
■お住まい

淡輪 149

望海坂 13

深日 66

孝子 19

多奈川 84

町外 10

無回答 1

合計 342

■年齢

20歳未満 4

20歳代 7

30歳代 11

40歳代 38

50歳代 37

60歳代 80

70歳以上 159

無回答 6

合計 342

■性別

男 219

女 120

無回答 3

合計 342

平成３1年度タウンミーティングアンケート結果
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■タウンミーティングはいかがでしたか。

大変よかった 78

よかった 219

あまりよくなかった 15

よくなかった 2

無回答 28

合計 342

各住民が質問を色々していて、答えてもらった

各部長が直接、回答してくれて良かった。田代町長の丁寧な返答が凄く良かった。

積極的に意見交換が出来て良かった。

説明が良く、わかりやすかった。町長さんが頑張っている事に感謝しています。

説明がわかりやすかった。

タウンミーティング初参加

地域の個々の話は理解できた。

町長・行政の努力が良く理解できた。

町長・役場の方々と町民が直接、話し合える場を設置することがすごくいいです。

町長をはじめとする役場職員の説明をよく理解できました。

庁内での職員さんの行動がよく理解できました。

直接、話が聞けて良かった。

直接意見を伝える機会があるということが知れてよかった。町の方向性について詳しく知れてよかった。

内容は充実していた。

初めての参加です。色々知ることのできなかった情報等を知る事ができました。

話し方が良く、わかりやすかった。

ボーっと生活している中で、岬町の財政、コミュニティーバスの存在を認識できて、良かったと思います。

町全体の事が分かる様になった。

町の取組が良くわかった。

町への理解度が深くなった

みなさん、しっかり意見をかわしていました。それを聞いて色々わかりました。

やっていただく事だけでもありがたい

みさき公園を南海が手放した場合、どうなるのかと思っていたが、今回、話を聞いて公園のまま残すということで、町のた
めにも良いと思った。雨等で防災無線がききとりにくい時があったので、登録しようかなと思いました。

【大変よかった理由】

町内の事業方針が良く理解できた。説明が速口のため、高齢者が多くもう少しゆっくりと説明をお願いします。一般住民に
は、知識不足により専門的な事は難しい。
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【よかった理由】

「岬町は都会のまねをしてはいけない」と言った町長の考えに賛同します。

今の岬町がよく分かった。

地域住民のニーズ、町政の施策を聞くことができ、岬町がどうあるべきかということを今一度考える良い機会だった。

中学生でも分かりやすい説明と図がよかったと思う。また、姉の質問に丁寧に答えていただけたから。

町政の実態がよくわかった。

町長以下三役の方々と意見交換が出来て、有意義な時間を過ごさせていただきました。

町長と話しが出来る機会があるのは、とても大切だと思います。

町長の説明が非常に明快

町長の対応が誠実で話がわかりやすかった。

町長をはじめとする役場の上層部の方の顔を見ることができた。

直接、町長や役場の方の話を聞けて良かった。フリートークで話の内容がわかりやすかった。

テーマなどにより説明がわかる所と早口でわかりにくい所がある

取り上げている取組内容が、住民が身近に感じることや考える内容に沿った事柄であった。住民一人一人の意見に対しての
対応が素晴らしかった。

取り組んだことは良かったが、発言が少ないのは残念だった。

バスは費用対効果でないとおっしゃったのは、良かったと思います。弱者のためにもバスを守るべき。

初参加でしたが、今後も参加したいと思う。

話がいろいろ聞けて良かった

他の住民さんや町長の考えが聞けて良かった。内容が簡素な上にテンポが早い

町行政の詳細が良くわかった。

町のかかえる問題がよくわかった。

町の予算のことや、子供の体力・学力など、わかることができた

資料と写真を見ながら、説明して頂いたので、良かったです。

少し早すぎて、理解しにくいところがあった。

活発で率直な意見・質問が出されよかったと思うが、岬町の返答が聞かれていることにストレートに答えていないという
か、その周辺情報が多く、もしかしたら、聞こえが悪くなっておいででは…と気がかりです。

関心のある点がほとんど説明あった為、満足です。

少しでも内容が理解できた

職員さんも元気に返答されていた。

知らなかった事業計画等、知る事ができました。

各々の説明に資料があり、わかりやすかった。

各事業の進歩・取組み状況がよく解りました。

各職員の説明が良かった

各項別に説明をしていただき、わかりやすかったです。

住民の直接の声が出ている。関心の強い話題をとりあげている



■説明はわかりやすかったですか。

大変わかりやすかった 77

わかりやすかった 220

わかりにくかった 20

まったくわからなかった 2

無回答 23

合計 342

■岬町のまちづくりの取組みへの関心やご理解は深まりましたか。

大変深まった 51

深まった 235

あまり深まらなかった 21

深まらなかった 4

無回答 31

合計 342

■町に説明してほしいテーマがあればご記入ください。

町の区別の地図、各家庭の家族構成(年齢別）の明細（災害のため）

祭りなどに住民がどのくらい参加しているのか気になります。

みさき公園駅周辺の活性化

みさき公園事業に進展があれば、また教えて頂きたいです。

みさき公園対策

みさき公園の今後

みさき公園を含めた公園事業

岬町役場の建て替え場所

役場建替は、現状の場所で、津波対策は大丈夫でしょうか。

身近な問題点を聞くことができた。

よかったが、各部長は前に出て説明してほしい。

良く耳を傾けてくれて良かった。ありがとう。

わかりやすい

わかりやすかった

みさき公園の件ですが、後継事業者がない場合、町が管理をしてくれると聞きましたが、町財政の厳しいおり、管理費用の
件をよりよい方法で行ってください。町が管理の場合、管理費用その他の問題点の青写真が出来ているのか？
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やっぱり防災

隣接他市町村との連携計画など

若者も興味がもてる行事、町づくりをお願いしたい。

■タウンミーティングやまちづくりに関してご意見がありましたら、ご記入ください。

一度、淡路島に船を利用して行きたいと思いました。

大型ゴミの回収について、もっと利用しやすい様にしてほしい（ふとん、タンスなど）

大阪湾南回りルートの実施、是非取り組んで下さい。

開始時間をＰＭ６時にしてほしい

関電跡地利用。関電、大阪府、町での第３セクター方式での発電所（太陽光・風力）を考えてみてください。

後半、会場が寒くなった。（６月５日深日会館）

コミュニティーバスは良いと思います。ただ、お昼の本数を増やしていただけたらと思います。

これからも毎年あれば参加したいです。

今後とも、住み良い町づくりをお願いいたします。

今後も継続して実施してほしい。番川１６区流域の河川の堆積土砂の浚渫をお願いしたい。

今後も定期的に実施してほしい。

災害時、プルーシートを配布してもらっても、かけれない場合は、どうすればいいですか？

コミュニティーバスの質問への町長の説明が良かった。バスの便数を減らさない・料金も上げないという考え方を明確に示
した点が良かった。小学校を合併せず、地域の力で維持したいという話も良かった。町長の言うとおり、深日・多奈川のい
ずれかに合併すれば、もう一方は廃れると思う。この点では深日の緑ヶ丘町営住宅に子育て、若年世帯を入居できるように
した政策はヒットだった。

現在は、車の運転が可能なため買い物に行けるが、車に乗れなくなったときのために、道の駅やトライアルなどの買物に行
けるタウンバスを運行してほしい。空気もよく、住みやすい場所にいながら、生活しにくくなる事が不安です。地域ごとに
運行する事は、難しいとは少しわかっていますが…

具体的な課題について話し合えばどうか？　町長＋１０名の幹部＋職員と多人数来て頂いているが、もう少し人数を絞って
できないでしょうか。１年１回だからあえて全員来ていただいているなら感謝します。みさき公園の撤退に伴い、特急サザ
ンの停車駅から外れないようにしてください。

いきいきパークとみさき公園の連携等、有料でも良いので、大型公園のある町を目指してほしい。他府県の行政による大型
公園経営の成功例を参考にしてほしい。

大きなプロジェクト的なことは、情報がないので分からないが、町としての身の丈にあったことから改善を始めてほしい。
正午と５時の時報が、非常にスマートになった。これは、文化レベルの向上で素晴らしい

子供にやさしい町であることを宣伝することも必要ではないでしょうか。ふるさと納税でみさき公園の動物の食費を集め、
入園券を渡すという方法は出来ないのでしょうか。

子供の問題を聞けなかった。教育委員会として虐待、ひきこもり等をどのように理解しているのか。特に４０才～５０才の
ひきこもり、又、高齢者の買物難が増えている。バスの利用が増えているのが、バスに乗れない人には、どうなのか。困っ
ている人が多い。子供の体力、教育は大阪でトップクラスと言われていましたが、全国で大阪はどの位置にあると思われて
いますか。もっと頑張って全国クラスにしてほしい。

コミュニティーバスの定期券作りをして欲しい。カーブミラーが木で隠れていたり、淡輪駅など通行人が多い所にカーブミ
ラーがない所があるので、事故が起こったりしないように改善してほしい。淡輪駅の近くにある昔のスーパーの駐車場が使
われておらず、もったいないと思う。

関西電力・みさき公園の運営等、ますます厳しい時代となってますが、住みやすい岬町であるように願っています。町長、
お体を大切にしてください。

「進行に不備が」と司会がおっしゃいましたが、不備はなかったと思います。時間が限られる中、運営にご苦労されたこと
と思います。

孝子ランプから国道に出る時、右側からの車の見通しが悪く危ないと感じています。できれば、ミラーをつけてほしいで
す。



最近、町で変わった事は、ソーラーと東南アジア人が多くなった事。彼らは住んでいるのか、就業しているのか知りたい。

事業、案件について、町予算・事業予算の予算内訳の概数も知りたい。

質問も町長の返事も長かった。もっと短くして、多くの発言がある方がいいと思う。

下孝子地区、墓地の周辺・死角になる場所などへのカメラの設置を検討してほしい。不法投棄の温床となってしまう。

小学校は岬町に１つでいいのでは？と思いました。

商品売上がメインの指定管理については、売上金の％の徴収が望ましいのでは？（とりっぱぐれがない）

資料の説明は、予算記入されていない部分を説明してほしい

人口の減少、老齢化等、非常に難しいテーマがあります。何かいい手立ては、ないものでしょうか。

税の滞納金額どのくらいになっているのか。回収状況はどうなっているのか。税の回収は不可欠である。

説明が全体として速い

全体として、課題が多いため、理解するのが難しい。

他地域からも岬町に移住したいと思えるような魅力のある岬町になるように、色々な要素を考えてほしい

長期的な町づくりのプランが聞ければ良いと思う。

町長と直接意見交換できるタウンミーティング、今後も実施していただきたい。とても良い機会だと思います。

町長の話がわかりにくい。無駄に話が長い。

続けていってほしい

続けてください

続けてください

定住人を増やす政権推進してください。

特にみさき公園政策を重視してほしい

長松海岸の草刈りなど、役場でも協力してほしいと思います。一度、長松海岸の状況を見て下さい。

中孝子大川に、橋は駅前と東出にあるが、５０年以上経過している。耐久年数は大丈夫ですか？　車の交通量も多く、重量
オーバー、老朽化していないか等、調査をお願いします。

南海のみさき公園事業撤退については、今後の方針も含め、岬町へ大変大きな影響が生じると思います。未来の明るい岬町
へつながる形での取組を実現していただきたい。調整は、大変困難であると思いますが、お願いします。

バスの運行について見直しをお願いします。駅に電車が着いたタイミングでバスが発車してしまうので、本当にもったいな
いなと感じています。自習室を作ってほしいです。よろしくお願いします。

庁内カウンター上にたくさんのパンフレット、チラシが置かれていますが、誰も見ないパンフレットではないでしょうか。
整理整頓が必要です。執務机にファイルが積み上げられていますが、仕事の能率低下になっていませんか。改善し、スピー
ディーに職員の方が仕事できるようにしてください。

町長以下１２名の部長・理事者が出席されていますが、町内在住は何名ですか？　防災計画として、町庁舎は危険建物であ
るので、岬高校の一部、関電のＰＲ館を町施設として、借り入れたらどうか？

昨年度のタウンミーティングで課題になった件が、いまだに処理されていない。災害時の対応が必要である。さくら会館の
ガラスが割れないようにする対策等

質問と回答がうまくかみ合っていない時があった。高校生が参加して、自習室設置の要望を発言したのがよかった。町も前
向きな回答でよかった。ぜひ自習室を開設してほしい。

洲本からの観光ルート、宿泊等、淡路島内の公共バス利用、レンタカーの案内を充実させて、深日―洲本航路のバックアッ
プをして欲しい

南海がみさき公園から撤退すると聞いて、「気にいただいている」と説明されていますが、「気にして」の方がいいと思い
ます。



非常に良いと思うので、続けて欲しい。

防災カードを全戸に配布してください

また、参加してお話しを聞きたいと思いました。

町行政の姿勢がよくわかりました。毎年、続けて欲しいです。ありがとうございました。

町づくりは、人づくりと思います。将来を担ってくれる子供達に明るい未来を、心より願い期待いたします。

町にお金がないので、新しい事業ができなければ町民等から出資してもうら方法はどうですか。

町の行政組織のたてなおしにメスを入れてはいかが。

みさき公園から南海が撤退しても、みさき公園駅にサザン、急行が停車するのを、南海から確約してもらいたい。

みさき公園の活用について、法の網とその外し方も含め、可能性をしりたい。

みさき公園の後継事業者がいない場合→自然公園、公民館新設（いろいろな基金を使う事業は？）

岬町営のローカルバスは、２００円～３００円に値上がりしても続けてほｌしい

岬郵便局前の停留所が分かり辛い。

身近で話をすることが出来て良かったと思います。今後も続けてください。

もっといきいきパークの遊具を増やしてほしい

もっと大胆な案を（何事にも）

予算がないからできないことが多いけれど、何に重点を置くのか。住民の要求の中で何が大切かをもっと考えてほしい。

来年も参加したいと思います。みさき公園をなるべく残してほしいです。自然公園としてもいいと思います。

岬町は、お年寄りが住みやすい、行政の厚みなど言われますが、今から結婚する様な年齢の子供達には、住みにくい町と聞
きます。なので、若い人々は、町から出てしまうのではないですか。若い方々からいいねと言われる岬町の行政をお願いし
たいです。

みさき公園は、岬町にとってとても大切な所。是非、残してほしい。春・秋には、いっぱい来てもらえるが、冬や真夏は来
園者が少ないので、子供達だけじゃなく大人も楽しめる温泉・室内プール等を考えて運営してもらえる業者に後継してもら
えるとうれしいです。

魅力的な町づくりをするにはどうすれば良いのか。人口減少をどうくいとめればよいのか。財政支出をどうくいとめていく
のか。事業計画の中に自然、豊かなこの町を大切にしながら、他都市と比べ住んでみたい町にしていってほしい。例えば、
ゴミのない町、ウオーキングをして回りたい町・海の魅力・山の魅力をみなおして等。

みさき公園エリアは、山手にあるため買い物難民がかなり増加している。現在、バスが支線で数本運行されているが、利用
客が少ない。本数が少ないため、思った時間に運行されてないという理由で利用されていないのだと思います。昭和５５年
前後に移住されてきた方が多く、７０歳以上の住民が多い。また、スーパー等が近くにない。坂の上り、下りだけでも定期
的に運行してほしい。深日～洲本のフェリーも洲本観光する人を運んでいるよう思う。岬町が活性化する事業にできればと
思う。

町づくりエディターさんの成果について知りたい。地域活性へどのぐらい貢献したと考えているのか。いつまで４町村時代
の話をもちだすのか

番川きれいになりましたが、また、ヨシの木が芽をだしてきた。今のうちに取れば、いつまでもきれいな番川になると思い
ます。


