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第11回「私の願い聞いてよ」町民アンケート 2013年10・11月実施

回答総数 36通 報告は、１、身の回りや生活のことで困っていることについて

２、9月議会報告の「たじり民報」を読んでのご意見・ご感想

３、町政の戸別問題について

①町内放送した内容をメールで配信する行政サービス

②幼稚園３歳児の一時預かりについて

③広域保育について

４、今の政治について、共産党へのご意見・ご要望

記載がある場合は、住所地区名、性別、年齢を紹介します

の順で報告していきます。誹謗中傷や個人名が類推されるものは省略もしくは表現をかえ

ています。お一人づつ回答内容を記載し、それに続いて共産党議員団の対応を記載します。

１、身の回りのことや生活のことで困っていることについて

○ハワイアン住宅の角地にお店ができましたが、車での通行の際に見えにくくなり、かな

り危ないと思う。

○いつも警察学校の遊歩道の草刈り等をきれいにして頂き嬉しいですが、事前に一言教え

ていただくと助かります。小さな子どもがいるため、音や虫がよく飛んでくるので洗濯物

も考えたいと思っています。（吉見 30歳代）

共産党議員団の対応：お店には伝えます。草刈りのときには事前に宣伝カー等でお知らせ

するように努力します。

○太陽光発電設備導入をすすめてほしい。（吉見 女 30歳代）

共産党議員団の対応：一般質問で求めましたが、民家への太陽光発電パネル設置補助は現

在、町長はするつもりがなく、他市町より遅れています。

○台風や大雨で災害があったところで、溝がゴミでつまっていたり、草が生えていてつま

っていたりして水が流れず水が道にあふれていたというところがあったとテレビでやって

いた。町内でも草が生えているところがあり、大丈夫か？と不安。役場は、見回って、そ

んなところをなくしてほしい。（嘉祥寺 女 30歳代）

共産党議員団の対応：町当局に申し入れます。共産党議員団も見回りを強化します。

○新しい住宅地（花れんこん跡地）に入っていく所の街灯が暗くてわかりにくいです。

（吉見 女 20歳代）

共産党議員団の対応：議員団でも現地調査しました。道路の向かいに街灯がついています
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ので、ご指摘されるほど暗さは感じなかったのですが･･･

○暴走行為を行っている者の取り締まりをもっと強化してほしい。

夜間爆音で走行されうるさい。

○歩きタバコの条例による禁止化（罰金などの対応）

○20時以降のだんじりの練習の中止（禁止化）（りんくう 男 20歳代）

共産党議員団の対応：りんくう大通りのことを言っておられるのでしょうか。警察に申し

入れます。 「田尻町安全、安心で快適な生活環境の整備に関する条例」の第14条 町長

は、公共の場所のうち、他人の身体を害するおそれのある喫煙の防止及び環境美化の促進

を図るため特に必要があると認める区域を路上喫煙等禁止区域に指定することができる。」

とあります。現在、指定はしていません。まず現在行われていない啓発活動をおこなうこ

とであり、この点は町当局に申し入れます。

○吉見ノ里駅前の踏切で歩道がなく、車が通ったら人が通るスペースがない。小学生や中

学生の子も通学でよくわたる場所で車も多く通る場所のため、危険であり、事故が起こり

そうで恐い。

○吉見の交差点で旧26号線から26号線へいく道が、歩道がなくいつも自転車や歩行者が道

路ギリギリで走ることが多い。車も多くさけて通っているが、対向車とぶつかりそう。

（吉見 30歳代）

共産党議員団の対応:町当局から南海電鉄と和歌山側だけの歩道を拡幅することで合意し

たと報告をうけました。来年度、設計。再来年度に施行という段取りになります。

○介護保険6800円を引かれ、国保は3800円もかかる｡介護にかかったときには、別にお金

がいるのですか？（りんくう）

共産党議員団の対応：受けるサービスの1割として利用料が入ります。全国的には利用料

を減免している自治体もありますので、検討します。

○母の介護に関してもう少し充実できるような施設がほしい。用水路の掃除をなんとか定

期的にしてほしい。台風のときなど心配。（嘉祥寺 女 70歳以上）

共産党議員団の対応：用水路の掃除は、地区会の一斉清掃時などに住民の手で行われて

いますが、地域住民でできないときは、地区会の役員さんに申し出て、代わりの住民や町

職員が掃除しています。お名前をお書きいただいていますので、議員団が直接、町当局に

申し入れます。

○駅前商店街道路にも緑のラインをひいてもらえたら･･･登下校が安心。（女 30歳代）
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共産党議員団の対応：駅前商店街道路は、狭いので緑のラインをひくことは無理です。当

当局から回答がありました。

○最近、登下校中の小学生が暴走自動車にはねつけられる事故が多発しています。田尻町

の通学路はガードレールがないところがとても多いです。わが子の通学路もふれあいセン

ター前から公民館手前までの数メートルですが、ガードレールもなくてとても心配です。

事故が起こってからでは遅すぎます。ガードレールの設置が無理ならば、せめてスクール

ゾーンを拡大してガードレールのない道路には通学時に車が通行できないようにしていた

だきたいです。（りんくう 女 40歳代）

共産党議員団の対応：12月議会一般質問で取り上げました。車道を狭めるのでガードレー

ル設置は困難です。通行が多い府道を通学時に車両が通行できないようにするスクールゾ

ーンの設定は無理です。警察が認めません。議員団として緑ラインが引けないか、府岸和

田土木事務所に申し入れます。

○府道250号線の道幅が狭く、車同士ですれ違うとき、非常に神経を使います。せめて側

溝にフタがあれば助かるのですが。今まで何台も側溝に落ちている車を見たことがありま

す。（嘉祥寺 女 20歳代）

共産党議員団の対応：側溝にフタをするということはその前の民家の承諾が必要です。

確かに何台も側溝に落ちているのに、フタがされていないということは民家の承諾がとれ

てないかもしれません。府土木事務所に申し入れます。

○駅下の道、狭くて危ない。問題です。それに外灯が少なく暗いです。（吉見 女 60歳

代）

共産党議員団の対応：ご指摘のところあたりも明るいＬＥＤに代わっていると思いますが

いかがでしょうか、まだ暗さを感じますか？

○警察学校と東拓工業の間の町道からハワイアンビレッジに入る交差点にカーブミラーを

つけてほしい。（吉見 女 30歳代）

共産党議員団の対応：町当局に申し入れました。町当局は、少し出れば、よく見通せる交

差点であると、現在、設置に消極的です。

○本日も病院の火事がありましたが、田尻町も消火器を地区会より販売してはどうです

か？年1回検査をするこの頃、火事になったら死亡する火事が増えているように思います。

共産党議員団の対応：ご提案は地区会の役員さんに伝えます。肝心なのは火事を起こさな

いことです。火災予防啓発を強めるように取り組みます。
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○毎年、祭りのシーズンには、嘉祥寺のだんじりの鳴り物の練習を関西国際センター横の

遊歩道場で約１ヶ月くらい（９月）ほとんど毎日１８時から２１時くらいまで（３時間）

します。風向きによっては、とてもうるさくて困っています。以前は、住宅がなかったか

ら問題はなかったと思いますが、今は住宅や交流センターがあるので他人にめいわくをか

けないように、嘉祥寺集会所か公民館の又はふれあいセンター等の防音設備のあるホール

を借りて、練習すべきではないでしょうか。（男 60歳代）

共産党議員団の対応：公民館に防音設備がある部屋があるだけです。他はありません。公

民館の３階の防音設備室で練習が可能なのかどうか、青年団やだんじり祭りの関係者にお

話を聞き、お伝えします。以前はたしか、だんじり小屋でしていましたが、苦情があり、

りんくうの浜手でやるようになったのだと思います。

○ここ数年、毎年感じるのですが、「だんじり祭」の１ヶ月ほど前から青年団と思われる

人たちが夜間、大声で笛を吹き鳴らし叫びながら走り回っているのに恐怖を感じます。彼

らの「おりゃ～！いけ～！」などの声に暴徒化しないか不安です。「だんじり祭」の名の

もとに何をやっても許されるのでしょうか？（吉見 男 50歳代）

共産党議員団の対応：そのことを率直に青年団などの関係者にお伝えします。

○１，吉見の里駅前の自転車置き場を有料にすべき 他の都市の事例を参考にされたし。

２、不法駐車禁止

３、自転車置き場２階にすれば、避難所になる。（吉見 男 ７０歳以上）

共産党議員団の対応： 現状で有料化するのには反対です。仮に施設整備したあとの有料

化についてについても慎重にすべきであると思います。その他は同じ考えです。

○漁業組合からふれ愛までの歩道では、前にデコボコをなおすような話しを聞きましたが、

いまだによくなっていません。年をとった人々や足の悪い人などは大変困っています。早

くよくなるようにぜひお願いします。（りんくう 女 ７０歳以上）

共産党議員団の対応：１２月議会で取り上げました。町当局は、「根本的解決には桜の木

のすべて撤去」という判断をしめしました。これには議員全員が憂慮しています。よい解

決策をごいっしょに考えたいと思います。

○駅前駐輪場、昼間一杯でとめられない時がある。壊れた自転車は撤去して、溝に雑草が

生えているところがよくある。（吉見 男 ５０歳代）

共産党議員団の対応：町当局に申し入れしています。
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○嘉祥寺交差点（堀江 ホンダ）よりお寺さん（真光寺）の方へ下る道 左側に生け垣が

１㍍近く道に出っ張っています。自転車で通る時 車で接触しそうになりました。雨の日

は特に危険です。子どもの通学路になっています。よろしくお願いします。チャリママよ

り（嘉祥寺 女３０歳代）

共産党議員団の対応：町道を管理する町当局に申し入れました。

○介護保険が上がるのに年金は下がる。これ以上介護保険が上がると年金生活者は生活で

きない。どうしても介護が必要な人は仕方ないが自分の事は何とかできるのに一人暮らし

だからとか理由をつけて介護受けたがる人が多いと聞く。ちゃんと調べているのだろうか

と思いたくなる。自分もいつ介護でお世話になるかわからない年代だから強く言えないが

できるだけ気をつけて介護を受けなくてもすむようにがんばりたい。若い世代の人のため

にも。別のことですが、先日、友人が振り込み詐欺とおぼしき封書が来たと行って見せに

きたので交番にとどけに行ったけど、おまわりさんはここでは受け付けられないと言われ

ました。こんなときどこへ行けばいいのでしょうか。（吉見 女 ７０歳以上）

共産党議員団の対応：「若い人のためにも介護を受けなくてもすむようにがんばりたい」

との張り詰めたお気持ち胸に迫ります。振り込み詐欺対策として交番で警察官が適切にア

ドバイスしなかったのは残念です。警察や町行政に伝え、こんな時の適切な対処を申し入

れます。

○なかよし学級について、４年生の受入はできたと聞いているが、５・６年生はどうする

んですか、夏休みは長いです。田尻町は平和とはいえ、世の中、いろいろなことが起こっ

ている。何かあってからでは遅い！！安心して仕事に行けない･･･せめて夏休みだけでも

どうにかしてほしい。学校校舎も利用したらいいのでは。

○警察学校ができてから駅前通りがひどい！！特に卒業式の時は保護者が道いっぱいに広

がって道路をふさぎ、小学生の登下校時間と重なるため、子どもたちにも悪影響。車のク

ラクションならしても知らん顔して歩いている。また週末（金曜夜）の警察学校の学生も

駅へ向かう時、ひろがって歩いているのではっきり言ってじゃま。警察官を育てているの

ではないのか！もっと町長から申し入れすべきではないでしょうか。（吉見 女 30歳代）

共産党議員団の対応：学童保育は、早ければ2015年度から法的に対象が6年生までに引き

上がります。田尻町が6年生まで実施するには施設拡張が必要だと12月議会で取り上げま

した。町長は「新しい施設はつくらない」方針堅持で、定数も90の枠内で対処するつもり

です。これで6年生まで入所受入ができるでしょうか、疑問です。みなさんと力をあわせ

て署名運動など考えたいと思います。町当局に申し入れし、警察学校には直接伝えます。

○高齢でいつ亡くなってもおかしくないので、見守りサービスを充実してほしい。最近、

孤独死が増えていると思います。（嘉祥寺 女 70歳以上）
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共産党議員団の対応：町当局に申し入れます。

２、9月議会報告の「たじり民報」を読んでのご意見・ご感想

○保育所の待機児は年々きつくなっています。広域でのこともすすめられますが、子ども

の成長に不安がある場合等はできるだけ、町立保育所を配慮していただきたいです。

（吉見 30歳代）

○町政全般として保守的、融通がきかないことが多すぎ。子どもにも老人にも貧しい人に

もべつに優しくない政治。小さな町でそこそこできるサービスがあるはず。（吉見 女

30歳代）

○もう少し町民に（高齢者）に目を配る、きめ細かい配慮を （嘉祥寺 女 70歳以上）

○「たじり民報」を読んで、今、こんな問題があるんだと思い勉強になります。（吉見

女 30歳代）

○いつもありがとうございます。特に保育所等子育てに関して興味があるので、毎回じっ

くり読んでいます。町内の状況がわかりやすいです。待機児童がいなくなるように、これ

かれも活動をよろしくお願いします！！（嘉祥寺 女 20歳代）

○嘉祥寺・吉見地区の墓地拡張スペースは、考えにくいとあるが、町有農地と墓地周辺農

地との交換に努力すべきである。町有無使用農地を有効活用せよ。（吉見 女 70歳以上）

○町の様子がよくわかりました。

○原町長は議員のいうことをもっと真剣に聞いてほしい。（吉見 男 40歳代）

○線路沿いの休耕田でのコスモス園がキレイですね！もっと大規模にできればいいのにな

～!!(吉見 女 50歳代）

○議員は常に住民のための仕事をすべきである。ありきたりの質問では成果があがらない。

（吉見 男 70歳以上）

○町営住宅、早期入居を（吉見 男 50歳代）

３、町政の個別問題について

①町内放送した内容をメールで配信する行政サービス

回答結果 （いいと思う）15通 （よくない）6通 （どちらとも言えない）7通

無回答 8通

ご意見

○町内放送チャイムは聞こえますが、よく聞こえない時がある。（吉見 30歳代）

○放送は確かに聞き取りにくい。メールサービスを幅広く普及させるためにの工夫が必要。

（吉見 女 30歳代）

○町内放送が聞こえにくいところにとっていいかも知れないが、携帯をもっている人だけ

になる。それより希望する家に放送が聞こえるラジオを高齢者中心に配ってはと思う。

（嘉祥寺 女 30歳代）
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○町内放送がちゃんと聞こえないことが多いのでいいと思います。

○町内放送はうるさい。3時・5時・6時・8時の放送もいらない。（りんくう 男 20代）

○聞き逃したり、遠出していても町内の情報を確認できるのは良いと思います。（嘉祥寺

女 20歳代）

○わかりにくい。（吉見 女 70歳以上）

○行政のスピーカーがまったく聞こえないので何とかしてほしいと思っていた。（吉見

女 60歳代）

○老人にはどうかな、むつかしい。（吉見 男 40歳代）

○今の時代にあっている。（嘉祥寺 男 50歳代）

○メールをしない年寄り世帯もあるので･･･（吉見 男 50歳代）

○家を留守にしていた場合、通じない。（吉見 男 70歳以上）

○いいと思うが、高齢者にはケータイを持っていない人やあつかい方に無理があると思う

のだが、町内放送には何とか工夫できないものだろうか。

○若い世代も増えているが、高齢者もとても多く、携帯の設定をしてくれるとはいいなが

らも、携帯をもっていない、持ちたがらない人もいる。（うちにもいる）やはりもっと放

送の質をあげるのが優先では？聞き取れない地区はスピーカーや車でまわるとか、もっと

努力すべき。ちなみにうちは全然聞こえてない。「ワンワン」と何か言っているな～程度。

スピーカーを増やしていただくのが一番いいのですが。

②幼稚園３歳児の一時預かりについて

回答結果 （いいと思う）3通 （よくない）13通 （どちらとも言えない）9通

無回答 10通

ご意見

○午前中の預かりなので結局、時間的にゆとりある保護者・家庭のみの利用になってしま

う。（吉見 30歳代）

○公約違反だと思う。コスモスを開設したからそれで解決したと思っているのか？施設拡

充をすすめるか、預かり時間を増やすべき。（吉見 女 30歳代）

○一時預かりでいい人にとってはいいと思うが、公約とは違うので、公約どうりすすめる

べき。(嘉祥寺 女 30歳代）

○保育所の定数をできるだけ多くしてほしい。（吉見 女 20歳代）

○もっと子どものための対策をしてくれなければ働けない。広く言えば少子化対策につな

がらない。（りんくう 女 20歳代）

○コスモスに子どもを預けている保護者です。町職員やキッズルームの先生方、とてもき

め細かに保育していただいています。先生方の苦労も察せられるため、今後、エンゼルで

の預かり事業を行う方向でできたらとも思います。園庭、外がないのは、保育するのが大

変です。（吉見 女 30歳代）

○公立幼稚園で3年保育をするのはむつかしいと思う。（他市町村では、1年2年が多数、
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公立幼稚園がない所も多いので、田尻町は恵まれていると思う。（りんくう 女 40歳代）

○他の地域では、3歳児から幼稚園に行くのは普通のことと思います。一時預かりもない

よりは良いと思いますが、復活を見据えて調整してほしいです。（嘉祥寺 女 20歳代）

○多市町村の現状を比較し勉強せよ（吉見 女 70歳以上）

○先生方はとても一生懸命子どもたちを見て下さっていますが、12時までは短いし、働き

に行けない。子どもたちもコスモスを喜んでいますが、幼稚園と同じような施設はムダだ

し、保育内容も同じだと感じています。４歳児入園の子どもと比べて、コスモスに入った

おかげで、子どもにとっては、いい点はたくさんありました。なかなか、子育て世代にき

びしい状態は変わりませんね。幼稚園も教室が空いているのに、もう少し入所できないの

ですか？共産党さん結果を出して下さい。（りんくう 女 30歳代）

○3歳児をずっと預けるのはかわいそう。一時預かりは助かると思います。（吉見 女 6

0歳代）

○公約どうり3歳児を幼稚園に入れるべき（吉見 男 40歳代）

○午前中だけの保育なんて意味ない。せめて昼食ぐらいまではみてほしい。だから人も集

まらないのでは？（吉見 女 30歳代）

○最善の策と思う。税金を工夫しうまく使っているから。

○（幼稚園の3歳児保育を）復活すべきである。

③広域保育について

回答結果 （いいと思う）3通 （よくない）22通 （どちらとも言えない）8通

無回答 3通

ご意見

○府営住宅跡地のところに開発されるとますます待機がひどくなる。小学校は持ち上がり

なので、やっぱり同じ田尻町で幼児期等をすごさせたい。（吉見 30歳代）

○保育のニーズが高まっているのにも関わらず、毎年多くの待機児（田尻町に入れない子）

をだしている。少しずつでも解消しているならわかるが、毎年同じような感じで進歩して

いないのは行政の怠慢だと思う。広域入所はただの逃げ。（吉見 女 30歳代）

○待機児になって働けないよりマシだけど、やっぱり町内で預かってほしい。（嘉祥寺

女 30歳代）

○やっぱり田尻町に住んでいるので田尻の保育所でみてほしいのに、なかなか入れない。

もう一軒保育所をつくってほしいです。吉見地区に （吉見 女 20歳代）

○今、田尻の保育所に入所させている者です。私はパート勤務をしているのですが、待機

児も多いということもあり、社員勤務、フルタイム勤務の方の子どもさんを優先的に入れ

るので、パート勤務の私は、毎年入所させていただけるかどうか、ハラハラしている状態

です。継続だからといって特別あつかいしてはくれず、一旦入所させてくれたのなら、仕

事内容が変わっていないのなら、そのまま、継続さえてくれるのが当たり前だと思います。

今年はいけたけど、来年はダメとか、子どもを振り回しておかしい！！そこまでして新規
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の方の子どもさんを入所させる理由がわかりません！消防センターの横に保育所をつくる

べきです。（吉見 女 30歳代）

○保育所を町内につくれば、利用者だけでなく、保育士の雇用にもつながる。こんな簡単

なことがなぜ、わからない？（りんくう 男 20歳代）

○広域で入所しても、結局は、その保育所が、２～3歳でいっぱいになると、出なくては

いけない。また探さなくてはいけなくなる。子どももせっかくなれたのにかわいそうだし

親も大変。（吉見 30歳代）

○今後、泉佐野市も幼保一体で変わっていくと思い、田尻町の子どもの受け入れもどうな

るかと思う。今年度、来年度と年々状況は変化していくと考えられ、エンゼルでの増築も

現実として考えにくい。新規事業として、民間ができることが今後望ましいのではないか

と思います。（吉見 女 30歳代）

○保育所に入れない人が多い中、多市町村の保育所でも入れて補助までもらえるのは、恵

まれていると思う。田尻町は小さいので泉佐野市の保育所に通園しても距離的には負担に

ならないと思う。（りんくう 女 40歳代）

○我が家は、共働きで子どもは保育所に通っています。夫婦共に職場が遠いため、広域で

の保育所への送迎が時間的に難しいです。毎年、田尻町立保育所に申請し、入所できるか

否か、ひやひやしています。自分の自治体の保育所に入れるというのは当たり前のことと

思っています。早く施設を増やすなどし、安心して入所させる環境をつくってほしいです。

（嘉祥寺 女 20歳代）

○保育所拡張がムリなら、幼稚園も保育所もエンゼルとして１つにまとめているなら、３

時まで預かり！に。夏休みを有料で、保育有りに！！待機児が減ると思います。

（りんくう 女 ３０歳代）

○すごい設備しているのに入所できないのですか？（吉見 女 ６０歳代）

○田尻町でみるべき。（吉見 男 ４０歳代）

○ふれ愛センターに空いている部屋とかもっと調整したら何とかならない？（吉見 女

３０歳代）

○もっと色々な案を出して考えて頂けたらと思います。（例）子どもとお年寄りが共に勉

強したり遊んだりできる保育所的なものをつくれば、大人の目も多くなるし、昔の大家族

みたいにお互いが刺激され元気になり、子どもが少なくなっても施設がムダにならないと

思います。

○田尻町は子どもが増え、他市は少子化なので広域的な観点から当然の政策と思う。自然

な流れ。（嘉祥寺 男 ５０歳代）

○保育所を増やすべきです。（吉見 男 ７０歳以上）

４、今の政治について、共産党へのご意見・ご要望

○少しづつではあるが、以前の選挙のように目に見えて前に進んでいると思う。このまま

頑張ってほしいです。（吉見 ３０歳代）
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○消費税増税は困る。働いても働いても生活がよくならない。（嘉祥寺 女 ３０歳代）

○日本共産党さんがいいのか、悪いのか、わかりませんが、こんな風にアンケートを入れ

てくれて、少しでも改善してくれるとうれしいです。保育所のことは、入れるか、毎年す

ごく不安で働くにも安心して働けないです。（吉見 女 ２０歳代）

○増税ばかりで国民の負担が増える一方、我々２０代は消費はせず、貯蓄ばかりしている。

こんなことで、経済が良くなると思いますか？

○今の政治 安倍さんは年寄りの医者料を上げたり、消費税をあげたり、政治家のみんな

の給料を少しづつさげたらいいのにと思います。（りんくう）

○安倍内閣に対決してください。消費税増税も反対です。年金減少も反対です。（吉見

女 ７０歳以上）

○自民党が大政党になり、諸費税増税など国民生活に負担増なことばかり推進しているの

で不安です。また原発も危険だとわかっているのだから、原発はゼロにしてほしいです。

（りんくう 女 ４０歳代）

○消費税を８％１０％にし、福祉行政を充実することに反対するな。（吉見 女 ７０歳

以上）

○議員さんは給料をもらっているのに、共産党の議員のように仕事を持たずに町の為に努

力してほしい。（吉見 女 ６０歳代）

以上、長文をご覧になっていただきありがとうございます。日本共産党田尻町会議

員団 小川ゆうじ、よしかい育子が実施しました「第11回「私の願い聞いてよ」町民アン

ケート」にご回答いただいたみなさん、ご意見ご要望を頂戴し、ありがとうございました。

いただきましたご要望について、少しでも実現へ前進できるように、みなさんのお力をい

ただきながら頑張ってまいります。今後ともよろしくお願いいたします。また、あらため

てご意見ご要望は、このＨＰからメールで送信できますので、ご利用ください。よろしく

お願いいたします。

日本共産党田尻町会議員団 小川ゆうじ 090-8467-4415

よしかい育子 090-8535-6082


