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アンケートへのご回答、誠にありがとうございました。3 月 5 日に行いました一般質問や

2020 年度予算審議で反映させていただきました。 

 

            アンケート結果のご報告 

 

ご意見欄に記載されたご意見は、そのまま掲載しています。ご意見の事実確認はしており

ませんので、ご承知おき下さい。 

 

質問 

①田尻町は潤沢な基金がありながら、基本計画で具体的に新規施設名が記載されているの

は、「幼保小中一貫校」だけです。今後、田尻町で建設を望む施設は何ですか？自由にお書

きください。 

 

選択式       選択数   ％ 

○図書館       ４６   ３０．４％ 

○文化ホール     ２１   １３．２％ 

○温水プール     ４３   ２８．４％ 

○体育館       ２７   １７．８％ 

○武道館        ０   ０％ 

○自治会館      １４   ９．２％ 

（2 つ選択していただいた総数を割り戻したもの） 

 

自由意見 

○田尻町は文化面がいまいち。積極性にかけていると思います。もっと芸能面を活発にし

てほしい。一人暮らしの生活も楽ではない。もっと楽しみを求める。りんくうポート自治

会の活発化（各棟の交流）                 りんくう ７０以上 

 

○役場横の病院跡を買うこと。もと町の診療所であり、買い戻すこと。役場の駐車場とし

て将来、役場の建て替えにも役立つ。 

 

○お金が有るからと言って、使う必要があるのでしょうか。自然災害はいつ起こるか、わ



からないです。そのときに一軒一軒平等に分けるとか、そういうときまでおいといたらい

いと思います。                       嘉祥寺 女 ５０代 

 

○人口 8000 人で、施設は図書館だけでよい。現在のふれあいセンター、シーサイドドーム

がほんとに町民が利用できているのか？特にシーサイドドームは、町民より他市町からの

参加が多いのでは？よって公民館を新しくして、年輩の方が利用できる設備がよいと思う。

運動施設は、学校を利用したらよい。             嘉祥寺 男 ６０代 

 

○金田町長のときに、自治会館の建設にプール金８０００万円があるので、建設にあてな

いかというお話があり、地区連合会の総会で話を出したが、半数の人が反対できたので、

話を白紙にしました。                    吉見 男 ７０以上 

 

○子供たちが健全に遊べる施設がほしい。他の市町の施設まで行っていて心配。町内にぜ

ひつくってほしい。                      吉見 女 ４０代 

 

 

○文化施設が不足している。防災を兼ねた文化ホールをぜひ、実現してほしい。 

            嘉祥寺 女 ６０代 

 

○土日でも子供たちが安全に遊べる場所がほしい。       吉見 男 ２０代 

 

○年寄り夫婦なので、教育関係のことはよくわかりません。私たちはお墓を持っていませ

ん。個人で持っても子どもたちが遠くにすんでいるので大変です。墓地が多く残っている

ようですから、共同墓地か、樹木墓地など、提案していただけませんか？ 

                               吉見 ７０以上 

 

○町で使えるスポーツ施設がほしい。車などない人からすると、泉佐野市まで通うのもし

んどい。通うためにも町内での施設を。           りんくう 女 ４０代 

 

○各集会所に椅子をもうけてほしい。 

 

○雨の時、子供たちが体を動かせる場所がすくない。      吉見 女 ４０代 

 

○これから老人社会になるので、南海フィヨーレだけではたちゆかなくなると思う。今か

らもう一つ新しい老人ホームを建設してほしい。        吉見 女 ６０代 

 



○津波などから逃げる場所、既存の分だけでは、距離があったり、老朽化のため、 新の

耐震で。                          吉見 男 ４０代 

 

○潤沢な基金があっても施設を建てなくてもよい。いざの時のためにおいておくべきと思

う。                            吉見 男 ６０代 

 

○温水プール以外は、新たな施設をつくるのではなく、ふれあいセンターなどの今ある大

きな建物を有効活用してほしいです。             吉見 女 ４０代 

 

○避難場所を兼ねた体育館、自治会館はぜひ、必要である。       

         りんくう 女 ７０以上 

 

○民間委託もよいが、建物なしで商売するとは、いかがなものか。施設をたくさんつくっ

ても利用する人はいつも利用するが、町民全体の割では、利用度はどうか？維持運営に経

費がかかるし、今は財政的によいが将来はどうか？花王石鹸社宅跡地は、何十年も遊んで

いるしね。                         吉見 男 ６０代 

○もっとまともな自習室や公民館利用に着手してください。公民館の自習室はしょぼすぎ

ます。                           吉見 男 ３０代 

 

○町民体育館の建設を望みます。それと、どこの自治体でも個々に図書館があります。今

の時代、あまり本を読む人はすくないようですが、図書館があれば、目にすることも多く

なると思います。                    りんくう 男 ７０以上 

 

○公民館の改修を考えているようですが、総合文化会館があればの思いがある。これでお

茶を濁すようであれば残念です。公民館と文化ホールは、成り立ちや使用目的が違うもの

で、総合文化会館の早期の建設を望みます。        吉見 男 ７０以上 

 

○図書館と児童館を併用し、緊急のときのために用意しておくこと。別件ですが、以前、

芝生ひろばの整備について、猛反対していたが、現在、港の隣に７億円予算で建設されて

いますが、大賛成はいかがなものか？           嘉祥寺 男 ７０以上 

 

○泉南のプールまで行っていますが、水中であるくのは楽しい。ついでにトレーニング用

の器具を設置してほしい。                 吉見 男 ７０以上 

 

○図書館は近隣他市町にくらべ、蔵書の規模が偏っていて、小さすぎると思う。他の図書

館は、新聞雑誌週刊誌、月刊誌、マンガ、ムック、ＣＤなどが閲覧でき貸し出しも自由に



できるが、町の図書室では、その機能がないので、借りる人も限定されていると思う。 

時代的背景や共用などの文化的な側面を考えて、幅広い年代層が利用できるように、蔵書

の検討をしてほしいと思います。              りんくう 女 ７０以上 

 

○家にある図鑑で調べるが、昆虫やクモはいろいろな外来種が多く、古い図鑑では間に合

わず、図書室へ行ったが、本の種類がすくなく、小学生でも間に合わないと思います。渡

りくる鳥類も調べられませんでした。           嘉祥寺 女 ７０以上 

 

○入院施設のある医療機関を誘致してほしい。土地などを無料で貸し出すとか、介護施設

もつくってほしい。                    吉見 男 ６０代 

 

○なにも建設しないでください。箱物はいらない。税金のムダ使いはやめてください。 

            

○田尻町民みんなが使える温水プールをつくろう。     りんくう 男 ６０代 

 

○焼却場の横にプールを建設しては？           吉見 男 ４０代 

○人口８０００人の町で単独では必要とは考えられない。泉佐野などの近隣の市町と連携

して有効活用していくべき。ただし、吉見ノ里駅周辺整備はすすめるべき。 

                            吉見 男 ４０代   

 

○子どものためにつくってほしい。温水プール、体育館       吉見 ２０代 

 

○施設は広域連携で対応すべき、利用人口 8000 人はすくなすぎる。 吉見 男 ４０代 

 

○公園よりまず体育館。                      男 ３０代 

 

○中学生が広々部活できるグラウンド。部活の見学をして、スペースが限られているので、

運動場の子ども密度がすごくてびっくりしました。       吉見 女 ４０代 

 

○ムダな施設は不要。介護施設を田尻町でつくったらよい。民間にまかせず悪徳業者しめ

だし、田尻町が監督したらよい。             りんくう 男 ７０以上 

 

○保幼小中一貫校のみでよい。今は潤沢かもですが、将来、医療費などが不足するのでは？

どの施設もムダにしか思えない。               りんくう ４０代 

 

○図書室があまりにも小さく、本の数も少ないです。子どもにたくさん本に触れてほしい



ので、充実させてほしい。                 りんくう 女 ３０代 

 

○小児科をつくってほしい。車がある人は隣の市とかに車でいけるけど、ない人は子ども

なのに内科でしか見てもらえない。             嘉祥寺 女 ３０代 

 

○小中学校へも貸し出しを行えるような図書館を建設してほしい。岸和田の図書館は、設

備がよいが遠いし、泉佐野市は田尻町民の予約はできないので不便です。幼小中、警察学

校で使用するにはあまりにもプールが小さすぎると思います。 

                             りんくう 女 ３０代 

    

○入院できる総合病院がほしい。 

           

○施設は不要です。その分のお金を教員や職員の増員や見守りの「緑のおばさん」の復活

や幼保の送迎バス運行につかったらよい。           吉見 男 ５０代 

 

○田尻町も高齢者のためにお願いします。税金のムダ使いをしないで。 

 

○公民館に図書室はありますが、本の数も貧弱です。内容を充実させてほしい。小学校、

中学校の体育館は子どもの授業で使用するものなので、大人が使える体育館が必要だと思

います。                         吉見 男 ５０代 

 

○ドッグランなどのペット関連の施設がほしい。       吉見 女 ２０代 

 

○基金があるから安易に新しい施設を建設するというのは間違っている。 

     吉見 男 ６０代 

 

○他の町の来町が多い。 

 

○既存の公民館、ふれあいセンターをリフォームすれば、図書館的なものができるのでは

ないでしょうか？新しい施設は必要ないと思います。 

                             嘉祥寺 女 ６０代 

 

○小動物園（小鳥を含む） 吉見 男 ６０代 

 

○役場庁舎、手続きが一カ所でできないのはいかがか？ふれあいセンターから役場の窓口

がなくなれば、指定管理など民間の力を活用でき、効果的に活用できるようになると思う



が、どうか？                       嘉祥寺 女 ５０代 

 

 

○集会所が古くて汚い。みんなが集まるところはもう少し美しい方がいいと思います。 

                            嘉祥寺 女 ７０以上 

 

○病院がほしい。                    りんくう 女 ４０代 

 

○小児科がほしい。車がないと行けないから。子どもの発達センター、療育病院、放課後

デｲ 他県から転居してきましたが、発達に問題がある子には、こころ園しかなくて驚きま

した。ＯＴ・ＰＴ・ＳＴの常駐している先生がいないし、障害が重い子どもほど、田尻で

はみれるところがないのでは？              りんくう 女 ３０代 

 

○文化都市、健康都市をイメージを植え付ける。金があるのならお金を町民のために使っ

てほしい。                        りんくう 男 ６０代 

 

○温水プールづくりは、焼却場の熱は利用できないのか？    嘉祥寺 女 ４０代 

○防災体育館 役場を一カ所に集中させてほしい。 

               

○左記のようなものは、かつての「箱物行政」批判をされていた国政のミニ版ですよね。

もっと中途半端でないことにつかってほしいですが。      吉見 男 ４０代 

 

○物をつくるより、今ある物で上手に使うことが町の仕事をしている人たちの役目ではな

いか。 

 

○日差しをさえぎる施設が少ない。プールも公園も。毎年、暑い夏が恐怖です。 

                         りんくう 女 40 代 

 

○多様な本や写真、映像に触れられる場所が少ないように思うので、ぜひ、図書館、文化

ホールなど、文化的なものをつくっていただきたいです。 

                         吉見 女 40 代 

 

○二色浜公園みたいな遊具あり、BBQ できるスペース 熊取町みたいな公園など。 

                         りんくう 女 30 代 

 

 



質問２ 

「保幼小中一貫校」は「戦略プロジェクト」の１つに位置付けられ、2029 年に「開校」と

まで記載されています。（基本計画 P４６）他市町の幼・保施設に通う子どももいるなか、

「小中一貫校」を上回り「幼保」も加えた一貫校が適切なのかどうかの研究・検討もせず

開校年度まで明記することは「いきすぎではないか」と思われますが、いかがですか？ 

 

そう思う   ４２  ３７．８％ 

思わない   ２５  ２２．５％ 

わからない  ３２  ２８．８％ 

無記入    １２  １０．８％ 

 

自由意見 

○今でも一貫校みたいなものです。子どもが少なくなってきているのに、いまのままで十

分です。                         嘉祥寺 女 ５０代 

 

○教育は人それぞれの考えがあり、選択は自由でよいのでは。  嘉祥寺 男 ６０代 

 

○開校年度明記については、特に行き過ぎとは思わない。目安というか、目標という基点

として、それまでに検討し、延期などの対応もありだと重う。 

                               吉見 女 ４０代 

 

○小中一貫でよいと思う。選択できるものが少なすぎる。   りんくう 女 ４０代 

 

○その通り、行き過ぎだ。                りんくう 女 ７０以上 

 

○人口減のなかで、一貫一貫とさわぐが、教育的目的としては、小さな町で一つずつしか

ないし、改まって幼児教育と中等教育を一貫する必要はありません。教える人間も必要だ

し。                            吉見 男 ６０代 

○小中一貫校にすべきと思う。              りんくう 男 ７０以上 

 

○小中一貫校と中学校の分離建設は、どちらにメリット、デメリットがあるのか、よく議

論してほしい。長年の懸案事項であり、潤沢な金があるとき、今の世代に使ってほしい。

いつか、合併問題が再燃するとこの基金は使わず、終わってしまいます。 

                              吉見 男 ７０以上 

 

○小学校、中学校を改築すべき。               りんくう ７０以上 



 

○ある意味、田尻町は保幼小中一貫校では？金持ちは私立に行きます。 

                               吉見 男 ６０代 

 

○good idea です。 

 

○小中一貫校でいいのではないか。              吉見 男 ６０代 

 

○保幼小中一貫が他府県でもすすめられているなか、田尻町が独自に研究検討する必要性

は感じない。                        吉見 男 ４０代 

○その優先度（緊急性）、重要度（効果）が十分に説明できるのであればよいが。 

 吉見 男 ４０代 

 

○人口が減っていく中で、すぐ中止すべき。年寄りが多くなる中、介護施設を増やせ。７

０歳以上の国保料、介護保険を無料に。          りんくう 男 ７０以上 

 

○保幼小中一貫校は、田尻ならではのプロジェクトでは。確かに十分の検討や住民へのア

ピールは必要と思います。いっそ高校や専門学校、外国人学校をつくっては。 

                            りんくう ４０代 

 

○一校ずつでもいいと思う。                嘉祥寺 女 ３０代 

 

○一学年の３分の１が転勤族の子どもであるが、一貫校として成り立つのか、疑問です。 

                            りんくう 女 ３０代 

 

○2029 年まで 8 年あるので、十分検討する時間があります。他市の施設に通うのは、自宅

のすぐそばまでバスで送迎してくれるためだと思います。 

                              吉見 男 ５０代 

 

○保幼小中一貫の前に保育園と幼稚園の垣根をとり、保幼の一体化が先ではと思います。 

                              吉見 男 ５０代 

 

○高校から大学への通学にギャップが大変。慣れ親しみすぎて。  

 

○狭い田尻町で、それでなくても顔ぶれの変わらない子どもたちなので、今更、一貫とい

うことが分かりません。メリットは？             嘉祥寺 女 ６０代 



○保幼小中一貫校のデメリットとして、生徒が排他思考をもってしまうことがあると思う。

これをどう解決するのか？                  吉見 男 ６０代 

 

○田尻町は、小中がひとずつなのでいいところもあるが、高校になって初めて他地域の人

と交わることとなり、うまくとけこめないことが多いと聞く。一貫校にすることで、その

ギャッップが解消できるなら、メリットはあると思う。これに限らず、特色のある町づく

りは必要。                         嘉祥寺 女 ５０代 

 

○あえて教育理念のある私立の幼稚園に通わせている方もいる。野放し保育の公立の幼稚

園（保育所）ではなく、一貫校とするなら、教育特区にするとか、特色を。 

        りんくう 女 ４０代 

 

○小学生の子どもが支援学級に通っていますが、支援学級の先生が足りておらず、一年ご

とに複数回、支援の担任が替わる事態が起きています。また今の時代、支援の方法が確立

されているにもかかわらず、先生向けの府の勉強会に参加しないため、支援教育の底上げ

が望めません。教育委員会の先生は、「申し訳ない」とはおっしゃいますが、時間も人もい

ないので、勉強会への参加は無理とのこと。支援教育は、学校教育の要です。なんとかし

てください。                      りんくう 女 ３０代 

 

○幼保を含める必要性があるのか？検討してほしい。大阪府を巻き込み、中高一貫校の誘

致をしてみては？南大阪地区で唯一の学校となる。     りんくう 男 ６０代 

 

○子どもが減っているのに、分離して交流をなくす意味がわからない。 

 

○幼保を含めることはいいが、他から入ってくる子どもをきちんと受け入れることが非常

に重要。途中から入りづらいものにならない配慮が公的学校では重要。 

                              吉見 男 ４０代 

 

○現在ではなく、９年後の状況からすると、中学校をその地区につくって自転車通学させ

るの？                          吉見 男 ４０代 

 

○建物の改築は必要だが、災害時など中学生が幼児のフォローをするなど、近い距離にい

ればできることも多くなる。子どもが減るのに分離し、交流をなくすのが子どもたちのた

めになるのか。本当に子どもたちのことを考えているのか？疑問である。小さい町だから

こそできる一体感を残すべき。 

 



○先にそのような例があれば参考にできると思いますが、他地域であるのでしょうか。 

狭い町なので、ずっと少人数のまま教育を受けることがいいことなのか、疑問が残ります。 

                             吉見 女 40 代 

 

○待機児問題を解決する方が先だと思う。     りんくう 女 30 代 

 

 

質問３ 

小・中学校施設の改築あるいは長寿命化（老朽化対策として長期間の使用を可能とする改

修）が課題になっています。男女ともトイレが１階にしかない中学校北館は構造上、改築

でしか問題は解決せず、どこに建てるのかが課題にとなります。 

 共産党議員団は下記の提案をしています。いかがでしょうか？ 

 

○共産党議員団の提案 

 １、小・中学校を分離して、中学校を嘉祥寺縄添地区に移転し、体育館、温水プールを

整備する ２、中学校移転後の学校跡地（体育館を含む）に図書館・文化ホールの複合施

設を建設する。 

 

いいと思う   ６７   ６０．９％ 

よくない    ２７   ２３．６％ 

わからない   １１   １０％ 

無記入     ６    ５．４％ 

 

○避難場所として建設地を考えるべきだと思う。なぜ、今の場所より海に寄るのか。 

                           りんくう 女 30 代 

 

 

質問４ 

毎年支給の「敬老年金」の実施など福祉基金を活用した積極的な施策の実施を求めますか？ 

 

求める   ６０   ５４．５％ 

求めない  ２５   ２２．７％ 

わからない １９   １７．２％ 

無記入   ６     ５．４％ 

 

 



 

質問５ 

第 5 次総合計画（案）では、目標年次の２０２９年の人口推計は、「効果的な施策の展開」

により、人口移動の改善と出生率の向上が図られた場合、おおむね８７００人と推計し、

基本フレームとしています。（総合計画（案）概要 P３）子どもを産み育てたいと思い、働

き盛りや高齢になっても田尻町に住み続けたいと思える「効果的な施策」とは何を望みま

すか？ 

 

自由意見 

○保育所や小学校の学童保育の時間を遅くまでする。そうすれば女性も働くことができる

ので、現状ではお迎えに間に合わないため、退職しなければならなくなった方がたくさん

います。さらに日曜・祝日も学童保育があれば、職種の幅も広がるので（病院など、日祝

が休みの職種しか無理）そうすれば、田尻町の住みたい、住み続けたいという人が増える

と思います。                      嘉祥寺 女 ４０代 

 

○交通インフラの整備、町内に周回バスを運行し、私鉄各駅の利便性を向上させてほしい。

病院や文化施設への移動が公的機関で利用できればなおよし。南海、羽倉崎駅を終点駅に

して指定してもらい、深夜でも都心よりの移動を可能にしてもらいたい。 

                           りんくう 男 ６０代 

 

○小児科、皮膚科、耳鼻科など病院がなくて、子育てしにくいので、病院をつくってほし

い。支援教育について、先生が勉強されておらず、本当に必要な支援がされていないので、

支援教育の底上げを望みます。            りんくう 女 ３０代 

 

○小・中を分ける。市街化区域を増やすのを望みます。      吉見 女 ５０代 

 

○福祉や教育施策の整備をしてほしい。        りんくう 女 ７０以上 

 

○保育料や給食費が無料になり、ありがたいですが、学童が民営なので、料金も他のとこ

ろよりも高い気がします。それに場所も小学校内の教室で学童してもらえたら、子どもた

ちも移動しなくていいので、大雨のときなど助かるし親も安心です。田尻は住むのに人気

の町ですが、土地が少ないので、住み続けたくても家を建てられない。    

りんくう 女 ４０代 

 

○小・中を分ける。                   嘉祥寺 女 ２０代 

 



○出産費の差額がほしい。                吉見 女 ３０代 

 

○住宅供給 無償化 タクシー運営 バスの増便  スーパー誘致       

                          嘉祥寺 女 ７０以上 

 

○田尻町だからできる特色のある町づくり、この人口規模で他市町にあるからと言って、

図書館、文化ホールは必要ない。それよりも買い物弱者をつくらないなどの福祉サービス

やインフラの整備など住んでいる人に直接届くサービスを考えてほしい。少々偏ってもい

いと思う。田尻町だからできるというものが必要。      嘉祥寺 女 ５０代 

 

○税金が安いこと。   吉見 女 ５０代 

 

○福祉の充実（田尻町独自のものとして世界に誇れるもの）    吉見 男 ６０代 

 

○災害から安心して暮らすことができる町づくり        嘉祥寺 女 ６０代 

 

○町営で入院のできる病院、食品などの中型スーパー 町営の住宅 

       吉見 男 ６０代 

 

○就労の場 

 

○いまのままでよい。                   嘉祥寺 女 ６０代 

 

○健康づくり、生き甲斐づくりになる施策。          吉見 男 ５０代 

 

○安全な町づくり                     嘉祥寺 男 ６０代 

 

○町会議員の削減、現状の３分の２で十分。        吉見 男 ６０代 

 

○田尻町は若い住民も増えてきていると思います。高齢者も含め総合病院があればよいと

思うのですが、小さい子どもを連れて、病院にいくのも高齢者が病院通いするのも大変な

ので。                          吉見 女 ７０以上 

 

○町内中心部に買い物できる場所をつくったり、空き家が目立つようになったので、空家

を活用して、町が空家を率先して、若い人や外国人に住んでもらって活性化させる。 

                               吉見 男 ５０代 



 

○教員、町職員などの増員、ゼロ歳から１４歳人口は今後もう少し減ると思います。その

ため、保幼小中の校舎や教室はあと１５年もすれば余ってきます。中学校分離新設はあり

えません。                        吉見 男 ５０代 

 

○市街化区域を増やすこと。                吉見 男 ６０代 

 

○病院 スーパー 食事ができる店や子ども食堂 

 

○教育の充実。これからの時代にはかかせない英語教育が公立であっても充実しているな

ど、基金があり小中が一つずつしかない田尻だからこそできる教育改革を行ってほしい。 

                            りんくう 女 ３０代 

 

○子育て世代への補助、交通の便のよさ。        りんくう 女 ３０代 

 

 

○教育施設の拡充、子どもが３人、介護ほどではないが支援が必要な夫の親がいる。週５

時間働こうと、子ども支援課に相談しても、就労時間が短いので、保育所入所はムリとあ

しらわれた。朝の数時間、特定の曜日だけ預かることが柔軟に対応できないのか。子育て

や介護している人は、働くなということですか。就労時間でしばらず、もっと柔軟に。 

             りんくう ４０代 

 

○スーパーが１軒だけ。マックスバリューは遠いので行けない。買い物難民対策、医療の

整備が少ない。                    りんくう 男 ７０以上 

 

○社会人になるまで（上限年齢あり）児童手当の支給と子ども医療費制度を継続してほし

いです。                        吉見 女 ４０代 

 

○世帯あたり人数を増やすことで、介護保険給付額 行政運営経費を減らし、コミニティ

を強力にする。世帯人数ごとの減税や給付をしてほしい。     吉見 男 ４０代 

 

○病院関係をたくさんつくる。                 吉見 ２０代 

 

○外国からの移民も住みやすい暮らしやすい町づくり、今後、中長期的には日本人が生む

子どもの数は減少していく傾向、関空の所在地としても国際的で開かれた町になることを

希望。                           吉見 男 ４０代 



 

○図書館などの公共施設の充実を              吉見 男 ４０代 

 

○親から見て、子どもを通わせたいと思える教育環境が整っている町になっていること。

安心して学校に行けること。学童保育なども含め、自分が働いている間安心して子どもを

まかせられる町であることが望ましい。今、高齢になっても健康を意識し、運動を続けら

れる方がとても多くなっています。周囲の町に比べ田尻町はスポーツ施設が充実していな

いと思います。特に温水プール、体育館、ジムなど町民が手軽に使える施設がありません。

田尻町の人は他市町の施設に高い料金を払って通っています。文化施設、図書館、ホール

などもっと充実させてほしい。             吉見 男 ６０代 

 

○このまま（今のまま）でよい。 

 

○町民税を安くしてほしい。空港からの税金を町民に還元してください。水道料・下水道

料などの公共料金も下げられませんか？            吉見 男 ６０代 

 

○商店街の活性化など、買い物ができる中型店舗のスーパー。それと住民が町内で就職で

きる環境。吉見の里駅前で送り迎えの車で一時混雑となり、歩行者が危険なことが多々あ

る。                             吉見 男 ６０代 

 

○近年、南海トラフ地震の予測が言われており、これから町全体の高齢化が問題になって

いるなかで、高齢者、幼児などの体を守るためには、個別に防災無線などの情報インフラ

の設置が望ましいと思います。設置された場合も１００％安全であるとは限らないが、特

に高齢者の心身の安心につながると思います。       りんくう 女 ７０以上 

 

○保幼小中を新設してほしい。               りんくう ７０以上 

 

○空家が問題になっていますが、これらを町が買い上げてリフォームして、安く貸して人

口増をめざす。                      吉見 男 ７０以上 

 

○市町村の大合併化を望みます。              嘉祥寺 男 ７０以上 

 

○次の世代を担う子どもたちの育てやすい教育環境、医療制度など積極的にすすめるべき

です。                           吉見 男 ７０以上 

 

○幼保の充実に取り組みをし、安心して預けられるようにすること。 



     りんくう 男 ７０以上 

 

○町内全体の治安の向上、駅前の活性化、スーパーの誘致、図書館や自習室の充実が急務

です。                          吉見 男 ３０代 

 

○若者が集う町、たとえば警察学校のように高校以上の学校の誘致。海の方だけでなく、

山手の方も目を向けて、面積的に小さな町なのだから、町の外側から中に向かって目指し

て。                           吉見 男 ６０代 

 

○田尻町の町は狭いところが多く、車でも徒歩でもひやひやするところが多いです。見通

しをよくし、道路を広くできるところは整備していただきたいです。 

                              吉見 女 ４０代 

 

○住民サービス                       吉見 男 ６０代 

 

○子育て世代の優遇、より安全な町づくり、防犯カメラ、街灯の増設。 

   吉見 男 ４０代 

 

○老人と子どもに優しい町づくり 南海トラフ地震がやってくるのに、もっと安全ですべ

ての住民が避難できる場所を確保してほしい。         吉見 女 ６０代 

 

○保育施設の充実、幼稚園でも延長保育を 共働きが当たり前になってくるなか、まだま

だ子どもを預けたい人はたくさんいます。子育てと仕事を両立できる環境を 小中学校の

グラント分離、クラブ活動でも他の学校に比べ、練習する場所の面でも不利になっている

のを目の当たりして、とても悔しい思いをしています。 

           りんくう 女 ４０代 

 

○総合病院建設は、ムリなのでしょうか？           吉見 ７０以上 

 

○共働きへの支援、介護サービスの充実、住み慣れたところで長く住めるような支援があ

ればよい。                        吉見 男 ２０代 

 

○子育てや文化施設充実の町。図書館、幼稚園保育所の充実   嘉祥寺 女 ６０代 

 

○自由に安く使える施設があれば、アピールになるのではないか。 

     吉見 女 ４０代 



 

○教育費を安く、できれば無償にする。           嘉祥寺 男 ６０代 

 

○小中学校の分離、運動場が共用で狭い、老朽化。図書館をつくる。温水プールをつくっ

て子どもたちの泳ぐ力を育てるなど、教育に力を入れてほしい。 

                              吉見 女 ３０代 

 

○高校生までの子どもたちへの教育費、保険とか、必要な費用の負担軽減。子どもたちが

自由に遊べる場所の確保。                  嘉祥寺 男 ６０代 

 

○町が小さいのに土地がないのに、これで十分です。今、結婚しない子が多いです。出生

率うんぬんより、まず、結婚できる環境を、正社員雇用を国に言うべきです。 

          嘉祥寺 女 ５０代 

 

○本町はこじんまりとした町でとてもよい町だと思いますが、若い世代とくに中高生たち

のこの町に住んでよかったと思うところがないと思う。盆踊りや秋の祭りも町がもっと応

援してほしい。大人になって町からでていくのではなく、子どもの頃から一生この町にい

たいと思うようにしなければいけない。今の田尻小中が高は、町の真ん中にあり、学生と

してはとてもよいところです。どこの家からも近くて、安全な場所です。共産党はなぜ、

町の隅っこに学校をつくろうとしているのですか？花王石鹸の跡地はなぜ使おうとしない

のですか？あの場所に中学校を建てたあと、中学校を取り壊して、小学校を建てたらいい

のではありませんか。共産党が考えている場所に学校を建てると学生たちは、15 分は遠く

なりますし、交通事故など危険です。場所が悪いです。焼却場の隣であり、健康にもよく

ありません。花王石鹸の跡地をいますぐ使用してください。町の職員の駐車場ではありま

せん。田尻町全員の土地です。今の共産党の考えは私にはわかりません。 

 

○海あり畑あり、「とかいなか」の利点をいかし、人口維持のための、住宅整備だけでなく、

この地で収入が得られるよう住み続けられるような働く場を確保してほしい。 

                           りんくう 女 ５０代 

 

○病院 老人ホームが必要。            りんくう 女 ４０代 

 

○大手企業など誘致し町の活性化を図る。        嘉祥寺 男 ７０以上 

 

○農業の後継者不足を働き盛りや高齢者に農地をレンタルしてみては。 

                             吉見 ５０代 



 

○①今の制度の拡充。中学校の英検制度は中途半端、（２次試験は自分たちでいきなさい）

幼保も同じではこれでは、学校の先生だけがしんどい。オーバータイムを町の予算でリカ

バーすることで、各種サポート。②新しい箱物は次に使えることを考えよう。公園に防災

設備を兼ねたベンチを使うとか。憩う場所だから、安全にできるよう警備員がいてもいい。 

                            吉見 男 ４０代 

 

○ホテルばかり増やさず、住宅や集合住宅を建ててほしかった。マンションを増やさなけ

れば入ってくることもない。 

 

○全体的に道が狭く、通学路にも不安がある。高齢者にとっては良い町なのだと思うが、 

若い世代には移り住むまでにはいかないと思う。  りんくう 女 30 代 

 

○無料で自由に使えるスポーツ施設や図書館など、気軽に土日祝も利用できる施設が全然

ないので、そのような施設を望みます。       りんくう 女 40 代 

 

○安定した雇用と環境の整備。子ども老人はもちろんですが、就職氷河期世代なので辛い

ことが多いです。住環境の整備。道路の拡幅とまでは言わないものの、車で通れない状態

にあるところが多く、高齢になった場合のことを考えると不安があります。 

                           吉見 女 40 代 

 

 

質問６ 

市街化調整区域では、農業の後継者不足などによる遊休農地問題が深刻になっています。 

2017 年に改訂された「田尻町都市計画マスタープラン」で新たに、人口維持のために「み

どり住区検討ゾーン」の設定を可能にし、第 5 次総合計画（案）では、「農と街の共生エリ

ア」に変更されました。良いと思いますか？ 

 

良いと思う   ４４   ３９．６％ 

思わない    ２２   １９．８％ 

わからない   ３５   ３１．５％ 

無記入     １０    ９％ 

 

自由意見 

○田尻町のような平地において、基本的に調整区域は不要。農家優遇になるのみ。     

             りんくう 男 ６０代 



 

○いまのまま調整区域にしておいた方がよい。田尻だけ人口が維持されても他市町村で減

れば意味がありません。もっと大きな視野を持ちましょう。 

                           吉見 男 ５０代 

 

○町内を歩いてると見かけるのは中国人ばかり。中国人の町 田尻。感じているのは、風

通しが悪いが新しいことができない町、暮らしにくい町。 

             

○絵に描いた餅にならないように。横尾町長時代からの再開発都市計画、専門職員まで雇

ったのに、息切れに。現実と理想の隔たりがある。       吉見 男 ６０代 

 

○田尻町に引っ越して２年足らずです。関空税収で裕福で、他市町でうらやましがられて

います。特に泉佐野市は借金で田尻町と合併と思っても、田尻町が反対と市報に載ってい

ました。田尻町も他市からねらわれています。いつまでも裕福な町で安堵していたら泉佐

野市に合併とならないともわかりません。共産党町議団のみなさん、田尻町のためにしっ

かり町民に報告をしてください。            りんくう 男 ７０以上 

 

 

 

質問７ 

「良いと思う」と答えた方にお尋ねします。「みどり住区検討ゾーン」について、くわしく 

知りたいですか？ 

 

知りたい     ４４   ３９．６％ 

知りたくない    ７    ６．３％ 

わからない  １３   １１．７％ 

無記入    ４７   ４２．３％ 

 

 

 

ご回答いただきました方の住所・性別・年齢 

 

住所 

吉見   ５０   ４５％ 

嘉祥寺  ２１   １８．９％ 

りんくう ２８   ２５．２％ 



無記入  １２   １０．８％ 

 

性別 

男性  ４２   ３７．８％ 

女性  ４８   ４３．２％ 

無記入 ２１   １８．９％ 

 

年齢 

19 歳以下   ０   ０ 

20 歳代    ５   ４，６％ 

30 歳代   １０   ９％ 

40 歳代   １８   １６．２％ 

50 歳代   １０    ９％ 

60 歳代   ２４   ２１．６％ 

70 歳代   ３５   ３１．５％ 

無記入    ９    ８．１％ 

 

                   以上、ご回答ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


