないというか弱い。７月第一の記事で図書館というのも真っ先に

載せるべきかどうかの内容である。図書館員の写真も大きい必要はないし、毎度のことであ

るが市民より町の職員に対する扱いのほうが丁重。すべてに共通するが、市民を大事にする

姿勢が全くと言っていいほど感じられない。甲斐市では市民の財産を守る、伸ばす、大切に

する姿勢が見られないのだ。公務員の方は、市民のなかで一番頑張らなければいけないのだ

が、甲斐市に関しては全くお仕事が見られない。日ごろ忙しく頑張ってこられているとはも

ちろん思うが、ある意味、誰しも当然のことであり、むしろ頑張った成果を見せてもらわな

ければ意味がない。正しく安全に行っているだけでは給料が高いということだ。何より市民

の財産を守る気持ち、市民が一番得をする常に一番に考えて対応、行動すべきだろう。広報

で載せていたが、甲斐市では職員の人件費である給料等については、下げることなくサービ

スを向上させることで納得してもらうというような内容であった。全く期待はずれな内容で

ある。市役所に関してはある２つの課において個人的に職員の対応に大いに不備、不満があ

り、この件に関しては納得していないし、期待もしていない。公務員といっても教員などの

特別職は除いて、一般行政職員の 30 歳くらいから上の人の高額な給料は断然下げるべきと思

う。その分を街づくりに回し、介護などに力をいれ、市民のために役立つ、直接還元される

ことに使うべきである。山梨日日新聞の地方面を見ても、日ごろの甲斐市の話題の何と少な

いことか。無さ過ぎる。宣伝や話題提供を全くしていないと疑わざるを得ない。他の町の話

題が羨ましい限りである。以前の新聞記事ではふるさと納税について甲斐市が飛びぬけて少

なかったのに驚いた。街が愛されていない感だ。情けない。自治体として努力のなさが伺え

る。これで何も対策する気が起きないのか。（ホームページの充実も必要かもしれません）裁

判員制度で公務員に有休が出るという話があったが二重取りに間違いないし（無駄である）、

さらに甲斐市の臨時職員さんたちには出なくて、正規職員だけというのもなんとも可哀想な

話･･･。市役所竜王庁舎の２階に花がいっぱいあったが、ああいうのを見かけると税金使用な
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のだろうかと思う。誰かの寄付なら公表してあげないと、と思うが、やはり市民に得なのだ

ろうか疑問である。駅前の殺風景なほうとかに飾ってくれたほうがありがたい。駅前といえ

ば新しい大きい道路においても、点字ブロックはないし、横断歩道に音も無い交差点もある。

建設の面においても、なるべくお金をかけずにプロの意見を取り入れるなどして、後で取り

返しのつかないように気をつける必要があると思う。合併したのだから、もともとの他の町

のことにも詳しくなるように話題をどんどん提供・紹介して、魅力を増やして、良いところ

をもっと活用して、その印象もつけさせるよう一般職員さんにはもっとお仕事をしてくださ

い。（女性/ 不明/ 竜王地区） 
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参考・アンケート調査用紙 
参 考 

甲斐市総合計画（後期計画）及び 

合併検証に関する市民アンケート 

 

 

実 施 日：平 成 ２１年 ６月 １５日 

実施機関：甲斐市企画部企画課 

 

 

◎ ご多忙のところお手数をおかけしますが、ご協力くださいますようお願い申し上げます。 

◎ ご回答の内容は、秘密を厳守し、個別の調査結果を公表したり他の目的に使用すること

は一切ございません。 

 

《ご記入にあたってのお願い》 

 

 

１．ご回答は、封筒の宛名の方ご本人が記入してください。 

 

２．本アンケート調査票には、当てはまる番号や回答欄に○印を付けるものと、具体的

な内容を記述していただくものとがあります。 

設問にしたがって、鉛筆か、黒または青のボールペンではっきりと記入してください。 

 

３．ご回答いただいた本調査票は、そのまま同封の返信用封筒に入れ、切手を貼らずに、 

平成２１年７月３日（金）までに 投函してください。 

 

４．本アンケート調査の趣旨や記入方法などについてご不明の点がございましたら、 

お手数ですが、下記までご連絡ください。 

 

 

 

■ お問い合わせ先 

甲斐市企画部企画課総合政策担当 （担当：石原、石合） 

〒４００-０１９２ 甲斐市篠原２６１０  電話：０５５-２７８-１６６２ 
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■ 最初に、あなたご自身のことについておたずねします。 

 

（１）あなたの性別はどちらですか。あてはまる番号を1 つ選び○印で囲んでください。 

 

１．男性 ２．女性 

 

（２）現在のあなたの満年齢での年齢層は次のうちどれですか。あてはまる番号を 1 つ選び○印で囲ん

でください。 

 

１．２０歳～２９歳 

４．５０歳～５９歳 

２．３０歳～３９歳 

５．６０歳～６９歳 

３．４０歳～４９歳 

６．７０歳以上 

 

（３）あなたのお住まいの地区はどちらですか。あてはまる番号を 1 つ選び○印で囲んでください。お

住まいの地区については、別添お願い文の裏面をご参照ください。 

 

１．竜王地区 

３．双葉地区 

２．敷島地区 

 

 

（４）あなたの現在の家族構成は次のうちどれですか。あてはまる番号を１つ選び○印で囲んでくださ

い。 

 

１．ひとり暮らし 

３．２世代が同居（親・子など） 

２．夫婦のみ 

４．３世代が同居（親・子・孫など） 

５．その他（具体的に：                 ） 

 

（５）あなたの主な職業は次のうちどれですか。あてはまる番号を１つ選び○印で囲んでください。 

 

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

10．

農林水産業 

自営の商工サービス業（建設業、サービス業、家族従業員の方を含む） 

開業医、弁護士、税理士、僧侶などの自由業 

民間企業の役員、従業員 

官公庁、学校、公社公団、商工会、農協などの公共的機関の職員 

パート、アルバイト、内職 

学生 

専業主婦・主夫 

無職 

その他（具体的に：                         ） 

次のページにお進みください。 



 

 78

■ 都市機能について、おたずねします。 

 

問１ 甲斐市は、市街地、田園地域など特色をもった地域が存在しています。市民が楽

しく、快適に生活できるような街並みが形成されていると思いますか。次の中から

あなたのお考えに近いものを１つ選び、番号を○印で囲んでください。 

 

１．

２．

３．

４．

良好な街並みがあると思う 

ある程度の街並みは保たれていると思う 

良好な街並みではない 

どちらともいえない 

 

 

問２ 甲斐市は、市民生活の質の向上を図る都市づくりを進めています。都市機能の充

実したまちとなっていますか。次の中からあなたのお考えに近いものを１つ選び、

番号を○印で囲んでください。 

※ 都市機能とは、交通の拠点・医療・福祉・産業などの様々な機能のことです。 

 

１．

２．

３．

４．

全ての都市機能を有していると思う 

周辺地域（他市町）も含めると、都市機能を有していると思う 

都市機能は備わっていないと思う 

どちらともいえない 

 

■ 次に、芸術・文化活動について、おたずねします。 

 

問３ あなたは、芸術や文化にふれる機会はありますか（鑑賞も含みます）。 

次の中から近いものを１つ選び、番号を○印で囲んでください。 

 

１．

２．

３．

４．

月に１回以上、ふれる機会がある 

２～３ヶ月に１回程度、ふれる機会がある 

ほとんどふれる機会はない 

どちらともいえない 

 

次のページにお進みください。 
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■ 次に、安全安心について、おたずねします。 

 

問４ 甲斐市においては、防犯パトロールの実施や児童の登下校時の安全確保、防犯灯

の設置など、地域、警察、行政が一体となった防犯活動を実施しています。防犯体

制に満足していますか。次の中から近いものを１つ選び、番号を○印で囲んでくだ

さい。 

 

１．

２．

３．

４．

満足している 

ある程度満足している 

不満である 

どちらともいえない 

 

 

 

問５ 甲斐市においては、地域防災計画により非常時に迅速で的確な対応ができる防災

体制づくりを進めています。災害発生時の避難場所・避難経路を知っていますか。

次の中から近いものを１つ選び、番号を○印で囲んでください。 

 

１．

２．

３．

知っている 

ある程度知っている 

知らない 

 

 

 

■ 次に、環境保全について、おたずねします。 

 

問６ あなたは、地域の清掃、美化活動へ参加したことがありますか。次の中から近い

ものを１つ選び、番号を○印で囲んでください。 

 

１．

２．

３．

毎回、参加している 

時々、参加する 

参加したことはない 

 

 

次のページにお進みください。 
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問７ 甲斐市においては、開発（商業施設など）すべき地域と保全する地域を分けてい

ます。優良農地や貴重な森林を守りながら、秩序ある土地利用が推進されていると

思いますか。次の中からあなたのお考えに近いものを１つ選び、番号を○印で囲ん

でください。 

 

１．

２．

３．

４．

秩序ある土地利用が進められていると思う 

ある程度、秩序ある土地利用が進められていると思う 

秩序ある土地利用が進められていると思わない 

どちらともいえない 

 

問８ あなたは、自然保護活動（森林などの保全活動、動植物の保護活動）に参加した

ことがありますか。次の中から近いものを１つ選び、番号を○印で囲んでください。 

 

１．

２．

３．

機会があれば参加している 

ときどき参加している 

参加したことはない 

 

■ 次に、地域づくり全般について、おたずねします。 

 

問９ あなたは、甲斐市の歴史や文化について、興味を持ったり、学んでみたいと思っ

たことがありますか。次の中から近いものを１つ選び、番号を○印で囲んでください。 
 

１．

２．

３．

４．

思っている 

ときどき思うことがある 

あまり思わない 

どちらともいえない 

 

問１０ 甲斐市では、各種イベントや地域の伝統行事（お祭りなど）をとおして、市民の

郷土愛を育む地域づくりを進めています。参加や交流をとおして地域や市民の一体

感を実感できますか。次の中からあなたのお考えに近いものを１つ選び、番号を○

印で囲んでください。 
 

１．

２．

３．

４．

実感できる 

ある程度、実感できる 

実感できない 

わからない 

次のページにお進みください。 
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■ 次に、市の情報提供について、おたずねします。 

 

問１１ 甲斐市では、市政をはじめ、市民生活に関わるお知らせなどの情報を広報誌・ホ

ームページ・チラシ・区回覧などの方法で市民に提供しています。現状の情報量や

方法等に満足していますか。次の中からあなたのお考えに近いものを１つ選び、番

号を○印で囲んでください。 
 

１．

２．

３．

４．

満足している 

ある程度満足している 

不満である（具体的に：                     ） 

どちらともいえない 

 

問１２ 甲斐市では、情報を提供する主な方法として、毎月、広報誌「かい」を発行して

います。あなたはどの程度読みますか。次の中から近いものを１つ選び、番号を○

印で囲んでください。 
 

１．

２．

３．

全て読む 

一部分を読む 

全く読まない（理由：                     ） 

 

 

 

■ 次に、３町合併後の変化について、おたずねします。 

 

問１３ 甲斐市は、合併して５年目を迎えます。合併したことについて、どう思いますか。

次の中からあなたのお考えに近いものを１つ選び、番号を○印で囲んでください。 

 

１．

２．

３．

４．

満足している 

ある程度満足している 

不満である 

どちらともいえない 

 

 

 

 

 

次のページにお進みください。 
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問１４ 甲斐市では、重点的な政策として６つの柱により取組みを進めています。合併し

て充実したと思う点は何ですか。次の中からあなたのお考えに近いものを選び、番

号を○印で囲んでください。※ ５つまで回答可能 

１．良好な景観の保全・形成     ２．市の拠点となる地域の整備 

３．幹線道路、生活道路の整備    ４．公共交通機関の整備、利用促進 

５．生涯学習、生涯スポーツの推進  ６．幼児教育、学校教育の充実 

７．芸術文化の振興、文化財保護   ８．国際交流の推進 

９．地域福祉、障害者福祉の推進   10．高齢者福祉、介護保険制度の充実 

11．児童福祉の推進、子育て支援   12．保健、医療体制の充実 

13．観光産業の振興、商店街活性化  14．産学官連携の推進 

15．農林業基盤整備の促進      16．商業、工業機能の立地促進 

17．防災、防犯体制の整備      18．緑化、公園の整備 

19．生活環境の保全         20．自然保護、自然環境の保全 

21．行政改革の推進         22．行政サービスの提供 

23．住民参画の促進         24．地域ブランドの確立 

○印を囲んだものの具体的な内容や、その他意見を記入してください。 

 

 

 

 

問１５ 合併して十分ではないと思う点は何ですか。次の中からあなたのお考えに近いも

のを選び、番号を○印で囲んでください。※ ５つまで回答可能 
 

１．良好な景観の保全・形成     ２．市の拠点となる地域の整備 

３．幹線道路、生活道路の整備    ４．公共交通機関の整備、利用促進 

５．生涯学習、生涯スポーツの推進  ６．幼児教育、学校教育の充実 

７．芸術文化の振興、文化財保護   ８．国際交流の推進 

９．地域福祉、障害者福祉の推進   10．高齢者福祉、介護保険制度の充実 

11．児童福祉の推進、子育て支援   12．保健、医療体制の充実 

13．観光産業の振興、商店街活性化  14．産学官連携の推進 

15．農林業基盤整備の促進      16．商業、工業機能の立地促進 

17．防災、防犯体制の整備      18．緑化、公園の整備 

19．生活環境の保全         20．自然保護、自然環境の保全 

21．行政改革の推進         22．行政サービスの提供 

23．住民参画の促進         24．地域ブランドの確立 

○印を囲んだものの具体的な内容や、その他意見を記入してください。 

 

 

 

次のページにお進みください。 
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問１６ 甲斐市の将来像（めざすべき姿）はどうあるべきだと思いますか。次の中からあ

なたのお考えに近いものを１つ選び、番号を○印で囲んでください。 
 

１．

２．

３．

４．

５．

６．

都市機能の充実した都市 

心豊かで文化のかおる教育・文化都市 

健やかで心ふれあう福祉・健康都市 

活気にあふれる産業都市 

安全で快適に暮らせる防災・環境都市 

住みよさをみんなで築く市民との協働都市 

 

 

■ 最後に、甲斐市のまちづくりに関して、意見・要望・感想などがありましたら、 

次の欄に自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケートは以上です。 

ご協力いただき、誠にありがとうございました。 

本アンケート調査票は、同封の返信用封筒にそのまま入れ、 

７月３日（金）までにご投函ください。 （切手は不要です） 
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