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Ⅰ 調査の概要 
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１ 調査の目的 

 

平成 30 年 3 月に策定した「第２次与謝野町総合計画」において、『人・自然・伝統 与謝野で

織りなす新たな未来』をまちの未来像と定め、持続可能なまちづくりを進めているところです。 

まちの未来像を実現するための７つの分野（「産業・雇用」、「移住定住・観光交流」、「健康・福

祉」、「結婚・出産・子育て」、「教育・文化・スポーツ」、「自然・生活環境、防犯・防災」、「協働・

コミュニティ・行財政」）の施策について、住民のみなさんがどのように感じていらっしゃるのか、

満足度と重要度を把握し、今後の施策推進に向けての基礎資料とすることを目的に、「与謝野町の

施策に関する住民意識調査」を実施しました。 

 

２ 調査の方法 

 

（１）調査対象 

1６歳以上の町民から 2,000人を無作為抽出。 

（２）調査方法 

郵送等による配布・回収 

（３）調査期間 

令和元年５月２４日～令和元年６月２５日 

 

３ 回収状況 

 

配布数    2,000 件 

回収数  716件 

回収率  35.8% 

 

 

（参考）平成 2８年度まちづくりアンケート調査 

配布数    2,000 件 

回収数  687件 

回収率  34.4% 

 

（参考）平成 23年度まちづくりアンケート調査 

配布数    2,000 件 

回収数  815件 

回収率  40.8% 
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Ⅱ 調査の結果 
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１ 回答者の個人属性 

 

■性別                                全体数=716 

 

男性が 38.5％、女性が 51.7％となっています。 

 

■年齢                                全体数=716 

 

16～19歳が2.4％、20歳代が4.3％、30歳代が7.1％、40歳代が13.3％、50歳代が15.9％、

60歳代が 20.4％、70歳代が 21.4％、80歳代以上が 10.5％、年齢無回答が 4.7％となってい

ます。 

アンケート票を配布した年齢構成と比較すると、50 歳代以上の回答者が多く、逆に３０歳代以

下では少なくなっています。 
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■居住地域                              全体数=716 

 

加悦地域が 30.3％、岩滝地域が 23.0％、野田川地域が 39.8％となっています。 

平成 27 年国勢調査人口割合と比較すると、岩滝地域が多く、野田川地域が少なくなっていますが、

居住地域無回答が 6.8％となっています。 

 

 

■職業                                全体数=716 

 

無職が 26.3％、勤め人が 21.1％、自営業が 13.0％の順で多くなっています。 

男女別にみると、男性では無職や勤め人が多く、女性では無職、勤め人に次いでアルバイト・パート

タイムが多くなっています。 
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■家族構成と居住年数                         全体数=716 

 

家族構成では、夫婦世帯が 39.2％といちばん多く、次いで二世代家族が 29.5％、単身世帯 9.9％、

三世代家族 9.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居住年数では、21年以上が 66.8％といちばん多く、11年以上居住されている割合は全体の 8割程

度を占めています。 
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２ 与謝野町の施策に対する満足度と重要度 

 

（１）6段階評価の結果 
 
与謝野町が行っている行政サービスについて、日頃どのように感じているか、分野・項目別に「満足

度」と「重要度」を 6点満点で採点していただきました。 

 

①分野別の評価 

 

■満足度 

 

〇 満足度について、「医療・保健・福祉」「子育て」「教育」の分野で、「非常に満足」「満足」「やや満

足」を合計した割合が 50%を超えています。一方で、「産業経済」「観光交流」では 30%を下回って

います。 

○ 「医療・保健・福祉」を除いた分野において、「無回答」の割合が 20％を超えています。 
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■重要度 

 

〇 重要度は、「医療・保健・福祉」の分野で「非常に重要」「重要」を合計した割合が 75.7％、「子育

て」の分野で 70.4％と高く、次いで「産業経済」63.4％、「環境・社会基盤」60.3％、「教育」58.6％

となっています。 

〇 一方で、「観光交流」では「あまり重要でない」「重要でない」「全く重要でない」を合計した割合

が 13.6％となっており、他の分野と比べるとやや高くなっています。 
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②施策別の評価 

 

○ 満足度については、多くの施策で 20%前後が「無回答」でしたが、下記の 20 施策については、

「非常に満足」「満足」「やや満足」を合計した割合が 50％を超えています。 

 

【3】医療・保健・福祉 

地域医療の充実 

健康づくり支援 

社会福祉の充実 

高齢者福祉の充実 

障害者福祉の充実 

【4】子育て 
妊娠・出産支援の充実 

子育て環境の充実 

【5】教育 

図書館などの生涯学習の充実 

生涯スポーツの充実 

文化財の保護・活用 

文化・芸術の振興 

【6】環境・社会基盤 

自然環境・景観の保全 

ごみの減量化やリサイクルなどの推進 

交通安全や地域防犯の推進 

公園や緑地の整備 

安全な上水道の提供 

汚水処理の推進 

【7】協働のまちづくり 

住民、地域、事業者、行政の協働のまちづくり 

人権意識の高揚 

広報・広聴の充実 

 

 

○ 重要度については、多くの施策で「重要」が 35％～4５％の割合を占めていますが、下記の５施

策については、「非常に重要」も 35％を超えています。 

 

【1】産業経済 新たな産業起こしへの支援と雇用の確保 

【3】医療・保健・福祉 地域医療の充実 

【4】子育て 
妊娠・出産支援の充実 

子育て環境の充実 

【6】環境・社会基盤 防災力・防災減災対策の強化 

 

 

 

 

 

 



 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

満足度 

非常に満足 6点 

満足 5点 

やや満足 4点 

やや不満 3点 

不満 2点 

非常に不満 1点 

※加重平均値の算出 

選択肢に対する点数は右表のとおりとし、 

平均値を算出。 

満足度 
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重要度 

非常に重要 6点 

重要 5点 

やや重要 4点 

あまり重要でない 3点 

重要でない 2点 

全く重要でない 1点 

※加重平均値の算出 

選択肢に対する点数は右表のとおりとし、 

平均値を算出。 

重要度 
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（２）ニーズ得点とは 
 

〇 評価に基づいて、下表に示すように 6 点から 1 点の点数をつけ、その平均点（加重平均）を算出

しました。点数が高いほどその施策の取組に対する満足度が高く、また、その施策の今後の取組が重

要であるとの認識が強いと考えられます。 

  

 

 

 

 

 

 

○ 満足度と重要度の評価の関係を明らかにするために、下に示すニーズ得点を算出しました。ニーズ

得点は、「重要度が高く、満足度が低い」施策ほど得点が高くなり、得点が高いほどその施策に対す

る行政需要が高いと考えられます。 

 

■ニーズ得点 「重要度が高く、満足度が低い」項目を指標化し、分析するためニーズ得点を算出。 

ニーズ得点は「重要度が高く、満足度が低い」項目を定量的に評価する指標で、

国民生活選好度調査等でも指標の一つとして用いられています。 

■算定式 ニーズ得点 ＝ 平均重要度 × （７－平均満足度） 

※（７－平均満足度）は不満度を意味し、満足度が６の場合に不満度が１にな

るように設定されています。 

 

 

 

①７つの分野別の平均点とニーズ得点 

 

〇 分野別の「満足度」、「重要度」、「満足度 － 重要度」、「ニーズ得点」を算出しました。 

〇 これらを、重要度（横軸）と満足度（縦軸）の散布図にプロットし、それぞれの平均値を基準とし

て以下の 4つのグループに分類しました。 

 

 

 

 

 

 

非常に満足 6点

満足 5点

やや満足 4点

やや不満 3点

不満 2点

非常に不満 1点

満足度

非常に重要 6点

重要 5点

やや重要 4点

あまり重要でない 3点

重要でない 2点

全く重要でない 1点

重要度

分　　類 傾　　向

①より効率的な事務事業の執行が求められるエリア 重要度：高　　満足度：高

②重点的な取り組みが求められるエリア 重要度：高　　満足度：低

③事務事業の充実や施策の見直しが求められるエリア 重要度：低　　満足度：低

④事務事業の改善（費用対効果の見直しなど）が求められるエリア 重要度：低　　満足度：高

④ ①

③ ②



 13 

〇 「満足度」と「重要度」がともに平均値を上回っている分野は、医療・保健・福祉、子育て、環境・

社会基盤で、“今後さらに向上させる必要があるか検討する分野”と考えられます。 

○ 一方で、「満足度」と「重要度」がともに平均値を下回っている分野は観光交流で、“事業展開の周

知や関心度の引き上げを検討する分野”と考えられます。 

○ また、「満足度」が平均値を下回り、「重要度」が平均値を上回っている分野は産業経済で、“改善

策を検討・実施する分野”と考えられ、「満足度」は平均値を上回り、「重要度」は平均値を下回って

いる教育と協働のまちづくりは、“施策の効果・効率を検討する分野”と考えられます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平均重要度（A) 平均満足度（B)

　平均重要度－

平均満足度

（A)　－（B)

ニーズ得点

＝(A)×(7-(B))

７つの分野の平均 4.86 3.58 1.28 16.59

産業経済　 4.95 3.17 1.77 18.92

観光交流　 4.41 3.19 1.22 16.82

医療・保健・福祉　 5.17 3.78 1.40 16.68

子育て　 5.22 3.85 1.38 16.47

教育　 4.82 3.70 1.12 15.90

環境・社会基盤　 4.88 3.66 1.22 16.29

協働のまちづくり　 4.54 3.68 0.86 15.07

7つの分野別

平均重要度 平均満足度 ニーズ得点

5.20以上 3.58以下 18.00以上

（全体平均以下）

5.10以上 3.40未満 17.50以上

5.00以上 3.30未満 17.00以上

4.86以上 3.20未満 16.59以上

（全体平均以上) （全体平均以上）
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②３７の施策項目の満足度・重要度・ニーズ得点 

 

〇 37 の施策項目について、重要度（横軸）と満足度（縦軸）の散布図にプロットし、それぞれの平

均値を基準として 4つのグループに分類しました。（P.12を参照） 

○「満足度」が平均値を下回り、「重要度」が平均値を上回っている“重点的な取り組み”が求められ

る項目は７項目ありました。 

〇「満足度」「重要度」ともに平均値を上回っている“より効率的な事務事業の執行”が求められる項

目は 14項目ありました。 

〇「満足度」「重要度」ともに平均値を下回っている“事務事業の充実や施策の見直し”が求められる

項目は 7項目ありました。 

○「満足度」が平均値を上回り、「重要度」が平均値を下回っている“事務事業の改善（費用対効果の

見直しなど）”が求められる項目は９項目ありました。 
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平均重要度（A) 平均満足度（B)

　平均重要度－

平均満足度

（A)　－（B)

ニーズ得点

＝(A)×(7-(B))

37の項目の平均 4.78 3.62 1.16 16.15

農業の育成支援 4.91 3.51 1.40 17.13

織物事業者の支援 4.45 3.45 1.00 15.80

商工業事業者の支援 4.78 3.27 1.51 17.85

新たな産業起こしへの支援と雇用の確保 5.16 3.01 2.15 20.58

観光、交流の推進 4.61 3.14 1.47 17.78

国際交流の推進 4.12 3.29 0.83 15.28

移住・定住の推進 4.48 3.14 1.35 17.31

地域医療の充実 5.32 3.71 1.62 17.53

健康づくり支援 4.97 4.02 0.95 14.80

社会福祉の充実 5.03 3.77 1.26 16.23

高齢者福祉の充実 5.07 3.86 1.21 15.92

障害者福祉の充実 5.00 3.77 1.23 16.15

妊娠・出産支援の充実 5.21 3.93 1.28 15.98

子育て環境の充実 5.24 3.85 1.40 16.53

学校教育内容の充実 4.94 3.69 1.25 16.36

学校教育環境の充実 5.12 3.65 1.47 17.17

図書館などの生涯学習の充実 4.69 3.76 0.93 15.20

生涯スポーツの充実 4.52 3.75 0.77 14.69

文化財の保護・活用 4.43 3.83 0.60 14.04

文化・芸術の振興 4.19 3.81 0.38 13.35

自然環境・景観の保全 4.92 3.65 1.27 16.47

再生可能エネルギー創出の推進 4.42 3.55 0.87 15.23

ごみの減量化やリサイクルなどの推進 4.97 3.77 1.19 16.01

防災力・防災減災対策の強化 5.17 3.60 1.57 17.58

交通安全や地域防犯の推進 4.98 3.66 1.32 16.65

空き家対策の推進 4.69 3.11 1.58 18.26

消費者保護対策の推進 4.27 3.66 0.61 14.27

公共交通の利便性の向上 4.99 3.20 1.79 18.96

公園や緑地の整備 4.48 3.66 0.82 14.97

まちなみ・住環境の整備 4.63 3.57 1.06 15.86

道路等の整備 4.95 3.58 1.37 16.94

安全な上水道の提供 5.05 4.00 1.05 15.15

汚水処理の推進 4.86 3.85 1.00 15.28

住民、地域、事業者、行政の協働のまちづくり 4.50 3.74 0.76 14.67

人権意識の高揚 4.41 3.75 0.66 14.34

行財政改革の推進 4.78 3.53 1.26 16.61

広報・広聴の充実 4.50 3.80 0.70 14.39  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37の項目別

平均重要度 平均満足度 ニーズ得点

5.10以上 3.62以下 17.50以上

（全体平均以下）

5.00以上 3.40未満 17.00以上

4.90以上 3.30未満 16.50以上

4.78以上 3.20未満 16.15以上

（全体平均以上 （全体平均以上）
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③取り組み項目別ランキング 

 

○重要度が高い項目は、「地域医療の充実」「子育て環境の充実」「妊娠・出産支援の充実」「防災力・防

災減災対策の強化」「新たな産業起こしへの支援と雇用の確保」、満足度の高い項目は「健康づくり支援」

「安全な上水道の提供」「妊娠・出産支援の充実」「高齢者福祉の充実」「汚水処理の推進」「子育て環境

の充実」です。 

○反対に満足度の低い項目は、「新たな産業起こしへの支援と雇用の確保」「空き家対策の推進」「移

住・定住の推進」「観光、交流の推進」「公共交通の利便性の向上」となっています。 

 

 重要度 満足度 

順位 取り組み項目 平均点 順位 取り組み項目 平均点

1 地域医療の充実 5.32 1 健康づくり支援 4.02

2 子育て環境の充実 5.24 2 安全な上水道の提供 4.00

3 妊娠・出産支援の充実 5.21 3 妊娠・出産支援の充実 3.93

4 防災力・防災減災対策の強化 5.17 4 高齢者福祉の充実 3.86

5 新たな産業起こしへの支援と雇用の確保 5.16 汚水処理の推進 3.85

6 学校教育環境の充実 5.12 子育て環境の充実 3.85

7 高齢者福祉の充実 5.07 7 文化財の保護・活用 3.83

8 安全な上水道の提供 5.05 8 文化・芸術の振興 3.81

9 社会福祉の充実 5.03 9 広報・広聴の充実 3.80

10 障害者福祉の充実 5.00 ごみの減量化やリサイクルなどの推進 3.77

11 公共交通の利便性の向上 4.99 社会福祉の充実 3.77

12 交通安全や地域防犯の推進 4.98 障害者福祉の充実 3.77

健康づくり支援 4.97 13 図書館などの生涯学習の充実 3.76

ごみの減量化やリサイクルなどの推進 4.97 14 生涯スポーツの充実 3.75

15 道路等の整備 4.95 15 人権意識の高揚 3.75

16 学校教育内容の充実 4.94 16 住民、地域、事業者、行政の協働のまちづくり 3.74

17 自然環境・景観の保全 4.92 17 地域医療の充実 3.71

18 農業の育成支援 4.91 18 学校教育内容の充実 3.69

19 汚水処理の推進 4.86 公園や緑地の整備 3.66

商工業事業者の支援 4.78 交通安全や地域防犯の推進 3.66

行財政改革の推進 4.78 消費者保護対策の推進 3.66

図書館などの生涯学習の充実 4.69 自然環境・景観の保全 3.65

空き家対策の推進 4.69 学校教育環境の充実 3.65

24 まちなみ・住環境の整備 4.63 24 防災力・防災減災対策の強化 3.60

25 観光、交流の推進 4.61 25 道路等の整備 3.58

26 生涯スポーツの充実 4.52 26 まちなみ・住環境の整備 3.57

住民、地域、事業者、行政の協働のまちづくり 4.50 27 再生可能エネルギー創出の推進 3.55

広報・広聴の充実 4.50 28 行財政改革の推進 3.53

公園や緑地の整備 4.48 29 農業の育成支援 3.51

移住・定住の推進 4.48 30 織物事業者の支援 3.45

31 織物事業者の支援 4.45 31 国際交流の推進 3.29

32 文化財の保護・活用 4.43 32 商工業事業者の支援 3.27

33 再生可能エネルギー創出の推進 4.42 33 公共交通の利便性の向上 3.20

34 人権意識の高揚 4.41 観光、交流の推進 3.14

35 消費者保護対策の推進 4.27 移住・定住の推進 3.14

36 文化・芸術の振興 4.19 36 空き家対策の推進 3.11

37 国際交流の推進 4.12 37 新たな産業起こしへの支援と雇用の確保 3.01

34

13

20

22

27

29

5

10

19

22
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（３）分野別にみる取り組み項目の満足度と重要度の分布 

 

①産業経済 

 

○「織物事業者の支援」、「商工業者の支援」の２項目は、満足度が平均値より高く、重要度は平均値よ

り低くなっています。 

○「農業の育成支援」は、満足度は平均値より高くなっていますが、重要度は平均値より少し低くなっ

ています。 

○「新たな産業起こしへの支援と雇用の確保」では、満足度は平均値より低く、重要度は平均値より高

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 平均重要度（A) 平均満足度（B)

　平均重要度－

平均満足度

（A)　－（B)

ニーズ得点

＝(A)×(7-(B))

農業の育成支援 4.91 3.51 1.40 17.13

織物事業者の支援 4.45 3.45 1.00 15.80

商工業事業者の支援 4.78 3.27 1.51 17.85

新たな産業起こしへの支援と雇用の確保 5.16 3.01 2.15 20.58

産業経済の平均 4.95 3.17 1.77 18.93

37の項目の平均 4.78 3.62 1.16 16.15
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○ニーズ得点が高い「新たな産業起こしへの支援と雇用の確保」について「非常に重要」の回答を年齢

別にみると、40歳代で 35.8％、次いで 30歳代で 25.5％と高くなっています。 

○次いでニーズ得点が高い「商工業事業者への支援」では、「非常に重要」では 20歳代 32.3％が一番

高い割合となっています。 

○どちらの項目も、「非常に重要」、「重要」の回答を合わせると、ほとんどの年代で 60%を超える高い

割合となっています。 
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産業経済の分野に関する意見等（自由記載） 

田畑が埋め立てられているのを見ると危機感を感じる。 

農業のことはわからない。 

僻地農業への担い手確保と支援。 

農作物の地産地消に重点を置くことが将来につないでいけると考える。 

農業で地産地消をもっとしてほしい。与謝野町で作られたものを食べたい。 

新規就農者に対し無料農地を。 

林業、農業を頑張っておられる方々に支援を！！ 

地ビールとか時代遅れのこととかは意味がない。その時の流行とかに惑わされんと先を見ないと。。 

e-kakashi についてもっと知りたい。 

農地が原野になりかかっている。有効活用方法を考えよ 

観光客を引き寄せられる農業の推進と施策づくり。（例）農の駅 

次世代を担う人の農業の育成支援が特に重要。 

担い手を育てること、資源を活かした産業は重要と思うがホップや桑栽培は先が見えず賛同しかねる。 

商工にばかり力を入れている感がある。地形等考えると農業にもっと力を入れてほしい 

農業現役世代の担い手不足確保が大変だ。農機具の高いこと。企業誘致など働く場工場若者都会に流れる。 

高齢の為田畑がつくれない。なんとかしてほしい。 

農業について、単価の高いフルーツ、野菜等の栽培の考察は。働き盛りの世代が U ターンできるような企業誘致ができ

れば。 

与謝野町の農産物、加工食品を観光協会及び尾藤家で販売する。観光客や地元の主婦層が買います。”やくのの

里”のように。販売所を一カ所にまとめましょう。道の駅（前の名称）は置くべきかな。優良企業の誘致は必要。ブラック

はあきません。 

大きな機業が無い。 

織物業の時代は終わった。農商工連携に力を入れるべき。 

若い人の機業に関心が欲しい。町の発展のため。 

新規で高度な開発も良いが現在の織機部品の入手が困難になってきている。 

織物技術の継承の指導者の育成を望む。 

製織者の育成。無償支援は無駄。 

京都府最低賃金にもならない織物業が多い。 

織物業の工賃が上がらないので後継もないと思う 

地場産業の織物は現状拡大する発展は見込みがなく、伝統文化があるだけ。営利目的での市場拡大は見込みがな

いです。賃金の高い企業が地元で働く場所を拡大することが大切です。 

住民の利便性、また集客のためにも大きな施設や商業の発展を望みます。新しい施設の設立など。 

織物業以外の産業を早急に考えて欲しい。高齢者も働ける様お願いします。例えば、内海の生かしたクロクチの養殖

だとかする。 

若者が帰れる活気ある町をつくりたいですね。 

企業が少なく就職ができない。 

創業支援や雇用拡大など若者が与謝野へ流入する仕組みが大切だと思う。 

Ｕターン、Ｉターンが少ないのでは？ 

若い人たちが働ける仕事場の確保。 
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若い人たちが働ける場を望む。 

大江山の自然を活かした産業や企業誘致が必要。人口が限られている中で商業施設が少ない客の取り合いでどちら

も共倒れしそうである。 

田舎だけでなく都会に通用する産業が必要だと思う。 

時代に合った地域力を活かした新産業への人材育成に力を入れ都市部への人口流出を防ぎ、若い力を地元に残

す。（新素材の開発、織物にこだわらない自然にやさしい新製品の商品づくり等） 

若者たちが、自分が育った地域で働きたいと思い働ける環境をサポートしてあげてください。人がいないと何も始まらない

し何も生まれませんから。 

空き家を活用した企業誘致。 

働く場所の確保（企業誘致する）。 

与謝野町伊根町宮津市京丹後市が協力して森本工業団地に２，３社工場お願いいたします。 

魅力ある企業を増やす支援を望む。 

二番煎じのような産業起こしは一時的な特効薬にしかならないと思う。 

安心して働ける場所の確保、雇用の創出、ブラックな労働環境の改善。 

外より工場などを誘致する。 

若者の働く所が少ない。 

今は若手が働きやすい環境整備を行ってほしい。 

京都市内との賃金格差を無くさないと人材確保は困難。 

企業を誘致するにも土地がない。若い人は都会へ行き、帰って親の面倒を見ようとしない。先がない町だ。 

与謝野ブランドの掘起しは必要だと思います。与謝野で働きたいと感じられる若者が増えることで活性化につながると思

うのですが、、、 

若い人が働ける場所。 

企業誘致を積極的にすべき。 

若い人が働きやすい環境づくり。 

若者の働く企業の誘致を望む。 

若者の働く場の確保が重要と思われる。 

雇用重要。 

地域資源を活かした産業育成がもっと活発になったらいいと思う。 

項目 3,4 何もしていないと感じます。 

若い人が魅力に思える産業にしないと人口は増えない。 

中卒の働く場の増加を望む。 

働く場の確保。 

賃金が安く働く意欲がなくなる。 

高速道路もあることなのでもっと京都等にある大企業の誘致をしてほしい。 

若い人も働ける場所が必要。与謝野町の特徴も出した活動がほしい。 

産業全体的に人材不足なので U ターンや I ターン、他府県からの人材確保。 

雇用確保等施策が見えない。 

新規事業について町の研究状況が見えない。職場の確保は当たり前に開発していただきたい。 

若者が働く場所がもう少しあったらいい。 

企業誘致が不十分。 
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町外から起業する人が起業しやすい環境をつくってほしい。 

企業誘致を積極的にする。 

雇用の確保を望む（若年層）。 

高齢者の職場を町内に。 

若者が帰って来られる働く場がほしい。 

雇用創出、クアハウスの活用。 

企業誘致などに取組、働く場の確保が大変重要かと思われる。 

働く場所の確保（絶対条件）。 

若い人たちの就農（職）できる事が一番大切。 

伸びる可能性の分野を支援してほしい。織物を他業界に移行しないといけない。 

若者が都会から帰ってくるように働く場所、環境を整えるべきだと思います。 

企業誘致。 

起業支援の充実、制度の確立。 

若い方の働く場や環境整備が必要だと思う。 

働く場所（労働時間を正しくする）。 

若者や退職しても働ける場を確保し大きな産業への土地を貸し出すことを望む。 

若者が他町に出なくてもよい様に企業誘致をしてほしい。 

若い人の働く場所が少ない。 

大学を卒業して地元に帰って就職しようという気にさせてくれる企業を増やすことが重要。企業誘致を積極的に。 

企業誘致を積極的に町は頑張る。 

若い世代が働きやすい場所、地域にしてください。専門などの学校等もあったらよいと思う。 

I ターン U ターンしたくなるような働く場をつくってほしいです。 

雇用に繋がる産業の発展を望む。 

もっと地元の産業をいかすべき。 

新しいものというより、今あるものをどう活かすかが必要だと思います。自治体担当者のひとりよがりでも成り立たないと思

います。 

個人の特定業に補助金を多額に出すのは問題。もっと重要なことに支出してほしい。 

機業、農業に替わる産業を持つことが大事。地域活力、コミュニティ、社会インフラ、教育、保育、福祉、保健、町財

政などつめて考えれば個々家庭の経済力のなさが現れてくる。個々の収入確保が非常に大事。その視点を持ってほし

い。 

高齢化に伴い、若い人材を今から早急に育てて技術をもっと継承すべき。若い世代の意見をもっと取り入れたほうがい

い。 

町の取組状況を知らない。 

町に対してもっと活気のある観光、商店のためにもっと支援してほしい。販路拡大など。 

行政が主体となって商いを行おうとする行為はやめていただきたい。出来ることがない。行政の役割を見直すべき。 

新幹線、空港もなく人口減少。発展する要素がない。農業で素晴らしいものづくりをしても運ぶまでに新鮮さがなくなっ

てしまう。 

これから珍しいものに特化していくべきだと思う。例：与謝野町にしか咲いていない花づくり（風土にあっているもの探

し）。織物－糸。与謝野町にある草で染色する。 

役所全体の取組になっていない気がする。 
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なお一層の取組を希望。 

民間のやる気を起こさせる支援事業を望む。行政が直接的に関与しないように。 

満足度はよくわかりませんが、産業経済の発展の施策は最重要で若者定住につながります。 

町の主力産業に育てるべき。 

町全体で取り組める施策があるとよい。 

与謝野町の産業をもっと活性化するようにしてほしい。 

先日テレビを見ていたら高齢の方がものすごくいきいきと運動会をされている様子を見て、このパワーを経済に活かせられ

ないのか？と思いました。 

重要であるが何をやっているのか全く見えない！ 

基本的に働くことは健康、生きがい等全てに関連してくると思う。 

若い子が少なすぎる。後継者がいない。外国人、他国の人を受け入れるべき。 

生活雑貨を買うにしても高い割に品物が選べず、福知山まで買い出しにいったりしている。 

後継者づくりが重要。 

産業なくして町はなしです。本当に支援のできる人材もなしで口だけではだめ。 

若い考え方が現代にマッチした動きが感じられる。ネットによる世界が都会も田舎も感じられないようになっているように

思える。 

働く場の確保を望む。 

農業、商工業、織物の若者の定着できる支援が第一だと思います。 

まず人の流出を止める。 

ブランド化を図ってほしい。 

町の産業や良さが活かさし切れていない。 

働きやすい与謝野町を！（高齢者であっても） 

日本のある地域でおじいさんおばあさんが活躍して働ける「葉物産業」のように与謝野町にあるものを利用して産業が

発展するといい。 

技術者はよりよく勉強を重ねること。 

一部の人だけが行動しているように見え与謝野町としての「動き」一体感が全く見受けられない気がします。言葉だけで

形には・・・ 

仕事できる間は仕事できるのが一番。 

地域の特色、町おこしに関して人材育成などにもっと取り組んでほしい。 

それぞれの部署で活動はありますが老化や不況がありより人材が求められるのでは。 

先人が取り組んできた農業と織物の技は引き続き今の時代に合った改革をしながら進めて欲しい。魅力を表現して後

継者づくりに力を入れてほしい。 

コンサルタントの講座を聞くことよりも新規事業を起こすよりも、他の企業を呼んで来たらよいのではないでしょうか。新規

事業は補助金で立ち上げても所詮補助金による事業です。 

現状がようわからない。 

全てに言えることだが、事業者、住民個々が自ら取り組むことが大切。その取組に対し制度・支援・サポート体制をつく

る。与謝野町の場合、行政が事業を企画し事業者を募り押し付け状態。それでは事業が成功しにくい。 

リスクを楽しみ、希望、勇気に変えていける人が多く住むまちになってほしい。 

町財政がひっ迫している今、過去の政策の成功の可否を問うべき。 

町の取り組みをよく知らない。 
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若い人が町から出て行かない対策。 

現在の施策が今後の地域経済の発展や産業の継続発展につながるとは思えない。もっと現実的な施策に注力すべき

である。 

若者が地元に残れるような施策とそのための体制づくりをお願いしたい。 

担い手の確保、環境整備。 

町の発想と計画や予算使途について少し飛躍したところがあるように思います。それぞれの業界の意見を聞いてまとめる

ことは必要なことだが、反対意見にも耳を傾けるようにお願いしたい。 

ものを生産する産業・・・産業が低迷している与謝野町。そのために人間の共同生活に必要な物質、財産を生産、分

配、消費する活動・・・経済は成長していない。商業、運輸、金融業、全部が関連するので全体を見据えた取り組み

を真剣に考えてほしい。 

少子高齢化で先行不安、生活に不安。 

職員確保。 

支援はありがたいのですが、事業継承の難しい企業にも補助するのは今後の税収面で考えてもよいこととは思えない。 

いつまでも昔のことばかり言わず新しいことをやった方がいい。20～40 代をもっと応援するべき。ご年配が出しゃばり過ぎ

る。 
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②観光交流 

 

○「移住・定住の推進」、「観光、交流の推進」の２項目は、満足度が平均値を少し下回り、重要度は平

均値より高くなっています。 

○「国際交流の推進」は、満足度は平均値より高く、重要度は平均値より低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 平均重要度（A) 平均満足度（B)

　平均重要度－

平均満足度

（A)　－（B)

ニーズ得点

＝(A)×(7-(B))

観光、交流の推進 4.61 3.14 1.47 17.78

国際交流の推進 4.12 3.29 0.83 15.28

移住・定住の推進 4.48 3.14 1.35 17.31

観光交流の平均 4.41 3.19 1.22 16.81

37の項目の平均 4.78 3.62 1.16 16.15
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○ニーズ得点が高い「観光、交流の推進」の重要度について年齢別にみると、40 歳代で 30.5％、次

いで 16～19 歳と 30 歳代で 29.4％と高くなっています。また、「重要」と合わせると 20 歳代で

67.7%、次いで 40歳代で 66.3％と高い割合となっています。 

 

 

 

 

観光交流の分野に関する意見等（自由記載） 

昔からある施設や重要文化財等の観光場所以外に、新しく森林とふれあえる珍しく若者向けな施設を造るのも良いと

思う。 

魅力的な観光地がちりめん街道しかないので何かもっと増やすべき。 

町としては他市町に比べアピールできるものが少ないと思います。 

与謝野内での観光の目玉が必要です。 

観光収入も見込める。小学生や中学生など子どもたちにガイドをさせるなど、町の魅力を伝えさせると、自然とこの町が

好きになっていくと思う。 

シーサイドの活用、駐車場の拡大、ちりめん街道の駐車場。 

交流施設の整備が不十分な地域に来て、リピーターが望めるか？移住者も同じ。 

大江山等生かした滞在型観光をセットにして伊根、天橋立、観光の後大江山に宿す。 

大きな施設、宿泊もなく、それといった観光もない。 

与謝野町が観光交流に力を入れている実感があまりわかない。 

観光（交流）は地域的には難しいと考える。 

私のところは個人で体験しています。遠くからわざわざ体験をしに来てくださる方々に感謝。若い人、いろいろな人たちの

お話を聞けてとても楽しいです。 
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人の交流に関しては非常に重要であるが、物売り、資源観視的施策を行政としてお金を投下することは無駄使い。も

っと効果的施策を行うべき。 

SL 広場のスポンサー（全国の関心のある金持ちさん）を探して、レールを走らせなだめです。与謝野町メインの観光

交流の場にしてください。 

広域観光交流、与謝野町内でも石川の亀山地区、岩屋の大啓の自宅附近、与謝の酒造り通りがうまく活かせれな

いか。（立派な街なみ） 

加悦のちりめん街道があるが、見学するにも駐車場も少ないようだ。中途半端なように思える。国定公園に指定されて

いるところもあるのでその辺をアピールしてはどうか。 

ちりめん街道は人を呼ぶ資源になると思いますが、人が来ても町並みがあるだけで、又来てみたいという人がどれくらいい

るのか？やり方が少し中途半端なような。。。与謝野らしい一番の目玉になりそうですが。（やり方次第で） 

シーサイドパークの活用にもう少し力を入れては？海を見ながらビールが飲めるカフェでもあれば最高です。景色は最高

なのに。 

佐賀方式・・・タイ人の観光に大成功。京丹後市「ととや」の取組・・・シンガポール。スペイン語で”Yo（わたしは）

sano（病気が治る）”という意味になる。スペイン語圏に発信するとパワースポットで人がくるかも。（だれもやった人い

ないでしょう → やってみないと何がおこるかわからない） 

大江山連峰や野田川があり自然に恵まれているところを何か利用できないか。 

与謝野町に観光って必要でしょうか？ 

観光の目玉が特質するものを生み出せていない気がする。 

与謝野町に観光名所なし。 

外国人抜きでは無理かも知りませんが、織物以外で海・農産物を活かす観光。 

観光交流よりも住民にもっと目を向けてください。 

素晴らしい観光地があります。人も親切でのどかで奉仕の精神があり、先も暗いイメージを持っていません。 

観光については観光協会の本来の仕事が重要。 

伊根を参考にしてください。活力が違う。若い者がよく動く。メディアの活用。ここにしかないもの。 

観光拠点整備として何億もの多額のお金を使わないようにしてください。 

宿場が無いので早々に必要。 

観光農園の推進。大江山を活かした観光事業（トレイルロードの整備）。 

各地を観光して楽しいのは体験型かなと思う。職場がなければ移住者は望めない。 

地域の遺産を今まで通り大切にされ、まだあるかもしれない人や物を掘り起こして観光につなげる、花を植える。 

観光資源はなんですか？一度来たらもう行きたくない。何度も来てもらえる工夫がない。 

特にちりめん街道。今までのちりめんの文化は重要であるが、あの通りはあまり意味がないと思います。そこに税金を使わ

れても意味がない。活気も全くない。わーくぱる周辺をもっといろんな面で開拓してみては。 

目玉となり得る観光地をつくる。ちりめん街道といってもトイレ、飲食ブースなど何もない。町の特色をもう一度見直す。 

時々バスツアーの見学の方を見ることがあります。どうしても若い人が不足し惹きつけるものが不足。 

阿蘇シーサイドパークの活用。 

国内外からの観光客が増えているので、町の自然や特産品を活かした施設、イベントなど充実させると雇用、財政アッ

プにつながるのでは？ 

観光についてはあまり期待持てない。器が物が小さい。 

観光も重要ですが雇用してくれる企業を増やさないと人口増になりません。 

SNS を上手く活用して観光客の増加→まちの活性化につながってほしい。 
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観光業者が自ら活性化に向け仕組みづくりができなければ活性はしない。行政は支援制度・サポート体制の確立。行

政が事業はしない。すべて自ら課の取組に支援・サポートが基本。 

目玉となる観光資源がない与謝野町に投資する必要性を感じない。 

観光の目玉となるところがないのでどうしようもない。 

ハコモノばかりでなく自然を生かしたキャンプ場等田舎ならではの事業も良い。 

クアハウス、阿蘇シーサイドパークの活用。。 

与謝野らしい観光の在り方をきちんと考えて取り組む方向を考える。 

ちりめん街道、尾藤家隣にでもお土産物、カフェなどがあればよいと思うのですが。街道というにはさびしすぎる。 

近隣の市町と比べ観光資源が乏しいが、与謝野町の強いところを上手く見つけ施策を展開していってほしい。 

地域だけでなくお寺にも足を運ぶ観光を考え望む。 

阿蘇海を利用したスポーツ（ボート競技など）、大江山を利用したモトクロスなど。農業や織物業などの体験居住がで

きるようシステム化。また高齢化社会に対応したり介護福祉社会の充実で定住者を増す。 

観光の拠点は？の質問に町長の返答はちりめん街道、クアハウス、シーサイドパーク周辺に多額の公金がそそがれてい

るから、そこが拠点だと思っていた。公金の使い方に疑問！団体に貸した空き家が思ってもいなかった使用の仕方でショ

ックを受けたと聞いている。海、山、食材全部そろっているのに集客が少なく残念。奇抜なアイデア募集とかの案は。。。 

来春リニューアルオープンするクアハウス岩滝を観光の資源として活かす。 

観光、外食産業は利益がでないので絶対するべきでない。個人でするべきです。公的資金投入反対です。 

せっかく近くに日本三景の一つ天橋立があるのにいかされていない。 

SL広場の車両の保存、加悦鉄道、遺産の保存等に不安。 

観光産業に先無。 

大江山ハイキング、気軽な織物体験、農業体験、古墳めぐりなど歴史などのストーリー性を持たせたプランを修学旅

行、自治会の旅行、公民館の行事の主催者などに PR。 

何年か前に双峰にキャンプに行きましたが、整備がされてなく、トイレは不衛生で草は伸びきり。もう一度行きたいとは思

いませんでした。観光施設の税収入が見込めないと思いました。 

ココ！！ていうところがない。 

空き家が多くなり不安が有るので空き家を利用して人口を増やせる様に考えて欲しい。 

与謝野の空き家バンクは全く機能していない。他自治体のマネでもいい。移住を促進する仕組みが必要。 

空き家が多くなってきていますが、壊れそうなままの状態も数多くあり、整備をしてほしいです。観光も施設の充実を図る

等もう少し考える必要があるのではないでしょうか。 

空き家の利用は大事。 

空き家活用や売買のサポート。 

危険な空き家の撤去を望む（景観に影響する）。 

空き家活用、外国人観光客の受け入れは重要。 

空き家を外国人観光客の宿泊施設にしてみては？こちらは何もサービスせず、空き家を自由につかってもらい、日本の

田舎生活を体験してもらう。 

空き家が増えています。防犯のためにも早急に対応してほしい。伊根町のようにどんどん TV 番組に与謝野町を売込み

してほしい。 

外国人がどれほどの人が観光に来ておられるか？ 

海外ではなく国内で活路を見出す。 

豊岡市みたいにインバウンドも見込んだ政策を。 

国際交流事業や外国人観光客を受入強化について、今はその時ではない。次世代を担う若者の人材育成が重要。 
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積極的に他国の人と交流でいる機会を増やす。 

外国人受け入れるほどの観光ツールがないし、英語～中国語話せる人材も今いない。加悦町時代からやっている高校

生の海外研修もやめたらよい。行きたい者は必要な時にマイマネーで行っている。財政危機の時にダラダラしない！！ 

高校生の英国との交流、地元の生徒が卒業後何人残っておられるのか知りたい。 

本当のところどのような活動がなされているか知りません。人口を増やすためにも移住定住の推進はとても重要と思いま

す。交際交流を通じて海外交流を交えて行うのも良いのでは。 

国際交流の推進など、全く知る機会がない。 

国際交流、次世代を担う若者の人材育成で学力をつけた人が与謝野町に移住して活かせるのかが疑問です。 

移住者や外国からの受け入れを強化しないと今後の与謝野町は続かないと思います。また、他の市（京丹後市、伊

根など）より与謝野町の受け入れ体制は低いように感じます。受け入れてからも大切だとも思う。 

インターネットでもっと移住のことを載せてはいかがですか。他の町のも見て勉強してください。 

都市部への流出が進む中地元の過疎化の深刻化対策が必要。地元で働きたいと思える情報発信が不可欠。 

受け入れ体制。 

人口増の対策必要 

移住したくなる環境を整える（若年層）定年後の移住はあまり望まない。 

与謝野町に来てみたい、住んでみたいという目玉がみ見つからないとこの項目は成功しないと思う。意気込みは感じる

が全国レベルからは低いのではないだろうか。人真似では魅力を感じられない。 

移住定住していただくように若者の U ターン I ターンできるように。 

移住よりここで育った人間が帰ってきたいと思うまちづくりを。働く場所がなく若者はいなくなるばかり。 

国際交流については重要だと思うが、その前に定住者が増え、観光などで働く場がもっと増えればいい。例）おばあちゃ

んの懐かしい料理等、少ない人数に観光の方に料理を教えて食べてもらうとか。生きがいができるのではないでしょうか。 

都会で暮らす人が将来「田舎暮らしもいいな」と思えるような町づくりに期待します。 

与謝野町に移住定住していただける方が増えるように就職の誘致を推進していただきたい。 

移住するにも働く場がないと来られません。 

今ある何を活かすかをしっかり考え継続して取り組んでほしい。 

何か「あ！」と思うようなイベントを考え人々をひきつけることが必要。 

U・I ターンのサポート強化を、都市の大学から若者を積極的に呼び込む。 

多くの地域資源があるのに生かしきれていない。 

町の取組状況を知らない。 

誇れる何かが与謝野町には無いと思う。 

休日、町中はとてもひっそりしていてあまり人がいない気がします。崩れかかった空き家を改善して不安のないようにして

ほしい。宮津市への道路の込み具合は休日は多く、仕事で出かけるときに困ります。 

住民があまり理解していない。 

クアハウスに 4億円あまり使う一方、各地区の公民館の廃止は理解できません！！ 

過去の計画の達成度を示し反省を。具体的新規事業を一つでも実行してほしい。 

PR に努めること。新聞テレビ等で取り上げてもらうこと。町の存在感を示すこと、できる事全て。 

地域の特色を生かしたイベント情報発信をしてほしい。問合せ→明確な所在・担当者。 

観光事業の取組はその地域だけでなく町内全域への PRを音声告知等で知らせてほしい。町外からの団体さんの参加

が多いが町民の参加が少ない。。 

橋立中学校前交差点を分かりやすい標識・標示にしてください。伊根笠松方面。 
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日本人も外国人もまた来たいと思うまちづくり。 

ハコモノを作ることを先行せず、町民の通常の営みに対して町外の方等と交流することを推進する。 

近隣の市町村とも協力してもっとメディアへの PRが必要と思う。 

与謝野町には野球の糸井選手、陸上の木崎、西原、一色選手等々日本中に知られた名選手ばかりが揃っている町

なのに、なんのアピールもできていない。高速を降りたところでも選手の名前写真の看板などを設けてはいかがでしょうか。

他府県からの方々にも知ってもらうために与謝野町を知ってもらいたいものです。 

目に見える活動をしてほしい。 

何もしていないと感じます。 

まず与謝野町民の生活を安定させ活気があれば外部の町からも人が集まってくるのではないか。 

誰もが参加できる美化活動の行事を。 

文章で推進します。と言っても本当に実効性効果のある具体案がなにもない。 

もっともっと情報機関とも活用して本町を発信すべき（丹後では他の自治体で大いに活用しているところあり。本町は

少ない）。 

与謝野町としてのブランド。 

うちのまち特別編を見たがまったくだめだ。移住をする気のない者をよんできても意味がない。結局はこんな田舎には住

みたくない。の意見だった。当たり前だ。お金の無駄遣い。 

京丹後市に比べて弱い。 

取り組んでおられるようですが目に見えていない。これからもがんばってください。 

地場産業と自慢できるものがないので難しい。衰退産業の歴史でも。 

与謝野町の良さがアピールできていない。 

外に向けてアピールできるものを創る。 

町民（若者）の働きやすい町にする方が先。 

町の PRの仕方が下手。 

全体に一体感がかけているかも。 

町の特性、魅力を PRする。全国へ発信する方法を検討して、とにかく見に、体験しに来てほしい。 

観光について重要なことだと思いますが、限りある少ない財源を観光に使うことについては反対です。若者の人材育成

は重要であるということから評価していますが、国際事業もよいですが、やはり重要度は低いです。 

先がみえない。分からない。 

定年制が延長になるような兆しがあるが、体力が自信ある方、再雇用のシルバー以外で雇用の存実を願う。 

他府県の人たちが興味を持ってくれるようなイベントを希望。 

言葉が通じない（簡単なあいさつ）。 

閉鎖的。 

年に数回のイベントが行われているようだが地元の住民も楽しめるような工夫が必要。一過性であるような気がしてなら

ない。 

特に効果もないような気がするので、町職員や関係者の人件費がむだと感じます。 
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③医療・保健・福祉 

 

○すべての項目で、満足度と重要度ともに高くなっています。 

○重要度が平均値より高くなっている項目は「地域医療の充実」のみとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 平均重要度（A) 平均満足度（B)

　平均重要度－

平均満足度

（A)　－（B)

ニーズ得点

＝(A)×(7-(B))

地域医療の充実 5.32 3.71 1.62 17.53

健康づくり支援 4.97 4.02 0.95 14.80

社会福祉の充実 5.03 3.77 1.26 16.23

高齢者福祉の充実 5.07 3.86 1.21 15.92

障害者福祉の充実 5.00 3.77 1.23 16.15

医療・保健・福祉の平均 5.17 3.77 1.40 16.69

37の項目の平均 4.78 3.62 1.16 16.15
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○ニーズ得点が一番高い「地域医療の充実」の重要度について年齢別にみると、「非常に重要」では 30

歳代と 40歳代が 50％を超え、「重要」を合わせるとすべての年代で 70％を超えています。 

 

 

医療・保健・福祉の分野に関する意見等（自由記載） 

安くしてほしい。稼ぎがなくて。。。 

地域医療の維持は人材等でたいへんなところもあると思いますが、とても安心感がちがうのでしっかり維持運営していた

だきたい。 

健康保険制度があり助かります。 

近くに病院が有り、医療面では最高だと思います。 

訪問看護のチームに非常に助けられ、与謝野町の先進的な体制に驚きました。 

病院の待ち時間の長さ、医師不足等の解消を求めます。 

与謝の海病院の充実、外科（脳） 

医療は地域で格差がないようにしてほしい 

地域医療体制の充実、幅広い分野（専門性）の医療施設の充実を望みます。障害者の就労教育のための幅広い

支援をするための財源の確保を望みます。 

医院が町の中に程度にある中で、診療所は必要ないのではないか？ 

病気に応じて保障等考慮してほしい。特に医療費について！ 

夜間や日曜、祝日にやっている病院が少ない。産婦人科に医師がいない（不足）しているのは将来的に不安。テレビ

でやっていた。 

10～20 年先の医療を支える人材を確保する仕組みを考えてください。優秀な医師や看護師、技師等への奨学金

（支給型）などもあっていいと思う。 

60 歳代なので今は問題ないが、病院も遠く選べない。車なしの生活をしなければならなくなった時の事を考えるとここで

ずっと暮らせるか? 
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個人の病院から府立まで近くにあり満足。福祉や老人対策も本来、子どもがする事であり、子のいない人は別だけど。

人間とはずるいもので最初は感謝していてもそれが当たり前になり、医療も福祉もそこそこ出来上がっていると思う！！

町の健診に行かない人に喝を入れたら。 

地域医療は都会と比べるとまだまだだと感じる。また若いと無料で受けられるがん検診が少なく困る。受けられない。 

田舎ではあるが医療が足りない。 

与謝野町立国保診療所の充実を望む。 

都会と変わらない医療が受けられるように。 

無医村が不満。何とかしてほしいです。 

大きな病院は先生がよく変わる。あまり変わらないようにしてほしい。 

北部医療センターの運営に対して町の協力する姿勢がない。一企業として扱うべきであり、駐車場問題について積極

的に支援されるべきと思う。駐車場が無い状態が続いており患者負担が大きい。 

与謝野町では、医療、保健はできている。 

医師歯科医の診療レベルが気になります。私は元医療業界なので歯科は網野まで行っています。 

京都や遠い病院に行かなくても良いように与謝野町に設備が整った病院が必要です。 

町診療所の診察や送迎の充実。 

サロンはとても楽しい。大勢の人が参加されたら良いと思う。石川診療所ができとっても助かる。 

地域の病院の先生に親切身のない人がおられるとよく聞く。 

北部医療センターは重度の人しか受け付けないようですが、本人の意思で選びたいと思います。 

医療センターが不親切だと思います。お医者さんが田舎の病院だと思って手を抜いている感じがあります。 

人口の割に病院関係は充実していると思います。救急もありますし。 

がん検診は無料でやっていただけるので助かります。 

予防福祉の視点を。現状は事後対処。予防すれば対処エネルギーの軽減になる。 

町のがん検診に前立腺を入れてほしい。 

日常生活での健康づくりに重点を置くべきである。 

乳がん検診や子宮ガン健診は毎年してほしいと思っています。 

特定健診、がん検診に住民の方の関心がもっと増えたらよいと思う。 

自分の身体はじぶんでつくり守れる町民にしていただきたい。病人は自分の管理をしっかりと！ 

医療費を使わなくてよいように健康づくり体操などの場所などの支援。 

健康は自ら気を付けるべきことだと考えます。 

健康管理は本人の問題。ただ重度な障害になった場合、またその立場にある人にとって福祉の充実は重要である。や

はり就業支援が最重要と思う。クアハウス岩滝が運用されることになったのは大変良かった。町の財政的負担を軽減す

べく医療機関と連携し、医療施設を併設することも検討されたい。 

人生 100年に向けて取組を強化していく。 

加悦元気館で保健体育があるとうれしいです。 

充実させてほしい。１年置きなので毎年しておほしい。 

町の健診医療の充実を願う。 

住民誰にもあてはまる項目。行政・施設・地域住民の連携できめ細かく進めて欲しい。健診の項目に白内障はどうか。 

高齢者の骨密度検査が町の健診の時にないので是非してください。骨密度の数値で食や運動など注意して生活がで

きます。健診の時その場に聞きはありますのに。遠くの医療機関でしています。高齢者は骨折しやすいのでお願いしま

す。75歳以上の骨密度検査有料でも受けたい。大勢の人が言っています。 
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医療において薬漬けの感が非常にします。何とかならないものでしょうか。がん検診で町の健診でお金を出してでも 2 年

に 1 回しか受診できない健診を受けさせていただきたいが無理でしょうか？もしできたなら少しは町の医療費が少なくな

るのではないでしょうか（早期発見につながるため）。 

未然に、病気や要介護にならないためには個々の行動が早い時期から必要。町や自治会やサークルが 45 歳以上を

対象にメタボ解消体操、ストレッチ、ダンス（フラダンス、社交ダンス）などの場を設けそれに参加した人にポイント付与

し、町内のサービス、商品と交換できるシステムをつくれば楽しく健康づくりができるのでは。 

ハード面を充実させるより死ぬまで健康に働ける環境づくり！ 

すべての人が安心して受けられるサービスを希望します。 

送迎の車がすぐまわしてほしい。交通の不便な場所に生活している者ほど。 

親子別々で暮らすことが社会福祉にお金がかかることだと思うので同居世帯を手厚くするべきだと思う。 

高齢のため運転免許証返納したら医療・買い物が心配。 

本当の要支援者への支援にしてほしい。 

医療、介護、支援それぞれ本人と家族と一緒になっていると思います。 

ひとり暮らしで援助の必要な方へもっともっと手を。 

看護、介護は今後さらに必要。それは少子化の為需要とのバランスが図れない時代になる。つまり人手不足。今後は

そのことが課題ではないかと考える。 

町民の福祉に努力されているのは認めています。今以上を望むのではなく、現状維持ができるのでしょうか。 

自分のようなひとり暮らしについては町からできるだけ支援（見守り等）をやっていただきたい。 

包括ケアシステムの取組が始まっているが、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよ

うに言うのだが、個々の支援に行政も地域も対応できるとは思わない。包括ケアシステムはまるで高齢者だけのものみた

いに思われているが、ケアの対象はすべての人に与えられるもので、ましては今の現状のような経済ではとても補えるもの

ではないと思う。この政策にとても違和感を覚えます。 

本当の社会福祉を考えてください。 

高齢化していく中で、福祉従事者への待遇を良くすることが最も早く的確に問題解決する手段だと思う。 

高齢化の中で今後自分たちはどのようにしていけばいいのか分からない。不安。高齢者施設が増えても働き手がいな

い。離職率が高い。となれば、地域の人がどのように協力して高齢者をみていけばよいのか、しっかり考えないといけない

問題ですね。また、「引きこもりの方がたくさんの人を殺した」事件もあり、地域の方（一般の方）の障害者への目は冷

たくなっている気がします。そうならないために町全体でどうにかしないといけないと感じます。 

高齢者が非常に多い地域なので重要に思うので制度の充実を希望します。また、子どもの医療費控除も高校までと充

実してほしいです。 

高齢者が多く、とても重要な課題だと思います。 

親の介護に毎日過ごさなければならないため老人ホーム等が増えればいいと思う。 

高齢者となり（70歳）特養老人ホームに希望者が全員入れるよう年次計画的に施設を増やしてほしいです。 

高齢者にとっては近くの病院があと 1～2 ヵ所必要（交通の便の事もある。）。 

運転免許証を持たない高齢者でも買い物・病院等に不自由なく行ける仕組が必要。 

病院もだが、免許返納になると通院できない人が大問題になる。 

与謝野町は医療、保健、福祉の取組はできていると思う。要介護にならない高齢者の健康づくり。 

高齢化が進みいろいろ充実していただくのはありがたいですが、経費の負担がだんだん増えるのも若い人、年金受給者

にも厳しいです。 

高齢者の買い物の足。 

高齢者の増加が見込まれるため現在以上の介護サービスが望まれる。 
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認知症や介護が少しでも減るような工夫。体操であったり歌であったり。 

ケアマネがいてデイサービスに行けている。今のまま続けていきたい。 

高齢者が安心して住める環境づくりが大切。周りとふれあえる居場所が多くなければ。 

免許返納したら病院に行くにも足がない。 

高齢者の健康増進の地域毎の教室もやってほしい。 

夜間介護サービス、高齢者のつながり、交通面でのサービスなど期待します。 

高齢者割合が全町民の何％か分からないが今後の出生率を考えると憂慮される。 

高齢者の日常生活上（特に医者通い、買い物など）”足”の確保について更なる検討を望む。 

高齢者、単身世帯の増加傾向の中、地域の見守り、介護現場での就労者の重要性を強く感じる。介護職員不足が

現状です。賃金や労働条件など町の動き（国への要望含め）も重要と思います。 

高齢者の力をもっと活用する方法。サロンなどで喜んでいる年寄りばかりではないはず。 

フレイルへの取組。 

要介護者の支援の充実。介護障害者支援体制、家族への支え見守り。 

介護保険の利用を考えてほしい。 

高齢者福祉については、量は一定満たされていると思うので、あとは質の向上を。 

子どもが減り老人が多くなるので介護の確保いろいろ必要。 

今後の高齢化社会の中で多くの住民が不安に思っていることは介護施設等の問題である。今でも各施設は満杯状態

である。与謝野町は福祉重視の町であったが最近は目先のことに走っている感がある。「福祉に特化した町づくり」をす

すめれば全国的にそのことを必要とする人たちの移住を促進することになり、空き家対策や人口増、スタッフ増員など大

きな産業になります。 

高齢者の介護予防の取組充実を図り、保健医療費の削減の活動の充実を。 

超高齢与謝野。問題解決難しいですね。 

高齢化社会が急速に進む中、医療・福祉の充実を望む。 

農福連携、または織福連携の強化。ひきこもりやニートの人の社会復帰支援。行きづらい今の社会の中で、彼ら彼女

らの能力はむしろこれからの世界において重要な役割がある。 

障害者が一時的または最後まで入所することのできる施設が少ない。要介護者の家族をサポートしてほしい。障害者

が本当に幸せを感じられる地域であってほしい。 

リフレなど田舎ならではの取組が地道に維持される工夫がされていると思います。 

農福連携などによる雇用づくりでは障害福祉の枠をはずして、ひきこもりなど社会参加できない人へも対応できるように

なるとよい。 

障害福祉の充実を願う。 

障害者福祉の件、役場に出向いた時、こちらの状況を聞いてくださった上で、何から手続きしたらよいのか、このような方

法もあるとか、役場側から一からの説明が欲しい。 

障害者手帳発行時に説明されず手引も渡されず何もわからないと減免手続等困ってネット検索してしまいました。 

障害者と高齢者と同居しているがデイサービスがもう少し融通が聞いたら良いのにと思う。例）当日デイサービスに行け

なくても、翌日いくことができるとか（できるけれども空きがあるないでいけない事が多い）。 

発達障害児に対して療育（言語、作業等の訓練）を受ける場所がないのと近くの病院に発達障害に詳しい医師が

ほとんどいない状態なので、医療分野の相談がしたくてもできない。障害者や障害児が暮らしやすい町にしてほしい。 

日本を旅したり、短期滞在（２～３ヵ月）してきましたが、与謝野町は障害者の方がとても多く、（自覚がなさそうな

方もおられる）驚きました・高齢者率も高いと思いますので、介護予防は重要課題だと考えます。まずは自助について

ひとりひとりがきちんと何ができるのか考えるきっかけづくりを。 
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もっと便利になってほしい。 

福祉分野の強化を望む。 

福祉に関わることでサポート体制も充実しつつあると思いますが、役所仕事のこともあり、もう少し余裕（幅）を持って

対応することも大切ではないでしょうか。 

まだまだできることや効率化は図れるだろうが、現状特に不満はなし。 

町の取組状況を知らない。 

過度な福祉には課題があるが、健康長寿の目標を立てて更なる高みを目指すべき。そのためには福祉と産業（福祉

IT および AI)の導入をするべき。 

魅力ある事業、環境支援。 

地域ケア会議など各分野の連携に力を入れておられることはいいと思いますが、連携が普段から取れているのか、そこに

つながる会議にすることは必要だと思います。 

他の自治体と比べても充実していてありがたい。 

高齢者や障害者と認められている方々はいろいろ制度がありますが、個人的に病院で医師の判断等で手帳発行して

いただけないので満足感がわかない。 

財力と人力の確保ができるよう予算配分を。 

田舎では人口がすくないので無理かもしれないが全国と同じ医・保・福祉については日本人皆同じです。 

能力 Up。 

低額で手厚い医療、保健、福祉の充実をお願いします。 

与謝野町は素晴らしい。社会福祉の充実、京都一番と思っています。素晴らしい。 

充実を図ってもらっています。今後も大切な分野です。 

旧校舎等の再利用を。 

財政とのバランスが重要だと思う。 

素晴らしいと思います。 

福祉はやり過ぎてはダメ。自立支援を。 

当町の取組は先進的。 

とても努力されていると思います。 

福祉分野は他町より充実している。 

窓口を開けて話が聞いてほしいが足がない。 

2025 年は３人に１人が 65 歳以上。この問題をどう考えているのか？在宅に力を入れるよう施設をつくっても職員が

居ない状況は目に見えている。 

以前関わった経験がありますが自分や家族が必要とするときに町は窓口業務だけであとは人任せなような気がする。も

っと心からの対応してもらいたい。 

他の市町村と比べて、与謝野町は優しく充実していると感じている。 

年がいくといろいろと気になることが多い。 
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④子育て 

 

○すべての項目で、満足度と重要度ともに高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 平均重要度（A) 平均満足度（B)

　平均重要度－

平均満足度

（A)　－（B)

ニーズ得点

＝(A)×(7-(B))

妊娠・出産支援の充実 5.21 3.93 1.28 15.98

子育て環境の充実 5.24 3.85 1.40 16.53

子育ての平均 5.22 3.85 1.38 16.48

37の項目の平均 4.78 3.62 1.16 16.15
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○ニーズ得点が比較的高めの「子育て環境の充実」では、20 歳代～30 歳代で「非常に重要」と回答

した割合が 50%を超えています。 

 

○「子育て環境の充実」の満足度を見てみると、「非常に満足」と回答した割合は全ての年代で 10％未

満、「満足」と回答した割合と合わせても 20%程度となっています。また、16 歳～19 歳と 60 歳代

以降の年代では「無回答」の割合が高くなっています。 
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子育ての分野に関する意見等（自由記載） 

子どもが産みやすい、育てやすい環境を作ることで出生率が上がったり、他町からの移住も期待できる。 

出産病院の対応・能力の低さが問題。子育て支援については、宮津市・舞鶴市等の施設があればより良くなるが、費

用（建設費用）が問題である。 

仕事があること、安心して出産できる環境でないと若者はこの地域に定住できないと思う。となるとますます高齢者ばか

りになってしまいます。 

出産できる病院が少なすぎて選択の余地がない。 

病院自体が岩滝地域のみしかなく（妊娠出産に関して）地域のみの住民として不便を感じる。必ず付き添いでは通

院できない。 

出産できる病院が近くにない。 

妊婦健診は全て無料化してほしい。 

他府県と比べて援助が少なすぎる。高齢化が進む中保育料も周りの市と比べてすごく高いし、二人目三人目を産めな

い。子どもが減るばかり。にっこりあやあそびあむのような施設がほしい。 

少子化の時代に合って安心して子供が産めるよう現在の支援（金銭的）が続けられるようにお願いします。 

妊娠時期から両親に子育て教室を受講させる仕組みが必要。人材づくりの原点ではないか？ 

与謝野町でもこども食堂などの活動があればよいのでは。 

子どもたちがすくすくと笑顔でいられるよう希望。 

女性の日を定め、世代をこえて町内の女性の方々に交流してもらう機会を設ける。 

婦人（産）科が与謝の海病院しかないのが不安。 

母子家庭が多く離婚率が高いので母子への健康は必要だが、現金の支給は必要ない。離婚していない家庭への支

給を増加する方がいい。 

出産までの母の教育。 

虐待防止の取組。 

親が自分の子供を虐待殺すことなど私たちの年代では考えられません。親がおとなにならずに子どもを産む、親の教育が

必要だと思う。 

子どもにやさしい環境をつくりたい。 

私は昔とすると、今は最高に子育ては十分だと思います。特徴を生かす子育ては大切だと思います。 

サロンなどお母さんたちの交流する場も増えてきているし、個人でそのようなイベントをされている人もいてよいと感じでいま

す。 

せっかくの雄大な自然がある丹後で、もっと子どもたちを自然の中で育てるべきかと。 

子どもの数が少ないので子育て世代へのもっと手厚い補助等希望します。 

ママ友とかおばあちゃんの知恵とか、子育て世代にチャンネルの多様化を。 

子育て世代だが、育てやすい環境にあると言える。 

安心して子育てする環境になっていない。具体的には①所得の不安定があること②子育て親の交流の場が少ないこと

③幼児を預けて働く場の無い事などである。 

与謝野町で子育てしたいと思えるような環境づくりを。 

ファミリーサポート体制を早く実現させてほしい。 

地元で子育てしてもいずれ都会へ行ってしまう。余りお金をかける値打ちがあるのかなあ。 

若い人に働いてほしい。子どもに大きくなってお金がいる。定年になってもまだ元気な人が多い。その人たちをもっと利用

してほしい。ボランティアではなく少しお礼を出し、子どもを預かるようにしたらよい。 
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共働きが増え、貧富の差が学力差になってくる。放課後（小、保）の過ごし方を充実。地域で取り組める体制。 

妊娠・出産に関しては北部医療センターがあり安心ですが、子育てに関しては、特に若いお母さんが孤立しないような

サポートを充実していく必要がある。 

50代世代の子育ての時より充実している。過剰になり過ぎていないか。 

子育て支援の充実はプラスに向かっている。 

在宅ワークの充実が図られれば子育て中でも時間に応じた収入を得られる。 

学童保育は大切だと感じています。このような施設が区単位にあれば、そしておじいちゃんおばあちゃんも加わって見守る

ことができたら町全体も安心できるのかなと思います。 

全ての子どもが希望すれば学童保育に通えるようにしてほしい。 

働き方改革は分かるけど、仕事で土日出勤などがある仕事をしているものにとっては、子どもを産んだら、子どもの預け場

所はないので、子どもを産んだら女性は仕事をやめるしかない。土日にも子どもを預けられるような施設を充実してほし

い。 

旧加悦町、野田川町への充実した子育て環境がないがしろにされているようだ。 

基本的に、妊娠出産支援についてはOKです。子育て環境の充実は、親や家族がやることであり、幼児保育～中学ま

ではそれぞれの先生たちがよく頑張っていると思う。 

子どもは宝で、子どもの数が増えないと町の発展はできません。子どもが生まれたら町の方から祝金として１人 100 万

円くらい支給してほしいと思います。 

出産支援等金の援助は国に強力に要請すべき事項と考える。町・府あげて強力に運動すべき。一人当たり100万円

程度でいかがか。 

地域コミュニティの中で子育てできる事が望ましい。 

町の将来を考えると子育ては非常に重要。 

少子化対策として出生児にもっと手厚い保障を望みます。 

保育所の無償が理解できない。不要。びっくりするくらい高かった（今まで）それを乗り越えてきた。なぜ急に無償にでき

るのか？わたしたちが払ってきたのは何だったのか？ 

父母ともに参加できる母親・父親教室があったらいいなと思います。 

町の取組に参加して支援をうけられる体制づくり。職場の理解と家族、年配者の協力方法も必要。子どもは町の宝。

みんなで支えていけるよう。 

少子高齢社会、人口減少社会のため、子育て支援はもっとも重要。今後の施策、取組に期待する。 

子育て支援に対しても町政の動力は認めています。少子化＝町の魅力がないのでは！ 

学費の無料化はすすんだものの地域での子育てなどソフト面での関わりがすくないように思う。 

働く母親に対して子育てしやすい職場の環境改善を望みます。 

孫たちを育てさせてもらい楽しく充実した生活ができました。健康つくりにもなったと思います。 

子育て支援センターでの毎月のイベント事は非常に充実していて交流の場にもなっているのでとても良いと思う。妊娠中

のプレママ café については、もっと内容を具体的にしてほしい。ただ話すだけの場ではなく、出産後の育児の仕方、例え

ば、沐浴の仕方、おむつの替え方など日にちを決めて行ってほしかったです。（他の市町村では行っているところもある） 

子育て分野が充実しないから若い子育て世代が定住しない。保育士や支援センターの人財はとてもよい。町としての

助成が必要。 

保育園の無料化、学童保育の無料化をしてほしい。安心して育てる環境の整備をしてほしい。 

病乳幼児の保育を望む（急に熱になった場合、預ける場所の確保を）。 

保育園が土曜日午前中だけというのは働く家庭にとってはありえません。もっと周辺の市のように子育て家庭が暮らしや

すい町にしてほしいです。 
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学童保育の急な利用に対しての受け入れ対応をしてほしい。 

休日の一時保育場所をつくっていただきたい。 

保育料を下げてほしい。学童を充実させてほしい。 

専門性をしっかり身に付けた方に各保育所、こども園への指導を。今は若くて長になられるので元園長の方に各園の指

導をしてほしい。 

野田川こども園の新園舎の建設については進んでいるのでしょうか。反対運動の看板があちこちに掲示されていて、本

当に新しい園舎ができるのか不安です。 

土日祝日等預ける施設がない。 

一時保育の利用になかなか勇気が出なかった。気軽に利用できるよう工夫してほしい。 

大型連休での保育所開設に一考を望む。 

学童保育については充実しているところとそうでないところがあるので従事充実していくことを願っています。 

認定こども園は旧町単位で１箇所ずつと聞くが、特に野田川地域の子どもが１箇所に集まるのはいかがなものかと思う

（人数が多い）。 

病児保育の施設計画に期待。妊娠中の歯科検診の女性や不妊治療の助成があるとありがたいな、と思います。 

保育サービスの充実を切望します。土日祝日のフルタイム開園があれば助かります。小売りやサービス業に従事する人

は土日祝日は仕事を休むことが難しく困っています。 

子どもたち児童の通園、通学路において交通マナーをもう一度学校側と教育委員会側の安全を徹底されたし。高齢

者・若者の暴走が目につく。 

もう少し未満児の保育料を安くしてほしい。 

幼児教育、保育サービスの充実は子育て世代の人にストレスをためることなく子育てに専念することができる。財政的

援助も含め安心して子育てできる環境を作って欲しい。 

親が安心して仕事ができる学童保育。 

仕事先がみつかるまで保育してもらえないのはおかしいです（保育園とってもらえない）。 

介護をしながら子育てをしている場合、保育園（こども園）での預かってもらえる時間を 16時よりももう少し延ばしてい

ただきたい。子育て応援課や福祉課へ何かを相談しに行ってもマニュアル通りのような回答が多いので悲しくなります。 

親の職場復帰が早くできるよう保育サービスの充実・向上を望む。 

スクールバスの活用。 

今のシステムは望む人側からのアプローチする「待ち」の姿勢だと思う。育児で余裕のない母親など、町から攻める体制

がいると思う。行政にありがちな「システムは用意している。使うかどうかは町民次第」という“やっている感”はいらない。 

充実している。 

町の取組状況を知らない。 

結婚する出会いの場をつくる。 

子育ては核家族が問題です。じいちゃんばあちゃんと一緒に暮らして昔のことを聞かしたり元気付けたりして子どもをたくさ

ん産みましょう。 

次の世代を担う子どもたちが増えることを願っています。 

不備。 

結婚していないので関心ありません。 

世間では恐ろしいニュースが連日報道されています。田舎なのでまだのびのびとなされているのではないでしょうか？ 

子どもがいないと町の発展はない。 

将来の与謝野町を維持できるのは新たに生まれる命なわけでその可能性をゼロにするのはどうかと思う。今も大事だけど

将来ももっと大事。 
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未婚の男性、女性が多いのが残念だ。若者の婚活の場があれば。 

子どもが増えないと、、、と思います。 

育児期に以前は父母が家にいる人が多かったが、仕事をしている人が増えている。育児期にサポートが必要。子育て

環境が整うことで人口が増えると思います。 

もっと進んだ対策必要（知恵のだしどころ）。 

子育て＝若者。若者が働ける場を設ける。 

子どもの人数が少ない。 

町の取組について満足している。 

安心して子育てができて住みやすい町になってほしい。 

お金のことなど気にせずに出産・育児ができればもっと子供が増えるのでは。 

子どもに住みよいまちになってほしい。 

近隣市町と比べ、子育て施策は不十分と感じる。この町で産み育てたいという魅力がないと都会に出ている息子が言

っていた。 

昨今の痛ましい事件を見るにつけ「子どもは地域の宝」だということを改めて感じます。 

保育、学童保育等に関わる人たちの環境整備、労働条件などの充実。 

子育て世代が住みやすい町となるよう努力すべし。他県から魅力を感じるもの確保を望む。 

住みよい安心なまちづくりとはこうした環境の中で育つ者であり、産業や観光の発展がそれほど目立つものが無くても充

実した社会をつくることができると思っている。 

子どもを伸び伸びと育てられる環境にあります。 

言われてから動くのではなく何が必要なのかを現場から探してほしいです。特に子育て応援課。 

母子家庭、父子家庭でも住みやすいところの案内などがあるとよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42 

⑤教育 

 

○「図書館などの生涯学習の充実」「生涯スポーツの充実」「文化財の保護・活用」「文化・芸術の振興」

では、重要度は平均値よりも低くなっていますが、満足度ではいずれも平均値よりも高くなっています。 

○「学校教育内容の充実」「学校教育環境の充実」では、満足度は平均値を少し下回っていますが、重

要度とともに高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 平均重要度（A) 平均満足度（B)

　平均重要度－

平均満足度

（A)　－（B)

ニーズ得点

＝(A)×(7-(B))

学校教育内容の充実 4.94 3.69 1.25 16.36

学校教育環境の充実 5.12 3.65 1.47 17.17

図書館などの生涯学習の充実 4.69 3.76 0.93 15.20

生涯スポーツの充実 4.52 3.75 0.77 14.69

文化財の保護・活用 4.43 3.83 0.60 14.04

文化・芸術の振興 4.19 3.81 0.38 13.35

教育の平均 4.82 3.70 1.12 15.90

37の項目の平均 4.78 3.62 1.16 16.15
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○ニーズ得点が高めの「学校教育環境の充実」では、「非常に重要」と回答した 30歳代の割合 49.0％

が一番高く、次いで 16歳～19歳の 47.1%となっています。 

 

 

 

 

教育の分野に関する意見等（自由記載） 

学力の向上だけでなく、行動力や判断力等のこれからの時代に必要とされる人材をつくる。 

教育環境の老朽化。 

子供一人ひとりの能力を伸ばしてグローバル教育の推進をしていただき、将来与謝野町を支える大人になってほしい。 

勉強も楽しみの一つとして教えていく方法が大切。物事が一つ理解するとまた一つ楽しくなるように。。。 

クーラーが学校に付かないのはどうしてかと思う。 

今後人口減少により学校減少はやむを得ない。そうなった場合の輸送（移動）等の不安がある。 

正直、今の学習についてあまりよく知りません。しかし、iPad を使った授業や英語は充実したらいいですね。 

大学に進学し、都市部で就職、結婚、子育てと田舎に帰ることはない。田舎の金を使い、育て、大都市へ優秀な人

材を供出する役割になっている。 

生徒数も少ないのでこの地域ならでは等の学習などあってもいいのかなと思ったりします。 

ゲームの子どもも多く、スポーツ分野のクラブに入っていない子どもが多い。 

学校教育（義務教育）の質の低下を感じる。 

学校の設備、学校の中の設備が古い。水のみ。お湯が出ないなどあります。教員の数を増やしてさまざまな子どもの状

況に応じて対応してくれる人がもっと必要だと思います。 

学習指導要領改訂への対策が遅れすぎており子どもたちに格差が出る。先生が現在教育に対応できてなく教育の遅

れを感じる。 
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都会の子どもと同じレベルの学力を目指してほしい。中高一貫。 

学校統合が必要。少人数では競争心もわかないし、人間が大きくならない。（井の中の蛙ではダメ） 

早く小学校を統合してスリム化を進めて欲しい。スポーツ文化施設は現状を維持することが必要です。利用する人が今

後も増えるから。 

子どもたちが思い切り遊べる場所が欲しい。IT ばかりが進み過ぎてもっと教科書の勉強が大事だと思われる。携帯は

GPS だけでよい。特に小学校中学校までは。 

加悦谷高校の統合にもっと反対し、イメージ低下を避けるべきだった 

学校により違いますが、子ども被害の事件が多いため安心安全の徹底をしてほしい。 

与謝野町内でひきこもりやいじめ等がどれくらいあるのか分かりませんが、各先生方と児童生徒のつながりを密にしていた

だきたい。そのために先生方を授業以外でしばらずに余裕をもって教育していただきたい。 

小・中学生、もっと外で遊ぶ。部活頑張る。ネットはだめ。 

学校施設（小学校の冷房等）に早急に予算を充てられないのは現場としてとても残念に思う。 

先生方のやる気がわからない。 

子どもが高校に通っていますが（海洋）、十分に可能性をのばしてもらっている。感謝している。 

先生の質の低下？入園者の少ない施設は開園日を減らす等の工夫が必要。 

ICT やグローバル等もわかるが、与謝野町の豊かな自然に触れ合うような体験等もっと子どもたちには必要ではないかと

思う。 

加悦高をなくすな！町の負担は軽くなるが子どもたちに負担を背負わす。 

ICT教育はこれから必要。 

現代の子どもたちは勉強に追われている。思い切り遊ぶ時間が必要ではなかろうか？ 

体験授業を取り入れて、ものづくり興味を持たせる教育の充実。 

英語教育の前に日本語教育を充実すべきだ。英語等の語学は中学校からで十分であるし会話を可能にする機器は

開発されている。活用すべき。正しい日本語で考える力の向上が重要。幼い時期にいろんな言語を学ぶと脳の発達が

阻害される恐れがあるという論文もある。幼稚園の一元化について特に異論はないが中央公民館施設に替えるのは中

止していただきたい。幼稚園代替え地を探してください。野田川地域の文化振興の中心的施設である。 

少子化ではあるが安全で安心して教育される与謝野町であってほしい。 

学校教育にもっと多くの予算配分し、小中学校の施設改善、人材確保をするべき。 

子どもの教育環境「一人ひとりを伸ばす」「個性を尊重」等見える化が必要。「何をしているのか」保護者会だけでなく地

域みんなが知っている状況が望ましいのでは。 

教育は根幹であり特に力を入れてもらいたい。塾などの整備と連携が必要と思います 

教員の充実をお願いしたい（人数ではなく）どの地域の人も近くに図書館があるように。なくすのは反対。図書館、野

田川、加悦にも残してほしい。どの子どももいけるように！！野田川の体育館なくすならばつくらないと。部活動は？地

域のスポーツは？全部なくなるのは野田川や加悦地域で計画されていないか？ 

今の教育は子どもにて厚く関わり過ぎる。自発性のない子どもが多いように思います。 

学力の向上と並行して精神面でも充実した教育を望む。 

教員による生徒への人権侵害を学校は指導と言い張って謝りません。人権感覚がおかしいです。 

教育は町の基である。特に就学前教育を含む学校教育は町活性化の原点であるといっても過言ではない。教育の充

実を図るため、物・心の両面から支援すべきである。また、高校教育は町管理下にはないが、加悦谷高校創立以来

地域に果たしてきた役割は大である。企業進出、移住者の移住に関する判断材料にも高校があるかないかは大きな

問題である。側面からの援助を積極的にすべきである。 

もっと将来を考え学力アップ教育を、個性豊かに。確保のぞむ。文化（お寺）などにも歴史を感じるものに。 
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小学校 1 クラスが当たり前ではコミュニケーション不足のこどもたちになるのではないか危惧。こどもながらに新しい環境に

適応しようという力は必要→青少年育成へ。 

小学校統廃合を行うことでなく、それぞれ少数人数であっても多種多様な特色を持った小学校があっても良いと思う。 

まち全体的に人口が減少している中、子どもの人数も減ってきているかと思うが、少ないからこそ子どもたちのために環境

の充実を一番に進めて欲しい。例えば、洋式トイレ、エアコン。 

最近の先生はいじめを見て見ぬふりをしている。子どもがしていることの良いこと悪いことが分からない先生が多すぎる！ 

ICT導入やグローバル教育と併せて与謝野町の史跡、文化財、景観等郷土愛につながる人間形成の教育を求める。 

図書館は統一して蔵書を増やすべき。それだけで町の魅力になる。スポーツ、文化財は子どもたちの世界を広げるため

にも教育と絡めて進むべき。俳句はもう切ってもいいんじゃないか。愛好家には申し訳ないが、俳句では町の魅力、発

信、求心力にはならないと思う。 

校区外には出て行ってはいけない（小学校）。しかし、区内に図書館がない。長期休みなど子どもたちだけで本を借り

に行ったり調べものをしたりできない。 

よさのみらい大学、もっと身近な形にしてほしい。特別な人々がする特別な人々向けに偏りすぎかと。大人が学ばなけ

ればいけないことが多い。 

子育て、教育という分野ではとても重要。施設予約などすべての窓口一本化 

中国の人が言っていました。日本人は勉強しない。NHＫが無料で言葉を教えてくれるので４か国語はなせるようになっ

たとのこと。楽しく無料で英語でもはなせるようになったという田舎でも場があればいいのですが。 

本をもっと読む運動。地域の偉人の功績を伝える→ふるさとに誇り。あなたは地域（与謝野）を守ってきた歴史上の

人物を何人知っていますか？まさか１人２人ではないでしょうね。 

和の精神と個性の充実とのバランスが大事。 

公民館や体育館の利用を身近に！？ 

合併前の各町で１こども園１小学校１中学校の状態に早期に行い学校等施設の充実し、学校図書館を町民に開

放する。若しくは学校等の近くに図書館を併設する。 

図書館内の蔵書の数と質（本の）を高めてほしい。 

図書館をもっと充実させたらいいと思う。 

図書館をなくす町によい教育環境を考える気があるのか疑問です。 

本を借りて今頑張って読んでいるのでなくさないでほしい。 

社会教育施設等 24 時間使用できる環境等。もちろん有料でも土日使用できる。新しい考えの方、いろんな時間帯

のしごと等の人にも対応してほしい。 

図書館の統合は反対です。 

放課後子どもたちが天候に左右されずに遊べる場所、児童館などあればいいなと思います。ゲームをするな、ではなく、

他に楽しいことをつくってあげるべき。学童の子たちとも遊べる環境が良いと思います。 

施設の統合には反対（例えば図書館等） 

子どもも大人も活字を読まなくなった。もっと図書館を利用すれば。 

生涯教育（スポーツ以外も）の充実、ひきこもりの人への支援。 

例えば岩滝出身の小室信介さんなんか功績の割に有名じゃありません。時代を駆け抜けていかれました。広野道子さ

んもキーマンです。 

いつの時代も人間形成（人としての心）が基本。教育は時代を先取りした教育体制が重要と考える。 

高齢者が集う場所をもっと作って欲しい（話をしたりする場）。 

図書館のことですが高齢者になると小説を読むことが難しくなります。テレビや映画などは負担が軽くなりますので、映画

などの DVD貸出用を置いていただけないでしょうか。例えば「おしん」など。 
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社会教育施設については、町民の意見をよく聞くべきである。すべてを旧岩滝町中心に考えられると不便である。旧野

田川町をもっと活用してほしい。 

加悦の図書館がなくなるということは時代の流れで、与謝野町として一体化されるのは仕方のないことだと考えますが、

遠くでも岩滝まで行こうと思わせてくれるような充実した活動をしてほしい。今気兼ねなく地元の図書館を利用していま

すが、生きやすい雰囲気づくりも必要。 

中高生が主体となったキャンプやまつりなどを企画し、こどもたちの協力する力や考える力をつけてほしい。今は、大人が

主に動いていると思う。育成会のキャンプについてくる大人の数が多すぎる。 

65歳以上のサークル、スポーツクラブ等のＰＲ。 

生涯スポーツ学習施設野田川体育館を多くの方々、身体の向上またふれあいを持ち、加悦高の生徒の発表の場とし

てもわーくぱるよりも明るく作品がもっと美しく見える会場あります。取り壊しなどはもってのほかだと思います。 

今、旧野田川地域では体育館をなくす計画があると聞いています。江陽中学校では部活、体育授業で使用している

のになぜそうなるのでしょうか？ 

生涯スポーツは健康づくりとあわせて考えてもらえるとありがたい。 

滝の運動公園も活用して運動に励んで有名人が現れたらうれしい。 

スポーツや芸術や文化は内輪で楽しんでいるイメージがある。何をしているか具体的によく分からない。 

俳句に参加しようと思っても正座の会はだんだん無理になります。江山文庫は素晴らしい建物ですが、正座なので残念

に思いました。 

伝統を伝えたい。 

文化財の保護・活用等大切にしなければならないことは分かるが、予算をもっと子育てへ使ってほしい。文化財の保護

の前に今を生きる子どもへの支援を望む。 

文化、資源のことがうまく伝わっていない。知られていない。 

子供に対する交通事故、殺人事件等が多いので、通学、帰宅時の見守りが大事だと思います。 

現実をしっかりと見て認識して実践に活かしてほしい。親の態度が「こわそう。うるさそう」だけで物事の処理の仕方を変

えないでほしい。 

大変ですが今の形で私は十分です。よけい気を付けるように頑張ります。 

町の取組状況を知らない 

興味がありません。申し訳ない。 

分からない人が多すぎる 

与謝野町の保育所で一番危険な保育所は市場。最近子どもの飛び出しで事故がありました。早く場所を変えるべき

です。道路に面して大変危険です。 

レベル Up。 

人とのつながりの大切さを教科書で学ぶのでなく、感じられるよう導いてほしい。 

正直、伝統とか過去のことは興味がない。先のことが大事だと思っている。 

太田町政時代から保育所小学校の統廃合は提言していたのに（3 年 5 年もかかる）庁舎問題が先だと言って取り

組まなかった。山添町長になっても 1 期目でやるべきだったのに何もできなく今諸々大問題になっている。教育長つまり

教育委員会も真剣に考えているのかな？小学校でも各学年各クラスがせめて 2 クラスの必要性を行革委員会、区長

会でも出ていた。適正規模の問題が！！ 

現時点ではまだよいが来年度からが問題だ 

地域の宝をしっかりと育てることが一番のまちづくりだと考えます。 

よく分からないのが本音です。 

子どもたちに自然に触れることを増やす方がよい。 
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学校の適正な統廃合、町民グラウンドの改修、改善と行き届いた管理を望む。 

少子化が進んでおり、早く市場小、石川小、山田小、三河内小の合併を。 

廃校になったところのものを全国に向けて販売しては？心をたいせつにした教育（全般にわたり）であってほしい。 

子どもは町の宝。若者がこのまちに住みたくなるような教育を。 

大学費用まで保証してほしい。芸術、特に美術作品など親しむ機会が非常に少ないと感じる。 

学校がない地域に若年層は移住しない。合併すると人が来なくなる（年寄りばかりに）。 

足の確保し難い。 

都会に出ても通用する教育をしてほしい。 

個々が前向きに努力・参加できる人間関係づくりができれば行政との関係もよくなる。 

子どもの減少何年先か 10年 20年～？人口減など現在小学生５０年６０年前の。先が心配。文化財伝統芸能

など保存は難しい。子どもの減少。 

バスのダイヤ増発、積極的な検討をよろしくお願いします。 

地域の学校統合、公民館や体育館の廃止による一部の地区への偏り、不公平感がある。 

子どもが事故にあうケースをテレビで目にしますが安全も重要だと思います。 

都会の大学に進学した子どもたちが与謝野町へ帰るようなまちづくりを。 

地元の学校の統廃合が急激に進んでいる状況には少し残念で寂しい気がします。特に地元高校の新名称にはやや

不満です。 

今問題となっている「のだがわこども園」について、いろいろな噂、憶測が飛び交い、内容がはっきりしない。例えば岩滝、

加悦は町が建て管理。野田川は民設民営で教会関係の学校が設立予定とか。補助金はどうするのか。あの場所でな

ければとの理由があるのか。中央施設がなくなると、生涯学習や生涯スポーツの取組項目に反してします。設立予定者

はあの場所を本当に望んでいるのか。あの場所に設立となった場合、地震、水害とかの避難場所が明確ではないが、

被害の責任はどうなるのか、どこが取るのか。 

最近ニュースで取り上げられている登下校の事件等に巻き込まれないように子どもたちの安全を確保してほしい。 

家庭での教育それなりにやってきましたので若い世代に送ります。 

図書館、体育館など教育体力向上に直接かかわりのある施設が地域からなくなると聞きショックを受けています。我が

子は”BookStat”の取組（10年前）の時からずっとほぼ毎週野田川図書館に通い続けています。 

世の中がおかしい。 

孫の様子を見ているので教育は大事だと思います。 

教育は個々ですること。 

いろいろと項目があるけれど、一般的で抽象的なことばかりがかいてあるので結局何がしたいのかわからない。 

通学路に農業用水路がありますが、深さがあり子どもは転落する可能性があります。フェンスなど安全対策をお願いしま

す。 

のだがわこども園をわーくぱる隣の体育館をつぶしてそこへ造るという話があるが、地域の方のスポーツに使っている体育

館は他に造るとなるとお金がかかるので、小学校の体育館を活用するなど、スポーツができる場をなくさないでほしいで

す。 

人口が少ないので子どもたちも他の市町村、都道府県と比べたらもっと指導側、教育委員の方も力を入れないと子ども

たちがかわいそう。 
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⑥環境・社会基盤 

 

○「ごみの減量化やリサイクルなどの推進」「安全な上水道の提供」「汚水処理の推進」の 3つの項目で

は、満足度・重要度ともに平均値よりも高くなっています。 

○「再生可能エネルギー創出の推進」「空き家対策の推進」「まちなみ・住環境の整備」の 3つの項目で

は、満足度・重要度ともに平均値よりも低くなっています。 

○「公共交通の利便性の向上」では、重要度は平均値を上回っているものの、満足度は低くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 平均重要度（A) 平均満足度（B)

　平均重要度－

平均満足度

（A)　－（B)

ニーズ得点

＝(A)×(7-(B))

自然環境・景観の保全 4.92 3.65 1.27 16.47

再生可能エネルギー創出の推進 4.42 3.55 0.87 15.23

ごみの減量化やリサイクルなどの推進 4.97 3.77 1.19 16.01

防災力・防災減災対策の強化 5.17 3.60 1.57 17.58

交通安全や地域防犯の推進 4.98 3.66 1.32 16.65

空き家対策の推進 4.69 3.11 1.58 18.26

消費者保護対策の推進 4.27 3.66 0.61 14.27

公共交通の利便性の向上 4.99 3.20 1.79 18.96

公園や緑地の整備 4.48 3.66 0.82 14.97

まちなみ・住環境の整備 4.63 3.57 1.06 15.86

道路等の整備 4.95 3.58 1.37 16.94

安全な上水道の提供 5.05 4.00 1.05 15.15

汚水処理の推進 4.86 3.85 1.00 15.28

環境・社会基盤　 4.88 3.66 1.22 16.29

37の項目の平均 4.78 3.62 1.16 16.15
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○ニーズ得点が高かったのは「防災力・防災減災対策の強化」「空き家対策の推進」「公共交通の利便性

の向上」の３項目で、「防災力・防災減災対策の強化」では、「非常に重要」と回答した割合は 40歳代

以下と６０歳代で高くなっています。 

 

○「空き家対策の推進」を地域別で見ると、いずれの地域も重要度は高く、満足度では、加悦地域と野

田川地域で「やや不満」「不満」「非常に不満」を合わせた割合が 50％を超えています。 
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○「公共交通の利便性の向上」では、「非常に重要」と回答した割合は 16～19 歳、20 歳代、40 歳

代で高くなっています。また、満足度では多くの年代で「やや不満」と回答した割合が多くなっていま

す。 
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環境・社会基盤の分野に関する意見等（自由記載） 

これからもこの環境を守っていきたい。 

野田川の上流と下流、中間地での統一的活動ができていない。 

野田川沿いの堤防を少しずつ整備しているが・・・そこにどんな植物や生物がいるか知っていますか？整備してしまうと植

生が変わってしまう。与謝野町の豊かな自然をもう少し考えてほしい。田舎の良いところがなくなってしまう。 

農地の除草剤散布や下水道化していない家からの汚染水、学校プールや川に投入されるEM菌を禁止してほしい。か

なり不快です。 

里山の整備事業を充実していただけると水質改善、環境保全のほか、防災力の向上などにつながると思います。 

山が荒れていくので樹木伐採をする方向が大切。地域で花を植える活動をする。 

自然災害や環境保全と向き合いながら行政を進めて欲し（ヒトにも地球にもやさしいまちづくり）。 

野田川（河辺、周辺など）景観が美しくできないか。。。ウォーキングや散歩などできる美しい場所が加悦地域や野田

川地域にもあるといい。 

プラスチックごみ対策、川海プラごみG20エネルギー対策地球温暖化、原子問題、使用済み核燃料最終処分、再生

エネルギー推進空き家対策、汚水処理。 

河川の中にできた草むらを取り除いて流れをよくし、また景観も良くなると思います。 

昨年の広報に特定外来生物「ｵｵｷﾝｹｲｷﾞｸ」の記載があったが、今年もどんどん増えている。数年後には町全体にも大

江山の生態系をと危惧する。知らずに家に植えている人もいる。岩滝体育館の庭隅、市場地区のこども園の庭、あちこ

ちの公園。広報に載っているのに、行政の管理地に多く繁殖している。行政に携わっている人たちがいかに広報も町にも

関心がないかと悲しい！ 

ごみ処理施設にもう少し力を入れてほしい。 

新しいごみ処理施設の話が全くわからない。今後はどのようになるのか。建物が決まっているのである程度は分かると思う

のですが。ごみの出し方や今までと、今後の違いとか。宮津市の言うとおりにならないように。 

ゴミが出ない町。20年前に徳島県上勝町に視察に行ったときすごいと思った。一度行かれてもいいのではと思います。 

ゴミ減量化のため、ごみ袋の有料化をすぐに始めてください。今後が心配です。 

大きなゴミ。１年に１~２回取りに来てほしい。 

環境に関しては誰もが日常生活に直結している問題なので、各家庭の意識向上と安心安全なまちづくりを希望しま

す。 

京丹後市や宮津市等のように大型ごみの日が与謝野町にはないので設定してほしい。処理場に直接いくには自宅にト

ラックがなく借りなければならず、不要なものを業者に頼むにも高額。女世帯なので男手がいなく力仕事できないのであ

きらめているまま何年。。。役所にて手続きし大型ごみ引き取っていただける制度も設定してほしいです。 

ごみ減量化は家庭だけではありません。業者並びに役所関係も無駄だと思うことが沢山あります。個人情報と言われた

らそれまでですが。 

ごみ処理をもっと考えるべき。草や木なども出しているがだめだ。本当に処理できないものだけにするべき。 

ごみの減量化、リサイクルできるものはリサイクルして、ごみはきれいに洗ってリサイクルしてほしいです。 

道路にレジ袋のままポイ捨てされたごみが多いのが目につき、マナーの悪さにあきれます。一人ひとりが気をつけなければ

と思います。ごみの収集はどんなお天気の時もご苦労様です。職場でも非常にたくさんのごみが出るのですが嫌な顔をせ

ずいつもありがとうございます。 

小さな紙片を資源ごみとして出すようになり可燃ごみがすごく減った。高齢者の事故が問題になっておりスーパーでも一

人で歩くのも大変そうな人が車で買い物に来られていてびっくりしている。高校生の通学もあり公共交通の充実を望む。

利用者は少ないと思うので小型車など経費の掛からない方法はないか。 
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可燃ごみの袋が弱い。すぐ破れる。水洗化にしたいがお金がない。 

リサイクルについて住民への周知徹底。再生可能エネルギーの取組、町として出来ること、プラスチックごみの減量。 

今ごみの分別をしなくてもいい市町村が増えてきています。最新のごみ処理施設ならプラ・紙・生ごみ・全部まとめて燃

やすようです。与謝野町でも最新施設を取り入れては？ 

ごみの分別が大変。 

太陽光パネルの寿命が来たときの粗大ごみ対策ができていない。こんなものに税金を使うなよ!!自己負担するように。 

太陽光発電は日照時間が少ないこの土地では難しいと思います。 

再生可能エネルギーに対する補助が出る市町村もあるが資金力のある住人にしか恩恵がない政策には疑問が残る。 

学校統廃合に伴う公共交通の見直しは必須。防災分野へ：消防団活動費が無駄。訓練回数を減らすべき。 

地域（地区）別の防災把握（土砂崩れ他）が出来ているのでしょうか。 

度重なる災害で不安になることが多い。（大雨など）工事が長引いているように見える。安全対策も引き続きお願い

していきたい。 

自然災害（大雨）による野田川の洪水は大丈夫だろうか？ 

府も含めて野田川の水害対策や各地の災害対策、復旧事業を早急に進めていただきたい。 

地震や台風等のハザードマップや避難場所の案内をもっと分かりやすくしてほしい。地震対策が不十分な気がします。 

自然豊かな与謝野町、災害などがあるたびにこの町に住めることに感謝しています。 

自然災害に対する防災能力がどこまで整っているのかな。知りたい。 

住民が住みやすくするため災害に力をいれるべき。洪水を考えると自分の地域だけのことでなく全体で捉える必要があ

る。 

河川の上流でも道路なら１mほど上がり床下浸水になり困っています。野田川の整備促進を早急にお願いしたい。 

災害による未整備なところが多くある。 

石川地区はよく水がつきます。また水がついたといって放っておかず水の流れを良くするか何とか考えてください。 

自然災害が多いのでなかなか難しいと思いますが、安心して暮せる与謝野町であればと願います。バスの時間につい

て、できれば１時間に１本あれば幸いです。 

特に災害に強いまちづくりに期待します。 

防災関連については近々の課題である。これらの事業は町の役割と住民の役割があり、住民の理解を得ることに力点

を置き、住民の協力を引き出すことに努力をすべきと思う。まさに協働の精神で。 

地震、津波対策、過去の歴史から防災を学ぶ機会を 

河川の整備を促進していただかないと、暴雨の度に床上浸水になってしまいます。土砂のたまるところやどこが水が流れ

にくいのか、きちんと検証してほしいです。 

街灯が少なく夜が不安。 

夜間の暗い閑散とした雰囲気をなんとかしてほしい。 

土地を盗られた。警察はだめ。 

防犯カメラの必要性が議会でも計5回くらい発言もあり、京都新聞にも大きく書かれ、また、商店向けに府庁の担当課

長が 1/2 補助金をつけるといってくれているのにバカバカしい。何が「みえるまち」なんだ！！今年度に予算組んであるの

か？町長も国を守っている自衛隊が必要ないと思っているのかな？せめて個人でカメラをつけた店に数万円でも補助金

を出してほし。 

街路灯の LED化と明るさの向上（暗い地区がある） 

防犯カメラの設置を進めるように町長に願いたい！！自分の子供が危険に合えば考えてくれるのか？四辻の事故の交

差点にも早く信号機設置を！！ 

見守り隊などのソフト面を充実していくとのことですが、限界があると思います。防犯カメラの設置を進めて欲しいです。 
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自転車道の街灯がなく暗いのでもっと明るくなんとかしてほしい!!早急に、事故が起こらないうちに。特に三河内～加悦

方面。 

災害時の電気、水道、代替え対応は必須。自己責任も必要。一般家庭の下水処理の対策を早急に！防犯カメラ

の増設、防犯灯の増設を希望。 

予測不能な事件・事故が最近多い。地域はもちろん個人個人も安全安心に意識していくように進めて欲しい。 

世の中がおかしい。詐欺、ぼったくり等おかしな事件が多い。生活に不安。 

京都府警の安全パレードの開催をもっとシーサイドパークなどの広さを活かして増やしてほしい。音楽隊、カラーガード

隊、騎馬隊などをよんで盛大にまちづくりや交通安全や交流してほしいです。 

自転車道路が夜は暗く、中学生、高校生の通学の安全を確保していただきたい。田植え時期には家の前の農業用水

路が汚く、農事組合などで対策をしていただきたい。 

空き家が目立つので早期に対策が必要と感じます。 

空き家は増えていく情勢である。町が買い取ってリフォームして、流入者に販売して商売すればいい。移住促進にもつな

がり税収の見込みも立つ。 

「空き家」は重要な問題。外国の方や移住者に安く使っていただく、また、与謝野町（特に加悦）には飲食店が少な

いので使ってくれる人を募集するなど考えたらどうですか？学校もなくなると聞くので、調理室や教室を貸し出すなど。 

空き家が多い。災害対策を早くしてください。 

空き家をもっと活用してほしい。 

町内にも倒壊した家屋が通ると見受けられます。観光バス等が通ってもこのまちにはこんな所がと。何かと早く片付けて

欲しいものだと思います。 

項目 26（空き家）がスピードアップしている。対策が見えない。 

危険な空き家の撤去を望む。 

満足度はよく分からない。ごみの分別はもっと簡単にすることで住みやすくなると思う。空き家を放っておくと朽ちていき町

が荒れる。まちづくりは未来を考えて取り組んでほしい。 

自家を離れて独立して新しい住宅をつくる場合は自家管理等の規定をつくり親が亡くなった場合空き家を増加させな

い取組をしてはどうか。 

空き家を利用したコミュニティづくり。ハコモノを新たにつくるのではなく歩いていける近さに喫茶等の提供できる場をつくる。 

空き家対策について、冬積雪のための防災対策を今一つ不足の思いがします。 

危険空き家の早急対策を希望。空き家対策を希望。 

状態の悪い空き家を早く更地にして新築を立ててもらった方が経済がまわります。阿蘇海に堆積する大量のヘドロはこ

のまま放っておいて問題にはなりませんか？ 

過疎化も進み住んでいるところもあと何年後かには廃村になりそうです。自家用車も早めに免許証を返還すると移動の

足がなくなります。ひまわりバスもルート変更等あり高齢者の足を考えてほしいです。 

ひまわりバスが毎日乗れないのでいかがなものか。子どもが遊べる場所がほしい。 

福祉輸送等の充実化を願いたい。 

高齢者増加の中、バス等公共交通機関が全く機能していない。便も少なく宮津方面へ行くにも岩滝経由などとても不

便です。もっと小型車輌を増やし、便を増やしてほしい。行政は弱者の立場を理解されていないと思います。もっと真剣

に考えて欲しい。 

公共交通を充実させてほしい。高齢ドライバーが多過ぎて怖いので自主返納を促してバスなどの交通手段を充実させ

てほしい。 

公共交通の利便性がどうしても不便さを感じます。 

公共の交通機関、本数を増やし料金を下げてほしい。防犯カメラの設置 
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公共交通の利便性が悪くて住みにくい。公園も古い。田舎の美しい景観が活かしきれていない。 

ひまわりバスより高齢者の便利な交通状況の確保が必要。 

バスで通勤しているので特に関心があります。 

公共交通の利便性についてバスと鉄道の連絡等せめて３０分くらいの時間待ちで利用できると嬉しい。 

免許返納した後の交通手段についてもっと細かく支援を考えてほしい。共稼ぎ子ども夫婦の世話になりっぱなしで病気

の通院もままならない。 

公共交通の確保が難しいため免許返納の増加にともない、乗り合いタクシーなど検討が必要かと思います。 

今は乗れますが、高齢になると事故など起こしやすくなり免許を返したいと思っている。バス等の公共交通が末永く運営

していただけますようお願いします。 

加悦地区の水道はカルキが濃い。同じ丹後でも場所でかなり違う。正直水がまずいです。エネルギーを自治体で少しは

まかなえるようにすべきでは。空き家を安く借りられるようなサポートと制度を。 

住みやすいまちにするのであれば、非常に重要な分野。 

住みたい!と思えるように！自然を壊して太陽光パネルの多いところに住みたいですか？ 

公園からは遊具が消えていく。 

公園や緑地よりも若者が残ってくれる工夫なりする方が先であり、もっと観光を重視してほしい。 

公園や緑地の整備の中で公園等の草刈はできていると思うがあじさい通り、桜並木の整備、草刈ができてないと思う。

せっかく咲く花を見にいこうと思っても草刈ができていなければ残念！また、ひまわり畑とかあじさいが群生している場所と

か長い桜並木があるとか観光の目玉となる季節、季節にさく花が沢山見られる場所があった良いと思う。 

下山田の踏切から国道 176 号線に続く道で道幅が狭いのに交通量が多い。通学路であり中高生の自転車も多い。

事故が起きなければいいが、といつも思う。 

地域道路の修繕、拡幅等要望すべき箇所は多数あり、改善には費用が莫大に必要。家を買いたい若者のために、区

画整備された更地の必要性。空き家の解体問題。水道料金の上昇問題。ごみ仕分けが複雑。都会では簡単。これ

では人口流出もやむを得ない。 

歩道が狭いところや街灯が少ないところがとても多く、危険です。また雪が降ったときの除雪が遅すぎます。 

上下水道料金が高い。 

車道の轍（わだち）がへこんだままで、雨天時等危険、ラインが消えている所も多数、通勤、買い物等、車を使うこと

が多い地域なので即直してほしい。買い物、映画、スポーツジム、クリニック等が入ったどの年代も行きたくなるようなモー

ルを誘致しないと若い世代は更に出ていくと思われる。 

ポンプ排水の万全！！ 

岩屋峠から道路一部で開通していない。早く開通すべきだ。幾地四辻の協力者に説明すべきだ。理由がなにかあるの

ですか？ 

本道路での歩行者道路が狭いところがある。 

昨年の災害復旧工事が未だに手つかずの状態である国道 176 号線について、幹線道路でもあり早急の整備が必要

だと考える。 

12～13年前他府県から引っ越ししてきましたが、水道代の高さにびっくりでした。 

町内全域の水洗化を望む。 

もっと美味しい水が飲みたい。ポットが汚れない水。 

水洗化の推進は具体的にはどのような取り組みをしているのか？町内の古い家は多くが水洗化になっていないように見

える。主に高齢の方の家だと思いますが。全面的に町の助成で水洗化にしてほしいです。 

防犯灯の新設も早期に進めて欲しい。 

32上下水道の提供は意味不明。33水洗化は当たりまえ。 



 55 

全てが重要、満足が良いが、予算がかかるため、お互い耐えることも必要かな？ 

町の取組状況を知らない。 

社会的インフラに対する税金の納入の仕方に不満と不安を感じる。少子高齢化に対して税負担の公平性が担保され

ているとは思えない。ゴミ料金の引き上げや水道・下水道料金の引き上げは生活不安に直接影響する非常に重要な

問題である。きめ細やかな説明責任が行政には求められる。 

全体にほぼ満足しています。 

全体的に事業が中途半端すぎる。何か特化してほしい（してもいい）。 

何でもそうですが適当に考えて実行してください。 

町が元気になることが先。 

若い人たちからよりよい意見を聞きなさい。 

あれもこれもすべて大切なことばかりだが、続けていくことが難しい。 

成果のないイベントをやめてインフラ整備の充実を望む。木、ごみを使った小規模な発電を。免許返納した後に何を利

用するか考えます。都会じゃないので。 
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⑦協働のまちづくり 

 

○「住民、地域、事業者、行政の協働のまちづくり」「人権意識の高揚」「広報・広聴の充実」の 3つの

項目では、満足度は平均値よりも高く、重要度は平均値を下回っています。 

○「行財政改革の推進」では、満足度は平均値よりも低く、重要度は高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 平均重要度（A) 平均満足度（B)

　平均重要度－

平均満足度

（A)　－（B)

ニーズ得点

＝(A)×(7-(B))

住民、地域、事業者、行政の協働のまちづくり 4.50 3.74 0.76 14.67

人権意識の高揚 4.41 3.75 0.66 14.34

行財政改革の推進 4.78 3.53 1.26 16.61

広報・広聴の充実 4.50 3.80 0.70 14.39

協働のまちづくり　 4.54 3.68 0.86 15.07

37の項目の平均 4.78 3.62 1.16 16.15
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○４つの項目のうち「行財政改革の推進」はニーズ得点が高めになっています。 

○すべての年代で「非常に重要」「重要」を合わせた割合が 50％を超えています。 

 

○満足度を見ると、すべての年代で「非常に満足」の回答は見られず、また「満足」の回答の割合も低

くなっています。 
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協働のまちづくりの分野に関する意見等（自由記載） 

もっと町のイベントがあればいい！ 

協働も大切と思うが、町職員、行政の率先、リーダーシップも大切ですよ。 

協働するためには町のテーマが要ります。テーマが抽象的で住民に伝わらない。具体的に分かりやすいものを。 

各地域のリーダー的な人材の育成。 

自然に恵まれ住み慣れた与謝野町です。これからも３つの「み」をまちづくりの基本としてご尽力いただきますようお願い

申し上げます。 

官民協働の推進。 

住民との対話各地区での対話。 

「自治体」とは住民のサービス機関ではない。そのように思っている住民は多いと思うが、大切なことは、町と住民が一体

感を持って事に当たる仕組みがあるか。打てば響く信頼関係があるかということ。それを構築するのは自治体の長の役

割である。 

事情により隣組を離れているが村八分状態。差別をなくそうと言うが口だけ。特に年を取られた方にそういう事が多い。 

意識に差があると思うが今のところ特に不満なし。 

「人権意識」は地域全体が長い年月をかけてつくり上げるもの。府外から来た者から言うと、与謝野町の雰囲気は悪く

ない。ただ地元に昔からいる者の結束力が強く、他から来た者を排除しようという無意識な集団化の傾向があると思う。

少しずつ変えていきたい。 

優しい社会になることを願っています。 

男女共同参画社会については女性がなかなか活躍しにくい町のように感じる（地域の古い慣習やしばりがある？）。 

どうも格差社会があるかぎり解消されないと思います。 

この土地はいまだに男性中心となっていることが多く、女性の人権を軽視していることがあると思います。 

行政職員のレベルに差がありすぎ。間に合わない人ややる気のない人は公務員としてふさわしくない。 

公共施設が多すぎる。無駄な施設を断捨離すべし。必要ならば使用したい人々でお金を出し合って運営すべき。行政

へ甘えすぎ。 

庁舎の効率的な運営。 

町職員に協働のエキスパートはいるのか？有能な人材を中途採用してほしい。 

公共施設の統廃合の一層の推進を。 

公共施設の整備に不満があります。必要であるもの、そうでない者の区別に誤りがある。もう一度よく考えよう。 

町役場全体で一般常識の勉強すべし。行政職員の資質が低い。 

議会を通じてもっと町民の声を吸い上げて即実行するなど行動力を見せてほしい。役場の職員も一般企業のように毎

日早く出勤するなど真剣さを見せてください。少したるんでいる部署がある。 

項目 36（行財政改革の推進）,37（広報・広聴の充実）の工夫が感じられない。 

町の本庁舎なのに保健事務は加悦庁舎へ行かないできないものがある。パソコン等のオンライン化で解消できるのでは

ないか？ 

行財政改革の推進は、ここまで財政が悪化しているので、町長から町職員の給料を下げてからしか町民に諸々の負担

増をお願いできないと思う 

行政職員の各部門にどこまでエキスパートが配置されているか？ 

行政職員の言動行動が保身の人が多く、しっかりした管理が必要。 

公共施設の効率的運営は重要である。施設の改変を実施するには不便さをきたさない代替え案も同時に提示しなけ

れば賛成は得られないと思う。 
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行政主体のまちになっている。行政サービスに偏りがある。行政職員は先進地域の勉強をするべき。 

行政職員の質の低さ、行政運営の不公平さ。 

最近話題にあがる対話について、今まではいつのまにか町職員や議員、一部の選ばれた町民の忖度で物事が決まり

進んできた感を強く感じる。今回目につく「公共施設を考える」看板は良し悪しは別にして行政に対し町民がここに考え

る機会をつくったと思う。無風だったまちに少し息吹を感じる。 

公共施設の整備をもっとしてほしい。例：旧岩屋保育所のトイレが和式。いずれ使用しない方向になるから整備され

ないのかと思いますが、プレママ café で妊娠中に訪問した時、利用できずに我慢しました。おなかが大きくなった妊婦に

は厳しい。衛生面においても非常に気になります。二度と利用したくないと思いました。 

今まで続けてこられたことをとめるというのは難しいことが多いと思いますが、高齢化、産業不安を考えると、無い袖は振

れない、ということを町民に共通認識で持ってもらうべきだと思います。 

有線テレビの無料化を望む。 

広報と現実が伴っていない感じがする。 

老いていなくなる人間が多く、また声が大きくなるのが日本中の自治体で起きている。大切なのは次の未来をつくるこども

とその親である 40～50代までの世帯である。しかし、その世代は仕事で声を聞く機会が少ないと思う。町が近寄ってい

けるよう動くべき。 

ホームページを検索してもヒットしないのでもっとわかりやすくしてほしい。 

有線テレビ等は必要ないと思う。 

協働するまちづくりには共有する情報があってこそ出来る。しかし、この町は情報公開をまったくしない。 

有線テレビが余り活用されていない。 

広報誌に載る子ども達は運動面で良い成績の子ばかり。もっと広く目を向けるべき。情報発信力が限りなく乏しい。 

有線テレビの有り方、以前から設置していた加悦地域の視聴率は高いが、他の地域でどれくらい見ているのか？大変で

も独自のニュース（町の様子、人など）を映し、町民が見たいと思えるものを考えて作品をつくることも l必要では？ 

有線テレビの内容を充実してほしい。 

KYTは４K放送をすべき。 

広報誌は大半の人が読んでいない。有線テレビも同じ。ホームページも見ている人を知らない。 

至れり尽くせりの広報は不必要。回覧で済むものがある。 

有線テレビ活用をもっと充実する（告知放送主力ではおもしろくない。）公民館活動の予算の充実と主事の滝識の

向上、有線放送のリンクを望む。 

有線テレビの情報提供の充実。 

広報：与謝野町観光協会のインスタについて、フィルタや背景を工夫し明るい若者受けする写真にした方がよいと思

う。ちりめんのかわいい布を使ったり。もちろん自然のよさも大切だと！ 

有線放送でなく有線テレビの利用は？放送は何を言っているのか分かりにくい。特に高齢者は分からないだろう。PC が

使えないのでテレビがいいのでは。 

KYTの内容 NG。活用されるようなレベルの内容が放送されていない。 

広報に力を入れて大勢の人に与謝野町を知ってもらいたい。 

広報誌のみが頼りの老人家族では今どきのラインもホームページ等も何も使えない。分からない。町の有線広報ももっと

昼間の時間も流してほしい。早く寝間にいくから聞こえない。 

KYTは財政の事を考えると廃止してもよい。 

情報発信を皆に平等に行うべき。コネなどまだ多いと感じる（採用）。 

有線テレビは興味あるものについてはできる限り見ています。さらに内容を充実させてください。 

有線テレビの活用をもっと考えてほしい。 
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有線テレビ、ホームページの活用を行っているにもかかわらず、広報誌の配布がされている。紙の無駄をなくす取りくみ

を！（多くの配布不要） 

行政に関してもっと詳しく知りたい。町報誌が簡単すぎます。 

住民と行政の対話の機会が一年に何度かありますが、女性の参加が非常に少ないと思います。気軽に近所誘いあわ

せていけるような、役員だけの参加にならないような雰囲気の場があればと思います。 

災害対策の情報は早く。 

他の市や町のように、もっと観光客にきてもらえるような町を考えていくべき。 

町の取組状況を知らない。 

車を利用しない人が住みやすい町づくりをお願いします。 

一部の人たちだけが得をするようなおかしなまちづくりになっている 

個々の生活も大変の現状を把握し何をすべきかよく考えて！ 

満足度はよくわかりません。 

水道水の件でカランにポット中にカルキがつき落とすことができず困ります。洗面所にもざらつきが付きとれません！ 

自転車道の清掃は地域の仕事ですか？（草が生えてかずらも道に出ています。きれいな場所もありますが） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 61 

（４）総合満足度 

〇町の行政サービスに対する総合的な満足度について、「非常に満足」6点、「満足」5点、「やや満足」

4点、「やや不満」3点、「不満」2点、「非常に不満」1点として採点していただいた結果、平均は 3.81

点でした。 

〇「やや満足」と採点された割合が 45.0％と一番高く、次いで「やや不満」20.1％となっています。 

〇30歳代では「やや不満」「不満」「非常に不満」を合わせると 45.2%で、他の年代に比べて満足度は

低いと言えます。 

〇地域別では「やや不満」「不満」「非常に不満」を合わせると加悦地域 32.7%、岩滝地域 20.6％、野

田川地域 24.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評　　価 回答数 割合 評価点

非常に満足(6点） 5 0.7% 30

満足（5点） 127 17.7% 635

やや満足（4点） 322 45.0% 1288

やや不満（3点） 144 20.1% 432

不満（2点） 41 5.7% 82

非常に不満（1点） 11 1.5% 11

無回答（0点） 66 9.2% 0

合　　計 716 100.0% 2478

3.81総合満足度の評価平均
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（５）自由記述欄 

 自由記述のかたちで、この調査に関すること、町政に対するご意見、ご提案等について多数寄せられ

ました。７つの分野別に整理し、掲載します。 

 

【産業経済に関する自由記述】  19件 

町に新しい産業を持つための研究所を。サツマイモを後発ながらブランド化を目指す自治体がある（海外市場に展

開）。市場に受け入れられる、儲かる産業を研究してほしい。地域、地理に適した産業の研究。流通についての研

究。このアンケートを基に住民参加の懇談会を開いたらどうか。 

観光、産業は期待できない。地形的位置、人口増減が少ない、安心安全な町づくり、高齢者に移動手段等に重点

を置き政策を進めてもらいたい。補助金行政は誰が町長になっても最低限はできる。日本遺産に選ばれても基盤整備

が出来ていなければ将来的な展望なし。住民の間でもどこか見るところあるのかしらけている。住民の心ひとつにして町

づくりをしていくためには、一定成果は必要である。現在はどういう町づくりをしていくか見えてこない。 

与謝野町は自然も多くきれいなところですが、田舎でもあり住んでいる人間にとっても不便なことも多く若い世代の人が

ここに住もう！とはなかなか思えないと思います。伝統を残すことも大切ですが、これからの世代のひとたちのために活気

あふれる町になるよう発展してほしいと思います。大きなデパートやアウトレットなど遠くの人もわざわざ足を運んでもらえる

ような物が必要だと思います。 

与謝野町は合併前より福祉に力を入れてきたおかげで先進地域になった。十分だ。町の産業の衰退が進む中企業誘

致を進めるべきだ。企業サイドで考えるべきだ。ホップだの養蚕だのは地域が元気になってからするコト。町を離れている

若者が帰りたくても働くところがなくては帰れない現実をどう考えているのか？町民の一人当たりの所得は京都府でもワ

ーストだ。町職員の給料は？ 

補助金頼みみたいな事業を少なくし、融資あっせんと指導に徹して資金を最重要項目に重点的に配分してください。シ

ルクプロジェクトは無駄なお金の使い方の例のように思います。将来は下山田～弓木の近辺が中心になる開発が必要

に思います。 

与謝野町に住み始めて５年ほどたちますが、未だに与謝野町の特産物名所などのまちならではの産業・観光資源が

何かがピンと来ません。知ったり触れる機会があまりないからのような気がします。若い世代の方ほど認知度が低いと思う

ので、町の企業やお店を巻き込んで町をあげて PR していかれるのが良いと思います。 

地元のビールなど力を入れているのもいいが、もっと若者が残ってくれる町にと思います。お寺が発展している町などはや

はり町も発展しているように思います。お寺をもっと活用していくのが良いと思う。縁がよい与謝野町にするには何がいい

のか、もっと議会でも話し合い、本当にかんがえてほしい。このままでは老人ばかりになり与謝野町の未来がない。もっと

若い子育て世代が住みたい町になるように、大きな店、企業を呼ぶべきであり、あとにはない。 

織物業を地場産業と言わないでほしい。過去のものです。いつまでもすがっているとますます住みにくい町になるでしょう。

農業で”ごま”の生産はむずかしいでしょうか。日本産のごまを買うことは不可能に近いです。農産物とその加工食品が

町活性化になるでしょう。人間毎日食べなきゃなりませんので。大型店進出で自営業が成り立たなくなりました。小泉

改革で米国のマクドナルド等を日本に上陸させたかったからですね。 

貸農園など土とふれあう、体を動かす、野菜等づくりの楽しさなど体を使うことによって健康管理の促進など、ペーパーの

案内ではなく体を使って健康になるようにする。イノシシ肉等の販売できる施設の建設。 

各種の取組はどれも大切なことと思います。が、今の私にとって（農業）米作りがこの先どうなるか頭の痛いところです。

去年から作ってもらっている方がもう高齢でいつ米作りをやめられるか心配です。たくさんの方がこの方につくってもらってい

ます。田んぼがある以上米作りをしてもらいたい。勝手な願い、難しいことと思います。給料制にして人を雇う。こういう組

織ができたらと。 
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町政だよりなどで町の借金が膨らみこのままでは経営破たんと何年も前から書いてありますが、何十年も前から何か変

わった様子がありません。若い世代の働く場所の増加や企業誘致もあまり聞いたこともなし。地元企業の給与が低く、

税収入を増やすことにならず、若い世代が出ていき、悪循環です。高齢者が多く税収入を増やすことはさらに厳しそうで

す。地場産業の織物も名高い伝統文化がありますが、営利目的での市場拡大は厳しい現状があります。町内の織物

会社、事業主のほとんどが京都市内の企業の下請け、孫請けです。そこから地元の高齢者のおり手に発注されます。

高齢者への高い賃金の支払いは厳しく、良い循環ではないでしょうか。地場産業で働ける若い世代が必要です。地場

産業の高い賃金が必要です。 

運動公園などシーサイドグランドゴルフ場などの手入れなどを他町からの利用者が沢山来るように整備していただきた

い。町民グラウンドも同じ事。始めに書いたように阿蘇海を何とかして何かの養殖場にするようなことを考えてほしい。若

い者が他町に行かずに地元で働ける様、仕事を何かして考えたい。 

地場産業の低迷から 30 余年。町も大変革の時期に来ているのではないかと思います。新規産業で町おこしが出来る

ような優秀で意欲のある人材を職員として採用し、町民をリードできる指導者を育て上げ、活力あふれる暮らしやすい

町になるように期待します。 

大江山連峰を観光の資源として観光客の誘致や健康保持のための資源活用できるプロジェクト検討等し自然環境の

良さを売りにアピールしては。農業も観光と組み合わせてバスツアーなどで人寄せできる場所に仮名「農の駅」で JA、農

家、企業、町政が協力して創ることなど考えられないでしょうか。目新しい野菜や果樹、人気野菜の栽培導入も検討し

てはいかがでしょうか。浅はかな考えかもしれませんが。 

若い人の働く企業が少なく、企業誘致を頑張ってほしいと思います。 

働く場の確保が大変重要です。高校を卒業して７～８割の人間がこの町を出て行きます。都会の学校を出てもこの

町に仕事がないのでかえって来られない。これでは人口が減少する一方です。 

すべての事項について若い人たちが働き住み続けるように将来性のある企業誘致等活気のある与謝野町でありますよ

うに。 

与謝野町は独自の特産品がない。それでは何も PR することができないのでは？ホップを作っているのならそれをもっと活

かした独自性のあるものをつくるとか。SL 広場であった列車内での飲食は評判がよかった。あれをもう一度始める方があ

れば SL広場やその周辺の PR にならないか。 

昔盛況だった織物業。今はほんの一部の人しか携わっておられませんが、高度な技術が活かされる支援は引き続きされ

るべきです。でも、時代の流れですが、次世代のための新たな産業おこしに全力を注いでほしいです。世界はだんだんグ

ローバル化していますから、どんな小さな産業でも活力を見出せるきっかけになるかもしれません。産業・経済の項目４

（新たな産業起こしへの支援と雇用の確保）が一番気になります。子どもの発想、ユニークな発想、夢物語。どんな

些細な発想でも展開すれば思わぬヒントがあるかもしれません。一般から募集してみてはどうですか？テレビに放映され

たことですが、タケノコが大きくなったのを「しな竹」にするとか。 

【観光交流に関する自由記述】  １２件 

観光、交流人口を増やして、農業や織物業が観光産業に参入できるような観光政策を進めて欲しい。 

クアハウスに億ものお金を使う価値があるのか疑問。 

与謝野町を貫く自動車道、シーサイド公園、グランドゴルフ場、阿蘇海等の整備。町民の憩いの場、健康づくりの場、

観光につながるのでは。 

与謝野町の特色は？と他人から聞かれても答えに詰まる。昔は「ちりめん産業が盛ん」「観光、自然に恵まれた町」と自

慢げに答えることができたものである。しかし、このままの状況が続けば町自体埋没しかねないと危惧している。今こそ、

知恵を出し合い思い切った改革、発送の転換を図り、与謝野町ならではの特色ある町づくり、目玉・政策のもと、他に

誇れるまちづくりを創り上げる。そしてそれをメディア等活用し発信し、広く与謝野町を世に知らしめることが大切である。 
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「与謝野町にまた来たいな」とか「住んでみたいな」と思える町であってほしい。20代 30代が与謝野に戻ってきて働きた

いなと思える仕事が増えるといい。丹後こしひかりは美味しいお米だと思うのでもっといろんな人に食べてもらいたい。農業

に若い世代がもっと関われる環境をつくるのはどうでしょうか。観光にくる人にもこの季節は与謝野町の○○を見にいこ

う、とか町の有名な行事（前はひまわり畑がありましたけど）が何かできればと思います。「○○といえば与謝野町」と思

い出してもらえるイメージが定着するように、何事も長く”続ける”ということが大切。わたしはこの自然豊かな与謝野町が

好きです。都会になって欲しい訳ではないですが、若い人が増える町であればいいなと思います。 

道の駅とかでも他町に行くと活気があるのにさびしいことです。町の体育館の問題でもみなさん文句たらたらですよ。 

観光に来てもらえるように与謝野町もがんばって何かしてほしいです。（今天橋立は観光客が増えている）ちりめん街

道を歩いても何もないのでもっとちりめんの小物とか置いて売ってほしいですね。ひまわりのイベントもなくなったので何か考

えてほしいですね。京丹後市みたいに確実にたくさんのお金が入るものを誘致して財政をよくしてほしいです。そうすれば

町税ももう少し安くなる。 

田舎ではありますが、田舎の美しい景観や特産物をもっとアピールできないのでしょうか？与謝野町より田舎でも観光

地になっているところもあります。良さを十分アピールできていない気もします。 

ちりめん街道に一言。税金だけ投入して総合的に大赤字。そこに住む人は家の改築費たったの 2 割負担で、そこより

少し離れた住人との差別が甚だしい。ちりめん街道の活性化を願う一方で看板を取り下げるのもよいように考えます。こ

の税金がどこから出るにしても無駄遣いに変わりはない。納得できません。 

最近は海外の方が天橋立や城崎まで来てくれている。この町に来てもらえるようにできないか。治安等考えることはある

けれど、子どもたち、町民も英語に触れる機会ができる事は悪いことではないと思う。 

人材がなさすぎる。町が活性化していない。もっと若い人に定着する取組をすべき。結婚していない人が多すぎる（子ど

もが増えない） 

与謝野町のことを考えていただきありがとうございます。自由欄にたくさん書きましたが、与謝野町にもっと元気になっても

らいたいと思います。私が最近思うのは、地域おこし協力隊の方々がどの市や町でも活躍されています。しかし、地元の

人たちはその人たちよりがんばっているのでしょうか。伝統は守りたいですが、そのためには与謝野町の人口を減らさないこ

とが大切だし、そのためにはどうやったら与謝野町に帰ってきてくれる（Uターン）か、移住が増える（Iターン）か、ってこ

とですね。若い人たちが住みやすい町になるといいのかな。職の問題か。考えたらキリがないですが。英会話教室とかは

絶対に必要になると思います！あれば私も参加したい。柔軟に対応できる与謝野町民でありたいです。雑に書いてしま

いすいません。 

【医療・保健・福祉に関する自由記述】  ７件 

福祉、介護、子育て、もっと安心ですみやすい与謝野町になるように。高校生の医療、もっと考えてください。子どもにお

金がかかるのは中学校を卒業してからです。与謝野町の行政に大変不満です。何が重要なのか考えてください。行政

は何をしているのか。あいさつできない議員がいる。 

高齢者になった今２ページの医療・保健福祉分野しか考えられない。 

国保料金を上げないでほしい。 

独身世帯が生涯安定して暮らせるだけの保障の充実。生活保護の１か月あたりの金額の増加。とにかく将来独身の

ままでも安心して暮せるだけの保障の充実をお願いします。低所得者に優しいまちづくりをお願いします 

子どもも大切だけれど高齢者を元気にさせた方が医療費の削減になるのではと思う。 

高齢者ドライバーの事故のニュースを見聞きするたび事故の大きさに驚いています。若い世代と同居していない家族構

成で地方に暮らしていれば車は足です（買い物、通院等）免許証返納した後でも暮らしに困らないようになってくれれ

ばと行政に期待します 

収入のない老人にとって年金だけが頼りです。減額は命とりです。現在以上減額はやめてください。平均的な余生が送

れますように。お願いします。 
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【子育てに関する自由記述】  ７件 

こども園にするのをやめてほしい（少人数でゆったりと子ども時代を過ごしてほしい）。こども園で子どもたちの気持ちを大

切にするのは良いと思うが、園の物を壊したり、ルールなく自由にしている姿を見ると悲しくなる。（教育なんて何もされ

ていない。自分で考える力は全くついていない。）かえでこども園。 

もっともっと住みやすいまちにしてほしい。子どもを育てやすい環境や施設、施策、補助も充実してほしい。働きながら子

育ては大変です。 

今後の与謝野町を担っていくであろう子育て環境が最も大切。医療の過疎化が著しい。老後はとても不安。移住を考

えるレベル。高齢者の運転が問題視されている現在、自家用車なくては生活できないことがとても不安。「昔はよかった」

はなしにすべき。「新しくなにをするか」が重要。町民の意見を行政に取り入れようとするこの調査はすばらしい。すこしで

も反映していただくことを望む 

今の与謝野町では子育てしていきたいと思わない。力を入れるところが違うと思う。 

意見は各項目に書かせていただきましたが、特に「子育て支援金、出産支援金」について与謝野町、京都府をあげて

国に支援を求めるべきだと思います。ちなみに四国のある県の市は出産祝い金 200 万円？を出すことで出生率は向

上し定住者が増えたそうです。したがって町が負担せず、国の施策とすべく強力に上程すべきだと思います。ただ職場が

ないとどうしようもないのですが。 

超高齢化となる今、核家族も増え、認知症の方も急増しているように感じます。子育て支援に力を入れてくださってい

ますが、同居中の義父母の介護と、仕事と、子育てで、ダブルワーク（ダブルケア？）中、トリプルワーク？のため福祉

課や子育て応援課の方々が実施してくださっている相談時間（平日の 11時～13時など）や遊び場の提供（こども

園に行っている子参加不可）は利用が難しいです。ダブルワーク中の方同士の相談ができる場をつくっていただけました

ら、介護も子育て（もう一人欲しいので）がんばれます。 

保育所の土日祝日の開園を強く望みます。また、母親が育休を取得中の場合、現在は母親の復職日と同時でなけ

れば保育所へ預けられませんが、それを２週間から１か月間前倒ししてあずけられるようになればさらにありがたいです。

私は町外の企業に勤めていますが、周りの市は保育サービスが充実していて羨ましく思います。安心して子育て、働くこ

とができるようぜひよろしくお願いします。 

【教育に関する自由記述】  ６件 

学校減らして教職員減らしてどうする。人（若年層）を増やしていかないと町は衰退していく。インターネットの発達した

時代、都会でなくても成立する事業種はあるのでそういう企業を誘致し若年層の働ける場をつくる。大学、職場があれ

ば子どもたちが出て行かなくて済む。今のままでは出て行きたくない者でも若者は都会に、定年者が来る町になる。 

アンケートのそれぞれの項目はどれも大変大切なことだと思います。バランスよく行政を進めていただくことですが、現在と

１０年先と３０年先をそれぞれに想像すると、今、力を入れて支援しても無駄になることが多く予想されるので、よほど

慎重に投資していただきたい。特に力を入れてほしいのは老齢化のことより教育子育てを考えてほしいです。 

(教育分野に関しての意見です）教育は非常に重要と思います。子どもの数が減ったこと、減っていくことは止まらない

現実だと思います。減ることのマイナス面もありますがプラス面もあります。先生の目が行き届く、きめ細やかな授業ができ

る、ということです。小学３年生ぐらいまでの教育が人生を動かすと聞きました。一生のうちのたった１０年です。教育の

内容は「読み書きそろばん」でよいと思います。先生は退職された教員の方です。大切なことは１人ももらさず徹底して

行うことです。場所や時間や賃金等様々な問題はあります。良いことであればなんとかするのが役場の仕事だと思いま

す（特区等）子どもたちを良い人材に育てることよい教育が受けられるとなれば、人の移住がついてきて、しょうひが生

まれると思います。 

小学中学高校も子どもたちが「行きたくない」というようなことがないように取り組んでほしいです。事故のないことを望みま

す。 
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図書館なくしたらどこの図書館に行ったらいいですか。 

車で15分以上（往復30分以上）かかる図書館に行かねばならないとなると、ぐんと利用する回数は減ります。与謝

野町の子どもたち（もちろん大人も）から図書館を遠ざけるようなことはしないでください。お願いします。 

【環境・社会基盤に関する自由記述】  51件 

車がないと生活に困る。バス利用したくても目的地まで高額だったり、乗り換えが必要だったり、不便を感じ結局車に頼

らざるを得ない。与謝野町に引っ越してきた当初は活気を感じてはいたが、スーパー廃店等が続いており、周りにも活気

を感じなくなった。年齢を重ねつつ、単身世帯もあり便利さが無いので将来が不安。 

田舎暮らしは自由そうなテレビ番組等があるが、買い物に行くにも遠く、あっても選べない。病院はあっても大きな病院は

一つしかなく、結局遠い大きな病院に通っている人が多い。そこへ行くには車が必要で、公共の交通機関では時間がか

かりすぎる。不満より不安に感じるのが田舎暮らしなのかと思っています。 

男山浄水場が最終処分場の下にあるのは大変不安。町民の健康を守るために衛生管理を徹底していただきたい。 

公園に年配の方々ができる健康器具を希望（石の卓球台等）。与謝野町の中心に大きな公園を希望。ロードに立

札をたてて一貰一返す花鉢運動を希望。ロードのベンチが濡れずに座れる工夫を希望。岩滝側のロードの草刈を希

望。６０歳以上の方のバスの無料化を希望。屋外防災放送をはっきり聞こえるように改善してほしい。 

野田川河川、阿蘇海の土砂の除去をお願いします。 

幾地などの空きの田んぼをどうにかしてください。草も２～３ｍ伸びて危険です。 

大型ごみの回収もしてほしい。最終処分場まで軽トラックなど搬入できる手段がないため。 

ゴミ出し分別を今一度分かりやすくして、各家庭に配ってほしい。分別方法が分からない。 

ごみの問題をどうにかしてほしい。大至急。分別問題が大切なのがわかりますが、これだけこまかく分別を徹底されると住

みにくくてかなわない。ゴミが残るたびに隣近所の方とピリピリするのは正直一番住みにくい問題だと思う。自分の知り合

いたちも少なからず京丹後市へ行ってしまった。税金を投入するなり、各個人が支出しあってもよいのでこの問題をどうに

かしてほしい。高齢者も大事でしょうけど、今一番働きざかりな自分や若者が住みやすい町づくりをお願いします。 

ごみを出しやすくしてほしい。汚いプラごみは不燃ごみに！とか知らないことは多すぎる。汚いプラごみを不燃にしたら埋め

るごみがすごく増えるのでは！？もっとよい方法はないのか？ 

令和になったので再度ごみ分別支援イラストを配布してほしい。以前のものは分別に慣れていなかったのでプラが丁寧に

なっていますが、今は全て書いてあるので、それよりもえないごみの処理の仕方が教えてほしいです。一つひとつの項目は

とても難しかったですが、町政は良い仕事をしていただいていると改めて分かりました。私自身の活性化ができて良かった

です。 

ごみをだすにあたってはいつも注意して出していますが、収集の内容も以前と変わってきていることもあります。以前に配

布していただいたごみ辞典を見て判断していますが、この内容も変わってしまっていると思うのですがどうでしょうか。 

都会でのごみ分別は大まかなのに与謝野町はごみ処理施設の関係からか分別が大変。果たして紙やプラの再生はき

ちんとできているのか疑問です。 

”小綺麗なまちづくりがしたいデー”を設けては。立派なまちでなくても少し綺麗なまちをつくりたい。ごみがない、少しの

花、道の雑草刈り、自宅近くや散歩コースを月に二日三日、例えば７のつく日、とかに決めて、その気のある人だけでい

いから町や区で段取りしてください。都合の悪い人や健康など人それぞれなので気長に習慣になればよいと思います。空

き缶ポイ捨ては毎日たくさんあります。大谷翔平選手のようにごみを拾うと運がつきますよ。ちなみに大谷翔平選手は試

合の交代の時にもさりげなくゴミを拾っています。 

防災無線で訓練サイレンがなる際、放送を出動前にすればサイレンに驚く人が減るのでは？今は事後の放送のように

思いますが。「今から訓練でサイレンを流します」等。 

立派な概念を掲げられることは良いことだが、町民に対する身近な事が抜けているのではないか。例えば、夕方 5 時を

知らせるチャイム 1年中（春～冬）通し赤トンボの歌が流れている。京丹後市は今、夕やけこやけが流れている。 



 67 

消防団の活動内容を見直してほしい。そもそも操法の大会など必要なのか？核家族がほとんどの世の中で、消防の練

習のために夜に父親が不在などありえない。操法の大会が近くなると週の半分は家にいない。母親にかかる家事・育児

負担がどれほど大きくなるのか考えられているのでしょうか？これでは母子家庭と変わらない。災害の時にも父親は出動

し子供と母親は家に残される。本末転倒では？いざという時のために訓練は必要だと思うが、火消し以外の活動はや

めてほしい。幼い子供のいる核家族世帯では、消防に入っていることが負担でしかない。しかも自由に入退団ができな

いのもおかしい。消防離婚を考える女性は多いのです。消防団を維持しつつ、家族崩壊を招かないような活動となるよ

うに、今一度よく考えてください！ 

放置されたままの空き家が多く、荒廃していて見た目が悪いのはもちろん、動物や浮浪者が入り込んで治安面でも不安

である。朝・夕の定刻に放送される音楽は耳障り。テンションも下がるような曲だし不要。時間はそれぞれ個人の都合に

よりスマホ等で管理しているので、時代遅れなことはやめてほしい。生活スタイルによっては、睡眠を取っている人もいるの

に迷惑。 

河川を草だらけにしていたら大雨の時に洪水が起きやすくなると思う。なぜ河川底の砂上げをしないのか知りたい。 

水害の時期にきた場合、行政は早めの点検をして今後二度と起こらないようにすること。これは毎年言っていることです 

加悦奥川を修復してください。川底が浅く少雨量であふれます。パッチワーク修復は同じ場所がまた壊れます。京都府

が実施する事柄ですが、土木事務所の監督不行き届きで土木業者は川底に大きな石を埋めたり近くの土を捨てて混

ぜています。散歩しながら見ていました。 

防災について与謝野町は災害がないとはいわないが、他地域に比べ幸運なことに少ない気がする。それだけに災害に

対する危機意識が行政も住民も低い。防災訓練においても住民の参加率が低く、行政側の危機意識も随分低いよ

うな気がする。消防団におんぶに抱っこの状態では、広域災害が発生した場合など、とても住民の生命財産を守れな

い。もっと地域住民を巻き込んで事前災害対策をするべきだと思う。 

こどもの登下校の見守りは町全体で徹底的に取り組みを行ってほしい（毎日誰かが順番にできる仕組み）。旅館喜

楽家さん前の点滅信号とても危険です。信号無視をよく見かけます。ガードレールの設置を今すぐお願いします。小学

生が信号待ちをしているときに車が追突したらと思うと怖いです。早急に対策願います。 

高齢者運転の事故が多くなってきて免許返納者が増加してくると思われるので、生活に支障がでないような対応を充

実させてください。それも含めて人口の高齢化対策を進めて終の住処（ついのすみか）、地域となるようお願いします。 

街灯をそろそろ全て蛍光管から LED に替えてはいかが？ 

前に新聞に与謝野町には防犯カメラがないとのこと。今の時代事件が多発しているのにおかしなことです。今年の初めに

は大きな交通事故もありましたのに時代に逆行しているようです。 

空き家が多いこのごろ。町のほうで役に立てていただきたい。例えばデイサービスとか、サロンとか、福祉とか、などに。 

もう少し空き店舗を活用してスーパーなどを建ててほしい。空き家の取り壊し。 

与謝野町には昭和の時代につくられたいろいろな施設がありますが活用されていなくて管理もされていないものがありま

す。特に野外施設はこのまま放置すると景観にも影響します。ピックアップして活用方法を検討するような部門設置した

らどうでしょうか。 

学校、空き家の活用法ですが、産業、観光、教育などどんな部門にでもよいので利用できないものでしょうか。 

空き家対策は急務です。水戸川改修（水戸谷交差点付近）を早くしてほしい。 

空き家については、強制執行によりどんどん解体し更地にしていき若者が住めるような（住み続ける）環境が必要。 

空き家問題を早くなんとかしてほしい。家をこわしても土地に税金がかからないようにするとか。空き家にならない方法を

考えてもらいたい。 

バスの本数を増やしてほしい。 

他町役場へ行かなければならないのがとても不便。免許返納したらいけない。バスは不便。 

宮津行きのバスが岩滝までいかなくてはいけないので不便です（弓木） 
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バスの本数を増やしてほしい 

お年寄りの運転はとても怖いと思うことが多くあるが、車がないとどこにも行けないこのまちではもっと工夫が必要だと思う。

（タクシーより安く、乗り合いでスーパーに行ける等）。バスを安くしてもバスに乗るのが大変な人もいる。 

与謝野駅まで行くコミュニティバス、コミュニティバスの時間帯の延長（夕方や夜間も走らせてほしい）。冬雪が降るとバ

イクに乗れないので駅までの行けるコミュニティバスが朝早くからあれば便利でありがたいです。 

ひまわりバスの料金を値上げしてもよいので岩屋にも来てほしい。 

交通オンデマンドの事業は何も得るものがありませんでした。 

与謝野町はとても住みやすいと思います。高齢者が多く福祉の方も充実していると思います。が、交通が少し不便だと

思います。ウィルに買い物に来るにも毎日バスが出ているわけじゃないから行けないな～！！という声を聞きます。 

交通手段がなければ 80 過ぎて町のいろんな催しにもいきたくても参加できない。自宅から足腰わるいのに幹線道路ま

で出る手段がない。出ても次の手段に繋げる方法がない。 

府道・町道の草刈を早くしてほしい。 

道路については、修繕、拡幅する必要がある箇所について対応願いたい。 

岩屋の道路整備を早くしてほしい。岩屋地区の高齢化に伴い車が乗れないようになったら買い物難民になる。我が家

もすぐ目の前。いろいろな方面から考えてほしい。 

シーサイドパークの板列神社下の避難道路の整備を早くしろ。合併前からの悲願です。 

与謝野町になって１０年が経ち名前こそ馴染んできたけどせっかくある施設がダメになってきて、町の活気が無くなってき

た。それはひとつは道路に原因があると思う。町外からバイパスを通って町内に入ってくる車の台数が極端に減ってきた。

もっと抜本的に受け入れを考えてほしい 

毎朝与謝の海病院の渋滞に悩まされています。フクヤの交差点まで渋滞が続きファミリーマートから出てくる車も相まって

非常に危険な思いをします（交差点で）。シーサイドパーク側から海沿いに道路を整備するなど対策を考えてほしい。

それまでの間、右折信号を設置するなど、直進車が優先される環境を作っていただきたい（男山郵便局の信号に） 

阿蘇シーサイドパークは子どもたちに非常に人気があるが、大人に取っては炎天下の中の付添は大変です。日陰になる

ような木をパークの周辺に植えてはもらえないかと思います。 

シーサイドパーク等は多額の公金を注ぎ整備されているにも関わらず、行事以外の利用者数はいつ通っても数えるほ

ど。そこから一歩それると各地域の公園等はベンチが壊れたまま放置、立派な花壇は草だけ、溝は埋まり、閉じた建物

（廃園、廃校）は校舎ではなく荒舎。校庭、園庭、公園は荒園。と至るところが荒れ、町の清々しさが失せてきた。一

点集中ではなく、少額でも整えられる細かいところにも目を配り気持ち良いまちづくりを望む・与謝野町は「織物の産地」

とうたっている。が今は低迷している。先日テレビで他の織物産地富士吉田を放映していた。クールビズになり服地、ネク

タイ地の生産が 2割ダウン。危機感を覚え、市をあげて対応。夏に快適な生地づくりに挑み、市長を筆頭にその生地で

つくった夏用ブレザー、ネクタイを着用し、宣伝に位置役をかっていた。そんな至誠に感動した。町の活気は行政に携わ

る職員一人ひとりの町愛意識によって、町民の心をも動かし、町が生きてくると思う。※調査の意見は町民が目にする

機会があるのだろうか。町長や全職員の目に触れるのだろうか。これまで目にしたことがないのでみんなの心に届くまでに

ただ埋もれてしまうのではと疑念を抱く。 

【協働のまちづくりに関する自由記述】 127件 

もっともっと与謝野町をよくしたい。守っていくものや気づくものを増やしていきたい。 

目新しいことが「良し」ではなく、今あるものを最大限に活用する力をみがき実践してほしい。また不備等があった場合、

知らない顔をしたり、担当者を変えて分からないフリをしたりせず、しっかり受けとめ「どうすれば良いか」を考え実行してほ

しい。 
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大変な時代、社会に今後突入していく中、問題が山積みですね。心配なのは希望である若者やこれから生まれ育つ

子どもたち。だらしのない大人たちやカオスな世の中を見て絶望して生きることを見失わないか。大人たちは自分達のこと

ばかり考えず、自らを犠牲にして若者たちのためにもっと考え動くべきです。年金や医療の心配などしている場合ではあり

ません。行政はある部分悪（鬼）となり、またある部分善（仏）となり、右往左往することなく果断に改革してくださ

い。でなければ社会がもうもたないです。また、行政がやりすぎないように、民の自立、自律をもっと活かしてください。でな

いと民は愚かなままです。「人が人に出会う町に」そこから始まります。あと、「丹後」として協力して地域を盛り上げてほし

い。せっかく丹後ブランドがあるのに各町はバラバラで丹後の人と地のものを活かせてない。 

今後地方はますます疲弊することが考えられるため少しでも延命できる施策を協働で考えていかなければならないと思

う。 

町民の考えをつかみ、町政に活かそうとされている姿に共感します。施設整備等の老朽化に対応するための苦肉の策

を打ち出さざるを得ない状況は理解できます。まず、平和で、一人ひとりの町民がお互いを尊重し合える自治体づくりを

望みます。 

税収が少ない。若者の地元離れ。しっかりした機業が少ない（会社関係）難しい世の中とは思われるが、力強いまち

づくりがほしい。本気で話し合える若者たちが集まれるまちづくり。与謝野町は他の町とは違う魅力がある町づくりがして

ほしい。 

地域によってふれあう場がなくなってしまっています。以前のようにはならないのでしょうか、淋しいです。合併前の頃が懐

かしく思うこともあります。皆さんががんばってくださっているのがよくわかります。これからも住みやすい町政であってほしい。 

こちらへ引っ越しをしてきたとき、宮津・京丹後は知名度が高く、「与謝野町」ってどうかと思いました。しかし住んでみて

田舎ならではの遊び、子どもや出産に対しての制度はとてもありがたかったです。ただ、医療施設や役場への不便さは感

じるところもあります。地域の特性も多く感じます。もう少し閉ざされた地域から新しい風も取り入れたこの地域の特色を

生かした（十分活かせる）取組へも期待しています。 

虫眼鏡をかけ調査内容に目を通していきました。高齢になると辛い作業であろうかと思います。また、度合いの項目が

６項目と細かく、日々の町の行政活動等に関心が強くないと判断しにくい内容もあり大変でもありました。これからもう

少し関心をもち見守っていきたいと思いました。 

行政、議会、町民は批判、反対等の否定的な意見を述べるだけでなく、超高齢化・少子化、主力産業がない現状の

当町にとってベターな施策を共に連携して町民に対して示していただきたい。 

誇らしい地域をつくるために頑張ってほしいです。 

与謝野町長山添藤真様を中心とする行政のもとでお勤めの皆さまも含めててございますが、よく頑張って働いてくださる

ので、私たち住民は信頼をもって安心感や満足感など感謝いっぱいでございます。 

アンケート書いていると、満足か？不満か？ばかりで何がわかるのか。活発でいいなと思われるところは伊根町だそうで

す。メディアでも活用したり若い子のアイデアにおっちゃんおばちゃんまでが張り切っているとのこと。何が与謝野町には足ら

ないのか。アイデアのなさとやってみたろうという勇気と見守って応援したる温かい気持ち。考えよう。予算がないならどうし

て町を動かしていくのか。一人の小さな力から今では 60 人ほどの人数で海岸の掃除、草刈を浜町の人たちは行ってい

る。人を動かす力はすごい！！ 

与謝野町の人口が増えるためにできる事があると思います。子育てが安心してでき仕事がある、魅力がある町づくりに期

待しています。町の人口が減っていく。まわりの子どもがいなくなる。それをいかに止めるか。今すぐにでも取り組んでほしい

と思います。活気ある町が人を呼びます。人が集まると町が生きかえります。与謝野町では自然が豊かで野田川沿いに

は魅力がいっぱいあります。酒蔵、田んぼなど活用できることを利用して高齢者を巻き込んで若い人たちを呼び込んでく

ださい。大好きな与謝野町が活気づくことに期待しています。 
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少子高齢化は進むと思います。今少しずついろいろなことを縮小していくことは必然でしょう。全国の他地域で実行に移

されているコンパクトシティー化もメリットデメリットがあるようです。ある意味すべての面で従来通りでなく現状の町民の今

を維持しつつコンパクトにするべきは何かを考えたいです。削る・減らすのではなく今まであるものを変化し新しいコミュニテ

ィを作りだす。そのために今ある財産である施設や物や人を住民一人ひとりに何か利用できることはないか広く情報を提

供してみてはどうでしょうか？自然豊かな与謝野町、人と人をつなぐ日常、文化スポーツを大切にする与謝野町。一住

民としてアンケートができたことをうれしく思います。よろしくお願いします。わたしも一人として毎日少し努力したいと思いま

す。 

年代によって重要度はかなり異なるのではないかということを感じながらアンケートに答えました。自分のように年金世代

になれば「これからも暮らしやすい町が一番」と感じ、財源は新企画より老いてもやさしいまちを望む一方です。（ハコも

のより日々の暮らしを守ってほしい）。このアンケートは全体的にすごく難しいと感じました。財源があればあれもこれもと

思いますし、活気づいて若者定住につながってほしいというのが本音ですが、今の与謝野町にその余力はあるのでしょう

か。というのがこのアンケートを記入し一番に感じたことです。このアンケート結果で次の事業計画が決められることになる

のであれば本当に素晴らしいことだと思います。 

様々なサービスを提供してもらっているが、自分がどこにあてはまるかを見つけるとき情報を知る方法・機会・参加方法等

を教えてもらえる総合窓口的なものもあっては？住民の個々の思いが受け止められ、専門的指導もうけられる。 「行

政は提供している」＝「住民は知らなかった」 昭和から平成にかけて世の中が大きく変わり、行政も住民の方々も昔に

とらわれず今を生きることに戸惑いを感じている人が多いのでは。。。（少子高齢化時代）文句ばかりでなく思いやりと

自助努力も大切だと思う 

行政の役目とは。協働の役目とは。個人の役目とは。基本は自力で生きていく。福祉が充実すればするほど社会に甘

えてしまい、福祉は弱者のためにあるが、現社会では混同しているのではないか。与謝野町の掲げる自助、共助、公助

の意味を考えることが大切と思う 

重要なことばかりで、ではどうしたら良いかということが簡単でないのがもどかしいですが。住民自身もしてもらいたいことば

かりではなく、どんな小さなことでも自身で出来ること地域で出来ることも考えて動けるようにしていけたら、与謝野町がも

っと大切な地になるのかな。実はこのアンケートいただいても与謝野町のこと深く考えてなかったことに改めて気づきまし

た。 

町の取り組み案と行動に矛盾を感じる。合併してから地区行事が無くなった。伝統ある行事をなくしながら伝統を守り

伝えるって何？地元愛のあるものは楽しくない。何の説明もなく役場の都合で簡単に伝統をつぶされるのは文句ある。

新たに町主体の行事ができるけど特定の年齢の参加が多い気がする。高齢者の健康とか社会への参加の場を考えて

も昔から続く行事は大事に思う。与謝野町は田舎で人口も徐々に減っている中で地元に住み続けたいと思われる行

政にしてほしい。７月から実家で生活する僕は氏子と区に関わることが楽しくて仕方ない。生まれ育った区と氏子を誇り

に思う。各地区を大事に考えてほしいです。 

花の苗や種などで町を緑や花のたくさんある町を希望します。高価なものでなくてもいいので配布又は希望者への配布

をしてほしいです。花に興味のある人はたくさんいるのできれいにしてくれる人助けてくれる人はたくさんいると思います 

加悦奥の京の豆っこ工場の近辺にグランドゴルフ場があります。このグランドゴルフ場の整備及び運営をボランティアで20

年近くやっております。当初は 20 名ぐらいの人員でやっておりましたが、現在 9 名になりました。みんな高齢になりゴルフ

場の整備は草刈もあり人で不足になりました。京丹後市伊根町宮津市地元の方々が使用していただいているのでやめ

るわけにもいかず、大変困っております。毎週第③木曜日に月例会といって大会をしております。会費 300 円で賞品に

は商品券（500 円）を渡しておりますが、経済的にもとても困っております。一度町長様をはじめ関連の部署の方々

にゴルフ場に大会のときの人々等の視察に来ていただければ幸いに思います。よろしく。 

地域エゴは良くありませんが、旧野田川町への冷遇が目立ちます。岩滝が特に潤っているとの声も。旧三町公平平等

に！ 
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人口を増やすこと、限りある若い世代を日本中で取り合っている状況だと思う。空き家バンクも特になく、町の魅力もな

い与謝野町が移住の候補に挙がることはないのではないか。じゃあ、どうしたら若い世代、子連れ世代が増える町になる

か、必死に考える部門を構えてもいいと思う。観光による外貨も大事だし、内政による安定した収入も町には大事。どう

すれば町として儲かる商売をしたらいいと思う。それだけを考える課を作ればいい。 

与謝野町になってから役場を加悦に統一する話が何度かあった。加悦までは遠く、今のまま役場を岩滝、野田川、加

悦の３ヵ所に分散してほしい。 

一層厳しくなる町財政の中で、行政施設やサービスの近隣との共同処理など可能な限りの効率化が必要な旨をより

住民に分かりやすく伝える努力を期待します。（町内の施設再編は住民意識面からハードルが高いため） 

役所にいくといつも人（職員）が多いような気がする。今はパソコン処理が多く昔みたいな全て手書き処理の時代では

なく、何とか人の作業の振り分けを考え、少しでも年間予算が楽になるよう努力が必要。（天下り予算などもってもの

事）民間人は大変ですよ！！ 

すみやすい町にしてください。役場職員の応対の仕方が悪い。いつも上から目線！どうにかなりませんか？行くのが嫌に

なります。 

どの分野も重要であり連動している。仕事がなければ若者は移住・定住しないし、子どもも増えない。雇用の創出は近

隣市町との連携が重要であるし、目立った観光地が町内にないので将来的にはベッドタウンとしての機能を強化すべき

では。ただし、直近の課題は財政の健全化が最重要。 

与謝野町の行政については非常に不満です。もっと町民にわかりやすくしてください。 

少子化による保育所及び学校統廃合が進められているが、本当に必要であるのかしっかり見極めることが重要と思う。

幼いころより地域のコミュニティのなかで子どもたちは元気におおきくなり身近に有形無形の社会性を身につけることが出

来るのです。人数がすくなくなったからとそれだけの理由での統廃合はあまりに短絡すぎると思います。今一度再考を願

います。 

様々なパンフレットがあるが、もう少し低コストでも良いのではないかと思う。 

ふるさと納税の件ですが、与謝野町を愛するが故納税しておられる方から聞いた話しであるが、これ迄は機関誌を送っ

てきていたが、財政ヒッパク郵券料を送って欲しいとの事。わずかな郵券料少し考えればできるのではないか。 

このまちは産業と土地柄が中途半端で何も期待もしていない。町の職員さんは入った頃は町民のために働くと言うが、

年もとり、階級が上がるにつれて最初の気持ちがなくなっている。あいさつをしてもあいさつしない人が多い。家は豪邸が

建ち、立派な家は公務員の家とすぐわかる。もっと民間の企業同様に評価して、仕事をしない人は給料を下げるとかし

ないと住民が馬鹿を見るだけ。 

誰もが大学を目指す時代。大学を出て帰って来ても職がないと聞きます。結婚されない人が多くあり、子どもが減少、

隣近所も老人ばかり。子どもがいても他町に住んでいる。ということは、働いて町に税金を納める者がなく、町は貧乏に

なると思います。では節約しかありません。町会議員、公務員等々減らしたり、節約をお願いします。 

入札制度の見直し。ペーパーレス化が言われている中いまだに封筒。入札時間や返信する手間を考えるとあまりにもや

り方が古い。条件提示をして１箇所に事業所を集めてその場で開封した方が効率良い。いつまでこのやり方を続けるの

か？早急にするべきだと思います。当日来られない事業所は入札できないという形でも良いのでは？ペーパーレスにする

方が経費は少しでも減らせると思います。リサイクルや資源の事を確認前にそれから始められても良いのでは？ 

どこの支所、本所いっても元気なく暗い。あいさつもできない職員もいる。 

各方面で AI技術の導入、ドローン等をつかった見える化推進と行政職員の両技術等の習得を推進する。 

町民の声を切実に受け止めて早い行動を期待します。朝の出勤時間を見ていると、いつも始業時間ぎりぎりに出勤さ

れる方が多いみたいですが、町民はそういった行動も常に見ています。公僕としての自覚をもって税金が給料なのですか

ら昼夜問わず公務員の自覚をもって行動してください。期待しています。 

父は良く「町の行政業務に希望も夢も見えない」と言っています。 
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お金の使い方の見直し。例えば寝たきりの人の町の健康診断の案内など、不要と考えられる人にも配布しているなど、

各部署の一からのお金の見直しが要る 

正直アンケートを書く若い子はほとんどいないと思う。自分含めて関心がないと思う。あと、いまどき紙とペンでアンケートは

面倒。スマホとかにしてほしい。古くさい考えは捨てて欲しい。若い夫婦がたくさんできる町づくりにしてほしい。この与謝野

町で将来結婚したら不安しかない。ほんとうに変えたいのであれば住民にこのままではやばいぞと危機感を促したらいいと

思う。変える気がないならこんなアンケートは意味がない！！変えたいアピールならやらなくていい。 

町長の道楽費（個人的嗜好）のために税金を使わないでほしい！学校も図書館もバスもない町は今後廃れるしか

ないのかと不安になる。 

行政は慣例化して意味のない事業が多すぎます。本当に町民のためになることだけを実行してください。町職員も議員

も町長も惰性に流されることなく、本当に町民のためのしごととは何か？じっくり考えていただきたいものです。※調査しな

いとなにをすればよいのか分からないのですか？優秀な職員の皆さま！！ 

役場職員や行政の方々等、古い方より若い子たちの方が（20～30 代）すごく町や地元等のことを大事にして積極

的で非常に良い。すべてが非ではなく、良いところも悪いところも受け入れ柔軟に対応し新しい思考発想できる。明治、

大正、昭和等の押し付け思考は脱してほしい。前例がないではなく、前例をつくっていってほしい。 

与謝野町の行政に大変不満。何が重要なのか考えてください。行政は何をしているのか。挨拶できない議員がいる。 

財政を理解していない町長！庁舎問題、学校統廃合問題など、大きな重要課題に何の方向性もタイムスケジュール

も出さない行政。このままだとレッドゾーンに突入は必至で、官がやること、民に任せること、町民に、公助共助をお願い

することを真剣に考えなおしてほしい。ホップやら繭やら民間がする事でダラダラ予算をつけている場合ではないと思う。大

ナタを振るえる賢くて愛町精神に燃える町長を、企業経営者とか、それなりの行政マンを全国レベルで探したく思ってお

ります。 

数年後には基金がなくなるそうですが、観光拠点整備として何億円もの多額のお金を使われるのか。いずれまた老朽

化するのに誠に勿体ない。黒字経営とはならないだろう。思い切って施設の廃棄をしてはどうだろう。もっと子供に投資し

てほしい。結婚祝い金と出産祝い金を町の方からしてほしい。将来のために。 

中央公民館等町内の施設の適正配置については、あくまでも住民サービスと管理費用を考慮しつつ将来を見つめつつ

考えていくことが大切と思う。行政側が将来を見据えて住民にその考えを示す際は必ず町の将来像を的確に示し、責

任をもって住民が納得できるよう説明すべきです。町は行政のものではありません。町民のものです。“初心忘るべから

ず”です。 

本庁舎を加悦に移転することが経費削減になるなら速やかに移転すべし。岩滝町民より 

農林課、野田川庁舎の対応はしっかりしているが、岩滝庁舎の職員の言葉づかいが悪い。岩滝庁舎の役職者の保身

がひどすぎる。仕事が雑。発言がコロコロと変わりたらいまわしにされる。特に商工振興課がだめ。 

町長以下職員ががんばっていると思う。生活が苦しいことや環境悪化など市町村ではどうしようもないことも多いと思う。

町民の側に立って上にしっかりと声を届けてほしい。祈ご活躍！ 

どこの課とはいいませんが、職員の対応（特にことば）が目立つときがあります。（あまりに偉そうにいいすぎ）また、個

人情報を普通に話すのはどうでしょう。（窓口でこちらは相手職員が誰かも知らないのにこちらの家族のことを勝手にそ

ちらから話しかけてくる）。 

税金の無駄使いはやめ、職員の襟を正してください。着物の着付けは無駄。町税から支払っているのでしょう。ごく一部

の者の金儲け。習っている人は身についてない。教える人はエチケットを。無駄話が多い。もう少しマナーを藤原学院。

子どもの送迎に使うといい。都市よりも子どもとふれあうことでイキイキ。 

３つの庁舎でそれぞれの課が業務を行っておられるのだが、課によっては”〇〇庁舎に説明するから来い。用紙を取りに

来い。提出するように”等言われます。これから高齢化がさらに進み、交通手段のない方が多くなったり、共働きで忙しい

日々を過ごしている人々等多く大変不便です。できることはせいぜい近くの庁舎で事が済むようにしていただきたい。 
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財政再建団体には絶対にならないようにお願いします。 

町府民税の支払ですが、年４回になっていますが、毎月々の支払にしてほしい。支払額は一緒ですが、年４回になる

と一度の金額も張り・・・痛いです！ 

福祉課職員の向上をお願いします 

財源もないのにクアハウス改修に４億 4000 万。町の負担が 6000 万と少なく済んだと思ってられるのか。訳が分から

ない。ハコモノを立てると必ず維持する金が必要になる。与謝野町中央体育館がなくなるなら新しい施設をつくれなど地

域エゴばかりだ。すべて白紙に戻し、クアハウスは設備の廃止取り壊し、中央体育館、商工会は取り壊し町内の既存の

設備を改修して再利用してはどうか。このままだと夕張市のようなまちになる。 

効果？のないほとんど無駄だと思えるイベントをやめてその予算を新規とか精細な経営者に資金を提供しないといけな

い。経済の衰退が人口減少とつながっているのも明らかであります。危機感を持って仕事をされるように望みます。 

私としては町の行政を信頼しお任せしていきたいが、行政の町民に対する感覚がずれているように感じる。町民主体の

意識が少しかけているように思える。行政あっての町民なのか、町民あっての行政なのか、行政との信頼性に危惧を覚

えます。議会については定数と立候補数が一杯一杯では人口減もあり、質の問題が生じてくるように思います。議員定

数を少なくして、競争原理をもって立候補し、議会では質の高い議論をし、行政を厳しく監視していただけるようにと思

っております。 

調査項目は全て必要なことですが、町の財政危機の今、夕張市のように財政再建団体にならないことを願っています。

これからの町政を担う若者のためにも！ 

町にお願いしたいことは不用なお金を使わないでほしいことです。あちこちに看板が立っていますが体育館や商工会館な

ど取り壊される計画があるようですが、多くの人が利用されているものをこわすにしてもお金がかかるのではないですか？

なおすところはなおして大事に使うことが大切なことと思います。町民の負担のかからないことを考えてください。わたしたち

も毎日ぎりぎりの生活をしているのですから。 

旧３町のうちの一部の地域（岩滝）のみの発展に力を注いでいる町役場に行っても挨拶すらしない職員の質の低

さ。増え続ける職員数。差別のない住みよいまちには程遠い 

利用していない公共施設を整理しましょう。過去に十分利用しました。いつまでも置いておくほど財政のゆとりはない。 

本庁舎を野田川町につくってください。 

町全体的に設備が古い（与謝野町外から転居してきた者としての率直な意見です）「協働のまちづくり分野」について

の意見にも記入しましたが、公共の施設にいまだに和式トイレがあることに驚きました。与謝野町役場（岩滝）のトイ

レもほとんどが和式でした。観光客、特に外国人観光客を町に集客しようとするならば、外観だけでなく、そういった部分

においても早期に改善すべきだと思います。また、高齢が進んでいるからこそ、トイレなどの設備の充実が必要だと感じま

す。人口が少ないため税収も少なく予算に充てる部分が限られてくるのだとは思いますが、”目に見えない部分”から取り

組んでいくことが今後町を支えていく若い世代が高齢になっても住み続けたいと思えるのではないでしょうか。また、子育

てしやすい環境にもっとなってほしいと思います。 

クアハウスを少しでも赤字を減らすよう努力をしてほしい。しっかりした企業にまかせて 

財政状況が悪いのに当たり前のように給料をもらうのはどうかと思う。赤字の会社社長が同じことをしていたら会社は潰

れるのと同じで納税者も腹が立つ。若手はともかく退職者は減らすべき。何の仕事をしているのか分からない人が多すぎ

る。教育委員会とかこんなに人がいるのか？振興課とか観光課と接することがあっても主観的にみて人件費と成果が合

っていないように思え、この人いらんのとちゃう。と思えることがある。だから勤続（配属）何年目のAさん、B課長、C主

査～がいる Z 課は単年の事業内容と目標を町民にわかるようにしてほしい。課長級の人が課長になって慣れたころに

退職というのはよくある話なので、「自分が課長になったら」ということを考えられる若手の養成を願います。職員が変わら

なければ町は変わらないし、職員が変われば町は変わると思います。今すぐ変えようと思ったら、40代50代をクビにしな

いといけないので、10～20年後にまちのこと、町政、職員体制を今のうちから若手に議論してもらう必要があると思う。 
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建設的な意見の少ない町会議員の定員もしくは月給を減らして目の前にある課題を一つずつ解決していってほしいと

思います。町会議員さんよりも区長さんの方がよっぽど仕事をきちんとしてくださっています！ 

有線テレビに加入することで BS の月額を払わないといけないと聞いた。おかしくないか！？ 

このような調査はどうしても真ん中回答が多くなり、結果としてあまり役に立たないのではないか。あまりに行政の内容が

町民に伝わらない。結果のみ報告されているので、今時点での懸案事案についても積極的に広報し、町民に意見を求

めるべきではないか。 

何時も住民のためにと考えて何度調査したり集計しても、役場の職員に仕事を与えているようなことですね。町長も議

員も他の地域のやり方をまねて行動しても、若者、特に地元に根をおろすための苦労をする事と楽しい職場づくりの指

導者不足に、それにともなって共々に道徳心のかける、自分だけの丸出しの内心が見える昨今は一住民としてさみし

い。もっと顔を見て話を聞くことです。 

町の取り組みが全て分かりやすく見えるようにしてほしい。 

町民の声が届く（簡単に）システムをつくり多くの人が情報の交換ができると良いと思います。 

行政サービスへの不満。有料サービスには特にないが（上下水道、KYT 等）無料サービスにおいて町報等の配布物

をここ 5年間一切配布されておらず町からの情報が満足に伝わっていない。町税等の滞納など一切行っていないのにも

う少しきめ細やかな行政サービスはできないものか？ 

判断が難しく評価に不安もある。自由意見に思うことを書き自分の意思を示すことができたことは良かった。町政に対し

て「もっと多様な住民の意見を聞いてほしい」ということ。どうまとめるか？とく点については難しい面があるが、政策決定に

至るプロセスを大事にしてほしい。そうしないと「一方的」という評価になってしまう 

与謝野町の取組は精一杯のとこだと思うが住民に対する広報が十分でないと思われる。もちろん住民も行政の取組を

勉強する必要があると思う。あまりにも行政の取組を理解している人が少なすぎるように思う。 

これからも町民のためにがんばっていただきたいです。 

こんなアンケートで何が判るの？無駄なような気がする。伊勢新九郎のように直接住民に聞きに行った方がよいでは。

「公民館での町政相談」もやっているようですが、本音を出す人が何%いるだろうか。町の活気が無い。唯一活気のあ

るのはセレモニー。（元気、はつらつ） 

すべて利用したことがなく気にしたこともないのでわかりません。 

この調査は私にとってあまりにも町政に無関心で、又、内容が抽象的で満足度が書けなかった。もう少し具体的に個々

の内容について掘り下げ、調査するためだけの内容だと感じられた。非常に難しく、これで町政に反映できるのか疑問。 

わたしは年齢は大きくなるにしたがって思うことがありますが、じっくり感じるともっとすっきりするまで感じをまとめたいです。ま

た、アンケートなどよいと思います。 

総合満足度の採点は、いつも電話の対応が丁寧ですばらしいと思っていますので「５」としました。町の取り組み項目で

日ごろ気にせずに暮らしているため不適格な回答をしてしまっていると思います。途中あまり理解しにくいところは回答し

ていません。 

総合的に京丹後市、宮津市、伊根町と比べるとこれといったものがない。 

意見があってもどうすればいいかわかりません。 

難しいことは分からない。分かりやすい質問にしてほしい。与謝野町が今より住みやすい町になるように願っています。 

高校生に送ってこないでください。 

このアンケートは誰が考えたものですか。アンケートの聞き方や答える側の考えによってまちまちにもなりやすく、これで町

民の民意を把握するのは問題があると思います。よいと思われることは町長や各役場の担当課長がそれぞれの 7 つの

分野の項目を町民が 7 つの分野の必要と思う分野に分かれて生の声で意見交換する、ぶつけ合うことが大切だと思う

のです。アンケートではなく直接大きな問題（テーマ）を掲げて一つ一つ町民とふれあい、ほんとの建設的な意見を掴

み取ってください。 
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行うことは良い。困難は多い。現在でも金持ち、力持ちなどが横行している。家を盗られた。土地を盗られた。 

岩滝ばかりにお金をかけているように思える。  

こうしたらいいと提案してみてください。きっと周りからできない意見がでるか、壁が立ちはだかります。これを乗り越えること

がその人の使命（ミッション）です。役場でも民間でも同じです。「あなたは仕事に出会い、何が変わりましたか。多くの

人に喜んでもらえましたか。」失敗こそ財産です。再トライで頑張りましょう。私は町が好きです。役場の人はみんなすご

いです。動き出してみましょう。逃げなければ怖いものはありません。 

①街中の雰囲気が活気に欠ける ②新聞とかNHKの行事案内を活用し、外部へ「与謝野町」のPRし人々に呼びか

ける。 ③与謝野町の魅力を掘起し、定住者を増やす努力を重ねる ④防災、（特に豪雨）被害や犠牲者を出さ

ぬため、普段から訓練を積んでおくこと ⑤町職員の勤務は厳しいだろうが町民の先頭にたって活躍してもらわねばなら

ない。防災、事故処理について経験を積んで頑張ってもらいたい。平素の研修を期待する。 

せっかく調査対象に選んでいただきましたが町の取り組みの実施内容がわからず満足度の記入がなかなかできず申し訳

ありません。 

私には難しい質問ばかりでわかりませんでした。 

与謝野町は比較的住みやすい町やと思います。子どもを２人育てさせてもらいました。一人は成人に、一人は学生で

すが、伸び伸びと大きくさせてもらっています。世界ではそして世間ではとても悲しいニュースが連日流れています。与謝

野町では自然のパワーもあってかそのような突発的な事件がないように思います。 

加悦高、野田川体育館など、統合、合理化だけで決めるな！ 

「教育」の意見でも書きましたが、旧野田川地域、旧加悦地域だけ体育館等をなくすのでしょう？たくさんの反対の声

も届いていると聞いています。なのに、なぜ代替え案も出ず強行に話が進むのでしょう？ 

人口減少を考えなくてはならないと思ってはおりますが、何を、何が私たちにできるのか、現実にわかりません。 

商工業者である自分はわが身の保身で精いっぱい努力しています。行政職員方々の更なる勉強をお願いしたい。 拙

歌 朝一番大江山仰ぎて活力（やるき）出す八十（やそ）の老身を見守りたもう 

どのような施策が行われているか、正直なところわかりません。 

総合的には満足していますが、不満に思う一部のことがあり、総合満足度は３ 

若い人たちも住みたいと思える環境づくりをしていっていただけたらと思います。子どもたちが帰ってきたくなる町づくり。 

このような調査を町としてされていること（質問内容、記入方法等含め）を知らない方々が多いと思われます。どのよう

な方へ何名の方へ選出方法は等々、また集計後の利用状況は。町政のアピールと町民の気持ちの架け橋にもなると

思う調査ですが、このままでは無駄としか思えません。もっと答えやすい様質問や字の大きさ等の努力を願います。 

満足度について・・・行政サービスを直接受けていないと問題があるのかないのか理想と現実の差が分からない。お答え

することができない。町民として無知で申し訳なく感じています。。 

わたしは大学生で地域政策の授業を取っています。その授業を受けていく中で、政策を実行することがどれほど大変なこ

とかが少しずつ分かってきました。小・中・高と与謝野町をどんな町にしたいか、どんなことをすれば明るく活気あるまちにな

るかなど若い人の意見を出し合う取組が沢山ありました。そしてたくさん意見が出ました。また近所の方や大人も嫌味っ

ぽくあ～したらいいやん、こうした方がいいやんと言ったりします。高校生のときまではそれを聞いてなんで町はそうしてくれ

んの？とかなんでこんなこともやってくれんの？とか思っていましたが、大学で勉強していくうちに、無理言ってたなと感じま

した。どんなことをしたいか考えることはよいですが、それをいろんな角度（費用だったりどれほどニーズがあるかだった

り・・・）からさらに考え、慎重に吟味しないといけないとわかりました。実行した後、無駄になったり失敗しては大変なこと

になるので、先のこともしっかり考えないといけません。大人は町議員や政治家を時々悪く言ったりしますが、議員も苦労

して頑張ってくれているのだなと思います。私は今この程度の評価しかできないし、またこのような評価だからこうしてほし

いとか具体的に考えられる能力がありませんが（まだ！）、いつかもっと与謝野町の力になれたらと思います。 
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住民の意見を聞かない。特定の人の意見しか聞かない。行政に未来はないし託せない。議会も町政も劣化しているの

ではないか。与謝野町から脱出できるのならしたいと思っている。 

にしがきがつぶれたので替わりのお店を建設してほしい。 

岩滝地域が充実していないか？クアハウスの改修、阿蘇シーサイドパーク、岩滝小学校の自校給食と橋中のセンター

追加。図書館の充実、かえでこども園のみ新設。とても不満。加悦の図書館、野田川の図書館も充実させて継続して

いかないとおかしい。体育館も部活動に支障がでるのではないか。働く場の充実 

与謝野町はいい町です。今後も住みたいと思います。 

人口減少、空き家解体などこれから先、大変問題、金銭費用が高く大変と思っています。社会を支えるのは若い世代

で農業、商業、工業、若者は町から皆出て帰らない。そして結婚。この地で働く若者は賃金は少なく中高年になっても

年収 200 万前後。若者世代貧困化、生活不安のため結婚しない。生活不安のため 30～50 才代の男女共とくに

男性の多くこれから先が心配。医療、子育て、社会保障、雇用対策、中小企業、農業、地方自治体、外交、貧困、

給与格差、最も優れた高齢者技術を大切にしなかった。ハイテク技術海外流出。正社員・非正社員給与格差、正

社員・派遣労働者の給与格差、時間給与年、月、日給、失業と言えば派遣労働の緩和経営者にとっては都合のよ

い制度。小泉内閣竹中平蔵の時代と思う。今プラスチック対策、地球温暖化、原発廃炉、最終処分、G20 エネルギ

ー閣僚会合。先をよんで各国原発廃炉ミサイル全面戦争中止など、問題は全地球世界の問題として議論として話し

合っていると思う。 

今まで無関心だったのでどのようなことをされているのか知らずかなりいい加減な回答になりすみません。これを機に少しず

つですが関心をもって今後は町のためにできる事を探していければと思います 

このアンケート自体に疑問。この多くの項目すべてに町がどういったことをしているのかもよく分からないのに満足度を点数

化しろと言われてもよくわかりません 

年寄りにとってまあ住みやすい町ですが、職員の方はちょっと冷たい感じがします 

どんどん子供たちが与謝野町から去っています。残された私たちはとても不安です。空き家も増えています。限界集落も

出てきます。高齢者が安心して暮らせるまちづくりをお願いしたいです。高齢者施設をもっと増やしてほしいです。施設で

働く職員にもっと給料をあげてくれれば多くの若者が与謝野町の施設に来てくれると思います 

与謝野町のこれからについて、旧加悦町：文化歴史の地域（精神的、癒し）、旧岩滝町：武、体育の地域（身

体のこと）、旧野田川町：商工、産業の地域（経済活動 )と位置づけて、平均的なまちづくりではなく個性的なまち

づくりをし、活気のある与謝野町であればよいと思います。高齢になると未来よりも過去が多くなります。過去の経験思

い出などを振り返り出会った人を思い出し、楽しかったことや嫌なことをふりかえり、それが脳の記憶を呼び覚まし、脳の活

性化につながるのではないかと思います。そういう意味で図書館に昔のドラマなどの DVD を置いて借りられたならそれを

見て楽しみながら過ごせると思います。 

与謝野の故郷へ帰って来てから３年弱。町の施策に関しては今一つ分かりません。重要度に関してはよく考えて〇した

つもりですが、満足度についてはどれに〇したらいいのか迷って書きませんでした。 

本年度予算の否決の理由にクアハウス岩滝の指定管理者の施設改修による営業戦略や経営戦略が全く見えてこな

いという理由がありました。その通りだと思います。果たして、町が指定管理者に丸投げていろんな協議がなされているよ

うには思いません。指定管理料を少なくするためにもいろいろと協議してください。（例：会員の期日が到来しても何も

PR なしで、こちらから気を付けて言わなければなりません。会員獲得以前の話だと思います）あくまでもサービス業です

ので休日の在り方も考慮してください。担当者も変わったことですし、よく話し合ってください。 

働く場がない（内職もない）活気が無い（商店が次々と閉鎖していく）他の町に金を落としている。畑をつくっても苗

物肥料を買いに行く店が遠すぎ（農協購買部もない）少子化という前に未婚の人が多すぎる。合併してから事業が

少なくなり楽しみがない。役場から通知が来るとお金を持ってこいという通知ばかり。行っても金払いだけ。憩いの場所

（喫茶店もない）。 
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全ての施策が中途半端であるように感じる。いったい何をしたいのか、現在の施策で町民の生活がより良くなるのだろう

かと思うことが多々ある。新しいことも大事であるが中途半端で結果が出ないような事業については早急にやめることも

大事であると考える。このままでは与謝野町に魅力がなく人口減少も歯止めがかからない。都会に出ている子どもたちに

「地元に帰ってこい」と胸を張って言えるようなまちづくりをしてもらうことに期待したい 

私が子どもの頃は今よりもあらゆる面で劣っていた（物の豊かさ、便利さなど）のですが、その分将来への夢や希望が

持てたような気がします。特に今の子どもたちは本当に毎日楽しく安心して暮せているのかが気にかかります。老人への

取組はもちろん大切ですが、それと同様かそれ以上に子どもたちに対する施策を重視していただきたく思います。これは

現在一人暮らしである私にとっても大変気にかかっている事柄です。 

各項目重要であるが一つずつ採点していくことは難しい。与謝野町の未来を見据えてあれこれ考えておられると思いま

すが何をどうしたいのかがあまりよく分かりません。他から人を呼んで講演会等もよくありますが、個人的には農業、子育

て、教育、福祉、医療、織物業などにもっと目を向けて地に足をつけた取り組みをと思います。施設の統廃合の問題で

もはじめにありきではなく、住民ともっと話し合いをして進めていってほしいと思います。 

いろいろと取組をされていることには日頃から関心をもち、またありがたく感じています。与謝野町の魅力って何でしょう

か。住んでいる人が暮らしやすい町づくりが最重要課題ではないでしょうか。個人的な目線ですが、ご飯を食べたり買い

物をしたり遊びに出かけたりの日常を与謝野町内で済ますことができればもう少し満足度が上がるのかなと思います。 

重要度について 6 段階にする必要はありません。やや重要とかあまりとか中途半端な気持ちより、重要か重要でないか

どちらかでよいと思います 

調査に関すること。もう少し具体的に、例えばいつ頃（20年前）と比べて、とか何を基準に、としないと答えにくい 

町の行政が考えてください。仕事。 

与謝野町の発展を心より願っています。未来ある子どもたちの希望の故郷になるよう行政がご尽力いただくようお願いし

ます。 
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３ 定住意思とまちづくりへの参加状況 

 

（１）定住意思  「今後も与謝野町に住み続けたいと思いますか？」         （n=716） 

 

〇全体で見ると、「これからも与謝野町に住み続けたい」は 67.6％となっており、性別でも同じ傾向に

ありますが、年齢別では 16～19歳で 11.8％と他の年代に比べ低く、さらに「町外へ転出したい」で

は 16～19歳 58.8％、20 歳代 32.3％と高く、若年層で転出意思の傾向が表れています。 

〇また、16～19歳、20歳代では「いったん離れるかもしれないが、いずれは戻ってきたい」と回答

している割合が他の年代に比べて高くなっています。 
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（２）まちづくりへの参加 「これまでどのような活動に参加したことがありますか？」 

（複数回答 n=1,421） 

 

〇まちづくりへの参加については、「特にない」と回答した人が一番多く、次いで「地域の花いっぱい

運動や清掃・美化活動」、「地域の交通安全や防災・防犯活動」となっています。 

 

 

 

■それぞれの活動に参加された年齢構成■ 
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Ⅲ 調査票 
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【記入例】

以下、ご記入をお願いします。（全部で６ページあります。）

非常に

重要
重要

やや

重要

あまり

重要

でない

重要

でない

全く

重要

でない

非常に

満足
満足

やや

満足

やや

不満
不満

非常に

不満

1 農業の育成支援

・地域の話し合いによる担い手確保

・新規就農しやすい環境、制度整備

・農商工連携

・自然循環農業の推進、など

6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1

2 織物事業者の支援
・高度な織物技術の承継

・新しい織物づくりの推進、など
6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1

3 商工業事業者の支援
・技術力、経営力の向上のための環境整備

・起業、新事業・新分野進出の支援、など
6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1

4
新たな産業起こしへの支

援と雇用の確保

・地域資源を活かした産業育成

・新たな価値を創出する人材育成

・雇用確保と経済循環を生む企業誘致、など

6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1

6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1

「令和元年度　与謝野町の施策に関する住民意識調査」　調査票

町の取り組み項目 重要度 満足度

【１．産業経済】

「産業経済」分野の取り組みについては「全体的にどのようにお感じですか。

1～4（産業経済分野）に関して、ご意見等がありましたら、自由にお書きくだ

さい。

◇この調査は、与謝野町が行っている行政サービスについて、どのように感じておられるのかをお尋ねするものです。

◇この調査には、調査票をお送りした封筒に書かれたあて名のご本人がお答えください。ご本人が書くことができない場合は、身近な
方がご本人の意見を聞きながらご記入ください。

◇以下の項目について、日頃感じている 重要度 と 満足度 を ６点満点で採点し、それぞれ該当する数字に一つだけ○印をつけ

てください。（全部で６ ページあります。）
重要度：町全体のことを考えて、今後、町が取り組むことがどのくらい重要だと思いますか。

満足度：日常生活の場面を思い出して、町の取り組み状況にどの程度満足していますか。

皆様の率直なご意見をお聞かせください。 ご協力をよろしくお願いいたします。

※全ての項目の重要度、満足度について、できる限りご回答ください。

※「利用していない。」などの理由で採点できない項目は、未記入で結構です。
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非常に

重要
重要

やや

重要

あまり

重要

でない

重要

でない

全く

重要

でない

非常に

満足
満足

やや

満足

やや

不満
不満

非常に

不満

5 観光、交流の推進
・地域資源を活かした体験型、滞在型観光の推進

・空き家活用の交流拠点、観光関連施設の充実、

など

6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1

6 国際交流の推進
・国際交流事業の充実

・次世代を担う若者の人材育成

・外国人観光客の受け入れ体制の強化、など

6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1

7 移住・定住の推進
・地場産業などと連携した短期滞在の仕組みづくり

・移住に関するサポート体制の強化

・移住目的のお試し住宅の普及促進、など

6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1

6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1

非常に

重要
重要

やや

重要

あまり

重要

でない

重要

でない

全く

重要

でない

非常に

満足
満足

やや

満足

やや

不満
不満

非常に

不満

8 地域医療の充実
・地域医療を支える人材の育成と医療資源の維持

・切れ目のない医療・介護サービスの体制、など 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1

9 健康づくり支援
・健康指導や相談体制の充実

・特定健診やがん検診の実施

・健康に関する学習機会や運動機会の充実、など

6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1

10 社会福祉の充実
・要支援者の生活基盤の改善、支援体制の充実

・見守りの強化、相談機会の充実、など
6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1

11 高齢者福祉の充実
・介護予防に関する取り組みの推進

・要介護者とその家族への支援体制の充実

・サロンなどの交流の機会の充実、など

6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1

12 障害者福祉の充実
・障害者とその家族への支援体制の充実

・教育・就労・社会活動の機会の充実

・農福連携等による雇用づくり

6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1

6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1

【２．観光交流】

満足度重要度町の取り組み項目

「観光交流」分野の取り組みについては「全体的にどのようにお感じですか。

5～7（観光交流分野）に関して、ご意見等がありましたら、自由にお書きくだ

さい。

「医療・保健・福祉」分野の取り組みについては「全体的にどのようにお感じで

すか。

8～12（医療・保健・福祉分野）に関して、ご意見等がありましたら、自由に

お書きください。

町の取り組み項目 重要度 満足度

【３．医療・保健・福祉】
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非常に

重要
重要

やや

重要

あまり

重要

でない

重要

でない

全く

重要

でない

非常に

満足
満足

やや

満足

やや

不満
不満

非常に

不満

13
妊娠・出産支援の充

実

・妊娠前から妊娠、出産、育児期までの切れ目のな

い支援体制

・母子の健康づくり支援、など

6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1

14 子育て環境の充実
・幼児教育、保育サービス（学童保育含む）の充実

・子育て支援の充実、子育て世代の交流促進

・妊娠、出産、子育てに関する学習の機会、など

6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1

6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1

非常に

重要
重要

やや

重要

あまり

重要

でない

重要

でない

全く

重要

でない

非常に

満足
満足

やや

満足

やや

不満
不満

非常に

不満

15 学校教育内容の充実
・就学前教育の充実

・地域連携や質の高い学力の充実、向上

・ICT教育、グローバル教育の推進、など

6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1

16 学校教育環境の充実
・一人ひとりの能力を伸ばす魅力ある学校づくり

・安心安全な学習環境の整備、充実

・学校の適正配置の推進、など

6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1

17
図書館などの生涯学

習の充実

・公民館活動や生涯学習、青少年育成活動等の推

進

・図書館の充実　　・人権教育の推進

・社会教育施設の適正管理・適正配置の推進、など

6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1

18 生涯スポーツの充実
・特色ある体力・健康増進活動の推進

・生涯にわたりスポーツを親しむ環境の整備

・社会体育施設の適正管理・適正配置の推進、など

6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1

19 文化財の保護・活用
・文化財の保護、保存と活用の推進

・伝統芸能や文化的景観、史跡など文化財の調査・

研究、保護・保存、活用、など

6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1

20 文化・芸術の振興
・俳句等の特色ある文化活動の推進

・生涯にわたり文化・芸術に親しむ環境の整備
6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1

6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1

町の取り組み項目 重要度 満足度

【４．子育て】

「子育て」分野の取り組みについては「全体的にどのようにお感じですか。

13～14（子育て分野）に関して、ご意見等がありましたら、自由にお書きくだ

さい。

町の取り組み項目 重要度 満足度

【５．教育】

「教育」分野の取り組みについては「全体的にどのようにお感じですか。

15～20（教育分野）に関して、ご意見等がありましたら、自由にお書きくださ

い。
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非常に

重要
重要

やや

重要

あまり

重要

でない

重要

でない

全く

重要

でない

非常に

満足
満足

やや

満足

やや

不満
不満

非常に

不満

21
自然環境・景観の保

全

・野田川や阿蘇海流域の水質改善

・環境保全、環境美化活動の推進と意識の向上、

・自然循環農業の推進、遊休農地の保全管理　など

6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1

22
再生可能エネルギー創

出の推進
・太陽光発電など再生可能エネルギーの活用、など 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1

23
ごみの減量化やリサイク

ルなどの推進

・一般家庭ごみの減量化に向けた取組の推進

・資源ごみの分別回収によるリサイクルの推進

・広域ごみ処理施設の整備、など

6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1

24
防災力・防災減災対

策の強化

・河川の整備促進、山林の保全管理

・消防力、防災力の維持強化

・ライフラインや建物の耐震化の推進

・危機管理体制の強化、など

6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1

25
交通安全や地域防犯

の推進

・安全な交通環境の構築

・地域防災力の向上

・有害鳥獣対策の促進、など

6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1

26 空き家対策の推進
・危険空き家対策の推進

・空き家等活用の推進、など
6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1

27
消費者保護対策の推

進

・専門家による多重債務等の相談事業の実施

・消費生活相談員による悪質商法等の相談、など
6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1

28
公共交通の利便性の

向上
・利用しやすい公共交通の確保、など 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1

29 公園や緑地の整備
・公園施設の維持管理

・公園内の草刈、樹木伐採、など
6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1

30
まちなみ・住環境の整

備

・公営住宅の計画的な施設整備、維持修繕

・街路灯、防犯灯の新設、維持管理

・美しい景観の保全、土地利用、など

6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1

31 道路等の整備
・道路整備や交通安全施設の整備改修

・積雪時の除雪作業による生活道路の確保、など
6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1

32 安全な上水道の提供
・持続可能な経営基盤づくり

・水道施設の整備、維持管理、など
6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1

33 汚水処理の推進
・町内全域の水洗化の推進

・浄化槽の設置、維持管理への補助支援、など
6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1

6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1

町の取り組み項目 重要度 満足度

【６．環境・社会基盤】

「環境・社会基盤」分野の取り組みについては「全体的にどのようにお感じです

か。

21～33（環境・社会基盤分野）に関して、ご意見等がありましたら、自由に

お書きください。
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非常に

重要
重要

やや

重要

あまり

重要

でない

重要

でない

全く

重要

でない

非常に

満足
満足

やや

満足

やや

不満
不満

非常に

不満

34
住民、地域、事業者、行

政の協働のまちづくり

・地区の備品整備や拠点施設整備の支援

・コミュニティづくりへの支援、など
6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1

35 人権意識の高揚
・男女共同参画社会の推進

・人権意識の啓発、など
6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1

36 行財政改革の推進
・健全な行財政運営による 行政サービスの提供

・公共施設の効率的な運営、整備

・行政職員の資質・専門性の向上、など

6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1

37 広報・広聴の充実

・広報誌や有線テレビ、ホームページ等による情報発

信

・住民と行政の対話

・まちづくりへの参画機会の充実、など

6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1

6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1

◆ この調査に関すること、あるいは町政に対するご意見、ご提案等がありましたら、自由にお書きください。

　自由記述欄

「協働のまちづくり」分野の取り組みについては「全体的にどのようにお感じです

か。

34～37（協働のまちづくり分野）に関して、ご意見等がありましたら、自由に

お書きください。

町の取り組み項目 重要度 満足度

【７．協働のまちづくり】

総　合　満　足　度 非常に満足 満足 やや満足 やや不満 不満 非常に不満

1町の行政サービスに対する総合的な満足度について採点してください。 6 5 4 3 2
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◆ あなたのことについてお聞きします。

以下の項目について、あてはまる番号を一つだけ選んで○印を付けてください。

◆

◆ お問い合わせ先 与謝野町　企画財政課

1. 農林業　　　　2. 自営業（商業・工業・サービス業）　　　3. 勤め人（会社員など）

4. 公務員、団体職員、教員　　　5. 学生　　   6. 家事専業　　7. アルバイト、パートタイム      8. 無職

9. その他

1. 男性　　2. 女性

1. 10歳代　　2. 20歳代　　3. 30歳代　　4. 40歳代　　5. 50歳代　　6. 60歳代

7. 70歳代　　8. 80歳以上

1. 算所　2. 加悦奥　3. 加悦　4. 後野　5. 与謝　6. 滝　7. 金屋　8. 温江　9. 明石　10. 香河

11. 石田　12. 弓木　13. 立町　14. 浜町　15. 藪後　16. 東町　17. 男山

18. 三河内　19. 岩屋　20. 幾地　21. 四辻　22. 上山田　23. 下山田　24. 石川

ご協力ありがとうございました。同封の封筒（切手不要）に入れて、６月２５日（火）までにお近くの郵便ポス
トへ投函してください。

職業

家族構成

居住年数

性別

年齢

お住まいの地区

1. 単身世帯　　2. 夫婦世帯　　3. ２世代家族　　4. ３世代家族　　5. その他

1. 1年未満　　 2. 1～5年　　  3. 6～10年　　   4. 11～20年　　 5. 21年以上

定住意思

まちづくりへの参加

今後も与謝野町に住み続けたいと思いますか？

1. これからも与謝野町に住み続けたい

2. いったん離れるかもしれないが、いずれは戻ってきたい

3. 町外へ転出したい

4. わからない

5. その他（　　　　　　　　　                                                 　　　　　　　　　　　　　　　）

これまでどのような活動に参加したことがありますか？《参加したことがあるものすべてを選んでください》

 1. 地域の花いっぱい運動や清掃・美化活動

 2. 森林や河川など自然環境の保全活動

 3. 高齢者や障害者を介助・支援する活動

 4. 育児ボランティアなど、子育て支援活動

 5. 歴史や伝統行事などを守り育てる活動

 6. リサイクル活動や省資源活動

 7. 子どもや青少年の健全育成活動

 8. スポーツ活動の指導・支援

 9. 文化・芸術活動の指導・支援

10. 地域の交通安全や防災・防犯活動

11. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

12. 特にない

電話 0772-43-9015（直通） ＦＡＸ 0772-46-4630


