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第２６回 「私の願い聞いてよ」町民アンケート 2022 年 10 月実施 

  自由記載欄から（ご意見ご要望、共産党へのご意見、身の回りで困っていること） 

 

〇田尻健康ポイントで、ウォーキングを推進しているにもかかわらず、歩道の街頭がすくな

く、夕方以降にあるくのに不安を覚える暗さである。とくに泉佐野市から田尻町に入ると途

端に街頭の数が少なくなるので街灯を増やしてほしいです。 

 

〇釣り堀付近の橋のたもととりんくうタウンから田尻町役場方面の遊歩道に街灯をつけて

ほしい。 

                       りんくう 女 ５０代 

 

〇こちらへ引っ越してきて、とにかく街灯がすくなく、道も整備されていないな、というの

が第一印象です。町中が暗く、溝も多いので安心できません。 

                        吉見 ４０代 

 

〇正直、保育世代より大学生などのほうが、お金がかかります。なので、給付金の幅を拡充

してほしいです。細い道にも街灯をつけてほしい。 

                        嘉祥寺 女 １９歳以下 

 

〇たじりエンゼルのなかよし学級横の駐車場門を朝の７時半頃から利用できるようにして

ほしいです。スクールゾーンになっており、車が通行できないなか、保育所門まで 

荷物を持ち、子どもを連れてあるくのは危なく、（たまにルールを守らない車も通り） 

来年度からこども園として生まれ変わることからも、この機会に幼稚園門、保育園門という

区別をやめて、子どもの安全を第一に考えて改善してほしいです。 

                         女 ４０代 

 

〇水道料金を au ペイで支払えるようにしてほしい。プラごみは透明ゴミ袋限定ではなく、 

半透明もしてほしい。透明袋を販売しているお店が少なすぎる。 

 

〇インターネット、スマホなど時代に取り残されている人が増えていると思うので、そうい

った講座を繰り返し開催してあげてほしい。 

                        吉見 女 ３０代 

 

〇ふれあいセンターからマックスバリューまでの道が車のスピードが速いです。 

シャーメゾン千鳥付近は駐車も多いので対応していただきたいです。 
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〇就学支援制度は、もちろんですが、子育て支援は収入だけで決めるのではなく、子どもの

数で決めてほしです。子ども一人の家庭と子ども３人の家庭では全然違う。 

 

〇すくすくセンターの一時保育をもう少し枠を広げてほしい。 

 急用の際、定員がいっぱいで預けられない。あと料金も１７時まで預けた後、役場に支払

いに行けないのでカード払いや引き落としなどしてほしい。兄弟割引もしてほしい。 

                       嘉祥寺 女 ２０代 

 

〇想定以上の津波が来ても、大丈夫な避難施設がほしいです。泉佐野市に逃げてもよいとの

話を泉佐野市と話して町・市間で約束してほしいです。 

                        嘉祥寺 ６０代 

 

〇排水会所というのでしょうか、道路にある溝のなかには草が生えたり、ゴミや吸い殻がた

まったり、泥がたまっていたりするので、清掃とかゴミや落ち葉が入らないように対策が 

できないものでしょうか。町内でも結構空き家が増えています。今のところ事故事件などは

聞いていませんが、対策をしていくべきではないでしょうか。 

                       嘉祥寺 女 ６０代 

 

〇小学校で不登校、いきしぶりが増えてきています。ユーチュウーブや SNS など、画面か

らの面白さがすすんできているのに、学校は昔から変わらない。これでは学校にいきたがる

はずはありません。もっと学校を個別化して、授業を面白く楽しく変えていってほしいと思

っています。なかなかすすまないのはもどかしく残念です。 

                       りんくう 女 ４０代 

 

〇令和４年７月に改訂されたハザードマップを見て青ざめました。津波が来たら危険極ま

りない、改定前の田尻町が出したハザードマップを信じて、田尻町に引っ越してきたのに 

もっと高層の頑丈な避難所をつくるか、防波堤などをつくってほしい。教育や福祉も大事で

すが、まずは人命ではないですか、今すぐにもっと子供たちを守ってほしです。地震は必ず

来ます。地震、津波などの災害時の対策をもっとよく考えてほしい。 

                      吉見 女 ３０代 

 

〇学校のなかには発達の特性があるために、学校生活で困っている子どもたちがかなりい

るといわれています。大人も目から見て、困った子は、実は子ども自身が困っている子と言

われています。困りごとがあることに気づいてもらいやすい子もいれば、黙って一人で困っ

ていて、見つけてもらいにくい子もいます。どんなことに困っているか、大人が観察するこ

とが必要です。そして子どものつまずきや困難に気付いたなら、その子にあった必要な支援
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方法は何か、支援の手立てを考えることが必要です。小中学校各クラスに一名、特別支援教

育支援員をおいてほしいです。 

りんくう 女 ４０代   

 

〇合同宿舎前の自動車出入口前にミラーを設置してほしいです。散歩している方も多いの

で危険です。                  りんくう 女 20 代   

 

〇病児・病後児保育がない、小学生の習いごと格差がひどい。我が家は子ども 3 人、年収 

600 万世帯で習わせる余裕がなくつらい、エンゼルで集団生活だけでなく、スポーツにも 

取り組んでほしい。他の幼稚園と小 1 の時点で差がある。習い事補助や無償でイベント

をしてほしい。学童のなかよし学級の保育内容がよくない。近隣の学童では、子どもたち

が楽しく過ごせる。イベントや行事（工作や手芸、誕生日会、クリスマス会、子ども祭り、

どっちボール大会など盛りだくさん。田尻町の学童は何もない、同じようの利用料でこの

差。はない。 

                        嘉祥寺 女 40 代  

 

〇7 月より神奈川より引っ越してきました。この町はとてものどかで、人もやさしく住みや

すく子育てしやすい環境であると感じました。そう思いこの土地に越してきました。 

ですが、こんなにすてきな場所でもあるのにも関わらず、子育てするのに少し心配する要

素多い気がしました。自転車に乗るのにはあまりにも側溝も多く道も狭く、安定しないの

で怖いと感じます。小児科もないのでなにかあったときに不安を感じます。 

 スーパーや薬局なども少し離れているので、吉見の里駅周辺にあるといいのにな、と思い

ます。もう少し、子どもを育てるものに対して、生活のしやすい街になるともっとすみや

くなり、幸福度があがるように感じます。（※溝の図面あり ひまわりクリニックのとこ

らへん 1 歳の子どもをのせていて転倒） 

                          吉見 30 代 女  

 

〇振興券を支援してもらっても、田尻町で利用できるところが少ない。63 件も登録されて

いるが、実際利用できる店がない。田尻町は道路幅が狭いので歩くのも車も不便。 

                 吉見 女 ７０以上  

 

〇たじりっちバスをいつも利用させていただいています。府営田尻りんくう前の停留所に

ベンチをおいてください。 

                  吉見 女 ７０以上 
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〇地域振興券は引換券ではなく、商品券にしてほしい。歩道の確保、補修、バリアフリー化 

 道幅が狭く、車が多いので心配になることがあります。子育て世帯、老人世帯のみで 

 独り身の若年、中年世帯は無視されているように感じます。税金はきちんと納めています。 

 一人だからこそコロナ禍での生活はとても苦しいです。助けてください。 

                      吉見 女 30 代 

 

〇人通りの少ない、たとえば駅の横の道など街灯を増やしてほしい。介護保険が高いので安

くしてほしい。 

                      嘉祥寺 女 50 代 

 

〇婦人科検診の補助を 2 年に 1 回ではなく、毎年してほしい。婦人科の先生も毎年受けた

ほうがよいと言われた。自費だと子宮がんと乳がんの検診を受けると 2 万円かかります。 

 少ない年金から高い介護保険料を引かれるのはつらい。 

                    嘉祥寺 女 60 代 

 

〇コミュニティバスが走っているのを見かけるたびに、乗車している人が大変すくないの

で年間多額の経費がかかっているそうだが、ぜひやめて、タクシー券を配布するように議

会で検討してほしいです。 

                     嘉祥寺 女 ７０以上 

 

〇府営住宅の家賃が年々あがっていくのがしんどいです。給料があがってないのに、賃貸な

のにどこか壊れたら、自費で修理していかないといけないのも変だと思います。 

 喫煙する家族が住む棟とまったく喫煙しない家族の棟にわけてほしい。となりで喫煙す

る人がいるとどうしても煙の被害がくるから、健康上困るし、受動喫煙防止法があるのな

ら、住むところもきちんとわけてほしい。大きな図書館がほしい。公民館の図書室は本が

すくなすぎて、いちいちリクエストだすのがめんどう。読みたい本がない、年金が少なす

ぎて困っている。70 代になっても働いている老人が多い、こんな人たちを見ていると将

来に絶望しかない。すでに年金制度が破綻しているようにしか見えない。なんとかしてほ

しい。 

                   りんくう 女 40 代 

 

〇きれいな街を町の予算で実行してほしい。道路わきの雑草の刈り取り、街路樹の整備を考

えてほしい。コロナ、ウクライナ、ドル高の三重苦により、関空の機能は旅客、貨物とも

停滞している。また中国の実態経済は、おそらく予想以上に悪化しているものと思われる。

町の立場としては関空効果に依存しているのだから、関空の活動になんらかの支援を行

ってほしい。                   りんくう 男 60 代 
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〇介護保険料が高すぎて困っています。   吉見 女 ７０以上 

 

〇文化会館いらない、公民館を活用すること、駅上広場を残して。 

                    吉見 男 ７０以上 

 

〇入院にお金がかかった。年金の引き上げをしてほしい。校地取得より介護保険料の引き下

げをしてほしい。     

                    吉見 女 ７０以上 

 

〇家の前の道にたばこの吸い殻がすてられる。 嘉祥寺 男 60 代 

 

〇30 ㍑のゴミ袋を早急につくってください。ペットのフンの放置がひどいです。警察学校、

前の遊歩道など。監視カメラの設置と罰則を求めます。  

                    吉見 女 30 代 

 

〇学校教育は、いじめを生み出すことなく、みんな仲良くしっかり勉強する環境の醸成が急

務。通学路として、駅前通りの滝川歯科から二ノ井薬局あたりまで、土地を収用し、道路

を広げて安全を確保し、商店街の活性化が急務。コミュニティバスは、吉見ノ里駅から新

家駅までのコースを新設。少人数学級で一人一人の学力底上げを。 

                     嘉祥寺 男 ４０代 

 

〇学校教育に特に力をいれるべき。小中の校舎建て替えに合わせ、田尻の子どもの学力の向

上に力を入れるべき。コミュニティバスは吉見ノ里駅から新家駅までのコースを新設し

てほしい。 

                      吉見 ３０代 

 

〇子ども見守りをしている保護者の指示や安全確認がいい加減なときがあり、自分でも確

認しないと危ないと感じるときがあります。いろいろなものが値上がりしているのに給

料は変わらず、所得が減っています。早くマスクを自分の判断で外せるようにエンゼルや

小中学校に伝えてほしい。ハトや猫のフンで困っています。エサやり禁止条例を制定する

とか、よくエサをやっている時間帯などに行政による見回りをお願いしたいです。 

                      りんくう 女 ３０代 

 

〇カーブミラーが曲がっているところが多い。    吉見 男 40 代 

 

 



 

 

 

6 

 

〇コミュニティバスで川野内科クリニックあたりに停留所がほしい。 

 12 時台 買い物、病院帰りの時間帯に運行してほしい。 

                        吉見 女 70 以上 

 

〇子育て支援を強化してほしい。保育所に行った際に、たまたま震度２の地震がありました。 

 普段ではたいして感じにくい揺れが、保育所の園舎がガタガタとすごい音を立てて揺れ

て不安でした。子どもたち保護者が安心できるように、施設を改善していただきたいです。 

                      りんくう 女 20 代 

 

〇子育て世代や中高の一番お金が必要な時期なのに、物価高騰や保険料が高くなるのはつ

らいです。一時金でも少しは楽になりますし、水道料金など少しでも安く免除してもらえ

ると助かります。あと災害の際、田尻町には高い建物がなく、どこに避難したら安全なの

か、とても不安です。 

                     吉見 女 30 代 

 

〇教育に力を入れてもらったら、将来、田尻町にとっても有益だと思います。力を入れたく

ても習い事など、自宅では限度があります。共働きなので、送迎ができないなど問題があ

ります。文化会館ができるなら、そのなかで習い事ができるところで集まったり、学童保

育で習えるといいなと思います。駅周辺では公園がなく、あったらいいなと思っています。 

 たじりっち広場はいいのですが、芝生に入ってはいけないと２・３歳の子にはむつかしく 

シートを広げて座ったりするところがない。また坂が多くて登っていくのが大変です。 

                     吉見  30 代 

 

 

〇他市はどんどんタブレット活用されていますが、田尻町はホワイトボードでＩＣＴを先

生が使っていますが、子どもたちが活用できているのか不安です。 

                      吉見 女 30 代 

 

〇地域振興券など本当に助かっています。たじりっち広場でのイベント行事やたじりっち

公園と子供たちも喜んでいますので、今後もよろしくお願いします。 

                        吉見 男 ４０代 

 

〇まだまだ路地の中の街灯が暗いところがあります。防犯灯対策をお願いします。大きい子

どもを持つ親としては、大学生まで教育補助金があれば助かります。  

水道料金が高いです。（他市と比較して）何か減額していただけないでしょうか。                   

りんくう 女 ５０代 
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〇最近の物価高騰により、様々な物、サービスなどがあがってしまい、将来の暮らし向きに 

 多少の不安を感じる事がある。経費を抑えるべきところは抑えながら、現在の福祉サービ    

 スの向上に知恵を絞り、取り組んでいっていただきたいと思います。 

                         りんくう 女 ７０以上 

 

〇小さい子どもが川に流されて発見され、悲しいニュースを目にしてとても胸が苦しいで

す。町のなかで子ども見守りはとてもありがたく、安全安心な町で今後も進んでほしいで

す。 

                        吉見 女 30 代 

 

〇駅周辺では公園がなく、あったらいいな。と思っています。たじりっち広場はいいのです

が、芝生に入ってはいけないと２、３歳の子にはむつかしく、シートを広げて座ったりす

るところがない。坂が多くて登っていくので大変です。 

                        吉見 ３０代 

 

〇町内でも結構空き家が増えてきています。いまのところ、事故、事件は聞いたことありま

せんが、将来的に対策をしていくべきではないでしょうか。 

                    嘉祥寺 女 ６０代 

 

〇安倍氏の国葬の黙とう時にも反対の街宣車を走られるのは非常識だと思います。 

 居住地前道路での街頭演説はやめてください。迷惑です。 

 ２３通のアンケートで何がわかるのでしょうか。もっと多くの人から収集できるように 

 する必要があるのでは。                 吉見 男 ６０歳代 

※共産党議員団の見解 公序良俗に反することなく、憲法２１条に保証された政治活動の

自由にもとづいて活動しております。ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

〇地区会に入会していない家が多いと思います。お年寄りは班⾧とか大変なので、しなくて

いいと思いますが、田尻町に住んでいる方は、地区会費だけでも協力していあげてほしい

と思います。 

                   嘉祥寺 女 ７０以上 

 

〇行政職員はレベルをあげて、議員はもっと勉強を  

                   吉見 男 ６０歳 

 

〇校地拡張は、少子化になるのに、必要がないのでは？ 

                  吉見 男 ５０代 
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〇町のためにいつもご苦労様です。 

                    ５０代 

 

〇コロナのお陰で商売の方は、下降ばかり、乏しい年金での生活、老体に鞭打って頑張るし

かしかたがない。統一教会に自民党の大半の議員が関係している。 

 学校施設の充実は文化会館以上にしっかりやってください。 

 国民年金の掛け金を６５歳まで延⾧するとの案がでています。悪政もいいところ、共産党

には取り上げてもらいたい。いまでも年金で生活できないような、無年金に等しいような

金額、生活保護にも劣るようなこの問題に取り組まない政治にメスを入れてほしい。 

 選挙では自民党政治にお別れしないといけない。でも今は野党にも期待できたい。 

                   吉見 男 ７０以上 

 

〇税金を安くしてほしい。    ７０以上 

 

〇田尻町は、外面はよく、他の市に住んでいる方々は、評判はよいですが、実際に住んでみ

ると特別によさは感じられません。時代に取り残されたただ単に古い町いうだけです。 

 買い物難民が増えていくと思います。移動スーパーなど高齢者だけでなく、身体不自由な

方にも必要だと思います。町に何もなさすぎます。        吉見 ４０代  

 

〇運動場を別々にする、中学校まで教育費を完全に無償化する。 

 健康第一で、議会での活動に頑張ってください。      吉見 男 ７０以上 

 

〇現在は、支援がなくても大丈夫なのですが、今後いつまで、元気でいられるか不安です。 

 タクシーの割引が要介護以外の老人にもあれば、と思います。 

                  りんくう 女 ７０以上 

 

〇介護保険料が高すぎて困っています。   吉見 女 ７０以上 

 

〇コミュニティバスが走っているのをみかけるたびに、乗車している人が大変すくないの

で、年間多額の経費がかかっているそうだが、ぜひ、止めてタクシー券を配布するように 

 議会で検討してほしいです。田尻町の共産党はいつも町民のお世話とか、他、いろいろと 

 みなさんから、よくしてくれていると聞いています。これからも町民のため頑張ってくだ

さい。 

                     嘉祥寺 女 ７０以上 
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〇地域振興券は補助クーポンではなく、現金で提供してほしい。税収が多い街なのだから。 

 他所の様子をうかがってからのまね事ではなく思い切った対策をしてほしい。 

 

〇歩道の確保、補修、バリアフリー化。道幅が狭く車が多いので、心配になることがありま

す。子育て世帯、老人世帯のみで、独り身の若年、中年世帯は、無視されているよう感じ

ます。独り身だからこそ、コロナ禍での生活がとても苦しいのです。 

 役場前、交番横の駐車場、朝園児の送迎者が道路をふさいで通行が困難になる時間があり

ます。対策を講じていただきたいです。 

                     吉見 女 ３０代 

 

〇振興券を支援してもらっても、田尻町で利用できるところが少ない。６３件も登録されて

いるが、実際に利用できる店が少ない。議会で話し合ったことを知らせていただくのは 

 町の動きがわかり安心です。もっと集会などで、話せる機会があれば、と思います。 

 田尻町は道路幅が狭いので、歩くのも車も不便。 

                   吉見 ７０以上 

 

〇子育て支援を強化してほしい。田尻エンゼルに行った際に、たまたま震度２の地震があり

ました。普段ではたいして感じにくい揺れが保育所の園舎がガタガタとすごい音をたて

て揺れました。子どもたち保護者が安心できるように、施設を改善していただきたいです。 

                   りんくう 女 ２０代 

 

〇学校教育はいじめを生み出すことのない教育環境を。コミュニティバスは吉見ノ里駅か

ら新家駅までの運行をお願いします。少人数制で一人一人の学力の底上げを。 

 北方領土全部の返還を強く願います。滝川歯科から木下金物あたりまで用地を買収して 

 道路拡幅と駅前の安全と活性化が急務です。 

                   嘉祥寺 男 ４０代 

〇子ども見守り制度があるのはよいですが、当番でやっている方の指示や安全確認が 

 いい加減な時があり、自分でも確認しないと危ないときがある。いろいろな物が値上がり

しているのに、給料は変わらず、可処分所得が減っています。 

 田尻町で今起こっている問題やテーマになっていることを具体的に教えてくれる唯一の

媒体です。いつも情報源とし重宝しています。 

 ハトや猫のフンで困っています。エサやり禁止条例を制定するとか、よくエサをやってい

る時間帯などに行政による見回りをお願いしたいです。 

                  りんくう 女 ３０代 
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〇振興券を発行するのであれば、現金で５０００円か３０００円をしてほしい。 

                   嘉祥寺 ７０以上 

 

〇文化会館はいらない。公民館を活用すること。運動場（駅上広場）を残してください。 

                    吉見 男 ７０以上 

 

〇高齢者でも簡単にできる仕事を増やしてほしい。 

                    吉見 女 ７０以上 

 


