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高校生アンケート　自由意見一覧表

記載内容

新川をきれいにしてほしい。

新川臭すぎです。

景観が良くないので電柱を埋めたほうがいいと思います。

最近では住んでいる場所の周りで、自然を消して住宅を多く作ろうとする傾向が見られ、自然が減っていると思います。

桜の木が減って寂しい感じになっている。

住宅が密集し、他になにもないことがちょっと不便だなと感じます。でも程々に栄えてて程々に田舎なので住みやすいです。

住宅街に多くの空き地や街灯が無い道が多くあるので、防犯対策を考えて欲しい。また、空き地では夜にコウモリなどがいて迷惑な
為、対策を考えて欲しい。

住宅街を作るために、桜の木が伐採されていたので、緑を大切にしてほしいと思いました。

勝田台駅周辺には、景観を損なうような家や空き家が多数あるので、どうにかする必要があると思っています。

町並みが殺風景で通学時などがつまらないです。

通学路の道路の整備をしてほしい。道が凸凹なため自転車がパンクする。
最近家を建てるために、森が伐採されて減ってきた。昔はカブトムシとかたくさんの虫と触れ合うことができたのに最近はなかなか
見かけない。

道路沿いの建物などから新しいものに変えていき、景色という形から都市化を進めていったほうがいいと思います。

緑を増やして欲しい。

緑を増やす活動をしてほしいです。

一部、景色の悪い道があるため緑を増やしたり、大きい広告の撤去などを行った方が良いと思う。

八千代市の発展には八千代緑が丘駅の発展が最も重要視される。より多くの富裕層を呼び込むためのマンションや、景観を良くする
べき。
他の地区は道路整備等で自分も含めて多くの人がそれで良いと思っているので、主要な八千代緑が丘駅周辺を良くしてほしい。

サッカーや野球等が危ないからと言って禁止している公園が多いので、心置きなく球技で遊べる公園がほしい。

バスケットボールができる環境を増やして欲しいです。

公園などに、もう少しバスケットゴールをつけてほしい。

だだっ広い公園をもっと作ってください。
また、成田街道が狭すぎて自転車が通行しづらいので整備してください。
他には機能してない店をどんどん減らして、新しい遊び場とかを作っていただけたら幸いです。
何がどうあれ道が狭すぎるので、よろしくおねがいします。

野球が禁止されていない公園で、野球をやっていて、警察へ通報された。野球ができる公園を作って欲しい。
野球をしていて警察への通報は意味が分からない。やっていい公園なのに。

公園の遊具にぶら下がる筋トレができるような遊具を造って欲しいです。

公園を増やしたら良いと思います。

子供が元気にはしゃげる広い公園や体育館を新しくつくるべき。
今は、遊んでいるだけで、子供の声がうるさいなどという人がいるので、その人達の目を気にせず、元気に遊べる場所がほしい。

勝田台駅に座る場所が欲しい。

市外の住民でも、八千代市内の学校に通学しているなら、市営駐輪場の料金を安くしてほしい。

国道16号に沿うように、南北に走る電車がほしい。

特に必要ないものを建てたり、先にするべきことにお金が使われていないイメージがあるので、そこをどうにかしてほしい。
あと、東葉高速が高いのはどうにかできないのですか？

意見する場が間違っているかもしれないがここに意見させていただきます。
東葉高速線の運賃値下げについて、服部市長は公約で運賃の値下げを掲げ、当選した。
しかしながら未だ実現しておらず多数の沿線の人々を苦しませている。
僕は将来、都内で働こうと考えている。そこで、どこから通勤するか考えたところ1都3県の中で、東葉高速線沿線は絶対に住まない
と決めた。
理由は言うまでもない。もし、僕のように東葉高速線の高額運賃のせいで、八千代市から離れる若者が多くなればどうなるだろう。
きっと八千代市は衰退の一途を辿るだろう。
沿線開発はとっくに終わり、これ以上の大開発は望めない。
大学を卒業したら別の地域に引っ越すつもりだが、服部市長の頑張りによっては、八千代市に住み続けることも視野に入れておきた
い。

駅が少ないと思った。

市は何もできないかもしれませんが、東葉高速の運賃を下げてほしいです。
個人的にpcパーツを買うのに秋葉原等に行かなくてはいけないので、市内に専門店が増えてほしいです。
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記載内容

東葉高速鉄道の料金を安くしてください。

東葉高速の運賃の値下げをお願いします。
夜の京成バラ園付近が暗いので街灯を多くお願いします。

東葉高速の値段を安くして欲しい。

東葉高速線が高いです。

東葉高速線の値段を安くして欲しい！

東葉高速鉄道の料金が高い。

東葉高速鉄道の料金を安くしてほしい。

八千代松陰高校前に駅をつくる。

日中の東葉高速線を減便し、朝夕の東葉高速線を増便するべきだと思う。
八千代台駅～八千代緑が丘駅までのバスにSuicaを導入すべき。
八千代中央駅周辺は高齢化が進んでいるので、住宅開発を抑制すべき。

「緑の多い」というワードが出てきていたが、市街地に緑が多いのと、田舎で緑が多いだけなのは別だと思う。
発展していない不便なところと思われても、仕方が無いと思う。個人的にもそう思っている。
また、バスや電車の運賃が高く、移動手段が制限されている印象が強い。そのため、娯楽施設や商業施設との移動手段が噛み合って
いないように思える。
「八千代市といったらこれ！」というものがない。あったのだとしても認知されていない。そのために足を運ぶほどの利点がないの
だと思う。
少しでも参考になればありがたいです。八千代市の発展に向けて頑張ってください。

イオンモール八千代緑が丘前の道路の渋滞を改善してもらえると嬉しいです。

国道16号の渋滞解消

国道16号に繋がる道の信号渋滞の解消。

国道16号沿いの歩道を自転車で利用するのですが、車道は車が多いので通れず、歩道は狭く雑草が伸び放題になっているところがあ
るので通りにくいです。

国道16号がいつも混雑しているため、道路の拡張、信号機を少なくし、遊歩道の補修、バスやトラック専用ルートを作り、交通渋滞
を少なくすることで、
これまでにあった渋滞での経済損失を抑えることができる。そして、渋滞のない道路としての印象を植え付けることで、多くのメ
リットがあると考えられる。

国道16号の朝の渋滞を解消してほしい。

国道16号の道の草を整備してほしい。

国道16号の歩道が狭く、凸凹しているため、自転車が漕ぎづらい。道路に生えている雑草を早く切ってほしい。

国道16号沿いの歩道が凸凹しているので、整備してほしい。

国道296号の緑が丘方向への道路の途中、狭い道に草が出ていて危なかったです。

国道296号を自転車で走るには、車道は危ないし、歩道を走るにしても、段差が酷く道幅も狭いので、走りずらい。

国道296号の歩道を整備してほしい。できれば、自転車専用通行帯を作って欲しい。特に下市場から緑が丘まで。

国道296号沿いの道が凸凹しているので、自転車で何度も怪我をしたことがある。

国道296号の下市場から船橋方面の渋滞が解消できるといいと思います。
朝だと渋滞した車が赤になっても進むことがあり、ぶつかりそうになったので、改善できるといいと思います。

凸凹の道が多いので直してほしい。通学路が狭く車と接触しそうなので、対策をとってほしい。

ボディークラフトの近くにある坂を上がったとこの曲道からくる車が、飛ばしていて危険だと感じた。

安心して通勤通学出来る街にして欲しいです。

駅前には商業施設が密集しており、特に不便なことはないが、通学路の歩道がかなり凸凹しているので、自転車だと危険に感じるこ
とがある。

汚い景観の街に住みたい人はいないと思う。きれいに整備された広い道などを見ると、発展しているように見えるので、道を整える
べきだと思う。

学校に自転車で通学しているのですが、道路が狭く、いつも車に迷惑をかけてしまっています。
なのでもっと道路を広くしてほしいです。特に飯綱神社やその後の新川の橋や道路が凸凹です。

宮内橋周辺の道を整備してほしい。

桑橋付近の歩道がとても狭く、自転車専用の道を作って欲しいです。

工場周辺の道路の補修をしていただきたいと思います。

高齢者や自転車の通行が多いので、歩道の幅を広くして欲しいです。

国道16号沿いに高速道路を作ってほしいです。そしたら千葉方面や柏方面に行く時間が速くなり、国道16号の渋滞解消にも繋がると
思います。

国道16号の歩道が、とても草が伸びていて自転車で通るときに危ないです。また凸凹道が多くこの前転けている老人を見ました。非
常に危ないです。



3

記載内容

国道16号を自転車で通行した際、歩道の両脇から草が生えていて、ただでさえ狭いのに、より狭くなっていた。
草の影響で肌が痒くなったり、蕁麻疹が出たりした。更に、草がハンドルに絡まって転倒しそうになった。
また、木の根の影響でアスファルトが凸凹していて危険だった。早急に整備してもらいたい。

国道296号の歩行者専用道路が狭い上にアップダウンが激しい。

国道296号の大和田のあたりの歩道が著しく狭い気がする。主要道路であるため、自転車で通行するときに危ない。

国道などの道路脇の雑草などを夏の期間だけでも刈る回数を増やしてほしいです。自転車で通行するとき、雑草が巻き込まれそうで
怖いです。

国道の整備をしてほしいです。

坂道が多い。

坂道を減らしてほしい。

坂道が多すぎる。

雑草が歩道に覆い被さる形で伸びており、先が見えない状態になっている場所があります。
その歩道は学生たちの通学路なので、視界が悪く道幅が狭くなっていると車の通りも多い場所なので、とても危険です。景観も損な
われています。
時折伐採されることがありますが、頻度はとても少ないので対処が必要かなと思います。

市内を縦断する国道16号や横断する国道296号の交通網のことで、渋滞を解消するための道路を整備してほしいです。

私は勝田台地区に住んでいるのですが、駅周辺も最近活気がなくなっているように思います。
また、勝田方面は街灯も少なく、交通面も改善の余地があると思います。

自然と便利な商業施設のある両立のできている街だと思いますが、新川沿いの道を整備し街灯を設置してほしいです。
また市内の様々な歩道の幅を広くし、整備してほしいです。八千代市は自転車で行き来しにくい街なので、しやすい街にしてほしい
です。

自転車で登下校するときに歩道がないところが多々あって、車にはねられそうになることがよくある。

自転車で車道の端を通るように心がけているのですが、ごく稀に道が悪いところがあるので整備等をしていただけると助かります。

自転車専用の道路などを少し増やしてほしい。

自転車通学時に道が狭いところが多く、危険な思いをしたため、もっと道を整備してほしい。

自分はまだ学生なので学生として感じたことしか言えないけれど、国道16号を中心に道路を整備したほうがいいと思う。
特に歩行者・自転車用のレーンや道を作るなど。歩いていても後ろから自転車が来るか心配しなければならない。

勝田台駅周辺の歩道が狭い。2つの路線が交わる駅前の景観が寂しすぎる。
ひとり暮らしをしようとなったときに、八千代市は選ばないと思う。

上高野の工業団地と村上緑地公園の間の道路がかなり凸凹しており、自転車でとても走行しづらいです。

宮内橋を自転車通学に利用しているのですが、道路の整備ができていなく危なく、車とすれ違う時に田んぼに落ちる危険性もあるの
で整備してほしいです。
また、新川周辺の草が生い茂りすぎていて道が通りにくくなっているため、定期的に整備をしてほしいです。
最寄りが八千代中央駅なのですが、ショッピングモールなどに行く際、緑が丘または村上まで行かなければならないので中央にも設
置していただきたいです。

新川周辺の道路を整備してほしい。

新川の近くを通ると、道が凸凹していて、自転車で通りづらいので、整備していただけると嬉しいです。

新川を渡る橋の両側が低くて、自転車のときに落ちそうになる。

新川通りの凸凹している道をきれいにしてほしいです。

千葉英和高校の前の道路に信号を設置し、道路の舗装をしっかりしてほしい。

早よ草切れ。

村上団地第一バス停前の横断歩道の信号機の切り替えが早すぎて、渡りにくい。南北の信号機は30秒程度で切り替わるが、東西の2
つの横断歩道は10秒程度で切り替わる。

大都市（主に東京）で大規模災害が発生し羽田空港が麻痺した際に、成田空港が海外からの支援の拠点となるので、八千代市の幹線
道路は整備すべき。

大和田新田付近の国道296号沿いの歩道が、極端に狭いところが多く危険。

通学する際に使う道が細く、車の通りも多く危ないので、朝のこの時間、など時間を区切って通行止めにして欲しい。

通学の際に梨農園の横を通っていて、自転車通学の人数が多いのですが、一般乗用車が来たときに危険です。時間で分けるなど考え
ていただけるとありがたいです。

通学路が凸凹していてひび割れしているので、整備を行ってほしいです。

通学路の道路の舗装工事をお願いしたいです。また、定期的に除草をお願いします。

通学路の歩道に草が伸びすぎていて、歩道はほとんど通れない状況になっています。仕方なく道路を走っても車の通りが多く危険で
す。夏場には草を定期的に刈ってほしいです。

国道16号が凸凹していて、自転車通学が大変なので直してください。
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記載内容

道が凸凹しすぎ。

道がぐちゃぐちゃしていたり、細い道が多い。

道が狭い。

道を広げて欲しい。

道路の渋滞時の迂回路が少ないため渋滞が起こっていると思うので、迂回路の整備も必要だと思います。

道路の整備をしっかりしてほしいです。

道路の草が伸びており、通行時に体に当たって痛い。電車賃やバス代が高い。

道路の舗装をお願いします。

道路や公園の雑草が伸び、歩道が通りにくくなっているため、こまめに整備してほしい。

道路整備がなされてないところがたくさんあるので、目を配っていただきたいです。

八千代市の道路は凸凹で整備が追いついていません。家の前は5年ほど放置され、トラックが通るたび家が揺れます。
家中のドアが歪み困っています。いつ見ても工事されている道路が羨ましく思います。
また、信号機の設定がおかしいところがあります。交通量とあっていないところや、連続して引っかるため渋滞が発生するところが
あります。

八千代松陰に続く国道16号の草木の手入れをしてほしい。

飯縄神社側から新川を渡る道路や橋が狭く、整備が行き届いていないのできれいにしてほしい。

歩道が狭いのでもう少し広くして安全にみんなが歩けるようにして欲しいです！

歩道がないところがあり、危ないので作るべき。

歩道の段差を減らしてほしいです。

歩道がなくて、自動車との距離が近いので、自転車で通学していると怖いです。

歩道が少ないと思うので、歩道の整備をしていくといいと思います。

歩道が歩きづらいので、歩きやすくしてほしいです。

歩道と道路との間が狭い。自転車が走りやすいようにしてほしい。

歩道を整備して欲しい。

スケートボードに乗っていると嫌な顔をされるので、嫌な顔をされないようにスケートパークをもっと増やしてほしい。
勝田台・新川周辺の道が凸凹していて自転車で通りづらいので整備してほしい。

駅から離れると、草などが多く、道路が狭い。バスの本数が少なすぎる。田舎くさい。

学校に通学するときに、道が混んでしまうことが多いので、改善してほしいです。駅までのバスの本数も増やしてほしいです。

学生の一人としていうならば、通勤ラッシュに伴う渋滞がやっかいなイメージがあります。
私の通学している高校の近くには工場や倉庫などがあり、トラックなどの大型車が行き交っているように思います。
そのため、国道16号沿いがどうしても渋滞が起きてしまっているように感じます。
別の話になるのですが、学生に多く使われている東洋バスさんが少し高く感じます。競合する相手がいないからでしょうか。

東洋バスが雨の日、時間通りに来ないので、本数を増やすなど対策して欲しいです。

バスが時間通りに来ないことが多々あります。

バスの本数を多くして欲しい。コンビニをもっと多く配置してほしい。どの世代にも便利になって欲しい。

バスを増やして欲しい、。八千代緑が丘駅行きのバスも増やして欲しい。

海浜幕張から八千代台までのバスを毎朝3本ほしい。

交通が不便。なのでバスの運賃をもっと安くしてほしい。

私は市外に住んでいます。通学するときにバスを利用するのですが、雨天時など渋滞が酷く、授業に支障が出るときもあるので、改
善をお願いしたいです。

私は市内には住んでいませんが、市内の学校に通っています。バスを使っているのですが、道路が渋滞することがあります。そのた
め、渋滞をなくしていただけると嬉しいです。

東洋バスが遅延する上に高い。

東洋バスの運賃が高すぎます。京成線が通っているのならば、運賃が適正価格である京成バスを主流にすべきだと思います。

東洋バスの運賃をもっと安くしてほしい。ドアが閉まりきってないのに、バスが出発したり急加速する。もっと安全運転を心がけて
ほしい。

東洋バスの運転手によって、急停止急発進が激しく、高齢者には不便だと思う。危ない。

東洋バスの運賃の値下げをよろしくお願いいたします。

東洋バスの料金が高すぎる。駅前周辺しか走らない京成バスしか、ライバルがないことをいいことに、年々料金が高くなっていって
いるのをなんとかしてほしい。

八千代中央駅から出る八千代松陰行きバスをもっと増やしてほしい。なんで減らしたのか意味がわかりません。

街灯を増やしてほしい。ゴミ置き場の整備をしてほしい。
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記載内容

東洋バスの運賃を安くできないだろうか。
通学路を自転車で通るときに、道の管理がされていないので、自転車のみならず、歩行者、車でさえも走りにくくなっている。
農家だけの問題かもしれないが、農地で焼き畑みたいのをしないでほしい。煙でむせてしまって健康に良くない。

公園にもっと楽しい遊具やバスケットゴールなどを設置してほしい。
八千代中央駅前や近くに本屋さんをつくってほしい。
美味しいタピオカ屋やパンケーキ屋など、学生が楽しめるお店がほしい。

総合の授業内で、八千代市の抱える問題について、河川の氾濫というものがありました。
近年台風の数が多くなり、台風による被害も甚大なものが多くなっています。
これらの対応も急を要する物があると思います、個人的な見解として河川の深さを増すなどの工事をしてみてはどうかと思いますが
どうでしょうか？

水害の対策を強化して欲しいです。

学校周辺のポイ捨てされたゴミを拾う時、ゴミが多い。
学校登校時、勝田台駅に見るからにヤバい人がいて、治安が悪い。

とても良い自然環境がある場所が多く、魅力的ではある。
一方で、自然がある場所にゴミも多いので、学校や大学等でボランティア活動の一環として、ゴミ拾いを実施すれば、生徒にも良い
し、近隣の住まいの人にも良い印象を持たれると思うので、実施してほしいと思います。

犬の糞が多すぎて、安心して歩けません。

工場の黒い煙が少し気になります。

村上緑地公園の工場地帯側（集合団地の逆側）付近で、プラスチックを燃やしたような強烈な匂いがする。

通学路の1つの道が特に朝時に、工場や車の排気ガスがすごくて、息をするのが苦しいことがあります。辛いので改善していただき
たいです。
ゴルフ場を作るために自然を切り開いたせいで、行き場を失った狸が車にひかれて死んでしまっていました。自然や動物を守るため
に、もうこんなことはしないでください。

通学路の途中の道の端にトラックがたくさん止まっているところがあり、そこの歩道にゴミが多く捨てられている。
歩道が狭くなっているため、自転車が通れないところがある。

野良猫にもっと優しくしてください。

こんなアンケートを取る暇があるなら、もっと教育の場を優先して拡充するべきだ。

学校にWiFiつけてほしい

劇を発表できる文化ホールがほしいです。

市内の幼稚園の職員を増やすか、給料を上げてほしい。

市民プールをなんとかしてください。

市民プールを復活させてほしいです。

八千代市少年自然の家を市民の有志募金で耐震工事または立て替えをして、何世代先も伝統で宿泊学習で使えるようにして欲しい。

駅周辺が不便。

東葉高速線を東京メトロに変えて欲しい。駅周辺が寂しいので、食べ物屋さんなどを増やして欲しい。

駅周辺に、大手のチェーン店がもっとあった方がいい。そうすれば人も集まるのではないかと思います。町を活性化させるなら商業
施設の整備から始めたらいい思います

学生が帰りによったりできるショッピングモールや流行りにのったお店など、東京みたいにいろんなお店があってほしいです。

近くにイトーヨーカドーとフルルガーデンがあるのですが、その中のお店がどんどん潰れていく一方なので不安です。

娯楽施設が少ない。

娯楽施設を増やして欲しい。

駅周辺の店をもっと増やしたほうがいいと思います。

勝田台駅周辺に、もっと飲食店を増やして欲しい。また、学園通り沿いの飲み屋の割合が高すぎる。

新川周辺にコンビニなどを増やしてほしい。

千葉英和高校、八千代松陰高校などの学校近くに商業施設が少ないと思う。

中途半端に小規模の店を増やすなら小規模な店を増やすより、今ある店をもっとアップグレードしてほしい。

八千代市は川や緑は多いが、若い人が好むような商業施設や飲食店が少ないので、そこを強化すれば全ての世代が好む街になるので
はないか。

八千代台駅は市内の主要駅なので人気の商業施設を置くべき。

八千代緑が丘駅を中心にオフィスビルなどを建てる。

勉強できるカフェなどを作ってほしいです。

魅力を感じる建物があったらいいと思います。

アニメイトつくってください。

イオンやららぽーと等の大型ショッピングモールを作って、それを中心としていろいろな店を通りに並べればたくさん人が来ると思
う。

カフェなどゆったりできる所を増やしてほしい。

ショッピングモールを建てたほうが良い。

みんなで遊べる商業施設を増やしてほしい。
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記載内容

もっと飲食店がほしい。

商店街が空っぽで危ない。

もし、また爆破予告があった場合にすぐ対処できるようにしてほしいです。

安心して生活がおくれるように台風や地震などに強いまちづくりを日頃から行い、万が一、災害が発生した場合でも、避難所のプラ
イバシーが確保され、物資の面でも安定した生活が送れるような街にしていただきたいです。

私の住む地区では年に1度、災害時に備えた訓練が行われています。学生がボランティアとして参加します。
事前にチーム分けとその中で役割決めをして、お年寄りの案内や要救助者を運んだり、保存食の調理などもして、もしもの時のため
に地区全体で備えています。
世代を超えてコミニュケーションがとれますし、課題や改善点が見つかり次へ繋げることができます。
そして何よりも訓練を通して、参加した一人一人が改めて災害について考えることが出来る良い機会だと私は考えています。参考に
なれば幸いです。

景観に関することが多くありましたが、今は老朽化した施設の修繕を全体的に優先して欲しいです。

市役所での手続きが複雑であることと、夜遅くまで市役所職員が仕事をしているのに17時でエアコンなどがオフになるのはどうかと
思う。

施設の利用料を安くして欲しい。

ここ最近外に出ると歩きタバコや煙草のポイ捨てをしている人を多く見かけています。
市からも、喫煙所を使うよう呼びかけたり、歩きタバコの罰則を強化するなど、対策をとってほしいと思っています。

少し治安が悪い気がします。

地域の交流を増やしてほしい。

八千代市は他市と比べてNPOの任意団体に対する審査が厳しい。
そのため、市民活動が促進できない傾向にあるので、他市を参考にし、もう少しNPO団体が作りやすいようにすればいいと思う。

老朽化した公共施設の建て替えや補強をした方が今後安心だと思います。

ボランティアに参加したいです。

まちづくりについて もっと高齢者に住みやすいようなまちや子供とかと一緒に遊べるまちになってほしい。

子育てをしている方にとって住みやすい街づくりが必要だと思います。

子育てをする層を市内に取り入れやすくするために、市で子育て補助金をほかの市と比べ高くした方がいいかと思います。
そのために、市内の商業施設の追加は積極的に行うべきだと思います。
しかし今のままでは税収が足らないので、今は市内の生産を多くして、長期的に子育て支援を充実させるべきかと思いました。

私はまだ学生ですが、将来八千代市が子育てがしやすい街になればいいなと思います。

図書館は建設費用などが高い上にすでにあるので、もうそういった規模が大きい公共施設は作らないでいいと思います。
それより、障がい者支援を充実させたほうが良いとお思います。

村上橋を通る幹線道路を拡幅して、渋滞を減らす。緑やバラを樹にも植える。

八千代カレーに魅力を感じて、たまに機会があれば食べに行きます。お気に入りなので、もっと普及させてほしいです。
また八千代市には魅力的な歴史的遺産があるので、ウォークマップやその建造物に関する歴史を、もっと身近に知れる機会があれば
嬉しいです。

なしが美味しいです。

やっちがかわいい。市の花がバラなのを初めて知った。

環境のために花などを育ててもいいじゃないか。

私は村上南に住んでおり、木は沢山あっていいと思うのですが、花が少ないように感じます。花を増やしてみてはいかがでしょう
か。

造園のように、たくさんの花や緑に囲まれた街作りができたらいいなと思う。

八千代中央駅および八千代市役所付近は街路樹が整備されていて、春には桜が満開に咲き誇り、散歩やドライブに最適だと思った。
同様に道路脇にバラを整備すれば話題を呼ぶと思う。

梨が美味しかったです。

梨園が秋に臭い。近隣施設利用者が困っている。

アンケートが長い

八千代市外在住者にこのアンケートを取る必要は無いと思う。

いい街

すみやすいです

とても住みやすいです。

もっと都会にするべき

もっと良い街にしてください。

もっと良い街になれば良いと思います。

より良いまちづくりをよろしくお願いします

協力することがあれば協力したい。
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記載内容

私は長く八千代市で育ってきて、この街が好きなので、よりよいまちになれば、そしてそのお手伝いが少しでもできれば嬉しいで
す。

八千代をより良い街にしましょう

八千代高校が好きだし、町の人も温かくて好き。もっと良い町になるのなら頑張ってほしい。

八千代市が誰からも愛される町になればと思います。自分もできる限りは協力していきたいです。

これからも、八千代市が良い街となるようにいろいろな活動を行って欲しいと思います。
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