自由記入集計結果
アンケート中の自由記入欄には、有効回収全 1,324 票中、
「誇りや自慢に思うこと」に 309
件、
「要望や提案」に 691 件の意見が寄せられた。
まず、誇りや自慢については、緑など自然のゆたかさやスイカを筆頭とする農産物、空気、
静かさ、水のよさ、人情など、田園の魅力についての意見が多かった。
また、こうした田園の魅力を評価するとともに、都市の魅力がこれと共存していることに
富里の魅力を感じるという意見も多くみられた。
他には、成田空港やインターチェンジとの近接性、馬や牧の存在、子育て環境のよさ、災
害や犯罪からの安全性、コミュニティやイベントの活発さなどの意見が出された。なお、地
域差が顕著だったのが東京方面への通勤・通学や買い物の利便性で、日吉台小学校区からは
この点を評価する意見が出されたが、中・南部地区からは逆に不便とする意見が多く出され
る結果となった。
その他の特徴をあげると、富里という地名、温暖で平坦なこと、ゴミの真空輸送システム
などがある。
次に要望や提案については、公共交通機関や道路についての声が多く、まず公共交通機関
については、町内に鉄道駅がないこともあってバスへの意見が多く、路線がない、本数が少
ない、料金が高い、遅れるなどの意見が出された。
また、道路については、幹線道路整備、生活道路整備、交通安全対策の３つに分類できる。
幹線道路整備については、富里Ｉ . Ｃ付近や国道の交通渋滞対策を含めて、その整備促進を
求める意見が多かった。
生活道路については、狭あい道路の解消と道路排水の整備を求める声が多く、特に日吉台
では違法駐車対策を求める声が目立った。
交通安全対策については、幹線道路沿いの歩道設置を求める声が多かった。特に歩道や路
側帯について、舗装や段差の解消を求める意見が目立った。
また、防犯対策を含めて、街灯や防犯灯の設置を要望する意見もあった。
なお、その他に意見の多かったものをあげると、図書館や病院、プールなどの施設、上下
水道の整備、税や公共料金の適正化などがある。

誇りや自慢に思うこと
・緑が多い、自然が豊か

注：自由記入表題横の数字は、指摘件数を示す。

189

・まず、自然がいっぱい。キジや野ウサギをみながらの生活は、最高です。川崎の町中から移ってき
て 6 年、長生きできそうな感じです。関東のどこに住もうかとあちこち見てきて、千葉に最終的に
落ち着き、ここでよかったと今もつくづく思っています。
（女、45 〜 49 歳、富里南小学校区）
・高速道路で東京から成田に帰る時、窓から緑の量が増えて来るのが見えると、
「富里に、もうすぐ着
くな。
」と、ほっとします。ここに緑があって良かったです。
（女、40 〜 44 歳、富里南小学校区）
・富里町のある北総台地は、印旛沼に至る水系、利根川に至る水系、太平洋に注ぐ水系の分水嶺であ
り、それは各水系の水源地であるということです。このような重要な存在である森林を「開発」と
いう名のもとに伐採し、なくすことは、富里町だけの問題ではなく、地域あるいは地球的規模とい
うマクロな視点で見れば、絶対に慎むべきです。
（男、50 〜 54 歳、富里小学校区）

・富里スイカやスイカロードレースが有名

117

・ずばりいってスイカの味です。季節になると、あっちこっちにスイカを送ります。返事はいつも「こ
んなおいしいスイカは、全国広しといえど、どこにもありません。」これが富里町に住んでいる私の
自慢です。
（女、35 〜 39 歳、洗心小学校区）
・富里というと「スイカの町」ですねと言われることがあり、うれしくなります。
（男、60 〜 64 歳、根
木名小学校区）

・農産物がおいしい、新鮮、安い

66

・新鮮な野菜と果物が豊富な町です。とりたての物を実家に持って行ってあげると、とても喜ばれま
す。なす、きゅうり、スイカは富里に限ると言われます。
（女、50 〜 54 歳、富里第一小学校区）
・緑が多く空気がきれい。野菜類も新鮮で安く新しいものを食べることができ、生活はとてもしやす
い町だと思います。
（女、50 〜 54 歳、七栄小学校区）

・成田空港に近くて便利

39

・仕事がら、海外にでかけることの多い我が家の家族にとって、１５〜２０分位で空港を利用できる
便利さに大変満足しています。
（男、40 〜 44 歳、日吉台小学校区）

・買い物や通勤･通学に便利

29

・日吉台は、学校や駅、病院、スーパーが近くにありとても便利です。
（女、25 〜 29 歳、日吉台小学
校区）

・災害や犯罪が少なくて安全

27

・大きな犯罪や災害もなく、平和に毎日が送れること。
（女、50 〜 54 歳、日吉台小学校区）

・空気がきれい

25

・空が高く、星空がよく見えて、空気の良さを感じます。
（女、55 〜 59 歳、富里南小学校区）
・住宅地域と工業地域とがきちんと分別されていて、排煙などが気にならずにすむ。
（女、25 〜 29 歳、
富里小学校区）

・周りの環境が静か

24

・国際空港がすぐ隣にあるのに、静かで緑も多く、住宅街もあること。
（女、20 〜 24 歳、富里南小学
校区）

・人情が豊かでやさしい

20

・昔ながらの人情があり、お互いに信頼し合う関係、助け合う関係を大切にして生活しています。道
端であいさつを交わし合ったり声をかけ合ったりすることが自然に行われ、その中で子供たちが
育っていってほしいと考えています。
（女、25 〜 29 歳、富里小学校区）
・古くからの住民の皆さんは純朴で、移住してきた人々への差別感など全然見受けられなく、住みよ
いところだと誇りに思います。（男、75 歳以上、富里第一小学校区）

・町がのんびりのどかで、やすらげる

19

・不便さが目につき、住みはじめた頃はあまり愛着がありませんでしたが、年々この町が好きになり、
大切に思うようになりました。それは、地域の人たちの暖かさと、富里の大地からくる、ふしぎな
やわらかい心にしてくれる空気だと思います。これからは、この町をもっと良くし、一生安心して
住み続けていけるようにと思っています。
（女、45 〜 49 歳、富里第一小学校区）

・ごみの真空輸送システム

17

・日吉台に住んで１６年になりますが、ゴミポストがあり、野良猫、カラスの被害がなく清潔な所。
（女、60 〜 64 歳、日吉台小学校区）

・子育てのための環境がいい

15

・緑が多く、他の市町に比べると子供たちがのびのびとしているように見える。
（女、35 〜 39 歳、浩
養小学校区）

・地域での交流や活動が盛ん

14

・農作物の収穫の時期になると、近所の農家の方から野菜などをもらったりすることがあるように、
まだ地域の交流が盛んに行われている所。
（女、50 〜 54 歳、富里南小学校区）

・高速道路やインターチェンジ

14

・富里Ｉ . Ｃがあるので、自動車での移動はとても便利だと思います。
（女、30 〜 34 歳、根木名小学校
区）

・都市と田園が共存している

13

・野山の緑に恵まれ、自然が多く残っていることは住むのに最高の環境です。しかも車を使えば、結
構生活上の利便性が得られる。このバランスを今後も絶対に残してほしい。
（男、40 〜 44 歳、日吉
台小学校区）
・田舎の純朴な良さと近代的な便利さをあわせもつところがとてもよいと思います。
（女、50〜 54歳、
富里小学校区）
・緑の多い広大な畑の広がる南部、そして北部の住宅街など、いろいろな要素のつまった町です。緑
の多い環境は何よりも住みやすく、また、比較的安全に暮らしていける町です。スイカと野菜のお
いしい、豊かな大地、これを忘れてはいけないのではないでしょうか。市街地の整備だけでなく、
農家の方々にもいろいろな面で優しく応援してくれる町であってほしいと思います。
（女、40 〜 44
歳、富里小学校区）

・競馬のふるさととして馬や牧がある

12

・自動車で走行していると各所に牧場の看板が目に入り、広々とした農地に馬や牛などのんびりと戯
れている姿がみられる。
（女、45 〜 49 歳、日吉台小学校区）

・祭りやイベントが盛ん

9

・スポーツ、文化サークル活動が盛んで、住民の交流が良いと思います。
（男、55 〜 59 歳、浩養小学
校区）

・新しい店舗が盛んに立地

9

・最近は大型スーパーが出店して、物が安い。
（女、50 〜 54 歳、根木名小学校区）

・農業が盛ん

9

・農業に従事している方々が、
よりよい農作物を作られることに日夜頑張っておられて立派です。
（女、
55 〜 59 歳、日吉台小学校区）

・水がおいしい

7

・都会に通勤しているから言えることですけど、なんといっても水がおいしい事です。
（女、20 〜 24
歳、日吉台小学校区）

・物価が安い

7

・物価は、他町村より安価でとてもよいと思います。
（女、50 〜 54 歳、根木名小学校区）

・町役場の窓口対応がいい

7

・引っ越してきた当初は不安にかられていましたが、諸手続きをしに町役場に出向いた時に、暖かい
職員の皆さまのおかげで無駄なくすませることができました。
（女、55 〜 59 歳、根木名小学校区）

・国際交流

6

・空港のある成田市と隣接しているため、国際交流がある。
（女、25 〜 29 歳、富里第一小学校区）
・成田空港に近いので、色々な人種の方に会う機会が多い。
（女、35 〜 39 歳、根木名小学校区）

・公共施設が一ケ所にまとまり便利

5

・公的な機関が一ヶ所にあって便利。
（女、50 〜 54 歳、七栄第三小学校区）

・公園がよく整備されている
・町全体が平坦なこと

5

5

・東京方面に出向くのに便利

5

・高速道路、高速バスのおかげで東京が近くなった。便数を増やしてくれると、楽しみは都会で、生
活はゆったり田舎で、駐車場の心配をせずに遠出ができます。
（女、45 〜 49 歳、富里小学校区）
・成田駅を中心に松戸方面に行くには常磐成田線、上野駅に行くには京成線、千葉へ行くには総武線、
高速は近くに富里インター、成田インターと、東京方面に行くのに便利な所。
（男、45 〜 49 歳、根
木名小学校区）

・気候が温暖

4

・一年を通して温暖でとても過ごしやすい土地です。
（女、45 〜 49 歳、富里南小学校区）

・「富里」という地名

4

・富里という地名がとても好きです。すべてにおいて豊かなふるさと、ということです。
（女、50 〜 54
歳、富里小学校区）

・検診が充実

3

・歴史と伝統がある
・バスの便がいい

3
3

・着実に発展している

3

・車での生活に適している

3

・都内では、車で出掛けて用を済ますという事ができません。車を駐車するスペースが無いのです。
富里町は、比較的にどこへ行くときでも車が利用でき、ある意味ではとてもアメリカ的で、その点、
東京都に勝っています。
（男、40 〜 44 歳、七栄小学校区）

・福祉行政が充実している
・町長

3

3

・ひづめ太鼓

3

・文化･教育行政が充実している
・広報とみさと

2

・成田山が近い

1

3

要望や提案

注：自由記入表題横の数字は、指摘件数を示す。

・バス路線の充実、料金の改善

128

・今は自分で車を運転して出かけることが出来ますが、これから２０年、３０年後出かける時のこと
を考えると、バスは本数が少なく、料金も高く、バス停までも歩いて１０分、１５分かかるとなる
と、行動範囲がすごくせばまることと、毎日のスーパーへのおつかいも足、腰が痛い年齢にはつら
いものになるのではと心配です。道路にはのんびり歩ける歩道と、低料金で乗れるバスと、夜道に
は街灯をつけていただき、ところどころ暗いところがないような街にしていただきたいと思います。
（女、40 〜 44 歳、富里南小学校区）
・子供や年寄りのいる家にとって、交通機関が整っていないということはとても不便だと思う。車の
運転が出来ない人にとって交通の手段が少なすぎる。
バスの本数も少なすぎるがバス代も高すぎる。
バス停まで１０分以上歩かなくてはならないところもある。もっと気軽に出て歩けるように、公共
交通機関の充実に力を入れてもらいたい。
（女、35 〜 39 歳、根木名小学校区）
・北部方面には運動公園やレジャーの出来る場所がありますが、南部方面からですと、バス、交通の
便が悪く利用しにくいです。なにか、福祉のバスがあってもいいかなと思う。
（女、60 〜 64 歳、富
里南小学校区）

・道路の整備

95

・富里に住んで、村から町へと移り変わりを目にしてきました。人口が増え、活気も出てきた反面、
交通事情の悪さ、渋滞には、閉口します。私の住む古村では、富里小学校まで、児童は自転車通学
です。交通量の非常に多い大変危険な道を、ヘルメットをかぶって登校する小学生。いつも危険と
隣り合わせです。センターラインもないこの道は、幹線道路です。朝は、自宅から外へはなかなか
出られません。成田方面へ抜ける道路が必要です。住みよい町は、道路整備の整った町です。人口
増に、道路網が追いついていません。市として、更に発展を望むのなら、生活道路の整備が必要で
しょう。
（女、40 〜 44 歳、富里小学校区）
・分譲住宅地が点在し、昔からの道路の整備が進んでいないために曲がりくねった生活道路では、
日々、事故が多発しています。町内に駅がなければ必然的に良い道路の確保が必要なのに、歩道も
街灯もなく、夜間の歩行がおそろしい場所もあります。どうか町民が安全に暮らせる道路整備、も
しくは８〜９人乗り程度のミニバス路線の開拓、バス停留所への無料駐輪施設の確保など、御一考
のほど、お願い致します。
（女、55 〜 59 歳、根木名小学校区）

・歩道設置など交通安全対策

81

・高校生が２人いますが、バス代が高いのと時間が合わないのとで、自転車で成田まで出ています。
道幅が狭く、大型のトラックなども多く、非常に危険です。少しずつでも安全性を考えた道路の整
備をお願いします。
（女、40 〜 44 歳、富里南小学校区）
・とにかく、歩道を作ってほしい。街灯もない道路を人が歩き、細い道を車が走り、いつどこで事故
がおこってもおかしくない。立派な施設を作る前に、安全に生活できる環境をととのえてほしい。
（女、35 〜 39 歳、根木名小学校区）

・図書館など文化・スポーツ施設の建設･整備

53

・文化会館、図書館などの建物を早く建設し、住民の発表、学習の場所、勉強、読書の場所をつくっ
てほしいものです。外の市町村へ行かなくてもすむように。
（男、55 〜 59 歳、浩養小学校区）
・図書館（子供から高齢者まで、誰でも気軽に立ち寄れる広々としたもの）の早期建設をおねがいし
ます。
（女、50 〜 54 歳、富里小学校区）
・図書館を是非作るべきです。これからの時代、もっと文化、教養を高めることが未来への発展へと
つながるものと思います。
（女、30 〜 34 歳、根木名小学校区）

・福祉の充実

44

・高齢化、少子化で、これからその特性を考えて医療や福祉に力を入れ、若い力を活用する。障害者
にも住みよい特性のある町であってほしいです。また、他の市町村からもお手本になるような町で
あるように、町全体の住民で協力してまちづくりをしてほしい。
（女、40 〜 44 歳、日吉台小学校区）

・上下水道の整備

39

・同じ税金を払っていて、上水道、下水道が設置されている所と、そうでない所がある。これが非常
に不満である。
（男、60 〜 64 歳、富里南小学校区）

・交通渋滞対策

32

・富里インター前の道路から 409 号線までは特に車が混雑するので、もう一本道路を作って、すみや
かに走行できるようにしていただきたい。
（女、45 〜 49 歳、富里小学校区）

・北部と南部等、町内の格差是正

24

・いわゆるサラリーマンを中心とした新興住宅地域の住民と、農業を中心とした地域住民との税負担
の公平性等の問題を考え、新しく転居してくる住民に対しても不平等感をもたせないような行政が
必要である。
（男、50 〜 54 歳、日吉台小学校区）
・南部地区と北部地区の差が大きすぎる。町と村ほどのひらきがある。
（女、60 〜 64 歳、富里南小学
校区）
・町の開発が、どうしても日吉台、七栄中心になってしまっている。人口的に仕方ないのかもしれな
いが、昔から住んでいる地区の人たちのことも考えてほしい。
（女、35 〜 39 歳、浩養小学校区）

・街灯の設置

23

・鉄道・駅の設置

22

・駅はどうしても必要である。鉄道を通さなければ、町の発展はないと思う。
（女、20 〜 24 歳、富里
第一小学校区）

・税や公共料金の改善、適正な利用

22

・税金の無駄遣いせず、町のために有効に使ってほしいと思います。
（女、50 〜 54 歳、富里南小学校
区）
・勤め人にはきびしい税制でが、税金を納めるのは国民の義務と思っていますのでしかたがありませ
ん。しかし、それが有効に使われているかは大きな問題です。今までの計画に入っているからとか、
他市との比較競争で使われそうにもない中途半端な施設、たとえば図書館等の建設をしたりとかの
無駄だけはやめてほしい。町としても贅沢思考はやめて、今あるものをいかにうまく使うかに頭を
使っていただきたい。
（女、40 〜 44 歳、日吉台小学校区）
・子供の医療費のことなのですが、だいたいの他の地域は、３歳未満、もしくは、小学校未満の場合、
市町村が負担するところが多いのですが、富里は保険がきくだけで、子供が病気になると財布を気
にしないとならないので辛いです。もっと負担が軽くなるよう努めてください。
（女、25〜29歳、根
木名小学校区）

・買い物やレジャーの場の充実

21

・町のはずれは何もないです。大きなスーパー、病院、銀行など足らないものが沢山あります。不便
を我慢して暮らしています。
（女、45 〜 49 歳、富里南小学校区）

・路上駐車の取締

18

・日吉台は飲み屋が多いため、路駐が多い。取り締まりを強化してほしい。
（男、20 〜 24 歳、日吉台
小学校区）

・排水対策

17

・大変住みよい町ですが下水道の完備を願います。特に雨水の下水。大雨が降れば道路は雨水で一杯
となり、外にも出られなくなる。また、畑は湖のようになり生産より苦情もでている。
（男、55 〜 59
歳、根木名小学校区）
・平たんな土地なので、大雨が一時的に降ると少し低い所（道路）が川になる。排水の整備を （女、
35 〜 39 歳、富里小学校区）

・病院等の建設

16

・コミュニティづくりやコミュニティセンターの整備

16

・各地区の集会場は老朽化しており、このままでは使用不能になってしまいます。主な原因は、各地
区に負担させており資金調達が出来ず修理もできず放置される。これにより閉鎖され、極めて残念
なことです。町、県、空港公団に助成金をお願いし、地域住民に負担のないよう、コミュニティセ
ンターの設立を望む。
（男、50 〜 54 歳、富里南小学校区）
・広い富里です。学区ごとに、コミュニティセンターや小学校の空き教室を利用した活動をしていけ
たらと思います。
（女、45 〜 49 歳、富里第一小学校区）

・農業の振興

16

・減少しつつある農家を守るため、若者の希望がもてる農業形態を考えてほしい。
（女、50〜54 歳、浩
養小学校区）
・伝統ある馬産の仕事を地元青年に認識させ、人材を町外へ出ないようにしたい。町内では富里町が
馬の町であることを知らない人も多い。馬にふれあう機会をつくり、町内での人材確保をめざし、
外部からも人材が来るようにしたい。
（男、50 〜 54 歳、富里南小学校区）
・私の家は専業農家です。以前は白菜を沢山出荷していて、船橋の市場へ持って行きました。その時、
よく茨城県の方と一緒になって話をしました。すると、
「スイカは富里にはかなわないからなあ。」と
言っていました。今、ブランド志向になっています。でも、良いもの、美味しいもの、納得のいく
ものにこだわって、丹精込めてじっくりきちんとしたものを作っていけば、消費者は、ずーっと長
くついて来てくれると思います。ブランドってそういうものではないか？と思います。生き残るた
めには、手を抜いてはだめです。
（女、45 〜 49 歳、富里南小学校区）

・企業誘致など就業機会の拡充

15

・町を活性化するには、企業誘致等で若人が積極的に町に定着することが必要。現状では老人ばかり
になってしまう。
（男、60 〜 64 歳、日吉台小学校区）

・教育･文化行政の充実

15

・将来の発展のためには、まずはその基本となるのは青少年の教育にあると思います。親、学校の先
生方は勿論、住民全体が一丸となって、良いと思われる施策を積極的に実行していくことだと思い
ます。（男、75 歳以上、富里第一小学校区）

・成田市との合併

14

・富里町にこだわらず、成田市と合併して、ＪＲ成田駅、京成成田駅、成田空港を核としたベッドタ
ウン的存在として、住宅地中心のまちづくりに撤してほしい。
（男、45 〜 49 歳、日吉台小学校区）
・行政区を大きくすることが望まれている時なので町長は選挙で市政をひくことを公約していたが、
特徴がなく無名の町が小さな市となるよりは、隣接の成田市と合併して、住みやすい国際的な市を
目指したほうがよい。
（男、60 〜 64 歳、日吉台小学校区）
・日吉台地区においてはサラリーマン層が多く、多額の税金を払っているにもかかわらず、生活環境
はよくない。日吉台地区だけ、成田市へ移したらいかがですか。
（男、45 〜 49 歳、日吉台小学校区）

・公園やこどもの遊び場の整備
・治安の向上

14

13

・日吉台の大通りが夜危険なので、何とかしてほしいと思う。
（女、20 〜 24 歳、日吉台小学校区）

・プールの建設

13

・ゴミ焼却熱を利用した温水プールを設けてほしい。
（男、40 〜 44 歳、富里南小学校区）
・印西市にあるようなゴミ処理場の熱を利用したような温水プールがあり、しかも交通の便が充実し
ていたらとてもよいと思います。
（女、50 〜 54 歳、日吉台小学校区）

・道路の舗装

13

・県道や町道の他にも、住居がある所は舗装をしてほしい。例えば、家が３件以上あれば可能になる
とか、条件付きでも良いからしてほしい。
（男、25 〜 29 歳、七栄小学校区）

・街並みや通りの景観づくり

12

・日吉台地区に住んでいますが、メイン道路に飲み屋が多いのに驚きます。ある程度の規制をするこ
とは出来ないのか。
（女、50 〜 54 歳、日吉台小学校区）
・今の日本、どの街へ行ってもほとんどまちづくりの個性がなく、皆一様に、一貫性が感じられない
ようなバラバラなまちづくりをしている気がします。せっかく緑豊かな富里町なのですから、この
自然はこわすことなく、そして商業地のまちづくりももっと看板などを規制しても、一貫性のある、
きれいなまちづくりをするよう取り組んでほしい。
（女、45 〜 49 歳、日吉台小学校区）

・駅やバス停近くの駐輪場の設置

12

・京成電車を利用される方たちのためにダイエー近くにでも自転車置場を作ってほしいと願っていま
す。
（女、65 〜 69 歳、日吉台小学校区）

・幼稚園や保育園の整備･充実

12

・公立幼稚園を、３歳児からの入園にしてほしい。近いうちに３歳保育になるといううわさが出てい
るが、はっきりとした意見を示してほしいです。
（女、25 〜 29 歳、富里小学校区）
・日吉台には保育園がなく、働く母親は不便。
（女、25 〜 29 歳、日吉台小学校区）
・共働き、核家族でも安心して子供が育てられる施設を要望します。０歳児保育や時間外保育の充実。
（女、35 〜 39 歳、日吉台小学校区）
・新しい住宅地も多くなり、核家族も多くなってきています。また、私のように新しく町に住む人は、
小さな子供がいます。そして仕事をしている主婦も多くなります。町運営の学童保育の場を、一日
もはやく建設していただきたいと思います。
（女、35 〜 39 歳、富里南小学校区）

・市制の施行

11

・近い将来富里町も市になると思うので期待はしている。まちづくりの基本的発想は、現在必要とす
る部分の不足を補っていくことが発展途上の町にとって必要なことではないでしょうか。ちなみに
我が家で町外へ出ていかなければならない施設は、映画館、ボーリング場、大学、プール、警察署
です。
（男、50 〜 54 歳、根木名小学校区）

・ごみの不法投棄対策やマナーの向上

11

・環境美化推進協議会で既にポイ捨て防止を行なわれていますが、未だに運転しながら空き瓶、空き
缶、吸い殻等を平気で投げていきます。中には大きなビニール袋で家庭内のすべての廃品を、きれ
いにしてある畑、芝の上に投げていく大人の心に悩まされる現況です。
（女、75 歳以上、富里南小
学校区）

・町民参加の推進

11

・役場職員の態度やサービスの向上
・緑などの自然保護

11

10

・ここ富里町のある北総台地は、印旛沼に至る水系、利根川に至る水系、太平洋に注ぐ水系の分水嶺
であり、それは、各水系の水源地であるということです。その後背地にある森林は、集水、保水の
機能を有し、重要な存在です。このような重要な存在である森林を「開発」という名のもとに伐採
し、なくすことは、富里町だけの問題ではなく、地域、或いは、地球的規模というマクロな視点で
見れば、絶対に慎むべきです。むしろ、それを管理、保護する役割が行政に求められるのではない
でしょうか？「一度失われた自然は二度と戻らない」ということを肝に銘じるべきです。
（男、50 〜
54 歳、富里小学校区）

・砂ぼこり対策

9

・風が吹くと、まわりの畑からの土が家の中に入ってくることが悩みである。特に３月ごろが激しい。
道路上にも土が積もり、路肩などが埋まるほど。防風林等で何とかならないか。対策をしてくださ
い。
（男、25 〜 29 歳、富里南小学校区）

・バリアフリーなまちづくり

9

・飲食店やバイクの近隣騒音対策

8

・住宅街にかかわらず飲食店が多く、声などがうるさくて大変困っている。
（女、50 〜 54 歳、日吉台
小学校区）

・緑化や花いっぱいの推進

7

・空港業務の富里への誘引

7

・保税地区と直線道路等を引き入れ、空港業務の手続きの富里への移転等を各省へ働き、推進を行う。
（男、25 〜 29 歳、富里小学校区）

・役場の人材育成

7

・モノレールの建設

7

・最寄りの駅がなく大変不便ですので、成田駅までの交通手段としてもっと速く簡単に行けるように
駅を作ってほしいと思います。バスに乗ろうとしても本数が少なく困ります。モノレールのような
ものを作り成田駅まで行けるようにしてほしいです。
（女、55 〜 59 歳、富里南小学校区）

・大学や高校等の設置

5

・街路樹の設置･整備

5

・外国人のためのまちづくり

5

・せっかく外国の人たちが多くいるのだから、たった１回でもいい（旅行に来ていて）
、ふれあえたら
いいと思います。年齢には関係なく、ただしゃべている（？）という思いが、帰る時残っているよ
うな、また立ち寄りたいと思える空間があるといいですね。
（女、30 〜 34 歳、根木名小学校区）

・情報公開の推進

5

・農地からの悪臭対策

5

・ごみの収集・処理･リサイクルの充実
・学童保育の実施

4

4

・飼い犬・猫のモラル向上
・大規模な公園の建設

4

4

・富里町は緑豊かな町という印象がありますが、雑木林が多く、公園といえば、団地にある小さな公
園と中央公園だけで、もっと、木、草、土、空といったものを自然そのままに利用した広大な自然
公園がほしいと思います。そして、その公園の周りに図書館や運動広場、プールなど人工的な施設
があるとすばらしいのではないでしょうか。
（女、35 〜 39 歳、富里小学校区）

・防災無線の配置など
・行事やイベントの充実

4
4

・未利用地の荒れ地対策･有効利用

4

・バブル崩壊後、荒れ地が目立つ。雑草が山のようになり、防災、ゴミ問題が発生し、地域住民が迷
惑している。土地所有者への管理指導を徹底してほしい。あるいは空き地利用として、貸農園とか
駐車場とか地域住民に開放すれば良いのでは？（女、50 〜 54 歳、日吉台小学校区）

・野焼きの悪臭対策

4

・小規模な宅地開発の抑制

4

・小規模な宅地開発は抑制してほしい。また、宅地開発にあたっては、１区画が８０坪以上として、
３世代以上が住めるようにすべき。そのことによって、長期にわたって世代バランスの整ったまち
づくりができると考えられる。
（男、40 〜 44 歳、日吉台小学校区）

・深夜の防災無線の再考
・駐車場の設置

3

3

・役場出張所の充実

3

・ごみ焼却の熱利用の推進
・墓地の建設

3

2

・公営住宅の建設

2

・社会体育館の祭日休館の見直し
・警察署・交番の設置

2

・歴史・文化財の保全

2

・区費への疑問

2

・周辺市町村との連携
・大災害への備え

2

2

・アンケート調査の実施を歓迎
・土日の開庁

2

2

2

・ダイオキシン対策の推進

2

・地域活動やボランティアへの支援

2

