
乳幼児期

1
先日、就学時健康診断に行きましたが、密な状況でとても心配でした。廊下で待たされましたが、せまい所に
あの人数、どうにかならなかったのかと思います。今後は配慮していただきたいです。(こちらに書くことでは
ないと思いましたが)

2
家庭では手作りのおやつを心がけているが、保育園では市販のお菓子を毎日与えているので、がっかりしてい
る。そして今は歯みがきもしていないので歯についても気がかりである。(給食ではほぼ毎食、果物が缶詰めを
出している様で甘すぎだと思う。)

3

・子どもたちの体づくりに適した環境の整備
(素足でかけまわれる原っぱ、里山、アスレチック等があるとよい)
・子どもたちが安心・安全な食に興味をもてるような環境の整備
(無農薬、無添加を推進する雰囲気がある町になるとよい)

4

・会社の検診に歯科検診が含まれていないので、あるとうれしい。
・運動器具のような遊具ブラ下がり、など(大人ができるもの)がもう少し町内の公園にあるとうれしい。
・今ある町歩きコース以外にも、散歩コースなどを距離別に作って公表してもらえると、歩くことへのモチ
ベーションが高まる気がする。

5
*オムツ券、大変助かりました。ただ、一歳半ではオムツはとれなかったので二歳まであるとうれしいです。←
すいません努力不足で
*ネウボラ助かってます。産後ほっとステーションも楽しかったです。

6
・インフルエンザの補助金が欲しい
・ガン検診日の通知の徹底

7 子供が少なすぎて未来がない。町がつぶれる。子供をもっと大切にして。

8 every day wash your hand and take the Alcohol to Avoid The Bacteria away.

9

二世帯同居前提の考えが多い様に感じる。
祖父母の助けがないと難しいと感じる場面が何度もあった。
最近でいうと自治会の旗振り当番なんかは、１才と３才の子供を見ながらどうやって安全に旗を振るのか考え
中です。そういった所にストレスを感じる。

10 町内に病院が増えたら便利だと思います。
中村地区にスーパー等のお店が増えれば、食生活が豊かになると思います。

11

少子高齢化、過疎化が中井町も進んできています。
高齢者の娯楽を大切にする町の活動も大切なのは十二分にわかりますが、子育て世代を重点とした政策を検討
して下さい。町子連も大切ですが、、、子ども会は必要でしょうか？
子育て世代への負担ばかりかかっている気がします。
高齢者-子ども達が自然とふれ合い、町の良さを伝える事で子育て世代が活性化するような政策があったら負担
を感じないと思うのです、、、昔からやっている事、昔からある行事、、、この意識は今は古いと思います。

12
もっと近所に充実した公園ができてほしい。子供がたくさん町にいる地域にしてほしいです。こども園がもっ
と教育や何か皆で１つのことをするような感じになってほしい、、、木之花保育園は評判いいです。
あと近くに歩いて行けるスーパーがほしい、、、

13 総合公園、湿生公園など子供達が遊べる公園があって、いいなと思います。
これからも住み良い町づくりお願いします。

14 中井町は、子育てに関することが他市町村に比べて質が高い。何よりも人口が少ない(？)ので、1人ひとりに対
する手当て等がよく、住みやすい。

15 中井町は、子育てに関することが他市町村よりも質が高い。

16 小学校まで、幼稚園までの道の歩道にガードレールをつけてほしい。

17 子どもが楽しめる、土・日開催のイベントがあるとよい。

18

食育について・・・
町の親子英語教室に参加させて頂いているのですが、そんな感じで子どもと(親で)農作業体験ができる場が
あったら参加したいだろうと思います。
せっかく自然多く、農家の方も周りにたくさんいる環境なので、小さい頃から、そういうものに主体的に関わ
る機会があったらすてきだなと思います。

19

・医療機関が少ない。隣の市・町に行かないと受診できない科もあり、もう少し充実させて欲しい。
・プール、体育館、町内で運動できるスペースがあると良いと思う。これも他市町に行って運動している。(学
校の体育館は、使用団体の申し込み等で使用しているのか一般の町民には開放されていない？)
・食育等の関係、お年寄りと、子ども達が関わり合えるような活動をしている団体など、町内にいるのか、わ
からないが、互いに存在意義を感じ合える活動があったら良いと思う。

20 遠藤原地区に、公園がほしいです。
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21 遠藤原に公園がほしいです。

22
気軽に使用できるスポーツジムみたいな場所が欲しい。
町の健康づくり事業も土日に開催してもらえると参加したいものがたくさんあるのですが・・・。

23 (2～3才～4才)小さい子があそべる、公園の遊具が少ないので増やしてほしい。

24 遠藤原に公園がほしいです。

25
「広報なかい」に‟子育て„のコーナーがあるといいなと思います。(‟情報コーナー„の‟健康„や‟相談„と同じ感
じで)※関係なかったらすみません。

26 遠藤原地区に公園がほしいです。道路であそばせていて、あぶないので・・・
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学童期（中村小）

1
学校の給食があまりおいしくない　月に１回から２回お楽しみ給食をつくってほしい　小学生がたべたいもの
をアンケートしてそれの中で一番多かった給食のメニューを出してほしいです。

2
気軽にスポーツができるばしょがほしいです。たとえばたっきゅうができる所　ほうかごあんしんしてあそべ
るしつないのところがほしいです。よろしくおねがいします。

3 学校で体操教室を作ってほしい

4
学校の給食がおいしくない　お楽しみ給食（毎日は無理でも月に1回やお楽しみ給食など）かんがえてほしいで
す。子供が苦手な野菜などの料理教室（親子　親だけ）を開いてほしい。

5 道路を歩いたり走ったりするのにもう少しきれいに補正してほしい

6 いえのちかくのこうえんにたのしくあそべるものがほしい。ばすけっとごーるがほしい。

7 もっとこどもたちの遊ぶ場を作って欲しい

8 健康なのにマスクをさせられるからマスクをするかしないかを自由にしてほしい

9 みんな一日30分歩くようにすると健康になると思います。（本人談）

10 みんなが遊べてかつサッカーやスポーツができる場所がほしい。

学童期（井ノ口小）

1 もっと運動場を使ってほしい。バスケできる場所が特にほしい。（安全な所）

2 井ノ口地区に大きな公園が欲しいです。

3
弱視発見が遅い気がするのは気のせい？友人は（2人）学校（小学校1年生検診）で弱視判定を受けた。ちなみ
に弱視治療は学童期ではもう手遅れらしく、幼児期には始めないと意味がないらしい。仕方のないことなの
か。その患者の母が病んでいた。自身を責めていた。ただの相談です！字が汚くてごめんなさい。

4

おいしい給食を出してください。（ソフト麺は嫌だ）　教室が狭いからコロナが心配。　運動できる公園や球
技場ををもっと作ってほしい。中央公園のような大きな公園でなくて近くてちょっとあそべる公園を多くした
方がおさんぽ高齢者もたすかるはずです。道ばたにすわりこんで休憩している方も一人二人ではありません。
教室は広さと人数が合っていません。対策をお願いします。これからの感染症の季節が心配です。給食は私の
地元の小学生時代より楽しみが少ない内容なのが気になります。食事は楽しいものとなることで健康へむすび
つけてほしいです。

5 every day wash your hands and take the Alcohol to Avoid The Bacretia away. To prevent a corona
VITUS to safe and healty Body

6 井ノ口小の校庭にすべり台がほしい。サッカーゴールが一つしかないので、もう一つほしい。

7 中井中央公園の遊具を早くなおしてほしい。

8 わからない質問が多かった。質問が多くて大変だった。

9 スポーツセンターを作ってほしい。他の世代の人たちとスポーツで交流できる機会があると良い。

10 学童でスポーツを教えてほしい‼　バスケ、バレー etc。

11 安全に走れるサイクリングコースを作ってほしい。スポーツセンターを作ってほしい。

12 中学にダンス部が欲しいです。

13 ねこカフェを作ってほしい。

14 毎日、健康なたべものをたべれば、町のみんなの体がじょうぶになる。

15 学校給食の味がおいしくないと子供が言ってます。思春期、成長期の栄養を考えると、学校給食はとても必要
だと思います。

16 おいしい給食について・あげパンをもっと出してほしい・みんなににんきな給食を出してほしい・ぎゅう
（牛）にゅうをたまにはミルメークにしてほしい

17

学校給食が昨年と比べて、子供の口にはおしゃれすぎる様な気がする。食べる量も減っているのではないで
しょうか？あまりこりすぎず、単純な味付けで良いと思われます。クラス内で不登校や休みが多くなっていま
す。学校に来ずSVI、先生や友達との関係で心の健康が損なわれているのではないでしょうか。町として何らか
の対応を望みます。見回りや調査視察など。

18 植物をもっと沢山植えてほしいです。（きれいなお花）

19 スポーツ大会がしたい。スポレクの期会をふやしたい。
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20 子どもが大人になるためにすきなこととか、きらいなことをたくさんやってきらいなことをすきにしていいみ
らいにしていきたい。

21 給食で野菜がたくさん食べられる

22 子供用のヨガ教室。雨の日でも使える屋根つきのトランポリンじょう。

23 学校でゴミ拾いをする。最近ゴミが増えているように感じる。

24 公園やジム、温泉施せつがほしい。

25 中学生になったらバドミントン部に入って活動したいと思っています。ハードだけどとても楽しいスポーツな
ので新しく作って活動してみたいです。
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思春期（中学生）

1 ご飯を食べる

2 バスの本数を増やしてほしい（そうすれば寝る時間ものびる）

3

中井中学校のたいいくかんでぶかつをしてて、私はバスケ部なんですけど体育館のゆかがすべるので困りま
す。大会で勝つためにもすべらないようにかいぜんしてほしいです。中学校へ行くときや中学校から自宅へ帰
るときにバスに乗るんですけどバスの数が少なくて困ってます。私が体験していることは朝学校へ行くときに
バスに乗って学校に着いたら昇降口でまってるんでる。昇降口は8時15分にあくんですけど、わたしががっこう
につくのは7時35分くらいでずっとまってます。コロナのかんせんたいさくをしたいのなあら、昇降口を開けて
はやくきたひとから教室に入っていくということにした方がいいと思います。昇降口で待っている人は20人以
上いて「みつ」なじょうたいです。かいぜんしてもらえるといいです。よろしくお願いします。

4
中井中キレイにしたい。ショッピングモールをつくって。がいとうをふやしてほしい。歩道の草をなくしてほ
しい。

5 everyday wash your two hands and take the Alcohol avoid the Bacteria away.

6

母の中学生・小学生時代に市町村が生活習慣病は子供のころから気を付けることがたいせつだということです
べての小中学生に万歩計をもたせて運動量をチェックしたり採血までする健康診断が年に一回あったそうで
す。そこで病気が見つかって手術をして元気になった子やダイエット指導を受けるようになった子もいたそう
です。それを聞いて町で行う健康づくりはそれぐらいやった方がよいし、できないことではないのだと知って
ぜひ中井町でもやって欲しいと思いました。IN　Body チェックなど子供の健康に付いてもっと考える取り組み
が必要だと思います。中井町は子供が少ないので子供の健康をもっと考えて欲しいです。早期の生活習慣病発
見のため小中学生の検診とフォローを熱望いたします。自分が子供の時でさえ行われていた健康への取り組み
がこの町で行われていない事が時代に遅れていて心配しております。町の未来のためにお願いします。

7 健康での意見ではありませんがスーパーやショッピングセンターなど買い物ができるところを増やしてほし
い。でも今の中井町は自然がたくさんあり良い町だと私は思う。

8 陸上競技場が欲しい

9 プール　体育館　トレーニングルーム

10 気軽に使える体育館

11 ジムを設けて欲しいです。

12 check up once a week

思春期（16～19歳）

1 every day wash your hands and take the alcohor to avoid the bacteria away.

2 バスケットゴールやボルダリングなど楽しく体動かせる施設があったら嬉しいです

3 公園（広場みたいな）を増やして欲しい。体育館を作ってほしい（気軽に貸りれる）

4 ジム作って

5 室内競技を施設を増やしてほしいです

6
自転車専用レーンを道路に作ってほしい、他町、市に比べ財政に余裕がある為に介護、福祉、子育てにあてる
のもいいが自転車で走っているとダンプが来て怖い　。その為使える分をなるべく使って頂いた。

7
スポーツ（ランキングなど）ができる様に街灯を増やして欲しい。町民が自由に使える運動施設（南足柄、二
宮にあるようなプールやジム、トレーニングルーム）が欲しい、（町民割引が効くような施設）お年寄りの運
動不足の改善に繋がるとおもう

8 アスレチック増やして欲しいです。抗体数検査が無料で出来ればいいです。

9 中井中を改装しませんか？服屋が欲しいです。皮膚科が欲しいです。街灯を増やして欲しい。（住宅街や小
道）歩道の草を処理して欲しい。くず川を清掃したい。
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青壮年期

1
二宮町立のプールを利用していましたが、町の考えで他の町民は金額が高価になり、辞めざるをえなくなりま
した。補助金、補助券等あれば、検討してもらえませんか。

2

健康とは関係ないが、以前に中井町HPの問い合わせで、井ノ口トンネルの照明の暗さについて、中学生の息子
の通学路なので問い合わせをしたが、全くメール返信もなくがっかりした。せっかく意見や要望を伝えても反
応が無いと参加してもしなくてもと町へ信頼が無くなります。もう少し意見に対してきちんと対応して欲しい
です。

3
若者が集まることのできる場所や、何を行かの情報が何も入ってこない。町役所にいかないと何もわからない
ので、ラインを活用して積極的に地域から健康な町づくりをおこしていく必要がある。隣人がどういう人なの
か知らない世代に入ったので、今まで通りでは、上手くいかないと思います。

4
本意識調査に関して①選択肢内容が精査されていないと思う②統計として結果を「広報等」で周知。フィード
バックして欲しい③眼科や皮膚科等の医療機関を誘致するために補助金、助成金を強化し町民の健康増進に力
を注いで欲しい。

5 温泉施設を作って欲しい　黒字になったら税金をさげて欲しい

6
・働いている人が参加できるように土日祝の企画をつくってほしい。　・町民が無料／安価で利用できるマシ
ンジム施設（もしくはアスレチック公園など）が井ノ口地区にあるとよい

7 今年の集団乳がん検診は、日程の希望で行ってもらえなかった。仕事をしているので、希望日で受けられると
助かります。受診しやすくなる。

8 コロナ渦だったので、何事も積極的には以前のように出来ていません。（食事以外）

9
新鮮な果物や野菜がもっと買いやすくなるように、秦野のじばさんずのようなお店を作ってほしい。（運動公
園のお店は小さいのと土日しか開店していないのが残念です）

10

役場のHPなどでコロナウイルス感染防止のためにマスクの着用や手洗いうがいなどをお願いされています。し
かし厚労省はマスクの着用は症状のある人がするもので感染症防止の効果は限定的だと言っています。長期
間・長時間のマスク着用は不衛生ですし、口呼吸の増加、熱中症の心配もあります。マスクをするしないは法
律で決められていないので個人の自由だと思います。特に夏場に屋外でもお年寄りや子どもがマスクをつけて
いて逆に心配でした。町からもマスクをつけることばかり言うのではなく、中には健康上の理由でつけられな
い人もいますので配慮いただきたいと思います。

11 がんばってください。いつもありがとうございます。

12

まずは車ありきの町づくりではなく、歩行時安全確保ができる道路の整備等考えていただけたらと思います。
わざわざ運動をしにいく、クラブや会に入るというのではなくて普段の生活の中で気軽に散歩する、ウォーキ
ングする、それを楽しめる環境づくりが必要だと思います。議員の皆さんには車を使わず、徒歩で町中をま
わっていただければ、危険な所、歩きにくい段差等、発見できると思います。

13

人間ドック受診に補助金が出るという事を聞いたことがありますが、実際内容の詳細については分かっていま
せん。健診のお知らせの定期便を送って頂く時に詳細を同封してほしいです。乳癌検診等、5年に一度とかで良
いので安く受診できればと思います。そういう仕組みが既にあるのかもしれませんが、伝わってきません。認
知向上に努めて頂きたいと思います。

14

ファミリークリニックが土曜日も開業してほしい。現リュウ医院が土曜日もやっているものの糖尿治療はな
い。中井歯科へ定期行っているが毎回土曜にしている。だから仕事のない曜日なので行ける。糖尿のALCとAC肝
臓の数値も高い（1.09最高値やばい）血中糖分数値も８を超えた時期もあった。母８５才に毎回料理もたいへ
んなので簡単に作れる食事マニュアルそして健康が維持できるサッシがあると参考になる　以上

15 中央公園の多目的広場やグリーンテイクパアークのように、自由に使える体育館を解放してもらえると、バス
ケットバレーボールができる人雨の日できると思う。

16 中井町高齢者等介護用品支給助成事業について大変助かっています。今後も事業の継続をお願いします。

17 温水プールが欲しい。

18 土日に無料でがん検診や歯科検診を実施して欲しい。

19 気軽に様々なスポーツが楽しめる場があると良いです。

20 野鳥の鳴き声で睡眠不足で困る。自治会の行事が多すぎる。年寄りは体がついていかない。各家庭の家の周り
の草を処分して欲しい。排水溝が草でおおわれ水が流れてかない。改善して欲しいと思います。

21 ジム設立（幅広い人が使えるよう設備の整った）

22

車がないとどこにも行けない環境なのは仕方がないですがこちらに越してきて車生活になってしまい一時5㎏太
りました…。（前に住んでいた所では車はなかったのでどこに行くにも自転車か歩きでした）ランニングなど
して戻りましたが町民に電動自転車購入時の補助などあれば車に乗る人は少しは減るのでは…と思っていま
す。自転車が増えればスピードを出して細い道を走る車も少なくなるのではないでしょうか。
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23 「住まいの地区」書きたくない。特定できてしまう。質問から外した方が良いと思う。中村とか井ノ口にする
とか。

24
健康を失ってから有難さが分かるものだと思います。難しいでしょうが若く健康なうちからの意識づけを望み
ます。

25
こうしたアンケート調査はとても大切だと思います。別の市で事件・事故を取り扱っておりますが、精神が不
安定又は悲惨な事故を起こす人から話を聞くと睡眠がかなり関わっている様に思えます（あくまでも個人の推
測です）睡眠に関する情報発信をして頂けるとうれしいです。

26 スポーツジム的な施設（町民が何時でも無料で利用）出来ればスパも隣接し余暇を楽しめる的なジムを。

27 小学校のグランドなど運動場を開放してほしい。

28 自然を大事にして生活のしやすい環境を作る町にしてほしい！若い人たちにもっと中井町に住んでもらえる様
にしてほしいかと望んでいます！

29 中井町の自然を生かしたみんなが楽しめるウォーキングロードができたらいいと思います。

30 ・秦野市や小田原市などの大きいスポーツジムなどの利用をしやすくする（送迎バスのルートを増やすなど）

31
（参加しやすい）スポーツイベントがもっとあったらいいなと思う。町全体のイベントはあるが、秦野市ス
ポーツ協会のように定期的に、ヨガ教室、エアロビ等が開催されたらいいなあと思う。

32 特に高齢者が気軽に利用できる運動場や体育館等が必要。隣市町村に行かなければ利用できない。栄養指導等
を受けられる機会も必須。

33
スポーツやジムなどに助成金が出ると、もっと体のことを気にかけ健康になる。子どもの運動系の習い事で中
井町で行っているものにも助成金が出れば、もっと運動がスキな子が増える。

34 中井町に関する事は何も期待していません。どうせ要望出しても何もしてくれないし。このアンケートもどう
せ無駄だと思うし、二度とこんな物送ってこないで下さい。

35

・どの年代でも気軽に利用できる施設があるとよい。
・健康指導やトレーナーなどを実施できる資格を持っている人を積極的に活用できる仕組みがあるとよい。
・空き家をリフォームして気軽に食事ができたり、運動指導を実施したり、または受けられるようになるとよ
い。
・ハイキングコースを整備したらどうか？歩行距離、歩行時間が分かるような表示や、休憩スポットトを設置
し、町内だけの歩行イベント、歩いた分だけ町内で利用できるお買物券（ポイント付与）など、楽しみながら
実施できる施策があるとよい。

36 中井町にも体育館やトレーニングルーム（ジム）を使ってほしい。
コロナ前は秦野のトレーニングルーム等に行っていた。

37 人間ドックの補助。高額でなかなか受けられないので。

38
中央公園のカフェとかでカルチャースクールとかやってほしいと思う。手芸、ハーバリウムとか、しめなわづ
くりとか。土日とかでやってほしい。
中央公園でヨガとか自然の中でやれたらいいと思う！土日とかでやってほしい。

39 町からの情報提供をどんどんしていただけたら助かります。

40 訪問医療などの充実

41

歩道をもっと歩きやすいように整備してほしいです。車の人が多いからか、車道には草、木、枝などありませ
んが、歩道は草、枝、苔、狭い、ボコボコで歩きづらくて、歩きたいと思えません。車のライトで目潰しを食
らうこともあるし。外灯も少なくて暗くて怖いです。今の時期は１６時半を過ぎると暗くて怖いので、お散歩
ができません。

42 他の市町村の人も参加できるイベントをやる。無料が望ましい。マイナースポーツ大会など…。

43 このようなアンケートはデジタル化してもらいたい。印刷費や人件費がもったいないと思います。
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高齢期

1 熱海・伊東あたりで一泊旅行がしてみたい

2
がん検診で一度受けないと次回から通知がこない。町民の健康を考えない自分の事務を減らしたいしか考えて
いない毎年全町民に通知し検診を呼びかけるべきなのに町長は知っているのか腹正しい

3 アンケートの集計結果を知りたい。又どのように反映するのかも知りたい

4
それなりに良くやっている（がんばっている）と思う。コロナワクチン注射の予約の際はバタバタしていたが
…

5 定期健診、ガン検診でもらうポイントでﾊﾟークゴルフに参加させてもらっています。

6

大変お世話になっております。目安として講座の年齢制限を今までは良かったと思います。町の取組みに関心
を持った人が自分自身を自覚しながらそれを生活に取り入れた成果が出ていると思われ歩ける高齢者動く高齢
者も視野に入れた講座を設ける等。明るい日々が送れる気がします。老人パワーなんて。中井町の自慢なん
て。あまりまとまりが良くないですがよろしくお願い致します。

7 太極拳、ヨガ等自由に参加出来る場所があると楽しみです期待しています。

8 安全なサイクリンクロードの整備コース設定

9

・散歩していて（夜の暗い時）灯かりのない場所があり町でつけていただきたい箇所があります（大町の田ん
ぼ入口のあたり）
・散歩コース、ジョギングコース、広場にベンチなど役場のまわりに人が集まれる場所があれば良いと思いま
す（中央公園までは坂もあり歩いていくと遠いので）

10

・中央公園は本当に良い施設です。心も体も元気になります
・人口減の中での希望ですが二宮町のような室内温水プールや大和市のような図書館があるといいなと思いま
す
・恵まれた自然と美味しい水があり中井町に住みたい住んで良かったと思える活気ある町づくりでありますよ
うに願っています

11 老人保健施設に入っているので食べ物は決ってしまう

12
１年前までは歯科は小田原まで通っていましたがそこが閉院になり困りましたが今は中井井ノ口加藤歯科に
通っています。年をとったらお医者さんも近くが良いですね。車の運転が出来るので助かっています。今のと
ころはこれで良いですが何年か先のことを考えると不安があります

13 身近で気軽に運動できる場所（設備含む）

14 スポーツ振興のため助成金を出して欲しい。パークゴルフ町民の料金を他町と同じでなく優遇を！

15 年代別に考えプランをねって欲しい。有線放送を使い昼ラジオ体操の音楽を流す。水辺の遊歩道をもうひと工
夫し散歩しやすくしてはどうか

16

４年前に中井町に転入しました。私は足が悪く身障者です。イオンとか買物に行ける定期の車が欲しいです。
中井町の人口が減って行くのが気になります。湿性公園を広く宣伝しそこから続く遊歩道の葛川をきれいにし
観光客を呼び込んで活性化してほしいです。私は大好きで景色も良いし毎日歩いていますのでもったいないな
～と思っております。もっとたくさんの人達に手軽に楽しんで頂きたいと思っております。

17
井ノ口地区から野球場へ歩いていく時に中学校又は境方面を回らなければなりません。才戸のバス停から直に
公園までの歩道（小道）を整備してください。前記のルートを歩くのは体力的に大変なので…。（良いウォー
キングコースになると思います。）

18

現在まあまあ健康で農作業等楽しんで行っていますが夫婦のみで暮らしていると先々の事で不安を感じます。
車に乗れなくなった時のことどちらかが入院した時のこと等心配は尽きませんが友人とのコミュニケーション
を大切にしてゆきたいと思っています。電話に出る事も大変な１人住いの知人もいますが町の助けを希望しま
す。

19 休耕地を活用したクライングガーデンを整備してダンにあるロッヂを作り農作業をして作物を作りながめなが
らダンロのそばでお茶をのむ様にゆったり１日すごせる所が必要です。

20 町内で人間ドック検診が出来ると良い

21 体の不自由な人が暮らしやすい町作りを願います。

22 井ノ口地区に歩くに適した施設などを望む　例：中央公園とは言わないが１時間位歩ける場所。高齢のため車
をやめたため。

23 コロナの発生状況をくわしく知りたかった。例えばどこの地区で何人発生とか、全体で何人になったとかを月
に１回程度は知りたかった。

24 「ロコモティブシンドローム」「CORD」…デジタル化、スマホ社会…　老人には何のことか分らない事（言
葉）が増えています。社会からどんどん「とり残されて行く」のでしょうか？

25 主に高齢者を中心に健康保持増進のため町施設を活用した活動を実施してもらいたい。
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26 スポーツジムのような施設があると助かります

27 安心して歩ける道

28 老人の憩い場所（特に町営の温泉施設・プール等）

29 町が様々な運動のキカイを造ってくれているのはしっていますが新しい事に１人で入っていくのは勇気があり
ません。新しい人に誘われたりしたらいいのにと思う事はあります。

30 コロナが収束しないとなかなか人が集まる所に出掛けて行けないので、早く町で行う行事に参加したい！

31 近隣に医療機関が少ない、と感じている。

32 駅までのアクセスが悪すぎる

33
①毎日5～10分程で出来る健康管理のストレッチや指圧等、継続できて効果が期待できるものを、高齢者対象に
伝える（例えば、足、腰、ひざ、目、手、腕、歩く等）※数ケ月後、ネットで効果を確認し結果が良ければ継
続し更に追加や変更していく

34 町で以前に作った体操などラジオ体操の後してほしいせっかくあるのにもったいない

35 町民のスポーツジム（体育館）を希望します歩いてばっか（中井町が推奨する）だと飽きる

36 健康課のみなさんおつかれさまです。特にありません

37 だれでも気軽に参加できるもの。場所がほしいと思う

38 健康な町づくりの内容を知らない。

39 胃ガンの検診についてバリウムは後が大変です。胃カメラにして下さい

40 後期高齢者の一人暮らしを対象に福祉と連携し日々安心して暮らせる様何か対策を考え願えませんか？

41 特に有ません

42 日常生活に必要品の販売店が地域に少ない。商店がもっと多く出来れば良いと思う。

43 コロナウィルスの影響で活動自粛を強られ、健康づくりにも悪い影響が出ていると思う。
この問題を解決できなければ、健康な町づくりは実現できないのではないか。

44
多少の障害がある者が運動できる場所がほしい。カーブスの様な施設を作ってほしい。普通のスポーツクラブ
を利用できない人が、安全に運動できる場所を作ってほしい？中井町は貯金がある町と聞いています？運動が
したくてもできなく、家にこもりがちになってしまう人達のために、もっと予算を使ってほしいと思います。

45 無作為とあるが、超高令の為、答えにくい内容があって困った。

46 健康かんりよいと思います。ありがとうございます

47 いまのところありません。

48 散歩できる場所(コース)を増やしてほしい。いつも同じ場所だとあきる。

49 町の健康づくりをよろしくお願い致します。いつもありがとうございます。これからも気を付けていきたいで
す。

50 町の室内運動施設を作って欲しい。

51 サイクリングコース、スポーツジム的な場所を提供してほしい

52

・子供たちの運動不足とテレビゲーム、携帯などブルーライトの注視が多いのでは・・・オンライン授業の進
行が目の健康と共に仲間意識が醸成されないのではないかと心配する(老人の健康と共に若者のいじめなどの解
消が気になる)
・独居が多くなり、外に出ず閉じ籠り勝ちになるのでは
・仲間が段々亡くなっていくので孤独を感じる老人が多くなるのでは
・民生委員の方々が見回り、声掛けをしているが、もう少しグループ的な活動にして、町も支援(経済的にも)
して貰いたい(それが又生き甲斐になるやも知れぬ)
・意見要望があったら、1つでも２つでも実現して欲しい(単なる調査でなく)

53 日帰りバス旅行(自然を楽しむ)

54
◎3回目のワクチン(コロナ)接種の予約について
初回の予約は2日間アナウンス上のTELをしてもつながらなかった。年寄りでも予約がスムーズに取れるように
ならないか。

55 コロナの為なのか？自治会の活動が少なすぎるのでは？

56 一人暮らし老人になった時など、町の補助が必要と思います。宅配弁当の補助など他の町であるそうです。買
い物や通院も不自由ですがオンデマンドバスでは利用しにくいようです。改善をお願いします。
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57
町に保健師が何人いるかわかりませんが、それぞれ担当自治会をうけもっていただき、各自治会の推進員と連
けいしてテーマを決めるなりけいぞく的にできることを考えたらいかがでしょう推進員は機能していないので
は？

58
中井町の環境の良さを生かした①散策コースの充実と拡充、②また、自転車のサイクリングースの設定（若い
人向き、老人向きコース）、③室内で汗をかくことの出来る設備

59 健康診断に胃の検査も入れてほしいです。（バリウムなど）
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