
市民満足度調査（教育関係）自由意見
H29年度

分野 意見 年代 性別 地区
ひとり親家庭の子は保育園（認定子ども園）への入所に優先権があって
もいいのではないかと思います。再考をお願いします。

40代 女性 西大村地区

働いているのに、子どもを預けられないので、保育園に入れるようにして
ほしい。休むことも働くこともできない。

20代 女性 大村地区

今後出産予定で、産休を取得し仕事をしながら子育てをしていくつもりで
す。土日も利用できる保育園をもっと増やしていただけたら助かります。

20代 女性 福重地区

全国的に保育士不足と言われているが、都会の方では仕事終わり次第
のお迎えや、休みの日は保育園を休まないといけないとなっているが、大
村も市で統一するべきだと思う。預けっぱなしの親が多く、子どもも週休
二日にすべき。休みの日・仕事以外は有料にするなど、もっと厳しくしてい
いと思います。

30代 女性 鈴田地区

保育園等を増やし、待機児童問題をどうにかしてほしい。保育料を下げて
ほしい。

30代 男性 竹松地区

1人っ子の子どもが、兄弟がいる人を優先的に入れるため希望する保育
園に入れない。あと、１人しか預けてない人が２、３人預けている人の保
育料より高いのはおかしい。もっと平等にしてほしい。

50代 女性 竹松地区

気軽に預ける事ができる学童のようなものがあると有りがたい。仕事をし
たくても預ける料金が高くてできません。

30代 女性 西大村地区

保育園の待機児童問題も改善してほしい。早急にお願いしたい方はたく
さんいるはずです。

30代 女性 竹松地区

待機児童の問題等を考えても、今ある公立幼稚園をもっと利用しやすくす
るなど、解決できる方法はあるのではないだろうか。時代にあった方向に
すれば、利用者も増えるのではないかと感じます。小学校の校舎も新しく
ならないのか。

30代 女性 西大村地区

保育園になかなか入れない。その家庭により理由も様々であるので、個
別に相談に応じるべき。

30代 女性 竹松地区

子育て支援への職員意識を高めないと教育行政が心配。教育を充実さ
せないといずれ人口は減少します。

50代 女性 無回答

街づくりを担う「人づくり」・「教育」に力を入れてほしい。保育料の無料化
だけでなく、子どもを育てること。子どもの特性をいち早く感じ、その子に
応じた支援を保育園・小学校・中学校と継続していくことに力を注いでほし
い。

50代 女性 大村地区

親が病気で長崎医療センターを利用する時など、子どもを預けられる制
度や、通院時に国立病院近くで預かり保育を行ってくれるセンターを作っ
ていただけたらと思います。

50代 女性 大村地区

認定こども園で市の設定している金額が高いと思う。東彼杵まで下げて
ほしいとは言わないが、もう少し低くならないものかと感じた。

30代 女性 竹松地区

子育て環境 子育て環境には満足しています。 30代 男性 竹松地区

学校教育
将来の担い手である子どものため、教育には思いきった先行投資をすべ
きである。

70歳以上 男性 西大村地区

中学校給食 中学校の給食を1日でも早く無料で始めてほしい。 60代 女性 福重地区

「教育のまち」をうたっているわりには、学校の施設等の充実や補助など
が足りないと思う。もっと他の都市を参考にして「教育のまち」らしい市に
してほしい。

40代 女性 竹松地区

子どもの部活動で県内外の学校に時々行きますが、大村市は学校の体
育館等の施設が老朽化し、不十分だと思います。もっと施設を整備し、他
の市から来られる方に、大村市が教育に力を入れていることをアピール
できるように、重点的に考えてほしい。

50代 女性 西大村地区

教職員の待遇、体制
教育支援員（低学年やＩＣＴ支援員等）の待遇改善、正規職員化をしてほ
しい。

40代 男性 大村地区

小中学校1クラスあたりの人数が多すぎるので少人数制の導入を考えて
ほしい。

20代 男性 竹松地区

小学校の所在地が片寄っているように思います。一度見直す必要がある
のではないでしょうか。

50代 女性 萱瀬地区

保育園

待機児童

子育て支援

施設整備

学校規模適正化

大村市役所
スタンプ

大村市役所
スタンプ



H30年度
分野 意見 年代 性別 地区

孫が何回も保育園に申し込んでも行く事ができず預かってもらえないの
で、仕事を見つけに行くこともできません。例えば、一時預かりの情報で
ももう少しあればと思います。

５０代 女性 西大村地区

現在４カ月の子どもがいますが、保育園に入れるか不安です。周りのお
子さん（０～１歳）は入れなかった子が多いです。入れたとしても家や職場
に遠い所だと負担も大きくなると思います。大村市だけではなく、日本の
大きな課題であると思いますが、この問題が解決しない限り少子化問題
も良くならないと思います。私自身、保育士資格を持ってはいますが、働
きたい（働こう）とは思いません。まずは保育士が働きやすい環境作りか
ら始めるべきだと思います。

２０代 女性 西大村地区

学童が高い（山口？広島？は3000円くらいらしい）。保育園が足りないと
思う。

３０代 女性 大村地区

待機児童の問題を含め、もう少し子供を生んで育てやすい環境になると
うれしいです。

３０代 女性 大村地区

待機児童の多さにびっくりしました。転入してきた人にはかなり不利です。
子育てしにくいまち大村！ですね。

４０代 女性 大村地区

保育園に四月から入れずその後に入りました。四月の入園式に出れない
のはさびしい限りです。この場合、次の歳の入園式に出られたらいいと思
いますがどうでしょうか。これから共働き世帯が増えると思います。保育
園をもっと増やせないかと思う。

５０代 女性 大村地区

保育園について、待機児童が大村でも多いと聞いている。既に入所され
ている家庭の方の中に、仕事時間が短いのに長く預けたり、仕事が休み
の時も預けたりする方が多いので短時間で預けたい人もいるのに入所で
きない方が多いのではないか。子育てを支援することは良い事だが、子
供にとっては親の愛をもっと作って与える必要がある。保育園に預ける時
間をもっと厳しくしていく必要がある。都会では仕事終了後すぐに迎えに
行かならなければならない所や、仕事休みの時は家庭での保育をするよ
うになっている。大村も今からの子供達を育てるには親支援も必要だが、
子供ともっと過ごす時間を作る運営をしてほしい。

５０代 女性 松原地区

待機児童問題は少なからず感じています。育児環境の向上は、市の発
展に大きな影響力があると思います。

３０代 男性 大村地区

もっともっともっと「保育園」を作って下さい。待機児童ゼロを！！働きたく
ても働けない人の為に！！それだけでいい。まずは「保育園」。

３０代 男性 竹松地区

波佐見町から引っ越してきましたが、とても住みやすく満足しています。
子どもが2才でまだ先のことですが、現在住んでいる地域が子どもが多
く、小学校に行くことになった際、学童保育がはたして足りるのかと不安で
す。共働きなので是非力を入れていただきたい事です。他の面では概ね
満足しております。

３０代 女性 竹松地区

学童保育を郊外の地域に市で考えていただけないでしょうか？（黒木等） ７０歳以上女性 萱瀬地区

子育てしやすいまちづくりの強化をお願いしたい。 ３０代 女性 大村地区

現在２人の子育てをしながら働いています。大村市が非常に子育てしや
すく、保育料も安いので助かっています。ありがとうございます。子ども達
の為に、また市民の為に頑張る姿を応援しています。待機児童問題や福
祉の問題等、課題は尽きないかと思いますが、本当に困っている人に手
を差し伸べてあげられる大村市であって下さい。

２０代 女性 大村地区

子育て世帯への支援 ３０代 女性 竹松地区

保育園２人目から無料はありがたい。 ２０代 女性 大村地区

子供を預けている保育園は、園の都合で休みが多いように感じる。（例）
新年度の準備で休み、親子遠足に参加しない人は休み等、他の保育園
ではそのようなことは少ないと聞きます。同じ認可保育園ならすべて統一
のシステムにして働く母親の立場に立った保育環境にしてほしい。

３０代 女性 西大村地区

保育園の保育料について、障害児の保育料の補助が所得によっては受
けられないことや、所得によっては認可外保育園に預けるより認可保育
園の方が料金が高いので、低所得者だけでなく、一定の所得がある住民
に対しても負担が軽減するような政策を考えていただけたらと思います。
子供を預けて働く方が収入は上がりますが、保育園の入園も一定所得が
あったりすると定員で落とされて入園できなくて仕事に復帰できないことも
あります。仕事をするやる気と雇用があるので保育園等共働きしやすくな
るような政策を期待しています！

３０代 女性 西大村地区

片親家族も多いです。単純に収入だけで税を決められると病気してでも
稼いでいてつらく感じることもあります。働くのをセーブして補助してもらう
方がいいのかと思ってしまいます。
保育園の数が少なく困っていると、周りの声がすごいです。又、子育てに
よる出費がすごく、次の子供も作れないと…。大村市、頑張ってくださ
い！！！

２０代 女性 大村地区

待機児童

学童保育

子育て支援

大村市役所
スタンプ



高齢者に対する支援も大切だが、未来を見すえた子供に対する支援や
若者の県内・市内就労支援に力を入れるべきと考えます。子育て支援に
ついても、まず給食の無料化などすすめるべきと考えます。

４０代 男性 西大村地区

子育てをしやすい市と聞き、他市町から引っ越ししてきましたが、まず、保
育園にも入れない。学童にも入れない。ということをどう考えているのか。
共働きするなということでしょうか。怒りしかありません。また、子どもが他
市の病院を利用しますが、800円以上になると、その都度、紙で子どもセ
ンターに医療費の請求をするのも面倒です。聞けば大村市だけだそうで
す。全々、子どもに優しくない市だと思います。

４０代 女性 大村地区

保育料の第2子無料化は続けてほしい。 ５０代 女性 竹松地区

保育園の２人目無料は、どこにもない政策だし、家計も大変助かるので、
今後も続けてほしい。３人目のお祝い金はどのような理由で廃止された
のか、広報おおむらを見ただけでは理解もできず納得もできない。ボート
場にいろんな芸能人を呼ぶお金があるならば、映画館や大型スーパー
（遊べたりもできる）などを作ってほしいと思う。子育てしやすい街を目指し
ているのか、新幹線を１番に考えているのか、市政がいまいち理解できな
い。

３０代 女性 西大村地区

保育料はその世帯で何人目かで決めてほしい。理由は、女性も働いてい
る人が多くなり仕事の都合や会社の事情などでなかなか妊娠できなかっ
たり、産休に入るのにも順番があったりして子供の年が離れてしまうこと
もあるから。

３０代 男性 三浦地区

最近は土日祝日関係なく仕事もあるので、子どもたちを安心して預けて
仕事をできる環境づくりをしてもらえたらと思います。

３０代 女性 竹松地区

子育て環境
子育てはとてもしやすい環境なので子供達はのびのびと過ごせていると
思います。

３０代 女性 竹松地区

教育の先進市町村を見習って、学校教育に力を入れてほしい。又、長寿
の市町村も同じことです。良い例は大いに取り入れてほしい。

６０代 女性 松原地区

少子化が進むので、子供に力とお金をかける方が良い。年よりにお金を
かける必要はない。

５０代 男性 竹松地区

町づくりは人づくりから教育が大切。出来る人を育てるには才能を見出す
こと.。出来た人を育てるには愛のある仕付をする。豊富な体験をさせる厳
しさの中を通らないと優しさは生まれない。優等生には誰でもなれない
が、模範生には誰でもなれる。育て方しだい。「出来る人より出来た人に」
奉仕の精神を持った優しい大村人を育てる。まずは大人から模範を示そ
う。勝手と自由は違う。

７０歳以上男性 竹松地区

福祉等にも力を入れられていてとても住みやすいですが、学力向上の面
で他の市との差があるように思います。スポーツには力を入れているイ
メージがありますが、学力には力を入れていないイメージがあり、中学受
験で他市へ学力が優秀な子が逃げている気がします。早くその対策をと
るべきです。大村の子は大村で育てたいです。

４０代 女性 竹松地区

施設整備

子供は宝。子供にとって何が大切なのか。自分の子が初めて歩く。しゃべ
る。自分でトイレに行ける。その大切な時を親が人任せにするのをお金を
出して助けている。市役所より学校の施設や人を充実させてほしい。市
（学校）のパートだが、学校のパートと市役所のパートの賃金に差がない
のはおかしい。

４０代 女性 西大村地区

文化財の活用
文化財をもっと活かす工夫、教育の充実に力を入れてほしい、田舎にな
らない工夫。

７０歳以上男性 大村地区

郷土

小学生や中学生の子供達が色々な体験をできるイベントを増やしてほし
い。新しい今どきの物も良いし、昔遊び（竹馬や竹とんぼづくり）なども良
いと思う。夏休みのキャンプ（子供対象の）など開催してもらったら、とても
子供達の心身の発達や成長につながると思う。

４０代 男性 大村地区

教職員の待遇、体制
教育について、もっと教員にゆとりを持って教鞭が取れる体制作りを独自
に行ってほしい。

４０代 男性 大村地区

学校教育

子育て支援

大村市役所
スタンプ

大村市役所
スタンプ

大村市役所
スタンプ



R1年度
分野 意見 年代 性別 地区

一時保育を利用しようと思い、家から近い所、大村市にある全ての
保育園に利用できるか電話しましたが、全てだめでした。近くに私
の両親、主人の両親も居なくて、頼る所がなく、一時保育を利用す
る時、本当にどうしようも無い時、預ける場所がなく大変苦労しま
す。

３０代 女性 回答なし

今年、保育園入園の手続きをしたが、もっとデジタル化を進めても
らいたいと感じた。入園申込みで書いた情報を、保育園入園決定後
にまた複数枚の書類に記入した。そもそも入園申込みをＰＣもしく
はスマートフォン等WEB上で行えば、アナログ（書類・手続）から
デジタルへの移行の手間もなくなるのでは？と思った。また、その
際、決定した保育園へ情報を渡すことに同意するチェック欄があれ
ば、保育園側の手間も減ると思った。

３０代 女性 大村

小規模保育園よりふつうの保育園を作ってほしい。改善よろしくお
ねがいします。

２０代 女性 大村

子育てをしてみて、まず保育園に入れる確率が低い。難しいことに
驚いた。保育園の次に学童も空きがなく、校区外を探すしかなく、
共働きしながら子育ての厳しさを痛感。保育園と共に学童の充足
（質）を求めます。

４０代 女性 西大村

待機児童をもっと対策して欲しい。子どもセンターの対応を改善し
て欲しい。

３０代 女性 竹松

夫婦共働きであるにも関わらず、保育園に入園したい時に入園でき
ないことがありました。育休から復帰する際にとても困りました。
保育園入所はどのような基準で順番が決まるのでしょうか。ネット
で「何人待ち」や審査基準を記載してほしいです。

２０代 女性 西大村

子育てママ応援とよくポスターでみるが、待機児童が多いのは何で
でしょうか。これから女性も働いていかなければいけない時代に
なってきているので、働きやすい環境をのぞみます。家賃が高いで
す。公共交通機関が不便。

３０代 女性 大村

学童保育 子育て支援の為、学童保育施設を増してほしい。 ６０代 男性 大村

０～２才児の保育料で44,000円払うが、基準の幅が広すぎる。もう
少しこまかく設定してほしい。

４０代 男性 大村

若い人が子育てしやすい町づくり、働きながら子育てできるように
病児保育にも力をいれてほしい。

６０代 女性 福重

保育園のシステムで親が退職し、３ヵ月で子どもが退所しなければ
ならない制度の改善をお願いします。いろいろな状況の場合にこの
期間があることできついです。

３０代 女性 大村

子育て支援とは、小さい子供だけではない。支援が小さい子供に
偏っていると感じる（乳幼児～中学生）県外の大学に入学するのに
いくらかかるかご存知ですか？その辺の支援があっても良いので
は？園田市長は一部の子育てママたちに偏った支援をしている様に
感じる（非常に感じる）以前はけっこう好きだったので応援してい
たが、次回はもう応援しません！

４０代 男性 大村

子どもが安全に遊べる施設を増やしてほしい（無料で）

妊婦さん、その夫婦が参加できる母親・父親教室のようなものを積
極的に実施してほしい。
大村で３人子育て中です。保育料はとても助かっております。これ
から学童も利用する方が多くなると思われます。学童の兄弟割など
あれば助かります。私は保育士をしておりますが、子ども達はまだ
小さく、よく熱を出したりと勤務先には申し訳ない気持ちでいま
す。女性、もちろん男性もですが、子どもや両親（介護）などで休
んだり、早退しやすくなるような社会になってほしいです。また、
小、中の登下校時の見守りが多くあることで事故や犯罪は少なくな
ると思うので、どんどん増やして頂きたいです。

３０代 女性 福重

子育て支援にとても力を入れていると思います。多胎児のサークル
があればいいなと思います（うちが双子のため）こちらが地元では
ないので友人もなく情報収集が困難なため。

３０代 女性 竹松

現在、妊娠中（後期）ですが、外出時に車いすマークのついた駐車
場が少なく、とめられないことが多々あるので、もう少し数を増や
してほしいです。

２０代 女性 西大村

オムランドのスペースが狭すぎ。土日等、1時間程度しか利用でき
ない。諫早の「子どもの城」を参考にして頂きたい。

６０代 男性 大村

子育て支援等に手厚い印象がありますが、それ以前の不妊治療にも
補助をもう少し出していただければと思います。又、長崎市まで行
かないと高度な不妊治療が受けれないので大村市でも出来れば、負
担が減っていいと思います。

３０代 女性 竹松

子どもの医療費を無料にしてほしい ３０代 女性 大村

こども医療費800円は高い。 ２０代 女性 大村

３０代 女性 大村

保育園

待機児童

子育て支援

大村市役所
スタンプ



小学生の医療制度はとてもたすかっていますが、後日、通帳に入れ
るのではなく、超えた分は払わなくていいようにしてほしい。（乳
幼児と同じような）緊急で病院に行く時に、大きいお金を準備しな
いといけないから。

３０代 女性 竹松

学校の用具について。バック、靴、服等が高すぎる。教科書等の参
考資料等の通学時が多すぎるのではないかと感じる。年に何回しか
使用しない柔道着が必要なのか、安い柔道着（何千円）で値段は安
くていいと思う。

５０代 女性 竹松

子供の遊び場（屋内施設）をもっと増やしてほしい。 ３０代 女性 西大村

子供達の遊び場がない為、小さくてもゆうえんちがほしい。森園公
園に子供達の遊び場がすくないと思う。

６０代 男性 西大村

２才になる子供がいます。（保育園には通っていません）私も仕事
をしていないので、平日どこに遊びに行こうかと迷う時がありま
す。おむらんどがありますが、家から少し遠いのであまり行きませ
ん。大村は海自。陸自に空港があり、子供にとってはとても面白い
と思うので、土日以外にも平日に見に行けるようなイベント等あれ
ばとても嬉しいです。子供のことばかりになってしまうので、子育
て中の親も自分の興味があることをして、ストレス発散したいと考
えてしまいます。ぜひ、子供を預けて習い事ができるような環境を
作って欲しいです（例えば太鼓とか読書、絵画、編み物、手芸、勉
強など）

３０代 女性 三浦

娯楽施設が少ないのでつくってほしい。公園にもっと子供達が楽し
める遊具を置いてほしい。

３０代 女性 大村

ＧＷ中のボート場でのイベントは、子供たちが喜ぶものばかりです
ごくうれしいのですが、小さな子を持つ親としては、午前中にイベ
ントをしていただいた方が利用しやすいです。午後からだと疲れた
り、昼寝をしたりと動きづらいので、計画しやすい午前中のイベン
トだと参加しやすいです。色々と準備等あるかと思いますが、変更
可能でしたらご検討下さい。宜しくお願い致します。

３０代 女性 竹松

子育てがより一層しやすい環境をお願いします。 ４０代 男性 西大村

大人の娯楽（ボート、パチンコ店）は多いけども、小児、幼児の遊
び場（遊園地・動物園等）が無い。

７０歳以
上

男性 西大村

小学校で学級崩壊が多いのをどうにかして欲しい。 ３０代 女性 大村

具体案はないのですが、幼児からの教育を充実させる。英語教育を
小学校前から始めることも必要と考えます。

６０代 男性 福重

小学校の時間割が各学校違うと聞きました。下校時刻や給食の時間
に差があり、特に給食時間が遅くなって、空腹のまま授業を受けて
いるという話も聞きました。全学校統一した時間の設定はできない
ものなのかと疑問に思います。

４０代 女性 西大村

大村市（長崎県）の学力の低さに対して何か取り組まれているので
すか？沢山意見を書き申し訳ありません。よりよい大村にするため
に、対策をよろしくお願いします。

３０代 女性 大村

教育が充実できる町をお願いします。 ４０代 男性 西大村

支援学級に在籍の子供や通級に通っている子供、他にも行動が気に
なる子供が学校内には沢山いるようです。特に低学年には流れが分
からなかったりすると思われます。私はよく学校に出かける機会が
多く、校内で担任の先生や補助の先生、校長先生、みなさんがサ
ポートしてくださるのをよく見かけます。もう少し、補助の先生な
どを採用して頂けると、もっとよりよい教育へつながるように思っ
てなりません。素人の私が見ていても、学級内での「もう少しの声
があれば、スムーズになるだろうと」くやしい思いがあります。あ
んまり目にあまる時は私も声かけを生徒さんへさせて頂いていま
す。そんなちょっとしたことで子供はグンとかわると思います。子
供の教育のためによりよい環境で学べる体制を作っていただきたい
と強く思っています。３年生クラスは４１名になって教室内は狭い
です。その中で子供達は毎日過ごしています。エアコンも早く設置
してほしいです。

３０代 女性 竹松

子供が中学生となりバスで通学しています。部活及び塾に通う為に
マイカーで送迎しています。バスの運行だけでなく、部活の活動内
容など変更する事でもっと便利になると考えています。大村市、学
校と協力して、暮らし易い地域（大村市）を目指して頑張って頂き
たい。

４０代 男性 三浦

中学校の部活時間が短くなるのは困る。せっかく強くなってもこれ
ではあんまりだと思う。大村市の中学校ブラスはせっかく強いのに
楽器が古い！よくあれであの成績がとれるのはすごい！全校、楽器
の買いかえをお願いします。

４０代 女性 大村

小中学校へのエアコン設置１００％早期実施。 ３０代 男性 西大村

通学路の幅が広くなったのはよいことだと思う。 ４０代 女性 西大村

施設整備
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夏の暑さで死亡者が出ているのに、エアコンを中学校だけでなく、
小学校につけて下さい。学校、特に郡中の校舎（外壁）がとても汚
いです。市民としてはずかしい。未来を担う子供達に目を向けてく
ださい。将来の大村の宝です。

４０代 女性 竹松

小学校はとても古く、トイレの臭いが教室までするなど、教育環境
が整っていないように感じます。クーラーの設置を早めにお願いし
ます。

３０代 女性 西大村

大村市に転入して思いました。子育て環境が最悪です！小・中学校
のトイレ汚すぎ！エアコン導入も遅すぎ、転入前の県は７年前には
全校エアコン導入し終わってました。同じくトイレも同様。皆言っ
ていますよ。最悪だと。保育園も少なく、待機児童が多いです。学
童も少なすぎで入れない人沢山いますよ！市長は「町の図書館・新
幹線・空港・高速道路がそろっている所は、全国でも少ない、その
中の大村市です」と自慢されていましたが、子供の為にお金を使っ
て下さい！全然おくれてますよ！「子育てしやすい町です」と言わ
れていますができてませんよ。もっと学校の状態を見て、現況を把
握して下さい。子供がトイレに行きたくないと、我慢しているのを
知って下さい。

３０代 女性 大村

学校のグラウンドがやや荒れているので、子供達が部活動で怪我を
するのではないかと思っています。可能であれば学校のためにもグ
ラウンドに土を入れたり、環境を整えてほしいと考えます。

４０代 男性 竹松

教職員の待遇、体制
保育士、幼稚園教諭の待遇改善（無償化になるとますます厳しくな
る）ファミリーサポートの設置。

３０代 男性 大村

中高一貫教育をされている。諫早へ大村の良い人材がドンドン流れ
てしまっている。大村工業ではなく、大村高校への導入を求む。

４０代 女性 竹松

大村高校のレベルを上げる又は中高一貫校を設立してほしい。高校
では諫早や長崎まで行かず、地元で良い教育を受けてほしいです。

４０代 女性 竹松

中高一貫教育校の設置（現在の状況では、長崎、諌早に大村を支え
る若者がすいあげられてしまいます）

７０歳以
上

男性 竹松

若者の集まる町にするため大学を誘致してもらいたい。 ５０代 男性 松原

すてきな図書館もできるので、大学を誘致して若者が住める街、
又、活気のある市にしてほしいです。県央地区の機能を大いに発揮
してほしいです。所詮「大きな村でしょ」とはいわれたくないで
す。大村市が環境もよく住みやすい市に、又、誰にもやさしくなれ
る人々となれる町になってほしいです。

６０代 女性 大村
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