最後に一宮町のまちづくりに対するご要望・ご意見などがありましたらご自由にお書きください。
回答数３６９（４７％）
【10歳代 男性】
まず、役場職員の意識改革が必要だと思います。窓口に伺っても働いている姿というよりものんびり
ムードで、一歩外に出ればゴミと草ばかり・・・職場を美しく保つ努力もなく何十年とその流れ・・・税金で
養って頂いているんですよね。普通の企業では考えられないことです。人員を減らすべきです。
子育て支援には、娘がいるので力を入れて取り組んでいただきたいです。厳しい財政状況とあります
が、何が必要で何が不要なのかを明確にして、無駄遣いがないようなら、負担が増えても文句は無い
です。
街灯が少ないと思うので増設してほしいです。
駅に東口改札ができるともっと色々な人が駅を使いやすくなると思います。
狭い道路を広くしてほしい。中ノ橋の船頭給側の所に信号がほしい。街灯が少ない。
光通信の普及を望む。
【10歳代 女性】
お忙しいと思いますが、一宮駅の東口開通、海岸の整備、河川の改修等よろしくお願い致します。
まちづくりに燃える人が町民に何人入るか。リーダーは誰なのか（町長？）若い力が発揮できる町に
なってほしい。
一宮町は、町なりの特色があって平和で良い街だと思います。ただここ最近玉前様のお祭りがすたれ
てきた気がします。あと自慢の海もここ数年でずいぶん汚くなったかと。良いところが衰退していかない
ように特色を大切にした町づくりをしてほしいです。玉川町長のがんばりに期待してます。
無料駐輪場を作ってほしいです。有料だから道路に自転車を止める人が多いと思うのですが。コーン
やプランターを置いて路上駐車を防ぐのも分かりますが無料駐車場を作ればそういう対策をしなくても
いいのかと思いました。あと、幼稚園があると助かると思います。弟は幼稚園に行くために茂原まで
通っていました。幼稚園を作っていただけると母親も助かると言っていました。
【２0歳代 男性】
サーフィンの世界では、一宮町では波のクオリティはもちろん、交通の便、住みやすさ、雰囲気など総
合的にも全国から注目され、憧れの地となっています。このチャンスを活かすため、これからは自然と
の共生、人々のコミュニケーション、子供への教育など、現在の社会が欠けってしまったものを「一宮町
に住めばとり戻せる、実現できる」まちづくりをお願いしたいと思います。もちろん、微力ながら協力させ
て下さい。
若い役場職員をもっと採用した方が活性化するのではないのでしょうか。
これ以上、あまり手を加えず、できるだけ自然のまま綺麗に維持していった方がいいと思う。
自然環境・景観を保全整備してほしい。また、どこの地域でも問題となっていると思うが、商店街の活性
化、利用しやすい商店街作りをして欲しい。どこに行っても同じ店、同じ風景ではなく、一宮町として個
性ある商店街になってほしい。
若者が町内で働ける施設が増える事を願う。
道路、海岸、防風林の草刈りをシルバー？の方がやっているが定期的でないため、とてもきたない印
象の町です。隣の白子やいすみ市のようにならないかなあと思います。
私は一宮町が好きですが、これまで何も変わらない体制に期待はしないことにしました。
こんなアンケート意味無いと思う。書かれていることを選ぶだけだから。もっと生の声を聞く努力をして
ほしい。そして一宮は一宮で十分やっていけるから、合併など考えないでください。
いつも一宮町の最善を願われ、活動されている事を感謝します。私の思いは、これからの世代を歩ん
でいく若者、特に学生達が、ただ学校での教育（社会で生きていく知識）だけでなく、１人の人間として
自分を見つめ、同時に他の人々との関係を学び、生きる意味、自己の存在理由、人生の意味を苦しみ
ながらも学べ、そして与えられた命をいきいきと生きれるための人生教育の場が必要と考え、また感じ
ています。そのためなら私も全てを持ってこの身をささげ協力したいと考え、日々歩んでいます。
子供が安心して遊べる公園など遊具などもっと増やしてほしい。外灯をもっと増やして、明るさももっと
明るくしてほしい。
道の駅に期待してます！！
ゴミを出す日をもっと増やして欲しい（不燃ゴミなど）。特にペットボトルはたまっていて、景観維持を目
標としているのであればずれていると思います。

少子化は様々な面でマイナス要因だと思う。親の世代（２０～３０代）にとっては一宮町は住みやすいと
は言えないと思う。１つに、昔からの習慣のつきあいで、本人の意思がなくても、祭り・消防などなどの
ボランティアに半ば強制でつき合わされ、それが原因で、一宮町から離れていく若者も少なくない。田
舎の悪い所である。昔からの住民と海岸沿いの新住民との考え方に大きな違いがある。
昔あった玉前神社の大きな鳥居を出きることなら再現させてもらいたい。
もっと若い人の意見を取り入れて、新しい町になることを望みます。
【２0歳代 女性】
一宮町は、美しい風景やおいしい野菜、スレていない子供達などすばらしい所がたくさんありますの
で、それらを活かす町づくりをしていただきたいです。歩いていける範囲ですべてそろう小さな町づくり、
商店街の有効利用、特急のとまる駅の周辺整備、子供の安全と教育、様々なことができると思います。
サービス面だけでなく、地産地消の稼げて住みやすい町づくりを期待しております。
海岸地域に子供が増えているいるにも関わらず、外灯が少ない。不審者が出ないような環境が必要。
駅のバリアフリー、トイレの美化（洋式に作り直すとか）を早くどうにかしてほしい。
一宮駅を高架にして海側からでも入れるようにして欲しい。町で駐輪場を山側と海側に作って欲しい。
駅の東口を！
役場や保健センターの人事を良く考えて頂きたいです。障害者福祉に対して知識の薄い方に対応して
いただいても話が通じないことがありますので。障害者を持つ家族として保健センターの担当の方から
耳を疑うような発言を受けたことがありますので。役場保健センター共にいつもお世話になっています
ので対応の悪い方に当たるととてもがっかりしてしまいます。大体の方は丁寧に対応して頂いてます
が、時折対応の悪い方がいらっしゃるので。
町民だより等で情報をいただけるので助かります。今後もマメな情報提供を望みます。
駅の東口に改札を。町内循環バス（100円～200円）。まちおこしの活性化。
子供を育てる中で近隣の市町村と比べ、とてもサービスの低下を感じます。財政難なのはわかります
が、それは近隣も同じでは・・・近隣ができて何故一宮はできないのか・・乳幼児医療費の助成の短さ、
健康診断の少なさ、学童保育の質の低さ・料金の高さ、子育て支援（イベント行事）のなさ。早急にやっ
ていただきたい。
【３0歳代 男性】
とりあえず東浪見海岸のテトラはやめて下さい。
「一宮ブランド」を作り、物だけでなく住民・行政の活動等で全国の人たちを一年を通して町に呼び込め
るような何かを生み出す必要がある。旧住民と新住民が共存できる町づくりをお願いいたします。
一宮には一宮の良さがあります。この町にあったまちづくりをしてください。今、砂浜が無くなりつつあり
ます。行政の方々もこの問題に取り組んでください。お願いします。
近年、一宮町は行政から住民への移行的な作業が見え隠れする。赤字は今さら始まったわけではな
い。新住民の意見ばかり多く聞き、古い住民の声が反映されていない。しっかりしないと一宮町は破滅
する。
何故いるかわからない職員が在職している。サービスを受ける為に個人負担があるのはわかるが、現
在のようでは負担したくない。町自体がどのようにしたいのか、示して欲しい。
行政における「知らしむべからず、依らしむべし」の悪習の打破。
徹底的な海との共存
子供が安心して遊べる公園を増やして欲しいです。
通学の安全の為の歩道の整備と地産地消の推進で誰でも地元の野菜や魚等がいつでも買える状態
になれば良いと思います。
海岸の浸食がひどい。むやみに堤防等の人工物を設置するのではなく、他の方法、手法を。人工物は
決して自然に還りません。撤去し、手遅れになる前に対処を。このままでは一宮町の名所が一つ消え
ますよ。海目当てに移住している多数の人達がいなくなります。決して行政にひかれてでの、移住では
ないと思います。
トレーニングジムの様な日々体作りの出来る施設が欲しい。住民税が高すぎる。下水道を町で整備し
て欲しい。料金体制を見直して欲しい。定住者の増加の為、民間企業、工場など受け入れ町の特色を
出す。
近隣に町外の業者が宅地開発し、法にふれなければいいというやり方で、精神的に不快な思いをして
います。都市からこの町のぬくもりが気にいって永住してきたのに残念です。町にきめ細かい指導をし
てもらいたいです。市民農園を楽しみにしています。

予防接種は個別接種にするなど子供の病気予防に力を入れてほしい。ベビーシッターの助成金のよう
な子育て支援がほしい。自然環境を保全して宝やまをボランティアの場や観光として活用してほしい。
救急病院を誘致して安心してくらせる町にしてほしい。
一宮町役場の職員から、一宮町出身者を減らす事。 移住、定住促進を行う部署を、役場から民間へ
委託する事。全ての世代い向けの行政サービスではなく、ターゲットを絞り込む事。 町内にある法人
を一件ずつ訪問する事。※自発的に住民が増えている現状に行政があぐらをかいていると、一気に人
の流れが変わり過疎化します。
夏場など海へ来る人が増えると周辺道路への駐車が増えて困ります。取り締まるか駐車場を整備する
ことを検討してもらえませんか。
町の為頑張ってください。
どこに重点を置いて適正と思われる規模の地域を構成し、公共団体としての責務を果たしたいのか分
からない。目標、目的が明確でなかったから他の地域と同じように衰退したのではないか。ますます住
みにくい町となるとたいへん危惧している。逆にどうしたいのか知りたい。横並びは結構。
一宮町は地の利を生かして、海岸の観光化を進めるべきです。地方の海岸はもっと整備されていま
す。海岸と駅を整備し、現町民から税金を取るのではなく、よその人に落としてもらうことを考えるべき
です。人口が増えている理由は素晴らしい海岸があるからです。海岸と駅、その間の交通を整備すれ
ば現町民の負担は減るはずです。
海岸へのゴミ箱設置～回収・一宮海岸へのトイレ複数設置～美化・一宮海岸の砂減少への取組み・ス
クールバスの増加（保育園～小学校）
選択肢が抽象的で選択の仕様がありませんでした。アンケートをするのは良い試みだと思います。ただ
「４年で実現します」と立候補した町長にしては手を打つのが遅すぎませんか？２３年から計画を実行し
て何年で完了しますか？次の町長にうまく引き継げるように礎を作って下さい。１０～２０年ではなく、３
０～５０年先を見据えた行政を期待します。
何をやるにもお金がないから自分たちで頭を使ってやってくれでは何も動かないでしょう。その道筋を
立てるのも行政の仕事だと思う。
美しい自然環境と美しい町の景観を共生させることにより、若い世代（夫婦）の定着と同時に、高齢者
が進んで移住したくなるような町づくりをして欲しい。
公園など児童の遊べるスポットの整備に不満がある。自分の周りにも同様の意見を持つ方が多数お
り、それを検討して欲しい。個人的にはもう少し公園等の数を増やして欲しい。
商業地と住宅地がここ数年でものすごく混在してしまっているように感じる。ちょっとした地帯分けがさ
れていれば生活、営業活動など、どちらも快適に行えるのではないかと思う。
一宮町の魅力は交通の利便性（ＪＲ、未通であるが圏央道等）と土地の安さにある。通勤者と高齢者の
流入は増え、自然環境、居住性の確保が望まれます。永住者との利害調整、交流協調を図りながら住
み易い町づくりを推進していきたい。
歴史ある一宮町であるのでその歴史（伝統）を子供達に伝え残していく事も必要だと思います。近頃広
報の紙面もサーファー色に染まっているように感じます。駅も東口にせっかくロータリーを作ってあるの
で早急に出来上がる事を願います。
ムダな人員が役場にあるように見えます。町おこしして活気のある町を願います。
外灯を増やして欲しい。町営の自転車置場を設置して欲しい。駅の裏でもいいので。
町が活性化しないのは、住宅は増えても定住者が増えないのでは。別荘地のように定住者（住民登
録）のない家の高熱費を定住者より高い設定にするとか、バスなどの交通事情をもっと良くし、人の集
まるところを増やすべき（大型モール）とか。町の税収が増えれば公園など公共施設も充実できるので
は。一宮駅前の公園は小さな子供たちの数が少ない。遊び場なのにいつ行ってもゴミがひどい。特にタ
バコやシンナーの空きボトルなど、あきらかに夜間捨てられているであろうゴミが目立つ。小さな子供に
とって危険な上、悪影響、防犯上いかがなものか。管理の悪い公園だから、夜中に溜まり場になる。海
に近いあたりはおしゃれな家が増えつつ或る。それを活かしておしゃれな町作りに期待したい。もっと海
側にもバスやショッピングモールなどをつくって人を集めたらどうか。まちのレベルが低い。産業の無い
町だからこそ海を活かしてみては、サーフィンなど。
【３0歳代 女性】
ほっとできるいい町だと気に入っております
先日配布された広報に町職員の接遇研修の様子が載っていました。以前、役場での職員の対応で嫌
な気持ちになったことがありました。町の顔でもあるので職員のレベルＵＰがはかれたらと思います。小
さな子供がいますが、気軽に遊べる場所がありません。町内に出来るといいなと思います。駅の東側
に改札が欲しいです。駅周辺は混雑して危険です。サーファーがたくさんいて町の活性化につながるか
もしれませんが、海岸使用のマナーが非常に悪いと思います。特に駐車の仕方がよくありません。一宮
に住んでいながら危ないのでここ何年も海へ行っていません。
せっかく海のある町なので、うまく海を利用し、財源にならないのかな？と思います。Suferだけでなく、
一般の方々も観光したくなる様な環境整備や宣伝が必要なのだと思います。

一宮町では待機児童ゼロと公表しているようですが、我が家の娘は間違いなく待機児童です。幼稚園
と保育園の整備をきちんとして欲しいと思います。また、本当に地域の人々の助けとなっている民間の
保育園（ほとんどボランティアのような金額で本当に困っている子や親をサポートしてくれます）こそ税
金が使われて欲しいと願っています。何卒ご一考頂けますよう切にお願い申し上げます。ごみ収集に
ついて、カンとペットボトルが月１回の収集しかないのはとても不便です。改善を願います。
海があるのに観光地として中途半端、買物も殆どの人が茂原や千葉でしている。リゾート地なのか農
業なのか、方向性がわからない。
東浪見土地区画整理内にスーパー、薬局等が欲しいです。公園も欲しいです。保育園、幼稚園も造っ
てほしい。街灯も欲しい。
一宮駅の東口にも改札口を作って欲しいと思います。なぜならば電車の発車時刻になると駅前が人と
車で混雑してとても危険だからです。
町の活性化のために様々なイベントが行われているのはとても良いと思います。設備の充実した公園
の設置や公民館、図書室の新設を要望します。また学童保育についてももっと拡大すべきだと思いま
す。
最近一宮町に移住してきた人間によるモラル低下を感じる。
河川の改修を行い、河口に港を作り、葉山のようなヨットハーバーを町営で行ってはいかがですか？流
砂防止になると思う。職員の１０時、３時の休憩が目立つ。お茶などを飲んでいる。
公共施設等の維持管理も重要だが、旧スーパーサカモトに食品スーパーを誘致して欲しい。そうするこ
とで高齢者や地域の人々の買い物が楽になる。
一宮町は海山田畑と自然に恵まれていて、そして国道や駅の利便性も他町村より恵まれているので、
その環境を十分にいかして町づくりをしていってほしいです。これからも住民の意見をどんどん取り入
れていってほしいです。
私は新地に住んでいますが、交通が不便でとても住みにくいと思っています。小型のバスでも午前中と
午後２便づつでもはしらせていただきたいです。街路灯も暗いのもとても嫌です。もっと明るい一宮にし
てください。
町への収入を増やすため、農業活動広範囲な活動を増やし、観光業の整備拡大を増やす。特にサー
フィンによる外部人口が多いので金を使っていただくシステムを考える。人材交流が盛んになるように
福祉活動、イベント開催を充実させる。積極的に町民の意見を取り入れるようにしてほしい。
近隣にフルタイム（正社員）での仕事がなく、千葉市内へ通勤していました。平日は仕事をしていると通
勤時間もかなりかかるため、町にいる時間は少なく地域のかかわりあいもほとんどありませんでした。
一宮町のいいところはやはり海だと思うので環境保護をしてもらいたいです。
町議会議員を半分に減らせば、金銭面もなんとかなるのでは。
夜間に受診できる病院（特に小児科）が３０分くらいで行ける場所にあると安心です。幼稚園、公園がな
いのもなんとかしてほしいと思います。それから駅ですが、ｴﾚﾍﾞｰﾀｰの設置や町営駐輪場、バスもある
と助かります。いつも電車でくる度、迎えの車がたくさん止まっているので、将来駅から離れる所に住ん
でしまうと、子供は送り迎えしないと駅まで通う手段がないと思ってしまいます。
行政が町を良くしようと思っていても、住民はどうなのでしょうか。移住者と昔からのお年寄りとはかなり
距離があるように思えます。移住者を受付ないような。町自体、店やタクシー、駅などのサービス業関
係も笑顔がなく入っても不愉快にさせられる事が多々。緑がどうとか福祉がどうとかの前に唯一人間が
できる表情「笑顔」が自然に出る人が大勢居る町であって欲しいです。色々な世界に目を向けて参考に
するのもいいかと思います。年寄りが多い時代、年寄りが元気で笑っているのが街の象徴だって良いと
思います。そうしたら子供も良い子が増えるのでは。サーファーを前に出すのは良くないと思います。イ
メージが一色になってしまうから。サーファーが増えてほしいのなら別ですが、ＨＰも考えてください。あ
と、移住者と地元の人との交流が持てる会があると面白くなると思います。あまり交わっているように見
えないので。
主人や知人が神奈川県まで電車通勤をしているのですが、朝５時半くらいの久里浜行快速を運行させ
てほしいそうです。朝５時台には、各駅停車しかなく、毎朝千葉駅の乗り換えで大変苦労しているそうで
す。朝５時台の快速が運行すれば他県から移り住む人もまた増えると思います。
保育所に入りたくても入れない子が多くいる中、働いていないのに保育所に入れる人もいる。公立の幼
稚園でもあればいいと思うが。
アンケートづくり、お疲れ様です。子供を持つ親なので、子育て支援や手当などに力を入れて欲しいと
思います。力になれることはしていきたいので、ボランティアなど、どんなことをしているのか、情報をわ
かりやすくして欲しいです。医療については難しいでしょうが、充実させて欲しいです。
必ず一宮駅にエレベーターを設置して下さい。エレベーターがあるのとないのでは観光客も変わってく
ると思います。先日駅の階段でお年寄りが転んでいました。とても危険ですし、高齢化社会に向けて改
善して下さい。
夫婦共働きの世帯です。子供（１．７歳）がいます。保育所を利用していますが、２人とも土曜、祝日も勤
務となっているので、できれば祝日も平日と同様預かってくれるととても助かります。いずれ学童保育
の利用も考えているのでそちらもよろしくお願いします。
尼ヶ台の様な広い公園を作って欲しいです。医療費の助成は乳幼児までではなく小学校卒業までにし
て欲しいです。

私たちの税金をより良く、大切に使ってください。
道路などゴミやあきカンなどが落ちていたり、草などが伸びていて見とおしが悪くなっています。少しづ
つでも改善していくことによって町もきれいになり、安全に暮らしていけると思います。
ゴミゼロの実施日が雨天で中止になりますが、その年はやはりゴミが目に付きます。翌週や翌々週に
実施してほしいと思います。８区と９区の間に小さなトンネルがありますが、竹が伸び、日中でも薄暗い
です。竹の重みも気になり、耐震をするかトンネルをとるかしてほしいと思います。今後の一宮町が住
みよく明るい町になってほしい。期待しています。
子どもたち、そしてお年寄りの方々が「この町に住んで良かったなあ」と思えるまちづくりをしてほしいで
す。今回のアンケートは１６歳以上が対象ということですが、是非子どもたちにも「どんな町に住みたい
か。どんな町にしていきたいか。」聞いてほしいです。子供たちも、自分たちの住む町づくりに参画でき
るシステムをつくってください。働きたいのに保育園に子供を入れられない状況があるので幼稚園をつ
くってください。働く人は保育園、働かない人は幼稚園。町民の力をもっと活かして下さい。行政には人
と人を結びつけるコーディネーターの役割を担ってほしい。今ある施設をもっと活かして下さい。中央公
民館をサークル活動だけではなく憩いの場としてもっと活用できるのでは。オープンスペースを畳や図
書スペースにしてみては。庭の塀を取っ払ってくつろぎの場にしては。保健センターを役場庁舎にして
はいかがですか。現役場跡地は是非公園にして下さい。お金が無いというだけであきらめないで下さ
い。行政と町民が一緒に実現させるにはどうしたらよいか、考える場をつくって下さい。役場の方々には
是非「この町をよくしていくのだ」という強い意志と使命感を持ってほしい。
教育活動の充実を希望します。養護施設のある学区のため。様々な面での配慮が必要であると考えま
す。子供達が安心して遊べる場の確保も必要だと思います。
駅に東口を造って欲しい。エレベーターが欲しい。トイレを洋式にして欲しい。
常日頃、一宮町役場の職員の皆様には感謝の気持ちで一杯です。町の為、町民の為に安い給料で働
いて下さってありがとうございます。同じコミュニティーの一員として自分に出来る事は少しでもお手伝
い出来たらと思っています。町長！応援してます！！お体に気を付けてこれからもがんばって下さ
い！！
サーファーがたくさん訪れる海岸のトイレ、シャワーなどを整備し、利用しやすくした方が良い。せっかく
の良い環境が活かされていない。下水整備を早急に進めるべき。駅を降りたとたんにする排水の臭い
を「田舎のにおい」だと慣れきって平然と言う職員がいるのは遅れていると思う。子供の集える公園も早
急に必要だと思う。若い世代（子育て世代）を呼びこみ、町の活性化を目指すには子育て支援対策が
必要。一宮町が好きになって引っ越してきた私としては切に望むところです。
役場窓口の方の対応に疑問を持ちます。例えば転入届提出時にガス電気納入通知の提示を求められ
る。なければアパートの鍵の提示を求められる。又、勝手に転入先大家に電話する等、他の市町村で
は考えられない応対です。「決まってますから」の一言に不快感を持ちました。総合計画の理想を聞く
のもいいですが、対住民サービスを町がどのように考えているのかと問いたいです。又、住民一人一人
の意見は批判も含め、今後の町行政に反映してもらいたいものです。
【４0代 男性】
周辺市町村に比べて行政サービスが低いと思われる
町長が変わり、町政が新しく生まれ変わっているのを実感しております。
一人一人のライフスタイルに合った自然環境を、一人一人が作って行ける町であってもらいたいです。
町バスの充実
１．同居していても昼間１人になる老人に、弁当の宅配サービスをして欲しい。（有料で良い）これだけ
でも働きながら介護しているものが安心できる。以前、民生委員に頼んだが、独居でないので駄目でし
た。２．白子町のテニス、いすみ市のサーフィンのように、一宮町といえばこれだという産業を１つにし
ぼって成長させるべきだ。（スポーツでも農業でも良いと思う）
がんばってください。
町民と官民が団結して解決したい。
あちらこちらの住居の庭で草や木以外のものを（明らかに有害なゴミ）を燃やしている所が点々とありま
す。それは許されることなのでしょうか。せっかく空気のよい町なのに家じゅう煙の臭いが充満し、燃え
カスがべランダに入っていることもあるので何か対策をお願いしたいです。
もっと高齢になって車の運転が出来なくなった時に病気になった時のことを考えるこの町に住んでいら
れるだろうかとよく考える。子どもが田んぼだらけの道を灯もなく、通学すると思うと怖い。
駅前に民間でなく町営の駐輪場を造って下さい。町で設置していないのに駐輪違反を取り締まるのは
おかしいです。以前町に自転車を撤収され引き取りにいったところ、町の駐輪場がないのがおかしいと
言ったところ、「ある町に住め」と言われました。
安全な町が一番いいと思う。防犯灯をもう少し増やしてほしい。通学路でも車が通りあぶない道がある
のでもう少し考えてほしい。大変だと思いますが、頑張って下さい。

一宮町をどういう町にしたいのか、行政側の意見が解らない。今回の様なアンケートは第一歩と思うの
で良いと考えます。
一宮町はどうなりたいのか？町長はどう考えているか？このようなアンケートで町民の意見を探るのも
結構だが、順番が逆では？町長も町議会も自分の代のことしか考えていないようだ。何もしないなら税
金から給料をもらうべきではない。
一宮川の河川整備（工事）のやり過ぎによって、自然がなくなるのを避けて欲しい。
防災組織づくりに真剣に取組むべきでしょう。
今、町政は新住民を重視し、先祖代々の町民を無視している。地区の行事に参加せず、ボランティア活
動をするのは、本当に奉仕精神があるのだろうか。何百年も続く一宮町の歴史を壊されるようでおそろ
しい。こういうものに町の予算が使われるのはどういうものだろうか。
エコ町債の様なものを発行し、それを原資にして大規模に風力発電、ソーラーパネル等を設置し、電力
料金で配当する様な仕組みを作り、エコの町を目指すのはいかがでしょうか。
国民宿舎、プール等は税金を使ってでももう一度再生した方がいいと思います。
体の不自由な人の仕事、生活支援
町づくりをよろしくお願いします。
給与が減少する中、高い税金を支払っているので無駄遣いする事なく、住民の為に使ってほしいと思
います。
一宮町のよいところは海がきれいでサーフィンのメッカです。町ぐるみでスポーツの町と海のきれいな
町づくりと海の公園と商業施設をつくり、東京や神奈川から来るようにもっと頑張ってください。
東浪見駅に駐輪場をつくってください。宮原（国道）の信号に矢印信号をつけてください、南からの上り
車線で右折する際になかなか海岸方向へ右折できません。
一宮は都会には無い、ゆっくりとした雰囲気が良い。観光地の賑わいは必要ないがせっかく海の町な
のに海が見える施設が無いのが残念
一宮は勝浦や館山などに出かける他県の観光客の通り道。もっと町並みや商店街に工夫があれば海
岸だけでなく（レトロな雰囲気のなつかしい街）人気が出るはずです。よく箱根に小田原経由でいきます
が、古い商店は「まちかど博物館」として連携し、新しい駅ビルに負けず住民の誇りになっています。箱
根の帰りに半日は必ず歩きたい町です。ぜひ参考に視察されてください。
【４0歳代 女性】
災害発生時に避難所（公民館・役場）の老朽化が激く真っ先に倒壊しそうです。建て替えは難しいので
補強するなどしてほしい。就職先の会社が少なく会社の誘致などしてほしい。
まだ当地に住んで半年もたっていません。正直一宮町のさまざまな施設も行政サービスも何も知らな
い状態です。子供もおりませんし、問（２）の質問は答える事ができませんでした。せっかく選んでいただ
きましたが申し訳ありませんでした。
インフルエンザが流行になり、学校等、各クラスに１つでも加湿器の設置をお願いしたい。なるべく早く
お願いします。
１年位前、父の病気で救急車を呼んだ時、20分くら受け入れ先を探した後、五井の病院まで運んで頂
きました。幸い命には別状はなかったのですが、もっと近くで受け入れて頂ける病院が必要だと思いま
した。一つの町だけでは無理かと思いますが、近隣との協力のもと、なんとかして頂きたいと思います。
小・中学生は雨天時に遊ぶ場所はありません。保健センターの開放、利用者がいない時のGSSセン
ター、体育館の開放など、検討して頂けませんか？学童のなかみの充実も検討して欲しい。
障害者が地域でも生活できるように働く場所やﾚｸﾘｪｰｼｮﾝできる場所を作ってほしい。中学生の通学路
である国道１２８号を自転車が安全に通行できるように改修してほしい。いちご組合～ライスｾﾝﾀｰの通
りも自転車が通れるように改修してほしい。用水路（東浪見）に何か流してはいけないものを流している
のだが、異臭がすることがある。窓を開けていられないほど。調べてほしい。
一日も早く駅の海岸側改札または線路の高架を希望します。駅周辺の整備は安全観光へもつながる
と思います。
一宮町はサーファーで多くの人が訪れている。そんな状況の中でテトラポットとかで波をなくしてしまう
のはどうかと思う。もっと海岸にキレイなトイレや休憩所などつくってあげたらと・・中にはマナーの悪い
人もいるけど。ちなみに私はサーフィンはしないですが。
子供の遊ぶ場所がありません。（ゲームにつながる）公民館等を新しく広くしてほしい。小学生が多人数
で遊ぶ場所がないので田畑を少し減らしても作っほしい。
改札口を海側にもつくって欲しい。公園美化（タバコ、お菓子の袋など）落ちていて気持ちよく遊べない。
草も伸びているときがあるので行ったはいいけど、汚くて戻って道路で遊ばせている。歩行者にもやさ
しい道路にしてほしい。

静かで緑の多い環境が気に入って引っ越してきましたが、まわりで松林を無制限に伐採して、サー
ファー向けのアパートがどんどん建てられてきた。こうした人たちはゴミ出しのルールも守らないし、狭
い道を車でとばしたり、特に夏などは派手な姿でうろうろしている。こうした傾向を何とか規制出来ない
か、一考をお願いしたい。
三階建てのジャスコのような百貨店ができればよい。
サーフィンの大会など行われているにもかかわらず、町民にはあまり活気が感じられない。もっと町全
体で活気のある取組みをして欲しい。せっかく人が集まるのだから、もっと海岸付近の整備観光地とな
るよう期待したい。
町民の意見を聞くことも大事ですが、玉川町長の方針はないのですか。１期で終わることのないように
期待しています。
町内での交通機関としてバスなどを定期的な時間で、運行してもらえるとありがたい。街灯なども少なく
夜道はとても１人で歩けるような状態ではないと思う。子供やお年寄りの方が利用できる交通手段があ
ればよいと思う。
お祭りばかりに一生懸命になっていて他の地域から来ている私はあまり楽しいとは言えません。公民
館での活動を夜の部を増やす。イベント（参加型）を増やすなどの住民がいろいろ町で楽しめるようにし
てほしいと思います。
企業の誘致にもう少し積極的になるべき。企業からの法人税が余りにも入らないことがこの町の財政
の貧困の原因のひとつ。企業と地域産業農業をうまく共存させて町の活性化をはかっていく工夫が必
要。袖ヶ浦市を参考にすると良い。農畜産業、企業とのバランスが大変すぐれている。
特になし。まちづくりではないが、役場職員の態度がむかつく。
創作の里はいい部分の方々しか利用しない施設です。図書館の用に誰でも利用できる施設をつくるよ
うにしてください。長生村は図書館司書を置いています。お金の使い方をもう少し考えてほしいです。
・一宮町の商店街の活性化
・道路の整備
・高齢者や障害者の利用しやすい環境など、暮らしやすい一宮町にして下さい！
自然と共生しつつも老若男女、住みやすい町でいられることを願います。町内循環バスによって一宮が
活性化できたらいいですね。
転居して１年余りです。一宮は海も山もあり自然がいっぱいでとてもすばらしい町だと思います。電車の
便もよく都会から一時間、もっと広く祭り等アピールしたらいいのになと思っています。我が家の子ども
たちはもう都会には戻りたくないと言っています。町の検診の時、待合室にＴＶは不要だと思います。少
しでも節約できると思います。それより年度毎の受診者数、要精検者数、そして実際に病気が発見され
た数などを表にして展示したり説明する方が病気予防にもつながると思います。
町長と語る会等、町民の声を聞く機会も設定されていますが、仕事の都合、家庭での立場など、参加し
語りたくともできない人も多いと思います。今日このような形で少しでも意見を述べるチャンスをいただ
けたことをありがたく思います。
上総祭りの場所は元の駅下にもどして欲しい。狭くて出演する方もかわいそうだし見物する方も不便で
す。
老人福祉より子育て支援に力を入れてほしい。
図書館がほしいです。住民のいこいの場になる様な場所になるといいと思います。
青葉の森や昭和の森のように安心して子供や大人、高齢者が楽しめる公園を作って図書館や美術館
などもあっていろんな方々が遊びに来たりできる施設を作って欲しいです。
街路灯があまりにも少なく下校する子供たちの安全を考えると心配になる。また、街路灯が切れてもい
つまでもそのままでいることが信じられない。路線バスのかわりに町のバスを運営できないのか。住宅
地図が役場で更新されているか（古いままでは災害時に役に立たない）ここには書ききれない程の初
歩的な事が実行されていない。これからも定期的にこのようなアンケートをして欲しい。
【５0歳代 男性】
役場の中でも民間に準じて無駄をなくしてスリム化した町政を希望いたします。
人口に対して役場の職員数が多い。おまけに労働意欲が低いような気がします。住民に対するサービ
ス業である事の意識が足りない。
質問内容がよくわからない項目がありました。
ＴＶにて東京都の八王子の道の駅を放映していました。地域の活性化で成功した例を見ましたが、町も
何か活性化をする事業をしてはどうですか。
人が人らしく仕事ができるようにして欲しい。（役場の中で）
駅周辺の道路整備
海・山・川があり自然のすばらしい、そして交通の便りのよい一宮町。もっと広く広報活動を行い、人口
を増やし町全体の活性化はできないものか、それだけの条件はそろっているはずなのに・・・なぜ？

自然を残したまちづくりとともに、定着人口増を図れる対策
一宮町は観光、農業の町でありました。また、若い人（サーファー）が一宮町に住むようになり良い事だ
と思います。観光のポンポン船などは、町民、民間団体等に運営管理すると良いと思います。
近隣の町村には文化会館やスポーツ施設がきちんと整備されているのに一宮町にはそういった施設
が全く無い。また、役場の庁舎は老朽化がかなり進んでいるし、防災の本部がそれでは困る。
消波ブロックはもう入れないで！ 一宮海岸のトイレを水洗にしてシャワーも欲しい。ファミリーマート海
岸店前の直角カーブの路注禁止の徹底を。駅の東口改札を早くお願いします。（公約でしたよね）
ITの活用で経費削減（公報、回覧板はホームページへ）このようなアンケートもホームページから行う。
未来のまちづくりに本当に必要な資源、人材を集中すべきと思います。
小さな役所
私たちが老後を迎える頃、若い世代の力が必要なのは当然なのですが、「老々介護」の割合のほうが
多いのでは・・・・？そのためにも、一人一人が元気で安心して生活できる老人でいられるような、まちづ
くりを望みます。
ゴミの集積所を変更してもらいたい時、“地区長に話して”と言うが、直ではダメなのですか。雑草でも燃
やしてはいけないのでしょうか。近くの畑ではよく燃やしているのに。この２点で近所の人と不和になり
ました。
一宮町巡回バスを充実すべきと思います。
・子供が一人で学校に通うことが出来ない地域で、共働きなので、もっとスクールバス・路線バスを引い
て欲しい。子供を育てる上で、送り迎えというのがあまりにも負担。
・遊ぶ所（公園）がなく、歩道もない道路が多すぎる。外で遊ばせるのが困難。
子育て中のお母さんが安心して働けるよう、保育所料の低額化及び仕事場を充実して欲しい。
防犯灯、街路灯などをもっと多く、役場の中をもっと感じ良くしたほうが・・・。
私は１３年前にこちらに家を購入しきました。しかし、地元の人の冷たさにびっくりしました。私たちはあ
なたを歓迎していません。地区の掃除も勝手にやって下さい。区費さえ１年に１回貰えばそれでいいで
すと言われました。だから地元の人との交流はないです。商店の人は威張っているし。他から引越しし
てきた人達を考えたことなどないんですか。でも私は一宮が好きです。商工会にも入っていますし、友
達も多いです。ただ、先ほどの文はそのとおりです。これでは一宮がのびるわけがない。道の駅をつく
ることは賛成です。この意見も町長にはいかないでしょうね。
町議会議員の活動を町の人達がわかるように定期的に開示してほしい。何をしているのかさっぱりわ
からない。議会にでているだけが仕事ではないと思うのですが。
一宮海岸に女性が愛するトイレ設置。
一ノ宮駅東口の整備か現在の駅前の整備をしてください。
洞庭湖から軍荼利山までのハイキングコースの林にゴミ投棄がとても多いです。肥料袋に入っていたり
するので地元の人だと思います。「生まれ故郷を愛する心」などをテーマに道の入り口に看板を立てる
のも一案かと思います。禁止とかの看板はほとんど意味ないですよね。町民からの応募（小中学生な
ども）など取り組んでほしいです。
一宮町は静かで暮らしやすいが活気がない。人を呼ぶ何かがほしい。
町のわかりやすい予算書の件ですが、今までにない立派なものでしたが、あの様な立派も無駄です。
回覧でも良い。大変な町の出費です。
もう少し観光に力をいれてもよいと思います。そのために駅東口を望みます。
・一例として、なぎさの家・一宮荘・とまと館等公共性の施設管理について、採算の合わない施設、コス
トのかかる運営等について、民間への業務の委託事業として管理運営を任せていくことが可能であり、
効率的か。議会や学識経験・有識者、町民等広く意見を聞いて可能性を調べる方法。一方、市街地、
周辺地域全体に居住する人々が、活力に満ちた住民生活を送れるような施設運営の住民共働での手
法も有効。
・地域が参加したイベントや集客事業は、町当局が積極的に企画して欲しい。地場産業の育成やス
ポーツイベントの広域化を含めた観光に寄与した事業を育てて欲しい。
・道の駅は早急に着手して、集客のニーズを考えながら改善できる余地は充分に改善して、地域の特
産品や野菜を農家と共有しながら、運営・推進する事が可能であると考える。
・上総一ノ宮駅や交差点（国道・県道・主要地方道路）等の町内・近隣の公共性の施設を通行利用する
人々に目につくような箇所は、重点的に街灯・公共案内標識、、また、主な町内の施設説明看板、その
距離を表示したり、歩道整備して歩行者の車両の安全を図った工夫を施して費用効果を配慮して欲し
い。
道の駅の早期実現。
節約できるところはたくさん節約して、役場の方々の給料を減らす。住民税を下げて一宮は住みやすい
事をアピールする。そうして若い人達を増やしていけばよい。
周りの市町村と比較して安全で住みやすいイメージを大事にして誰もが住みたいと思う聞かれた町づく
りをお願いします。

若い者が定住化できる活気のある町づくりを望む。税収の増えるまちづくりにしてほしい。圏央道に連
絡できる道路をつくってほしい。インターチェンジ接続。立地条件を活かした観光産業、道の駅、B級グ
ルメの町、有名ににする。東京にアンテナショップを設けて一宮町をアピールする。宣伝して広める。駅
を日頃利用しない町民に電車に乗るようにさせて乗降客を増やす。そして橋上駅舎化にする。近い将
来再度、長生郡市の合併問題が出ると思うので名称をながいき市にしたいと思う。
中・長期の財政予測から現状の行政サービスがいつまで可能か？また、自治体機能維持・向上の為、
他町村との合併も検討する必要があると思います。要は自立するにせよ合併するにせよ収入を上げ支
出を減らす町づくりだと考えます。例：観光産業振興。
子育てしやすく、老人が生きがいをもって目を輝かせていける町にして欲しい。そのために住民が参加
するのは止むを得ないでしょう。
駅の東口に改札口も作れない行政に何を望みますか。現在の駅周辺の状況をどの様にお思いです
か。町の出入口に当る駅の整備も出来ずに町を良くする事は出来ないでしょう。
九十九里浜という観光地があるのに町の花壇は草だらけ、電車で来た観光客も浜まで疲れて歩いて
行くかと思うともっといい方法があるかと思いますが。そして東浪見方面に商店があれば良い。
図書館の充実。選挙広報をホームページに。一宮荘跡地を道の駅に。（足湯温泉）町民の参画と協働
を。若者がこぞって投票するように。町議会の動画と会議録をホームページに。
国道沿いの歩道があまりに凹凸過ぎて危険！なんとかしてほしい。
新旧住民の意見調整を充分に行う必要性を感じる。尚、旧住民が新住民を受け入れる環境づくりと新
住民自らが地域になじむ努力をすべきと考える。
【５0歳代 女性】
遠距離通勤も楽にできる住宅地造り、一宮町近隣町村も含め、一宮町で1日楽しく遊べる施設設置、充
実した宿泊施設、道路の整備、大企業の誘致、すなわち豊かな財政になるような財源が必要。サーフィ
ン以外目的にも海岸を有効利用する。
他の町と比べ一宮町は負担が多いと感じています。行政サービスを見直せるところは減らし、個人負
担を減らしてほしいです。ゴミゼロで配られるビニールなどはゴミの収集日に出せないので最初から配
らなくて良いと思います。民間と同じ様に人件費の削減を行なって下さい。
せっかく２０００名に選んでいただきましたが、行政の事に今まで積極的に知ろうとしていなかったため
わからない事だらけでした。ただ、活気ある町づくりには協力していきたいと思います。引越しては来ま
したが、これから年老いての暮らし全般が不安です。
一宮町のキャッチフレーズ「緑と海と太陽のまち」そのとおりだと思います。でも駅に降りてワァーという
ときめきがありません。そして一宮川を歩いて海沿いの散歩コース（駅からはわかりにくい）等、町のＰ
Ｒをもう少しすすめてもいいかなと思う。
美しい国、住みたい国＝美しい町、住みたい町です。町民として協力できること（庭の緑化、住宅の統
一化（建築制限・色・高さ等）ゴミだし、どぶ掃除などたくさんあるはずです。全て町にまかせるわけでな
い。町で行うことはしっかり話し合い・・・町がどこを目指すか、そこは頑張って頂きたい。居眠り議員、ど
んぶり議員、欠席議員はやめるべき。質の良い少数精鋭臨みたい。
交通量の多い道路に歩道が少ない様に思う
・税金等は徴収しているが、実際、役場の職員がどういう仕事をやっているかわからない。医療の方は
町中に病院がなく、茂原等の病院に行かなくてはならないので、入院等できる大きくなくてもいいので、
総合病院があったらと思います。
・犬を散歩させている人は、手ぶらでフンの始末もせず、平気で人の家のそばを通るので困っていま
す。看板等を設置して下さい。
町内に遊べる施設がない、皆茂原に行ってしまう。駅近くにもっと大きな店があるといいのでは。
全てが宝の山である事にきづくこと。外部の意見を聞いてバランスの取れたまちづくりをする。何げない
物がとても美しい良い町です。
東浪見のキャンプ場跡地に道の駅を作る話はぜひ実現してほしいです。又はオートキャンプ場にする
案はいかがでしょうか。資金も少なくて済むでしょう。海のそばのオートキャンプ場は人気があります。
我が家も永年のオートキャンパーです。その際の管理などさせてもらえればうれしいです。
歴史や自然がある一宮町をもっと外に向けてアピールすることも町おこしにつながっていくと思います。
どの自治体でも作られている計画の作成でしょうが（構想・計画・実施計画）コンサルに委託するのでは
なく、職員でチームを作り、作成できるものだと思いますので、予算計上は必要ないと考えます。（私た
ちの税金です）現在の財政力を再度確認し、将来的に町がなくならないよう再検討をお願いします。（合
併も見据えて）何をするにも市町村から見ると一歩遅いように思います。（優秀な職員の方々がいっぱ
いいると聞いていますので、期待しています。）
日常生活がしやすいように、買い物などに行きやすく（スーパーの位置のかたより）なったら良いなあと
今一番思っています。

町民１人１人が住みよい町にしたいと思えるような行政をしてほしい。他の地域の方々が素晴らしい町
だと思えるような町がいいですね。
一宮町は己の町の歴史を知り、まわりの市町村に従うのではなく、己のカラーを出すべきでしょう。JR
は特急が止まるのです。国道を通る町なのです。県の中でおかれている位置を自覚し、他に追従する
ことなく、町民を守るという気概を行政で見せるべきでしょう。
玉川町長さんにより、たいへん意見を取り入れていただき改善されて良くなってきてますが、今までの
議員優先の道路、田畑整備中心の予算を見直し、危険箇所の整備、街灯など最低限の整備改善、老
人・障害者等の弱者に対する福祉充実、子供、若者、中年が住みやすい街、活性化すること。
【６0歳代 男性】
道路に飛び出た草枝の除去。
必要性を感じない道路などの公共事業が多すぎる。環境（景観）を考えない乱暴な開発をする地元業
者が多い。
犬の糞持ち帰り条例を作って下さい。
今回のアンケートは何の意味があるのか。役場の人々の能力及び学力の低下を町民に露呈してい
る。しっかり勉強し努力して下さい。
行政は住民の視点から課題をとらえ、必要な情報は早く提供してもらいたい。ボランティア活動の拡大
により「地域で守ろう。子供、高齢者の保護と安全」推進。協力はおしまない。人生は短い「地域住民と
のふれあい交流」の拡大を支援したい。
すばらしい歴史と自然環境を備えているのに外からあまり魅力が無い。車社会に適合したしゃれた街
づくりが必要（観光等で客を集められるような）なのでは。
活気活力のある町づくりを考えていただきたい。
駅の階段、出口が1つとても不便、足が弱いので出入口だけでも作って欲しい。一人になったときの買
い物などバスがあればいいと思います。何年も前から要望はあるようですが、是非お願いします。もう
少し越してきて長生きしたいです、畑も借りてやる予定です。
現状でも住みやすい町であるが、より住みやすくするため、防犯、景観、福祉に力を入れ、安心できる
まちづくりを望む。
昔、ポンポン船があったので復活させてほしい
ホテルシーサードオーツカの裏通り一帯にサーファーが路駐して非常に迷惑です。マナーも悪く、朝早
くから騒ぎ立て、自転車道まで占拠しています。そうゆう連中を野放しにしている間は町の魅力はない
と思います。モラルとマナーのある町を望みます。
自然環境を守る地域、商業地を計画的に配し、農地を守る。伝統の基本的なサービスは環境の整備、
清掃です。住民へのゴミの減少を呼びかけるだけでなく、役場が徹底的に町中のゴミを収集していかな
ければならない。遊休農地を町が借り上げ、若干労働を投入していくべき。
今迄の考え方を変えて、これからの発展的な問題の捉え方に努力するべきだ。
議員数が多い。
商店街の歩道が狭く駐車場がないので、買物に不便で町が活性化しない。歩道の整備が最も大切と
思います。
利便性より美しい文化的なまちづくり。超高齢化社会に対応できるまちづくり。
・ガーデニングの美しい家/見学コースが出来るような町に・中学、高校生の活用/ボランティア活動・災
害対策./特に津波時の避難場所の明確化・空家、空地の整備/治安維持・町と町民が一体となった行
政を
無関心をなくそう！町の議員は民活とは何かをもっと真剣に考えてほしい。２０～３０代の若者が誇り
（町民であることに対して）をもっと持つことができれば。街づくりの原点なんて所詮こんなところでしょ
う。
駅の東口の整備。
企業誘致等で働く場を増やし、人口定着率の安定化を図るのに伴い財源の増加も見込める。ペイジー
等の導入、ペーパーレス等事務作業の近代化を図る。海岸線を利用し風力発電施設を作り、町または
組合等で運営。町民及び東電等へ売電。増収を見込む。個人で組合を作り成功した例もある。将来税
金のない町一宮など夢ではないかも。
要望意見を書く前提として今回の各設問は活動等の詳細がわからず、どう回答してよいのかわからな
い項目が多かった。全てを広報誌掲載は望まないが何らかの形（例えばホームページ等）で町民に周
知されていればもう少し建設的な回答ができたのではないかと感じました。

町おこしのポイントを1つに絞り込むこと。高齢者に優しいまちづくり、子供のことを思うまちづくり、どこ
よりも安全に暮らせるまちづくり、海と緑を生かしたまちづくり、農産物をうりにしたまちづくり。例えば海
を生かしたまちづくりだとしたなら、まずまちの顔である一宮駅の整備。海側に新しい改札口を作り、
ロータリーを造るなどしし、スマートな町のイメージにしたい。そこから海岸に向かう道沿いに並木を植
える。（町民参加で）そこでイメージとしてはカリフォルニア風にするかハワイアン風にするか、それより
椰子を植えるか何にするか決めていく。そのイメージを波乗りロードに広げていく。横浜の中華街のよう
に、一宮のハワイアン（カリフォルニア）ロードをアピール．宅地開発の際にもイメージを統一する。一
宮、東浪見、太東までの海岸を一体化し、海が見えるポイントをいくつか作っていく。小型バスを一宮
駅、波乗りロード、道の駅、太東駅、梨街道152号線、128号線へと巡回させて、JRを利用した来客増加
と、地元民の足としての効果も期待できるような機能を持たせる。そのようなことにより、定住者増加と
来客数増加をはかり、税収を確保し、次のステップを試みる。町村合併をしない小規模だからこそ出き
るまちづくりを考えてもらいたいと思います。
洞庭湖を整備し、昔の桜の名所の復活を望む
【６0歳代 女性】
一宮駅東口をぜひお願い致します。
税収を上げるための長期計画（若い世代の定住、観光対策等に、または企業受け入れ体制など）が必
要であると思料される、農業政策だけでは町の発展はない。
一宮駅の改札口、エレベーター等の話題は何年も話には聞いていますが進んでいませんね。その前に
まず駅の入り口、３段位の段差が有りますよね。足の悪い人達は毎度利用する時に、せめて50cm位で
もバリアフリースロープみたいにしてくれたら楽なのにと話しています。お願いします。健康な人達は感
じないでしょうね、。
町内の商店は駐車場が少なく買い物がしづらい為、もっと客の集まる商店街になるような工夫が必要
だと思います。
一宮町は10～20年前はどのような町だったんだろうかと想う事があります。今は活気のない疲弊した
町もかつては賑わい隆盛した時期があったはず・・・その原因は・・・景気の悪化だけではないと思う。
今の小・中学校の子供達が成人し一宮に定住出来る様な産業観光・企業等の誘致に力を入れて下さ
い。子供達が一宮町に住んでいる事を誇りに出来る様なまちづくりを期待します。
町政全般に渡り税金のムダ使いを町民（代表）を交えた仕分け作業を行い、税金のムダを無くして欲し
い。尚、仕分け作業には町会議員を除く。
この頃、町・町民有志の呼びかけで、海岸・川・公園等の清掃をボランティアで行っている事は、住民同
士のつながりも出来て、とても良いと思います。大いにシニア等の活力を生かして、豊かな生活を楽し
める町にしたいものです。
まわりの町村を見ると必ず草花が色々な場所にあり、心をなごましてくれます。一宮町は予算がないの
か、その点とてもさびしいです。まず小さなことから始め、町を明るくしたいです。方法は色々とあると思
います。
私は住民になって約半年。車は運転せず、徒歩にて日常生活はこの町で過ごしています。この町は車
がなければ生活できないと不動産会社の方に言われました。確しかに夕方になると外灯がほとんどな
く外灯の少ないところでは足元も見えない状態です。歩く人が安全に生活できる町に。歩くことで健康上
とてもよいのです、私はこの町に来て健やかになりました。海岸までの河川道は素晴らしい景観です。
自慢できます。歩道が車椅子でも通れるように道幅を確保してほしい。高齢者が運転しなくても公共の
交通機関があったら、安心して免許を返納できるのでは。そして足腰も丈夫に歩くことが出来ると思い
ます。
たいしてお役に立てず、すみません。皆さん、頑張ってください、ご苦労様です。
玉前神社の参拝客を一宮の観光につなげる様目玉になる物を考える。一日中色々見て回われる物を
つくる、そしてＰＲする。駐車場も多くあると良い。
高齢化が益々進む中、一宮町で人生の最後を終わりたいと思える一宮に皆が思える未来を期待しま
す。安心して年齢をとっていきたいです。そのためのまず一歩！。
毎回、危険な場所等の補修を頼んでも予算が・・・との事なので・・・。結局、予算なら・・・このような事も
意味がないかなと！！
個人負担は増やさずに行政サービスを充実させる努力をして下さい。
・行政サービスと税収は別物。工夫してよく考えること。
・質問自体がナンセンスである。
・役場の職員がよく頭を使って対応すべき。町長が無責任。

一宮の商店街は、国道１２８号沿い通りの恵まれた立地交通条件にありながら、年々、さびれていって
しまっている。近隣のスーパーには多数の人が集まっており、現実的に大きな市場がすでに出来上
がっていることから、魅力のあるイベントや商品サービスの提供によって、人を呼び戻す努力は必要と
思います。あまりお金をかけずに、まちづくりのＮＰＯ団体などの協力のもと、新たなまちづくりに着手し
てみたりすると新しい可能性が開けてくるのではないでしょうか。他の財源の乏しい町とはことなり、一
宮町の近辺には既にレクリエーション（マリンスポーツなども）目的、ショッピング目的の人が多数増え
ており、十分に財源を得るだけの可能性が既に広がっていると思われます。
役場の人をへらせ
電車の本数はOKだが、駅の出口や駐輪場、駐車場がもっとほしい。住宅地の情報が少なく転居すると
きたいへんだった。もっと新入者が入ってこれる環境、首都圏に通勤出来安くする環境を目指せば、転
居者が増え、税収入につながるのでは。大きな病院もあると住みやすくなりそうです。
巡回バスの運行を希望、利用者が費用の一部を支払うことにし、小型バスを巡航できるようにしていた
だきたい。一宮JR駅にエレベーターかエスカレターを設置していただきたい。（町政の役割ではないか
も知れませんが、働きかけをしていただきたい）
農業振興に力を入れる。（遊休農地を活用して、一宮町の特産品（メロン・トマト・梨等）に力を注ぐか、
あるいは新商品（全国に有名）を作りだす。
海岸が一宮の人気の元です。トイレ等の整備、設置、誰でもが訪れたい海岸にしたい。道の駅を国道と
海岸通りの三角地に作ってほしい。
道の駅を駅下の広場に提案します。必ずしも国道沿いでなくてもいいのではと思います。
厳しい財政状況の中、日々の行政に苦心しておられることと存じます。今後も、現在の生活水準を維持
していけるよう願っております。
幼稚園をつくってほしい。（母親が働いていなくても、預けられるように）町民のために必要なのか、ほ
んの一部の人たちのための施設が多いようです。
①財政難なのであれば町会議員の月給を日給、時給に変える。②広報でも野焼きは注意と書いてある
が何も変わっていない。ハウスビニル、家庭のごみ全部燃やしている個人名をだしたいくらい苛立って
います。③飲酒運転あたりまえのような一宮町議会議員は大丈夫ですか。
町の図書室が12時～13時まで閉じているのはおかしいし、不便。駅前に公設の自転車置場、駐車場を
造ってほしい。最低１日１００円、駐車場５００円くらい。都内でも１００円なのに一宮は高すぎる。引越し
組ですが、一宮は閉鎖的（移住者に対して）民間の自転車預かり者を保護しすぎ、町で行政指導してほ
しい。町の駅前の空き地を有効利用してほしい。役場職員はサービス精神にかける。
歴史ある一宮の顔、駅をもう少し整備し、味気ない駅前広場を何か心安らぐ様に変えられたら良いなと
思います。道の駅の計画を進めて一宮の歌等を流し、町民が盛り上がり観光客にも一宮をアピールし
ていけば良いと思います。
高齢化が進み介助が必要になった時誰でも入れるような老人ホームがあるようになってもらいたい。
一宮町に生まれ育った人達と新しく一宮町に住まわれた方達との意見（考え）の交わりがない様に感じ
ます。良いまちづくりをする上でもこの辺のところも重要かと思います。
駅のバリアフリーと自転車道路を。
道路脇の草刈をこまめに。
厳しい財政状況の中、町づくりに取り組むことは大変だと思っております。皆さんでアイデアを出し合っ
て少ない経費でより良い町にしていきたいと思っております。町内巡回バスについても最初からバスや
運転手をと考えずタクシー会社と連携してやれないかなど考えてみてはいかがでしょうか。
駅の東口開設してもらいたい。
１２，４８３人に対して町議、役場（特に建設省）の人間が多すぎます。農家だけ依怙しないで、私たちを
よそ者扱いにしないで下さい。一宮町の人間ですから。
高齢者が住むなら一宮町といえるまちづくり。買い物が便利であること。医療施設の充実。交通機関が
整っていること。
交通が不便なのでバス通して下さい。
町の活性化を願う住民として、駅西口広場の整備を早期に取り組んで欲しい。手狭なロータリーは安
心して活用出来る状況でなく、残念です。また、駅構内（ホーム）のエレベーター設置を一日も早く望む
ものです。
長生村のように、芸能などもう少し出来る範囲の楽しめるような施設が欲しいですね。
一宮に住んで２０年以上、今でも一宮は閉鎖的な町という思いがあります。ＪＲの特急も止まらない駅
になるのでは・・・と危ぶんでいます。使用しない田・畑・荒地があるのだから、工業・商業を呼び込んで
良いのではないでしょうか？それにより人の動きが生じ、その動き（波紋）からいろいろなものを動か
し、町の活性へとつながってゆくと思うのですが。
住みや良いまちづくり、お願いします。
一宮駅周辺の整備、特に東口からも乗降できるよう早急に検討ねがいたい。

町内を１区～１７区と区分けしている様ですが、どこがどこ辺なのかさっぱり解りません。どこに行けば
詳しくでている地図があるのでしょうか。踏切を渡らず東側よりＪＲを利用できる日はいつ来るのでしょう
か。橋上駅舎の案も消えてしまったのでしょうか。役場の近くに季節を楽しめる老人も子供も集える公
園があったらと常日頃より思っていますが計画はありませんか。一宮川の両端に桜を植樹という希望
をあちこちで聞きますが、実現は出来ませんか。どれもこれもお金がかかりますが、町が良くなる為の
はっきりした目的で寄付を募れば協力してくれる町民も多いでしょう。維持管理も町民、民間団体のボ
ランティアなどに働きかけるなど。また素人考えですが区費の一部をこれにあてる。などいかがでしょ
う。一宮駅から海岸までの道の景観、ここにも桜や花木の植樹はいかがですか。町の印象は変わりま
すね。
全町ガス化の推進をお願いします。（都市ガス化）高いプロパンガスに悩まされております。同じ町民税
を納めているのに不平等。たしか向井町長時代に一度行われたと聞きました。よろしく頼みます。
一宮町には良い素材があると思います。それを活かしきれてはいないのではないでしょうか。今一度ひ
とつひとつ見直してみてはいかがでしょうか。
【70歳以上 男性】
玉川町長になってから、町政も随分改善したように思うが、まだまだ改善すべきことは多い。役人根性
からの脱却・効率よい行政の徹底を計る。住民の声にすぐ回答し、実行できるものは直ぐ実施（すぐや
る課の創設）。町民からの要望と町政のこれに対する見解を広報に掲載すべし。
東浪見の駅に自転車置き場がほしい。
高塔堰下道が崩れ小車が入れないので改修願う(２m位）・高塔堰管理者が余水排けを揚げすぎと判断
するが、雨水により進入道に立木が倒れ、不通のため、森林管理不能です。政治的解決を期待しま
す。（大木が沢山倒れ、林道上に人の交通不能）
玉川町長の今後の活躍を期待しております。
一宮町の厳しい財政状況の中、現在防災無線で募集している町の正しい計画的建設委員を募集して
いるが、町の議会議員の中から３名選びそれに１０年間計画づくりをしてもらい、あえてやらなくてもで
きると思う。税金の有効利用を望む。
財政が厳しいので町議会議員のボーナスをなくしたほうがよい。
一宮の商店街がもっと賑やかになることです、それには無料の大きな駐車場があれば良いと思いま
す。昔の一宮町はどこえやらさみしいですね。となり町では大きなスーパーもあるし、一宮町にはないで
すよ。
駅の階段の上り下りが出来ないため、茂原駅まで行って有料駐車場を使い、電車を利用しています。
町の中心となる玉前神社のまわりとりわけ128号線の車の無法駐車等道徳意識を改めるべき、毎日国
道に魚を並べて干していても何のお咎めもない状況には異和感があり、この町に来て１０年たっても理
解できない。
永い間、使いなれた一宮荘がこの町から消える方向に向かっていることは淋しい事。これも時代の流
れと思うと残念ですが、老人クラブ活動の出来る場として使用者側が使用料負担すべきで、もう一度ご
検討を望みます。
生活廃水、下水道をもっと早く。
職、住、子育てが成り立つ町へ。手を打たないと、いずれ限界町へと進んでしまう。
先ず、とにかく1日も早く光通信でインターネットが使える様にしてください。今のままでは陸の孤島どこ
ろか不便この上ないです。地方こそ情報のインフラに力を入れて欲しいと思います。
町の交通利用が大きく変わっている、特に町内の128号線より県道30号線のほうが交通量がだんぜん
多いのに道路の整備が30号線は全然出来ていない。わだちがひどく交通事故も多発している。しっか
り目を向けてほしい。
釣地区に住んでいうますが、いまどきISDN回線しか通らないというインターネット環境です。定住し、在
宅勤務を希望する上で大きな障害となっています。公共交通網（バス等）が少ないので、ある意味一宮
はアメリカ型の車社会のうえ、高齢化が進んでいるようです。そういう状況を考えても、高速インター
ネットの１００％の普及を強く望みます。都会からの移住者が定住する条件は仕事を継続できるか否か
が大きな要素です。過疎化を防ぐためにも、都会でない「まち」だからこそ情報網の整備が重要です。
役場や駅近くにお住まいのかたがたは他人ごとでしょうが。
行政サービスが高齢者に偏りすぎ。保育所の増設（員）→共働き→世帯の収入増→税増収では？
子供や高齢者が住みやすい町に
一宮町にずっと住むので、アパート住みはイヤなので、土地などローンが組みやすい町にしてほしいで
す。
問２の（２）で３８番と答えましたが、目に見える道路ではなく情報の道路（老ケーブル）の整備を進めて
ほしい。

・住んでいなく老朽化している家、草が生い茂っている土地。景観も良くないが、防災的にも良くない。
定住していないのはわかるが、どうにかしてほしい。以前、たばこのポイ捨てで火事が出たことがある。
土地ひとつひとつの管理をしてほしい。
・スーパーがなく買い物に不便。一度に２店つぶれてしまったので。商店街は車は止めずらいし、スー
パーのあてもそのままだし。
いつもまちづくりの為に、様々な視点で考えて下さりありがとうございます。
・通学、通勤者の為に、一宮駅周辺の整備をしてほしいです。（駐輪場・駐車場・２４時間営業のスー
パーの設置）
・冬場暗くなった時、安心して女性や子供が歩けるように、外灯や歩道の整備をお願いします。（最近は
健康の為に散歩する人も多く、車道や歩道の狭さから危険性も高い）
・未来を担う子供達の為に、公立図書館を！！もしくは現在ある小・中・高の学校図書館を地域開放し
てほしい。（土・日だけでも）
・駅東口改札の設置は安全面からも急ぐべき。
・役場の新築または移設が必要。
・海岸の美化など、持てる資源を有効に生かしたい。
道の駅を早く作ってほしいです。新鮮な野菜や魚などが並ぶのを楽しみにまってます。
一宮町の財政状況を考えると役人数が多いです。人件費、交際費等根本的に見直してほしいです。
町行政が町民とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝをはかるための努力は評価しますが、議会議員の活動はみるべきもの
がない（地域住民との接触がない）この点の改革と区長などの活動を助長する方策を考えるべきでは
ないか。
この町に住んで１０数年過ごしましたが、どの方が町長になられても掛け声だけで、住民のためになる
ことは少ない。特に新入者のためには。特に駅東口にしても本当にやる気がない。いろいろなしがら
み、利害でやれない。護岸工事にしても本格的な工法はやらない。地域土木業者がいつまでも繰り返
し続けられるようにしかみえない。この町は古くからの者が優先している。私どもが誘った友人等は他
の方面へ移動してしまいました。私も移転を考えています。
神門踏切北側に歩道設置を。
保育園を増設入所出来ず。他の町村に従い議員職員の給料減額すること。東浪見土地区画整理組合
事務所２階建、小関工業と東日総業が１億円で建てた無駄使い。茂原の大芝区画整理がプレハブ２０
０万円、比較してみな。今町が２億９千万円使い解決する組合会員が負担する。そんなに支援したいな
ら玉川町長個人資本でしたら。住民税、固定資産税、商業活性化あり得ない。旧サカモト食鮮館倒産し
ているでしょう。しばらく家は建たない。徴税は一切支払いません。玉川町長不信任。住民投票か失職
条件となる。
一宮町の独自の発展は人口増なくしては大変だと思います。合併問題は落着したようですが、しかし何
も茂原の合併よりも近隣町村（睦沢、一宮、長生、白子）の４地区の合併が考えられないでしょうか。特
に一宮町においてはこれからは長生村の存在が益々大きくなってくると思います。ベイシアの進出にお
いても色々とあったりしました。
町村合併を断固実施するべきです。一ノ宮駅及び駅前広場の改善。観光バスの乗り入れが出来ない
場所で発展している地域がどこに有るでしょうか。東浪見駅で下車したサーフィンの多数の人が海岸へ
行く道を迷っています。
一宮町の玄関であるJR一宮駅及び駅前、安全通行の踏切等周辺の美化整備を促してほしい。サー
ファーの集まる海岸沿いの美化、駐車施設（町営有料）等、町外者にも受け入れられる魅力ある町づく
りを。
一宮町は近隣市町村から比較して４０～50年開発が遅れている、役場庁舎などは作り変えればよい
が、それより役場のトップからスタッフ、議員などの質、レベルが問題です。現状を守ることすら出来ぬ。
たとえば法務局は一宮から茂原の分室に移されたり、そのうち裁判所も茂原に移るかも、文化財もみ
な他に移ってしまった。昔は一宮は茂原より栄えていたが今は見るかげもない。これは長い間に他の
市町村においてきぼりにされたもの。観光地など何もない。海はサーファーだけになり何の事もない、
道の駅もない。大多喜などは小さい道の駅から立派に大きくしたり、睦沢などは個人が社長になりだん
だん大きくなるはず。私は老人だが未来の一宮は消えてなくなるものと考えている。まだ言いたいこと
は沢山あるが、紙面の都合上やめておく。
町には目玉が無い。茂原市は別として長生村には尼ｹ台公園・睦沢町にはプール、体育館、いすみ市
には梨羊羹、梨プリン、それに年1回のマラソン大会、麻雀大会。一宮でアピールするもの何かと考えら
れるとき、これ！というものが無い。他市町村から人が来て賑わうのは花火大会と玉前神社祭礼だけ
であまりにも淋しい。道の駅はキャンプ場跡でなく、近くの信号の一宮寄りの三角の土地を埋め立て、
設立したほうが利便性があると思う。
今、一宮町が一番住み良いとの事で、県外から高齢者が多くくるのが恐いです。なぜかというと口は達
者で協力なし。
まちづくりとは人づくりであり建物づくりだけではない。若い役人達が漢字も書けない人々が多いのに
驚く。学歴偏重社会となれば、益々格差社会にて不満が爆発して社会を不安化させる。学歴だけでなく
人材育成に努めるべし。どちらの市町村においても老人対策には大変な努力をされているので一宮町
の老人だけがわがままは言えない。

町会議員の報酬が高すぎる。昔は正直一票いくらで買ったのが今では一銭かからない。それなのに１
ケ月何日も議会がないのにあんまりもらいすぎだと思う。現在の半分位でよいかと思う。
まちおこし：町と観光協会、商工会が主体にならないと町民は動けません。利便性：「運転できなくなっ
たら都会に戻る」という話をよく聞きます。早く町循環バスを考えてください。町長の公約でもあります。
健康：朝、防災一宮でラジオ体操を流したら如何でしょう。
東浪見から町の中心まで徒歩だと１時間強、電車は１時間に１本、巡回バスがあれば良いと思う。（有
料）
町全体に活力が感じられず、一宮町の特色を生かし、活性化する事を望む。例：観光による町おこし。
一宮町は昔から歴史のある町。観光地、海、山、川があり、町おこしとして駅下から役場近辺の道路の
整備、また、下水、排水などの整備をして、観光地として町おこしをする。現在の駅下～役場間は町とし
て、一番観光客が見て整備されていないので、きれいな町づくりをして下さい。
・町村合併は茂原市とするな。本納は現在、商店の広告に、茂原市本納とは書かず、上総本納と住所
を書いている。歴史ある一宮だ。合併するなら一宮・睦沢・長生・白子ですべきだ。合併せず一宮町で
良い。狭いながらも楽しい我が家。資金が少なければ我慢して生きよう。
・大多喜は警察を大原に統合され、県に城を作らせた一宮はポカンとしていた。
・一宮の電話番号を ４２（死に）にされたわけを知る人なし 云う人なし
・茂原へ本納を合併する為、病院を本納に茂原に持って行き、他の町村は資金を出している。
１０年後の一宮町とのことですが、これだけ自然が残されている所は珍しい。東京から１時間の所で、し
かし住民の意識が低く、守るという意識が見えない。ボランティアだけに頼らず、行政も関わることで視
線が変わるのでは。農家の方々とサーファーさんの交流ももっとあって良いと思いますが。
数年前までは、高齢者は健康診断を行っていたが何故中止になったのか。県民市民税他にも国が定
めた税金は経ているのに（これも税金の無駄遣いなのですが）
町のまちづくりの全容が町民に詳しく知らされていないので町に町民の意見が反映されない。町づくり
の行政の全容を良く広く町民に知らしめることに努力して欲しい
一宮は広い広場、駐車場がなく何をするにもよその町に行かなくてはならない。国民宿舎や福祉セン
ターがなくなれば１００名近くの集まりをする所が無い。長生郡市の市町村の運動会、ゴルフ（グランド）
等を色々の集まりをする場所がありません。
新しい町づくりに高齢者のためのくるりーんと云って小さいバスがあればとても助かります。
玉前神社を生かしきれていない。一宮川を活かしていない。里山を活かしていない。天道光の道を活
かしていない。住民の考え方を１人１人が変えて良い町を。たった一度の人生だから。目を輝かせて生
きることだ。
町の活性化につとめてもらいたいです。他の町に比べて活動が少なく眠っているようです。
町民体育大会、盆踊りなど町民が集まる事を催すと良い。他、フリーマーケト。いわゆる人集め。フェス
ティバルなどです。一言今の役場の動きが足りない。教育委員会も同じ。
別荘として住み、住民登録して6年の永木にわたりこの町に住みましたが、ひとつもよくなった部分がな
い。絶望している。文化施設、交通（町内のバス）など年齢（70歳代）と共に不安ばかり、近々他の町へ
転出することを考えている。
一宮町は丘、平野、河川、湖、海岸に恵まれたすばらしい地であると思います。ここで生きることができ
るって幸せです。やる気、元気が出てきます。この町は月毎に人の数が多くなっているようで嬉しいで
す。太陽、水、風などを利用したエネルギーが得られたらと夢見ています。
赤ちゃんから老人まで楽しく健康的な生活が出来る町づくりを希望します。
歴史資料館または郷土資料館があれば加納藩の資料展示ができると思う。河川に錦鯉を放流する。
【70歳以上 女性】
私は９０歳ですが、一番危惧していることは、今の若物が活気が無く、日本の将来が一番案じられま
す。今、日本国がだめになりそうです。今、若者ががんばり日本国を支えてもらいたいです。
現政権（民主党）の良いところはまねても良いと思いますが、何でも同じようにやるのはいかがなものか
と・・・。老人の意見を聞く機会が少ないような気がします。６５歳以上の人口がどれくらいの比率でいる
のかわかっているはずなのに。
商店街の駐車場不足が買い物客の足を鈍らせているように感じる。もと志田別荘の跡地等、美しい樹
木と共に一休み出来る公園などどうでしょうか。町の品格に色を添えると思う。
個人的で申し訳ありませんが、道路を隔てた前の土地に生えている大木で、まったく日が当たらなくて
困っています。上の方を切って頂きたい。町会議員さんの持ち物です。それと毎日野良猫の糞を５箇所
くらいとっています。餌をやる人がいるからです。糞をとると食欲がなくなります。助けてください。
もっと高齢者が多くなるのですから、空いている土地などに福祉施設を作るほうがいいかと思う。
個人負担は減らしてほしい。
他の町村より下になりつつある。頑張って下さい。

子供が少なく学校の生徒が少なくなってきているため、田、畑をもっと自由に宅地に直し、家を多く建て
れば若い人たち（サーフィン）が住みたい場所なので住宅を多くする方が町の住民が増えて良いと思
う。
一宮の駅周辺の整備（駅前広場など）駅の階段のため荷物を持ったお年寄りの方が大変だと思う。特
急、快速が止まるのでもう少し発展が出来るのではないかと思う。
年を重ねるにつれ安心して医療にたくせるシステムつくりを希望します。
駅のロータリーが有るのにもかかわらず、朝・夕のふみ切りの混雑解消のため、役場側に一日も早く改
札を開いてほしい。海岸辺りに道の駅をつくり、町の農産物等売るとよいと思う。12区は特に昔からの
古いしきたりが残り、若い世代には息苦しい。
歴代の町長様は人口20000人にしますと、みな申しておりましたがなかなか実現しません。残念です。
公共施設の維持管理費、大変ですね。使用料が非常に安いと思います。段階的に増やして10倍にして
みてはいかがでしょうか？焼け石に水？同好会での使用施設、公民館、創作の里etc
自然環境は崩して欲しくありませんし、不必要な道路を通すことより、環境の整備をするべきだと思いま
す。駅周辺も整備を。ただし、都会的なビルや駅は、一宮の良さが失われます。田舎っぽい所が良いの
です。
町はお金がないと言われているが、無駄が多すぎる。まず、議員の人数が多い。議員の月給も３０万
円で、月１～２日位しか出ない人もいると聞いている。給料も下げた方が良い。職員の人数も多すぎ
る。現在はパソコンを使っているので、５０人位で出来るのではないかと、会社を経営している社長は
言っている。まず、当分の間、新しい職員は止めたらどうか。町はその努力をしてからいろいろ考えて
欲しい。
駅より海側には食料品を買える商店がないので、商店街の中から出店したい方を募り、旧サカモトの
店跡に共同でストアーを回転したらいいと思います。町の直売所も入り、地産の野菜・米・花等を売れ
ば、より買い物客は増えると思います（お年寄りの為にも）。新しく造るのではなく、今ある物をうまく利
用することで費用がかからないのでは？
一宮町の特色（農業、海等の自然）を生かした行政運営を目指して欲しい。そのためには、関連する情
報提供、また、町政の情報公開も積極的にする必要があるのでは。
JR上総一ノ宮駅の東口を早く開設していただきたいです。その際エレベーターを設置していただきたい
です。図書館を整備してください。あまりにも本が少なすぎてます。行ってみてがっかりしました。
これからも住民の声を大切にしながら、町おこし頑張ってください。
高齢の上体に障害があるため外出する機会もなく、思うような回答が出来ませんでした。地域の方々
の障害者に対する思いやりに感謝しています。
海岸侵食の対策を早急に効果のある方法ですすめてほしい。津波対策を。昼間家族がいなくて老人だ
けで家にいるので災害時の情報が耳が遠くて伝わらないと思うので情報がしっかりそういう人にも伝わ
る、支援する対策を早急に考えて欲しい。
新浜人口が増え整備なし、細い排水は泥につまり、流れず、汚く臭い、特にこの海岸はひどいもので
す。海岸松枯れはひどいもの、消毒はしてません。４０年おりますが消毒をしている時はよくわかりまし
た。最近は音も無くいつのまにか終わったとのこと。はっきり言ってやってません。若い人（特にサー
ファー）家を持ち仲間たちが夜中まで酒を飲み大声でわめき何度となく注意しても相変わらずサー
ファーのマナーなんて有りません。タバコの吸殻もあっちこっちにポイ捨てです。非常に困ってます。
一宮町役場から海岸に行く直線道路の車道と歩道の分離帯の草刈は玉川町長になってから一度もか
られたことがありませんが、即現地を調査の上、適正な処理をお願いします。（環境美化の上から） 一
宮海岸のトイレ整備について、連日、サーファー及び観光客が来ていますがほとんど使用不能である、
現地を見て一度使用してみてください。まちづくり推進課の職員は町内をくまなく巡回して、交通安全の
上から道路及び歩道の整備と駅周辺に駐輪場の整備を要望します。役場職員の意識改革を行い、町
民のためになること町政を行っていただきたい。
高齢者が多い割に老人ホームがないので心配です。
菊花薫る今日この頃、ご健勝で活躍本当にあたたかい心くばり感謝申し上げます。ありがとうございま
す。一宮町しかないポンポン船はどうでしょう。いろいろと問題も大きいでしょうね。
町民がそれぞれ町の発展に寄与すべく、ボランティアの方々が少し個人個人がたくさん役を持ち続け
ていられると思う。一団体がどの役にも同じ顔では駄目だと思います。もっと町民皆が色々町の役をや
り、ボランティアに参加し挙って、行政を助ける様にすべきと思います。多数のボランティアを参加され
る方にもっと他の友を呼び助け合って、町中の方々の力を考えるべきだと思います。
今まで幾度か町にご意見を申し上げましたが、回答はいつも同じ。何の進歩もない町の姿。最低の費
用で最大の効果を得る。民が出来る事は民が担せ。町からの費用は余分に出費しない。民の協力得
る事が、公共精神を植えつける意味でも是非必要。
町内に食品や生活用品等を買える所がなく、孫も車をもたないため大変不便で困っています。郊外型
ではないスーパーがあると助かります。
住民への福祉のましな自治体へ転居するとの話を聞きます。一宮へ転居したいと思う人が増えるよう
な、住民のための行政を望みます。
駅ビルを造り商店を集める。

町議会議員を半分にする。
質問が盛りだくさんすぎ、問８等は都会の町並を想定されているようです。抽象的な質問が多くて答え
に悩みました。町長さんの公約の実現を期待しています。
役場の業務を月に１回は日曜にやってほしい
海岸地に道の駅をぜひ作っていただきたい。一宮には道の駅とゆうものがない。
一宮駅付近に大規模な有料駐車場（例えば駅を高層にして上階を利用する）を設けてはどうか。東京
への通勤が便利になり、一宮定住者が増加するのではないか。
商店街の道路整備。
町の商店が減り、高齢者は日常生活に不便をきたしております。町の商店街を何とか活かして欲しいと
思います。玉前神社、洞庭湖、憩いの森等を中心として観光地で他県から人が来るような町になれば
良いと思います。
高齢者にとって足の便がありませんのでバスをなんとかお願いします。にこにこサービス本当にありが
たいです。ありがとうございます。
以上のこと総てに“住民参加”による行政、議会を通じた一体的な課題推進が不可欠。
・衛生環境改善・・・汚物、生活排水を川、海に垂れ流すのではなく、積立、長期計画で中央処理場整
備を切にお願いします。
・一宮駅にエレベーター設置を是非お願いします。
一宮町に大きなスーパーの店が欲しいです。女達は日常の食べ物を買いに行くのが遠くて大変です。
出来れば私共も嬉しいです。
農道にはU字溝（雨水溝）があるのに住宅がある場所にU字溝がないのはどうしてですか。固定資産税
を払っているのに不公平です早急につくってください。
耳鼻科病院があるといいです。
茂原より早く発展した一宮町を昔をしのんで（和宮様の乗ったカゴなどある）歴史をしのべる町に力を入
れたらどうでしょう。
農産物は味にバラつきがあるので味の質を高めて一宮産は味が良いと評価されるようになって欲しい
と思います。空き地の草刈は役場に電話をしてもなんとかなった試しが一度もないので、農業委員会の
方が責任を持って土地所有者に対応してもらいたいと思います。特に住宅地に接している空き地につ
いてです。彦根城のキャラクターひこにゃんのようにとびっきりかわいいキャラクターもあると良いと思い
ます。また、中高生の力を活用する事も多いに結構な事と思います。
【年齢 性別 無回答】
ＧＳＳセンター内にあるトレーニングセンターの活用を検討すべきと思う。専任のトレーナーが必要と思
うが、人件費の難点あり。良策を。

