
第８　自由意見調査結果



　アンケートで回答された自由意見にいて、総合計画の実施計画体系により分類・整理してまとめました。
　なお、件数の多いものについては、内容により細分類しており、また、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。

■　件数一覧

理
念 政策 件数

１．安心して消費できるまちをつくる 0
２．犯罪のないまちをつくる 50
防犯 24
街路灯 21
その他 5
３．安心して移動できるまちをつくる 104
歩道 44
道路 33
交通ルール等 20
鉄道駅 7
４．安心して医療が受けられるまちをつくる 42
産婦人科 20
市民病院 13
その他 9
５．健康に過ごせるまちをつくる 4
市民検診等 4
６．安心して高齢期を送れるまちをつくる 41
医療費 8
経済的安定 7
介護支援 11
その他 15
７．だれもが必要な支援を受けられるまちをつくる 19
障害者支援等 19
８．ともに支えあう仕組みが地域にあるまちをつくる 17
生活福祉等 17
９．いつでも学べる機会があるまちをつくる 16
図書館 11
生涯学習 5

10．気軽にスポーツ活動ができるまちをつくる 5
11．様々な文化を育み、守り伝えるまちをつくる 9
伝統・文化 9

12．人権が守られているまちをつくる 2
13．平和の尊さを実感できるまちをつくる 1
14．参加と協働がしやすいまちをつくる 36
広報 8
情報公開 20
その他 8

15．地域の個性が生かされたまちをつくる 22
コミュニティ支援 6
その他 16

16．安心して子どもを生み育てられるまちをつくる 77
乳幼児の保育・教育 33
その他 44

17．子どもが健全に育つまちをつくる 50
学校給食 12
学校における生活指導 13
子どもの居場所づくり 6
健全育成 19

施策

豊かな心を育む
まちづくり

<12件>

市民が主役の
まちづくり

<58件>

安心して日常生活を送れる
まちづくり

<154件>

上手に年がとれる
まちづくり

<46件>

子どもを育むま
ちづくり

<149件>
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地
域
の
再
生

みんながともに支えあう
まちづくり

<77件>

みんなが活躍する場がある
まちづくり

<21件>
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理
念 政策 件数

18．子どもの個性、能力に合った教育環境が整っているまちをつくる 22
学習支援 8
環境支援 10
その他 4

19．災害に強いまちをつくる 11
20．緊急時に迅速で的確な対応ができるまちをつくる 14
緊急医療 12
その他 2

21．観光資源を活用して、にぎわいのあるまちをつくる 25
だんじり祭の活用 17
その他 8

22．市街地ににぎわいのあるまちをつくる 24
駅周辺地域 16
商店街等 8

23．国内外の人たちとふれあえるまちをつくる 0
24．住環境が快適なまちをつくる 44
まちの美観 23
都市整備等 10
その他 11

25．交通渋滞がないまちをつくる 63
東岸和田駅周辺 33
ＪＲ 6
バス 18
その他 6

26．地球と人に優しいまちをつくる 26
ごみ処理 21
その他 5

27．環境汚染を防止できるまちをつくる 20
下水道整備 10
公害 10

28．身近にやすらげる空間があるまちをつくる 27
公園整備 17
自然保護 10

29．新しい産業や特産品を生み出すまちをつくる 2
30．元気に働けるまちをつくる 4
雇用支援 4

31．商工業が活気あるまちをつくる 11
企業誘致 8
その他 3

32．農林漁業が魅力あるまち 4
33．効率的で質の高い事務と施設管理を行う 110
人件費 48
施設・財産管理 58
開庁時間 5

34．職員の能力アップをはかる 63
接遇 33
意識改革 30

35．健全な財政運営 47
市税・国保 28
その他 19

36．その他 118
アンケート 27
まちづくり全般 29
祭について 16
その他 48

自
然
の
再
生

産
業
の
再
生

都
市
の
再
生

快適な生活環境を守る
まちづくり

<107件>

緊急時に対策がとられてい
る
まちづくり

<25件>

にぎわいのある
まちづくり

<49件>
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子どもを育むま
ちづくり

<149件>

施策

心やすらぐ自然環境を守る
まちづくり

<73件>

経済活動が活発な
まちづくり

<21件>

行
財
政
の
再
生

そ
の
他

無駄のない運営を行う

<220件>

その他

<118件>



■　代表的な意見

１．安心して消費できるまちをつくる（０件）

２．犯罪のないまちをつくる（50件）
車上荒しや契約ガレージの盗難等の被害にあっているため、治安の悪化を感じています。そのために市政ができ
ることを考えていただきたいと思っております。
街灯をもう少し多くしてほしいです。学校帰り、暗くてこわいです。オレンジの街灯よりブルーにしてほしいで
す。ブルーにしてから犯罪が減ったと以前テレビでやっていました。おまわりさんにもっと巡回してほしいで
す。
街灯が少ないので夜道を歩くとき、不便で怖いです。だからもっと安心して歩ける明るい街にしてほしいです。

３．安心して移動できるまちをつくる（104件）
阪和線の踏切、朝夕の混雑、雨の日の東岸和田駅の長蛇の列、スムーズに流れるようになるといいですね。
来年から１年生になる子がいるのですが、通学路が13号線でとても心配です。歩道に柵とかをつくってほしいで
す。一度、子ども達が帰る姿を見てほしいです。
高齢者や子どもが安全に通行できるよう歩道の整備を早めてほしい。
いつも使う道路の整理は悪いのに、要らない道をつくりすぎる。
駅周辺の路上駐車の多さにはあきれます。目の不自由な人が車にぶつかってるのを見たことがあるので、みんな
が安心して歩けるようにしてほしいです。
歩行者・自転車の無法状態の改善

４．安心して医療が受けられるまちをつくる（42件）
産婦人科・小児科を充実させてほしい。
市民病院に産科がないのはおかしいと思う。
安心して出産できる病院の拡充。出産できる病院が減少しており、少子化対策の不備が感じられます。
市民病院の医療体制を充実する。
もっと医療費の負担を減らしてほしい。
医療体制の充実を期待したい。

５．健康に過ごせるまちをつくる（４件）
住民の健康診断充実と状況（「転ばぬ先の杖」未然に防ぐ体制づくり。「備えあれば憂いなし」）

６．安心して高齢期を送れるまちをつくる（41件）
高齢者にとって医療費が高く、年金生活者にとって中々思うように病院へ行けないのがつらいです。
年々高齢になっていくのに、介護保険料の負担金が上がり、それに連れて市民税や健康保険料が上がり生活が
益々苦しくなってきている。これ以上高く払うようになれば、生活できなくなっていくことが不安です。
生きがいのある社会にしてほしいです。
高齢者が安心して暮らせる町がとても大切だと思います。皆いつかは年老いていくのですから…。

７．だれもが必要な支援を受けられるまちをつくる（19件）
子どもや障害者ももっと大切にしてほしいです。そのまわりにいる家族にもっと支援してほしい！！
20歳を過ぎてから障害者に対しての支援がほとんどなくなった。

８．ともに支えあう仕組みが地域にあるまちをつくる（17件）
確かに生活保護は自立助長のための制度でもありますが、イタズラに生活保護を打ち切り、経費を削減しようと
はしないでください。働くことのできる体を持つ人間には、働くことのできない体を持つ人間の苦しみは理解で
きないものです。
生活保護費が本当に必要でない人も若い人の中にはいると聞きますが…。把握も酷かもしれないが、しっかり調
査がいるのでは！！

９．いつでも学べる機会があるまちをつくる（16件）
図書館を新しくして、エレベーターをつけてほしい。
生涯学習がとても身近なのはいいと思います。

10．気軽にスポーツ活動ができるまちをつくる（５件）
小学校にプールを設置してください。
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11．様々な文化を育み、守り伝えるまちをつくる（９件）
城下町として発展した歴史ある伝統的な町で、昔ながらの習慣を大切にする良い土地柄だと思います。
文化面では非常に興味が薄く、遅れているのが残念です。せっかくの歴史の重みが無駄にならないよう「温故知
新」の市政を心より希望します。
「文化・芸術の振興」＝「だんじり」なら税金の無駄遣い。だんじりに頼り過ぎないまちづくりをして下さい。

12．人権が守られているまちをつくる（２件）
だれもが平等な町づくりをしてください。

13．平和の尊さを実感できるまちをつくる（１件）
平和が一番。

14．参加と協働がしやすいまちをつくる（36件）
岸和田市が今何をしているのか、また、何をしようとしているのかをもっと市民に知らせて欲しいと思います。
たとえば「市政だより」も他市の中には数十ページもある内容たっぷりの広報紙をつくっているところもありま
す。もっと内容をきめ細かく、市民に伝えてほしいものです。
正直にいうと市役所の日々の活動が、我々末端の市民までは見えにくいと思います。
自治基本条例ができて期待していたが、条例に基づくような様々な市民との協働に心がこもっていない気がす
る。
条例どおり手続きを踏まなければ説明責任が果たせないから、実施しているとしか見えてこない。条例の趣旨に
沿ったような取組をしていくべきだ。

15．地域の個性が生かされたまちをつくる（22件）
高齢者が増え、地域活動に支障をきたす前に、サポート体制の充実をお願いします。
岸和田以外から引越してきたため、コミュニティの参加などで個性的すぎてついていけない。
近所づきあいが不安に思います。

16．安心して子どもを生み育てられるまちをつくる（77件）
・保育所の待機児童の減少に力をいれてほしい。
・病児保育のできる場所を提供してほしい。
時代の流れで、保育所の民営化を止めることは難しいのであろうが、「安かろう悪かろう」になることは間違い
ない。子どもは未来。岸和田市として、英断してオンリーワンの市となってほしい。
近所の幼稚園も存続の危機にあるとか。こういう状況を見ると子供を産んで育てたい、安心してできそうだとは
思えません。心配です。産科も選べて幼稚園も選べて、生活圏内で子育てが出来ればいいなと思います。
児童扶養手当が現在は高校３年生までだが、大学に進学する人のみ。せめて20歳まで、出来れば22歳まで延長し
てほしい。手当ての支給も離婚・死別等でもっと考慮してほしい。
子どもの医療補助も４歳までなんて、他の市に比べたら岸和田の子育て支援は悪すぎる。少子化対策というなら
もっと市民の立場になれば分かるはずだ。（出産費補助・医療補助その他）

17．子どもが健全に育つまちをつくる（50件）
学校の給食は自校方式のままでセンター方式にはしないでほしい。
健全な活動をされている子どもたちを横目に、夜あそびなどをせざるを得ない子どもたちのことを知ってくださ
い。彼ら彼女らの思いに寄り添ってくれる学校教育を期待します。
不良が多い。もっと学校を厳しくしてほしい。生活指導に力を入れる。

18．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（22件）
学習能力の向上
小学生や中学生がもっと未来に希望をもって生きれるように、仕事や親になること、福祉・医療をもっと身近に
感じ見学・体験できるシステムが充実してほしい。
学校に熱中症対策として、エアコンは無理としても扇風機の設置数を増やしたり、冷水機を設置するなどをお願
いしたい。とてもいい環境とは思えません。

19．災害に強いまちをつくる（11件）
地震に備えての災害対策と防災も私たちの身近な所へは何も伝わってきていません。

20．緊急時に迅速で的確な対応ができるまちをつくる（14件）
急病になった時の救急医療の充実に今まで以上にがんばってほしいと思う。
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21．観光資源を活用して、にぎわいのあるまちをつくる（25件）
「まつり」にこだわり過ぎの面があり、他地域の人には魅力的に映っていないと思う。（地名は有名だが、「良
い環境」とは思われていない）
岸和田城という観光スポットがあるのに、もう少し観光スポットとして力を入れて観光収入をはかったらどうか
と思います。

22．市街地ににぎわいのあるまちをつくる（24件）
ＪＲ東岸和田駅周辺を早く整備願う。
岸和田の商店街の活性化を何と考えるのか。シャッター通りの多さ、通行人の少なさ、行政がしっかりせねばな
らぬ。消滅する気配だ。

23．国内外の人たちとふれあえるまちをつくる（０件）

24．住環境が快適なまちをつくる（41件）
犬や猫を飼っている人達は好きとか寂しさで飼っている人が多いと思いますが、地域への迷惑をかけないよいう
にする市の条例を作ってほしいです。
モラルの問題と思うのですが、道路の植え込みの中に缶や紙くずの多いこと。街をきれいにすると思う意識も必
要では。

25．交通渋滞がないまちをつくる（45件）
東岸和田駅周辺の計画はどうなっているのか？
巡回バスを広範囲に運行。

26．地球と人に優しいまちをつくる（26件）
ゴミの有料化に疑問あり。
地球の温暖化が進んでいます。岸和田市としてＣＯ２削減に向けた取組、クリーンエネルギーの活用を一日も早
く実施し、強化を図ってください。

27．環境汚染を防止できるまちをつくる（20件）
下水道の完全整備
下水道の新規事業を中止し、現段階で接続率をあげること！
近所との騒音にもっと真剣にとりくんでほしい。

28．身近にやすらげる空間があるまちをつくる（27件）
市の公園の充実、または増設（学校の遊具を土・日・祝に使えない。）
もっと自然を大切にしてほしい。

29．新しい産業や特産品を生み出すまちをつくる（２件）
結婚して30年間、岸和田に住んでいますが小鳥の声・自然環境は変わっていません。
もう少し活性化してほしい。道路たくさんできて便利になってきたが、岸和田らしい何かをつくってほしい。

30．元気に働けるまちをつくる（４件）
高齢者・障害者も働ける産業の創出（農業も含む）

31．商工業が活気あるまちをつくる（11件）
町に活気がない。祭以外では静かな町であるが、企業誘致で雇用の安定を図ってはどうか。

32．農林漁業が魅力あるまちをつくる（４件）
市街化区域をふやし、農地がどんどん住宅地になって、雨がふると川（ミゾ）が水であふれる。
住宅の子は平気で田んぼにゴミを捨て、農地の中を歩いたりする。野菜が人の手で苦労してつくられていること
が、分かってない。
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33．効率的で質の高い事務と施設管理を行う（111件）
市職員の給与体系を見直すべきでは。人件費の削減をもっと実施してほしい。
財政赤字を減らすために、思い切った行政のスリム化を１番に望む。もっとコスト意識をもってください。
そんなにも人間はいらんやろ！！
お金の配分を考えるより、現在の使い方で充分な活動等が各部署でなされているか再度考えてほしい。
会館などの建物等ハードよりも、中身、ソフトの部分を充実させてほしい。
土日祝も開庁してほしい。

34．職員の能力アップをはかる（63件）
私は外国から来たものです。市役所の人たちはもっと笑顔でやさしくしてほしい。何かおこって話をしている様
に見える。毎日、同じことをして退屈そうにしているけどお金をもらって仕事をしているのだから。市民はお客
様。あなた達がえらい訳でもないのに上からものを言っている様に感じる。私の国では、そのスタイルはだめ。
変えてほしい。
市役所の対応が悪い。不親切。聞かないから言わないという役所の職員が多い。
職員もトップダウンで仕事をこなすだけではなく、市民の立場に立ったスピードある効率的な仕事を積極的に自
ら提案し、市民サービスとは何か、よく考え業務や組織の効率化と仕事の方向とか質を変える努力が必要だ。

35．健全な財政運営をおこなう（47件）
市民税が高すぎるので考えていただきたい。
国民健康保険料の課税対象から不動産保有額の除外
夕張を他山の石とせずに頑張ってください。
赤字の市の財政を市民の税金で補うという考えはいかがでしょうか。市長をはじめ市職員の給与などで見直して
ください。
借金財政の早期解消

36．その他（120件）
アンケートの項目が抽象的過ぎるのではないでしょうか。項目を見ただけでは内容が思い浮かびにくいようなも
のもあるようです。もう少し、分かりやすい具体的な内容でアンケートをとってほしいと思います。
調査されたことを必ず実行していってほしい。
他県の人には「岸和田＝だんじり」のイメージがあり、知名度もあがってきているように思います。自分自身も
嬉しく思いますが、マナーが悪い！！祭は何でもありなんでしょうか？
岸和田に住むすべての人が、未来に希望のもてる町であるといいなと思います。
安心して住めるまちづくりをよろしくお願いします。
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