
自由意見集計

分
類

問１０　市の環境に関する施策、身近な環境問題に対するご意見

1
川、道路の木々がのびほうだいです。前はきれいにされ道路、川面を切られてい
たが近年は放置されています。美化の強化を願う。

1 秋田は自然環境が良いのに野ざらし。

1 ・太平川の川沿いに生えている雑木林が大きく育っていること。

1
街路樹（けやき）が大きくなり、これからの落ち葉の片づけに毎年大変困っていま
す。歩道のみならず自宅敷地へも大量に落ちます。処分するためのゴミ袋もこち
ら持ちです。剪定をお願いしたいです。

1
・道路脇につつじがあって素敵ですが、剪定が上手ではないところがあったり、雑
草が生いしげっている所が時々あって残念です。

1
秋田市の中心部だと道路、道路脇などにきれいに整備されていますが、少し離れ
た地点だと、歩道の草が歩行者や小学生など、見えにくいぐらい伸びている時期
があります。少し見苦しいです。

1
歩道等の雑草、地下道はもっと頻繁に除草や掃除して欲しい。地域の町内会、老
人クラブ等に協力してもらったらどうか？

1
通行が困難な程、道路にはみ出した庭木を、高齢のため処理できない、あるいは
経済的にできない。敷地内に大量のゴミ（ごみやしき）等、何とかならないか？と
思っています。

1
歩道、通学路等身近な生活環境の部分、場所の雑草が目立ちます。そのような
身近な所からきれいにして行ったらと思います。

1
子供の通学路が安全だと良いのですが、雑草がのびて道がせまくなっていたり、
車が見えなかったり、スズメバチも出たりするので林の近くを少し整えて欲しい。

1 雑草やうっそうとしてる場所を、きちんと事故防止のためにきれいにして欲しい。

1
街路樹の手入れをしっかりして欲しい。もっと花が多い街並みにしていきたいと思
う。

1
道の街路樹が大きくなりすぎて、街灯が見づらい。町なみも暗く感じる。夕方、夜
に歩くのがこわい。子供にも歩かせたくなくなる。街路樹の管理をしっかりして欲し
い！！

2
２．ゴミ出しの有料化について、実施前後の成果や経費の使途等について、市民
フォーラム等を頻回に行い、市民との意見交換の場が必要と思う。中身がわから
ない。

2
ゴミ（生ゴミ、粗大ゴミ）の有料化について再検討お願いしたいです。もう少し安く
なりませんでしょうか。

2
ごみ処理手数料を負担するようになって、以前と変化したのは、ごみ置き場が整
備されたことくらいです。使用目的が不明。

2
・ゴミ集積所をカラスが散らかした時など、清掃したゴミをいれる小袋を各町内に
配布して欲しい。

2
黄色のゴミ袋をもう少し安くして下さい。ゴミは減っているとは思うが、袋の料金が
高すぎる。お願いします。

2 有料ゴミ袋をやめて下さい。こうした取り組みに水をさしている。

2 ・ゴミ袋手数料が負担大ですので引下げて欲しい。

3 海のゴミがひどいです。松枯れがひどいです。

3
十数年前のごみ対策、野良犬がうろついていた頃とはずいぶんよくなりました。
整ってきています。ほんとにご苦労様です。
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3 雄物川に不法投棄厳重に取り締る事。（罰金大きくし、必ず実行する事）

3 道にゴミが落ちているのを見る機会が増えた。

3

外出した際、目についたゴミはできるだけ拾うようにしています。特にプラスチック
製品は小さなモノでも拾うように努力しています。前に新聞で目にした「プラスチッ
クスープの海」という言葉がどうしても思い浮かぶからです。近くには川もあります
しこれが海に流れていったら…と拾わずにはいられません。が、拾ってきたゴミを
有料ゴミ袋にいれる時の何だかわからない理不尽な感じ…うちではかなりゴミに
（ハサミで細かくしたりしてます）気をつかっているのに。外でゴミを拾う時いつも試
されている感じがしてなりません。「TRASH LITERCY NOT THE PLANET」（ごみ
は地球のためにならない）拾いたくないときコレをつぶやいて拾います。

3
町内又は近ぺんのゴミ捨て場が、よく散乱している。その地域でない人が車や通
りすがりに捨てていっている。非常に迷惑。

4
ゴミ袋有料化によるゴミ減量の効果はどうなりましたか？市民への報告、アピー
ルが足りないように思いますが、いかがでしょう。

4
コンポストの補助金等、よい取り組みと思いますが、市民に情報が行き渡ってい
ないのが残念です。

4

環境基本条例の存在自体を知っている市民が極めて少ないと思われる。昨今、
情報発信というとすぐにＰＣ、ＳＮＳになりがちであるが、高齢者のみの方々も多
く、情報弱者となっている。ＨＰやＳＮＳも大変有効であることは認めるが圧倒的に
ＴＶやラジオ、新聞、回覧板による情報入手が多いと思われるので、高齢化秋田
の実態に即した情報発信をお願いしたい。

4
・アパートに新しく入居する人に、秋田市のゴミの出し方を書いた小冊子を必ず渡
して欲しい。

4
意義のある調査、研究ならメディアが報道という手段で広報してくれるはず。やっ
てるつもりで参加者がいてもいなくてもお金が流れるようなイベントやシンポジウ
ム、紙物はやめるべきだと思います。

4
「環境問題」という定義ではむずかしいイメージがあるので、もっと柔かく身近な問
題に思えるようにすることが第１歩だと思います。

5
市内を歩いていて一番感じるのは、閉店した建物が何年も放置されてとても汚い
印象がある事です。お金もかかる事でしょうが、すぐに更地にするなどすればい
いのにと思います。暗い印象ですね。

5 近辺の空家が気になります。

5 空家の対策にもっと協力して欲しい。

5
休耕田の放置がもったいない。散歩などしていると、ここにコスモス等花が咲いて
いたらいいのになぁとよく思います。

5

私の身近でも空き家が多く、中は襖や障子がボロボロで風が吹けばガタガタ音が
して大変です。持ち主を調べて早く処理して欲しいです。建物が草はいっぱいで
虫も多く出ます。家主が自分達で責任を感じるといいですが皆様も大変だと思い
ます。少しでも環境が良くなる事を願います。

5
空地等の草刈り、道路脇のマキ等の積置を注意して欲しい。通行上このましくな
い。もっと環境について見直して欲しい。

6
秋田は高齢者も多く、いろんな意味で年代の差を感じます。誰かに何かをしても
らうのでなく、市民一人一人の“モラル”の向上が一番なのではないでしょうか。
（私も含めて）それが環境を守る大切な“カギ”になるような気がします。

6 ・ゴミのポイ捨て。
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6

公園でＢＢＱをする人たちの一部の人のマナーの悪さが気になります。ゴミをその
まま置いて行ったり、駐車場の脇に捨てて行ったりしている人がいます。公園をＢ
ＢＱ等で利用する人（グループ）は責任者の氏名、連絡先を管理人に申告するよ
う義務付けしたらどうでしょうか。それだけでも啓発喚起になると思います。公園
に堂々と不法投棄は許せません。

6
ごく身近な環境で毎朝ほとんど店前にタバコの吸いがら１～２ケ、つばのはきす
て、冬は雪で見えないから犬のフン（かたづけの看板は出しているが）おもてなし
よりマナーです。

6 ゴミ出しの時間の厳守、対策。曜日や時間を守らない人が多い。

6
車の窓を開け火が着いたタバコをポイ捨てする市内企業の車両、これも現状で
す。一人一人が社会のモラルを遵守し、地球全体の環境に取り組みをする事が
大切です。

7 秋田市は公園などの管理された「緑」が少ないように感じます。

7
公園のフェンスの劣化がひどく、娘の足のスネにささり、４針程縫うケガをしまし
た。子供は大人が思いもよらない行動をしたりするので、危険な所がない公園づ
くりをしてもらいたいです。

7
一つ森公園は広くて、作りも素晴らしいのに清掃と雑草などの処理が行き届いて
なく残念です。

7

秋田市中通の通称たまご公園ですが、公園をかこむ（特に中央通り沿い）木々が
あまりにうっそうとしすぎて、大人の目が届かず安全面で心配になります。児童の
親からよく同じ声が挙がっています。（もしかして趣旨と違うかもしれませんが気に
なるので書かせて頂きました）

7

御野場南街区公園の樹木と舗道の街路樹が大きくなり、重なり合う形で、街灯の
明かりを遮り、防犯上、心配される場所も見かける。（夏場は夜も未成年女子の
利用を多く見かける）市の公園課や街路樹担当部署で団地等の公園周辺を一定
周期毎に夜間に点検し、相応の対応（例えば街路樹の方は１～２本を切ってしま
う）をして欲しいものです。

7
子供たちの遊ぶ公園にも、毛虫やガなど、有害な虫がおり、刺されたりして、自然
のままが素晴しいとはあまり思えない。整備する場所はきちんとするべきである。

8

・太陽光や風力発電設備は、国立や国定公園以外であれば、どこにでも設置業
者の営利目的に利用され、日本の原風景がだいなしになりつつある。例えば、太
陽光発電設備は町中に近い道路わきに、見苦しく、無こつに設置されており、こ
れは景観公害に近いものと感じている。少なくとも人目に付きやすいフェンスわき
には、低木を植樹して景観に配慮してこそエコエネルギーであり、やりたいほうだ
いの現状は正に景観公害であり、この景観が好きな人はいないと思う。このアン
ケートにも、この事に対する行政側の意識の低さが伺われる。

8
１．さらなる環境にやさしい発電システムの推進を望む。秋田市がモデルになって
いただきたい。

8

市内に石炭火力発電所が設置されるが、コストが安いのは理解できる。しかし、
水銀対策はどのようにするのか、漁業に影響がないか心配である。→大手プラン
ト会社の知人の話より。（雇用対策も理解出来るが、福島原発のように、後悔ない
ように。）

8
最近ソーラーパネルや風力発電の設備などをよく目にするようになった。環境に
害のない発電方法をもっと増やして欲しいと思った。

8 ※太陽光（日照時間は少ないが蓄電などをふくめて有効利用する）
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8
自然エネルギーの利用もいいがいたる所に作ると風景が変ってしまう。今年カモ
シカに畑をあらされました。４～５年前までは見たこともなかったのですが環境の
変化でしょうか。山で生きていけるように対策を考えて下さい。

9
身近に豊かな環境があることへの意識、その環境を守る為の問題意識を多くの
人に持ってもらうことが大切だと思う。

9

自分だけが良いという考えではなく、美しい地球に住まわせていただいているとい
う気持ちを忘れず、１人々が少しずつ出来るところからやっていくことと、幼稚園、
学校などでも学習し子供の頃から環境について知識を持つことは、大人になって
からの活動が違ってくると思います。

9
・秋田市は自家用車の使用が多いので、車を使わないとどれだけCO２の削減に
なるか等、具体的な数値や目標を示して、市民のモチベーションを高める啓発活
動のご検討をお願いします。

9
まだまだ秋田は環境に対して意識が低いと感じます。自然に恵まれすぎて「まひ」
している事も１つに言えるのかも知れません。買物袋持参の人が少な過ぎる。他
県は徹底していますね。やさし過ぎるのかも知れません！！

9
若い世代（１０代以下）の人たちに環境問題に関して理解できるよう、学習等に力
を入れて欲しい。

9

私の住んでいる大正寺地区は同じ秋田市とは言え僻地みたいなものです。自然
はいっぱい有りますが人の手が入らず荒れ放題です。人口も少なくなり見捨てら
れた感じです。市民向け学習会やイベントなど開いてもらいたいです。場所は幾
等でも有ります。

10 自転車道の整備をして欲しい。（段差がありすぎる）

10 車道の清掃車も今年は１度も来ていないと思います。かなり汚れています。

10 未舗装の道路のない町、地域であって欲しい。

10 街灯が少なく、治安が悪いのではないか。

10
去年我が家の裏に新しく道路ができ、とても便利になって喜んでいるところです
が、その道路は道幅も狭く、住宅との境にガードもなく街灯もありません。冬の吹
雪の夜は事故が起きないかと心配です。

10
一般道で鹿（カモシカ？）と衝突しました。幸い、車も鹿も無事でしたが、もう少し
注意書を増やして欲しい。

11 ・海の水質汚染。

11
県公害防止条例に定められているのに、稲わらともみ殻の焼却をしているのがと
ても不愉快です。夕方からニオイがひどくなるので、焼却の禁止を徹底して欲しい
です。

11
秋の稲刈りの後に、もみがらを焼くことは禁止されているにもかかわらず、相変わ
らず毎年行なわれている。きちんと守られるよう徹底されたい。

11

野焼きはしないための条例がなければ作って欲しい。（毎年秋になるとにおいが
気になります！）園や学校、公共施設等では、健康のための環境に留意して欲し
い。（人がいるところで工事やペンキ塗りをしない。ワックスがけや合成洗剤を使
用しない。完全に分煙するなど）※私自身が化学物質過敏症、子ども（小学生２
人）はアレルギーのためとても気になっています。

11
稲刈シーズンの稲わらスモッグ。禁止のはずですが臭います。電線にかかる木の
葉っぱ、気になります。

11
北部地区（土崎港南及び寺内）国道７号寄りですが、西風の吹く日は時によって
汚臭が激しい時もあります。

4/6



自由意見集計

分
類

問１０　市の環境に関する施策、身近な環境問題に対するご意見

12
それほど降雪量は多くないのに、除雪、排雪が不十分と感じる一方で、必要もな
いのに除雪車が走っていることもある。除雪態勢の整備、合理化が必要でない
か。

12 駅裏の除雪が最悪。

12 冬場の舗道の除雪について善処していただきたい。

12
・冬期間の雪の対策を徹底して、雪国にふさわしい雪に強い町作りをして欲しい。
（高齢者が安心して歩けるよう、外出できる歩道にしてもらいたい。）

12

除雪が毎年不十分だと思う。道路がせまかったり道のわきに大量の雪がそのま
ま放置されていたり、事故を起こしそうで怖い。除雪の行きとどいていない場所も
多いし、自宅の前に大きな雪のかたまりが放置されていて自宅に入れない時も
しょっちゅうある。県内にも除雪の上手い市町村があるのだからぜひ研修を企画
して学んできてもらいたい。

13 市役所内他部署との連携。

13
行政部局間の徹底した連携をキッチリすること。凡例として保戸野すわ町の市道
街路樹の伐採のようなことのないようにすること。行政の言っていることとなすこと
に矛盾のないようにすること。

13 自己満足の感じがする。もっと積極的にやってもらいたい。

13
人口減の中で、環境の良い町作りは大切だと思う。少しでも秋田に人が来る為
に、施策に力を入れてもらいたい。

13

今回の意識調査は、二十八年度の見直し予定のためと思われるが、無作為のわ
ずか１，０００人程の意見の集計が果してどれ程の効果を得られるか、疑問に感
じています。と云うのは、これ程のアンケートの重要性を政策調整担当全体で共
有したならば、少なくとも民間企業に委託しなくとも立派に役所内で立案出来るの
ではないかと思われるからです。それともこの種アンケートは役所内では実施し
てはいけないことにでもなっているのですか。

14 ホタルが見たいですね。

14
新屋地区に長く住んでいますが、湧水などもあり、とても気に入っているのです
が、この地区は今まで住んできた他に比べて、蚊が多く、しかもとても強いと思い
ます。なぜなのか、とても疑問です。

14 最近、緑が減ってきているような気がします。

14
近くの公園や河川の堤防の草刈が良く行われるようになった。一方、山間に住ん
でいる方はカモシカの食害や外来種のハクビシンの被害が増えたことなど耳にし
ます。野生動物とどう付き合って行けばよいのか、むずかしい問題と思います。

15 駅から広小路の道路に、花のプランターなどできれいにして欲しい。

15
・ハミングロードは近所の方たちが、きれいにしていて素敵です。秋田に引っ越し
てきて感動したことの１つでした。

15 ※海浜等のクリーンナップ

15
環境とは関係ないが夏場の草刈りが早朝５：００前から行われており、暮らしづら
いと思ってしまう。

16 市内の区画整理を行い明るい整然とした町並作りを行う事が大切だと思います。
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16
※観光資源と環境を考える必要（ｅｘ．博物館や高校などが城址内に多数⇒本来
のすがたにもどし、環境との調和をめざすべき）

16
近所の河川が泥で、草木もぼうぼうに生え、川の水も少なく、そのような光景を見
ていると、あまり、綺麗な街並みとは思えない。

17

市の環境に対する施策がよくわからない。ゴミ問題なのか、車の問題なのか。秋
田は自然豊かで人口も年々減っていく一方なのにこれ以上環境が悪化していくの
か？公共交通の数が減り、車でなければどこにも移動できないのに、車を減ら
し、バスを利用なんて考えられない。県都なのに秋田駅のさびしさはなんだろう。
環境も大事だが、もう少し利便性も考えて欲しい。

17
市職員のマイカー通勤の禁止など、公共交通機関を利用する事による渋滞の軽
減と公共交通等の活性化。

17 ※バスの便、少なすぎで、自家用車の代替になりえない。

18
ごみ集積所が遠くて困っている。買物のついでなど、いつでも自由にごみが出せ
る場所を設置して欲しい。

18
子どもの遊ぶ公園を増やして欲しい。県内の他の市に比べておとっているような
気がする。（←人口で考えると）中央公園などもう少し頑張れる気がする。

19
下水道の完全整備を行い、全戸数が水洗化されるよう指導、義務づけを行う事と
して欲しい。簡易水洗でのたれ流しなどは禁止すべきである。

19

家を建てて２０年以上なります。まもなく下水道工事（道路）完成しました。秋田市
の方から家の中の下水道工事は５年をめどに工事して下さいと言われました。私
はそのようにしました。しかし、近くのアパートは下水道工事をしてくれません。私
の家の横の排水路に生活排水が流れてきて、泥はたまる、夏は異臭と蚊が発生
しております。この旨を秋田市に話をしたところ、調べて対応するとのことでした
が、まだそのままです。春の大掃除が大変です。アパートの大屋は出てきませ
ん。どうにかして欲しいです。アパートは下水道工事はしなくてもいいのでしょう
か？（広報あきたにでもコメント下されば幸いです。）

20
近年、異常気象により各地で洪水が発生している。雄物川は大丈夫か？築堤よ
り浚渫の方が環境には良いと思う。

20 集中豪雨時の水の排水について善処していただきたい。

21 ※雪の利用（冷房や貯蔵に活用）

99

秋田市の一部だけで盛り上がってもしょうがない。秋田市一丸となって取り組む
為に何が必要か、そこから始めるべき。基本何をやる時も一部の人間しか盛り上
がっていない。人口流出率ワーストからの脱却。県の魅力が全国へつたえきれて
いない。

99 ※退職後も秋田にすみつづける魅力的町づくり（秋田出身者でない人々の）

99 秋田市の環境問題よりも少子高齢化など、現実的な問題に目を向けて欲しい。

99
市の問題ではなく個人の問題だと思う。条例を強化し罰則を設ければいいのでは
ないか。
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