
■お住まい

淡輪 117

望海坂 7

深日 68

孝子 20

多奈川 90

町外 25

無回答 1

合計 328

■年齢

20歳未満 0

20歳代 14

30歳代 15

40歳代 41

50歳代 37

60歳代 52

70歳以上 168

無回答 1

合計 328

■性別

男 231

女　 96

無回答 1

合計 328

令和3度タウンミーティングアンケート結果

淡輪

36%

望海坂

2%

深日

21%孝子

6%

多奈川

27%

町外

8%

無回答

0%

20歳代

4%
30歳代

5%

40歳代

13%

50歳代

11%

60歳代

16%

70歳以

上

51%

無回答

0%

男

71%

女　

29%

無回答

0%



■タウンミーティングはいかがでしたか。

大変よかった 79

よかった 210

あまりよくなかった 12

よくなかった 1

無回答 26

合計 328

【大変よかった理由】

１１年続く実施。職員の協力

各担当者より説明わかりやすかった

町長・町職員の対応が早くとても良かった。

町長が直接、質問に答える姿勢がすばらしい

町長と直接話すことができ、大変貴重な経験をさせてもらい、ありがとうございました。又、参加させて頂き、町の為にもお
話しさせてもらいたいと思います。

町長と話すことができて、住んでいるところは、どんなところかよくわかりました。

町長の行政上の取り組み、住民ニーズも多岐にわたっています。町職員幹部の現況説明などよくわかりました。今後は、最低
年１回は、必ず開催してください。拡声器（マイク）のボリュームを最大量にＵＰしてください。

町長の丁寧な説明・解答、取り組み・再構築が丁寧で良かった。

パネルと資料で理解しやすかったです。

町の事業が良くわかった。

岬町の意見を聞く事ができた

岬町の現状がよくわかった。

有意義の話題がたくさんあった。

ワクチン・防災・みさき公園の現状がよく分かりました。

大変、わかりやすく勉強になりました。

町民の方が心配されている事を確認できました。

町長の岬町のことをよく聞けました。

【よかった理由】

いくつかの要点の説明があってよかった。

いろいろ説明を聞いてよかったです。

帰ってから良く読みます。

各担当に聞けて大変良かった。

活発な意見交換があったため。ただ、町長の説明に誤りがあったように思う。

活発な意見交換で良かった。サテライトオフィスの案はいいと思う。岬高校を残すために努力していることが、知れたのは良
かった。引き続き努力してほしい。

大変よかった

24%

よかった

64%

あまりよくなかった

4%

よくなかった

0%
無回答

8%



行政の具体的なスタンスが理解できた。

今日は、厳しい意見もあり、孝子の方ではない方が長時間を費やしていたので、孝子の人がどう感じたか疑問に思った。最後
に身近な話が出されたのは良かった。

細かい内容が書かれていて良かった。

参加者が多かったのに、発言が少なかったのは残念でした。発言は、一人でしたが、多様な角度からの質問で良かったと思い
ます。

参加者から素朴な質問が出されていて、身近な問題も詳しく意見交換されていたし、岬町の返答も責任感を感じるものでよ
かった。１２区のごみの対応は、長きに渡り苦労があったのだろうと感じたので、一刻も早い解決を望む。自治区からではな
く、個人として要望に行った時の対応は、役場職員に住民の立場にたって尽力いただきたい。

参加人数が多くよかった。

質問が多く出て、意義があった。

質問や意見が多くあり、身近な問題について、意見交換されていてよかった。

知らない事⇒知る事が出来ました。

資料が準備されていたので、ある程度わかった。

新過疎法について、関心を持ちました。じげん立法？期間限定とのことですか？役場で使う言葉で説明されても分かりづらい
です。みさき公園づくりについて、実際に公募に参加している事業者があるのか？どういう事業者が応じているのか現状を知
りたい。

説明が短く、まとめられてよくわかった

説明がわかりやすかった。

説明のスピードが速くてついていけなかった。

説明も図表なども、良くわかった。

町長の生声を聞けて良かった。

町長の前向きの気持ちがわかった。

町内に住んでいるいろいろな方の意見が聞けたこと

直接いろんな住民の生の意見を聞くことができたこと

直接対話実現への勇気をかう。

道路開発予定がわかった。

内容の説明等について良好でした。

南海との経過交渉を細かく説明されたから

初めて参加しました。説明がわかりやすかったです。

不明の点が多かったが説明でよくわかった。

毎年、継続してほしい

町の各取り組みについて、ある程度理解できた。

町のことは、ほとんどわからなかったのですが、少しですがわかりかけてきました。

みさき公園事業の進捗がわかった。

みさき公園の跡地利用について、詳しい説明でよく理解ができた。

みさき公園の開園が楽しみです。年齢的に早く新しい公園を見たいです。

みさき公園の今後、楽しみに期待してます。

岬町の活動内容を知る唯一の方法なので、毎回、参加したい。



■説明はわかりやすかったですか。

大変わかりやすかった 90

わかりやすかった 192

わかりにくかった 19

まったくわからなかった 1

無回答 9

合計 311

■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 77

深まった 187

あまり深まらなかった 27

深まらなかった 3

無回答 17

合計 311

■町に説明してほしいテーマがあればご記入ください。

岬町の今後の方針について、知る事ができました。

岬町の取り組みについて詳しく知る事ができたから。

身近な希望が出されていて、よかったと思う。草刈りを和歌山市までボランティアで実施していたことは、知らなかったので
驚いた。

皆さん良く勉強されていることがよく理解できた。

説明がわかりやすかった。

空家対策について、又、空地の草等の管理

空き家の状況をまた教えていただきたい。

空家、空地への対応

海風館の取り組み、岬高校に対しての取り組みなど

大きな火災が増えていますが、避難場所を作ってほしい。

過疎地域の指定を受けたとの事ですが、その事に対しての町としての取り組みを説明してください。

行政が使用する用語が多く、理解しづらい内容のものもあったかと思います。用語一覧などあれば分かり易いと思いました。

具体的な少子化対策を明示して欲しい

子育て環境の整備

この町は、持続可能なのか。外部から”カソ”と認定される前に自分の頭で考えるべきことをテーマに。

大変深まった

25%

深まった

60%

あまり深まらなかった

9%

深まらなかった

1%

無回答

5%
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0%
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コロナワクチンの進行等

今後の小学校の統廃合を進めるにあたって

今週３回出席しましたが、本日一番、実があった様に思います。

災害対策

自然災害について、テーマが必要

下孝子・中孝子の山より木を取る件について。埋立・大阪湾

少子高齢化を解消するための取り組み

新庁舎どうなってます？

新みさき公園構想

水道管の更新のことや、Ｊ－ＣＯＯＭが見れないなど、知らなかったことを知る機会になり良かった。質問がでない場合は、
時間が残っても早く終わっても構わないと思う。職員の紹介はしなくていいと思う。お気遣いは無用です。

すばらしいみさき公園を作って欲しい

淡輪の景勝地、長浜海岸の美化保全について助言頂きたい。

庁舎建て替えは、どうなっていますか？

町長の経営と人口増の対策

町内人口を増やす施作。夢の持てるまちづくり。

町の住民減少の中で、これからどの施作を行って、住民を増やすのか。

電柱・電灯１本立てるにも、地主の許可を得る又は説明する事。つまり行政と地主の摩擦を説明すること

南海・東南海地震、豪雨などの災害への対応について、説明してほしい。

引き続きみさき公園の状況、観光の取り組み、農業公園構想

深日航路の継続についてのメリット

ふるさと納税の返礼品の開発

文化財を生かした街づくり。西陵古墳や宇度墓古墳、船守神社等を活かした日本遺産指定、及びこれを活かした街づくり・観
光。

防災無線の受信機を配布されたい。実費で良い。夜間に何を言っているか不明な時がある。独居老人対策も必要です。

町の将来や展望について、魅力ある街づくりについて

みさき公園跡地に役場を建てる事はできないのでしょうか？

みさき公園駅前商業ビル開発の取り組み。海風館のテレワークオフィス改修

みさき公園の構想が具体的になれば、説明が必要だと思う。

みさき公園の今後の取り組みについて

みさき公園の方向性を早く示してほしい

岬町舎の新築・移転問題について

岬町の特産物

岬町の特色である自然環境保全についての積極的な提案が欲しい。

岬町をどういう町にしていくか。未来のビジョンを示してほしい。

若い方など、質問をしやすくするために、事前に質問表のようなものを作成すればよいのではないでしょうか



若い人が頑張ってほしい。移住の件（お金を出さないといけないので、難しいでしょうか）

若い人達が住みやすい町に！

■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。

「ピアッツア５」の周りの照明を営業中だけでも、タイヤぐらいの高さの照明用のライトを増設してほしい。道回り、外灯を
もっと明るくしてほしい。

「連絡道路」に反対した議員がいると言っていたが、「反対」はなかったと思う。会場（１７区集会所）の外は、暑かった。
技能実習生やその施設の方が質問されて、意見交換していたのは良かった。

※番川の洪水防止対策として、毎年の川の浚渫をお願いしたい。現在も川の幅が減少している状況です。

青葉台６班７段のところの階段、道脇の草刈りをしてほしい。個人で今はトラ刈りしています。桜の枝も家にかかりそうで
切ってほしい。

空家を活性化し新しいまちづくりを希望します。

怪しい業者（不動産業）が、町内に入り込んで空地を買いあさっているみたいで、気持ち悪いです。違法物件等に注意してく
ださい。次期、町長選頑張ってください（１町民より）

海釣り公園の一部（網部分）の無料、駐車場開放したのは良い事です。来る人を遠ざけている。あまりにも漁業関係者に優遇
しすぎた。規制が多すぎる。泉南市ロングビーチ駐車場方式で、安く利用できるようにしてほしい。

過疎地域のデメリットの説明がなかった。

忌憚のない意見交換が出来ました。今回、家人の入院後の支援につき、職員の皆様の親切で丁寧な対応に、本当にお世話にな
りました。ありがとうございました。

きめ細かく説明していただき、ありがとうございました。

休日の午前中にタウンミーティングを開いてはどうか。※平日の夕食どきに開催すると集中力・注意力が欠けるような気がす
る。（何らかの仕事に就いている者の意見）

国か府の基金を上手く利用して、施策を行っていただいて良かったと思いました。質問にありました、今後の夢（若者）を支
えるようなみさき公園の有り方を、具体化していただくようお願いします。

芸術や素質のある人で町おこしに協力する人が出て欲しいと思います。（人口が少なくても頑張ってる地方があるので、うら
やましいです。）町の人達から頑張る人が出て欲しい。

高齢者ばかりが、優遇されているように思われます。働く世代がこの町に住んで良かったと思う町にしてください。このまま
では、若い世代が離れていくばかりです。町長、もっと若い世代にも目を向けてください。よろしくお願いします。

このミーティングに参加できて光栄です。

コロナ過の中、開いていただき、ありがとうございます。

今後も続けて欲しい。

時間が短いと思う。

事前に質問事項のアンケートを取り、回答することを検討する。行政と住民との話し合いが必要

自治会館利用指針を示してほしい。書類で提案してください。

質問者の意見はわかりにくい。もう少しはっきりと言葉を聞けたらと思います。

市民主導でないとまちは変わらないと痛感した。

住民の声に対して、対応して頂いてありがとうございます。これからも住民の質問に対して、明確な町としての返事を聞かせ
てください。これからも情報交換会を開いてください。

少子高齢化が進むなか、住民みんなが一体となって、頑張って住み良い街を見出して行けるよう、取り組んでもらいたい。共
同の町作りの実現願う。

少子高齢化対策急げ。具体策、寝言ではない

職員からの説明への提案を、このアンケートに記入してきたが、改善されていた！！

資料P25の印刷が薄いのか、道路が判別できない。資料P30の基本方針を「①…②…まるいち、まる２」と口頭説明されて
いたが、スクリーン・資料では「・」なので混乱する。補足資料の配布は、必要だったのか疑問に感じる。発言者ごとにマイ
クの消毒をするなど、適切な感染対策が取られていて、良かった。説明の中で、町長をことさら「持ち上げる」ような表現は
避ける方がいい。

人口増のためにも、小中学校（特に中学校）をよくすることと思います。通学路も見直してほしいです。



是非、今後もタウンミーティングを開催して頂き、町民との関わりが深い地域づくりに取り組んでほしいと思います。

千秋楽？まで連日、お疲れ様でした！！　住民の皆さんが、町政への理解を深め、町長と直接意見交換できるいい機会だと思
います。町長、職員のみなさん、お疲れ様でした。

前半の説明と後半の質問の時間配分を考えたらどうか。質問を整理し、回答も（長くならないように）要約していく司会者が
必要かと思います。

続行してほしい。

第５次総合計画で紹介されている基本計画が確実に進捗することを期待してます。

タウンミーティングは初めて参加させていただきました。過疎地域に指定されてますが、今後の事を考えると大丈夫かなと心
配になります。若い世代がもっと入ってくる様な魅力的なまちにして頂きたいです。

担当者の説明がはっきりしていて良かった。

町長さん大変ご苦労様の一言です。

町長と住民の勉強会と違うから、希望的な意見を発言しても何にもならないと思う。今後は、町行政としての結論を発言せ
よ。

町長の回答に誤り（誤りの可能性含む）があったと思います。みさき公園のゾーニング案は、「議会に説明」されていませ
ん。総合計画は、「５年に１回」ではないのでは？」点検は３年や５年に１回していると思いますが、計画そのものは、「１
０年に１回」の見直しだったと思います。

町長の取り組みが一番大事です。もうあとがありません。役場も町住民も一心同体でまちの活性化に努力してほしい。まちづ
くり審議会（仮称）を発足。早急に、町長の諮問機関として作ってください。

町内放送で「午後９時から」と放送していたと思う（タウンミーティングについて）　夜間にスケボーがいる。彼らに聞く
と、「社会人は夜にしかできないのに、合法でできるところがない」とのこと。排除するばかりでなく、いきいきパーク・み
さき公園など、スケボーできる環境を作ればどうか？　

当日説明事項をはじめて聞き、考える時間がなかった。回覧等で事前にお知らせいただければ、もう少し意見を言えたと思い
ます。

特色ある学校（小学校・中学校・高校）を作るには、どうするかいろいろトライしてほしい。でないと人数が減るばかり

図書室の拡大、充実を少しでもしてほしい。深日港のトイレ整備

とてもわかりやすい内容で良かった。教育の場では、トイレがキレイになり、子供達はとてもキレイと言っていました。見守
りボランティア様に毎日いて頂いて、安心して通学できています。子供の病院に関してですが、月に３回（１回500円）利
用したら無料ですが、以前住んでいた他県では、１度目から無料だったので、病院に行きやすかったので、岬でもできれば。

どんな岬公園ができるのか、未来予想図をだして欲しいです。多奈川線はどうなるのでしょうか。みさき公園駅の特急停車は
続きますか？

はじめに、「以上の７項目」と照会していたが、項目としては「６」項目では？

花を咲かそう（ひまわり　コスモス　レンゲ）休耕地活用して。町民運動として。

美化運動の各戸配布、無駄な費用の使い方です。放送で済ませると思います。

久しぶりに参加させて頂きましたが、岬町のため、色々と努力されている事に感動です。これからの町の為、頑張ってくださ
い。

深日・洲本ライナーを毎日運航してほしい。

防災マップ等ハザードマップの更新、現在空家、空地の管理を考えてほしい。防災案内の受信器等の各戸への設置（屋内では
聞こえにくい為）孝子ランプの出口に信号機の設置

毎年、タウンミーティングを実施するなら、項目を絞って少なくしてはどうか。最重点項目の説明と、他は資料配布（補足説
明を書きこむ）とする。

前の幼稚園の再利用はないのですか？

また、お話しを聞いてみたいと思います。ありがとうございました。

町おこしで提案。熊取町がブルーベリーで町おこし。参考になりませんか？二番煎じに抵抗はありますが、発想のヒントにで
もなればと提言します。みさき公園跡について、何も残っていないのが寂しい限りです。せめて、「ゾウ」さんの銅像位、モ
ニュメントとして残して欲しかったと思うのは、私だけでしょうか。それでも、新生公園、非常に楽しみではあります。頑
張ってください。

まちづくりに関して、20代、30代の意見も取り入れてはどうか。意見交換会の開催も

町として言いたい事柄を明確にしてクローズアップ

みさき公園跡地について、民間資本を活用し。商業施設を含めた活気ある公園にしてもらいたい。例：イオン　ニトリ　海岸
沿いの風光明媚な地域を活かした観光ＰＲを町外に向けて発信してもらいたい。



みさき公園の後が気になっていましたが、話が進んでいるようで、良くわかりました。洲本の船がフェリーになればと期待し
ています。

みさき公園の跡地を早く解決し、人が集まる工夫をお願いします。

岬町長の誠実な話し振りに感銘を受けました。

岬町のいろいろな地域で問題がでているとわかった。町の職員の対応が悪い？　これは岬町の役場の体質かもしれません。バ
スの事、空地、空き家の草刈りの件、のらりくらり。何回、担当課に通ったか。

岬町の活性化計画の場を作っていくことに興味があります。ぜひ、お願いします。

ミサキの酒場について、全く無駄である。このようなもので、深日港の活性化はムリである。

皆様の色々な話を聞く事ができてよかった。お寺に行く道を広くしてほしい。坂道がしんどい

皆さん一生懸命やってるみたいで、これからもよろしくお願いします。タウンミーティング初めて出席しました。

よい集会でした。ありがとうございました。

ラグビー日本代表　茂野選手のアピールをお願いします。

我が家の近くにヤギ牧場ができました。ある日、近所の人が何も知らない間に工事が始まり、何の説明もなし。本当に迷惑。
これから夏になるとにおいとかしないのかなとか心配です。どうして昔から住んでいる私達がこんな思いをしなくてはいけな
いのかな？

貴重な機会をいただき、ありがとうございました。

町長の話はよくわかった

東畑と西畑の間のかぶと山線(府道）の道路の板のかぶさりが多くなってきており、背の高い車での通行時、悪影響がでてい
ます。数年前の災害時、他の道路が通行止めとなり、車が集中し、対向もできず、大変な事になった事があります。町道西畑
線も同時に大変な事になりました。府への要望をお願いします。


