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《自由コメント》 

意見 性別 年齢 職業 地区 

人生が豊かになるためには学びは必要だと思うか

ら。 
女性 30歳代 勤め人 西部 

認知症のため本人は良く分かっていません。 男性 70 歳以上 無職 中央東 

会社人間として仕事一筋に過ごし、定年後は読

書・スポーツ（ゴルフ、テニス）を楽しんだが、

学習は必要と考える。 

男性 70歳以上 無職 南部 

世の中のことはわからないことだらけだと思うの

で、少しでも自分の視野を広げる努力をしたい。 
男性 50歳代 家事専業 中央東 

「する」ことは必要でも「続ける」には疑問。 男性 70 歳以上 無職 東部 

いくつになっても年相応の活動は必要だ。 男性 70 歳以上 その他 東部 

各自の自由だと思う。人それぞれ。 女性 30歳代 自営業 東部 

何かのきっかけ作りのため。 女性 40歳代 自営業 南部 

個人のためにも地域の活性化のためにも、必要な

事であると思います。 
女性 50歳代 

アルバイト・

パート 
東部 

 

 

 

 

 

《その他》 

意見 性別 年齢 職業 地区 

自己肯定感を高めるため。 女性 40歳代 勤め人 東部 

人間形成のため。 男性 50歳代 家事専業 中央東 

社会に役立つ。 男性 60歳代 無職 南部 

人とのコミュニケーションのため。 女性 40歳代 自営業 南部 

自身と社会の相互利益のため。 女性 40歳代 家事専業 中央東 

人間は一生涯学び。 
女性 60歳代 

アルバイト・

パート 
中央東 

人とのつながりをもつため。情報収集。 

 
女性 40歳代 家事専業 中央 

 

 

各設問のその他のご意見及び自由コメント欄のご意見 

【問１】あなたは、生涯にわたって学習を続ける必要があるという考え方についてどのよ

うに思いますか。 

【問２】生涯学習が必要だと思う理由をお選びください。（３つ以内） 
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《その他》 

意見 性別 年齢 職業 地区 

資格取得のための勉強。独学。（1回） 女性 30歳代 勤め人 中央 

病院での公開講座。（1回） 女性 40歳代 勤め人 中央 

福太郎アリーナでジム通い。（2回以上） 男性 50歳代 自営業 南部 

産業界のイベント展に参加。（2回以上） 男性 60歳代 勤め人 中央 

自主研究会への参加。（2回以上） 男性 40歳代 勤め人 東部 

新聞 4紙。（2回以上） 男性 60歳代 勤め人 東部 

小学校のパパボランティア。（2回以上） 男性 40歳代 自営業 中央 

通信講座・資格取得のため。（2回以上） 男性 18～29歳代 勤め人 中央 

学会の研修・講演。（2回以上） 男性 70 歳以上 無職 東部 

カラオケボックス。（2回以上） 男性 50歳代 勤め人 中央 

高卒認定試験・受験。（2回以上） 
女性 18～29歳代 

アルバイト・

パート 
南部 

仕事のために地域に関わらず興味のあるものに参

加しています。（2回以上） 
女性 40歳代 自営業 中央 

 

 

 

 

 

《その他》 

意見 性別 年齢 職業 地区 

知人ができた。 女性 50歳代 勤め人 東部 

仕事に役に立った。 女性 60歳代 家事専業 南部 

学びの幅が広がった。 女性 40歳代 勤め人 中央 

初めて知ることが出来た。 女性 40歳代 自営業 南部 

継続し体力 UPに自信がついた。 
女性 50歳代 

アルバイト・

パート 
東部 

 

 

 

 

 

 

 

【問３】あなたはこの１年くらいの間に、どのような方法で生涯学習活動をしまし 

たか。あてはまる項目と回数に✔をつけてください。（複数回答可） 

【問４】生涯学習を通じて人付き合いや生活に変化はありましたか。（複数回答可） 
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《その他》 

意見 性別 年齢 職業 地区 

子育て活動、居場所作り。 男性 60歳代 勤め人 東部 

生活費の維持。 
男性 60歳代 

アルバイト・

パート 
東部 

楽しい。 男性 50歳代 勤め人 中央 

将来的にボランティア活動などに活かしたいが今

は時間がない。 
男性 60歳代 勤め人 南部 

 

 

 

 

 

 

《その他》 

意見 性別 年齢 職業 地区 

知識や技能を必要とされていない。 女性 40歳代 勤め人 東部 

経済的に余裕がない。 
女性 60歳代 

アルバイト・

パート 
西部 

現役組と 2世代程度の GAP。 男性 70 歳以上 無職 南部 

 

 

 

 

 

《その他》 

意見 性別 年齢 職業 地区 

地域・地理がわからない。 女性 60歳代 家事専業 東部 

やりたいがやりかたがわからない。 
女性 30歳代 

アルバイト・

パート 
北部 

家から出るのが面倒。 女性 70 歳以上 無職 南部 

公民館は利用していないが自主的にしている。 男性 70 歳以上 無職 東部 

 

 

 

 

【問６】どのように活かしていますか、また活かしたいと思いますか。 

（複数回答可） 

【問７】ご自分の持っている知識や技能、経験を活かそうと思わない理由は何で 

すか。（複数回答可） 

【問８】生涯学習活動をしていない理由は何ですか。（複数回答可） 
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《その他》 

意見 性別 年齢 職業 地区 

雑誌。 男性 60歳代 勤め人 中央 

時間が全く合わない。 女性 40歳代 勤め人 東部 

本屋に行く。 男性 50歳代 家事専業 中央東 

本。 男性 60歳代 無職 南部 

所属団体。 男性 70 歳以上 無職 東部 

カルチャー教室の案内。 女性 60歳代 家事専業 東部 

回覧板。 女性 70 歳以上 自営業 北部 

友達。 女性 70 歳以上 無職 東部 

電車の中の広告など。 女性 60歳代 家事専業 南部 

所属している団体より。 男性 70 歳以上 その他 東部 

自分自身の関わりの中から。 男性 60歳代 その他 東部 

 

 

 

 

 

 

 

 

《公民館》 

満足度 意見 性別 年齢 職業 地区 

満足 おしゃべり広場 女性 70 歳以上 家事専業 東部 

満足 孫の発表会（作文） 男性 70 歳以上 無職 南部 

 

 

《まなびぃプラザ》 

満足度 意見 性別 年齢 職業 地区 

満足 仕事の研修。 
女性 50歳代 

アルバイト・

パート 
東部 

満足 新聞閲覧。 男性 60歳代 勤め人 東部 

どちらでもない 免許講習に行っただけ。 
女性 50歳代 

アルバイト・

パート 
中央 

 

 

【問９】現在、生涯学習に関する情報をどのように得ていますか。（複数回答可） 

【問１０】あなたは、この１年くらいの間に生涯学習施設を利用したことがありま 

すか。利用したことがある施設があれば、施設名と施設の満足度、その 

理由を選んでください。 
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《図書館》 

満足度 意見 性別 年齢 職業 地区 

満足 狭いが探している本はわりとあ

る。 
女性 30歳代 

アルバイト・

パート 
南部 

満足 蔵書に偏りがある。 

蔵書の傷みがひどい。 
男性 70 歳以上 無職 東部 

満足 本が古い。 男性 30歳代 勤め人 中央東 

どちらでもない それなりに本がそろっている。 男性 70 歳以上 無職 中央東 

どちらでもない 文庫が古いので字が小さい。 女性 60歳代 家事専業 南部 

不満 新刊の冊数が少ない。 

子育て（障害児）に関する書籍

が少ない 

女性 30歳代 勤め人 中央 

不満 本が古すぎる（物によるが）。 

内容が遅れている。 
女性 40歳代 勤め人 東部 

不満 本が少ない。 女性 50歳代 家事専業 中央 

不満 蔵書が少ない。 女性 40歳代 家事専業 中央 

不満 新書を増やしてほしい。 女性 60歳代 家事専業 中央東 

不満 事前連絡のない急な休館。 男性 50歳代 勤め人 中央東 

不満 新刊が少ない。 男性 50歳代 勤め人 南部 

大変不満 駐車場が入りづらい。 

大通りからの道が狭い。 

自転車で行くのに、船取線が狭

い。 

女性 40歳代 家事専業 中央 

 

 

《きらりホール》 

満足度 意見 性別 年齢 職業 地区 

満足 講演会。 女性 70 歳以上 家事専業 東部 

 

 

《郷土資料館》 

満足度 意見 性別 年齢 職業 地区 

満足 企画展にポスターを見に行った

が面白かった。 
女性 30歳代 

アルバイト・

パート 
南部 

 

 

《コミュニティセンター》 

満足度 意見 性別 年齢 職業 地区 

満足 自宅から近い。 男性 70 歳以上 無職 東部 
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《体育施設》 

満足度 意見 性別 年齢 職業 地区 

満足 ウォーキングに最適。 女性 60歳代 無職 中央東 

どちらでもない 市民マラソン大会参加。 男性 30歳代 勤め人 西部 

不満 名前がちょっと…。 女性 18～29歳代 学生 東部 

不満 アリーナは夏が暑すぎ。 

冷房完備を希望。 
女性 40歳代 家事専業 南部 

 

 

 

 

《東部学習センター》 

意見 性別 年齢 職業 地区 

駐車場側の入口を自動ドアにしてほしい。 男性 70 歳以上 無職 南部 

 

《学習センター》 

意見 性別 年齢 職業 地区 

1か所位は食事場所、喫茶室が欲しいです。 女性 70 歳以上 無職 東部 

 

《まなびぃプラザ》 

意見 性別 年齢 職業 地区 

なぜあのような位置に建てたのか。道が狭く利用

しづらい。 

必要性を感じません。税金の無駄遣い。職員が多

すぎる。 

男性 30歳代 自営業 中央 

使用方法もわかりにくく、何の施設かわからな

い。なんとなく暗い感じがする。入りづらい。 
女性 40歳代 家事専業 中央 

 

《図書館》 

意見 性別 年齢 職業 地区 

新書をもっと増やしてほしい。パソコンできると

ころを作ってほしい。（無料Wifi.無線 LAN） 
女性 30歳代 勤め人 中央 

東部以外でも（特に本館において）CD・DVDの

貸し出しを希望します。 
男性 50歳代 勤め人 中央 

視聴覚教材、CD、DVDの充実を希望いたしま

す。 
女性 50歳代 勤め人 中央東 

物によりますが、10年単位くらいで（発刊から）

見直し、内容により処分したほうが良いと思う。

（サイエンスのジャンルとか） 

女性 40歳代 勤め人 東部 

施設の利用についてのご意見、ご要望 
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意見 性別 年齢 職業 地区 

できれば夜遅くまで開いているともっと利用でき

るのですが。 
女性 50歳代 勤め人 東部 

市役所の近くに移転してほしい。今の場所は不

便。建物も古いし狭い。図書館の充実は子育て世

代、高齢者へのアピールになる。人が集まりコミ

ュニティの中心になり得る。 

女性 40歳代 勤め人 南部 

読みたい本がない。ジャンル・数量が少ない。 
女性 60歳代 

アルバイト・

パート 
西部 

狭くそんなに新しくないのに、とても頑張ってお

られると思う。ゆくゆくは新しい建物と広い駐車

場のあるより人の集えるような場所を作ってほし

い。 

女性 30歳代 
アルバイト・

パート 
南部 

 

≪きらりホール≫ 

意見 性別 年齢 職業 地区 

もっと大人数で入れる大きなホール。コンサート

など芸能人を呼べる場所、映画館。 
女性 60歳代 無職 中央 

使い勝手が不満足。（目的不利） 女性 60歳代 家事専業 東部 

舞台の設置が簡単にできる方法を教えていただけ

ますか。女性は大変です。 

施設使用料が高い。 

女性 70 歳以上 家事専業 西部 

舞踊発表を見に行ったが、出場関係者の席取りが

多くて通路側でないと入れない。シルバーカーを

押していたので。 

女性 70 歳以上 無職 南部 

 

≪郷土資料館≫ 

意見 性別 年齢 職業 地区 

無料で見られて良いと思う。展示内容や解説をす

ごく専門的にするか、子ども向けにするなどする

と面白いかも。 

女性 30歳代 
アルバイト・

パート 
南部 

狭すぎるし薄暗い感じ。 
男性 70 歳以上 

アルバイト・

パート 
中央東 

なぜあのような位置に建てたのか。道が狭く利用

しづらい。 

必要性を感じません。税金の無駄遣い。職員が多

すぎる。 

男性 30歳代 自営業 中央 
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≪くぬぎ山コミュニティセンター・くぬぎ山児童センター≫ 

意見 性別 年齢 職業 地区 

とても過ごしやすく先生方の対応に満足していま

す。一つ一つ丁寧に関わっていただけて嬉しいで

す。相談しやすいです。 

トイレのおむつ替えの場所がもう少し良くなると

嬉しいです。室内なのでドアを閉めるか、換気が

良くなればいいなと思います。 

女性 30歳代 家事専業 西部 

 

≪粟野コミュニティセンター・粟野児童センター≫ 

意見 性別 年齢 職業 地区 

職員の皆様がとても優しく、子育てのことなどを

相談しやすいので、とても助かってます。 
女性 30歳代 家事専業 中央東 

真夏や真冬は室内で遊べる施設は有り難いです。

おもちゃに電池が入っているともっと楽しかった

と思います。（誤飲しないように抜いていると思い

ますが） 

女性 30歳代 勤め人 中央 

 

≪体育施設≫ 

意見 性別 年齢 職業 地区 

予約状況（個人利用できる時間帯はあるか等）が

わかるように HPで情報提供していただきたい。 
男性 60歳代 無職 東部 

前に給食センターのところにあったスポーツセン

ターに通っていた。なくなって残念。今は船橋運

動公園のスポーツセンターに通っている。 

男性 30歳代 勤め人 東部 

市の中心部から遠い。普段利用する人がいるの

か。税金は有効に活用していただきたいです。 
男性 30歳代 自営業 中央 

トレーニングセンターの充実化。 男性 50歳代 勤め人 中央 

 

≪全施設≫ 

意見 性別 年齢 職業 地区 

駐車場が足りないことがあります。 女性 50歳代 勤め人 中央東 

駐車場不足。（加齢とともに足腰が…） 男性 70 歳以上 無職 南部 

 

≪施設名の記載なし≫ 

意見 性別 年齢 職業 地区 

使用のルールがいまいちわからない。 女性 30歳代 自営業 東部 
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《その他》 

意見 性別 年齢 職業 地区 

人と人とのコミュニケーション。 
女性 40歳代 

アルバイト・

パート 

家事専

業 

その時々に必要なものが変わるので。 
女性 60歳代 

アルバイト・

パート 
西部 

終活に関すること。 
女性 60歳代 

アルバイト・

パート 
東部 

防災などについて。 女性 60歳代 家事専業 南部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《その他》 

意見 性別 年齢 職業 地区 

高齢者向けのイベント。 
女性 40歳代 

アルバイト・

パート 
南部 

本・カルチャーラジオ。 男性 60歳代 無職 南部 

市内の情報では役立つと思えないかなぁ。 
女性 60歳代 

アルバイト・

パート 
東部 

経済に関すること。 
女性 60歳代 

アルバイト・

パート 
東部 

子どもの食物に関する情報。（離乳食や給食など子

どもが口にするものと健康について考えたい） 
女性 30歳代 家事専業 中央東 

 

 

 

 

【問１１】今後、どのような生涯学習活動がしたいですか。（複数回答可） 

【問１２】あなたは、生涯学習に関するどのような情報が知りたいですか。 

     （複数回答可） 
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 1 

 

 

 

 

《その他》 

意見 性別 年齢 職業 地区 

日常生活の中で仕事や家事をすること。 男性 50歳代 家事専業 中央東 

仕事に成りうること。 
女性 60歳代 

アルバイト・

パート 
西部 

私自身がまだたくさんのことを学びたいので、そ

こまで考えが至りません。 
女性 60歳代 家事専業 南部 

触発目的のイベント。 女性 40歳代 家事専業 南部 

 

 

 

 

 

 

 

《その他》 

意見 性別 年齢 職業 地区 

自治会運営。 女性 30歳代 勤め人 学生 

地球環境という意味で緑化が必要だと思います。

あとは正直、鎌ケ谷市がどんな問題を抱えている

のか、どんなことに生涯学習が使えるのかわかり

ません。優先順位とかないのだろうか…とか。 

女性 40歳代 勤め人 東部 

ポストがない。 女性 60歳代 無職 中央 

近隣施設がない。 女性 40歳代 家事専業 南部 

 

《自由コメント》 

意見 性別 年齢 職業 地区 

高齢者が多く若い人が減っています。そのため自

治会へ消極的な若い方も多いです。若者とどう連

携していくかが課題だと思います。自治会の魅力

も伝わりにくいです。 

女性 30歳代 勤め人 西部 

通学路の一方通行（狭い通学路）を徹底してほし

いと思います。（一方通行だったのが対面通行に

なってしまいました）常々危ないと思っていま

す。ドライバーのモラル等に期待するのは間違い

です。 

男性 30歳代 自営業 中央 

【問１３】あなたは、生涯学習活動で身に着けた知識や技術、経験を活かすためには、ど

のようなことが必要だと思いますか。（複数回答可） 

【問１４】生涯学習によって、地域や社会の課題を解決することが期待されていま 

     す。あなたがお住いの地域にはどのような課題があると考えますか。 

     （３つ以内） 
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 1 

意見 性別 年齢 職業 地区 

自治会を脱会する家庭が年々増加。加入している

メリットがあまり感じられない。脱会しても何の

障害・支障が感じられない。 

女性 60歳代 
アルバイト・

パート 
北部 

産後から 1歳半、3歳と健診はありますが、3歳

から就学前まで自治体が関われることが少なくな

ります。育児疲れや虐待防止のためにも、3歳か

ら就学前までは健診など積極的に自治体が関与し

たほうが良いと思います。他、産後の母親ケアの

充実に力を入れてほしいです。（なんでも相談で

きる連絡先の周知など。子育てサロンは人間関係

が疲れるのであまり行きませんでした） 

女性 30歳代 勤め人 中央 

本来の生涯学習とは、地域活動とは何も関係ない

と思います。 
男性 40歳代 その他 南部 

退職された元気な高齢者をパトロールや地域活動

に参加しやすいような取り組み。 
女性 40歳代 

アルバイト・

パート 
南部 

スーパーなどが一部に集中している。競合し（コ

スト競争に敗れ）弱者は撤退。一部地区に買い物

弱者が生まれている。高齢化が進む現状の解決

を！ 

男性 70 歳以上 無職 南部 

子どもについては、学校を卒業した後も自発的に

自分の興味があることを勉強していくことの大切

さを教える必要があると思います。 

男性 50歳代 家事専業 中央東 

とても良い活動をしているとしても、空き家の建

物がいつまでもあると治安が悪く感じる。 
女性 30歳代 家事専業 西部 

残っている林の下草刈りをして散歩ができるよう

地主に訴え、また住民も参加で緑を守る。行政が

リーダーシップを取ってほしい。 

男性 70 歳以上 無職 南部 

小さな子ども（まだ学校等に行っていない子ど

も）も一緒に参加できる内容での、家族みんなで

参加できる内容での生涯学習がもっとあればよい

のでは。 

女性 50歳代 家事専業 中央 

個人の問題です。近所に一人暮らしのお年寄りが

いたのに何もできなかった。その気はあったので

すが…。 

女性 60歳代 家事専業 東部 

鎌ケ谷に引っ越してきたのは失敗だったと思う。

税金が高い割には、整備されていないことが多過

ぎる。鎌ケ谷市に来てから良いことが何もない。 

女性 60歳代 家事専業 西部 

これからの子供育成に住民の地域を発展させるこ

とは必要だと考える。 
女性 70 歳以上 無職 東部 
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 1 

意見 性別 年齢 職業 地区 

木下街道などの道の整備、子ども達のすみやすい

街作りが結果、人を集めて、様々なコミュニティ

も活性化すると思います。 

女性 30歳代 家事専業 東部 

ここも高齢の方が増えてきていて、自分自身も老

いを感じることが多くなり、一人で買い物などに

いつまで行けるのか、それが生涯学習とどのよう

に具体的に結びつくのかがよくわかりません。 

女性 60歳代 家事専業 南部 

行政・市社協と地域の積極的な協働活動づくり。 男性 70 歳以上 その他 東部 

地域とのつながりをもっていないため、どのよう

な課題があるのかわからない。 
女性 30歳代 

アルバイト・

パート 
南部 

安全にしすぎると、危険な時の対応がわからなく

なる。ありのままで、子ども達や大人に教える必

要がある。 

女性 40歳代 自営業 南部 

生涯学習も大切ですが、そもそも学校教育がなっ

ていないと思います。中学校（四中）で英語の授

業で、日本語で映画を延々と見せるなどありえま

せん。地方から転校した我が家はあまりの違いに

愕然としました。生涯学習に力を入れる前に、学

校教育に力を入れてください。 

男性 60歳代 勤め人 南部 

特に足、腰、歯が悪く身体障碍者であるのに、近

所の思いやりもなく、「治らないのよ」と話して

も「治ったんじゃない」とか「走れるんじゃな

い」と随分ひどい事ばかりで何もかもが嫌です。 

女性 60歳代 家事専業 南部 

もし災害が起きた時の高齢者への配慮や、地域で

誰が何を担い生活を支えていくのかイメージでき

ない。小学校へみんな避難しても入りきれない。 

女性 50歳代 
アルバイト・

パート 
東部 

高齢者ばかりで近所で交流できる施設もない。

（公民館もない） 
女性 40歳代 家事専業 中央東 

現在ご近所との交流の機会がなくもっと参加型の

交流会を増やし、高齢化の近所で支えあうことが

大事。 

女性 50歳代 
アルバイト・

パート 
東部 

ご近所同士の付き合いが少ない。 

あいさつさえもない。 
女性 40歳代 家事専業 中央 

産業の構築・拡張→商業施設の増加・インフラ整

備→子育て支援→人口増加→税収増→各公共サー

ビスの充実化。 

男性 40歳代 勤め人 中央 

親の介護の実体がよくわかっていない。協力して

もらいたいのは私たちの方だ。 
男性 50歳代 

アルバイト・

パート 
東部 
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 1 

意見 性別 年齢 職業 地区 

自慢できるような何かがあり、人が集って来る地

域であればどんどん発展し潤っていくものだと思

います。 

せっかく日ハムの 2 軍球場を有しているのだか

ら、もっと外部にも大きくアピールし、ここを活

用した外部の人や幅広い年齢層を対象とした活動

を呼び掛けていったらどうか。生涯学習にも結び

つけて考えてみたらと思います。 

女性 50歳代 
アルバイト・

パート 
東部 

鎌ケ谷市は自然も多く農業も盛んですが、その特

性を活かした街づくりや子育てをできるよう、開

発よりも守り伝えていける生涯学習が必要だと思

います。 

女性 40歳代 自営業 中央 

 

 

 

 

 

 

《その他》 

意見 性別 年齢 職業 地区 

リーダーをやりたいという気持ちを持たせる取り

組みの実施。リーダー＝面倒であるという思いが

強いから。 

女性 30歳代 勤め人 西部 

地域の交流。 女性 40歳代 勤め人 南部 

経済的支援。リーダーを担当すると雑費を自己負

担することが多く困ります。 
女性 30歳代 勤め人 南部 

働く世代の人（フルタイムで仕事してる人）は

「研修」を受ける時間がない。夜間に近い時間帯

での「研修」はどうだろう。（19：00～21：00と

か） 

女性 40歳代 勤め人 東部 

心のつながる地域づくり。 男性 40歳代 勤め人 東部 

新たな発想でのイベント企画とその実施。 

市からの支援。 
男性 60歳代 勤め人 東部 

「７つの習慣」（スティーブン・R・コヴィー著）

など人格主義をうたった良書を各々が読むといい

と思います。 

男性 50歳代 家事専業 中央東 

リーダーとなり得る人材を見つけることが大切。 女性 50歳代 家事専業 中央 

必要ではない。 男性 70 歳以上 無職 東部 

人材探しが重要。 男性 40歳代 勤め人 中央 

【問１５】生涯学習を通して地域やまちづくりのリーダー（人材）を育成していくためにはど

のような取り組みが必要だと思いますか。（複数回答可） 
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 1 

意見 性別 年齢 職業 地区 

市制が良くならないと変わらないと思う。職員重

視ではなく住人重視。 
女性 60歳代 

アルバイト・

パート 
西部 

日常生活、日々地域の人々のつながりを持ちお互

いの信頼関係を築くことにより、つながりが広が

り、いつしかネットワークに変わるのではない

か。 

女性 60歳代 
アルバイト・

パート 
東部 

生涯学習の内容によっては、リーダーを育成する

には不安があるので、専門家を招きより高度な知

識を身に着けることも必要だと思う。 

女性 60歳代 家事専業 南部 

学校に通う子供たち、幼少時期よりリーダーを意

識できるような環境作り。意欲がわくような。 
男性 50歳代 勤め人 南部 

リーダーを育成できる、本物のリーダーを探すこ

と。 
女性 40歳代 自営業 南部 

やりたい人を募る。（やりたくない人を無理にす

すめても続かない） 
女性 40歳代 勤め人 中央 

人を思いやる気持ちが一番です。 女性 60歳代 家事専業 南部 

活性に成功している地域の研究・比較・実践。 女性 40歳代 家事専業 中央東 

ボランティアでリーダーをやってくれ、ではやる

人は限られてくる。 
女性 40歳代 家事専業 中央 

鎌ケ谷市が得意とする又はならではの産業を支援

し、若い人材が多く働くことのできる環境を整え

る。 

男性 40歳代 勤め人 中央 

実体把握。 
男性 50歳代 

アルバイト・

パート 
東部 

 

 

 

 

 

 

 

《その他》 

意見 性別 年齢 職業 地区 

子ども達の世界観に任せます。 男性 40歳代 勤め人 東部 

民宅。 男性 60歳代 勤め人 東部 

可能であれば駐屯地のグラウンド・体育館。 女性 30歳代 家事専業 西部 

林。（下草を刈りとって） 男性 70 歳以上 無職 南部 

学校は関係者以外立入禁止的な事が書かれてい

る。 
男性 50歳代 勤め人 中央 

【問１６】あなたは、放課後や休日に小中学生が地域の人と生涯学習活動（文化・ 

     スポーツ活動、レクリエーション活動等）をするには、どの場所がふさ 

     わしいと思いますか。（複数回答可） 
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 1 

意見 性別 年齢 職業 地区 

身近な場所。 
女性 60歳代 

アルバイト・

パート 
東部 

参加しやすく安全な場所ならどこでも良いと思

う。 
女性 30歳代 東部 南部 

警察署、消防署など不審者が近づけないところ。 女性 40歳代 勤め人 中央 

子供たちが運動できるような広場の設置。 男性 70 歳以上 無職 西部 

公民館などの公共施設は税収の無い状態で無理や

り運営しても意味がない。 
男性 40歳代 勤め人 中央 

休みがないのでまずは時間が欲しい。 
男性 50歳代 

アルバイト・

パート 
東部 

 

 

 

 

 

 

 

《その他》 

意見 性別 年齢 職業 地区 

子どもの成長は子どもたち自身でも作っていると

考えます。 
男性 40歳代 勤め人 東部 

学校や家庭が地域の支援を求めている環境か？設

問！市教の誰が問１７を作成したか。広報に公表

願う。 

男性 70 歳以上 その他 東部 

防犯。 
女性 30歳代 

アルバイト・

パート 
南部 

道徳。 女性 40歳代 自営業 南部 

問 17は、「民間企業」という思考を持つべし。 男性 40歳代 勤め人 中央 

 

 

 

 

 

 

《その他》 

意見 性別 年齢 職業 地区 

行ったことがない。現状を知らない。 女性 60歳代 家事専業 東部 

18～29歳から 40歳代が興味を持てる場所。子ど

もと高齢者ばかりが目につく。 
男性 30歳代 勤め人 東部 

【問１７】あなたは、地域、学校、家庭が連携し、子どもの学びや成長を支援する 

ことで、期待できる効果はどのようなことだと思いますか。 

（複数回答可） 

【問１８】公民館は、地域住民の身近な生涯学習施設です。あなたは、これからの 

公民館がどうあってほしいと思いますか。（３つ以内） 
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 1 

意見 性別 年齢 職業 地区 

イベントが開きやすく、集まりやすい公民館を望

みます。 
男性 40歳代 勤め人 東部 

防災グッズの充実。 
男性 60歳代 

アルバイト・

パート 
東部 

徒歩のみ/バス便などで馬込沢～船橋へ向かう 男性 70 歳以上 無職 南部 

引きこもりの高齢者が公民館へ行ってみようか？

という環境作りもこのアンケートで誰が主務とし

てまとめ、どのような行政に活かすか読み取れな

い。唯、データをまとめ、県・国への体裁作りで

しょう。 

男性 70 歳以上 その他 東部 

利用したことがないのでわからない。 
女性 30歳代 

アルバイト・

パート 
南部 

カフェのようにくつろげるスペースがある。 女性 18～29歳代 家事専業 東部 

利用したことがないからわからない。 男性 30歳代 勤め人 中央東 

ぶらりと寄って興味がわく場所。 

まず行く意味を持たない現状。 
女性 50歳代 

アルバイト・

パート 
東部 

緊急時のセーフティーネットとして。 男性 40歳代 勤め人 中央 

わからない。 男性 30歳代 勤め人 中央 

 

 

 

 

意見 性別 年齢 職業 地区 

各事業・講座に参加するにも道路の整備が不可

欠。歩道整備充実を願う。また道端の雑草除去

を！ 

女性 60歳代 家事専業 東部 

広報などで見る講座に参加してみたいなと思うの

ですが、平日昼間に開催されていることが多く、

仕事がある身としては参加できません。昼でもで

きる（休日）講座を増やしてほしいです。また、

子どもがいない大人でも参加しやすくしてほしい

です。子ども同伴だと参加しづらいので。   

これからも施設を利用します。 

女性 30歳代 勤め人 西部 

高齢化社会の中、おじいちゃん、おばあちゃん世

代が第 3の人生を歩めるよう何かさせる・しても

らう機会があるといいなと思う。老後をただの年

金暮らしではなく意味のある何かに取り組む世の

中であってほしい。（ボケ防止が目的の） 

女性 40歳代 
アルバイト・

パート 
東部 

自由記載欄 
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 1 

意見 性別 年齢 職業 地区 

今はインターネットの時代ですが、広報かまがや

も自治会にも入っていない人はどこで何をしてい

るかもわからない人もいます。そういう働きかけ

も大事かと思います。 

女性 70 歳以上 自営業 西部 

生涯学習というと子どもや高齢者向けのものが多

いように感じます。しかし今まさに働いて納税を

している働き世代に何の恩恵もないのは不合理に

感じます。今後、勤め人でも体験できる生涯学習

や講座を開設してほしいです。よろしくお願い致

します。 

女性 30歳代 勤め人 南部 

・市主催の市民農園の拡大・充実化。 

・ファイターズスタジアムとのさらに密な関係。

（イベント面で） 

・新規トレーニングセンターの設立。 

男性 50歳代 勤め人 中央 

ききょう号の本数を増やしてほしい。 女性 60歳代 家事専業 中央東 

小学生対象に美術関係・音楽・スポーツ等などの

専門的な事について、教員をフォローする形で授

業参加できるような仕組みができないかと思う。 

男性 70 歳以上 無職 南部 

・きらりホールは良い施設だと思います。文化的

な催しなどをどんどん企画してほしいです。（文

学・クラッシックバレエ・ピアノ・演劇・絵画の

個展など） 

・小中学生にとって身近に芸術に触れられる機会

を作ってほしいです。生の演奏を聴くのが大切だ

と思います。 

女性 50歳代 自営業 東部 

・学習というのは自治体によるものではないと思

います。 

・鎌ケ谷市にこのような余裕はあるのでしょう

か。一部の市民にしか利用されない施設の拡充は

反対です。でもこのような考え方を否定している

わけではありませんので。 

男性 40歳代 その他 南部 

きらりホールの展示など見学の場が悪い。もっと

他市からの人を紹ける（？）、ゆっくりした場所

を提供していただければと思います。鎌ケ谷市は

芸術面に力が入っていないと思います。もっとた

くさんの人が集える市になれば。（自信をもって

来てもらえる公共施設に） 

女性 60歳代 家事専業 東部 

人間は一生勉強なんだという自覚を一人一人が持

つことが大事だと思います。 
男性 50歳代 家事専業 中央東 
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 1 

正直、広報の講座とかの情報欄を見てがっかりし

ています。だいたい、時間が 10時とか 13時と

か、会社員にはとうてい参加できない時間帯ばか

り。もしくは「○○歳まで」「○○歳以上」と年

齢制限あり。まぁ個人の方がやっている講座なら

仕方ないですけど。 

鎌ケ谷市が市民の皆さんに「こんなことに協力し

てほしい。だからこんな生涯学習に参加しません

か」というようなことってないのですか。何か受

け身になっているような気がします。いきなり

「生涯学習のリーダー」とか言われても、自分の

生活もあるし、どこに的があるのかはっきりしな

い。アンケートも何を前提としてのものか、わか

りづらかったです。 

女性 40歳代 勤め人 東部 

「生涯学習」という単語が市の活性とリンクする

かが疑問ですが、市民一人一人が生きていくうえ

で必要な考え方やあり方を生涯学習とつなげるこ

とが必要ではないでしょうか。 

男性 40歳代 勤め人 東部 

・まなびぃプラザは夕方から熱心に学習している

学生が多いので、若者に馴染む音楽を流したほう

が良いかと考えます。 

・市民目線で提案する施策の受付と採用。 

・スポーツインストラクターの育成と学校部活へ

の支援。 

男性 60歳代 勤め人 東部 

自治会組織が高齢化で運営していくのが厳しくな

っていく中、市の主体的な運営がより求められて

いる。市と自治会との連携が、さらに重要になっ

ていくと思うが、両者だけでなく民間企業・団体

を巻き込んで今後の対応を検討していってほし

い。 

男性 60歳代 自営業 中央東 

外出が困難になる前は、公民館での運動など色々

と参加させていただきました。生涯学習はとても

有意義なことだと思います。 

女性 50歳代 家事専業 北部 

公民館の利用について、政治・宗教の活動には制

限されると聞いているが、政治活動をタブーとす

るべきではない。政治に関する討論、学習などは

個人の成長にかかせないと思うからです。 

男性 70 歳以上 無職 南部 

個人の自由で良いと思います。 男性 60歳代 無職 南部 

自由学習場所が欲しい。無料で。 女性 70 歳以上 自営業 北部 

意見 性別 年齢 職業 地区 
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 1 

意見 性別 年齢 職業 地区 

小さい子どもがいるため、子育て関係についてい

ろいろ勉強しています。子育てについての講座も

多くあるのは知っていても、なかなか行くことが

できません。理由としては子どもがいるから。講

座によって子どもを見てくれるものもあるのです

が、子どもを連れていくにも行くまでが時間通り

に動いてくれず、予定の時間に到着できるかが不

安で、予約を取るのに抵抗があります。できるこ

となら、講座内容を少しでも紹介などしていただ

けると嬉しいです。 

無回答 無回答 無回答 中央 

気軽にのぞけるイベント、発表会であれば参加し

たい。 
男性 50歳代 勤め人 中央 

個人の自由で良いと思います。 男性 60歳代 無職 南部 

引越しをしてきて 5年になりますが、なかなか公

共施設の利用を難しく感じます。どこの学習セン

ター、公民館も入りにくい雰囲気があります。知

っている人だけのもののような、特に受付の人の

愛想のないこと。ほとんどの所で挨拶がありませ

んでした。いかがなものでしょうか。 

女性 50歳代 家事専業 中央 

鎌ケ谷市に住んでいますが、船橋のほうが近いた

め利用していません。船橋市の方が大きいため、

より充実したものがあると思ってしまうのも原因

だとは思いますが…。身近なものであると利用し

たいと思えるようになると思います。 

かまたん好きです。頑張ってください！ 

女性 18～29歳代 勤め人 中央東 

生涯学習について正直なところ、あまり興味を持

ったことがない。施設についても車がないと移動

するのが厳しい立地のものがほとんどのため、利

用しようと思えない。 

女性 30歳代 勤め人 
家事専

業 

転入者もなじみやすい街づくりをよろしくお願い

いたします。私は、小中学校は市外でしたので、

鎌ケ谷に友人がいません。同世代が知り合うよう

な機会があると嬉しいです。 

女性 40歳代 その他 東部 

高齢者社会の中、健康で長生きするためにも生涯

学習は大切かと思いますが、「学習」と聞くと敷

居が高く感じます。コミュニケーションを図る軽

い気持ちできっかけづくりができたらと思いまし

た。そんな様なことを考える機会が持てた今回の

アンケートの回答とさせて頂きました。 

女性 50歳代 勤め人 東部 
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 1 

意見 性別 年齢 職業 地区 

何年か前にパソコン講座に参加しましたが、とて

もわかりやすく、よい学習の場でした。何回かで

したが、そういう参加から生涯学習にも興味を持

つことができると思いました。 

女性 60歳代 家事専業 東部 

鎌ケ谷市は、子ども（二中サロンなど）向けの交

流が盛んで良いと思います。そのまま小学生向け

なども充実すると良いと思います。 

女性 30歳代 家事専業 東部 

現在、長寿が多い中、私たちは良き時代に恵まれ

たと思います。色んなことを学ばせていただきな

がら、健康で住まわせていることに感謝いたしま

す。 

女性 70 歳以上 無職 東部 

平日の昼間は勤めているため時間が取れません。

夜間の教室、講座などがあると助かります。 
女性 40歳代 勤め人 南部 

年金だけでは生活できないので、資産運用などの

講座、勉強会の開催を望みます。 
男性 60歳代 

アルバイト・

パート 
東部 

生涯学習とひとくくりにいわれるが、その内容は

どのようなものがあるのか、具体的に見えてこな

い。①高齢者向け ②子供向け ③普通の人向け

（ex,防災など、鎌ケ谷という土地について、歴史

や地質などなど） 

女性 60歳代 家事専業 南部 

アンケートを取るならまず生涯学習とは何かとい

う説明も入れるべきだと思う。当たり前のように

言葉がわかるだろう、を前提にアンケートがきて

も回答するのが面倒くさいだけだと思った。子ど

もがいなく県外からきて専業主婦をしている自分

にとって、情報の少ない、他人と関わる事のない

地域だと思いました。 

女性 30歳代 家事専業 西部 

生涯学習を通して人とのつながりができて、安全

な鎌ケ谷市を保っていけるといいと思います。 
女性 30歳代 

アルバイト・

パート 
東部 

これからは若者が主体。高齢者対象も考慮してい

るだろうが、紙のアンケートよりもインターネッ

トなどの利用の手法に変えたほうがサンプル集計

にも良いのではと考える。 

男性 40歳代 勤め人 中央 

行政は「声なき声は無視」このアンケートも生涯

学習担当をする部・課・係の業務の一貫でしょう

が…。 

このアンケートから、行政による地域の声なき生

活者を役所全体でどう聞き受け取れるか疑問。皆

さんの仕事は、両手範囲の机上でしょう。 

男性 70 歳以上 その他 東部 
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 1 

意見 性別 年齢 職業 地区 

講座について 

・子供向け 

「将棋講座」（教えてくれる大人がいて趣味を持

つきっかけになると良いと思う。 

・大人向け 

「チェス」「チャチャっと料理」「ネイル」「PCで

フォトアルバムを作ろう」（この様な講座などが

夜の時間に仕事が終わった後に参加できるものが

あると利用者が増すと思う） 

女性 60歳代 
アルバイト・

パート 
中央 

社会福祉センターでは、祝日の休館はわかります

が、休館日の火曜日が祝日と重なったとき、翌日

が休館日となるのが、利用者からはどうかなと思

います。 

男性 70 歳以上 無職 南部 

・生涯学習という言葉の定義が広すぎてアンケー

トに答えづらい。 

・今、生涯学習に対してどのような取り組みが行

われているのか知らないので、今後はもう少し注

意をしたいと思う。 

女性 30歳代 
アルバイト・

パート 
南部 

テスト期間になると図書館の学習スペースが埋ま

ってしまうため利用しづらい。まなびぃプラザや

ほかの公民館にもあのような学習スペースを設置

していただきたいと思います。 

男性 18～29歳代 学生 中央 

コミュニティセンターで高校生や大学生が小中学

生に向けて無料の個別勉強とかあったらいいんじ

ゃないかと思いました。 

女性 18～29歳代 学生 西部 

私達が子どもの頃より今の小中学生が地域の働き

にふれる機会はすごく増えていると思います。職

場体験、スポーツ選手との交流など続けてほし

い。学校外の講師を招く場合などの紹介を HPに

載せてほしい。 

緑のゼッケンをつけている見守りの方。顔を含め

て紹介ページが欲しい。HPにありますか？ 

元気っ子ゼミナール、リーダースの方、頑張って

いましたね。ありがとうございます。 

男性 50歳代 勤め人 南部 

充実した図書館をもっと欲しいです。 男性 70 歳以上 無職 東部 

規制ばかりで社会主義国のようだ。おおらかな子

育てができ、大きな人間が育てられる街や国づく

りを目指していただきたい。祖先を大切に、歴史

や伝統を大切に。 

女性 60歳代 自営業 中央東 
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意見 性別 年齢 職業 地区 

既に人の輪が出来ていて入りづらい。人に関わっ

たら関わったで人間関係が煩わしい。なので参加

したくない。 

女性 50歳代 
アルバイト・

パート 
南部 

鎌ケ谷市には映画館やショッピングモール、デパ

ートなどがあまりなく、ほかの市へ出かけること

もよくあります。子育て世代としては、そのよう

な施設が充実していると助かります。子どもを育

てている家族が、鎌ケ谷市に増えることによっ

て、自然と公民館などの公共施設も賑わい活性化

に繋がると感じます。赤ちゃんからおじいちゃ

ん、おばあちゃんまで、みんなが豊かに暮らせる

鎌ケ谷市になりますように…。 

女性 18～29歳代 家事専業 東部 

ぜひ参加したいですが、どうすればいいのかわか

りません。お知らせなどあれば、ボランティアな

ど積極的に参加して、色々な方とかかわりを持っ

ていきたいです。 

女性 30歳代 
アルバイト・

パート 
北部 

仕事が忙しく生涯学習や地域施設について不明な

点が多かったですが、この機会に興味を持ち地域

とかかわりを持ちたいと思います。ネットなど活

用し、イベント等もっと積極的に発信いただける

と幸いです。 

男性 50歳代 勤め人 南部 

勤めている人は興味のある内容でも曜日や時間が

合わなくて諦めることがあるように思います。 
女性 60歳代 その他 中央 

生涯学習の定義が広すぎる。具体例を提示したほ

うが良いと思います。紙でのアンケートは面倒な

ので、分析しやすいWEB回答にいずれ移行した

ほうが良いと思います。「生涯…」という単語が

くどいため、だんだん訳が分からなくなる。回答

者の趣味や熱心に学習している分野を併せた設問

をするとより具体的な分析ができると思います。 

男性 18～29歳代 学生 東部 

体に障害があり、歩くのにも不自由なため、この

ようにポストに入れてくださいと言われてもポス

トまで歩けないので、とても困ります。今は病院

に通うだけで精いっぱいの状態です。ある反面、

迷惑な部分があります。この気持ちをどれだけの

方がわかってくれるのでしょうか。 

女性 60歳代 家事専業 南部 

仕事、家事、両親の介護などで時間に余裕がな

く、普段より生涯学習について考えが及ばず、お

役に立てませんでした。 

女性 50歳代 
アルバイト・

パート 
中央東 
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 1 

意見 性別 年齢 職業 地区 

鎌ケ谷市に来てから、このアンケートを受け取る

まで生涯学習に取り組んでいることを知りません

でした。より多くの市民に知ってもらえるよう

に、アピールしていくことが必要なことだと思い

ます。 

男性 30歳代 勤め人 南部 

ボランティアとして鎌ケ谷に住む外国人の方へ日

本語を教える活動に参加したいと思ったが、その

ためには「日本語ボランティア養成講座」に参加

してからではないと活動できない。「日本語ボラ

ンティア養成講座」は鎌ケ谷市では開催されてお

らず、他市の不定期に行われるもの、もしくは民

間に通わなければならず。他市の情報も自分でイ

ンターネットで探し続けないといけず。民間の学

校はとても高額。他市の講座も有料。これでは活

動したい人のやる気が反映されない。ボランティ

アで活動するのに、有料なのもおかしい。もっと

市として力や予算を入れてもらうか、ボランティ

アのハードルを下げるかしないと、誰も活動して

くれないと思う。 

女性 30歳代 勤め人 中央 

個々の立場があるので一概に言えませんが、やは

り「やってみよう」「行ってみよう」と思えるよ

うな、人が興味を抱くような生涯学習の場を設け

ることが必要であると思います。（例えば鎌ケ谷

市出身、千葉県出身の有名な方を講師に招いたイ

ベントなど） 

男性 40歳代 勤め人 無回答 

生活に直結した事柄の学習。 女性 60歳代 家事専業 南部 

書道や茶道など日本の文化を通じて地域の子ども

たちと交流する場を作ってほしい。書初め大会な

ど。海外の人に自信をもって日本の良さを伝えて

ほしいので。（子どもたちに） 

女性 30歳代 家事専業 中央東 

地方分析（地方行政）についての学習コースが必

要と思われる。市民が主体となった街づくりの学

習コースが必要と思われる。 

男性 70 歳以上 無職 中央東 

子供が巣立ち、時間的にも余裕ができ、自分を磨

く場所など提供してくださるといいです。 

が！平日の昼間に多く仕事を持っている私には、

無理なことが多く、夜、休日にももっとたくさん

の参加の場が欲しいです。 

女性 50歳代 
アルバイト・

パート 
東部 

協力ができずにすいませんでした。 女性 70 歳以上 家事専業 無回答 
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 1 

意見 性別 年齢 職業 地区 

生涯学習に対しては、何の興味もありません。夫

婦して毎日さわやかプラザ軽井沢で水中ウォーキ

ングを２時間して、お風呂に入って帰ってくるの

が毎日の仕事です。 

男性 70 歳以上 無職 東部 

近所の絵の教室へ週 1回行っています。皆さんと

コミュニティができるので楽しいです。 
女性 60歳代 無職 南部 

生涯学習の内容よりも、それを行うことの施設ま

での交通手段や道路整備の方に力を入れていただ

きたい。道路の幅が狭い。段差がきつい。（子ど

ももお年寄りも危ない。ベビーカー、手押し車で

は安心して歩道が歩けない） 

現在施設を利用している人の意見はもちろん参考

にできますが、施設に足を運べない人のニーズこ

そ今後の鎌ケ谷が目指すべきヒントがあるように

思います。 

女性 40歳代 家事専業 中央 

地域の子ども会の活動に関心があります。 女性 70 歳以上 家事専業 中央東 

個人的にコミュニティセンターなどが新鎌ヶ谷駅

の近くにあると便利だと思います。（初富駅近く

の中央公民館は便利です）子育て中のため、色々

な講座を見に行きたいのですが、できずにいま

す。（託児があるものは良いと思います）ひと段

落しましたら、利用させていただきたいです。回

答が遅くなりまして申し訳ありませんでした。 

女性 40歳代 家事専業 中央 

やりたい事があっても、時間が取れないのが現

実。最低でも、健康で文化的な生活が送れる施

設、人材が必要。 

男性 50歳代 
アルバイト・

パート 
東部 

新しいものを取り入れるのではなく、今ある鎌ケ

谷市の特性を守り、継続・発展していけるよう、

市民が気軽に参加できる場所あれば良いと思いま

す。農業体験、ボランティア（農業）が大人も子

供もできたら大きな学びになると思います。 

女性 40歳代 自営業 中央 

 
※いただいたご意見は、できる限り原文を掲載していますが、以下の 

とおりとさせていただきました。 

・明らかな間違いは修正しています。 

・判読できない文章は除いています。 

 

 

  

24 


