
１、コロナ禍の中、年末を迎えます。年末から来年にかけて、あなた、
　　あるいはあなたのご家庭の暮らし向きはどうなりそうですか？

５、田尻町では来年度から小・中学校で３５人学級が実現されます。感染を防ぐ身体的
距離を確保するためには、さらに少人数学級をめざし、すみやかに２０人程度の学級づ
くりを行うことを全国知事会会長、全国市長会会長、全国町村会会長も求めています。
田尻町でもさらに少人数学級づくりを行うべきだと思いますか？

2, コロナ感染拡大に伴う町民生活への一連の生活支援制度は、来年 3
月末の年度末をもって終了する予定です。実施された支援制度のうち
もう一度実施してほしい、あるいは継続してほしい制度はありますか？

↑

↑

↑

４，田尻町国民健康保険会計は、国保加入者から納めていただいた国保料の基金 ( 貯
金）が昨年度末決算で9,951万円（国保加入者１人あたり現在6万３千円）もあります。
本来なら国保加入者に還元され国保加入者に還元され国保料の値下げに使われるも
のです。
　しかし、大阪府が 2024 年度（令和６年度）から府内統一国保料にすることを決め
ているため比較的安い田尻町の国保料も値上げしていかなければならない矛盾にお
ちいっています。9,951 万円の貯金を国保料の値下げに使い、田尻町独自に国保料を
設定するためには、大阪府国保運営方針を変更いただかなくてはなりません。大阪
府国保運営方針を改定すべきだと思いますか？

思わない
　11.4％

３、「ある」と答えた方にお聞きします。田尻町のどの制度を
ふたたび実施、あるいは継続してほしいですか？特に実施し
てほしいと思う制度２つに○を入れて下さい。

第 22回「私の願い聞いてよ」町民アンケート　2020 年 11 月実施　ご回答１６６通の集約結果

ご回答者の内訳

りんくう　１２
吉見　　　８１
嘉祥寺　　４０
無記入　　３３

（地区別） （年齢別）（男女別）

男　５９
女　８４
無回答２３

19歳以下　０
20代　　　１１
30代　　　１８
40代　　　２５

50代　２６
60 代　２４
70 代以上　５５
無回答　７
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第２２回「私の願い聞いてよ」町⺠アンケート ご意見・ご要望欄への記載 

 

 １の意見とは、「コロナ禍のなか、年末を迎えます。年末から来年にかけて、

あなた、あるいはあなたのご家庭の暮らし向きはどうなりそうですか」に対する

ご意見・要望です。 

 

同じく、２の意見とは「コロナ感染拡⼤に伴う町⺠⽣活への⽣活⽀援制度は、来

年 3 月末の年度末をもって終了する予定です。実施された⽀援制度のうちもう一

度実施してほしい、あるいは、継続してほしい制度はありますか？」に対するご

意見・ご要望 

 

３の意見とは、「ある」と答えた方にお聞きします。田尻町のどの制度をふたた

び実施、あるいは継続してほしいですか？下記のうち、特に実施・継続してほし

いと思う制度２つに○を入れて下さい。」に対するご意見・ご要望 

 

４の意見とは「田尻町国⺠健康保険会計は、国保加入者から納めていただいた国

保料の基金（貯金）が昨年度末決算で 9,951 万円もあります。（国保加入者 1 人

あたり現在 6 万 3 千円）本来なら国保加入者に還元され、国保料の値下げに使わ

れるものです。しかし、⼤阪府が 2024 年度（令和 6 年度）から府内統一国保料

にすることを決めているため比較的安い田尻町の国保料も値下げしていかなけれ

ばならない矛盾におちいっています。9951 万円の貯金を国保料の値下げに使い、

田尻町独自に国保料を設定するためには、⼤阪府国保運営方針を改定いただかな
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ければなりません。⼤阪府国保運営方針を改定すべきだと思いますか？」に対す

るご意見・ご要望 

 

５の意見とは「田尻町では来年度から小・中学校で 35 人学級が実現されます。感

染を防ぐ身体的距離を確保するためには、さらに少人数学級をめざし、すみやか

に 20 人程度の学級づくりを⾏うことを全国知事会会⻑、全国市⻑会会⻑全国町村

会会⻑も求めています。田尻町でもさらに少人数学級づくりを⾏うべきだと思い

ますか？」に対するご意見・ご要望。 

 

６のご意見とは「あなたの身のまわりや⽣活で困っていることについてお書き下

さい」の欄でお書きいただいたご意見・ご要望。 

 

 

以下が各項目でお書きいただいた内容です。  

 

１、３の意見 これからさらに感染者が増え、経済も苦しくなり、さらに⽣活も

くるしくなるでしょう。仕事も激変していくばっかりです。もう一度町⺠に⽀援

を 

 

１、６の意見 公⺠館の前の川の向こう側にも柵をお願いします。保育園児のお

散歩コースです。なにかあってからでは遅いです。早い目の対策を 
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２、１の意見 冬季一時金がダウンする 

 

３、１の意見 介護を必要とする⺟親と年金（⺟親部分＋自分の分）で⽣活して

いる６５歳の男性です。いわゆる介護離職をよぎなくされものとして、年期の収

入にたいして、介護保険料の⽀払が高くまた要介護を判断されるケアマネージャ

の間でも適切なサービスを受けることができない判断を下され、ただただ保険料

のみを徴収されることになっているいらだちを感じます。わずかな貯金で補足し

ながら、この先不安です。 

 

３、３の意見 ゴーツートラベルやゴーツーイートなどコロナ禍においての経済

活動にたいしての動きがあるなかでも私の⽣活自体はそのようなものは当然、毎

日のなかでは関係なくて、いかに基本的な⽣活のなかでの負担を軽減できるかに

かかっています。わずかな買い物や外出でさえも⺟親を外に連れ出してあげられ

ないなか、出費を少しでも軽減できて、ささやかでも⽣きていきたいと願う今で

す。 

 

３、４の意見 介護保険料⽀払もそうですが、いざ病気になったらという国保で

す。しかし、医者にかかると言うこと自体をできるだけ避けたいと、親子ともど

もに、日頃の健康に留意しているところです。結局、医療代の負担も国保料に加

え、しんどくなるからです。 

 

３、６の意見 わずかな年金⽣活者にとってまた、介護を必要とされる人をかか
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えるものとしての⽣活を守ってほしい。一律に聴取される各種保険料には苦しめ

られます。それが⽀払った分の効果というか、値打ちのあるものには、今の自分

がおかれているなでは感じないという現状があります。 

 

４、１の意見 しかたのないことと思いながらかかせていただきます。中３の受

験⽣がいますが、インフルエンザワクチン不足で予防接種ができていません。 

高齢の方、乳児の優先は理解できますが、夫、私、中３の息子ともども予定がな

く、小６娘については、本来２回の接種が望ましいところ、１回目の予約をとる

でのさえ、苦労した状況です。受験⽣だけでも優先的に摂取できるよう配慮して

いただけるようにしていただきたかったです。ちなみに娘は２回目の予定があり

ません。 

 

４、５の意見 少人数学級づくりは賛成したいところですが、教室の確保など気

になるところです。 

 

６、１の意見 収入は減っているが⽀出は増えている。コロナが解決しても⽣活

は変わらないと思う。 

 

７、６の意見 町内の道路の白線が消えてわからない。町内すべて工事してほし

い。 

 

８、３の意見 田尻町は介護保険が異常に高い。 
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国⺠年金⽣活者にとっては痛⼿です。国保並びに介護保険をどうにかしてほしい。 

 

８、５の意見 教室が足りないのでは？ 

 

１１、３の意見 年金⽣活での所得により、⽣活的にも減免してほしい。  

 

１１、６の意見 府道にそくして住居があるため、車の交通量が多く、スピード

を出す車が多いので、危険を感じるし、以前に車による当て逃げでフェンスが壊

された。警察に届け出すみ。一方通⾏などにして交通規制したらどうですか？①

一方通⾏規制②スピード規制 

 

１３、５の意見 ２０人程度の学級づくりにはムリがあると思う。 

 

１８、３の意見 町⺠と地域商店がお互い⼤変助かる制度なので、もう一回お願

いします。 

 

１８、４の意見 田尻オリジナルにすべき。 

 

１８、５の意見 もともと１学年の全体人数も少ないので１学級１５人でよいか

も。１５〜２０名を１学級で。ＡＢＣＤ組の４組へ 

 

２０、４の意見 統一のため仕方ないと思います。貯金は他のことに。 
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２０、６の意見 田尻町独自でコロナ対策をしてほしい。貯金を使って、ＰＣＲ

検査がいつでもできるようにとか 

 

２３、１の意見 収入が過去最低でずっと⽣活苦です。 

 

２３、３の意見 すべてをもう一度実⾏してほしい。 

 

２７、３の意見 駅前ロータリーをつくる金があるなら、その金を回せばよい。

ロータリーができても町⺠の質が悪いから同じ。 

 

２７、無灯火の自転車が多い。路上駐車が多い。幼稚園の駐車場がない。町がこ

のままなら、南海トラフ地震が発⽣すれば、６割〜７割が必ず死ぬ。 

 

２８、５の意見 ２０人では団体学習にならない。 

 

３１、６の意見 介護保険が高い。 

 

３４、１の意見 毎日マスクつけるのはいやです。⼤勢のなかに入れない。満員

電車に乗るのはいやです。 

 

３５、１の意見 主人の仕事がコロナの影響でダメージを受け、仕事日数も減り、
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収入が半分になりました。子どもにお金がこれからかかるので、今後の⽣活がと

ても心配です。金銭的な補助をしてほしいです。 

 

３５、３の意見 地域振興券はとてもありがたかったです。またお願いします。 

 

３５、５の意見 ２０人の方が先⽣の目も届きやすいですし、勉強も遅れる子が

少なくなるのではないかと思う。 

 

３９、１の意見 ５万〜１０万円ほしいなあ。 

 

３９、４の意見 余っているお金は加入者に還元されるべし。 

 

３９、６の意見 介護保険料を下げるべきです。高すぎます。これ以上はごめん

だ。 

 

４０、３の意見 振興券のお陰で田尻町内の小売店などいままで知らなかったよ

いお店を知ることができましたし、家計を少し潤していただきました。 

 

 

４１、３の意見 一部の人だけではなく、すべての人に公平な制度を希望する。

特定の人、対象の制度については、条件と審査を厳しくして不正、不公平のない

ように。本当に困っている人のみ助けられる制度を 
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４１、５の意見 コロナにかかわらずきめ細かい教育のために、少人数学級づく

りは、必要だと思う。 

 

４３、６の意見 ゴミ収集が遅いため、カラスに荒らされ困っています。 

 

４８、１の意見 コロナでどこへも⾏けないし、店も買い物も⾏きにくい。 

 

４８、６の意見 介護保険が高い。払っているのに上がるのは怒り。 

 

４９、３の意見 いままで買い物したことのないお店で地域振興券を使って買い

物し、お店を知ることができました。 

 

５０、３の意見 町⺠全員に低予算でとなると⽔道基本料金の免除を継続がよい

と思う。 

 

   ４の意見 府内統一へむけて、取り組み、府と足並みをそろえる方向にも

っていくべきと考えます。 

   ５の意見 感染防止観点のみならず、学力向上や指導効果の向上など、分

析調査して、結果がどうなのか、非常に興味があります。 

 

５２、６の意見 中学校のトイレの数が少ない、せめて各階にトイレがほしいで
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す。 

 

５２、５の意見 子どもの学力にあった授業の進め方をしてほしい。 

 

   ６の意見 吉見ノ里駅の踏切、自動車が通る２車線を歩⾏者が通るのが⼤

変危険。子どもには歩⾏者専用踏切を通るように教え、実⾏しているが、⼤人が

堂々と真ん中を通っている。雨の日は特に危ない。なんとかならないでしょうか。 

 

５３、３の意見 子育て世代給付金？中高学⽣の方がお金もかかる。なぜ、高校

⽣には何もないのでしょうか。貯金も何十億もあると聞いています。使い道？ 

 

５５、１の意見 給料が減ってしまいます。 

    

   ３の意見 児童⼿当給付の対象とならない、１５歳以上の学⽣に対して給

付も⾏ってほしい。一番お金のかかる⼤学⽣・高校⽣にたいして、⽀援していた

だけると助かります。 

 

   ４の意見 値上げは必要でない。市町村は現⾏どうりでよいと思います。 

 

   ５の意見 教育の質向上のためにも少人数学級を希望します。 

 

   ６の意見 田尻漁港からたじりっち広場を左⼿にして泉佐野にむかう道路
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の街路樹について、梅雨前後にとくに枝が伸び交差する道路から、進入する車の

早期発見を妨げていて危険です。短い期間で枝払いをしていただいたら安全かと

思います。 

 

５７、４の意見 各自治体ごとに運営をまかせた方がよい。 

  

   ６の意見 春日神社の公園で夜遅く集まって⼤声で話したりしている。夜

間に巡回するようにしてもらいたい。 

 

５８、１の意見 仕事がないから⽣活苦しい。早くコロナなくなり、元の⽣活が

ほしい。 

 

   ３の意見 田尻町は財政豊かと聞いていますが、町⺠に教えてほしいと思

います。 

 

   ４の意見 町⺠一人あたりいくら下がるかによります。 

 

   ５の意見 コロナ関連で学校も⼤変苦しいと思う    

 

   ６の意見 介護・国保 半額にしてほしい。収入がほとんどない。 

 

５９、６の意見 暴走族の騒音 
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６０、１の意見 収入が減っています。あと、帰省もできるかどうか心配です。 

 

   ３の意見 地域振興券は本当にありがたかったです。もう一度配っていた

だきたいです。 

 

   ４の意見 財政に余裕があるのに、⼤阪府にあわせるのには疑問がありま

す。 

 

   ５の意見 感染予防と一人一人に⾏き届いた学級づくりをしてほしい。 

 

６３、１の意見 お金がない。 

 

   ４の意見 保険料が高い。 

 

   ５の意見 いまのままでよい。 

 

６４、４の意見 府内統一には賛成、値上げもしかたない。ただ世帯割りは一人

世帯には負担が⼤きいので廃止して、均等割り（一人あたりを若干値上げしてバ

ランスをとってほしい） 

 

   ５への意見 ２０人学級では、男子１０人女子１０人となり、合唱コンク
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ール文化祭での劇、グループ学習や体育が成り立ちにくい。 

 

 

   ６への意見 原セからふれあいへの旧道は道がせまいのに、朝夕、バイク

や車が多く通過、抜け道するので危ない。一方通⾏にならないか？ 

 

６６、１の意見 コロナにかかった場合のケアや収入の補償など 

    

    ３の意見 ⽔道料金基本料金免除と子育て世代給付金、地域振興券のお

陰で低減した収入でも⽣活することができたので、コロナが落ち着くまで定期的

に 

実施してもらいたい。 

 

   ５の意見 コロナだけでなく、子どもの学力低下対策にもなることから、

⾏うべきと思う。 

 

６８、５の意見 ⽀援学級の先⽣をもっと増やしてほしい。 

    

    ６の意見 ホンだの前の信号、子どもが下校するとき、横断歩道の信号

が⻘になってからも、左から何台も車が入ってくるので危ない。子どもの通る信

号は時間差をつけて変えてほしい。箕⾯市はすべての信号の時間を校⻑先⽣が変

えたとテレビで見ました。 
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７２、５の意見 ３５→２０にすることで、感染を防ぐとは思えない。（エビデ

ンスあり？） 

 

７３、１の意見 ヘルパーさんが来てくれないと⽣活ができない。 

 

   ４の意見 府内統一でなくてよい。 

    

７４、１の意見 ゴーツーのような感染が拡⼤しうる 

（直接的な拡⼤もあるが、人々が気がゆるむ。）政策をやめる取り決めもなく、

ベッド数ではなく、実稼働できる、医療従事者数からどれくらい切迫しているの

か、情報を積極的にしてほしい。 

 

   ６への意見 りんくう合同宿舎のまわりに野良猫が多く、餌やりを未だに

している人がいます。去勢⼿術とか公費でしてほしい。合同宿舎周辺のアベリア

の⽣け垣が延びすぎているときがしばしばあり、自転車で通りにくいし、車の時

は視界が悪くなり、怖いときがある。 

 

７５、３の意見 ⽔道基本料金免除と地域振興券の２件は、簡単・迅速・公平に

実施できるので、もっとも問題が少ない。さらに、確実に地域振興になる。 

 

   ４の意見 ⼤阪府全体で一律に揃えようという考えは間違っている。地方
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自治を拡⼤すべきだ。 

 

   ５の意見 いくらでも少なければよいというものではない。それより副担

任や教材担任を増やし、教育の充実を図るとよい。コロナは一過性のものである。  

 

７６、１の意見 コロナの影響で給料が減っており家計的にも苦しい。 

 

７７、１の意見 今年はコロナのため、正月家で過ごします。 

 

７９、１の意見 子どもたちの世代、３０代、仕事⾯、収入、先⾏きの不安がい

つもある。     

 

   ４の意見 想定外の⽀出に備える考えも⼤切。 

    料金値下げも望みます。無駄な薬代をやめる。 

 

   ６の意見  

来年の６月までに町内全域の雨⽔管の点検を⾏ってほしい。とても全域チェック

をしているとは思えない。事後報告も要求します。 

 

８０、１の意見 収入⾯、公的⽀出⾯、 

 

   ３の意見 単身者への給付 
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   ４の意見 

区市町村の意味がない。会社と同じで⾚字会社と⿊字会社を合併し、＋−をゼロ

にしようとしている。 

 

   ５の意見 先⽣の数が足りているのか？ 

 

   ６の意見  

府道２５０号鳥取泉佐野線を通る車のスピード出し過ぎる。なんらかの対策が必

要です。一方通⾏にするとか、取り締まりを強化するとか。 

 

８１、５の意見 少人数の方が⽣徒一人一人に目がと届くと思おう反⾯、教師の

人数も必要になるので、むつかしいのかな。とも思いいます。 

 

８２、６の意見 ゴミのカラス被害に困っている。ネットをかけてもめくり荒ら

される状況。 

 

８４、１の意見 パートの時間が減る。 

 

８５、１の意見 もう少し今困っている町⺠のことを考えていただけたらと思い

ます。 
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   ４の意見  

年金は年々少しづつ下がってくるし保険料は上がって少し⽣活は苦しいです。 

上記にあるように、9951 万円もあるのでしたら、少しでも還元してもらえればと

思います。 

 

８６、３の意見 今は何とかみなやりくりしています。確かに苦しいでしょうが、

税金のバラマキは押さえて、いつかくる⼤きな災害に備えてほしい。台風や地震

などの命にかかわることも将来きっとくると思います。 

    

  ４の意見 ⼤阪府の決定に従って、そのなかで田尻町独自の補助をつくれば

よい。 

 

   ５の意見 先⽣の目が⾏き届きやすくなり、学力の向上につながり、いじ

めもなくなりやすいと思います。 

 

   ６の意見 車いすや杖をついた方を見かけますが、その方たちが気軽に集

えるイベントがなにかあればいいと思います。 

 

８７、５の意見 感染を防ぐと言う意味でも、先⽣のいろいろな⾯での負担減で

よいと思う。 

 

   6 の意見 焼却場の煙突の整備はどうなっているのでしょうか？いつまで
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も壊れたままなのでは？ダイオキシンが気になります。 

 

８８、１の意見 夏冬のボーナスがなくなり、借金を返済仕切れず苦しいです。

たじりっちにお金をかけるのに住⺠の暮らしには。商品券はありがたかったけど、

それで⽣活は救いきれない。 

 

   ３の意見 商品券再分配、お金が本当に苦しいので、制度継続はもちろん

のこと、⼿当を拡充してくらだい。ゼロ歳の子が家にいます。助けてください。 

  

  ４の意見 田尻町に意志があると町⺠に思わせる思い切ったことを町⺠のた

めにしてほしい。 

 

   ５の意見  

少人数は感染対策のみならず、学力の保障につながる。そして教員の数を倍以上

増やす。教員の心身の疲労を考えるべき。速攻⾏うべきです。 

    

   ６の意見  

まず町⺠税なぜ、こんなに高いのか、払えない。払えなかったら督促状届く、お

金を巻き上げるくせにコロナ禍のとき、お金も配らない。いったい何を考えてい

るのか。もっと、もっと町⺠のためになってほしい。町⺠の暮らしを守れ。私は

コロナ禍のとき、町役場に⼿紙を書いてもっていきました。 

   「現金を！まずすぐ！」と書いて。 
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８９、１の意見  

関空が機能していない。関⻄エアポートの地元企業にたいする姿勢が厳しすぎる。

⼤企業の関⻄エアポートは発着料、賃料、その他、ディスカウントできるものは、

積極的にとりくむべき。 

 

   ３の意見 

⺠間賃貸住宅に居住しているが、家主からは、⽔道料金込みの家賃の引き下げは

⾏われていない。町は住⺠のために対応しているのか。家主のために対応してい

るのか。 

 

   ４の意見  

⼤阪府全体で考えればよいと思う。⼤阪府の平均より高いのであれば改訂必要 

 

   ５の意見 

35 人学級で 35 人以下に押さえられるならば、教員のコストを考えれば、やむを

得ない。 

 

   ６の意見 

道路の清掃が住⺠でできないならば、町全体で考えたらどうか。観光誘致にもな

る。 
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９１、１の意見 マスクしたくない苦しい。 

    

   ３の意見 ⽣活が苦しい。 

 

９２、５の意見 三密をさけるには必要だと思う。 

 

   ６の意見 駅から商店街にかけて、人通りが多く出勤時はとくに車が通⾏

しにくいので、早くなんとかしてほしい。 

 

９３、１の意見 収入が不安定です。 

 

９７、１の意見 ゼロ・１・２歳の保育料高い。非課税世帯は実はそれなりの収

入があり、保育料がかかってないのに、まじめに働いている世帯は、高い保育料

を払わされている。バカみたいだ。 

 

   ３の意見 地域振興券は、おむつやミルクの購入にとても役に立ちました。

できればもう一度実現してほしいです。子どもにうまいものを食べさせてあげた

い。 

 

９８、５の意見 少人数の方が先⽣たちも目がいきやすいと思う。 

 

１００、５の意見 農協跡は中学校教室にして、教室を増やして、国の補助金を
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もらえる建物にするのが、町⺠のためになる。 

    

１０１、３の意見 特別定額給付金を町主体で町⺠１人 10 万円給付してほしい。 

 

１０２、１の意見 主人の冬季賞与はカットになるかもしれない。来年度も。 

     

     ３の意見 経済がまわるように企業⽀援に力を入れてほしい。地域振

興券などもらって、ためこむものでなく、消費しないといけない形にして、お金

がまわるようにしてほしい。 

 

    ４の意見 今も⼤事ですが、子ども世代のことを考えて、10 年 20 年後、

住みよい環境をしっかりととのえてほしい。 

 

    ５の意見 学級数を増やして、教員不足におちいり、教育の質が落ちる

ならしない方がよい。35 人から 20 人にしても、クラスターが発⽣するときはす

るものだから、あまに人数にこだわりはしない。 

 

    ６の意見 公⺠館の駐車場のラインが消えて駐車しずらい。 

 

１０６、６の意見 子どもが多く遊んでいる浜第 3 公園とその周りに防犯カメラ

を設置して、安全に遊ばせるようにしてほしい。 
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１０７、６の意見 介護保険料が高いと思う。 

 

１１２、６の意見  

吉見ポンプ上近くの街灯ＬＥＤが５年前くらいからついていません。 

 

１１４、５の意見 少人数指導は必ずしてほしい。 

正直、田尻の教育はまだ、発展途上だと感じる。授業づくりをどんどん他市の情

報も入れてほしい。 

 

１１５、６の意見 警察学校前の遊歩道、犬の糞が醜い。 

 

１１６、３の意見 事業者でない人も苦しいです。 

厚⽣年金、社会保険料も減免してほしい。子育て世代だけではなく、高校⽣や⼤

学⽣の家も⼤変です。 

 

１１８、３の意見 ⽔道はみなさんが使います。年金車に振興券はありがたい。 

 

    ５の意見 田尻町の子どもたちはよくできると聞くから。 

 

    ６の意見 道路がでこぼこ 

 

１２２、６の意見 町内放送が聞き取りにくくて、非常時の場合特に何を話して
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いるのかわからないので、不安でたまらない。声の音量が小さい。 

 

１２５、４の意見 年金⽣活者には健保負担が⼤きく、地方独自の政策でもかま

わない。 

     

     ６の意見 介護保険の収入負担線引きの見直し、非利用者にとって負

担⼤。吉見ノ里駅歩⾏者道路の⼤阪側踏切内の拡幅の要望。 

 

１２６、３の意見 地域振興券は、今外出しないけれど、地区のお店に貢献でき

る。 

 

１２７、３の意見 住⺠税・社会保険など税金が高い。 

     

     ６の意見 家の前の道路沿いの２軒の家から植木がつきだしていて、

車で通るときに車に傷がつきそう。 

 

１２８、６の意見 合同宿舎付近の緑地あたりに野良猫が多く困っている。子ど

もが糞を踏んだりゴミが荒らされたり。餌をあげている人もいるようだが、トラ

ブルになりそうで、注意できない。 

 

１２９、１の意見 ⽣活費。 
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    ３の意見 国⺠年金利用者 

 

    ５の意見 先⽣の数は？ 

    ６の意見 ⽣活費 

 

１３０、６の意見 ①田尻漁港とグラウンドの間の道路。植木が並んでいる⽔路

に、土がたまって雨がふると道路に⽔が流れて歩きづらいです。また、漁港入り

口まで、でこぼこな道できれいにできないでしょうか。②道路に穴が空いている。 

 

１３２、４の意見 府政は府⺠にわかりやすく説明すべきだと思います。 

 

    ５の意見 少人数学級は、子どもにとってよいことだらけ。もっと教室

と先⽣増やせば、豊かな教育・⽀援ができる。そこにお金をかけてもなんの無駄

もないのに。 

 

    ６の意見 消費税１０％はとても厳しいですいつも私たちの暮らしに寄

り添い、地道な活動を何十年も継続してくださり、ありがとうございます。体に

木をつけて頑張ってください。 

 

１３４、１の意見 困りごとは数え上げれば、安倍のミクス、自助・共助・公助、

こういう見え透いた言葉をならべさせる理由はどこに？ 
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    ３の意見 必要でなければ、もらわなければいいし、できれば貧困層に

まわせばいいかな。コロナ禍にしても、近年の災害にしても、原因は気候危機。 

田尻町は、小規模自治体である。公的施設のソーラー化など、やれることが数あ

るはず。２０３０年まで 10 年もない解決をしなければ。コロナ以外にもウイルス

は出現するだろうし、災害も増えていく。 

 

   ４の意見 国保料の値下げはいかがなものでしょうか。健康保険そのもの

のシステムはよくわからない。 

 

   ５の意見 35 人学級での問題（コロナ禍など）解決のために教諭等の適切

な指導の下に子どもたちが考え⾏動してはいいと思います。20 人などの人数が減

少すれば、担任教諭等の力が強くなっていく。 

 

   ６の意見 

近隣の方々の猫の放し飼いのために糞が家の中にされるために、臭くて困ってい

る。役場に⾏って相談したが、役場は⺠事不介入だから私の方でなんとかしたら

いいいと。台所の窓の下ではたまった糞の臭いがきつい。 

 

１３６、６の意見 もと郵便局前に今は駐車場だが、いつも同じ車が路上駐車し

ている。人や自転車が見えなくて危ないです。 

 

１４１、５の意見 少人数学級になれば、感染対策だけでなく、先⽣方も⽣徒一
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人一人に余裕をもって、いろいろな方⾯で対処できると思います。 

 

１４２、６の意見 旧２６号線吉見交差点から２６号線への道路に歩道がなく、

歩⾏者にはとても危険におもわれます。歩道整備の実現を 

 

１４３、６の意見 子どもたホテルで働いていたが、コロナで今年２月から仕事

がなくなり、収入がないため⽣活が苦しい。町独自の補助、給付金があれば助か

るのですが。 

 

１４７、３の意見 田尻町⺠全員に給付金をお願いします。１人１０万円 

 

１４９、３の意見 たじりっち券、今年使うことで町内のお店に初めて⾏けたり、

利用するようになった。 

 

１５１、５の意見 教師確保にむりのない程度で 

 

１５２、３の意見 引っ越し後、振興券配布を知り時期が悪かったと少し後悔し

ました。 

    ５の意見 ３５人でも２０人程度でも今すべき取り組みを⾏うことが⼤

切だと思う。 

 

１５４、１の意見 アルバイト先が見つからない。 
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    ４の意見 町⻑しだい 

    ５の意見 弱い子どもばっかり作ってどうするの。 

    ６の意見 こんな小さな町に防犯カメラが多すぎる無駄使い。 

 

１５５、４の意見 府内統一国保料は、⼤阪都構想の前準備として、考え出され

たように思う。構想はなくなったのだから、値上げしないようにしてほしい。 

 

    ６の意見 迷惑駐車の意見 

 

１５８、１の意見 賞与・給与減少する見込み 

 

１５９、６の意見 みぞ掃除をしてほしい。 

 

１６１、１の意見 子どものアルバイトもないし、年金だけでは⽣活できない。 

    ３の意見 年金⽣活が苦しい。 

    ４の意見 ⽣活が苦しい。死にたい。 

 

１６２、５の意見 ２０人学級は理想的だが、いろいろな⾯で負担がでることを

考えると、ムリに⾏うべきとは思わない。 

 

    ６の意見 自転車の無灯化が多く、非常に危険です。毎日４〜５人は見

ます。小中学校でただしい自転車の乗り方講習や自転車用ライトを普及させる対



 

27 

 

策をお願いしたいです。 

 

１６３、３の意見 ⽣活に苦しいです。 

 

１６５、１の意見 夫が失業中。 

 

    ４の意見 国保料が高く苦しい。 

 

    ６の意見 失業⼿当だけで、国保料は割合が高く、圧迫しています。 

 

１６６、６の意見 道が狭く、車が通れないので、別で駐車場を借りていますが、 

    毎月の⽀払い分を負担に感じています。ご近所さんとの関係もあるので

難しいですが、解消できればいいなと思っています。 

 



第 22回「私の願い聞いてよ」町民アンケートに
　　　  寄せられたさまざまなご要望

※個人的なものは省き、内容の区別なし、順不同です

○公民館の前の川の向こう側にも柵をお願いします。保育園児のお散歩コースです。なにかあっ
てからでは遅いです。早い目の対策を

○町内の道路の白線が消えてわからない。町内すべて工事してほしい。

○府道にそくして住居があるため、車の交通量が多く、スピードを出す車が多いので、危険を
感じるし、以前に車による当て逃げでフェンスが壊された。警察に届け出すみ。一方通行など
にして交通規制したらどうですか？①一方通行規制②スピード規制

○中学校のトイレの数が少ない、せめて各階にトイレがほしいです。

○吉見ノ里駅の踏切、自動車が通る２車線を歩行者が通るのが大変危険。子どもには歩行者専
用踏切を通るように教え、実行しているが、大人が堂々と真ん中を通っている。雨の日は特に
危ない。なんとかならないでしょうか。

○児童手当給付の対象とならない、１５歳以上の学生に対して給付も行ってほしい。一番お金
のかかる大学生・高校生にたいして、支援していただけると助かります。

○田尻漁港からたじりっち広場を左手にして泉佐野にむかう道路の街路樹について、梅雨前後
にとくに枝が伸び交差する道路から、進入する車の早期発見を妨げていて危険です。短い期間
で枝払いをしていただいたら安全かと思います。

○春日神社の公園で夜遅く集まって大声で話したりしている。夜間に巡回するようにしてもら

いたい。

○介護・国保　半額にしてほしい。収入がほとんどない。

○感染予防と一人一人に行き届いた学級づくりをしてほしい。

○水道料金基本料金免除と子育て世代給付金、地域振興券のお陰で低減した収入でも
生活することができたので、コロナが落ち着くまで定期的に実施してもらいたい。

○来年の６月までに町内全域の雨水管の点検を行ってほしい。○ゴミのカラス被害に困ってい
る。ネットをかけてもめくり荒らされる状況。

○子どもが多く遊んでいる浜第 3公園とその周りに防犯カメラを設置して、安全に遊ばせるよ
うにしてほしい。

1枚目



○合同宿舎付近の緑地あたりに野良猫が多く困っている。子どもが糞を踏んだりゴミが
荒らされたり。餌をあげている人もいるようだが、トラブルになりそうで、注意できない。

○関空が機能していない。関西エアポートの地元企業にたいする姿勢が厳しすぎる。大
企業の関西エアポートは発着料、賃料、その他、ディスカウントできるものは、積極的
にとりくむべき。

○駅から商店街にかけて、人通りが多く出勤時はとくに車が通行しにくいので、早くな
んとかしてほしい。

○ゼロ・１・２歳の保育料高い。非課税世帯は実はそれなりの収入があり、保育料がかかっ
てないのに、まじめに働いている世帯は、高い保育料を払わされている。バカみたいだ。

○公民館の駐車場のラインが消えて駐車しずらい。

○①田尻漁港とグラウンドの間の道路。植木が並んでいる水路に、土がたまって雨がふ
ると道路に水が流れて歩きづらいです。また、漁港入り口まで、でこぼこな道できれい
にできないでしょうか。②道路に穴が空いている

○旧２６号線吉見交差点から２６号線への道路に歩道がなく、歩行者にはとても危険に
おもわれます。歩道整備の実現を

○自転車の無灯化が多く、非常に危険です。毎日４～５人は見ます。小中学校でただし
い自転車の乗り方講習や自転車用
ライトを普及させる対策をお願いしたいです。

○ホンダの前の信号、子どもが下校するとき、横断歩道の信号が青になってからも、左
から何台も車が入ってくるので危ない。

○合同宿舎周辺のアベリアの生け垣が延びすぎているときがしばしばあり、自転車で通
りにくいし、車の時は視界が悪くなり、
怖いときがある。

第 22回「私の願い聞いてよ」町民アンケートに
　　　  寄せられたさまざまなご要望 2 枚目
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