
■お住まい

淡輪 115

望海坂 7

深日 61

孝子 16

多奈川 92

町外 18

無回答 0

合計 309

■年齢

20歳未満 1

20歳代 11

30歳代 13

40歳代 26

50歳代 41

60歳代 56

70歳以上 161

無回答 0

合計 309

■タウンミーティングはいかがでしたか。

大変よかった 64

よかった 209

あまりよくなかった 12

よくなかった 0

無回答 24

合計 309

令和4度タウンミーティングアンケート結果

淡輪

37%

望海坂

2%

深日

20%孝子

5%

多奈川

30%

町外

6%

無回答

0%

20歳代

4%
30歳代

4%

40歳代

9%

50歳代

13%

60歳代

18%

70歳以上

52%

無回答

0%

大変よかった

21%

よかった

67%

あまりよくなかった

4%

よくなかった

0%

無回答

8%



【大変よかった理由】

今、気になっているコロナのことや、みさき公園のことが聞けてよかった

思っていたより、多方面にわたり、考えてもらっていることがわかりました。

各部の取り組み内容が聞けて、大変良かったです。

広報紙やホームページで、町の対策などはみていましたが、今回のミーティングで詳細なことを教えていただき、内容は理解
できました。

住民参加者の質問がされ、有意義な時間でありました。

町民の方々が、日々思っておられること、感じておられることをいろいろ聞くことができ、これらについてさらなる取り組み
が必要であると感じた。

とてもわかりやすく説明していただきました。

前に映されていたパワーポイントだけでなく、手元にあるので、見やすかったです。

岬町の現状がたいへんよく理解できる内容でした。

岬町の事を、あまり知る機会がなかったので、皆様が努力して下っているのがわかってよかった。

岬町のリーダーシップに引き続き、期待できると実感できた。

わかりやすい説明でした

わかりやすかった

【よかった理由】

13年間も続けて住民に町の施策を説明する機会を設けていること、そのことが立派だと思う。質問がなかったのは、残念で
した。

いつもしてください。

色々進んでいることがわかった。

各事業の説明を詳しく聞く事が出来て、よかったです。

各種意見が聞けました。

各説明が解りやすかった。又、気になる部分の説明があり、良かったです。

各部署からの説明は、大変わかりやすかった。

聞きたい項目の説明が多くて良かった。

忌憚のない意見が交換できたと思うが、行政には限界があると思う。

教育環境の整備が特に感動です。

こういった機会がないと町の状況がわからない。年に一度であればずっと続けてほしい。

個人的に知らなった事が少しわかった。

コミュニティーバスの件について、まあ意見が言えて良かったが、担当の方の返答がなってなかった。内容がわかっていない
気がした。

住民の質問に町長がわかりやすくお答えいただき、よくわかりました。町職員の説明があり、良くわかりました。

資料がわかりやすかったです。カラーもすてきでした。岬公園には夢や可能性を感じ、岬町が身近なリゾート地となってほし
い

説明がよくわかった

タウンミーティング年１回ぐらいしてください。

多面的な質疑応答があったから

地域活性化をみんな考えているのは心強い。



■説明はわかりやすかったですか。

大変わかりやすかった 70

わかりやすかった 203

わかりにくかった 18

まったくわからなかった 1

無回答 17

合計 309

町行政を知る事ができた

町長から丁寧な説明をいただき、ありがとうございました。

直接、住民の方とＱ＆Ａができる場所があるのは、いい事だと思います。

西畑地区の内容が聞けたので良かった。

初めて参加しましたが、データごとに、ご担当者さんが説明してくれてわかりやすかった。

話を聞いていただいた

普段聞けない内容の話や気になっている内容の話が聞けたこと

ポストみさき公園問題が一歩進んだ。

町の財政状況、発展に向けた取り組みについてわかった。

まちの財政状況についての説明が小声で聞こえなかった。何を言っているのか内容が分からない。企業誘致の取り組みについ
て（多奈川発電か跡地）について、小声で聞こえなかった。

町の実状が分かって良かった

町の取り組み等の説明を聞いてわかった。岬だよりにて情報があるが、紙面ではわかりにくい。

みさき公園、関電跡地の情報

みさき公園の事業者からの提案内容がより理解できた。

岬だより等でも目にしていますが、町内の動きがより一層把握できました。

岬町の現況が分かった。

岬町の現状が良くわかった

身近な公園の管理などの話が出ていて、住民の安心につながる内容になったと思うから

役場の方がプロ集団だとよくわかりました。

良く分かった

連日のＴＭでお疲れの様子ですが、これは続けてください

大変わかり

やすかった

23%

わかりやすかった

66%

わかりにくかった

6%

まったくわからなかった

0%

無回答

5%



■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 55

深まった 197

あまり深まらなかった 30

深まらなかった 2

無回答 25

合計 309

■町に説明してほしいテーマがあればご記入ください。

みさき公園の今後、地元の声を聞いてくださる。

空家の状況や取り組みについて

空き家問題、農地休耕田の問題

運転できなくなり、買物が不自由になってきている方が増えています。お買物バス等があればいいねと話しがでてきていま
す。

過疎化対策としての若年層の誘致等

観光事業の取り組み。地域活性化の基本です。

関心がない

逆に住民１人１人に問いかけてほしい。街のためにあなたは何をしますか？と

小島にコンビニを

子育て支援策について　岬町の医療体制について

今後、岬公園の進捗報告を詳細に。

災害時の避難場所について

質問者の内容がわかりにくい

若年定住、誘致策。弱者対策

少子化対策・町民増加対策

人口減少・税収増加の具体策

人口減少対策を説明いただきたい

人口減少を止める施作

新庁舎は？　今後の計画は？

洲本ライナー、船舶、普通車５台ぐらい乗れる船にしてほしい。定員も増えると思う。

多奈川地区の下水道工事の件

伝統ある祭礼について

道路のほかに、下水道の設置状況も教えていただければと思います。

特別会計の状況について、説明してほしい。

登山道の整備について

大変深まった

18%

深まった

64%

あまり深まらなかった

10%

深まらなかった

1%

無回答

8%



農業と漁業に付いては（現在の状況）

ハザードマップの危険個所の対応を計画してほしい。

引き続き、みさき公園の進捗説明が開きたいです。

深日港のトイレ整備（以前は汚かったです）

防災の取り組みについて（コロナの状況によって、難しいかと思われますが、防災訓練（各地区毎に）をして欲しいと思いま
す。独居・体のご不自由な方の避難の仕方など）

町の災害対策についての将来像

みさき公園

みさき公園のあり方

みさき公園の構想、素晴らしいと思いました。

みさき公園のことについて、今後ともよろしくお願いいたします。

みさき公園の今後

岬公園の新規オープン後２年大いに期待する

みさき公園の取り組みへの町民参加の場が欲しい

岬町発の産業

岬町役場の改修・建て替え等も検討しているようでしたので。

やはり、みさき公園の動向が気にかかる、岬町＝みさき公園に早くなってほしい。

■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。

～課の～です。という声は全くわからなかった。もっとはっきり言って欲しい。（ただ、文章を読んでいるだけでした）

①各森林組合、財政との協力や、遊歩・林道整備や里山整備の方向性など説明されたい②過疎指定による実施予定の説明

１時間で終わってほしい

アウトドアブームにのって、登山家を集めて道の駅に賑わいを作ると面白いと思います。しかし、登山道は荒れ放題なので、
整備、安全対策は必須だと思います。

空き家・認知症の一人暮らしについて！

新しいまちづくりに期待します。

新しいみさき公園ってどこがお金を出すの？財政面での説明もほしかった。人口がどんどん減っている。観光や道の駅を通し
て、みさき公園の良さをアピールして、移住してくれる事を望みます。期待しています。しっかりやっていって下さい。

ありがとうございました

一昨年、兵庫県より移住してまいりました。まだ、町政の内容が今一つ理解できておりませんが、気になった事は、以前の居
住地に比べて道路のゴミが極めて多いと思いました。クリーン作戦等を増やすのは、無理でしょうか。

いろいろ大変なことがあることが、よくわかりました。

オストメイト対応トイレがあり、大変うれしく思います。生理用品の配布や子育ての支援なと、ジェンダーに配慮すると共に
若年層への配慮を素晴らしいと思います。未来を見据えている素敵な町と改めて感じました。滞在型と伺いましたが、みさき
公園跡地のホテル（設立予定）となるのでしょうか。海外の方や若い方が来る賑やかな町になったらと思います。

お願いは、交通整備をくれぐれもよろしくお願いいたします。

各自治区で実施する事で、住民の意見が直接届きやすくて良いと思います。色々、難しい事がありますが、改善・実行して
いってほしいです。

過疎化少子化対策について、もっと具体的な案を聞かせて欲しい

過疎指定について



活性化の起爆財として、新しい”都市”公園の期待しています。町民の活力（ボランティア含め）を利用しましょう。

教育環境と学力向上で、子育て世代に住みたい町、通いたい学校にして頂きたい。安心して学校へ通えるように魅力ある学校
にして少子化に歯止めをかけてほしい。

近隣市町村で、最も得意な質問があり、良い対策がとられているところがあれば、そういう所への人的交流を進めてみては、
いかがですか。

景色・環境がすばらしい所です。人口減少を止める施策、そして岬公園跡地の活用計画を是非、実現して頂きたいと思いま
す。

研究所の誘致

現在、小学校の子供たちは、３０年後のみさき公園も知っているので、ぜひ地元の声も入れていただきたいです。

ここでの質問や要望のフィードバックが不足している様に思いました。この調子で学校をよくしてください。人口増の為に

個人の意見が聞いてもらえるから良い。

子供や若年層を設けた限り、中高年層は、少なからず、リスク・犠牲を覚悟して、次世代社会の礎となるべき。自治体や政治
家、他人任せにする住民の意識を変えることが大切。過疎地になった事を活かし、経済や贅沢ではなく、人間として日本人と
しての本質を追及すべきですね。

コニュニティーバス支線は、タクシー利用への支援が安くなるのでは？　利用者支払い町民は１００円その他は町支払い。タ
クシーは前日までの予約。乗り合いも可とする。

これからも住民に説明してほしい。

コロナワクチンのＬＩＮＥでの予約は、分かりやすくて良かったです。過疎地域の説明が欲しかった。

今後共、続けるように

財政報告・図の説明、図がわかりにくい

司会者の名前が聞き取れなかった⇒早口、口ごもり。町長も同じく聞き取りにくい。一番何を言っているのかわからないの
は、財政の話です。もっと聞きとりやすく話してもらえませんか？　総務部の方がほんとうに、口の中でモゴモゴひどいで
す。

自然豊かな街づくりを更に大切にできる人作りと街づくり。海・山を大切に想う人に町に移住していただくプラン

ショッピングモールがあれば、女性は楽しい

人口増加対策（若い世帯を受入れ）を積極的に展開してほしい。休日は、色んな地域から遊びに来れる様な魅力あるまちづく
りをして欲しい。第２阪和の複線化を早くしてほしい。

人口の維持、将来の予定人口の話（年齢別の分布図）町内の空き家率、空き家の活用事業等、アウトドアブームの中で、岬町
のＰＲ、アウトドア企業への岬町進出アピール、サイクリングの町としてアピールと共に、自転車用、歩行者用道路の整備

人口の変動についての説明をしてください。

住みやすいまちを作る為に、今後何をするか？

説明が少ない。

ぜひ、続けてほしい。各担当の名前を説明書に記載してほしい

組織健全性は、人・物全てにかかっております。そのうち、人は最近、町民への接し方がよくなってきておりますが、職員の
電話の対応が今少し悪い。こちらの話に”はい”と言わず、”うん””うん”と返答するのを改めてほしいです。

町長及び幹部職員の努力が目に見える

町内放送のマイク、聞きづらい。美化（草刈り）、シルバーで年２回程欲しい。公園をシルバー利用に活用できるよう機具を
置いてほしい。

図書室、特に淡輪公民館、別の場所に設置を考えて欲しい。

ドッグランもいいですが、動物保護施設もほしいです。

長い間、ご苦労様でした。

乗継支線のバスの台数を増やさないと利用者は減少していく。再検討してください。人口減少が進んでいく。



話をしたので、合議するのかを教えて欲しい。

不思議、わからない事等、普段思っている事を直接聞けて大変よいと思います。

文化センターでのタウンミーティングですが、満席でしたが岬町役場の職員さんが多く、ご意見されることもなく、不思議、
不自然な空気感でした。皆さん、田代町長のお知り合いですか？　ビジネスシューズの方が多かったですね。

本日は、わかりやすかった。深日・洲本ライナーの運航もですが、みさき公園にホテルと洲本ライナーの取り組み及び発電所
跡地の施設の誘致。

前のスクリーンと役場の方の説明があれば印刷物は不要と思います。経費削減のため。

まちづくりの要請は、人口を増やすことです。観光で人をよび、人に定住してもらうよう、努力することです。

みさき公園について、じっくり検討して町民が納得できるようなプランをお願いしたい

みさき公園の整備が気になります。

みさき公園の町民に関係する内容は、ホームページのみにせず、配布でお願いしたい。

みさき公園の優先交渉権者の決定ﾌﾟﾛｾｽが見えない。学者等で専門家の顔が見えない。構成員に信用が充分な企業がない。無
理に進めると失敗すると思われる。資金力が主体となる企業があるとは思われない。

岬町の課題は、なかなか難しいと思いました。人口など。

岬町の人、集まる所、若い人、子供、これからの人のために

岬町の魅力をＳＮＳ（ＦＢ－ＬＩＮＥ等）で発信してもらってますが、もっともっと質・量を増やして高めて欲しい

港の入口（公民館）の前の方ですが、ゴミ捨て場の様になっています。どうかよろしく。

もう少し時間が必要だと思う。

もっと、若い方が参加してもらえるような、対策を考えていただきたい。

遊歩道の取り組みについては賛成ですが、以前、役場にも相談しましたが、個人の山林の持ち物内が遊歩道となっています
（八王子の道）できれば、はっきりしてもらえたらいいのですが…。

良い町づくりに向けての対策いつもありがとうございます。職務が忙しいなか、いろいろ大変かと思いますので、ボランティ
アや当日のお手伝いなど出来ればと思います。イベント等がある場合、お声かけいただければと思います。

要望書は早く出すようにしたい。

良かったです。

夜のこの時間は、出にくいです。

療養の休息、特別な医療を受けられる施設を誘致できないでしょうか。大阪府より電車、車のアクセスもよく、温泉や海水を
利用した治療、ホテルのような入院生活、高所得者を対象とする棟と一般診療をする棟に別けて町民にも利用できるようにし
たらと思います。タウンミーティングで各地域へ出向くのは大切ですが、回数が多くなり町民や職員の皆様の負担が大きくな
いのかを心配しています。

若い人の意見を聞く機会が多ければ良いと思う。


