
29% 

3% 

4% 4% 

2% 
15% 

10% 2% 

2% 

25% 

4% 

65歳～自由意見 

自然 

行政 

交通 

施設 

人口日本一 

その他 

人間関係 

文化 

健康 

行政（要望） 

住みやすい 

38% 

4% 
4% 7% 

2% 

17% 

8% 

3% 

2% 
13% 

2% 

50歳～64歳自由意見 

自然 

行政 

交通 

施設 

人口日本一 

その他 

人間関係 

文化 

健康 

行政（要望） 

住みやすい 

26% 

10% 

5% 
5% 

4% 
17% 

5% 
1% 

0% 

21% 

6% 

35歳～49歳自由意見 自然 

行政 

交通 

施設 

人口日本一 

その他 

人間関係 

文化 

健康 

行政（要望） 

住みやすい 

要望 

31% 

8% 

12% 6% 
6% 

10% 

13% 

2% 0% 
6% 

6% 

18歳～34歳自由意見 自然 

行政 

交通 

施設 

人口日本一 

その他 

人間関係 

文化 

健康 

行政（要望） 

住みやすい 

32% 

6% 

6% 
6% 

3% 

15% 

9% 

2% 
1% 

16% 

4% 

アンケート自由意見（全体） 

自然 

行政 

交通 

施設 

人口日本一 

その他 

人間関係 

文化 

健康 

行政（要望） 

住みやすい 

自 然 

人間関係 

行政・交通・施設 

交通 
人口日本一（村） 

施設（建設要望） 

要望 

≪アンケート自由意見欄≫ 
 
あなたが日頃感じている、滝沢の暮ら
しの好きなところやこれからも大切にし
ていきたいことなどをご記入ください。 

≪１８歳～３４歳≫ 
自然や地域の人の温かさ、交通
の便の良さが好きなところ。 

≪３５歳～４９歳≫ 
自然と人口日本一の村が好き。
働く世代ということから、就職や
子育てなど行政への要望を多く
持っている。また、地域での人間
関係については、好きな要因に

≪５０歳～６４歳≫ 
自然や人間関係が好き。 
スポーツ施設などの充実を求め
ている。 

≪６５歳～≫ 
自然や自治会などの人間関係
が好き。健康や生活面で行政へ
の要望を多く持っている。 

・自由意見欄の特徴 
どの世代も、滝沢村の豊かな自然が好き
であり、大切にしていきたいと感じてい
る。また、人との繋がりについても、大切
にしていきたいと考えている。 
ただし、質問の趣旨とは異なるが、働く場
や環境整備等に関する要望が多く記入



内容 １８歳～３４歳↓
自然が多い（温泉、登山）。盛岡市と隣なので便利でありながら静かな環境

岩手山が近くて見ごたえがあるところが好きです。田んぼだらけの地域ですが、雪景色がキレイ。交通（公
共の移動手段）が不便で大変なことも多い。核家族での子育ては大変なのではないかと思う。車がなくて
も生活しやすい地域になれぱ、もっと住みやすいと思う。ベアレンビール祭、滝沢村だけが予定未定で残
念です。森・木が多くあり、生活面で不便であっても、それ見れば安心があります。これからも自然を大切にして欲
しい。

自然を大切にして欲しい。自然豊かだけで盛岡市に近い為、車があれば買い物にも困らないこと。

行政サービスが手厚い

夕方16：00（17：00）の帰りのほうそうで、今日も「おつかれ」って気持ちになる。

ごみの分別が楽。自然がたくさんあり空気がきれい。
日本語の使い方が良くないと思います。敬語を使うことで統一するなら、お子さん→お子様。おられました
ら→いらっしゃいましたら。が適切ではないでしょうか？滝沢市の住民が正しい日本語を正しく使って生活
していけることを望みます。特にない

市内には建物がたくさんあり、買い物とかには便利ですが、滝沢は、夜空がとてもキレイで、景色も好きで
す。これからも、そのようなものは大切にしたいです。あと、友人や家族も大切にしていきたいです。

公園が多数あり子供がのびのび育つ環境があること。今後市となり都市化がすすむと思いますが、そうい
う環境はこれからも大切にしてほしいです。レジャー施設やプール等近隣の市町では充実していますが滝
沢村には少ないよすに感じ寂しいような気がします。
・自然が豊か・水がきれい

盛岡に近いので、買い物など便利です。豊かな自然を大切にしていきたいです。

子どもの医療費の支払いが、村から振込みになっているが、病院にかかる時に、無料にしたほうが、手間
とむだがないと思う。親からしらも、その時の現金を出さなきゃいけないのが、きびしいこともあるので、
もっと安心して過ごせるように見直してほしい。
自然が美しく、暮らしやすいように道路や施設が整っていること。医療関係の勉強をしているので、就職
後、県外から帰ってきたときに、両親、祖父、祖母の介護、子育て、勤務が両立できるサポートが充実して
いるたらいいなぁと思います。
自然が豊か。岩手山がきれい。

私は滝沢生まれ、滝沢育ちで学校も高校以外滝沢村の学校に通っています。買い物もある程度しやすく、
自然も豊かで人口が多い村という点も自慢の村です。ずっと大事にしていきたいです。

人を探す放送が流れるところ



自慢の滝沢村です。村民に対して、温泉や体育館を村民料金としているところが有りますが、それを更に
広げて欲しいのと、スポーツの機会を増やすためにも体育館を建てて欲しいです。

豊かな自然と人のあたたかさが誇りであり、これからも大切にしていきたい。

滝沢村の人は良いが多い。自分に合っているから、滝沢村が好き。日本一人口の多い村を譲ってしまう
のは悲しい。

日本一人口の多い滝沢”村”が好きでした。

一本木郵便局前～盛岡へのバスの夕方の本数を増やしてほしい。仕事が終わってから外出をすると、ど
うしても時間がぎりぎりになってしまうから、その日行きたいときに諦めなければならなくなる。巣子はとて
もいい所。あそぶのも買い物をするのも。
交通の便が良いところ。自然も程よく多いところ。

産直や住んでいる近くに無人販売がある所。

「日本一人口の多い村」というところが好き。このままでありたかった。

滝沢市になってコミュニケーションと人と人と関係をふかめていきたい。

お年寄りや子供が暮らしやすい環境だと思うが、６０代以上の病院やバス代を割り引き、無料化にしたり、
小学生未満も病院代を無料にしてほしい。

滝沢村には市営住居が少ないと思います。所得が少ない人のために盛岡市みたいに（県営住宅）増やし
てほしいです。（母子家庭は大変です）

滝沢の良いところは、ゴミの分別があまり厳しくないとこ。すごい助かる。

別に市にしなくても良いと思いました。バスが汚れていたり、壊れていたりしているので、そういう所も（ささ
いな所にも目を向けてください。）

自然をこのままで。

自然が多い所。地域の特産品が売られている場所がたくさんある所。

滝沢に住んでみて、すごい周りが優しい、いろんな景色がキレイ。ゆったりしていて住みやすい環境だな
あと思いました。

学区が広すぎる。登下校が心配。共働き世帯が多いのに学童保育、保育園の休日保育等が少ないのと、
時間が短い。土日祝も夜まで安心して預けられる所がほしい。（冬場はとくに。盛岡に働きに行って帰って
くるまでに１時間もしくは、それ以上かかるのに、休日保育１８時までは不便。）子育てがもっとしやすい村
（市）になってほしい。老人ばかりでなく、若い世代、子どもも大切にしてほしい。

子供が遊べるような公園がたくさんあり、ママ友との情報交換の場が出来るのは嬉しいです。



自然もたくさんあり、程良くショッピングモールや駅にも近いので良い場所だなと感じました。地域の子供
が集えるような場所にこれから積極的に足を運んで行きたいと思います。

盛岡市近郊で生活がとても便利である。

好きなところ・・・自然豊か

特になし

室小路は静かで住みやすい。

産直などで、地域の農産物が豊富に売られていて、それをその地域の人が買うことができること。つまり、
地産地消であること。できれば、環境が安全であることを確かめるために、ガイガーカウンターの貸し出し
があると、安心して生活できると思う。
村の方で様々な理由があるのでしょうが、私としては「滝沢村」が好きだったので、滝沢市になるのが残念
です。滝沢が好きという方がたくさんいるので、住民に大切にされてる事はすごく誇れると思います。

滝沢駅があるのは通勤に利用しているので、駅があってよかったと思う。どても便利だと考えている。大き
な大学があるのも多くの人が滝沢へ来る良い活性化への道なのかもしれないが、大学生のマナーが悪い
のがいただけない。横５列になって並んで歩き、とても不快。滝沢村で学んでいるからには、人に優しい学
生であってほしいものですね。犬の散歩中、あいさつしあうコト。

自然が豊かな所が好きです。のんびりとした雰囲気があると思うので、そういう面を大切にしていきたい。
そうすれば自然と助け合う気持ちが生まれると思うから。

比較的環境が便利で事件も少なく暮らしやすい。ゴミの分別のプラともえるゴミの区別がないのが良い。
村民の人柄がおだやかな人が多いような感じを受ける。

滝沢分れから商工会まで大型車両の通り道になっているため、騒々しい。うかい路を考えてほしい。

滝沢村の自然が豊かで、住んでいる方々もあたたかい人が私の回りでは多いです。子供がもっと遊べる
公園や建物を充実させて頂きたいです。伝統あるちゃぐちゃぐ馬っ子は大切に続けてほしいです。

滝沢の暮らしは交通の便がよく、買い物が十分にでき、人が多いところが良い。一方で夜は落ちついて、
静かにすごせるところも良い。

自然。岩手山。図書館（もっと品ぞろえの良い）があったら良いなぁと思います。大人から子供まで楽しめ
れるし、滝沢の暮らしがもっと良くなると思うのです。個人的にですが、マンガやＣＤ、名作ＤＶＤなどの貸
出しがあるとうれしいです。
岩手山を大切にしてほしい。

産直品がすごく助けられます。自然が身近に感じられることは大切だと思います。

自然の豊かさを守っていきたい。



雄大な岩手山が望める自然豊かな環境に恵まれていると思います。これからもいまある豊かな環境を大
切に守りながら、交通の便（バス路線など）をより良くし、広い土地を活用してショッピングモールを作るな
ど、若者にとっても高齢の方にとってもより住みやすく暮らしやすい”新しい滝沢市”になることを期待して
ゴミの分別が楽なところ。ごみ袋が指定のものや有料のものでないところ。市になっても、このままのルー
ルで行ってほしいです。

自然が豊かなところ。

豊かな自然とそこに生きている人達の人柄の良さ。のびのびとした心が育まれる自然はとても好きです。

４月に転居して来て約半年になりますが、滝沢の穏やかな雰囲気や人の良さが気に入っています。

自然の豊かさ。→クマ出没の放送とか。人の心の豊かさ。→一部の例外を除き、助け合いの気持ちとか。
滝沢”市”にむけて、情報の高速化やある程度の都会化も必要。

一昨年、東京より越してきましたが、山、川に恵まれ、とても子どもにとっても良い場所だと思っています。
冬は雪の多さにびっくりしましたが、このような自然の中で子育てをしたかったので、これからも、豊かな自
然を守っていければと思います。
自然豊かで静かであり、ベッドタウンとして最適でとは思う。森をきれいにする活動は大切にしていくといい
と思います。

おだやかなこと

自然の豊かさ、チャグチャグ馬っ子やスイカ等の滝沢の特産を大切にしていきたい。役場の方の親切な対
応と中学校も完全給食という点が他より優れていると感じる。子どもがのびのび遊べる公園が充実してい
ない。（団地に公園が２か所あるが、遊具が少なく、子どもが行きたがらない。）生徒の少ない中学校は、
部活動も少なく選択肢がないことが不満に感じている。

普通に暮らしていればいい。

自己紹介する時に日本一人口の多い村出身だと誇りを持って言ってきた。市になることに賛成していな
い。いつどこで市制に決まったのか不思議だ。ただの市になりたくない。今のままで十分幸せなのに。

毎日のように煙と燃えカスの臭いがたちこめ、地域住民が何と言おうと農家のやりたい放題を守ることが
優先される体質は感動すらおぼえる。苦情を申したてても、村と県が互いに責任逃れの回答をしてごまか
すだけで、対応を実感できない村政と県政は、古き伝統を必死に守る姿勢の手本かもしれない。
自然がある所

不便に感じた事が無い。住みやすい。

チャグマオーやオオガマックスなどのヒーローを通じて子供達が楽しく学べる機会があるのはうれしい。

自治会の方が子供（小学生）に家族の様に接してくれるのが嬉しい。のどかな所が好き。

仕事の帰り道、自然を見ながらきれいな星空を見てとてもいい気ぶんで帰ってます。



岩手山をはじめとする自然に見守られながら、くらしている感じがするところと、四季を感じるところが好き
です。公園も、自然ありきで設計されているようなところが好きです。電線で空をさえぎるようなところが少
ないのは大切にしたいです。



内容　３５歳～４９歳↓
自然が豊かで伝統的な行事をしっかりと守っている。行政の機能がしっかりとしていて暮らしやすく感じ
る。滝沢分レ付近の国の土地を有効的に活用し、アミューズメント施設が出来るとなお集客が見込めると
思います。
自然（岩手山を中心として）に恵まれている事。学生さん達の活動力が日々増しており、地域住民の波及
効果が今後どのように行われるかが大切な事に思われる。そして、学舎での生活を通して、若者が定着
できる社会環境整備をどのように行政も考えるかというポイントにおいて、各種行政機関の協力体制・連
携ができているように考えられる。滝沢の自然が大好きで、地産地消を目指し、農業に力を入れてほしい。自活力のある滝沢であってほし
いです。仕事をしている人たちばかりで、ボランティア・地域活動に参加できない状況にあるのも現実で
す。高齢化社会に向けての支援など考えていくべき時だと思っています
田沢湖線（もう少し本数が増えてもらえるとさらにうれしい）

自然豊かで住みやすい環境である事

豊かな自然はこれからも大切にしていきたい。

自然が豊か　生活するのにこまらないしお店もある。交通もまあまあ便利。

”日本一人口の多い村”を自称する自由でおおらかな雰囲気に期待して数年前に居を移したが、いきなり
「市」になると知らされてびっくり。あらたに多目的ホールほ作る計画など、箱モノ投資等、いらないことば
かり。少々がっかりしています。あと防災無線が聞きとれません。
都市機能（盛岡市）と自然の共存する生活に満足しています。地域の核都市である盛岡市をはじめ周辺
市町との連携を深めよりよい市政となることを期待します。又、ＩＬＣ北上山地誘致に関し、滝沢が出来る
事、実現の際の役割等、視野にいれ、行政を執行していただきたいと思っています。
他県と比べるとゴミの出し方に不便を感じない所が好きです。希望は税金が安くなるといいかな。

盛岡市に通勤しているため、よく分らない。

自然が多く、ゆったりと時間が流れている感じがする所が好き。役場の雰囲気も親しみやすくて落ち着く。
市政になっても変わらないでほしいです。

全国の中での岩手県の学力格差。又岩手県内でも盛岡と滝沢の特に中学の学力差や進学や進路に対
する差をなんとかしてほしい。私立の小中学校が少ないのだから、滝沢として（秋田県）のようにレベルの
向上に努めてほしい。
恵まれた自然環境は素晴らしいと思う。

毎日　岩手山が見れるのが幸せです。四季折々の岩手山が美しいです。心が豊になれます。

日頃感じているものは特にありません。もっと行政サービスが充実すれば感謝の１つも出てくるかもしれま
せんが、残念ながら今の所は特にありません。

図書館を充実させてほしい。



勤務先や食糧品等の買い物は盛岡市に行ってしまうが、盛岡市内への交通の便が自家用車にしても公
共交通機関にしても都合が良く助かっている。地価も盛岡市内に比べ低いので、是非住みたいと思う人が
増えて欲しい。
滝沢村は何年も住んでいますが、暮らしやすい町だと思っています。

冬場の除雪がていねいで上手。細い路地までしっかり除雪してくれることに感謝している。（すぐ近くの盛
岡月ヶ丘青山みたけ地区が気の毒になるほどです。）滝沢村民として自慢してしまいます（笑）。・図書館、
音楽会やコンサートができるホールが充実することを希望します。図書館ではＰＣを利用できること（イン
ターネットも）調べ物をしながら持ち込んだ自分のＰＣを使えるように電源の確保をお願いしたいです。湖
山はコンセントにカバーがしてあってパソコンの使用がバッテリー分のみの時間しかできません。パソコン
ブースもふくめて県立図書館に学んで施設の充実をお願いしたい。・さまざまな奨学金制度はあります
が、歯学部の学生のことを考えた制度も考えてはもらえないものでしょうか。医学部ほどではないのです
が、びっくりするほどお金がかかるので、そういう意味で所得に不安があります。村で歯学生の奨学金も
考えてもらうのは無理でしょうか。・滝沢市になるのに合わせて新小学校への着手をいそいでもらえないも
のか。以前住んでいたところ（関東）より、子どもたちが明るく元気で礼儀正しいことは、素晴らしいと思いました。

豊かな自然を守ってほしい。

自然が多いところが好きです。

小さい頃から滝沢村で過ごし、成長し、一度外に出たが、また戻ってきました。生活しやすい過ごしやすい
理由から親となって現在でも、また滝沢に住もう！！そんな気になりました。「過ごしやすい」（漠然として
いますが）何年てってもそう思える滝沢でいてほしいです。人口に対して保育園や小学校、学童も増やし
てほしいです。今現在は、ほぼ共働きの核家族が多いので・・・。

自然とのバランス。若い人が働ける環境。

自然が多い。のどかである。村民の役場での雇用。これからも自然を大切に、特産物をもっと増やし、村
内の雇用をもっと増やしてほしい。郷土愛を大切にしていきたい。

除雪をていねいにしてくれること

子供達の学童保育クラブの料金が他の市町村より高い。他の市町村では、それぞれ、その市町村が経営
しているのに対し、滝沢村は、親が経営し、役員も大変である為、他の市町村同様にしてほしい。子供達
（小学、中学、高校、大学まで）が平等に学校進学できるような世の中にしてほしい。不景気な世の中です
が、老後、安心して暮らせるようにと、子育ても安心出来る世の中にしてほしい。滝沢村から滝沢市へ移行するのであれば、県内有数の都市（化）になってもらいたい。

地域、村等で、婚活にもう少し積極的に支援して欲しい。

生まれも育ちも滝沢ですが、不満のない地域だと思います。

岩手山の眺めが美しい。近隣自治体と共同で全国に発信を。単独市として”個性”を発揮していきたい。
（これまでよってきた様に・・・）

市になって、良かったと住民が実感できる事を。好きと感じたい。



豊かな自然。食の安全。地産地消。

子どもは高校生になりました。健診や予防接種の面で手厚くしていただいたこと、実感しています。今後も
（市となっても）、細かい配慮を続けて欲しいと思います。

滝沢の自然環境がすばらしいのでこれからも自然を大切にしつつ発展していってほしいと思う。

自然のすばらしいところ、昔からの地域の人々との交流、自然の豊かなところで子供をのびのびと育てら
れるところ。

就職したいけども子供が小さく仕事をする場がなくて収入も中々上がらず。でも引かれてく税金などが高く
て大変と感じます。多くの職場があればと思いますし、子供をあずけられる、ようちえんももっとあればと思
います。同じ子供をもつ親同士の交流・・・全く無いので子育てへの不安やら悩みを分かちあえる場も少な
すぎると思います。色んな面で不足していると思います。

これから１人暮らしや、体の不自由なお年寄りが増えると思うので、安否確認の方法等を考える必要があ
ると思います。ケータイ電話やパソコンを使える、元気なお年寄りばかりではないと思うので、必要な情報
は、テレビの速報で流すとか、何か全員が情報を共有できる様にする必要があると思います。
自然が豊かで子供たちに「原体験」をさせる機会に多く恵まれているところ。村民の声をきいて、速やか
に、いろいろな事案を対処するところ。

滝沢は今まで住んできた中で一番住みやすく、家も持ちました。個人的な見解になりますが、住みやすさ
の裏に個人主義的な人々も多く目立つようになっているのも現状かもしれません。今後、行政の効率化が
もっと進められる中、人間性の欠落も進んでくると思われます。行政に携わる以上、人間、住まい、社会と
は今一度何かを１人１人考えてみればいかがでしょう。

人口が増えてきたが、自然も豊かでホッとする。特に昨年初めて鞍掛山に登ったが、手軽に登れ、景色も
すばらしかった。

自然豊かなところ、子供も多く、子育てには本当に良いところ。犬のフンが多くてがっかり。全国色々な所
に住んできたがワースト○なレベルなのが残念。

具合わるい時（子ども）がふあんであるときがあります。

特になし

自然が多くてのんびりしている所。だけど、もっと商業施設やごらく施設も増えてほしい。

他の地より、あらゆる面でとても暮らしやすく、良い地であると思います。

除雪作業の敏速化。自然景観の保持。

岩手山の見える風景。お山の湯などの温泉施設



自然が身近にあると感じる。都市化していけば地域の特色が出しずらくなるように感じるので、物の充実
（建物、道路、等々）よりは、現状をいかに維持していくか、又は不便を楽しめるような環境づくりってどうに
か出来ないかな・・・・
なし

このアンケートには関係ありませんが、ぜひ、村の街灯を増やしてほしいです。お店の少ない道路など、
自分の車のライトが頼りのような場所が多く、運転していて、とても怖いです。（特に盛農から小岩井方面
に行く道路）市になるのであれば、そういう面も変わっていくのでしょうか。検討していただきたいです。
小学校のあいさつ運動。自分も心がけようと思いました。ガスタンクのスイカ柄。道路脇に雑草が無い。除
雪が行き届いている。

ゴミの分別が楽で助かっています。地域の雰囲気など気に入っています。あまり、入りくんだ道もなく、運
転がしやすいのも良いです（私の住む地域ですが）

自衛隊関係の補助金のおかげでゴミの分別が必要ないこと。自家の東京は細分化されているので手間
がかからず助かる。東京に比べ子育てにお金がかからない。

バスが通ってない地域があり、老後心配している。市になるのなら少し考えろ！！

滝沢村は非常に福祉（高齢者に対して）が進んでいないと思います。

とても住み良い所ではあるが（自然）もうすこし、医療などに（福祉も含めて）力を注いでほしい。又職場を
増やしてほしい。趣味や学びの場も、私達の年代に応じたものが少なすぎる。もっと新しい形をとり入れ
て、活気づく街づくりが必要だと考えます。ボランティア活動という名のもとにあるが真意は別のものが多
い。参加してみていつも幻滅するのは、ふたを開ければ、自分達の商売へと通じるあしがかり、名前を売
るためのとっかかりで始められている集まりが多く、ＮＰＯなどは特に信用していない。よって、本当の意味
でのボランティア活動が一体どのくらいあるのか。疑問に思う。私自身、度々参加はするが、そういった金
欲が見えたとたん退会するケースが多い。

子供をあそばせれる（県立子供の森）のような場所がほしい。無料でいつでも気軽に行けるところ。

アンケート自体が抽象的で何の意味があるのか疑問です。全てあたり前の事から選べといわれても。より
具体的な提案、要望を問うべきと思いますが。

自然の豊かさ、まわりを見わたした時に、山（岩手山に限らず）や川、田園風景が視界に入ってくる環境に
安心する所がある。

学校関係が充実している所が良いと思います。小、中、高、大と郊外、または県外に出なくても通学でき、
将来人口の流出が少なく現在もですが、人口増加につながると思います。通学路など交通整備をしっかり
進めてほしいものです。巣子・長根地区に住んでおりますが水道水はおいしいです！！
役場で行うお祭り。水曜日に19：00迄役場での手続きが出来るところ

岩手山がいつも見え、お天気を知らせてくれる。地元に大きい山があるのはとても心が落ち着く。村長が
良い人というのがいい。

自然を感じられる雰囲気があるので、今後も大切にしていきたい。しかし、もう少し都会的な地域があって
も良いと思う。

ゴミ分別が楽！！他地域の用にめんどくさいのは、やめて欲しい。※村のままでいい。いまさら？誰も望
んでない。



住みやすさ

自然に恵まれていて　特に岩手山がいつも見える。景色は最高です。

自然が豊かなところが好き。滝沢市にしてほしくなかった。滝沢村の方が全国に自慢できたのに・・・市に
なると普通になってします。なぜ市にしたのかわからない。

買い物に便利。また、自然がたくさんあるので、子育ての面でも、子どものためになるので良いと思う。

滝沢独自の豊かさを追求しつつ、行政区にとらわれず、岩手郡の良さ、岩手の良さ、東北の良さ・・・人間
としての豊かさを次の世代に渡せるようになりたい。

人と会うとあいさつをしあうのは、すてきだと思います。子供の安全のため歩道をきちっと作っていただき
たいです。

住居が盛岡市に近く、盛岡で用事を済ませているので、あまり考えたことはありません。

ご近所の方々が優しく教えてくださる。

滝沢村が好きでした。様々な事を考え村に家を建てましたが市になり光熱費や税金が心配です。いつま
でも住みやすい滝沢でありますように。

滝沢の自然、空気がきれいであることを大切にしていきたい。

せっかく自然もたくさんあり　土地も広いので　もっと子供達が遊べる公園、施設など作ってほしいです。

自然と共に生きていくこと。大切な何かを忘れていないか？生きていくために生きていくこと。パソコンや
ケータイは本当に必要？生きていたらそれだけで幸せ。そういうこと。今の世の中　生きていくためにはお
金も必要だと思います。村から市になって生活が豊かになれば良いと思います。でも「滝沢村は日本一人
口の多い村だってよ～（笑）」という会話は出きなくなります。皆さん一人ひとりの思はあると思います。村
でも市でもどちらでも皆が笑って暮らしていけたらと私は思います。

自然に恵まれているところが気に入っている。現在、単身赴任で、子、妻と離れて暮らしているが、滝沢は
私の育った実家（田舎）と環境が似かよっており、気に入っている。物騒なことがなくなるよう、防犯活動に
力をいれてもらいたい。◎雪対策（ロードヒーティング等）を万全にしらもらいたい。
自然が多く、かといって街の中心（盛岡の）からもはなれておらず種々な点でべんりざかあるところ。また、
外からの入植者が多く、新しい街というイメージがあり、くらしやすい。その分、変人も多く、もとからいる
方々とのトラブルも多く感じられます。豊かさや幸せというものが、個々の価値感からくるものとだとする
と、それを感じやすい、道路教育が必要なのではと感じます。ギ務教育だけでなく、これからの滝沢市民
共有の価値観の創出（会社でいう企業理念のようなもの）があったほうがよいのでは？新しく市制に移行
するにあたって、深題も多いかと思いますが、あきらめず妥協せずがんばってください。

無し

滝沢に来て、本当に良かったと思ってます。住みやすい、くらしやすいです。できる事なら、滝沢で一生を
すごしたいと思っているくらいです。地域の人達のボランティアの活動にとても感謝しています。（スクール
ガード等）私はまだ進んで・・・・というところまで気持ちがいきませんが、いつか参加できるようになればと



小学校から、社会人になるまで、ずっと過ごしていた滝沢。子供が産まれ、戻って来て、またこの地で生活
しています。近くにスーパーやドラッグストアなどもあり、便利が良いと思います。小中学校がもう少し近く
にあれば・・なぁ（笑）私は歩きましたが(^_^;)
自然豊かで、人が優しいところ。のんびりしている感じがある。困っている時に手助けしてくれる人が沢山
いるように感じる。



内容　５０歳～６４歳↓
自然災害が無く安心して暮らせる。交通量も少なく安全である。役場前の環状線が整備されることを望
む。大型がすれちがいキケン。歩行者に配リョして下さい。

暮らしの利便性はある。また、近所づき合いにおいて、互いに見守り合う姿が見られるのが良い。あまり
踏み込まず、ある程度距離をおいてのつき合い方は良いと思う。何かあった時は声をかけ合っていくよう
にしたいと思う。
私は週一のテニスに参加していますが、体育館などがあまりなくテニスコート作ってほしいです。

すごく自然に恵まれて大変いいと思います。滝沢内に商業地が少ないと思います。盛岡のベッドタウンだ
けでなく・・もう少し行政がしっかりしてほしい。農産物も米も、もっとアピールしてほしいです。

健康で体力作り。岩手山が近くにあること。

滝沢ののんびりしている所が好きです。

自然が豊かで安心できる反面、市街地もあり便利ですので、私は今住んでいるところが好きです。これか
らもここに住み続けられることを大切にしていきたいです。

緑が豊かで自然と人間のくらしの調和の梅塩がいい。市制になり、これからますます人口が増えるのに合
わせて、豊かな自然がこわされることのない、市であってほしい。

ホタルやふくろう、かもしかなどがいて、自然がいっぱいの滝沢村が大好きです。以上

日頃感じている事。1若者の就職の場が少ない事。2収入が低い職場が多いこと。3盛岡市に全ての面で
頼っている事。4企業誘致が少ない事。5中心市街地がない事。6火そう場、急救病院、警察交番等が不備
（相談窓口）。7就職紹介や職業訓練が弱い。8文化施設が少ない。※好きなところ　1行政と話しやすい
事。2職員がまじめな事。※若者が集まる町づくりをしてほしい（活気が出るから）特にそのためには就職
できる場を増やしてほしい。（企業誘致、就職紹介、訓練、一連の充実）※行政が関わる施設が少ないの
で充実させてほしい（公共施設）（警察、交番、相談室、火そう場、急救病院や文化施設）※収入の低い家
庭（若者）が多いので、市営アパート等充実させてほしい。○職場環境（就職環境）→市営アパート等（住
環境）→公共施設の充実（安心安全環境）

近所の人が良くしてくれるので、これからも近所の人達と仲良くしていきたい。

私は滝沢村大沢に住んでいる人です。母（83才）と障害者の子供・B型で働いていますが、私が先に亡くな
られた時、考えると頭がおかしくなります。子供の部屋は与えておりますがかたづけ、掃除が出来なく、み
かなて部屋に入ったらどなりつけられます。何かよい方法があったらお答えの事をお待ちしております。目
の前に４枚田がありますから母が亡くなる前はやななきゃと思います。後、１０年立ったら嫁をもらわない親の買った土地なので仕事もあるのでまあまあだと思う。

環境と自然を大切に。災害への備え（行政、警察、自衛隊等との連携）。地域産品等のアピール

滝沢村の体育協会の実施している新体操の強化は全国に発進できる事につながるように思います。今年
の佐賀県の神崎清明高校の力強さは、すばらしいものがありました。現在滝沢でのジュニアからの育成
はいつの日か大きな花をさかせる事ができると思います。滝沢南中や、盛岡市立高校での活躍となる事と
思っています。新体操への支えんをがんばってください。



風景が好きです。これがこわれないように、亡営にならないように、自然がそのまま残るような開発を希望
します。

スポーツ施設の充実（特に冬場の体育館の利用など）

樹木の多いところ、野鳥が多いところ　が好き

雄大な岩手山と森林豊かな自然環境　を損なうことなく未来に繋いでいってほしい

振興住宅地なのど、新しい人々の参入が増加している。交流の機会もなく、定年後の生活が不安

自然環境の良いところ。近所の適当な距離感をもちつつの良好な関係。市に移行するメリットは全くわか
りません。

たきざわ市を希望したのではない。滝沢市になったのか。利解できない

豊かな自然があるので大切にして、もっとアピールしていったほうが良い。地域の特色を生かした商品や
体験学習や行事などを企画して活性化を図ってほしい。

豊かな自然環境。水

自然環境が身近に有る所。この雄大な自然環境を次の世代へも引き継いで行きたい思いです。

皆　仲良く　力を合わせ　お互いたすけ合い　楽しい　くらしがしていきたい

自然が多く、岩手の山が見え、カントリーライフスタイルが送れること。特に小動物が見えたり（テン、
FOX、タヌキ、キジ、鳥、ねこ、イヌ ETC）

ゴミの出し方が他の市町村に比べて細かくない所かつとてもたすかっております。

滝沢村で暮らし喜んでいるところです。役場に行っても親切ですし、長く暮らして行きたいと思っているとこ
ろです。

緑に囲まれとても自然環境には恵まれているが"市"に移行するに当たり都市機能の整備（充実化）を含
め活気的なところが欲しい。

お祭り行事（チャグチャグ馬っ子）。

盛岡の中心部に近く暮らしやすい。自然が豊か、全国に誇れる岩手山を大切にするとともに、PRしたらよ
いと思う。小岩井農場から登山電車、ロープウェイの建設等観光客の誘致を積極的に進める。

ゴミの収集日がしっかりしているので、いいと思います。粗大ゴミも収集してくれるので助かります。



自然豊かな日がいつまでも続くように願います。とくに、この頃感じる事が多くなり、滝沢に暮らし続けたい
から。

役場各所に相談、手続き等、行く機会が多くなり、担当の方のていねいな応対に安心感を感じる事が多く
なりました。

静かで、まだまだ自然が残っているところが良い。市になったら、滝沢らしい活気と生活の不便さの見直し
（バスの便等）改善してほしい

岩手山を中心とした自然が好き。住宅がたち、開発されることも必要なところもあるが、これまでの田畑を
守り育てることがあればよいと思う。

わかりません

自然がおおくて、きれいな景色がおおいので、好きなので自分の住んでいるところは、きれいにしていきた
いです。（掃除や花を植えるとか）（泥棒にあっている人が（お家、車）おおいので、どうにかしてほしいで
す。）
岩手山の美しさを毎日見るのが生きる力になります。夏は風がさわやかで、冬は厳しい寒さでも、自然を
身近に感じることが幸せです。買い物をするのが、近所で全部できるのでとても便利です。田舎の自然豊
かさに利便性もあり、とても良い所です。
変な都市開発で自然環境や住環境をこわさないで下さい

岩手山が見え、自然が豊かなところ

雄大な岩手山が見える場所が減る事のないように大切にしたいですね!

特になし

特になし

健康を保つために　日頃から運動、食の情報を得るために働いている人も参加できる機会があれば良い
なぁと思っています。

田畑に囲まれた環境で暮らすことが好きです。

一本木は自衛隊があるのに・・・何んの進てんがありません。もっと何か老人にやさしいお店があってもい
いかなと思います。もっとお年寄りの人達の為に役員さん考えてほしいと思います。



近くの公園にリスが生息していて、近所の方々がくるみをあげたり、見守っています。そんな自然豊かなと
ころが好きですし、これからも大切にしていきたいと思っています。

自然が豊かな所を守り大切にして行きたい。

巣子は、まだ道路がせまい所がたくさんあり、冬になると歩くのがたいへんです。歩行者用の道路がほし
いですね。小さい子供さん、老人の方、とくにきけんですね。保育園もふやしてほしいですね。若い人達が
働く場所も、少ないですね。成人の子供達が親元をはなれないような、環境を作ってほしいですね。

大自然に包まれ、高齢者、子供達のスポーツをされてる様子、声、又野鳥（カッコウ、ホトトギス）蝉など、
元気を頂きます。この自然の豊かさを守り、汚す事なく、大切にしたいです。

自然環境が良好で、災害も少ないところが良いと思います。祭り（チャグチャグ馬っこ）もずっと継承して
いって欲しいものです。

自然が沢山有り、自然を守ってほしい。

スポーツ施設の充実、グランド、野球場及びソフトボールの専用球場が必要と思う。国大に向けスポーツ
関連に力を入れてほしい。

自然がたくさんある事、自然を理用して何かしたいですね。

自然が多い所、これからも自然を大切にして下さい。

これからの人達のために安心できる職場、長く働ける職場、滝沢は少なすぎます。

自然が身近にあり　少しのんびりしているような所がいいなぁと思っています。

自然はそのまま残してほしい。熊の出ぽ゛つがおおすぎる。どうにかしてほしい。くまがりも必要だと思いま
す。

諸葛川の自然を残しながら、河川整備をして欲しいと願う。台風により、大木などが折れた状態になってい
る。また、雑草など刈取りがされない為、定期的に管理して欲しい。散歩途中に休憩するベンチ等の設備
が望ましい。（年配の方が多い為）。ゴルフ協会が有る事。

他県の人にもっと知ってもらうよう、特色ある「まちづくり」にもっと取くんでいったらいいと思います。

自然環境、安全、安心等　増々良好に成る事を願う!!滝沢市と成っても変わらぬ様にしてほしい。



まずは今よりもう少し、行動できるように、公共交通機関が充実してほしい事。年寄が買物しやすいよう
な、小きぼの店が近くにあったらいいなと思っています。特に「北」方面は、店が少なく実家用車が無いと
買物に行けないので!!

岩手山の自然保護と活用。原子力発電の廃止

特になし。レッドカードはやめた方が良いと思う。印象が悪いし経費のムダ。

盛岡市に近く学校、病院に行きやすい。自然がたくさん残っているが滝沢の自然の美しい所を学校教育な
どでもっと皆に教えてほしい。

岩手山が見られること。高いビルがあまり建ってほしくない。

近所に元気なお年寄りが多いと思います。岩手山が近くに見えてうれしいです。

なし

自然で満足しています。これからの時代がとても不安です。

下水道の完備をお願いしたい。

近所の助け合いが少ないので行政で対応して欲しい。

若者が仕事出来る企業誘致をしてほしい

滝沢というよりは、盛岡の生活区域内と思われる

１人くらしなので自治会の役員の仕事が回ってくることに不安がある。日中は仕事、休日はスポ少活動を
しているから

除雪が早くて　ていねいで助かります。

自然がいっぱい水がおいしい空気がとってもいい



豊かな自然とおいしい食物（農産物）

とても自然の豊かなところが大好きです。特に岩手山から湧き出ている水の上水道はとても美味しく、滝
沢の素晴らしい財産のひとつだと思います。また、そういう大自然からの恵の食物もとても味の良い物が
多く、この地に住んで14年になりますが、とても幸せに思います。

自然がいっぱいで暮らしやすい村だと思います。

①街へも近く、大自然へも近く、交通の便、道路など、だんだん向上しているところ
②地域で助け合って生活しているところ
③岩手山にいつも見守られているところ

滝沢村は伝とう、文化のけいぞくはむずかしいと思いますが、ぜひ、たやすことなく、守りつづけてもらいた
いです。

滝沢に住んで、交通便が悪く　現在は車は運転できるが運転できなくなった時病院、買い物はどうなるの
か心配。便利のいい街へ引越しがいいのかと思う。これが滝沢市になるのが大変にふしぎな事であまり
好きになれない。

買い物も比較的便利な所は助かります。また、冬をむかえるにあたり、除雪が毎年の悩みです。なるべく
早く来てもらいたいし、もう少し広くしてもらいたいものです。

四十四ダダムの桜並み木とてもきれいです。大切に・・・。もっともっと桜並みきを作っていったら良いと思
います。

田畑を含め緑が豊かなところが最も好きです。次は冬期の除雪対応が良いところでしょうか。ごみ処理の
分別のし易さとごみ処理センターの受入体制の便利さも良いところの一つだと思います。行政が地域住民
のボランティアに活動を転嫁し過ぎることがないよう願っています。最後に、あと数か月ですが・・「日本一
大きい村」という存在価値も好きでした。市制移行で、特色のない市にならないよう願っています。これか
らもよろしくお願いいたします。
岩手山が見える風景を大切にしていきたい

単身で県内を転勤しているが滝沢は空気と水と人柄が良い。もっと滝沢を売り込むべき。自然、産物、製
品いいものいっぱいあるはず。市制を機会に今のナンバーワンの他に新たなナンバーワンを作りましょ
う。

巣子（ユニバース）のところから元村に出る道路を作ってほしい（少し広めのもの）。役場職員の給与が少
し高いと思うので考えてほしい。雪かきボランティアをつくってほしい。除雪をもう少しじょうずにできるよう
に業者を指導してほしい。巣子の人達はいまいちに思います。元村の人達はすごくじょうず!

未知の状大な自然

現状（障害・高齢者）の行政支援が市に変更なっても支援の高い質を低下しないようにお願いします。ボラ
ンティアグループ代表より。



毎日、岩手山をながめる事ができる自然環境を大切にしていきたい。

豊かな自然と岩手山

盛岡市内に近いので、すべての用事が出来ること。病院や買い物等は楽だと思います。村内にも病院は
たくさんあります。利用しています。前期高齢者ですので、もうすぐあの世かも知れないと思うと不安ばか
りがつのります。ついては私たち夫婦はお墓が無いので公営の墓地をぜひぜひ作っていただきたい。安
心して死ねません。みなさんはどの様になっているのか？好きなところは交通の便利さと自然が美しいと
ころ静かなところです。40年滝沢村民として生活して来ましたが、この地に骨をうめる事を考えています。
ぜひぜひ考えていただきたい。団地に住んでいます。村は何も考えていないと思います。何をやっている
のか？これからは必要な事ではないですか？

いつまでも自然豊かな滝沢村であって欲しいです。

特別にはない。私の住む場所は、自分の家を守る事でたいへんで、他人との関係はふかく付きあわない
ような生活ぶりなので自分の家庭だけを大切にしたい人々ばかりなのでは？この自然はあまりなくしてほ
しくないですね。後見人がいないのか田畑がなくなっていきかえるの声がへったような気がして淋しくも感
じます。単独市制でよろしいですが虫や生きものとも共存できる市であってほしいです。人口、ビル、家も
大切なのかもしれませんが・・自然だけは、このままで・・

豊かな自然（岩手山の噴火は恐怖ですが・・・）子供たちを見守る地域のスクールガード等の地域住民の
活動（退職したらスクールガードに参加したいです）

岩手山を背景とした田園・里山景観

滝沢は自然に恵まれていると思う。自然を大切にしながら文化面でももっと発展してほしい。（文化への理
解、公共の施設の充実など）

道路整備・拡張によって交通の便が良くなる反面、整備前の林の中へ「リス」が居るのを見たことがありま
す。あのリスはどこへ行ったのか。又、家の前には雑木林がありませしたが、倒木や電線にかかる為に全
て伐採されましたが、防風林が無くなり、キジも少なくなりました。バスの便や、お店は増えて人間は暮らし
やすくなってほしいし、生き物と、緑も自然は絶対残してほしいと思います。老後に車の運転が出来なく
なったら、福祉タクシー等、増やしてほしいです。
現在、パートで働いて、子供達も結婚し、孫がいますが、離れてるので、意外と自分の時間が作れない。
パートをやめたら趣味を充実したいのての゛、滝沢市で行われている活動内容のパフレットがあったら照
会してほしい。

自然が豊かであると同時に生活も便利なところ。気象観測地点がある事が希ましい。岩手県は広いので、
となりどうしでもかなり天候が違います。正確な情報が欲しいです。せっかく自然が豊かなのに犬と自由に
遊べる環境がないのは残念です。是非ドッグランを設けて欲しいです。

他の町市の働き等にとらわれない独自性を持ってほしい。



元気な年寄りは女性が多く、行動等も積極的で、男性にもっと外へ出てほしい気がします。

大自然の中で、生活、子育ては、今の所不満はありませんけど、病気やけがなどて、倒れたりした時、病
院が遠い。とくに家族が仕事で毎日、誰もいない時は高齢者だけ家にいるので、何かあった時の対応が
出来ないので、常に仕事してて心配する所です。

今まで仕事をしていて、今年から専業主婦になりました。何か生きがいをみつけたいと思っても滝沢村の
事は何もわからなく、公民館がどこにあるのかさえもわかりません。これから良い所を探し、何かにかか
わっていきたいと思います。

自然環境に大切にしたまち作りを願い、自らも身近な所から取組み、くらしのゆたかさをもとめて、滝沢市
に協力したいと思います。

岩手山を近くに感じ自然豊かなところ。農業がんばります。

産直が充実している。自然環境が良い。

自然環境、及び地域との関わり。

活動グループの拡大※初心者を素直に受入れる事が大切である。いつも同じメンバーの会にはなってい
るのでは「進歩」ない。

自然と近代建物の調和がとれている。盛岡市に近いところ。
要望　働く所が少ないと思います。企業誘致が必要では。高齢化社会に向けた取組、病院や施設は適当
か。

自然を大切にしたい。

滝沢総合公園体育館　運動施設を気軽に利用できるようにして欲しい。利用するまで手続きとか講習とか
で大変そうです。

生まれ育った盛岡市に近い滝沢村に住んでいるので生活環境は盛岡とほとんど同じである便利性の他
に、自然豊かな場所も多くあり盛岡市より住民に手厚い（身近な）行政であるところを大切して頂きたいと
思います。

自然が豊かで、農業、酪農が産業基盤のなっている。近場で地元の野菜の直売所を利用できるのがい
い。

無人の販売ボックスがいい。採れたての野菜や花など置いてあり、たまに会社の行く時や帰り道に利用さ
せて貰っている。スパーで買うより新鮮な感じがする。今後も続けてもらいたい。

一部を除くと暮らす上で不便な事が多い。が自然が多く。情緒あり清閑でありで落ち着いた生活が出来る
今の暮らしが好きだ。出来るなら、日々の通勤時間が掛からず渋滞がない地元で働ければ、時間を無駄
にしなくて良いのにと思う。★地元への企業誘致必須事案。私の地元は、人の繋がりが強いが防犯防災
上とても大切だと感じるし、大切にしたい。



村（市）民全体が一つの家族になれば（平等生活）（みんなが幸福）私たちの力が滝沢の未来（共同農業、
林業のあり方、考え方）

自然に恵まれ毎朝岩手山がながめる事が出来る近くの山に山菜取りに行く事も出き、ストレス解消にも
なっている事です。

今、現在住んでいる所はなにかと便利がいいと思っています。（穴口）。自然環境です。

安い給料から税金だけ取られ生活できない。自殺したい。役人はいいよな。

滝沢は盛岡より環境整備が良くありません。道路に木々を植えているのは良いのですが、草がはえ放題
です。きれいな町づくりにもっと力を入れてほしいです。それが小さな幸せにつながります。

「自分たちが住んでいる地域は自分たちで守ろう」と思い清掃に気を配っています。

岩手山の見える所で生活しているので、いつまでも見えているといいなと思っている。

もうすぐ滝沢市になるわけですが市になるには中心街とかデパートアウトレットとか全くないので、住民の
数が多いだけで市になっても買物とかは盛岡に皆さん行くので滝沢が豊かになるとは限らないと思いま
す。滝沢は田舎らしく、村のままで良かったんじゃないかと思います。税金とか、安くなるならいいのです
が。
チャグチャグ馬コは滝沢に住んで20数年毎年見ています。今は孫も一緒に見ています。これからもずっと
ずっと続けてほしいと思います。

盛岡に近く便利です。その反面とても田舎の部分もたくさんあるので好きです。

民生委員なと゜来ることがない。行政など来ることがない。※税金（滞納）健康診断受けない人など

交通のアクセスがよく、スーパーな産直なども近くに多数あり買物に便利でとても暮らしやすいです。また
水や空気もおいしく、この自然豊かな滝沢の環境がこの先も続いてくれる事を願っています。

生活環境、健康増進はまずは満足しております。又は自然環境も守り育てられていること。

たきざわむらに　オリンピックや　かくとうぎ〔プロセス〕文かかいかんなどが　　ほしいのでお願いします。

春は山菜、秋はきのこ狩りと手近なところに楽しめる場所があるところが大好きです。山をもっともっと大
事に大切にして欲しい。小動物も日本カモシカ、タヌキ、リス、野うさぎ、ｅｔｃ….。この動物達が消えない事
を祈っています。



岩手山に見守られ穏やかな所が好きです。

今体調をくずしており自由にならないのが不満です。早く健康になって自分でできる事をしたいです。（囲り
のことも）

滝沢中学校の先生をもっと実力のある先生にして欲しいです。10年近くもいる先生がいるそうです。教え
方も悪くつまらないと言っています。

災害の少ない所。各地域福祉関係団体等の活発な活動

集会所が（他目的自治会館）欲しいです。

チャグチャグ馬っ子は子供からお年寄りまでが楽しめる行事なので大切にしていきたいです。

日々岩手山を眺め、田畑や川の流れに季節を感じ、行き逢う人たちと気軽に会話を交わせることが心地
よいです。身近に日々買物に必要な各種店舗や病院が多数あるので、大変便利に感じております。年老
いてくるとなおのことそうなるでしょう。

会社勤めしてますので、生活している所が滝沢という意識はありません。これといって好きな所もありませ
ん。でも不便も感じません。

隣り近所との挨拶が親戚どおしのせいか、親近感を感じており環境的にも穏やかな場所で満足していま
す。鵜飼は、地域活動にもまりまりが良く、各家族の事情等もわかっているようで、防災時にも安心な面が
あると思います。地元に就職できる工場や会社が増えることを希望します。大型車の通行増により、子供
やお年寄りの安全が心配なので、歩道の整備拡張を是非お願いします。

家族のいない１人暮らしの人は定年をむかえたら

10年以上住んでいるのにあまりなじめない。

滝沢村役場の方達の対応が良い様に思います。市に移行しても　このまま滝沢村の心遣いを生かした行
政を続けて頂きたいと思います。

自然に良い。人にやさしく。

滝沢の美しい環境をこわさないような村作りをお願いします。子供達の元気な遊ぶ姿が見られるような村
であってほしい。



自然をこわさないような開発をしてほしい。娯楽施設（パチンコ、ゲームセンター）は作ってほしくありませ
ん。

また雪の季節がきます。家を建てる時は、除雪をしてくれると聞いてたてましたが、３年目から私道という
事で除雪はなくなりました。夜勤もあるので仕事に行く前に除雪作業があったり、出ていけない事があり大
変です。足、腰が弱くなってくるので、どっかに移転しなければと雪が降る頃になるといつも考えています。

滝沢に住んでいる事がうらやましがられる様な特徴ある滝沢になって欲しい。活発な事（仕事が豊かにあ
る。税金が安い等）

四季を通しての岩手山がすばらしい。地域の文化、風土を大切にしていきたい。

傾聴ボランティアをしたいと思い講習に参加したが、それを生かせる機会がない。指導者は講習会を開催
することにのみ重きをおいて、開催したという形式が出来た事で安心して、それ以上望んでいない事を間
の当りにし、正直がっかりしました。滝沢村は形式にのみとらわれ、まだまだですね。もっと真剣に取り組
んでほしいです。
ギシギシしていないところが良い

自然があり、岩手山が目の前に広がり、季節感が感じられる所である。又それを大事にしていきたい。

村と住民のインタラクティブな関係

豊かさ幸せを高めるために、高齢者の一人暮らしや低所得層住宅、障害者等を含めた滝沢村で暮らす幸
福感をまとめ計画を策定して欲しい。



内容 ６５歳以上　↓
少子化対策を重視している近年あすみの地区において小学生自転車事故が発生しました。子供達は遊びに夢
中になると交通行動に危険な行動が見られます。具体的には信号無視、追いかけっこ、飛び出し、遊びながら
の横断などがあります。自転車利用者への効果的な教育手法を開発する努力を強く希望します。近所での自転
車事故はあってはならないと考えています。教育は市民（村民）が自分を守るだけでなく、やがて大人になって
安全な社会を作るためにも、いままで以上に安全分野に力を入れてもらいたいと願っています。

50代～子育ての終わった方々（男・女）の地域活動の意識の低さが気になる。主張が強く家庭の中だけ良けれ
ば。笑顔の一つもなし！！近所づきあいなくてもいいとの考えなのか！もう少し経済的に余裕があったら今の生
活ベスト。冬の雪がつらいものがあるが・・・80代、生きているかぎり自分らくし過ごしたい。心身ともに元気な高
齢者を長くつづけること。

表彰制度で一人でいくつも表彰されている（自分でようぼうする人がいる。）もっと制度をきびしく。

自然が豊かであること

日常に自然を感じられ教えられる事、最も大切にしていきたい事。

私は身体障害者。妻要支援1の認知症二人暮しである。三年前の大地震の時、村や、地域から何か問い合わ
せがあるかと思ったがなかった。あったのは保険会社からの電話だけだった。福祉の里を標ぼうするなら、そん
なところにも配慮して欲しい！！
困っていることを書きます。・私は一人暮らしなので冬の到来が一番大変です。雪かきはたのんでやってもらう
のですが、除雪車が車庫の前に雪を高く積み上げていくのです。それは硬くて私の力ではとてもかたづけられま
せん。反対側が空地なので、そっちに積み上げてほしいです。緊急に車を出せません。車庫といってもカーポー
トなので車が見えています。そこの部分をはずして積み上げてほしいです。折角除雪に経費をかけているので自然に恵まれた滝沢村をこわしたくない。他地から移入してきた人や地元の方々との交流を自然な形でつなげ
られたら良いと思います。

雪かき　5～10分で終わる所なのに私道に付きできない？年の人ばかりなのに。

大釜高森地域は行政センターも無く、下水道整備も遅れ役場への公的アクセスも無い。中途半端な場所です。
文化的行事や買物など殆ど盛岡へ出る方が便利で村の恩恵を感じられないので市政になって何か変化がある
のか疑問です。
村の自然、日常生活が安定して送れる

好きな所。自然に恵まれて環境がいい。不便な所。これから雪が降ってくると除雪が早めに来ない事。

滝沢村役場の管理職（部長、課長）との個人的交流と意志の疎通を大事にしていきたいと思います。また、それ
に応える部課長で、あり続けて欲しいと思います。

４０年以上になる滝沢生活ですが、道路網の整備等改善され、満足しつつ日々を送っています。ただ、小学生を
中心とした「あいさつ」が殆どなく残念に感じています。私は積極的に「あいさつ」を心掛けていますが警戒心が
強いのでしょうか？（成人も含めて）

自然が広いし空気がとても良いです。野菜、くだもの、おいしいです。



いろいろな地域を経験してきました。（居住してきたという意味）岩手の良いところは、ゆったりしているところで
す。（土地に余裕がある。人口が少ない。人口密度が低い）。行政がどうの等はあまり関係ない事です。自分の
生活は自分で作る。維持する。ただ、その経費（税金の使い方）には感心があります。「安くあげたい」のです。
行政にはあまり期待をしていません。（関係ないの意味はこれです。）。役場の職員を食わすために滝沢に住ん
でいる訳ではないのです。私にとって必要最低限の事をしてくれれば、それで良いのです。住民のために等々
言って欲しくはありません。言っても色々理由を付けてやらないのですから。＜結論＞役場は住民の生き方にい
ろいろ口出しをしない。自然には手を出さないで、必要な時はいいますから。役場はその時動けばよろしい。

自宅（上の山団地）から岩手山ろくの温泉やスキー場へマイカーで30分で到達できる地の利が一番だ。

幸せ・豊さ等はかなり個人的な価値観によるものと思います。私たちが行政に期待することは不幸にならないた
め、あるいは不幸になった場合の支援・セーフティネットがしっかりしていることで、村民の幸せ感がしっかり裏う
ちされるのではないでしょうか。規則・法令等も「住民の幸せ」を基準にした人情味ある判断・運用を望みます。
森林公園に散歩行く事。馬っ子にも逢える事。日頃の楽しみです。緑が多い事。

豊かな自然環境。健康に関する取りくみ。

高齢者をもっと大切に

日々岩手山が見られること。

身近に豊かな自然が保たれている。

私達の前の道路がでこぼこで雨が降ると水たまりができて、雪どけなどの時はよその土地に入り道路アイス
バーンになって大変です。どうか道路各地回ってみて下さい。冬期の除雪も所により積雪がちがうので各地に積
雪情報を伝える人を作ってはどうでしょうか？

興味ありません。

毎日岩手山が見られる事。水道水がおいしく飲める事。澄んだ風が通りぬける事。

地域のみな様は近所の仲間として先ず挨拶！声かけ！を大事にしております。

村の暮らしの件とは別件です。余りにも税務課、国保課の職員の仕事を自宅に帰って、○宅ではこうなのとか、
姑に話しているのは良くないと思う。仕事の中身まで家に持ちこみ、その姑が○宅で○を払っていないとか、高
額医療の手続き出向いたとか、他宅にいって話しているのをよく聞きます。２年位前からも市内に出向いた際に
も！何宅に持ち込む様な事だけははないでほしい。来年から市とか。はずかしい話だと先日も庁内に行った際、
耳にして来ました。１年半前にも耳にしてますので、上司の指導をお願いします。この課においても同様です。こ
んなアンケートばかり送付する前に職員のあり方に勉強してほしい。先日も義妹が国保の方に出向いて窓口で
すみません、３回寄んでようやく一人の女が立ってきたとの話を１７日聞かされました。立ち寄り返事とよく両親
にいわれたものですが、果にパソコン向って何をしているのか。残念です。

自然が多い

市制にもなりますのでもっと企業誘致に積極的に力を入れて欲しいと思います。



特になし

防犯、防災など地域のつながりを大切にしたい。人とのつながりを重要性を感じる。人間は一人では生きていけ
ないので。心のふれあいが大切です。

市ではなく村のままで良かったのに残念でなりません

広報がとてもわかり易い。検診も細かく実施してくれるので助かる。今後も今迄通り続けて行ってほしい。

病院やスーパーが近くになく、不便で近くにほしい。体力も低下して行動範囲が狭まりヘルパーさんたのむにも
金銭的に大変になる。外の市町村より開発が遅れていると感じる。

私は滝沢村役場近くで生活している住民です。年齢も７３才ですが、生活環境もよく　スーパー（食料の店）や病
院なども比較的近くにあり、便利に感じている。村が市になることなど問題ではないと思っている。今の滝沢村で
満足している。Ｏｎｌｙ　ｏｎｅの村だから
近くに病院やスーパーも多く、環境的には恵まれている。また位置的に温泉や観光地にも日帰りで行ける事や
自然が豊かな環境が良い。大切にしたい事は自治会を中心とした地域の人との関わり、そして家族、子供、孫と
の絆を大切にして行きたいと思う。
自然環境を守り子供達がゆたかな心をもてる様に

滝沢での病院関係の充実を望む。もう少し都市化した方がよい。

アンケートの活字が小さすぎる。自分の住んでいる地域（現在は村）はそこそこ田舎くさく、山あり川ありいいてこ
ろだとつくづく思う。小岩井周辺は観光地なのに駅をおりた時にお茶する場所もなく残念。ＡＴＭもなく、郵便収集
は１日１回とか。ここは僻地なのか。さびしい限りではある。みどり団地（高森）から小岩井へ向かう途中、跨線
橋の手前で見た岩手山の雄姿は正にじぇじぇでした。自分はこの山からはなれられない。　この感激を毎日持っ
たら今に至っている。朝一番に山を見る日課のはじまりｅｎｄ！

分れから岩手山登口までと県立大学前直線、桜がすばらしいので維持してもらいたい。

雪かきが進んでいることです。

Ｒ4号の２車線化で一部松の木が伐採されたがその姿が痛々しい。全部切り倒されたらと思うとゾッとする。自然
は取替えできない譲ってほしい。

質問の主趣とは違いますが村から市に昇格させる本意がどうして理解できかねます。行政の簡素化手続きの効
率化（県や国との）でしょうか？村民税も変わらず何のメリットがあるのでしょうか？滝沢市になれば５万程度の
市は掃いて捨てる程あると思うので埋没してしまいます。日本一の滝沢村だから意味があるのです。
滝沢相の沢温泉　お山の湯　健康維持のためいつも利用しています。

滝沢市になって行く為一つ地域活動がまとまって行政の協力が必要



年金の所得にかかる税金が高くてこまってます

高齢者（年金くらし）を安心して生活が出来るように、滝沢市として頑張ってください。お願いします。

自然環境と豊かな文化に育まれている滝沢の住民の一人として、誇りをもって生活すること、そして高齢化をむ
かえ、地域住民がより一層の支え合い（横の連携）が必要であり、行政（滝沢村）の果たす役割は大であると考
えます。
老人なと主にしたコーヒー店など交友の場として使える様に。毎月クラブ制「月5000～3000円「ゆったり感をだ
す。

特になし

自然環境には満足しておりますが、徒歩で日常の買物出来るお店がない（コンビニ以外）車が運転出来ないの
でこまっております。◎字が小さすぎます。

広い地域に、緑や花が多い事。

今住んでいる場所。緑が多く、静かな環境。いつまでも続いてほしい。

自然環境に恵まれ（岩手山、公園もあり）ての生活は充実につながっている。伝統文化、芸術等のイベントがあ
ること、都度都度心豊かになる。近所には比較的子どもが多く成長をみて力をもらっている。※冬期の除雪（苦
痛）にはおもいやられるが、住みやすく好きな地で暮らしている。
高齢になって来ますので、近くに生活の全てが便利に活用出来る機関が揃ってくれる事が一番ありがたいで
す。

もっと人口が増加する方法、市の中心商店街など中心となる地域を早く作ること

自然環境の保全。個の尊重と半ば強制的参加要請の排除を求めたい。不参加又は参加できないことが、あた
かも反社会的、反地域的ととらえられる傾向も、まま感じる事あり。

自然に恵まれている

豊かな自然を守り、害のない会社をゆうちをし、市民がゆとりある生活ができる、町づくりをしましょう

静かさ！田や畑があること里山あること。その他お願い希望！！・リハビリ用にプールがほしい（温水　ゴミ処理
の温熱利用して作ってほしいです）・老人になっても水泳が体によいし継続できる。・膝も腰も間接に負担かから
ない寝たきり防止。筋トレにも良い。（まず県立大のプール開放できないものか）
市制移行で滝沢の良さが失われないように！！

特になし

身近な所に生活に必要な病院・デパート・スーパー、銀行がある。住居の近くに騒音を出す様な企画が無く、生
活環境が良好である。経済発展優先で自然環境を壊す事なく、現状を維持してゆく市政を期待する。

良好な自然環境



滝沢市になったら年金で入れるようなケアホームがほしいです。近所づきあいが少し悪いので、もう少し良くなれ
ばいいのかなと思います。

以前は参加しておりましたが、七十才すぎてから痛い所が沢山あって散歩すら不可能。体を動かさなければな
らないのは判っていてもなかなか無理です。心も体も沈みがち家の中の事は仕方ないからやっている程度。仲
良くしていた近所の人も引っ越してしまったので・・・残る人生なるべく明るく感謝を持ってすごして行きたいと思っ
豊かな自然環境（特に空気、水がきれいだ。）＜自然環境を壊す開発はしてほしくない！！＞

役場に行くのにバスを乗りかえなくてはならないので、大変不便に感じています

ウォーキングに事かかない自然環境と学園の多い環境

特になし

特になし

暮らしやすい地域だと思っております

私達が住んでいる所には平成４年に大きな台風が来ましたが、それいらいいまだ台風がこないので大変住みや
すい所です。

のどかな町でゆったりしている所が好きです。割合バスの本数があるので良かったと思ってます。

自然がいっぱいある所

岩手山や鮭が来る川など大好きです。どうぞ福祉に力を入れる滝沢市をめざして下さい。

自治会活動が活発で、転入者にとって、近所つきあい等暮らしやすい

村長や村議会議員は村民のための長期ビジョンをもって、情熱ある活動をする人でなければ価値はない。年齢
やキャリアに関係なく、もっと若い人達が将来のあるぺき姿を描いて村政の運営にあたる事を望みます。特に市
に移行すれば名前だけで、中味が乏しい様では何の意味もない。問題は中味です。それは若い人達の発想で
なければ出来ない。今の村政の運営には情熱がないと思われます。



家族が健康で居る事

道路が整理されていること。心配なこと。除雪が今後もおこなわれること。税金が高くならないこと。

滝沢市となる事に不満があります。盛岡市への合併は不可能だったのでしょうか？

滝沢にも「道の駅」が有ればと思っております。他の市町村には１ヶ所位はあるのにせっかくの滝沢村の特産物
がスーパーの店位で売って、他県からの人達にはあまり目にとまる所がないように思います。

自然の豊かさ

生活しやすい（近くに病院がある。スーパーも近くにある）環境が良い。

仕事や趣味などを生かしてくらしたい

犬のふんをもっていくこと（ペットの散歩）・役場の対応をもつとすむうすに行えること。・むつみ大学に料理教室
を作ること（男子専門）・トレーニング機器を新型にしふやすこと

自然・・・・

来年は滝沢市になり消費税も上がり高齢者は８％になったら大変です。年金は下がり８％になると灯油も上がり
冬になると大変です。１人暮らしの高齢者に少しでも良いので灯油代をいただければうれしいと思います。

1行政が福祉面、その他各般に亘り、細かいところまで積極的に手を差しのべ心の通った活動をしてくれており、
頼もしく、良い市になれると思う。２盛岡市と隣接し、岩手山が見え、その山麓の山々～田畑の平地、住宅団地
等、変化に富んだ環境で生活できることは素晴らしい。
素晴らしい自然環境と遠い親戚より近くの他人の如く、お互い支え合う近所付き合いがより大切な事かと思いま
す。

岩手山の雄姿を毎日見られること。自然災害が少ないこと。有線放送で時間や災害、熊の出没情報を知らせて
もらえること（他にもあるかな？）が気に入っています。市制になって発展？を急がないで、じっくり良い街にして
ほしいと思います。
生物が共生出来る環境の中で知性豊かな子供の育成、そして知恵を知識を持った老人を大切にする。それを
支えている老人成人が生き生きと働ける滝沢市を希みます。

特に静かでもない所ですが住みよい所です。

山あり河あり自然に恵まれた滝沢は市になるにつれて自然を生かした開発を起こす企画企業をしてほしい。市
になって、今まで以上に困っている人達に目、心、手助けを住民に届くように支援してほしい

インフラ整備が大変おくれていると思います。自然豊かな所が良いと思います。

この先、明るい展望のない老化（健康・経済面）が、恐ろしく、心配だ。高齢者へ配慮した行政を希む。

滝沢村としては、スポーツ施設が多いと思います。良い方だと思います。もう一つ、公園とか、いこいの場所が少
ないと思います。



庁内会がうまく機能していて、助け合う状況にもあり、とても感謝しています。（村内を巡るバスがあり、゜交通が
便利になるともっと動きやすくなると思うのでそこを配慮して頂きたい。）


