
八街駅北口ひろばに関するアンケート調査　自由記述、その他意見 まとめ

No

1
(1)イベント会場を設置して催し物を定期的に行う
(2)月2回程度の朝市など行い、八街市の特産物、近海の鮮魚等を使った食材を販売(蓮沼道の駅いわし丼など良く作られた非常に美味しいメニューです)

2
祭りが中止となりましたが、イベントを開催して頂き、楽しかった。災害で大変でしたが、祝い事があることも必要かと思います。祝賀パレード見学をしましたが、祝
い事も大切かと思います。

3

フリマなどが定期開催されるイベントスペースになったら良いなと思います。
市内外の人が参加出来て、毎回見に行くのが楽しみになるような場所。
プロのみならず様々な年代の人が参加し、そしてお客としても来る場所にすることを意識。
単発より佐倉の金比羅市だったり、多くの参加者のいる定期開催のフリマの会場のような場所が八街にあったらとても良いなと思います。
ハンドメイドの作家さん、家の不用品を出す一般の人は勿論、八街の名産の落花生のお店、道の駅のようにその場所でしか楽しめないようなものを提供したり、施設や
学校などでの参加などもあると盛り上がるのでは。
お年寄りだけや関係者だけなど狭い利用ではなく、幅広く全員参加感のあるイベントが良いです。
それが八街のみならず、近隣の方も利用したくなるようなフリマ、イベントになっていく事が今後重要なのではないでしょうか。
フリマを定期開催(プロは勿論、普通のママさん達も利用出来るような気安さが必要)、時折人を呼び込めるイベントと抱き合わせにして注目度アップ。
高齢者ターゲットだけじゃなく、幼児連れも、そして学生や若者もターゲットになるようなものも。
以前成田ドラムの里の方でコスプレのイベントでは若い世代の活気がありました。そういうものにも着目すると良いと思います。
ちゃんとリスペクトをもって、場を整えれば、好きなものの為に”わざわざ来る場所”だとしても必ず来てくれるようになると思います。
お金をかけなければいけないわけではなく、しっかりとリスペクトし場所を作り広報すれば、自由に楽しんでくれるかと。

4
人々が集い、地域活性が図れるような多目的なイベント広場として、整備することで、賑わいの創出や、地域コミュニティの醸成が図れるような、常設のステージ、雨
が凌げる屋根、トイレや電気設備、水道等の施設等の整備を期待します。

5 趣味でハンドメイドをしています。クラフトマーケットなどイベントを地元八街市で開催してもらえたら嬉しいです。

6 クラフトビアガーデンのような企画が毎週開かれるイベントスペースになると良いです。

7 千葉ポートプラザの敷地にある、野外ステージ的な物があると、今あるイベント会場としての機能を維持しつつ、素敵な場所になるのではないかと思います。

8
北口広場の活用方法としては、今は一部の人しか利用している印象しかなく、活発な利用がされていない。また、若い世代の利用がない印象がある。八街市独自の目玉
となりうるようなイベントや企画を定期的に色々な形で行う必要がある。

9 あまり建物は建てず、出来るだけフリースペースとして各種イベントなどがいつでも行えるようにしていただきたい。

10
私は八街市に在住しております。北口ひろばで催し物をしている事は知っていましたが、興味のある事をしていないため足が向きませんでした。
今私は音楽ジャンルのうち、Jazzの良さを皆さんに知って頂きたいです。八街市は落花生以外、あまり有名な物を知りません。
ジャズ好きな人は以外に多いんです。どうぞ、ご検討ください。

11

以前よりもお祭りやビアガーデンなどの催し物が行われるようになったのは良いことだと思います。
しかし私の身の回りでも、あまり関心のない人が多くいるのが寂しいと感じます。
あまり市内でのイベント事や行政の色々な取り組みなどにも関心が無いといいますか…。
自分達の住んでいる街にもっと関心が持てて、好きになれるようなとりくみがあると嬉しいなと思いました。

12
イベントで何度か利用しました。毎回、同じような出展者で代わりばえしないと感じました。
ハンドメイドマーケットや、主婦をターゲットにしたイベントをして欲しいです。

13
フリーマーケットや、ハンドメイドマーケットなど、企業の方々以外でも出品できるフリースペース
イベントなども月1ではなく、もう少し増やしてみるのはどうでしょうか？

14 Be-1グルメとか、ミニライブ等イベントの会場として使うのはいかがですか。

15

北口広場に限らず駅周辺が暗いイメージです。八街夏祭りの時や八街神社大祭の時に出店やイベントがあったら行ってみたいです。
あと、南口の古い街並みは昭和の街並みとして、テレビや映画のロケーションする場所としてきちんと残すべきだと思います。
駅周辺が、八街に住んでいる人が八街以外に住んでいる人に自慢ができるような場所になったらいいと思います。
駅前にはいいお店がたくさんあるので入りやすく楽しみやすい駅周辺にしてほしいです。

16 フリーマーケットを定期的に開催してほしいです。

17
学校の部活や趣味、サークルなどの発表会など老若男女が関われるイベントをやってみては？
また、八街には文化会館がないのでそういったものや、防音設備がある場所を使って練習したいダンスや楽器、歌など自由に使える場所が欲しいです。
せっかく習っていても自主練がなかなかできる場所がなく残念なので。

18
クラフトビアガーデンにはよく行きました。とても良いイベントだと思うので、続けていってほしいと思います。
北口市はもりあがりにかけるかと思います。しかし、若い人たちが中心となりもりあげようとしているのがよくわかります。
イベントなどあれば行きたいので子供むけのイベント(体験など)あればうれしいです。

19
どんどんイベントを企画し、有効利用すべき。また、子供同士の交流を深めるため子供が開催するフリーマーケットなどがあると売り買いの大切さやコミュニケーショ
ンが得られると思う。

20
駅を出てはじめに見える景色がさら地だと、あまり良い印象を持てないから、にぎわいのある場に北口市周辺をしてほしい。ビアガーデンなど年齢の限りのあるもの以
外もやってほしい。

21 もっと八街市民全員が知っているようなイベントをつくり、そこからいろんな人の交流を図り、八街を活気づけてほしい。

22 もっとイベントをやればいいと思う。

23 たのしいイベントをおねがいします。

24

常設ではないイベント、、、例えば佐倉市で開催されているニワノニワ(??)のような手工芸品～普段お店を持たない人たちにイベントで自由に紹介させる場を作るなん
て面白い。と思います。
使わない時には 緑の広場がいいです。急な雨の時には雨宿りできる場所もあるといいですね。
野菜が美味しい八街ですね。それなのに、売っているお店が少ないと思います。

25 雨天でもイベントが行えるスペースが出来ると良い（屋根付き）イベント参加者や見に来る方の駐車場整備をして欲しい

1

八街駅の改築計画時は、北口側にはペデストリアンデッキができる絵が公開されていましたが、そのようになる気配が全く無いことは残念に思います。
北口ひろばをイベントスペースとして活用することも良いのでしょうが、新しい街の「顔」となるような場所ですから、常設の商業施設や観光の拠点となるような施設
があった方が良いと感じます。
今の八街市の開発は、八街駅に来た人を駅前に留めておきたいのか、郊外に行ってもらいたいのかがハッキリしていないように感じます。
駅前に留めておきたいのであれば、それ相応の施設が必要でしょうし、駅前通りに葬儀場があるような所からは人が逃げていきます。
開発プランを見直した方が良いと思います。

2

駅前ほとんど駐車場というのは市の発展が何も感じられない。
例えば四街道駅前、ユーカリが丘駅前が理想といえる。近い所で酒々井駅には病院、スーパー等あり賑わっている。
なぜほとんどの土地が駐車場になっているのか理解できない。
駅前にスーパーなり、買い物ができる施設があるだけでにぎわうと思う。電車を利用する人たちはほとんど利用すると思う。
せっかく広い土地があるのに全くもってもったいないと思う。
榎戸駅前のセブンイレブンを例にとると、電車から東口を降りた人々の半数以上は店に入っていきます。
駅前にあると車を持たない人でもとても便利に利用できると思う。
少し離れた場所にトウズはありますが距離的に電車降りて歩いて行こうとは思わないのではないでしょうか。
駅直結のお店を誘致して下さい！

3

まだ、発展途上と思われがちな北口だと考えます。
パーキングだらけ、私有地なのか砂利の空き地などあったり、もう少し八街市にない商業を増やしてほしいです。
スタバのようなカフェも無い。遅くまで営業してくれることを条件に商業を増やしてほしいです
ただ帰宅しても真っ暗な何も営業してない北口だと活性化もなければ単に通勤のみでしか利用しない北口になっているように受けます。

4

やはり商業施設しかない。
20代くらいの子に人気のある洋服やアクセサリーのお店。30代くらいの大人が仕事帰りに女性を誘えるような飲食店。
アウトドア関連の人気の専門店。若い主婦向けには可愛い雑貨店や美味しいケーキ屋さんなど。
賃料は、最初の数年は格安にして有名店を揃えたい。

5 駅から直結で色々な店舗があったら嬉しいです。駅前のお店をビルにいれるとかすれば、駅前がもっと活性化すると思います。

【イベントスペース】

【商業】



6
ショッピングモールのような人が集まってくる賑やかな場所にして欲しいです。中途半端な施設は、あっても意味がないと思います。
お年寄りや、家族連れ、学生さんなど幅広い世代の人たちが楽しいから行きたいと思って集まる場所は、ショッピングモールのような商業施設だと思います。八街の中
に車で何箇所も移動しなくても買い物もでき、食事も楽しめるような賑やかな場所があって欲しいと思っています。

7 もっとたくさんのイベントがあればいいと思う。あとは大型商業施設がほしい。

8
出来れば、若い人達が少ない資金でも一坪スペースのお店で経営出来、珍しい特徴のあるグッズ等の販売が出来たり若者が集まりやすい環境スペースなどで提供出来な
いか？

9 駅前にデパートがたってあそべるばしょにしてほしいです。

10 ららぽーとを作ろう。

11
立地的に考えたらデパートがオススメですが、八街には２階だての店がないので、建ててはいただけないのでしょうか？
一階だての場合、面積を考えるとジムを建てていただきたいです。若い人達から高齢者の方まで、幅広い年齢層が安心して利用できる空間を要望します。

12
店を多くして、人が集まるように工夫する。大きな駅なのに駅の周りになにもないのはとても不便なので、コンビニエンスストアや大型のデパートなどを作ってほし
い。

13 イオン２階だてにしてほしい。映画館を作ってほしい。

14 自由に使える空間で八街を活性化させて、経済をまわせるような場所を作ることが良いと私は思いました。

15 タピオカ屋さんがほしいです。ショッピングモールがほしいです。

16 H&M(洋服)ないと私は悲しい。タピオカ、アイス屋さんラブ♡

17 ららぽーと的な大型ショッピングモール。

18 でかいデパートを作ってほしい。まわりになにもないから、電車とかで出かけないといけないから、電車を使わなくても友達と楽しめる場所がほしい。

19 今まであまり考えたことがなかった。でも大型小売施設もあってもいいと思う。映画館など。

20 八街に住んでいる私ですら知らなかった。目立つものがなにもないから。よって、大型施設をつくることを命じる。

21 大勢の人が集まるような飲食店やデパートなど盛り上がるところがほしいです。映画館がほしいです。

22
なんにしろ駅前に何にもないのが異常、商業施設がまるっきり無いのに人が来るわけがない、
誘致でも何でもして店を置かないとこのまま無人駅になりますよ、正直今の八街駅に有人駅の必要は無いとまで思います。
あんな何も無い所に行く理由がない。

23 本屋がほしい。

24 八街市には本屋がないので作ってほしい。

1
遊具(大型アスレチック)のある公園が八街にはありません。他の市に車で出る現状。
子供がそこで楽しめれば同時に保護者も過ごす人の動きの中で、イベント･商業にもつながる場所になると思う。

2

・奥の公園とつなげて広い公園にすると簡単な散歩が出来るようになるのでは。
・子供が飛び出さないように塀を設けると安心できる。
・あまり高くない見通せる程度の高さであれば暗くなったりしなくてすむ。
・丸太飛びのようなシンプルな遊具があると安心して遊べる。
・道を作ってイベントの際は道沿いに店を並べるのはどうか。祭りのような雰囲気が出せるのでは。
・落花生をモチーフにした遊具も面白いのでは。

3 八街市は、公園や子供を連れて遊びに行く所が少なすぎる。もっと気軽に行ける場所があると助かる。

4 すごく個人的な意見ですが、緑が少ないと思います。

5 近代的に開発をするのも必要ですが、自然をふやし地球の温暖化対策もしたほうがいいと思う。

6
八街駅周辺の住民だけが楽しめる場所のしか思えない。離れた地域住民の参加なんて考えていない。月１の北市もそうですが・・・
八街市のみんなが有意義に利用参加興味が湧く利用の仕方でないと何をやっても頓挫すると思います。八街市には未来が見えません。八街市の子供達が利用したくなる
施設が欲しいです。絶対必要です

7
酒々井の駅前ロータリーには、クリスマス前だからだと思いますが、冬になると街のキャラクターも飾られていて、イルミネーションがとっても綺麗です！
駅前が活気あると、街が発展してるイメージがあるので、ぜひお店や子供が立ち寄れる児童施設があると、助かります！

8
未就学の子供たちが遊べる公園が欲しい。八街には満足の行く公園がなく、山武の森公園や他のところに遊びに行っている。山武の森公園、野栄ふれあい公園、富里中
央公園、昭和の森公園、青葉の森公園など安全かつ未就学の子供たちが遊べる遊具がある公園に出掛けることが多くなり、外食などもするので市外での出費で経済ロス
に感じる。少子化傾向だからこそ子供たちと市内で遊べて、市外からも来られる公園があると良いと感じます。

9 子供の遊び場が少ないです。何か子供達が自由に遊べるスペースがあれば、もっと外で遊んでくれるのになあと思います。

10 子供が楽しめるイベントが増えるといいと思います。カフェなどのお店もあるとうれしいです。

11 子供が遊べる場所がほしい。まわりからうるさいと言われるのが多い！！バスケとかできるところ！！

12 北口に限らず･･･駅周辺、駅ビルやお店、子供が安心してあそべる施設(例)千葉のきぼーる等、駅前をもっと発展していけたら良いと思います。

13
八街にはとにかく子どもの遊べる遊具、場所がとても少なく、近所の道路で遊ぶ姿をよく見かけます。
北口市にも何度か出掛けました。イベントとして使用できるのもとても良いと思います。

14 子どもが遊べる所がほしいです。(無料で)

15

北口ひろばを利用するにあたり、市役所の駐車場を解放していただけると利用しやすいです。すでに利用できる事になっていたら無知ですみません。
北口ひろばに限らずですが、有料でも子供が楽しく遊べる施設があったらいいな。
あとは、他市からも遊びに来たくなるような遊具が充実した公園が欲しいです。長い長い滑り台は魅力的です。
北口の方には契約者以外も自転車を停められる場所はありますか？
ひろばでイベントがあっても、駐輪場がなければ、子供や車の無いかたは行きづらいかもしれません。

16 公園が少ない気がします。滑り台、ブランコ、子供が遊べるものがたくさんある公園だと助かります。

17 自由に遊べる所がほしいです。

18 人のためになるような広場。木、植物をふやしてほしい。

1 市営で特産品を使ったレストランの経営。ブュッフェスタイル、オシャレな空間で若者もここがあるから自慢になるような空間

2 千葉県の有名なラーメン屋を集めたイベントやご当地グルメのイベントなどやれば大勢、訪れると思う。

3 駅前なので、誰もが行きたいっ！って思うような食べ物とか使ったらいいと思う！！有名になるくらいのっ！！

4 スタバ、マックなど駅を利用する人も市民も使えるカフェ、ファストフード店があったらいいと思う。八街にスタバが欲しい!!!

5
今は、駐車場だらけで全くにぎやかさがないです。これからは、飲食店やスーパー、デパート等を作り、にぎやかな場所にしてもらいたいです。
大きな公園とかでもいいと思います。今のままじゃダメだと思います。

6 八街は、バス、電車の本数が少ないので、飲食店、ファーストフード店、待合室の様な施設を作ってもらえると助かります。

7 都内に卸している様な有機野菜の販売や、その野菜をつかったレストランやカフェなど居心地の良い場所を作って欲しい。

8
電車やバスを待ったりするのにカフェや飲食店は必要だと思います
建物は素敵だけど入ってるお店はよくわからないとかではなく、普通にファーストフードなどでいいです
とにかく何もなさ過ぎて時間は潰せないし、夜も暗すぎる

9 小さな子供も気軽に連れていけるままカフェみたいなものがありといいです。

10

現在北口市が開催されているが、八街の農産物が出店していないのはなぜか、と疑問に思う。また、市が開かれていないときにあの場所が使われていないのはもったい
ないと思う。誰でも集まれるカフェや公共の施設もいいと思う。
市民からの意見を実現化するときに、市民のおおくのひとたちによびかけ、うごいてもらうことは、協働です。
動ける市民をできるだけ動かし、みんなでやっていこうという意識をつくりだしていくことが重要と思う。少しぐらい進み方がゆっくりだとしても。

11
個人的には、日替わり出店のカフェがあったら良いなと思います。
北口には広い駐車場があるのにコンビニがないので、あれば利用する人もいるのかなと思います。
市役所がすぐそばにあるので、行政サービスの出張所はいらないと思います。

【公園、緑地、子供の遊び場】

【飲食店等】



12
バスが電車の時刻表と連動していないのが(30分以上待つ時間帯があることも含めて待ち時間の短いバスの時刻表の改善を強く望む)
一番の不満でもあるが、特に暑さ寒さを凌げるブックカフェか喫茶室のある駅前図書館が欲しい。改札口前のベンチでは暑さ寒さは身体に堪えます。
街の活性化に駅前に人々が集える場所があることが大事では？北口は寂しすぎます。

13
ブックカフェか喫茶室のある図書館を希望。電車とバスの連絡が悪い(バスの時刻表の見直しを願いたい)ので待ち時間に暑さ寒さを凌ぐためと人の集まる場所を！北口
は寂し過ぎます！

14

家族の送迎ついでに八街駅で買い物をすませたいと思っても、北口にはコンビニすらないので、いつも不便に感じていた。
子どもが高校生の時に、迎えの車を待たせる時もファーストフード店などがあれば…とこれもまた不便に感じていた。
小さい子どもの飛び出しの心配が増えるので、公園などを作るのはよくないと思う。
北口が何もないばかりでなく、電車、バス、道路…その他あまりにも八街市内が不便すぎて、大学生になった子どもは八街を離れてしまったが。

15 ふれあいバスの本数が少ない為、バスの待ち時間を安全に過ごせる場が欲しいです。具体的にはマクドナルドなど、ファストフード店に来て欲しいです

1 駅の近くなので、娯楽施設があると電車からも見えて、「今度、行ってみよう！」と思います。

2
成田空港に近くもなく、成田空港から交通の弁が良いわけでもない八街に外国人を呼ぶには、カジノがよいと思います。
駅前カジノは、国内の観光客も呼び寄せることができ、国内外にアピールできます。

3 駅前にゲームセンターがあったほうがいいと思います。子どもが遊べるから。

4 アニメイト

5 遊戯･娯楽施設をつくってほしいです。

6 ゲームセンター。第二日曜日のまつりをへらしてください。それか、うるさくしないでください。

7 アミューズメントパークのYACHIMATAを作る

8 カラオケ。遊ぶ場所がほしい。

9 カジノ、ボウリング。

10 八街の映画館が火事で焼けたので新しいのがほしい。

11 アミューズメント施設や大型ショッピングモール、おしゃれな空間を作らないと八街はにぎわいません。

12 Ｂ級グルメなどのおいしいものをいろいろ食べられる、テーマパークのような施設が欲しいです。

1 Ｑ５の設問について　　観光、ビジネスの観点からの設問とJR八街駅との連携する設問があるともっと良かったと思いました。

2
いつ訪れても人々が行きかっている事新鮮な食材の販売や食する施設などがあれば便利だと思う
イオンだけでは人は呼べない八街の名産をもっともっともっとPRすべき

3
八街市は観光資源が乏しく、ピーナッツくらいしか特産品が有りません。
八街と言えばピーナッツ！ピーナッツと言えば八街！と言える様に…なって欲しい。
Qナッツの命名には、ガッカリしています。外国人には意味不明？？？

4

民間企業に土地を貸して宿泊施設や観光商業施設を造る。
その為には、八街駅から成田空港までのシャトルバス路線を誘致するなど交通環境（道路も含めて)の整備しなくてはならないが、
酒々井のアウトレットも近いし、八街の周辺地域と連携すれば、もっと良いアイデアがあるはずです。
とにかく、駅前が空き地と言う「ド田舎」感だけは、何とかして欲しい。

5
イベントが開かれていてもなかなかそれに合わせて出かけられないので、道の駅のような観光商業施設があり、絶えず何らかのイベントをやっていると、出かけたつい
でに寄れるので楽しみが増えます。

6
郷土を愛する心を育むことは、八街の人口減少対策の柱となり得るものと考えます。北口に教育委員会、会議室、老朽化した郷土資料館を入れて郷土を愛するまちづく
りをしていることをアピールするとともによく言われる「八街には観光施設がない」を払拭するために、「ぼっち」、未だ未整備の観光協会を入れた建物を整備しては
いかがでしょうか。余裕があれば、図書館の分館とかもあると、折角買った本を市民に配らなくても良い保管スペースが確保できると思います。

7
RVパークを併設した複合道の駅
車中泊に対応できる飲食、温泉、、洗濯、ペットや子供が遊ぶ緑地があれば、宿泊施設が少なくても観光客に足を運んでもらえます。
また、RVパークは災害時には仮設住居の役割にもなるはずです。キャンプ場に比べコストも低く管理できます、

8
市内外老若男女外国人とうとうが申込みをすれば自由に利用できるイベントスペース&BBQ&遊具がある遊び場を持った道の駅のような観光スポット。
現在の利用を継続。市内での体験(収穫体験。溶接体験。落花生いり体験。バスガイド体験とうとう)の予約窓口。
市内外への八街&北口イベントとう情報発信窓口。とうとう

9

八街市はせっかく特産品のピーナツがあるのにもっとピーアールして売り込むべき！北口市は雨が降ると中止になってしまうため、大型駐車場と道の駅を建設しいつで
も買いに行ける場所を作った方がいいと思います。同じ敷地内にはイベントステージも併設し芝生を植え(子供が遊べるように)丸太などでベンチを作るのもいいと思い
ます。ベビーカー、車椅子、お年寄りや子供に優しい場所になるように作ってください。音楽ホール(現在は公民館)などもあれば音楽祭などいい環境で楽しめます。市
を盛り上げるためにプロや女子高生などにアイデアを色々頂いて！いいものを作って下さい。応援してますので頑張ってください。

10 道の駅にして、東京駅まで行く高速バスを乗り入れてほしい。

11
道の駅的なものを考える。電車の本数が少ない為、まっている人が気軽に入れる飲食店(高校生が待てるような空間)が駅前に全くない。
主婦でも気軽にお茶できる施設が必要と思います。

12
昔からの人だけでなく、途中から越してきた人たちも利用しやすく、
また人を増やせる施設（例えば道の駅や大型ショッピングや温泉など）を作って沢山の人が自然に集まる場所を作ってほしい。

13 八街は駅周辺にホテルがないので、ホテルができるといいと思います。

1

スケートボード、BMX、インラインスケートなどができるスケートパークがいいと思います。
理由(1)イニシャルコスト、ランニングコスト共に商店や高齢者向け施設などを作るより桁違いに安く済むでしょう。
理由(2)このようなスポーツを始める10代の中高生は自動車を所有してない世代であり、駅近という立地を活かすことができます。
理由(3)いい施設を作ればSNSなどですぐ話題になり、県内外から若者が集います。若者が定着すればショップやカフェなどの飲食店が自然発生的にできるでしょうし、
大会などを運営できれば八街の知名度も上がります。
理由(4)現在、若者の文化は全てストリートから発生しています。ファッションや音楽など若者文化の発信地にもなれます。

2

ビアガーデンはとても良い企画でした。八街を元気にするには若い力が必要です。子育て世代の私達やこれから住まいを探す世代が、八街に住みたい、住んでいて良
かったと思えるような街にしてもらえたら嬉しいです。公園の整備・充実やプールが欲しいなど、提案しても財政が無いという返答しかありません。確かに高齢化や企
業誘致がうまくいかないこと、生活保護費が増えていくことや、問題も沢山あるとは思いますが、未来への投資はとても重要だと思います。スポーツ施設などももっと
充実させていただいて、これからさらに増える介護費を抑えながら、若者も利用したいと思うような、山武の元気館みたいな施設があると嬉しいです。

3 マラソンレースを新設したのだから、温浴施設つきランニングステーションにしてランナーに告知してみてはいかがですか

4 スポプラが遠いので近くに第二の体育館施設が欲しい。その中に温水プールや映画館が入るといい。

5
ボルダリング壁、スケートボードパイプ、屋根付きフットサル場のような建築にお金のかからないニュースポーツの施設で、市外からも集客出来る物を作り（有料）市
経済の立て直しを図るとともに徐々に文化会館などの文化施設を増設し集客力を高め市内のクラフトワークショップ、農産物直売などの市の魅力発信につなげるべき

6 温水プール

7 運動ができて楽しめる場にしてほしい。

8 スケートパークを作ってほしい！！

9 サッカーグラウンドを作ってほしい。ゆうえんち

10 体育館が絶対にいります。

11 フットサル場(人工芝)

12

せっかく、市の税金をはたいて作った区画整理事業の土地を生かしきれてない現状は否めないと思うし、もったいないと思う。商業施設を誘致するのにも土地の広さが
狭すぎるし、賃料も不動産価格が高い気がする。正直、中途半端な状況なのでは無いのか。
個人的な意見ではありますが、温泉施設等の誘致などは如何かと考えます。健康ブームでもある時代、八街市の中心的な目玉を考えないと今後、八街市人口が益々減少
に拍車がかかりかねない気がします。是非、可能な限りの前向きな議論をお願いしたいものです。
土地が狭いなら縦に建物をと言う事も考えてみては。八街市は高い施設も無いことですしね。

【遊戯・娯楽】

【観光、道の駅、宿泊】

【スポーツ・レクリエーション、温泉】

【複合施設、多目的施設】



1

（Q5でお聞きになっているような）機能を提供するために、お金をかけた施設を建設する必要は無いように思います（そんなことはしていただきたくないです）。
住民や民間へのレンタルスペースのような、そのときその場に合わせて、イベントでも集会場でも宿泊施設としても活用できるような場を提供いただけると良いのでは
と思います（イメージは一軒家のようなものです。）
八街には、今は市内に住んではいなくても、八街のことを好きで気にかけている人がいっぱいいます。
そのような人たちが来られるような場（駅からすぐなんて最高に便利です）を提供いただけると大変良いように思います。
このようなアンケートを実施いただいたことに感謝いたします。

2
老朽化した郷土資料館・図書館の移設、成人式等が開催できるホール、芸術作品等展示施設、市の情報・魅力発信施設、高齢者・幼児と保護者の交流施設、等々の現状
の八街市に足りないものの複合施設を民間力活用で整備。

3

文化会館は中央公民館の拡張で良い、駅前は駅に降りてみたくなる魅力が必要です、利用客はある程度、成東駅までは多いはず。人が集える屋内施設がよいですね、建
ぺい率や容積率あるかも知れませんが、高層式ビルのランドマーク的な複合型施設がいいでしょう。成田駅前のスカイシティに似たものでも、駅と市役所はやちまたの
へそとなるインフラです。復興のシンボルとなるような目立つ建物、駅と市役所をもっと光らせる施設になるといいですね。農業分野では野菜の販売コーナーも必須で
す。やちまたはまだまだ色んな魅力が活用できますよ！交通の要衝でもありますからね??

4
北口ひろばだけの話ではなく、駅前周辺が、さみしくなっているような気がします。
欲を言えば、駅ビルのような、北口、南口両方が活気づくような計画をお願いします。

5

私はこちらにすんで20年近くになります。
北のはずれに自宅があるので、駅までは遠く家族を迎えに行く位しか利用したことがありません。年に１、2度位です。
なので、北口ひろばは売れてない土地があると思っていて、場所もなんとなくでしかわかりません。
駅近隣の方や、駅を利用する方は興味があるのかもしれませんが、正直今のままでは今後も利用する可能性は低いと思います
そもそも交通の便が悪く、自家用車必須なのに利用できる駐車場の数が少ないので、八街大祭も見たことがない位の住民です
ただ、もしこうなったら…もっと八街駅を使うかもしれないと思うことはあるので、夢の町として書いてみたいと思います
まず、駅を降りて徒歩圏内で銀行、郵便局、役所、買い物ができる場所がある
図書館、児童館、老人施設、公園が隣接する地域がある→病院も近いとなおよし
駐車場は完備して、災害時の避難場所や地下シェルターとして使える
将来的には踏切を高架にして、409の渋滞を解消する洪水に強い道路になれば、と思います。
八街ジャスコのクロキヨあたりは毎回冠水で車が水没し、道路に抜け道がないため、帰宅難民になります。
これからは災害に強いまちが求められると思います。高いビルがあまりないせいか、地震にも弱くなさそうですし、
千葉県のどの地域に行くにしても行きやすいとなれば、千葉県の中心地(ヘソ)として大きなアピールになると思います
あとは、北口ひろばには関係ないですが、空き地の管理者の管理を徹底するような条例を制定してほしいです
先日の台風では、倒木のせいで停電になり、本当に苦労しました。道路や隣の土地に伸びた枝や葉が道路の半分近くを塞いでいる道もあります
自分の土地に責任を持てない場合は物納などペナルティを与えるべきです。
昔からすんでいるからとか、土地を沢山持ってるからとかは理由にならないと思います。その土地にすんでいる以上マナーは守るべきで、正直者が損するまちでは誰も
住みたくないです。
綺麗なまちには、不法投棄などもおこりにくく、各々が気をつけていればお互いの監視にもなり犯罪も寄せ付けにくくなると思います。

6

北口開発は、「八街市の顔」となる為、莫大な投資（１３０億円）をして押し進められました。
当初の計画では、商業核施設＆文化核施設＆住宅地区を進める構想でした。
その後、諸般の情勢が変化しましたが、新時代に向けて文化核施設の早期実現への具現化(グランドデザイン)を進めることが市民の悲願であります。
行政・有識者（学者、都市コンサルタント等）・市民等が参加してプロジェクトチームを立ち上げてください。
「市民交流の複合型施設」（市民会館）を提言します。（運営は指定管理者）
・図書館（読書教室、学習教室、パソコン教室等）
・芸術文化ホール（落語、コンサートホール、歌謡ショー、アート等）
・生涯学習センター（大人の憩いの場所　カルチャー、体操、囲碁、将棋、麻雀等）
・屋内子供広場（キッズランド、幼児知育、室内レジャー、水遊び、滑り台等）
・役所分室（市民課、納税課、福祉課等）
・フードコート等（コンビニ、喫茶店等）
市民が願望する「複合施設」は、住民の幸福感（精神的満足感）として、地域活性化を進め魅力と活気ある街を目指しましょう。（深刻な人口減少対策にも）又、中央
公民館の老朽化も進んでいます。
 
※代案：駅北口開発は、狭小の為断念して売却（又貸地）とし、現中央公民館を再開発（敷地面積5倍程度？）して上記の複合型施設を建設する。
自治体施設の老朽化対策・防災対策（社会基盤施設）として、合わせて地方債の活用を検討してください。宜敷くご検討をお願い致します。

7 駅と直結した複合施設

8 文化施設やホテル 銀行 市 商工会議所を含めた複合施設をつくるべき

9 千葉市のツインビルのように　文化ホール　銀行　市出張所　商工会議所　宿泊施設などのようにな多目的複合施設を計画してほしい

10

習志野市の文化会館のように複数階ある施設に、民間のスーパーやコンビニなど、時間を潰せる空間があれば良いなと思う。
駅の北口に人を恒常的に滞留させられる仕組みを作って欲しいと思う。
もしくは、民間に土地は貸して建物だけを建ててもらい、その他の部分はイベントができるスペースなどに活用出来たらと思う。
現在、公民館や図書館、郷土資料館などの将来を担う施設を駅から近い所で活かして欲しい。
読み聞かせイベントや、地域の団体の発表、企画展示など駅から近ければ、ふらっと立ち寄れるかなと思う。
運営についても上手く民間に委託を行うことやシルバー人材を活用していくことによって職員にも負担かけることなく、
地域の中心となるような施設づくりを進めてほしい。

1 車社会の八街なので、バス、乗り合いタクシーが 充実してなければ、人は動きません。

2

北口を活かす為にも、ガソリンスタンドがある市役所の交差点。あそこをなんとかして欲しい。
ガソリンスタンドが必要なのはわかりますが、409の渋滞の現況は、右折車線がないからです。409から北口に右折したくても、あのスタンドが邪魔で…
あと409の歩道を整備して下さい。
文違方面の歩道が整備されていないため、自転車や歩行者が危なくてしかたない！！イオン前で小学生の列に車が突っ込んだですよね？
駅方面も歩道がガタガタで狭い！！なんとかして下さいよ…本当に…

3 車を運転しない人達が、もっとバスなど乗りやすく、時間を増やし北口ひろばなど遊べるスペースがほしいと思う。

4 駐車場として整備してください

5
どんな施設が出来ても良いが、八街市は車が無いと不便な場所。大きな駐車場を増やすか循環バスをイベント時のみ本数を増やさないと、結局は出かけられない。それ
より早くバイパス開通・市役所前交差点のガソリンスタンド前の右折レーンを作るべき。

6 無料駐車場が必要です。

7

＊活用されていない期間が多すぎる。使わないなら無駄。
   あの程度の利用頻度なら駐車場にして利益を産めばよい。駐車場なら駅利用者も多い為、需要があるだろう。
＊イベントをしたり商業施設のように利用するなら、八街市在住の人でも、駅から離れた場所に住む人に利用してもらえるようバスを出せばよい。
　 高齢者が多いだろうに。
   ふれあいバスの時間を増やして、イベント期間中は無料にして利用する機会を設ける。
   どうせ普段本数少ないし利用者そんな多くないだろうに、こういう時位「皆んなに知ってもらおう！」的な感じで使えば良い。
＊駅の目の前という利点を活かして他地域からもっと利用されるように工夫したらよい。

8
交通手段において電車も一つの手段ですが、車社会である本市又は近隣市においては駐車場スペースが重要な要素かと思います。特に子育て世代からすれば公共交通手
段は他の利用者へ気兼ねしてしまう点から車での移動が主になります（少なくとも私は）。誰向けの北口ひろばなのか。子育て世代や市民向けの場合には駐車スペース
はマストになるかと思います。

9 無料叉は安価な駐車場。シヨッピングモールの誘致

10 無料の駐輪場を整備して下さい

1
北口ひろばの規模や立地を考えると、図書館公民館の機能の移設程度が妥当と考えます。(書店等の誘致でも良いが。)
クラフトビアガーデン等のイベントは大変面白いので、イベントスペースとして活用するなら駅出口から雨に当たらないで移動出来ると参加しやすいです。

2

八街市にはスポーツ施設は各地区にいろいろあります。また地域の方々が集まる公民館も小さいけれどあります。
今　1番足りないのは文化的施設ではないでしょうか？例えば文化会館など近隣の市町村にはあるのに八街にはない
駅前に葬儀場があって文化施設がない　市民として恥ずかしいです
八街市にはたくさんの文化人がいらっしゃるのに　これから八街を担って行くであろう子供達の中にも文化的な才能がある子たちがいます。
その人材がいかせない市政はどんなものでしょうか？もっと市民の側に立った市政をお願いしたいです

【交通、駐車場】

【文化施設、図書館】



3
八街は文化が育たない町 と言われました。とても寂しい思いをしました。
農業は自慢の分野ですが、農業のみにとらわれず芸術や文化的な分野にも視野を広げてもいいのではないでしょうか。
どんなことでも、今までのやり方に固執せず、八街を愛する全ての市民のために、八街の将来のために、是非 斬新で柔軟な企画をして頂きたいと思います。

4

子どもが安心してのびのび遊べる広いスペースを誰もが利用しやすい場所に作ってほしいです！人が集まれば自然と周りの商業施設なども潤うのでは？？
八街に集客できる魅力ある施設ができれば、今以上に人が集まるのではないでしょうか？？
社会の希望である子どもにスポットを当てることもそのひとつかな。と思います。プレイパーク、この自然も生かしながらのスペースなどもあると八街の魅力をアピー
ルしていけるのではないかな。と感じます。
文化会館など、コンサートなどでも利用できるような施設があるのも魅力的ですよね。

5 コンサートやいろいろな公演ができる文化会館や図書館がほしいです

6

１．酒々井町に有って（プリミエール文化会館）。東金市に有って（東金文化会館）。八街市にないもの、それは文化会館。各団体等の発表の場が必
　　要。中央公民館では照明やトイレ等の不備で使い物にならない。
２．外来者が来ても宿泊施設が無く、ゆっくり留まるところが無い。佐倉市や成田市に行ってしまう。
３．商工会議所の老朽化や話し合い等のできる会場が不備。

商工会議所が１～２階を利用して、３階以上をビジネスホテル等の宿泊施設を組み合わせたらどうかと思うが、旨くコラボが出来ればベストと思われる。（商工観光課
等でプランニングしたらどうか。ホテル業の誘致）　如何なものでしょうか？

7 電車の待ち時間を有効に使える場所。旧しおさいの展示。郷土資料館のような八街に関する博物館のようなもの。

1
北口を毎日利用しています。コンビニがあればと、毎日思います。
駐車場では一万円札が使えず、電子マネーも使えないのでかなり不便に思ってます。

2
北口にコンビニがないのはいつも不便に思う。そしてたまにいつも活気がない。
なにかもう少し活気ある街づくりをした方が絶対にいいと思います。

3 是非コンビニを作ってください

4 南口には、コンビニがあるのに、北口にはコンビニがありません。北口にもコンビニがあったら便利だと思うので、コンビニがほしいです。

1

個人病院、クリニックでもいいので病院の集まる場所にして欲しい。ただでも少ないバスで病院を往復するのは厳しい。
八街病院でさえ、乗り換えないとたどり着かない。その八街病院の評判も良いとは言えず。。。
歳をとっても安心して暮らせる市であってほしい。免許返納したらどこにもいけないのでは、住み続けることは困難になってしまう。
娯楽以前の、生きていくのに最低限必要な施設にしないと、市外に流出してしまうと思います！

2

子育て中ですが、小児科が少な過ぎていつもいっぱいで、予約がとれなかったり、待ち時間が長いです。まずは病院の充実をして欲しいです。
精神科やメンタルクリニックもありません。市内にあれば、助かります。
産婦人科も分娩が出来るところがありません。ドクターズポート(いろんな科が入ったビル)があれば、多くの市民のためになると思います。
娯楽や遊ぶ施設より、まずは市民の健康が大事だと思います。

3 産婦人科の誘致、子育て支援センターの併設。交通の利便性が良いので生かすべき。

4
福祉は、お年寄りばかりに目を向けていて、、福祉＝高齢者みたいになっていると思う。もう少し障害者の方が住みやすい環境もつくってほしい。
実際に、看護を必要としている方やその看護している方が住みやすい環境にしてほしい。

1 電車を逃してしまった時や、迎えを待つ時、時間をつぶせる場所がほしい。

2
ふれあいバスと電車の時間が全然噛み合わず、電車に乗りたくてバスを利用しても1時間近く外で待たざるを得ない時が多々あります。
南口にコンビニや喫茶店やお団子屋さん等ありますが、北口にも電車を待つ間、夏は涼しく、冬は暖かくゆっくり過ごせる場所が欲しいです。

3

八街から佐倉に働きに行っている障害者の娘を持つ母親です。
帰宅時、電車で八街駅に到着してから、ふれあいバスの出発まで、１時間を駅のベンチで待っているそうです。
吹きさらしではない安全な屋内で、待合ができると助かります。
できれば、店員さんなどの人の目がある環境だと安心です。ご検討よろしくお願いします。

1 八街市：市内各地域の自治会活動の紹介＆アピール。これにより、いいものを共有化できると思われます。　元八街市民より

2 北口ひろばに集会ができる程度の建物を建てたら良いと思う。

1
民間活力を使い、建物の建築等の整備をしてほしい。
屋外のイベントスペースも確保し、クラフトビールみたいな、そんなに大々的でなく、こじんまりとしたイベントも行ってほしい。
音楽ライブハウスとか、バスケットコート、テニスコート等 、意表を突くような施設があっても意外に人の集まれる場となるかもと思います。

2 土地の有効活用は良いが適当な民間払い下げを行い、駅前市役所前という町の中心地に葬儀場のようなアンバランスな開発が無いように望む

3

財政的な余裕がない状況での施設整備は厳しいと思いますが、賑わいを創出するためには一定の投資が必要と思います。
国等の補助金が見込めないのでしたら、JA、商工会議所、民間企業等の協力が不可欠なのではないでしょうか。
例えば、山武市の「あららぎ館」の縮小版のような施設を企業等の協力のもと整備し、それらの企業には優先的に貸し出し、イベント等を開催してもらう。
定期的に「JAの日」とか「落花生業者会の日」とか「工業会の日」とか、具体的な企業名ですみませんが「ドギーズアイランドの日」とか。
市以外の団体や民間企業等が持つアイデアや資金力の力を借りることについても、検討が必要なのではないでしょうか。

4

・これだけ広くアンケートをとったので、その後の動きや結果は、しっかり見える化してください。
・宿泊施設を含めた企業連携での活用を期待する。
・その他には例えば荷物の受取り場所として使うのはどうか。ネットショップでの買物の受け取りはもちろんだが、市内の店の物やスーパーの買物代行などともつなげ
る。個の対応ではなく、場の対応へとすることで、より多くの人へのケアが可能になるのではと考える。もちろんそれに際し、公共交通や地元商店など広く連携を取っ
ていく仕組みが重要である。(休憩場や市内品等の商品が見れて買える仕組み等)　地域特化型施設までいけると良い。

5 今時、駅前に人は集まらない。民間に売ったらどうですか。

6
無料貸し出しでなく利用料金を定めて利用者に支払ってもらう。
ステージも作り直して有料にふさわしいものにする。市内外に利用者の募集をする。　など

7 企業誘致したほうか良いと思う

1 SNS等を使う人にしか知られていないこともあるので、もっと情報が行き渡る様にすればイベント等の参加人数も増えると思います。

2 宣伝をした方がいいと思う。

3
去年、他市の方からクラフトビアガーデン教えてもらい出向きました。楽しかったです。八街ジンジャーも昨年、他市の方から頂いて、とても美味しい飲み物があると
知りました。美味しいものや楽しいイベントがあるのに、八街市はもっと上手く周知されたらいいのにと思いました。企業が少ないので、上手く八街市に人を呼び寄せ
て、市にいっぱいお金を落としてくれるような工夫、周知をしてください。

4

市民の活動の情報共有が少ない、偏るなどを感じる。また、発表の場や施設も限られる。
例えば、婚活…スポーツクラブの説明会、特に子どもの…各地区の活動もオープン参加できる事…カラオケ大会…野外フェス…週末のみ道の駅、B級以下を販売…人材
の募集も紙面やネットだけでなく、そこに人が声をかける温かみ感じるものがある。など、もっと活用できる方法があるはず！
人が集まり交流し、情報を正確にし、未来を築き、誰でもが楽しむ。生きるために必要なことを自分たちが住む町で積極的に参加できる、そんな場所活用あれば魅力的
だと思う。

5 現在のイベント情報が少ない。もっと広く?し徹底してください。先ずはそこから。

6 八街市に住んでいても、北口のイベントに行ったことがない。情報がないことと、何となく昔から住んでいる人たち向けの様な感じがするから。

7 アンケートを実施していることも、実施場所も非常にわかりにくい。本気で要望を取ろうとしているように感じない。もっと、広く意見を求めるべきだと思う。

【待合所】

【集会施設】

【民間活用、企業誘致】

【情報、告知】

【医療、福祉】

【コンビニ】



8

現在行われている催事については、開催案内の周知に工夫が無く、より多くの集客を望んでいるのか分からない。北口広場に行くには交通手段が無く行くことの出来な
い方もいらっしゃると思います。また、駐車スペースも限られている事から参加したいと思う気にならなのではないかと思います。
市民バスをもっと有効的に活用し参加者を増やす事を検討すべきと考えます。参加者が増えると口コミアピールが期待できると思います。
実績作りのイベントではなく、今後に繋がるイベント作りが求められていると思います。市民に関心を持ってもらえるような取り組みが必要かと思っています。
また、市内外に八街をアピールする積極的な取り込みを期待します。市民参画の場を増やし、官民一体となった街づくりが不可欠だと思います。宜しくお願いいたしま
す。

1

地元に定着し過ぎている年配の議員の意見よりも、20~40代の子供を持つ親や若者の意見を数多く取り入れなければ、今後の八街市の発展は絶対に望めない。
それが叶わぬならば市を合併させるしか方法はない。
子供を持つ親ならば、子供からタイムリーな情報が吸い上げやすく、率直な意見が聞ける。また、独身でもスマホやタブレットなどのツールを活用した意見が聞けると
思う。
こうした意見が長老議員の硬い頭では考えられないと思う。
そもそも、人の集まるジャスコに職員や議員が出向き、直接市民の意見を聞きながらのアンケートをやるなどの工夫と努力が足りない。
令和の時代になった今、昔ながらの風習を払拭しない限り八街市は衰退していくのが目に見えている。

2 多額の税金を投入した北口開発なので市民の意見とシンクタンクの協力を得て早急に利用施設を建設すること。

3 駅前の有効活用で成功している自治体をいくつか参考にして、八街市の市民ニーズとすり合わせをすることにより、より有効な活用方法を模索してほしい。

4 市所有でも、民間に利用していただいてもよいと思いますが、有効な利用を願います。

5 八街の玄関として、ふさわしい活気ある広場目指して、開発して欲しいです。

6 誰もが興味を持つようなことをするべきだと思います。

1 駅前立地の特性を最大限に活用することが必要なので、通勤通学者の頻繁な利用を促す事業であってほしい。

2 全く活用出来てない。駐車場と葬儀場しかない。

3

北口市以外は閑散としているので、駅前という場所から目に止まるエリアだが、普段は一般的に見て空き地や放置されている場所の様に見えるのではないでしょうか。
北口市で活用しているのを知らない人が多いと思います。
囲いで使っている物が、より空き地のイメージを強くしていると感じます。
統一感のあるフェンスで囲ったり、北口ひろばの看板を掲げたりした方が、駅前の目立つ場所として良いイメージに繋がるのかなとおもいます。

4 特定の人しか活用できておらず、また普段は閑散としていて寂れている様子が見受けられます。

5 寂しくなってきた南口商店街と共に、駅周辺に活気が出ると、いいなと思います。

6
色々なイベント等で使用しているのは知っているが、実際に行って参加しようと思ったことがない。
車を止める場所もないし、そもそもイベント内容に惹かれない。
ただイベントを執り行っているだけなのか、本当に市の活性化のために行っているのか良くわからない

7 八街の産業を、もっとアピールしたり、大型施設の、誘致などして、バスの本数を増やして欲しい！

8 北口と言葉だけで、寒さや日陰など、暗いイメージがあります。駅を降りて、ホッとできるような明るく温かい雰囲気の施設があるといいですね。

9
駅前はまちの顔となる場所なので、八街市のことはここに来ればわかるという場所にすべき。その運営方法は市民が主体性を発揮できるしくみが必要。八街市民が八街
に誇りを感じるような企画が定常的に行われ賑わいを創出することが必須。歴史や現在の地域資源を活用した若者主体の発想で活用すべき。八街市の中心にあるという
立地特性を生かし、人が集まり、さらにはそこから八街市の隅々、そして近隣町へ広がるＨＡＢ的な地位を確立することを要望します。

10 八街は近年おとろえつつあるから、ちゅう車場やそうぎ場ばっかつくってないで、もっと市が潤うような物を建てて欲しい。

11 みんなが大事に使えるような場所にしてください。

12 自由に開放しても良いと思う。

13 駅前なのに何もなくてさみしいから、もっと何かを増やして、にぎわう感じになってほしい。

14 市の中で、特に目立つような施設があるといいと思った。

15
八街は空気がきれいで気もちよくすごす事はいい所だと思うけど、お店や若者が集まりそうなおしゃれな空間をつくることで、いろんな人が八街に来ると思います。に
ぎやかなのがいいと思います。

16 八街にたくさんの人が来てくれるような所にしたほうがいい。

17 大きなテントを張って机やイスをつける。

18 北口ひろばを活用したら、もっと良くなると思う。

19
イベントなどがない時は、空き地となっていて使われていないよう感じました。
イベントがない時でも、駅からみえる北口ひろばが明るくみえるようにしてほしいです。

20 楽しく安全にくらしたいです。

21 楽しく安全に遊べるスペースが欲しいです。

22 プリクラや流行にのってほしい。

23 おしゃれな施設を作ってほしいです！！

24 空き地のままにするのは無駄だと思うので、なにか建物をつくった方が良いと思う。

25 空港、新幹線、高速道路。ここに首都をおく。

26 自由に電化製品を充電できる環境

27
何かつくるのではなく現在の設備の範囲でやれることをすればいいと思います
公園に乗れない馬を置いたり、よくわかんない段差をつけて使い勝手が非常に悪い現在の公園と比べたらいままでの利用方法は良いと思います。

28

北口ひろばの事はこのアンケートをやるまで全く知りませんでした。北口ひろばは少しだけですが小さいと思います。
その小さいなかでどのくらいの楽しさにするかが八街市民を喜ばせる、楽しませるということをさせた方がよいと思います。
このアンケート後、少しでも北口ひろばの事を頭に入れておきたいです。もし、八街市民に協力できる事があったら、頼んでもらいたいです。
北口ひろばが、子どもから大人まで楽しめる場所にしてくれる事を願います。

29 その土地を有効的に使い、｢人々｣が｢お金｣が集まる場所にしましょう。

1
30年前の仕事をしている市役所を何とかしなさい。年度を超えて前の年の仕事している職員を何とかしなさい。
税金を使って作った頒布物をいっぱいあるからと、全く関係ない人に配り、市民の悪口を公然と言う職員を何とかしなさい。

2 イベント開催の費用対効果、過去北口広場の収益はどのようになっておりますか？

3 正直、危ない。子ども達がはしゃいでいて、タクシー乗り場まで出てきているから、注意した方がいいと思う。

4 ゴミばこをせっちしてほしい。

5 なんでも中途半ぱにしないでください。

6 ピーナッツをアスファルトにうめこめばいいと思います。

7 北口ではないが、なぜ八街の公園は遊具がないの？

8
できれば図書館みたいな静かに勉強するところではなく少し楽しみながら勉強できるところがほしい。
また、ポケモンカードやデュエルマスターズがあるカード専門店があったらうれしい。

9 北口広場は、アイドルのマネージャーを含めて禁煙にすべき。

10 時計が動いていない様で不安です。直して頂けないでしょうか？

11 個人的に北口ひろばが好き。

12 より発展するようにお願いします。

13 もっと八街市をもりあげていってほしい。

【その他】

【事業の進め方】

【全体に関する意見】


