第 15 回「私の願い聞いてよ」町民アンケートの集約結果報告

2016･12･22

６２通のご回答をいただきました。ご回答いただいた皆さまありがとうございました。
質問順に、ご報告します。
１、身の回りや生活のことで困っていることについて、お書きください。（公開可能なも
ののみ掲載）
身の回りで困ったこと
○小中学校用のマイクロバスを町で購入。クラブや町での移動用にぜひ、お願いします。
（吉見男 40 代）
○尾張池公園は 3 年前に遊具が撤去されてから何もなく、要望してブロックの座るのを
おいてもらったが、昔みたいに遊具やせめてベンチくらい整備してほしい
尾張池の周りのランニングコースが荒れてきているので整備してほしい。（嘉祥寺男 60
代）
○わずかな年金から介護保険料を引かれて、残るのはわずか何千円では生活できません。
（吉見女 70 以上）
○乳ガン検診の年齢が 40 歳以上となっているが、最近は、30 代の有名人が乳ガンを発
症した例も多く、年齢をさげてほしい。（吉見女 30 代）
○田尻町に移り住みたいと思う政策が大事なのでは。
一部の方の一時の助成は必要がない。（嘉祥寺女 60 代）
○インフルエンザ予防接種の負担が大きくて困っています。高齢者だけでなく子どもも
一部を負担してもらいたい。子ども 1 回目 3000 円、2 回目 2500 円、我が家は 3 人の子
どもがいるので、子ども分だけでも 16500 円必要です。（吉見女 30 代）
○用水路の擁壁を早く修繕してほしい。（吉見男 70 代以上）
○廃品回収車が朝の通勤時間帯に狭い道をふさぎ、迷惑です。（吉見女 30 代）
○側溝のグレーチングの隙間から落ち葉やゴミがたばこの吸い殻が落ちます。解決して
ほしい。蚊の駆除剤の散布をお願いしたい。（嘉祥寺女 60 代）
○介護保険はきわめて高すぎる。町としても老人層の負担を少しでも和らげる対応策を
考えてほしい。町内全体の道路の拡幅、駅前広場の交差点の角を丸める工夫をしてほし
い。（吉見男 70 以上）
○ふれ愛センター前から府営住宅や合同宿舎に向かう歩道が暗いです。街灯を増やすか、
高さを下げるかしてほしい。 （りんくう女 50 代）
○新聞紙・雑誌・ボロなどの回収日が少ない。雨が降れば出せないので不便です。田尻
町としていつでも入れられる場所を確保してほしい。そして、その収入を町のために役
立ててほしい。（吉見女 60 代）
○インフルエンザ予防接種費用の半額でも助成してほしい。子ども 3 人親 2 人だと 3 万
円近くいる。学校給食費を無料にしてほしい。栗山町長にはもっと政策を町民のために
しっかり仕事をしてもらいたい。（嘉祥寺女 30 代）
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○ふれ愛センター横の木が道にでているので切ってほしい。りんくうポート、府営住宅
の前の樹木も道にはみ出し車の運転に差し障りがあります。切ってほしい。ふれ愛セン
ター浜側の交流広場でのボール遊びを禁止してほしい。堤防へのボール投げも禁止して
ほしい。子どもたちがボール遊びできる場所をつくってあげてほしい。嘉祥寺女 40 代
○町内放送が聞きづらい。聞こえにくい。（吉見 40 代 60 代）
○迷惑駐車の取り締まりや禁止の標識の設置や防犯カメラの設置をお願いしたい。
（嘉祥寺男 40 代）
○子宮ガン、乳ガン検診は毎年、受診できるようにしてほしい。毎年受診できるところ
もあり、産婦人科の先生も毎年受診したほうがいいと言われました。
（女 40 代）
○産休あけに保育所を退所になりました。出産後３～４ヶ月は保育所に通わせてほしい
です。（吉見女 30 代）
○町の至る所で蚊が飛んでいていつも子どもが刺されます。町として害虫駆除対策をし
てほしい。土日に町役場を開庁してほしい。平日の延長開庁していないので、月１回で
も休日開庁があれば助かります。子どもを遊ばせる公共施設、とくに乳幼児の施設が土
日祝日でも開いていると助かります。（りんくう女 30 代）
○空き地の草を取ってください。（吉見女 50 代）
○夏の参院戦の期日前投票立会人が無様に座っている態度が気になりました。改めてく
ださい。
○野菜や果樹の窃盗が多いので困っています。
○漁港付近で野良猫を確保し、避妊手術をして地域に帰し、餌を与えている人がいます。
捨て猫をしない、できない環境づくりをし、地域猫として共存できるよう町として考え
られないでしょうか。
○育児支援センターと田尻町の健康課が連携されていなくて、両者のアドバイスや意見
が食い違い、どちらを信用したらいいのか、わかりません。
（りんくう女 30 代）
○幼稚園の駐車場がないので困ります。（嘉祥寺女 30 代）
○春日神社前の児童遊園にいつもゴミが散乱しています。清掃していただいている方が
いらっしゃいますが、ゴミを捨てないようにできません。（吉見女 40 代）
○電池や電球の無料回収をしてほしい。（吉見男 50 代）
○農地の野焼きをやめてほしい。洗濯ものに臭いがつく、窓を開けられない。吉見地区
駅上には公園がない駅上広場に駐車場がないので、周辺に駐車されている駐車場を整備
してほいい。吉見ノ里 2 号踏切は車両通行禁止だが、各幅して車両が通行できるように
してほしい。（吉見男 40 代）
○街灯は災害に備え、ソーラー方式にしてほしい。
役場の住民票などの発行手数料が高すぎる、無料でしてほしい。
○水道工事があったが、舗装が全面復旧されておらずつぎはぎだらけの道路になりまし
た。大阪ガスがガス工事したときは全面復旧でした。工事後につぎはぎで復旧するので
なく、全面復旧してほしい。（嘉祥寺男 40 代）
○関西ホーム 3 期のところに迷惑駐車が多い、なんとかしてほしい。
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吉見男 50 代
○旧花王石鹸跡地のフェンス沿いの迷惑駐車をやめるように啓発看板を設置してほしい。
○土日朝 8 時のチャイムをやめてほしい。町道際の雑草を刈ってうつくしくしてほしい。
（吉見 50 代）
○大きな災害時での避難場所がほしい。（嘉祥寺女６０代）
○介護保険料が高すぎる。りんくう女７０以上
○介護保険料や国保料が安くなればいいのに、と思う。りんくう女７０以上
○インフルエンザ予防接種は６５歳以上が 1000 円というように子どもも助成してほし
い。（りんくう女 50 代）
○高校の授業料無償化が所得制限がつくようになりました。ぜひとも全員対象にすべき
だと思います。（女 40 代）

２、子ども医療費助成が高卒まで実施されるなど子育て世代の施策がすすみました。
いま必要なことは、高齢者世帯が実感していただける施策実施が必要だと考えます。
どう思いますか？
いいと思う

34 通

よくない

6通

どちらとも言えない

9通

無回答

13 通

ご意見
○ 10 ％町民税減税は恩恵がないので、負担の大きい介護保険料の減額をしてほしい。
（嘉祥寺女 60 代）
○吉見ノ里駅前商店街をもっと活性化してほしい。（吉見女 70 歳以上）
○医療費助成は大事だと思うが、もらう側の意識の向上を願う。泉佐野市のように水道
料金の減免をしていほしい。（嘉祥寺女 60 代）
○お年寄りは何でも無料というべきものではない。
所得のあるお年寄りからは応分の負担を、医者にかかりすぎないようにある程度限度を
もうけなければならない。 （吉見男 70 代）
○車で公共施設への送迎の実施を。（嘉祥寺女 60 代）
○府全体のバランスなど考慮する必要はまったくない、田尻町独自にできることからや
っていくとよい。（吉見男 70 以上）
○田尻町は水道料金が高いので、65 歳以上は減免制度を導入してほしい。
（りんくう女 50
代）
○過去に行っていた敬老年金を復活させてほしい。
また、高齢者の医療費助成を希望します。（嘉祥寺女 70 以上）
○敬老年金の拡充。65 歳から実施を （嘉祥寺 60 代）
○長寿祝い金条例の一部変更の可決はおかしい。元に戻すべき。
吉見 70 以上
○ 100 歳で 100 万円でなく、80 歳ぐらいで祝ってください。（吉見 60 代）
○高齢者が増えるなかで高齢者施策に力を入れることは、若い世代にツケを回すことに
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なるので好ましくない。（女 40 代）
○医療費助成が必要
（吉見男 50 代）
○介護保険料を下げてほしい。（吉見女 50 代）
○敬老年金のバラマキ施策は、あまり満足感をあたえることにならず、行うべきではな
い。（嘉祥寺男 50 代）
○若年層が暮らしやすい町にすることが先決です。
○高齢者中心の施策ではなく、これから日本を担っていく世代の経済的充実を優先する
ことが、高齢者をささえられることになる。（りんくう女 30 代）
○過去に実施されていた施策の一部と紹介されていまますが、また実施していただきた
い。（嘉祥寺女 70 位以上）
○よく病院へいく高齢者の薬代を減らせるようにしてほしい。ボランティアを増やし、
高齢者の外出を増やす施策が必要。バラマキ助成は必要ない。（嘉祥寺女 60 代）
○高齢者が働ける場所の確保が必要。（吉見男 50 代）
○高齢者世帯には、町内放送が聞きやすくできる受診設備の配布の検討を。（吉見女 40
代）
○買い物に便利なように車を配車してほしい。
吉見ノ里駅あたりに日用品や食料品などのお店がほしい。
○敬老年金などはありがたいと思います。 （吉見女 70 代）
○生涯、田尻町で暮らせるよう受け皿が絶対不可欠です。（嘉祥寺男 50 代）
○健康に生きれば医療費削減につながる。毎日、１時間程度運動していただけるような
施策がいい。(嘉祥寺女４０代)
○りんくうタウンでの体育館建設を楽しみにしていた。お金のバラマキではなく。根本
的な施策ができていない。 (嘉祥寺女６０代）
○敬老年金を以前のように支給してほしい。（りんくう女７０以上）
○敬老年金を支給してほしい。（りんくう女７０以上）
○後期高齢者保険料が高い。補助してほしい。 （嘉祥寺女６０代）
○介護保険料を納めて一度も介護保険を利用せず、健康で長生きしている人に少しでも
還元してください。
（りんくう女７０以上）
○敬老年金の支給 （りんくう女７０以上）
○敬老年金の支給 （りんくう女７０以上）
３、共産党議員団は、家庭ごみを有料化しているほとんどの自治体で導入している
「30 ㍑袋」を来年度予算で導入することを求めています。どう思いますか？
いいと思う

36 通

よくない

7通

どちらとも言えない

15 通

無回答

４通

「いいと思う」の意見
○泉佐野市では町会に入っている人に配布している田尻はしないのか？
０代）
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（嘉祥寺男６

○２０リットルで入りきらないときは、２０リットルと１０リットルで出しているので
すが、袋が２つになると収集も大変だと思う。５０リットルは大きすぎる。（吉見女７０
以上）
○他市町と比べるのではなく、田尻町独自の見解が大事なのではないか。１０リットル
と２０リットルを課使用すれば、ことが済むものではある。利用頻度の問題だと思う。
（嘉祥寺女６０代）
○だいたい２０リットルと１０リットルとでだしているので３０リットルがあれば、い
いと思う。（吉見３０代）
○２０リットルでは小さい。５０リットルでは大きすぎる。３０リットルがいいと思う。
町内会に入っていればゴミ袋を支給すると言ったことはどうなっていますか。
（吉見男７０以上）
○５０リットルは大きすぎていっぱい入れると重くて運べないことが多かったので、３
０リットルはうれしいです。（嘉祥寺女６０代）
○役場がこの提案に対してただちに「却下」切ってすてた姿勢が問題である。物事を決
めていくのは役場ではなく、町民が選んだ議会であるべきである。（吉見男７０以上）
○（田尻町に転入して）他市では最初は無料配布があったので検討してほしいです。
（りんくう女５０代）
○２０リットル袋はちょっと小さいと感じるからいいと思う。（りんくう男２０才代）
○４５リットル、３０リットル、２０リットルがベストだと思う。（嘉祥寺６０才代）
○ゴミ袋が有料化と決まったときに、なぜ５０、２０１０リットルという設定にしたの
か、逆に聞きたいです。いままで１０リットルは買ったことがありません。本当に必要
なリットル数なのでしょうか。ぜひ、３０リットルを導入してほしいです。
（吉見女４０代）
○以前から３０リットルが必要と思っていました。（吉見女６０代）
○１０リットルの需要があるのですか？貝塚市（ゴミ袋原価方式）が理想的です。
（吉見男６０才代）
○５０リットルに入れるときがあるが、大きすぎて少しもったいない感じがある。
（嘉祥寺３０代）
○３０リットルはいいと思うが、値段はもう少し下げてほしい。嘉祥寺女４０才代
○いいと思うが、無料化にすべき。（吉見７０才以上）
○２０リットルは少し小さい、５０リットルは大きすぎる。１個で済むものがほしい。
（吉見６０代 女４０才代 ２人共通）
○すぐにやってほしい。１０リットルはほとんど使えません。 （吉見女３０才代）
○家族が少ないので、５０リットルでは大きすぎて、２０リットルだと小さすぎる。
（吉見女５０代）
○よいと思う。値段を下げてほしい。（りんくう女３０才代）
○５０リットルより３０リットルの方がよいと思う。
（りんくう女７０以上）
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「よくない」のご意見
○いまのままでよいのでは。（吉見男５０代）
○１０リットルと２０リットルで３０リットルになる
２０リットルと２０リットルで４０リットルになるから、３０リットルはいらない。
（吉見女５０才代）
○他の自治体がしているからと言って田尻町もするという、そんなマネはしなくてよい。
○３０リットル袋の代用として、２０リットルと１０リットルを併用すればよい。
（嘉祥寺男５０才代）
○現状で十分、ムダ使い。
○ 10 ＋ 20 は 30 で 30 リットルは不要
○いまの袋で十分です。ゴミ袋など、どちらでもいいです。それよりも医療や子育ての
支援をお願いします。（りんくう女 30 代）
「どちらとも言えない」のご意見
○分別の努力と子どもにゴミ問題を考える提案となり他の市町村にあわせる必要がない
とも考えられる。（嘉祥寺女６０代）
○２０と１０で３０なので間に合う。（吉見男５０才代）
○１０と２０で３０になる。町の負担が増えるのであればそんなに利便性があがるとは
思えないので賛成できない。有料化で得たお金をゴミの減量化をすすめる原資として、
減量できたら袋代を安くしてほしい。啓発活動に力を入れてほしい。（吉見男４０代）
○新たに導入を考えるのであれば、無料化が一番よい。 （３０代）
○一人暮らし人が増えているので、３０リットル袋を作ったとしても１０リットル袋を
なくさないでほしい。
○貝塚は、田尻の半額でゴミ料金代としているのに
なぜ、田尻は倍なのか。プラ用透明袋を配布してほしい。
○今のままでよいと思います。（吉見女７０以上）
○現在、２０リットルと１０リットルがあるので不要。５０リットル袋は破れやすいの
でもっと丈夫な材質にしてほしい。 (吉見男５０代）
○ゴミ袋の無料は反対 （嘉祥寺女６０代）

３、田尻町は移転した JA 跡地を購入します。購入目的は、「教育」及び「交流・防災」
関連施設を設置するためですが、具体的な施設構想はこらからです。
ご意見・ご要望をお聞かせください。
○中学校と一体化して、学童施設にするとよい。（吉見男５０代）
○どちらか一方を学童保育。一方を食堂、一日
稼働の食堂にしてほしい。老人たち若い人たちの食事できるところにしてほしい。
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○現消防横の空き地とあわせて熟慮すべき。
町の教育にたいする取り組みがまったく見えてこないのが現状。学校に近いから教育関
連。消防署に近いから防災関連といういつまで安易な行政をやっているのか。
（嘉祥寺男５０代）
○子どもが遊べる場所が少ない。ぜひ、大型公園を設置してほしい。
（嘉祥寺男４０代）
○高齢者にとっての施設も必要ではないでしょうか。（嘉祥寺女７０以上）
○幼稚園用の駐車場がほしいです。（嘉祥寺女３０代）
○高台のある公園にして避難できるところにしたらどうか。（吉見男５０代）
○学校の先生の駐車場になるんとちがうか。買う前に目的をはっきりさせるべき。
（吉見女５０代）
○子どもの助成がすすんでいるとはいえ、保育の面で不満。働いているので子どもの託
児を増やしてほしい。特に一時保育を希望。田尻町に一時保育がないので、他市にわざ
わざ預けにいっている。（りんくう女３０代）
○もともと田尻中学校は狭いので、中学校の一部として活用したらよい。
（嘉祥寺男６０代）
○箱物を作ればやり直しが聞かないので、時間をかけての検討が必要。教育施設を望む。
（嘉祥寺女６０代）
○夜遅くまで子どもが留守番をしている家庭もあるようです。そのような家庭の子ども
が集まれる場所がいいと思います。ご飯なども提供できればいいと思う。
そういうことにお金をつかってほしい。
パートを探しているお母さん方がたくさんいるので、
雇用して運営してはいかがでしょうか。（吉見女４０代）
○土地の利用目的が納得できるものであれば、購入はいいこと。中学校などに使われる
のはいいと思います。
（吉見男７０以上）
○ふれ愛センターも使用していない部屋もあるのではないでしょうか。ＪＡ跡地だけの
利用だけを考えるのではなく町の施設利用を根本から考え直すべきです。
（嘉祥寺女６０代）
○大変価値のある場所だから、町自身が購入することは大賛成。考えられている用途も
教育関連、防災用途でいいです。将来の町のために有益です。
以前に、保育所・幼稚園に隣接する民地の購入も町役場職員の反対で購入できなかった
ことは残念です。（吉見男７０以上）
○教育は賛成です。学童を近くにしたらいいと思います。医療では耳鼻科がほしいです。
（りんくう女５０代）
○購入ゾーンは隣とも抱き合わせで構想すべき。（嘉祥寺６０代）
○自分は６０代なので、フラワーガーデンやルミナリエのような光の祭典など、高齢者
の方に喜んでいただけると考えます。（嘉祥寺女６０代）
○建て替えなどに利用できる。積極的に購入すべき。
○本当に必要か、どうかよく検討してほしい。
○中学校を山手に移転して、JA 跡地とあわせ、総合的な防災拠点として整備することが
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望ましい。 （嘉祥寺男５０代）
○田尻中学校の設備が悪すぎます。跡地は中学校の更衣室、部室、トイレをつくってく
ださい。クラブ活動を熱心にされていますが、真夏でも制服の下に体操服をきていくた
め、汗もができます。トイレも各階にありません。田尻中ほど設備が悪いところはない
と思います。 （女４０代）
○土地の購入は妥当。少子高齢化による生涯教育にも転用可能な設計を考えるべき。建
物を考えるよりも現状では教師の一部の駐車場が吉見ノ里駅上にあることから、この場
所を駐車場にして、駅上の駐車場（私有地）を公園設置にする方がよいと思う。
交流防災ゾーンについては、コンビニ誘致を考えてもよいと思う。（吉見男４０代）
○もっと議論してから買うか、否かをすべき。 （嘉祥寺女６０代）
○具体的な構想もないのにまず、購入するとは何事か。今の町長はあらたな施設を建て
たりしないと言っていたのでは。
（嘉祥寺女６０代）
○購入はいいと思う。（りんくう女７０以上）
○防災関連施設がいいと思う。（りんくう女７０以上）
○購入はいいと思う。（りんくう女７０以上）
○関連施設というより、学校敷地の拡張や建て替えを考えてほしい。小中学校がいっし
ょで運動場とプールの使用時間が少なすぎる、プールは警察学校も使用する。（３０代）
○旧花王石鹸の土地もいまに至って何も使われていない。先に購入した土地から使用し
て、いらない金を使ってほしくありません。
○当面、来客用駐車場。将来は、なかよし学級の移転で、児童館の建設。
（吉見男５０代）
○託児施設を希望します。ファミリーサポート事業は、よそのお宅に預け、保育の資格
なしで、手のかかる１・２歳児をあずけることに抵抗があります。
保育士常駐の託児所があると安心して預けられます。（りんくう女３０代）
○学童など子どもたちが使用できるスペースになってほしい。また小児科の誘致を希望
します。（吉見女３０代）
○自分で本を検索できる大きい図書館を希望します。教育に力をいれてほしい。
（りんくう女３０代）
○中学校の関連施設を設置してあげてほしい。（吉見女５０代）
○将来の地震に備えた施設を。また、駅上に田畑を購入し避難施設の整備を望みます。
（嘉祥寺男６０代）
○中学校の狭い運動場をもっと広くしてあげてほしい。消防署横の広場をテニスコート
などしてあげてほしい。 （嘉祥寺女４０代）
○教育施設にすべきです。 （吉見７０以上）
○購入防災ゾーンは狭いと思う。災害の時は、全施設が活用できるようにしてほしい。
（吉見６０代）
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