
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８ 自由意見調査結果 
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第８  自由意見調査結果 
 

アンケート用紙の自由記入欄に書かれた自由意見を、岸和田市の政策体系別に分類し・整理してまとめました。 

なお、表中の数字は関連する内容の総数で、自由意見記入回答者の総数とは一致しません。 

 

安心して消費できるまちをつくる 0

 

犯罪のないまちをつくる 54

夜道が暗く、安心して歩けないので、街灯を増やしてほしい。 

治安が悪いので、防犯対策にもっと力をいれてほしい。 

防犯対策も、市民全体で取り組むべき。 

警察官が交番にいないのはおかしい。 

不審者などの通報をしても、警察がパトロールをしてくれない。 

 

安心して移動できるまちをつくる 72

自動車・バイクの危険な運転が多い。取締まりを強化すべき。 

駐車違反が多くて通行するのに危険なので、啓発や取締りを強化してほしい。 

自転車に乗る人の安全を確保してほしい。 

春木駅周辺が、安心して通行できない。 

道路工事（水道・ガス・下水道など）のあと、道路を元どおり平らに戻せ。 

歩道のない道路が多い 

歩道の段差解消 

危ないので、家の前の溝にフタをしてほしい。個人負担だと聞いたが…。はまっている人がいる。 

車が多すぎる。 

 

安心して医療が受けられるまちをつくる 25

医療費が非常に高い。 

医療への支援にもっと力をいれてほしい。 

24時間利用できる病院（いつでも同じ診察が受けられる）があればいい。 

医療は他市に比べ、充実していると思う。 

引っ越してきたら、病院がどこにあるのか分からないので、町ごとの病院マップを配布してほしい。 

市民病院で診療を休止している科を早く再開すべき。 

市民病院も、夕方から診察を受けられるようにしてほしい 

市民病院を充実させてほしい。 

 

健康に過ごせるまちをつくる 6

市民健診をもっと充実させてほしい。 

健康づくりへの支援（例えば、ジムに通うのに補助金がでるとか）。 

 

安心して高齢期を送れるまちをつくる 35

高齢者の働く場や活躍の場を与えてほしい。 

介護保険料が高い。 

介護保険も、必要な人とそうでない人をもっと見極めるべき。 

ケアマネージャーを公人にすべき。業者だと、儲けに走らざるを得ません。 

公立の高齢者施設が多く建設されることを望みます。 

今の高齢者施設は高すぎる。国民年金で入れる高齢者施設をつくってほしい。 

高齢者が安心して生活できるまちにしてほしい。 
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高齢者の医療費（窓口での自己負担分）を、市が払ってあげるべきである。 

 

だれもが必要な支援を受けれるまちをつくる 12

障害者が生活しやすいまちにしてほしい 

障害者への支援に、もっと力をいれるべき。 

障害を持っているので、職に就けず生活が苦しいし、将来が不安です。 

 

ともに支えあう仕組みがあるまちをつくる 33

国民健康保険料が高い。 

生活保護を、もっと適正にすべき。働いて税金をいっぱい取られ、ばからしくなる。 

年金の増額。 

岸和田は、母子家庭の認定がゆるい。もっときっちりと調べてほしい。 

社会保障をしかっりとしていただきたい。 

 

いつでも学べる機会のあるまちをつくる 10

常盤青少年会館の建替え。 

地域学習等の多様化 

子どもから老人まで余暇を楽しく過ごせる施設やサークルを、もっとつくっていくべき。 

社会人が夜に自己啓発のために勉強できる環境をつくってほしい 

図書館を祝日も開館してほしい 

他市のように、図書の予約をインターネットでできたら、どんなにうれしいか。 

 

気軽にスポーツ活動ができるまちをつくる 12

スポーツ施設を充実してほしい。 

岸和田にも、温水プールがあればいい。 

市民プールをつくって、低料金で教室を教室を開いてほしい。 

 

様々な文化を育み、守り伝えるまちをつくる 9

岸和田固有の文化への支援。 

古い文化、伝統と調和のとれたまちづくりを期待します。 

古城跡を保存し、活用すべき。 

浪切ホール、金をかけたが利用者あるのか？税金の無駄使い 

浪切ホールのような立派な施設があるが、どれだけ市民一人ひとりの役に立っているのか分からない。 

 

人権が守られているまちをつくる 5

大阪市では解放同盟のことが問題になっていますが、岸和田市はどうなっているのですか？ 

女性がいきいきと働き、仕事と家庭を両立させるためには何が大切なのか、といった視点で税金を使ってほしい。

 

平和の尊さを実感できるまちをつくる 1

平和なまちづくりをお願いします。 

 

参加と協働がしやすいまちをつくる 48

今こそ、市と市民が力を合わせ、様々な問題に取り組んでいくべきではないか、と思います。 

市民一人ひとりが岸和田市をよりよい市にしていこうと思って、何か行動を起こすにはどうしたらいい？ 

外国人の参政権には、反対です。 
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市の取組や職員の活動が見えてこない。市民との交わりを強化してほしい。 

市の取組で知らないことが多く、もっと「こんな支援を受けれます。」的な広報を充実すべき。 

情報公開を、よりいっそう徹底していただきたい。 

ボランティアや地域活動があるなら知りたい。どうすれば知れるの？ 

 

地域の個性が活かされたまちをつくる 16

地域に、様々な人が交流できるスペース・場が必要。地域とのかかわりが一番。 

町内会（自治会）運営を改善していくのに、行政が力を貸すべきと思います。 

現在住んでいる地域に自治会がないので、自治会をつくってほしい 

岸和田の地域のつながりはとてもいいと思います。 

祭のあり方と新住民とのかかわりの持ち方が今後の岸和田にとってのＫＥＹになると感じます。 

 

安心して子どもを生み育てられるまちをつくる 96

産科、小児科の充実。 

児童手当の増額。 

小児救急にもっと力をいれてほしい。 

家庭でのしつけの力の低下が著しいので、地域で子どもを育てる仕組みづくりをしてほしい。 

他市に比べ、乳幼児医療が遅れすぎ。年齢を上げろ。 

子育てに関する情報がはいってこない。市内全般に情報が届くように積極的に行動してもらいたい。 

保育所が少ない。待機児童の解消を。 

保育料が高い。 

保育所への適正な入所を。暇そうにしている人の子どもが入所している。きっちりと調べるべき。 

24時間利用できる保育園があればいい。 

保育園は満員なのに、幼稚園では３歳児保育をしていない。どうなってんの？ 

幼稚園の３歳児保育を早く実施してください。 

すべての子どもが公立幼稚園に入園できないって、以前住んでいた所と比べてレベルが低すぎます。 

市民病院に産科がないって信じられない。早急に対応すべし。 

子育て支援が他市と比べてよくない。公共工事をやめて、税金を子どものために回すべき。 

 

子どもが健全に育つまちをつくる 73

子どもの虐待がないまちを望む。 

小学校給食の市直営を守ること。食育の大切さが分かっているのか？ 

中学校も給食をしてほしい。 

子どもの安全確保が大切。子どもが安心して生活できるようにしてください。 

コンビニの前や駅にたむろしている子どもが目にあまる。どうにかならないのか？ 

マナーの悪い若者が多すぎる。 

若年層の非行が目につく。 

子どもが外で元気に遊べる場所（広場など）がない。 

チビッコホームに入れる人数を増やしてほしい。待機児が多すぎ。拡充を。 

 

子どもの個性、能力にあった教育環境が整っているまちをつくる 75

小学校低学年から英語教育を取りいれてほしい。 

すべての学校にプールがないのはおかしい。 

40人前後を１人で担任するのはどうかと思う。クラスの定員を減らして細かいところまで見てほしい。 

子どもの教育は学校だけにまかせてはいけない。社会全体で指導・交流できる仕組みづくりをすべき。 
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第８ 自由意見欄 

 

校外学習で美術館に行ったり、道徳の時間を多く取るなど、塾に行かなくてもすくすく学べる環境を整えてほしい。

義務教育だからといって、生活態度が悪いのに留年なしで進級できるのは間違っている。 

岸和田は高齢者には手厚いが、子どもに対しては冷たい。子どもの教育にもっと関心を持つべき。 

子どものいじめに関する事件が多く不安。教育現場の人たちがもっと真剣に子どもとかかわってもらえたら…。 

小学校も全校で制服にしてほしい。私服は差がでて、いじめの原因になると思う。 

学校が非常に老朽化している。祭にかけているお金をまわせ。 

学校の防犯対策をきちんとしてほしい。学校に警備員（民間委託）を配置したらどうか。 

通園・通学路に歩道がない。もっと配慮が必要だ。 

大きな道路を渡らなくてもいいような通学区設定の配慮がほしい。 

 

災害に強いまちをつくる 14

前回配付された津波のハザードマップは分かりにくかったので、もっと具体的に訓練等を呼びかけてほしい。 

避難場所にもなっている学校がボロボロ。あんなところに避難できない。家の方が安全だ。 

災害後の医療体制をすぐに整えられるようにしておいてほしい。 

岸和田市の福祉関係には満足していますが、災害対策には非常に不満があります。 

これからは、災害対策にもっと力をいれるべき。 

 

緊急時に迅速で的確な対応ができるまちをつくる 10

市民病院の救急医療体制を充実してほしい。民間病院に頼るだけではいけないのではないか。 

夜間の救急を市民病院で必ず受診できるようにしてほしい。 

救急時の市民病院の対応が悪すぎる。 

救急車が足りないように思う。要請しても、30分待たされた。 

消防署の設備が、他市に比べてどうかと思います。 

 

観光資源を活用して、にぎわいのあるまちをつくる 14

だんじりだけではなく、岸和田をもっと全国にＰＲすべき。 

「岸和田＝だんじり」はもういいのでは？もっと他にアピールの方法はないんですか？ 

集客施設（遊ぶところ）をもう少し増やし、観光客をもっと増やす。 

だんじりに税金を使いすぎ。市としてだんじりに税金を使う必要なし。 

岸和田城周辺の整備。きっちり整備する。 

祭の観覧場所拡大のため、旧26号線を閉鎖して曳行コースに入れることを至急決定する必要があると考える。 

 

市街地ににぎわいのあるまちをつくる 27

駅前の駐輪場をもっと安くするか、無料で停められる場所をつくってほしい。 

岸和田駅の駐輪場ですが、回数券（10回の金額で11回利用できる）があると便利。 

南海春木駅周辺を整備してほしい。もう何十年も何の変化もありません…。 

ＪＲ東岸和田駅周辺は、あまりにひどい。せめて裏にも改札をつくるべき。早急に整備を願う。 

南海岸和田駅前の大胆な開発を行い、岸和田の顔をつくってください。 

にぎわい市などのイベントに活気がない。年々、おもしろくなくなってきている。 

20万都市でありながら、シティホテルが一軒もない。積極的に誘致。 

 

国内外の人たちとふれあえるまちをつくる 5

外国人のインフォメーションを多く（先日も言葉がつながらず、困っている外国人を見ました。）。 

国際的なまちにしてほしい。 

テレビ岸和田だけ許可せず、他の会社も参加させてほしい。 
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住環境が快適なまちをつくる 54

住居表示のスピードアップを。 

住宅開発が税金の無駄使いに思える。自然の破壊であり、必要以上に金をかけすぎ。 

岸和田のめざすまちづくりは、大阪のベットタウンとしての住宅都市。 

都市計画が近隣と比べて遅れていると思う。 

ペット（犬）の糞尿の路上放置が目立つ。 

街路樹の手入れがなされていない。 

道路などに人の名前や町名を書いているのが、岸和田市民として恥ずかしい。 

不法投棄が 近よく目立ちます。市と警察が一体となって取り組めないのでしょうか？ 

ポイ捨てのゴミがひどい。岸和田のマナーの悪さに驚きです。 

岸和田は近隣の市と比べて、まちが汚いように思う。 

ゴミの収集回数を増やしてほしい。 

ゴミの収集を丁寧にしてほしい。車から落ちたゴミはそのままにして行ってしまうのか？ 

小型の粗大ゴミは、ある程度たまるまで頼めなくて、処理に困っている。日を決めて収集できないか？ 

他市に比べ、水道料金が非常に高い。 

 

交通渋滞がないまちをつくる 69

車以外の交通手段が貧弱。 

山手の交通の便をもっとよくしてほしいです。 

南海バスの本数を増やしてほしい。 

ローズバスを山手の方にも伸ばしてほしい。なぜ、海側だけ優遇されるのか。 

泉州山手線の延伸を急ぐように。 

新しい道ができても途中でとまっている。そんな開発はやめろ。 

東岸和田の踏切の交通渋滞をなんとかしてほしい。いったい高架はいつになったらできるのか。 

春木駅を高架にして、一方通行を解除してほしい。 

 

地球と人にやさしいまちをつくる 19

夏に施設駐車場が熱くなり大変迷惑。雨水を通す素材で舗装するなどの蓄熱効果を減らす義務を課すべき。 

ゴミの分別を詳しく説明してほしい。環境のために今よりきちんと分別したい。 

中途半端な市の分別はウンザリだ。自治会等に任せず、すべての分別ゴミを市が回収すべき。 

ゴミのリサイクルについて、市だけの費用ではなく、販売メーカーにも回収するように言えばいい。 

ゴミの収集のやり方は気にいっている。他市にも自慢できる。 

ゴミを分別しない人が目に余る。 

日常生活で出るゴミにも有料券が必要でしょうか？そのために税金を払っています。税の二重取りです。 

 

環境汚染を防止できるまちをつくる 16

汲取りは環境汚染につながるので、至急、下水道を岸和田全域に。 

下水道の整備が遅い。 

下水道整備をしっかりしてくれているので、いい。 

車の騒音がすごい。 

排気ガスなどによる空気の汚染。 

異臭がする。調べてほしい。 

隣家のカラオケがうるさい。こういう声を聞く電話がほしい。 
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身近に安らげる空間があるまちをつくる 28

公園が少ない。早くつくってほしい。 

公園の清掃や管理をきちんとしてほしい。犬・猫のフン、ポイ捨てゴミ、樹木の葉の掃除・剪定など 

夜、公園が暗くて危ない。街灯をつけてほしい。 

もう少し、まちに緑を増やしてほしい。 

市街化調整区域の森林伐採が公然と行われている。行政が黙認しているのはおかしい。 

自然との共生を考え、里山や浜辺のあるまちにしてほしい。 

自然がいっぱいの環境のいいまちになるといいなぁ。 

 

新しい産業や特産品を生み出すまちをつくる 3

昨年開業したが固定資産税が非常に高い。新規開業を増やすためにも開業後１年間ぐらいは何か対策が必要では？

 

元気に働けるまちをつくる 6

貝塚市や和泉市には工場が多く仕事があるが、岸和田には少ないのが残念。岸和田で働く場所がほしい。 

再就職への支援強化。 

 

商工業が活気のあるまちをつくる 33

商店街の店をもっと増やしてほしい。 

散歩しながら買い物をし、少しくつろぐことができる、そんな商店街等があればと思っています。 

商店街を活性化する必要がある。 

普通の日でも行きたいと思えるような商店街にしてほしい。 

積極的な大企業誘致。仕事を生み出し、税金を生み出す。 

地場産業の育成を。 

中小企業に支援を。 

 

農林漁業が魅力のあるまちをつくる 1

林業の振興に支援を。 

 

明確な目標設定と評価により運営を行う 7

透明な施策、納得のいく市政でお願いします。市民のコンセンサスがあれば、税金があがってもいい。 

無駄な使い方をせず、優先順位をはっきりとさせて有効に税金を使ってください。 

「予算がいくらかかる。」ではなく、「その予算でどんな効果が現れるのか？」という考え方をすべき。 

メリハリのある予算編成をすべき。市にとって 高の顧客をどこに置くのかを考えるべき。 

 

高い成果を生み出す職員を増やす 56

市職員の意識改革。 

市職員の規律の厳格化。 

職員の対応・態度が悪い。 

以前と比べ市職員の対応がずいぶんよくなったが、まだ不十分な部分がある。 

税金を使って福利厚生を充実させなくてもいいです。 

お城周辺に職員駐車場をつくるな。公費を使うな。電車・バスで通勤しろ。 

 

効率的で質の高い事務と施設管理を行う。 79

仕事の内容のわりには職員が多い。市職員を減して中身の濃い仕事をし、削減した人件費を市民に還元すべき。 

第２の夕張市にならないために、市職員を１人でも多く減らす。そのくらいの心構えが必要。 
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一般の会社員より市職員の給料が高すぎる。一般のサラリーマン並みに給料を下げろ。 

世間では給料がカットされたりしているのに、市職員の給料がきっちりとあがっていることに不満を感じる。 

社会が変化しているのに、市役所は何の変化もない。行政組織の改革・活性化を進めるべき。 

戸籍の電算化のように市内部の効率化ばかりではなく、各種申請の電子化など市民の利便性に目を向けるべき。 

年度末になると、随所で道路が掘り起こされる。もっと計画性を持ってやってほしい。 

地域施設としての学校施設も市の宝。空き教室などを有効活用すべき。 

箱物行政、今後は慎重に。 

様々な団体への補助金、適正かつ有効に使われているのか把握しているのか？チェックをきっちりとすべき。 

市役所を土日やお昼にも利用できるようにしてほしい。 

お金は必要になるときに備えて節約し、無駄使いをしない。 

私たちから集めたお金を大切に使ってください。 

このままでは第２の夕張市になる。無駄使いを減らすべき。普通の企業ならつぶれているのでは。 

税金を無駄に使っている。 

 

健全な財政運営を行う 18

市民税が高い。毎日朝から晩まで働いて、家には寝に帰るだけなのに…。正直バカバカしい。 

固定資産税が高すぎ。 

固定資産税や市民税を下げてほしい。 

学生の間の税金を何とかしてほしい。アルバイトで学費を貯めても、税金を引かれるのは納得がいかない。 

岸和田市の赤字財政を庶民感覚で立て直さなければ、夕張市のようになりかねない。職員の意識が低いと思う。 

 

その他 152

このアンケートが本当に市政に反映されることを望みます。 

市民に対してこんな声掛けがあるのは初めてで好印象です。続けてほしいと思います。 

こんな調査はやめてください。このことだけでも税金の無駄使いではないですか？ 

アンケート項目が多く、分かりにくい。内容を精査すべき。 

だんじりはもういい。迷惑。花寄せ、走り込み、太鼓の音。 

祭の日程を変えたのには大反対。ただの地方祭に成り下がってしまった。 

旧市ばかりきれいにするのはやめてほしい。山手の活性化にもっと力をいれるべき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


