
議会報告会 事前アンケート集計結果  

鳥栖市議会では、議会報告会（7 月 3 日（土）13:30～）を開催するにあたり、事前アンケートを実施す

ることにいたしました。集計結果、質問や意見要望に関しては、当日の議会報告会で報告し、できる限り

お答えします。参加方法（ZOOM）は鳥栖市議会 HP でにてご案内します、ぜひご参加ください。 

 



 

【新型コロナ】新型コロナウィルスに関して、あなたが感じていることや思っていることは、どういっ

たことですか。183 件の回答 

 

・イベント等の中止が相次ぎ、ご近所含め地域住民とのつながりが希薄化した 

・ワクチン接種が進んできているので、少しは安心かと思います 

・ワクチン接種を若い人から優先して接種した方が、早く終息する。広まるのは、若者からが多いから早

く開始して欲しい。 

・危険だと過度に煽りすぎで、従来のウイルスやインフルエンザに比べて死者数など多くないにも関わ

らず、検査陽性＝感染者と決めつけて無症状の人まで公的機関に隔離し医療逼迫、飲食自粛、公共施設

や学校でのマスク強制(強制ではないと言いながら強制的な指導)などおかしすぎる事が山ほどある。 

・3 密の徹底等もう少しピーアールが必要では。チラシだけでは不足と思います。 

・教育体制、職業、福祉等体制が整っていない 

・自由に行動ができない。感染するとどうしようと不安がある。怖い。手洗い、うがいの実践 

・行動制限によるストレス。いつ、どこで感染するのか不安 

・明日は我が身。自由に行動できない不満がある。 

・なってしまったのはしかたがないが、仕事に影響が出ているので、大変です。 

・早く落ちついて欲しい。自由に動けない。ストレスがたまる 

・早くなくなってほしい。子供の行事をみたかった。会いたい人にあえない。１日でも早く、以前のくら

しに戻りたい。 

・給付金が助かります。早く落ち着いてほしいです。 

・早くおさまってほしい。ワクチンや対策など確立されて安心してすごせるように。 

・治療費の心配 生活費が少ない 死への恐怖 

・自分自身だけじゃなく、家族（同居、別居）の収入状態、就業時間の変化などが起こり、生活が変化し

て当たり前の事が継続するのが難しくなったと感じるし、生活以外の個人出費も多くなり家計がひっ



ぱくしている。 

・溜まるストレスに対して発散させる場所の少なさ 出費がかさむことに対しての対処がなっていない 

・ワクチンの副作用、何年後かがこわい。気にはしているけど、危機感がうすい。 

・未知のウイルス。ワクチンをはやく接種したい。 

・外にでづらい。自由が減ってしまう 

・高齢者の母がコロナにならないか怖いです。 

・ワクチンも型があわなければ、インフルエンザと同様にかかると思う。変異型は、なおりにくいため、

ちょっとのことでも学校に報告している。周りにうつすのが一番怖いなと思う。 

・遊びにいきたい。ストレスたまる。 

・お金の面で生活が変わった。収束するのが遅い。 

・政府や周りの人間達の考えが愚かすぎで話しにならない。 

・報道機関の偏向報道により情報弱者に真実が伝わってないことが気になります。 

・若い人の感染が多いので、マスクと手洗いをちゃんとする。 

・子どもたちが家にいることが増え、ストレスがたまっているようです。外に出かけるのを不安がってい

ます。 

・ワクチン（一般の方）を速く打てるようになるといいと思う 

・大変、制限されて自由にならない。気がつかうことが多く、マスクはいつまではめるかわからない世界

に入りました。 

・緊急事態宣言、なぜ感染者‘'０''が 10 日間程度続くまでつづけないのか？なぜ少なくなったら解除する

のか？３度目も同じことになるだろうから、緊張感がなくなる。数字を見ずに、現場（病院）を見てほ

しい。以前のようにニュースを見なくなった。 

・もう少し、早めの対応をとってほしい。多くなってからではなく、その前に見さだめてほしい。 

・マスクしんどい 

・マジメに緊急事態宣言は意味がない。するのであれば支給等をととのえて、ロックダウンクラスまでし

ないとこうかはないと思う。 

・日常が日常ではなくなった。小さな子供達をどこかへ連れて行きたいがもう１年もできない。安心した

生活は当分できないだろうなと思う。今後の将来が見えない 

・行動範囲が限られ、自由がなくなった。子供達の行事が中止になったり、短縮になったりして、とても

かわいそうなのに、会食をしたなど TV に出ている人たちは何を考えているのか。本当、バカらしい。

オリンピックをやりたいのは分かるが、そのために子供達の楽しみを奪わないでほしい。 

・コロナは風邪です。 

・沢山の人の生活を変えてしまった。私の実家は海外ですが、なかなか帰れない 

・いつ感染してもおかしくないと思います。 

・早くコロナがおさまってほしい。身近な店や学校ででているので、恐いです。 



・早く終息してほしい 

・高校の卒業式あたりから日本に広がって卒業旅行も行けず、辛い社会人生活入ったのに、どこにも行け

ず、友達とも会えず、ストレスたまりまくりだし、今の内にしたい事あるのに、できないし、かせげな

いし、最悪 

・１人１人が感染予防に意識を持ち、手あらい、うがいの徹底をしなくてはならないと思います。 

・子供が３人いるが、いろいろな行事が中止になり、たいくつである。早く収束してほしい。 

・早くおちついてほしい 

・まえの生活に戻りたい。今は、新型コロナウイルスで制限されているから… 

・コロナになりたくない。こわい 

・夜間の飲食店が閉まっていてこまる。 

・コロナウイルスによって身体的、精神的にきついです。早く収まるように願います。 

・自分がかかることより自分がかかって他の人にうつすほうがこわい。特に今病院の病棟で働いている

ので、患者さんが亡くなったらどうしようかと思ってしまう。 

・自粛生活が続きストレスもあるが慣れもでできているのでは…中々治まらないイライラ、不安もある 

・出歩かないので、日常が閉鎖的になる。 

・前向きな行動が必須であること 

・今まで通りの生活ができないことにとてもストレスを感じている。子供たちは感染対策をさせるため

にいろんなことを制限させ、日々の生活でもおしつけてしまっているように感じている。 

・マスク、手洗い、３密防止、不要不急の外出自粛、飲食店・カラオケ等の制限によって、コロナウイル

スの一定の抑制効果はあると考えます。本学でも講義系は遠隔授業、実習・演習系は対面授業にとりく

んでいますし、インターネット環境整備、教材・教具の充実、学生へのきめ細かい支援に予算と時間と

人手を大きく割いています。 

・コロナウイルス拡大の波に合わせて生活リズムをひんぱんに変えないといけないため、予期せぬ事態

が多々起こってしまい不便であると感じます。 

・いつどこで感染するかわからないので怖いと思う。 

・早く収まってほしい。 

・ワクチン接種は予約ではなく、日時指定や選挙区域の学校や公民館などで全ての人が接種できるよう

にして欲しい。 

・自分が行動範囲や人間関係が狭いので、周囲に濃厚接触者の可能が疑われる人が現れると、コロナは足

元まで近づいていて人ごとではないと身構えるが、それが過ぎると「自分は大丈夫な気がする」と根拠

なく感じてします。良くも悪くも慣れてきている 

・色々なイベントが直前でキャンセルになったりして悲しい。 

・なぜ収束しないか？なぜ、ワクチンが早急に受けられないのか？ 

・ワクチンの早期接種を望みます。 



・マスク生活に初めは慣れなかったが、今では当たり前となり、必須アイテムに感じていますが、仕事柄、

相手の表情が分からないのは、やりにくさを感じます。 

・早くワクチン接種が全体にできると良いと思っています。 

・仕事も、私生活も、早くコロナ以前に近い形に戻ってほしい。 

・ワクチンされみんな打てればいいですね。 

・ワクチンの副作用について 

・一刻も早く感染拡大が収束して欲しい。 

・遠隔します。福岡県と近くて危険がと感じています。 

・外出の自粛、飲食店の時短によって、友人と遊びに出かけられず、遠出もできないため、早く収束して

ほしいと思う。 

・毎日コロナのニュースがあったり、マスクをすることにうんざりしている。 

・バイトが少ししかできない。早く元の生活に戻れたらいいと思う。 

・全面にリモート授業にしたほうがいいと思う。鳥栖市内の学校を 

・ワクチン接種が進んで、早く元の生活に戻ることを期待しています。 

・行動範囲がせばまる。早く治まってほしいです。 

・新型コロナウイルスが流行っていることにより、マスクをしていないと対面できなかったり、買い物な

どに行く機会がかなり減ってしまい、とても過ぎしにくくなっている。 

・友達と遊びにいくことが減って、悲しいです。はやくおさまってほしい。 

・コロナが落ち着くまでしっかりと対策をとってほしい 

・リモートを活用して家でも授業を受けられるのはいいことだと思ったので悪いことばかりじゃないな

という印象 

・お店は営業時間が短くなり、仕事の人も困っちゃうし、コロナで遊びに行きたいや、国に帰りたいのに

外国人も困っちゃう。 

・早くワクチンや治療薬が普及してほしい。 

・働き手の視点からは、いくら在宅ワークなど世間で声高に意見を投じられても、やはり人間です。合わ

ないとわかりません。仕事や人間関係は現場にありです。 

・1 年以上が経っても前と同じような説明や感染者数ばかりに焦点が当てられていて、これから先に目を

向けた取り組みなどの発信が少ないと思います。 

・色々と規制され生活し難い 

・小さな会社なので、感染者が万一出た場合に仕事が止まらないか不安です。 

・自分が感染した時のリスクが大きいので大変な恐怖を感じる 

・ライブとかが減った。 

・自宅と職場以外で人と会わなくなった。 

・コロナに対する自分の態度を決めたくても、ネット、マスコミ、行政から出されてくるデータがあまり

にも中途半端過ぎて判断できない。 

・ワクチン警察が出てこないことを祈っています。 



・早く解消して欲しい。 

・鳥栖市では今のところ爆発的な感染拡大もなく、安定していると思う。しかし、様々なところで制限が

解除出来ていない。行事やイベント等、対策を徹底して開催をしていくためにはまずは市がその手本と

して積極的に開催していってもらいたいと思います。 

 

 

 

 

 

【鳥栖市に感じていること】鳥栖市に関して、あなたが感じていることや思っていることは、どういっ

たことですか。また、鳥栖市政や鳥栖市議会に関する質問、意見要望があれば、ご自由にお書きくださ

い。98 件の回答 

 

・頑張ってください。期待しています。 

・市民協働をもっと本気で取り組む必要があると思います。NPO（法人格の有無を問わず）団体に対して

善意を搾取するべきでなく、共に学び成長することが必要ではないでしょうか。また、その件に関して

長年市民活動ネットワーク（クローバー）だけに一択するのではなく、機能評価を行いながら行政の手

の届かないサービスや支援を行う任意団体をサポートする企業・団体を選択して欲しいです。 

・それと、全体的に言える事ですが職員の皆さんが、元気がないように思います。 

・公共の場に wi-fi がないのはなぜでしょうか？(基山は受け付けでパスワード貰える) 

・中央公園かサンメッセに幼児から遊べるいまどきの遊具を設置して欲しいわざわざ車で近くの市町村

に出かけています。 

・鳥栖駅を建て直し、駅を中心とした商店街の改革を行ってください。鳥栖駅を利用する人は多いので改

革のプロに頼んだらよいのでわ。又、駅前の空き地の利用も考えて無人の駐車場にして、収益を上げる

とかしたらよいのでは？もったいない 

・人口は増えているらしいのに、町の公園では近所の人のクレーム回避のためのボール禁止、水遊び禁止



等々禁止事項ばかりが増やされ、健全な子供達を育てていける環境を守る意欲が全く感じられない。 

・子育て支援に関してはわかりやすく広報されていますが、高齢障害に関してはどういう政策がなされ

ているのか身近に感じない。計画書がありますのでこれをもっと市民に知らせるべきでは。窓口も市、

社協、支援センター、市民活動センター等、、、 

・スッキリしていない様に感じます。 

・なぜ、コロナウイルスの予防接種は集団接種にならないのですか？ 

・良いところです。 

・自由できれいな町のイメージがあります。大らかな対応をしていただいています 

・車が多い。 

・子育てしにくそう。 

・企業も多く働きやすく住みやすい 交通の便もよい 

・人情みがある。栄えている。市に活気がある。引っ越してきたい。 

・税金関係が高いため今の収入では住むのをためらう。 

・もうすこし行ける場所が増えればいい 

・鳥栖市のひとり親世帯の水道代は数百円だということで久留米市とは違い優しい町だなと思います。 

・矛盾していることが多い。学校の開合やプールなどは禁止なのに、オリンピックはする。オリンピック

は、毎回 PCR 検査するから安心であるのも間違いと思う。観客をいれるとなっていますが、応援でな

しは無理ですし、食事も部屋というけど、政治の人もできないことを出来るわけない。 

・早くしょうぎょうしせつを作ってほしい。 

・車が多い。道が一方道しかない。 

・１人親も支給をもっと充実させてほしい。 

・何もない 

・興味ない。 

・福岡が近いので通勤、通学に便利で、長く住める所だと思います。フレスポの横の公園の桜がきれいだ

ったので、花のきれいな所がもう少しあるといいなと思います。 

・学校や医療施設、商業施設が近くにあり、交通も便利でいいです。 

・家族はふたりのみ、親子共、佐賀県の学校に通っています。鳥栖市に住まいにも考えていますが、いま

いちわからないです。 

・住んでないので分かりません。新関線や高速は便利だと思う。 

・週３回の看護学校＋仕事をしていて両立が大変。周りの久留米市やみやき町の同じ子育てママさんは

就労せずに保育園も学童も預けが可能で鳥栖市民だと就学＋就労で月間 16 日以上という縛りがある。

その部分を見直して欲しい。 

・佐賀県じゃなく、福岡県にしてほしい。車のナンバーは佐賀じゃなく、鳥栖にしてほしい。 

・交通の便は良いと思う。 



・小郡市から車で通学していますが、朝の通学通りいつも車が多いと道が混んでいます。道の広さは少し

広くなるとありがたいです。 

・鳥栖市は住みやすい。 

・草とか抜いたがいいと思う。17 号線スタミナ太郎前の道路の坂とか他県から来ている人もいるのに、

中途半端だと思う。 

・鳥栖市のことがよくわからない 

・住みやすいとは思いますがもう少し活気が欲しい。 

・鳥栖市が交通の要衝として発展していることは大変喜ばしいことだと存じます。本学としては学生の

地元への就職、それに先立つアルバイト等でも地元との連携を強化したいと考えています。外国人留学

生の受け入れが増えてまいすが、今後さらに地元高校からの通学者を増やし、協力・貢献したいと考え

ます。 

・新幹線新鳥栖駅周辺の整備、JR 跨線橋や鳥栖駅周辺整備がさらに進むことを期待しています。 

・適度に自然がありながら、しかし住むにあたって不便に感じるほどショッピング施設が足りないとい

うこともないため、住み心地の良さそうな市であると感じました。また、住んでいる方々も穏やかな方

が多いように思います。 

・子供～高齢者までが利用できる、大きな森林などがある公園が、身近に欲しい。 

・交通に関して、西鉄駅とのつなぎ（バス）が町なかからも利用できたら便利だと思っている。循環コミ

ュニティバスは、日常自家用車を使っている自分には、どういう手続き連絡をとって乗るものか、よく

わからない存在。 

・生活全般について、あまり不便していないと感じている。 

・もやせるゴミ以外のゴミの収集日を増やしてほしい。 

・立派な街、発展している街、住みたい街ですね。これからの益々の発展を祈ります。 

・日常生活に必要なものはある程度そろい、快適な町であるように思います。地元への就学、就職がより

多くなるとよい。 

・様々な生活に関する環境が整っていて住みたいと思います。 

・福岡市、久留米市へのアクセスが良い。 

・学校の近くにコンビニが欲しいです。遠すぎる。 

・お祭りを開催してほしい。コロナ禍の現状でとても難しいとは思いますが、何かしらの形でお祭りを開

いて、商店街に活気を取り戻してほしい。 

・スーパーもたくさんあり、住みやすいと思う。 

・鳥栖市は田舎がありつつ、スーパーや医療機関などのバランスが良く住みやすい町だと思います。 

・しかし、魅力という部分では何も感じない。鳥栖駅周辺の整備や駅前商店街改革、東西の道路整備をも

う一度考えてもらいたいし、新鳥栖駅や周辺もどうにかできないのかと思う。 

・また、名物となるものが何もないので、人にオススメできるものが浮かばない。 



・良いところだと思います。住みやすいです。質問や意見などは特にありません。 

・飲食店やショッピングモールがたくさんあり、良い町だなと感じた。 

・住宅街がきれいだと思います。 

・鳥栖市をよく知らない。 

・都市化を進めたらいいと思う。佐賀市より栄えるはず。 

・便利し、住みやすいところです。 

・鳥栖市内に住んでいないこともあるのですが、議会がどういったことを行っているのか知らない。 

・鳥栖市内にあまり大型ショッピングモールがない。 

・鳥栖は住みやすい町だと思う 

・ショッピングモールが少ないため住みたくない 

・サッカーで人が集まるのはこの時期どうかと思う。 

・鳥栖に行く機会少ないので分かりません。 

・もう少し人の流れをせき止める必要があると思う。（福岡などの感染が多いところなどと） 

・街灯が少ないので、夜がとても暗い。 

・こっちに引っ越してきてまだ２か月ぐらいだが、交通事故が多いと感じ。車の運転が荒くもう２回ぐら

い事故にあいそうになった。 

・ガムやツバが落ちていることがあり、汚いと思う。 

・いつも朝夕渋滞しているので、一度交通の見直しをしていていただきたいです。交通の便が向上すれ

ば、更に住みやすいまちになると考えます。 

・１年しか住んでいないのでわからないです。でも生活しやすいです。お店がたくさんある。 

・お店を増やしてほしい 

・イオンかゆめタウンができてほしい 

・給料を上げて欲しい。お店を増やして欲しい 

・子どもたちが遊ぶ所が少ない。・お店が少ない。・交通機関が少ない。 

・わかりません 

・自分は、鳥栖に住んでいないので、あんまり分からないけれど、人が多いということだけわかります。 

・私は鳥栖のことをもっと知りたい。 

・給食費をみやき町のように無料にして下さい。みやき町を見習ってほしい。知り合いが鳥栖からみやき

に魅力を感じ引っこしています。もっと大きな店を作って下さい。 

・佐賀の中でも盛えている町だと感じます。 

・私の親は鳥栖周辺にはあまり行ってほしくないと言っています。 

・ごみの捨て方大変。 

・交通の便は良いが、他県からの車が多く、少しコロナ等のことで不安になる。 

・とても住みやすい市だと思います。 



・水道水がおいしくない 

・鳥栖はとても住みやすいと思います。強いて言えば、王将があったら…いいなと思います。 

・GU とユニクロがほしいです。若者が買い物に行く洋服屋が少ない。 

・GU、39 マート、ユニクロ、H＆M があったらいい！  

・フレスポのゲーセンをまた復活させてほしいんです。学生向けの施設が少ないのでもっとほしいです。 

・公園が欲しいです。 

・住みやすそう、買い物しやすい、カフェがたくさん！！ 

・今まで通りでお願いします。 

・車があれば、どこにでも行きやすくとても住みやすいと思っています。 

・虫が多い・木が多い・車が多い・人が多い 

・車があると住みやすい。 

・公園が少ない。 

・鳥栖市は目立って子育てに関して良い制度があると感じない。 

・新ゴミ焼却場について、詳しく知りたい。 

・県外市外に出る際は、交通の要衝だという鳥栖市の地の利による利便性は感じます。しかし、外に出や

すいという方は、それだけ人とモノとお金が流出しやすいということも、危機感として持つべきだと思

います。反対に市内を動く時には車がないと動きづらい街です。自転車、車椅子、歩行者、ベビーカー

に配慮した道路整備と次世代の交通網の早期の導入を要望していって頂きたいです。 

・スポーツ宣言都市の、中身が薄いように感じる。 

・普段仕事で鳥栖市にいない現役世代の男性の 1 人としての意見ですが、とにかく鳥栖市にいる時間が

少ないので、特に困った事や要望が浮かびません。恐らく男性は特にこんな感じだと思います。もっと

参加しやすいようにこのような目安箱のような仕組みがあれば、思いついた時などに、メッセージを放

り込めると便利だと思いますし、市政などにももっと興味を、見出せるのではないかと思います。 

・鳥栖市を俯瞰した考えで、鳥栖市の良さは交通の利便性だけでなく数多くあり、広域性でもそれが当た

り前ではなく強みとして市民が自覚できるような市政運営を期待したいです。 

・立地を活かして更に発展していって欲しい 

・鳥栖中学校の大規模改修を早く行って欲しい。 

・鳥栖駅周辺の活用法をもっと考えてほしい 

・サガン鳥栖が本拠地を置いていることから、活気のあるまちという印象を受けている。 

・鳥栖市のホームページが恐ろしく使いにくい。 

・市議会動画を youtube でも公開すべき。公開していない理由が分からない。今のままではほとんどの人

が動画を目にしようとする動機が起きません。早送り、再生回数表示、コメント読み書き、関連動画に

流れてくるなどの機能があって、多くの人が使っているスマホアプリを使って、やっと皆が議会（鳥栖

市の今後）に注目される可能性が出てきます。 



・期日前投票所としてフレスポを活用すべきです。人員配置の問題があるかと思いますので、過去投票数

が最低だった場所は止めて、フレスポに移せば必要人員数は変わらないと思います。現状、鳥栖市で最

も集客力を持つのはフレスポです。買い物のついでに、学校帰りのついでに、食事のついでに、投票で

きます。本気で市民にもっと投票してもらいたいならそうすべきです。出来ない理由を並べずに、フレ

スポで事前投票するにはどうすべきかを考えて欲しい。 

・鳥栖駅近辺を再開発して欲しい。 

・交通アクセスもよくとても住みやすい街ですが、ただ住むだけの場所になってしまってないでしょう

か？仕事や活動は鳥栖市外で、鳥栖市に魅力を感じてない若い層が増えてしまうのではないかと危惧

しています。 

・もっと魅力的な鳥栖市にしていってもらえたらと思います。" 


