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Ⅰ．調査の目的 

本調査は、町民の皆様の意向を把握することにより、第 4次かつらぎ町長期総合計画（以下、

「総合計画」という。）に基づく取り組みの進行管理に役立て、各種施策・事業をより良いもの

とするとともに、次期総合計画策定のための貴重な基礎資料として活用するために実施したも

のです。 

 

調査の概要 

（1）調査の方法と調査対象者 

調査対象者 住民基本台帳に登録している 16歳以上の町民 

抽 出 方 法 層化三段無作為抽出 

調 査 期 間 令和 3年 9月 24日～10月 22日 

調 査 方 法 郵送配布、郵送回収 

 

（2）配布と回収状況 

配布数 有効回収数 有効回収率 

1,700票 647票 38.0% 

 

（3）調査項目 

設問類型 主な調査項目 

属性 ○性別 ○年齢 

 ○職業 ○家族構成 

 ○お住まいの自治区 ○居住歴 

愛着度・定住意向 ○まちへの愛着度 ○今後の定住意向 

 ○定住理由 ○まちの変えたいところ 

 ○まちの将来像 ○10 年前との比較 

総合計画の施策評価 ○満足度・重要度（5 段階） 

 ○取り組んで欲しい施策や事業の内容 

施策分野ごとの状況 ○総合計画の分野別取組 

まちづくりへの意向 ○自由意見 
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Ⅱ．アンケート結果 

１．回答者の属性 

問１．あなたの性別を教えてください。（○は１つ） 

「男性」が 42.5%、「女性」が 55.5%と女性の回答率が高くなっています。 

  人 % 

男性 275 人 42.5% 

女性 359 人 55.5% 

その他 0 人 0.0% 

回答しない 7 人 1.1% 

不明・未回答 6 人 0.9% 

合計 647 人 100.0% 

 

問２．あなたの年齢はいくつですか。（○は１つ） 

「70代」が 22.7%で最も多く、次いで「60代」が 22.6%となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問３．あなたの主なご職業は何ですか。（○は１つ） 

「会社員・団体職員」が 22.7%で最も多く、次いで「無職」が 15.6%となっています。 

  人 % 

自営業（農林水産業） 74 人 11.4% 

自営業（製造業・工業） 15 人 2.3% 

自営業（商業・サービス業） 30 人 4.6% 

会社員・団体職員 147 人 22.7% 

公務員 47 人 7.3% 

派遣社員 1 人 0.2% 

パート・アルバイト 82 人 12.7% 

専業主婦（専業主夫） 82 人 12.7% 

学生 32 人 4.9% 

無職 101 人 15.6% 

その他 24 人 3.7% 

不明・未回答 12 人 1.9% 

合計 647 人 100.0% 

  人 % 

10 代 23 人 3.6% 

20 代 33 人 5.1% 

30 代 97 人 15.0% 

40 代 76 人 11.7% 

50 代 110 人 17.0% 

60 代 146 人 22.6% 

70 代 147 人 22.7% 

80 代以上 8 人 1.2% 

不明・未回答 7 人 1.1% 

合計 647 人 100.0% 
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不明・未回答
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問４．あなたの家族構成は次のうちどれですか。（○は１つ） 

「二世代（親と子ども）」が 48.1%で最も多く、次いで「夫婦のみ」が 23.6%となっています。 

  人 % 

一人暮らし 61 人 9.4% 

夫婦のみ 153 人 23.6% 

二世代（親と子ども） 311 人 48.1% 

三世代（親と子どもと孫） 82 人 12.7% 

その他 14 人 2.2% 

不明・未回答 26 人 4.0% 

合計 647 人 100.0% 

 

問４－２．あなたを含めた家族の人数を記入してください。 

「2 人」が 29.5%で最も多く、次いで「3人」が 17.5%となっています。 

  人 % 

1 人 61 人 9.4% 

2 人 191 人 29.5% 

3 人 113 人 17.5% 

4 人 107 人 16.5% 

5 人 48 人 7.4% 

6 人 32 人 4.9% 

7 人 11 人 1.7% 

8 人 3 人 0.5% 

9 人 2 人 0.3% 

10 人以上 1 人 0.2% 

不明・未回答 77 人 11.9% 

合計 647 人 100.0% 
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4 

問５．あなたのお住まいの自治区はどこですか。（○は１つ） 

「妙寺」が 16.5%で最も多く、次いで「丁ノ町」が 10.5%となっています。 

  人 % 

高田 9 人 1.4% 

笠田西部 15 人 2.3% 

笠田中 36 人 5.6% 

笠田東Ⅰ 30 人 4.6% 

笠田東Ⅱ 25 人 3.9% 

真和 11 人 1.7% 

佐野 31 人 4.8% 

大谷 59 人 9.1% 

丁ノ町 68 人 10.5% 

新田 11 人 1.7% 

妙寺 107 人 16.5% 

中飯降 40 人 6.2% 

短野 12 人 1.9% 

西渋田 28 人 4.3% 

中央部 3 人 0.5% 

東渋田 35 人 5.4% 

三谷 48 人 7.4% 

四邑 11 人 1.7% 

志賀 2 人 0.3% 

天野 18 人 2.8% 

新城 5 人 0.8% 

四郷第 1 12 人 1.9% 

四郷第 2 9 人 1.4% 

上花園 3 人 0.5% 

下花園 12 人 1.9% 

不明・未回答 7 人 1.1% 

合計 647 人 100.0% 

 

問６．あなたの居住歴は次のうちどれですか。（○は１つ） 

「かつらぎ町に生まれてからずっと住んでいる」が 39.1%、次いで「県内の他市町村から転入してき

た」が 25.3%となっています。また、町外で居住経験のある方の合計が半数を超えています。 

  人 % 

かつらぎ町に生まれてからず

っと住んでいる 
253 人 39.1% 

かつらぎ町出身だが、かつら

ぎ町以外での居住経験がある 
154 人 23.8% 

県内の他市町村から転入して

きた 
164 人 25.3% 

県外から転入してきた 70 人 10.8% 

不明・未回答 6 人 0.9% 

合計 647 人 100.0% 

9人

15人

36人

30人

25人

11人

31人

59人

68人

11人

107人

40人

12人

28人

3人

35人

48人

11人

2人

18人

5人

12人

9人

3人

12人

7人

0人 20人 40人 60人 80人 100人 120人

高田

笠田西部

笠田中

笠田東Ⅰ

笠田東Ⅱ

真和

佐野

大谷

丁ノ町

新田

妙寺

中飯降

短野

西渋田

中央部

東渋田

三谷

四邑

志賀

天野

新城

四郷第1

四郷第2

上花園

下花園

不明・未回答
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２．愛着度・定住意向 

問７．あなたは、かつらぎ町に「自分のまち」としての愛着を感じていますか。（○は１つ） 

「感じている」47.6%、「どちらかといえば感じている」31.8%を合わせると、79.4%の人が“愛着を感

じている”と思っています。 

  人 % 

感じている 308 人 47.6% 

どちらかといえば感じている 206 人 31.8% 

どちらともいえない 104 人 16.1% 

どちらかといえば感じていない 11 人 1.7% 

感じていない 16 人 2.5% 

不明・未回答 2 人 0.3% 

合計 647 人 100.0% 

 

問８．あなたは、今後もかつらぎ町に住み続けたいと思いますか。（○は１つ） 

「住み続けたい」51.9%、「どちらかといえば住み続けたい」23.3%を合わせると、75.2%の人が“住み

続けたい”と思っています。 

  人 % 

住み続けたい 336 人 51.9% 

どちらかといえば住み続けた

い 
151 人 23.3% 

どちらともいえない 130 人 20.1% 

どちらかといえば住み続けた

くない 
21 人 3.2% 

住み続けたくない 7 人 1.1% 

不明・未回答 2 人 0.3% 

合計 647 人 100.0% 
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問９．住み続けたい主な理由は何ですか。（○は３つまで） 

「住み続けたい」「どちらかといえば住み続けたい」とする回答者の理由としては、「家や土地がある

から」が 34.0%で最も多く、次いで、「家族や知人とのつながりがあるから」が 14.8%となっています。 

  人 % 

家や土地があるから 409 人 34.0% 

家族や知人とのつながりがあ

るから 
178 人 14.8% 

自然が豊かだから 172 人 14.3% 

自分が育った町だから 163 人 13.5% 

家族の世話をする必要がある

から 
57 人 4.7% 

日常の買い物が便利だから 48 人 4.0% 

職場があるから 41 人 3.4% 

犯罪が無く災害に強い町だか

ら 
40 人 3.3% 

子育てや教育の環境がよいか

ら 
25 人 2.1% 

医療や福祉が充実しているか

ら 
23 人 1.9% 

通勤・通学に便利だから 17 人 1.4% 

かつらぎ町の将来に希望が持

てるから 
11 人 0.9% 

その他 15 人 1.2% 

不明・未回答 4 人 0.3% 

合計 
1,203

人 
100.0% 

 

○その他の詳細 

· 好きだから。 

· なんとなく好きだから。 

· 親切な人が多くやさしい町だから。 

· 落ち着ける場所だから。 

· 子どものふるさと。 

· 災害が少ないから。 

· 果物が年中買わなくても食べられるから。 

· 買い物は不便だが果物･野菜が豊富。 

· 都会暮らしより田舎暮らしの方が自分に合っている

から。 

· トンネルができて大阪へすぐ行けたり、京奈和の乗

り口も近くて便利だから。 

· 大阪が近いから。 

· 感染症の時代になり強く感じたことで、人流と自然

のバランスが良い。 

· 自動車運転可能時は生活行動が容易である。 

· 80 歳ともなると今さら他の町ではなあ。 

· 他町から移住し自分達の世代で終える予定。子ども

2 人は大阪在住。 
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問 10．あなたは、かつらぎ町の変えていきたいと思う点は何ですか。（○は３つまで） 

「少子化・高齢化が進んでいる」が 16.9%で最も多く、次いで、「働く場所が少ない」が 12.2%、「若い

世代が少ない」が 10.0%となっています。 

  人 % 

少子化・高齢化が進んでいる 289 人 16.9% 

働く場所が少ない 209 人 12.2% 

若い世代が少ない 171 人 10.0% 

空き家が増えてきている 148 人 8.7% 

地域の活気が失われつつある 124 人 7.3% 

買い物等が不便である 123 人 7.2% 

荒廃地が増えてきている 115 人 6.7% 

公園や児童館等、子どもの遊

ぶ場が少ない 
111 人 6.5% 

地域での役員の負担が大きい 96 人 5.6% 

歩道が狭く安心して歩けない 73 人 4.3% 

若者の地域活動への参加が少

ない 
59 人 3.5% 

災害対策が十分でない 53 人 3.1% 

地域が保守的である 53 人 3.1% 

集いの場が少ない 37 人 2.2% 

その他 38 人 2.2% 

不明・未回答 9 人 0.5% 

合計 
1,708

人 
100.0% 

 

○その他の詳細 

１．自然保全、生活環境、土地利用、生活基盤･インフラ、公共交通、歴史文化 

· 舗装されていない道があり、段差もあり歩きにく

い。 

· 工事が遅い。 

· 道が狭い、不自由、車の対向･曲がり角。 

· 一部道路が狭く大型化してきた普通車の通行がきび

しい。 

· 狭い道路に草があり通りにくい。 

· 公園(幼児･小学生･中高生が遊べる場所)がない!! 

· ひとつ大きい公園が欲しい。 

· 老人や子どもの遊ぶ場はあるがペットを連れていけ

る所が少ない。 

· 自家用車の無い者には交通の便が悪い。 

· 交通の便が悪い。 

· 公共交通機関(コミュニティバス等)の充実。 

· 高齢者の移動手段。 
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不明・未回答
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２．農林業、商工業、観光振興、移住・定住、雇用就業 

· 高野山方面へ向かう他府県ナンバーの車が多く見ら

れる。京奈和道路やフルーツロードが開通すればよ

り多く来町する人が多いと思われるので、農業発展

のために直売所を建設して若い世代も農業に魅力を

感じてもらえるかつらぎ町になって欲しい。1 年中

果物があるかつらぎ町を他府県の方にも知って頂き

たい。 

· お店が少ない、服など買う所がない 

· 大規模な商業施設がない 

· 遊ぶ所がない（映画館やゲームセンター等） 

· コンビニが少ない 

· オーガニック農産物栽培支援

 

 

３．医療、子育て支援、高齢者・障害者支援、防災、消防・交通・防犯、コミュニティ活動、上下水道 

· 病院(救急がない)。 

· 医療機関が増えると良い。 

· 医療面･受診等。 

· 介護サービス(特に買い物支援が無い)とても不便で

す。 

· 高齢者のために移動販売や交通手段の充実が必要か

と思います。 

· 事件が多い。 

· 都会のように防犯カメラをつけて欲しい。 

· 街灯が少なくて夜道が危険なところ。 

· 下水道が通らないので水洗トイレにできない。 

· ファミリーサポート制度など子育て世代への支援。

自然の豊かさを活かした保育活動。特色ある教育活

動(公教育で。あるいはフリースクールで)多世代の

交流の場(老人施設で保育活動を行うなど)統廃合さ

れてしまった各地域の保育園･小学校の復活。小中学

校の給食センター式から自校式へ。地域ごとに小規

模の公園を。 

· 子育て世代へのサポート。 

· 町内会役員の負担が多い。他地域へ仕事に出ている

ので平日に行事があれば大変です。子どもの事で休

日使いたいと思う方もいらっしゃると思います。 

 

 

４．学校教育、青少年健全育成、生涯学習、スポーツ・レクリエーション、人権啓発、男女共同参画、地域間交流

· 学校･教育委員会が全然発展していない。 

· 子ども会活動やリーダー活動の荒廃・衰退。 

· 子どもも高齢者も楽しめる文化的な図書館やフリー

スペースを含む空間など解放された文化的建物があ

れば豊さが増し自然があり文化的であり、より豊か

な町になるにでは。 

· 自習スペースが少ないところ。 

· 休校日に何故小学校の校庭を開放しないのですか？

以前は休日に子ども達が大勢走り回っていたりした

のに。 

· 大きなグラウンドがない。

 

 

５．協働によるまちづくり、行政運営、行財政、情報公開

· 人口減少。 

· 町長を変えたい。 

· 役場の住民に対するソフト支援が十分でない。 

· 町議会でのパリテの導入。 
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問 11．あなたが望む将来のかつらぎ町とは、どのようなまちですか。（○は３つまで） 

「医療・福祉が充実したまち」が 13.9%で最も多く、「若者・子育て世代が希望をもって暮らせるまち」

の 12.8%、「高齢者が安全・安心に暮らせるまち」の 11.7%が僅差で続いています。 

  人 % 

医療・福祉が充実したまち 243 人 13.9% 

若者・子育て世代が希望をも

って暮らせるまち 
225 人 12.8% 

高齢者が安全・安心に暮らせ

るまち 
205 人 11.7% 

犯罪が無く災害に強い安全な

まち 
183 人 10.4% 

住宅・住環境が整った住みや

すいまち 
134 人 7.6% 

自然や景観を大切にし、自然

と共生するまち 
126 人 7.2% 

農業が盛んで特産物の有名な

まち 
113 人 6.4% 

人のつながりが温かい地域コ

ミュニティのあるまち 
94 人 5.4% 

子育てや教育に熱心なまち 91 人 5.2% 

地場産業の育成、企業誘致に

よる商工業が盛んなまち 
90 人 5.1% 

公園やレジャー施設が充実し

たまち 
68 人 3.9% 

地域資源を活用し、観光や交

流事業を進めるまち 
52 人 3.0% 

郷土の歴史や文化・伝統を大

切に守り活かすまち 
51 人 2.9% 

様々な機能を街中に集めたコ

ンパクトなまち 
33 人 1.9% 

スポーツが盛んで元気に暮ら

せるまち 
30 人 1.7% 

その他 6 人 0.3% 

不明・未回答 10 人 0.6% 

合計 
1,754

人 
100.0% 

 

○その他の詳細 

· 城下町のような町。村ごとの自立が大切。 

· 道路が狭いところが多い。住環境を整備するととも

にきれいな道路をつくることで、若い世代が住もう

と思う町になると思う。 

· 景観がきれい。 

· 災害に強い町。 

· 電車の本数が少ないし南海のつなぎが悪い。バスが

ない。 

· 通信環境、Wi-Fi。 
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問 12．あなたは、かつらぎ町について、おおむね 10年前に比べてどうなったと思いますか。（○は 1つ） 

「変わらない」が 41.4%で最も多く、次いで「少し良くなった」24.7%、「少し悪くなった」11.9%の順

となっています。 

  人 % 

良くなった 69 人 10.7% 

少し良くなった 160 人 24.7% 

変わらない 268 人 41.4% 

少し悪くなった 77 人 11.9% 

悪くなった 37 人 5.7% 

不明・未回答 36 人 5.6% 

合計 647 人 100.0% 

 

問 12 -2．どういうところが良くなったか、もしくは悪くなったかを記入してください。 

○「良くなった」「少し良くなった」と回答された方のご意見を次の５つに分類しました。 

１．豊かな自然と歴史・文化のまちづくり 

＜自然保全、生活環境、土地利用、生活基盤･インフラ、公共交通、歴史文化＞ 
126 件 

２．地域の特性を生かした活力あるまちづくり 

＜農林業、商工業、観光振興、移住・定住、雇用就業＞ 
28 件 

３．安全で安心して暮らせるまちづくり 

＜医療、子育て支援、高齢者・障害者支援、防災、消防・交通・防犯、コミュニティ活

動、上下水道、人権尊重＞ 

38 件 

４．豊かな人間性を育むまちづくり 

＜学校教育、青少年健全育成、生涯学習、スポーツ・レクリエーション、人権啓発、男女

共同参画、地域間交流＞ 

17 件 

５．みんなでつくる協働のまちづくり・信頼される役所づくり 

＜協働によるまちづくり、行政運営、行財政、情報公開＞ 
36 件 

 

１．豊かな自然と歴史・文化のまちづくり（126 件） 

＜自然保全、生活環境、土地利用、生活基盤･インフラ、公共交通、歴史文化＞ 

豊かな自然と歴史・文化のまちづくりについての意見のうち、「生活基盤」の「道路整備」関連が 107 件あり、中で

も、「広域道路（京奈和道・鍋谷峠トンネル）の整備」についての意見が 60 件ありました。“通勤や買い物が便利にな

った”“旅行や外出の機会が増えた”などの意見が多く、“人の流れが劇的に変わり交通の重要性を実感した”“国道の

車の量が少し減った”といったご意見がある一方、“狭い道でも車の通行量が増え、歩いていると危ないと感じる”や

“交通の便がよくなった半面治安の面が心配”などのご意見がありました。 

「生活基盤」の「住環境」関連が 10 件あり、“賃貸住宅等の建物が増えた”“新しい家や建物が増えて活気づいてい

る”などのご意見がありました。 

その他、「生活基盤」の「公共交通」関連で、デマンドタクシーやコミュニティバスが便利というご意見や不便で生

活できない、高齢者には無料やクーポン券発行など行ってほしいとのご意見がありました。 

「生活環境」関連でごみの不法投棄等のご意見がありました。 

 

２．地域の特性を生かした活力あるまちづくり（28 件） 

＜農林業、商工業、観光振興、移住・定住、雇用就業＞ 

地域の特性を生かした活力あるまちづくりについての意見のうち、「商工業」関連が 22件あり、“スーパーマーケッ
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ト、ホームセンター、大型食料品店、ドラッグストア、アウトドアショップなどの店舗がたくさんができて便利になっ

た”“スーパーの移動販売が助かります”などのご意見がありました。 

その他、「農林業」関連で、農業者への助成がよくなったというご意見が 2 件、「観光」関連で観光客や交流人口増の

ご意見が 2 件ありました。 

 

３．安全で安心して暮らせるまちづくり（38 件） 

＜医療、子育て支援、高齢者・障害者支援、防災、消防・交通・防犯、コミュニティ活動、上下水道、人権尊重＞ 

安全で安心して暮らせるまちづくりについての意見のうち、「防災対策」関連が 15 件あり、“防災行政無線・防災ラ

ジオの整備”がよかったというご意見が 12 件、“災害・安全対策の充実”が 3 件ありました。 

「子育て支援」関連は、医療費の無料化に関するご意見が 11 件、「医療、高齢者・障害者支援」関連では、“町の健

診制・医療制度の充実”や“高齢者・介護サービスの充実”についてのご意見が 6 件ありましたが、“介護保険料が高

すぎる”“医療機関が少ない”といったご意見もありました。 

その他、“都市部からの人流が多くなり防犯に不安が出てきた”“ボランティア活動が多くなった”というご意見があ

りました。 

 

４．豊かな人間性を育むまちづくり（17 件） 

＜医療、子育て支援、高齢者・障害者支援、防災、消防・交通・防犯、コミュニティ活動、上下水道、人権尊重＞ 

豊かな人間性を育むまちづくりについての意見のうち、「学校教育」関連が 13 件あり、“学校給食の実施”がよかっ

たという「学校給食」についてのご意見が 7 件ありました。「学校環境」については 6 件ありますが“学校の先生がす

ごく良い”など評価されているご意見がある反面、“学校の統合で通学が不便”“学校が廃校となった地域はさみしささ

え感じる”などのご意見もありました。 

その他、“公民館活動等が活発になった”“色々な施設がある程度整備されてきた”“少子化で仕方ないがスポーツ活

動が低迷している”というご意見がありました。 

 

５．みんなでつくる協働のまちづくり・信頼される役所づくり（36 件） 

＜協働によるまちづくり、行政運営、行財政、情報公開＞ 

みんなでつくる協働のまちづくり・信頼される役所づくりについての意見のうち、「情報発信」関連が 14 件あり、

“防災ラジオ、かつらぎ町ＬＩＮＥなどで町政とのつながりが身近に感じるようになった”“というご意見が多く、“広

報誌がよくなった”というご意見もありました。 

「行政運営」関連が 12 件あり、“コロナへの素早い対応”“町政が少し良い方向に向いている様に感じる”“町職員の

対応が良くなった”など評価するご意見が多くありましたが、“住民への対応については悪いと感じる”というご意見

もありました。 

その他、“若い世代の人口が少し増えたように思います”“近所に子どもの声が聞こえる様になった”というご意見も

ありました。 

 

 

○「悪くなった」「少し悪くなった」と回答された方のご意見を次の５つに分類しました。 

１．豊かな自然と歴史・文化のまちづくり 

＜自然保全、生活環境、土地利用、生活基盤･インフラ、公共交通、歴史文化＞ 
37 件 

２．地域の特性を生かした活力あるまちづくり 

＜農林業、商工業、観光振興、移住・定住、雇用就業＞ 
25 件 

３．安全で安心して暮らせるまちづくり 

＜医療、子育て支援、高齢者・障害者支援、防災、消防・交通・防犯、コミュニティ活

動、上下水道、人権尊重＞ 

22 件 

４．豊かな人間性を育むまちづくり 

＜学校教育、青少年健全育成、生涯学習、スポーツ・レクリエーション、人権啓発、男女

共同参画、地域間交流＞ 

4 件 

５．みんなでつくる協働のまちづくり・信頼される役所づくり 

＜協働によるまちづくり、行政運営、行財政、情報公開＞ 
44 件 
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１．豊かな自然と歴史・文化のまちづくり（37 件） 

＜自然保全、生活環境、土地利用、生活基盤･インフラ、公共交通、歴史文化＞ 

豊かな自然と歴史・文化のまちづくりについての意見のうち、「生活基盤」の「都市基盤の整備」関連が 15 件あり、 

“空家や荒廃地が増えたため活気がなくなった”という意見が多く、「道路整備」関連は 5 件あり、“鍋谷トンネルの開

通による騒音”“スクールゾーンの歩道が狭い”などのご意見がありました。 

「生活基盤」の「公共交通」関連が 12 件あり、“バス･電車が少なく不便”“コミュニティバスの運行が減った”など

交通の便が悪いというご意見が多くありました。 

その他、“緑が減った”“紀ノ川の自然の悪化”など「自然環境・生活環境」に関するご意見が 5 件ありました。 

 

２．地域の特性を生かした活力あるまちづくり（25 件） 

＜農林業、商工業、観光振興、移住・定住、雇用就業＞ 

地域の特性を生かした活力あるまちづくりについての意見のうち、「商工業」関連が 16件あり、“個人事業の廃業多

くなり活性化がなくなった”“町内での消費活動が衰退している”“店が次々閉まると働く場がなくなる”などのご意見

が多数ありました。 

その他、「雇用・就業環境」関連で働く場所がないというご意見が 6 件、「農林業」関連で後継者不足や獣害対策不足

などのご意見が 3 件ありました。 

 

３．安全で安心して暮らせるまちづくり（22 件） 

＜医療、子育て支援、高齢者・障害者支援、防災、消防・交通・防犯、コミュニティ活動、上下水道、人権尊重＞ 

安全で安心して暮らせるまちづくりについての意見のうち、「防災対策」関連が 10 件あり、“犯罪が増えた”“治安が

悪くなった”“避難場所が遠すぎる”“災害対策の対応不足”などのご意見がありました。 

「コミュニティ活動」関連は、“少子高齢化に伴い地域コミュニティの希薄化の進展”“活気がなく人のつながり、コ

ミュニティが薄くなっている”などのご意見が 7 件ありました。 

その他、“子どもの過ごせる所がない”“保育園は大きくなりすぎ”などのご意見がありました。 

 

４．豊かな人間性を育むまちづくり（4 件） 

＜医療、子育て支援、高齢者・障害者支援、防災、消防・交通・防犯、コミュニティ活動、上下水道、人権尊重＞ 

豊かな人間性を育むまちづくりについての意見のうち、「学校教育」関連が 4 件あり、“小学校や保育所･幼稚園が統

廃合され小規模な所が少なくなった”“給食できても中身がひどい”というご意見がありました。 

 

５．みんなでつくる協働のまちづくり・信頼される役所づくり（44 件） 

＜協働によるまちづくり、行政運営、行財政、情報公開＞ 

みんなでつくる協働のまちづくり・信頼される役所づくりについての意見のうち、「人口減少・少子高齢化」につい

てのご意見が 23 件あり、“コミュニティの衰退”“活気がない“などのご意見が 15 件、その他、“町職員の対応が悪い”

というご意見もありました。 

 

 

○「変わらない」と回答された方のご意見を「肯定的意見」と「否定的意見・その他」に分類しました。 

＜肯定的意見＞（9 件） 

“普通に暮らしてゆけるのでうれしい!!”“インフルエンザ、コロナ予約の方法が良い”“公園など公共の場の修繕が

こまめに行われていて安全に過ごすことが出来る”“良くも悪くも田舎で良い所”など。 

 

＜否定的意見＞（30 件） 

“地場産業の PR 不足”“総合運動場がない”“徒歩で行ける、または楽しめる店がない”“町職員等の必死さが感じら

れない”“今も昔も閉鎖的”“街の財政が赤字のままであること”など。 

 

 

問 12 -2．回答いただいたご意見詳細  ※別記１ 
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３．まちの現状と今後の取り組みについておたずねします。 

13-1．かつらぎ町のまちづくりに関する取り組みについて、「現在の満足度」と「今後の重要度」について、

各項目に当てはまるものを１つずつ選び、番号を○で囲んでください。 

満足度について「満足」と回答された方は「病気予防」が 10.8%で最も多く、次いで「消防体制」9.4%、

「防災体制」8.8%の順となっています。 

「不満」と回答された方は「雇用就業環境」が 13.1%で最も多く、次いで「下水道整備」10.8%、「公

共交通確保」10.5%の順となっています。 
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満足度について「重要」と回答された方は「地域医療充実」が 61.2%で最も多く、次いで「上水道整

備」47.6%、「クリーンなまち」47.4%の順となっています。 
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「現在の満足度」と「今後の重要度」について、得点化しその平均を一覧にしました。 

満足／重要：＋２     やや満足／やや重要：＋１      どちらともいえない：０ 

不満／重要でない：－２  やや不満／あまり重要でない：－１  

満足度について、評価が高い項目は、「病気予防」が＋0.41ポイント、「消防体制」が＋0.38ポイン

トとなっています。評価が低い項目は、「雇用就業環境」が▲0.49ポイント、「商工業の振興」が▲

0.31ポイントとなっています。 
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満足度について、評価が高い項目は、「地域医療充実」が＋1.53 ポイントで最も多く、次いで「クリ

ーンなまち」＋1.33ポイント、「上水道整備」＋1.31ポイントの順となっています。 
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問13-2．上記であなたが重要と○をした項目のうち、特に重要だと思う項目があれば、３つ以内でその項

目番号を記入し、また、具体的に取り組んで欲しい施策や事業があればその内容を記入してくださ

い。 

項目区分 ご意見数  項目区分 ご意見数 

⑪雇用・就業環境の整備について 33    ③秩序ある土地利用について 10   

㉕防犯体制の整備について 32    ⑯障害者支援の充実について 9   

⑰出産・子育て環境の充実について 31    ⑳社会保障の充実について 9   

㉒防災対策・体制の強化について 28    ㉑コミュニティ活動の活性化について 7   

④生活基盤の整備について 27    ㉔交通安全対策の充実について 7   

⑮高齢者福祉の充実について 24    ⑬病気の予防について 6   

㉖上水道の整備について 24    ㉜生涯学習環境の整備について 6   

㉝スポーツ・レクリエーションの推進

について 
24    ①自然環境の保全と活用について 5   

⑫地域医療の充実について 23    ㉓消防体制の整備について 5   

⑤公共交通の確保について 21    ㊱地域間交流の推進について 5   

⑱子育て施設の整備について 21    ㊳協働によるまちづくりについて 5   

②クリーンなまちづくりの推進につい

て 
19    ㉞男女共同参画社会の実現について 4   

⑩移住・定住施策の推進について 19    ㊲国際交流の推進について 4   

㉗下水道の整備について 18    ⑭高齢者の社会参加について 3   

⑧魅力ある商工業の振興について 17    ㉛青少年の健全育成について 3   

㊵行政運営の効率化について 17    ⑥歴史・文化の継承と創造について 2   

㊶財政の健全化について 17    
⑲支え合う地域福祉社会の形成につい

て 
2   

㉚教育環境の充実について 16    ㊷情報公開の推進について 2   

⑦地域特性を生かした農林業の展開に

ついて 
15    ㉘消費者保護について 1   

㊴行政情報の提供について 14    ㉟人権啓発の推進について 1   

⑨観光・サービス業の育成について 11    ㉙人権尊重社会の実現について 0   

 

問 13-2．「具体的に取り組んで欲しい施策や事業」記載内容詳細  ※別記２ 
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４．分野別の取り組み 

■自然保全、土地利用、生活環境、公共交通 

問 14．町全体の土地利用について、あなたはどう思いますか。（○は２つまで） 

「町の中心となる場所がない」が 24.6%で最も多く、次いで「農地が多く自然豊かでよい」13.2%、「企

業を誘致する土地が足らない」11.3%の順となっています。 

  人 % 

町の中心となる場所がない 235 人 24.6% 

農地が多く自然豊かでよい 126 人 13.2% 

企業を誘致する土地が足らない 108 人 11.3% 

商業地が足らない 100 人 10.5% 

現状に満足している 61 人 6.4% 

農地と宅地の混在が著しい 51 人 5.3% 

農地等の無秩序な開発が目立つ 44 人 4.6% 

住宅用地が足らない 28 人 2.9% 

交通が便利な場所に農地が多す

ぎる 
23 人 2.4% 

わからない 129 人 13.5% 

その他 26 人 2.7% 

不明・未回答 24 人 2.5% 

合計 955 人 100.0% 

 

○その他の詳細 

· 空家が増えている。 

· 空家が多い。 

· 空家･荒れた土地が町のあちらこちらに目立ちま

す。活用できないのでしょうか。 

· 荒廃した空家･空き店舗が多い。 

· 空地の利用に問題あり。草などが多い。 

· 空き地の有効活用。 

· 活用されていない農地が増加している。 

· 荒廃地(農地)対策。 

· 使われていない農地があるなら、他の事に活用すれ

ばよい。 

· 笠田東･笠田中を歩いていると空き地多く、持ち主

によって手入れ行き届いている所とそうでない所が

ある。 

· 平和公園など土地は広いのに子どもがもっと遊べる

遊具を充実させてほしい。 

· 遊具のある公園が少ない。 

· 大きい公園を作ると聞いていたが全くできないのは

なぜか？ 

· 遊具のある大きい公園がないので子どもを遊ばせに

くい。 

· 河川をもっときれいにして遊歩道や公園にして欲し

い。 

· 子ども達が外で遊べる場所が少ない。 

· 子ども達(0 才～5 才)が安心して遊べる公園が少な

い。設置後の管理が充分でない。 

· ボール等を使って遊べる広場が欲しい。 

· 子どもが思いっきり楽しめる公園がないのは大変残

念。 

· 道の駅にテント多すぎる。キャンプ場ならしっかり

そうしたらいい。地元の人が遊べない。 

· 駅前がさびれている。 

· 大和街道沿いなどへ移転した商店が多く、景観が良

くない。 

· 要らない建物が多い。使わない校舎有効活用してほ

しい。室内パークとか。 

· ソーラー発電は景観･土地活用上、疑問に感じる。 

· 河川の整備してない。 

· 他の地区のことはよく分からない。  
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不明・未回答
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問 15．あなたは、町の都市基盤を充実させるために、どのようなことに力を入れていく必要があると思い

ますか。（○は２つまで） 

「公共交通の整備」と「商業施設の誘致」が同率の 12.2%で最も多く、次いで「生活道路の整備」が

11.5%となっています。 

  人 % 

公共交通の整備 139 人 12.2% 

商業施設の誘致 139 人 12.2% 

生活道路の整備 131 人 11.5% 

公園・広場・遊具の整備 125 人 10.9% 

企業用地の整備 113 人 9.9% 

上下水道の整備 111 人 9.7% 

駅前の整備 67 人 5.9% 

住宅・住宅地の整備 60 人 5.2% 

福祉施設の整備 59 人 5.2% 

自然環境の保全 58 人 5.1% 

公共施設の整備 56 人 4.9% 

情報・通信環境の充実 42 人 3.7% 

その他 13 人 1.1% 

不明・未回答 31 人 2.7% 

合計 
1,144

人 
100.0% 

 

○その他の詳細 

· 空家･空き店舗の解消。 

· 空地の整備をする。 

· 駅前に書店やカフェがあれば人が集まると思います。 

· フルーツ王国なのに農道の整備が出来ていない。 

· コンパクトシティ推進のため重点整備地域の設定。 

· 無駄な道路は作らない。 

· 緊急事態の時の土地確保・池の利用。 

· ソーラー化を止める。 

· 老後の足となる交通手段を柔軟に考えて欲しい。 

· 人口を増やす。 
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不明・未回答
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問 16．あなたは、地域の自然環境や生活環境を保全するため、今後どのような取り組みが必要だと思い

ますか。（○は２つまで） 

「不法投棄などの取り締まりの強化」が 20.0%で最も多く、次いで「ごみ減量化・リサイクル活動の

支援」15.9%、「有害鳥獣の駆除や里山ゾーニング対策強化」11.9%の順となっています。 

  人 % 

不法投棄などの取り締まりの

強化 
225 人 20.0% 

ごみ減量化・リサイクル活動

の支援 
179 人 15.9% 

有害鳥獣の駆除や里山ゾーニ

ング対策強化 
134 人 11.9% 

森林の保全・整備 88 人 7.8% 

緑あふれる景観づくりの支援 87 人 7.7% 

環境美化活動の支援 82 人 7.3% 

省エネルギーや新エネルギー

の導入 
79 人 7.0% 

きれいなまちづくり条例など

の制定 
68 人 6.0% 

河川の水質浄化対策の推進 50 人 4.4% 

自然環境の調査・監視体制の

強化 
37 人 3.3% 

脱炭素(カーボンニュートラ

ル)の推進 
35 人 3.1% 

自然保護運動の支援 18 人 1.6% 

その他 14 人 1.2% 

不明・未回答 31 人 2.8% 

合計 
1,127

人 
100.0% 

 

○その他の詳細 

· 町道の舗装と道幅。 

· 町道の整備。 

· 大型太陽光発電の建設による蓄電設備の開発。 

· 町営の太陽光発電の推進。 

· 空家･荒れた土地があることで町全体が荒れている

ようなイメージとなる。活用してくれる方を募集す

る。 

· 歩道を作っても草が生えすぎて歩行困難。 

· イノシシ駆除(シカ）メッシュの補助金増やしてほ

しい。 

· バイク等の騒音問題。 

· 犬の糞堤防に多すぎる。 

· 農業用資材ごみの受け入れ場所。 

· 近隣の市にはある自然型公園の開発。 

· 災害に強い町づくり。 
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不明・未回答
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問 17．あなたは、町が公共交通（コミュニティバス、※デマンド(予約)型乗合タクシー）の費用負担をしてい

ることについて、どのように思いますか。（○は１つ） 

「現状の町の負担は必要」が 44.6%で最も多く、次いで「運賃を値上げしても現行充実」9.4%となっ

ています。 

  人 % 

現状の町の負担は必要 289 人 44.6% 

町の負担が増えても現行充実 55 人 8.5% 

新たな運行サービスを導入 43 人 6.6% 

運賃を値上げしても現行充実 61 人 9.4% 

町負担を減らしサービス縮小 25 人 3.9% 

継続して運行する必要はない 40 人 6.2% 

わからない 87 人 13.4% 

その他 27 人 4.2% 

不明・未回答 21 人 3.2% 

合計 648 人 100.0% 

 

○その他の詳細 

· 高齢者対象ならもっと便利にすべき。 

· デマンドタクシーの利用充実はいいと思う。 

· 必要なことだと思うが工夫が必要。需要に対して答えら

れているか。必要がないのに運行していないか。 

· 費用を負担する人が誰かというよりも、現在のサービス

を見直してはどうでしょうか。利用方法がわからない方

がいらっしゃると思います。町民誰にとっても利用しや

すいものかを一度考えていただきたいです。 

· 近所で助け合える関係づくりがないのが課題。 

· 町民+利用者の両方の負担で、両者の負担割合が増えない

様に。 

· 早朝・夕方の増便。 

· デマンドタクシー廃止し福祉運送へ。コミバスに加えて

住民ボランティアによる過疎地有償運送。交通弱者への

過疎地有償運送(町補助を節減)デマンドタクシー補助→

介護タクシー補助の充実。 

· コミュニティバス･デマンドの利用はよく知られていない

し活用しにくい。何度も乗り換えしないといけない不便

さあり、介護タクシーを増やしてほしい。 

· デマンド型乗合タクシーが必要。 

· 利用したことがないが必要な人がいれば運行は必要。運

賃を上げてもいいと思う。 

· 万が一ＪＲが止まった時にも利用できる代替交通手段の

確保を!(ほかの市町とも共同で)。 

· 利用者が少なくても、できれば通学にも乗れる時間で、

週に何回かだけでもいいので、見好地区の山間部にもコ

ミュニティバス的なのを運行してほしい。(タクシー1 回

利用 150 円とかで) 

· 今後団塊の世代が高齢になっていくにつれ、公共交

通の利用が高まる。利用状況を分析し柔軟な対応が

必要。 

· コミュニティバスの使い方がわからない。一般学生

が使っていいのかもわからない。町が負担している

ことを知らなかった。 

· コミュニティバスよりデマンド型タクシーのみにし

てはどうか。(町負担)コミュニティバスもいいが今

の時刻表の運行では利用しにくい。 

· 高齢者の方に利用しやすいようにする必要があると

思います。 

· 年間パスポートを作るなどして潜在利用者に利用し

てもらい、資金調達する仕組みを作る。 

· 利用者数及び時間帯等、町民が本当に喜ぶ運行を!! 

· 自動車等を利用できない高齢者の為に町は現状程度

の負担は必要だが、コミュニティバスよりタクシー

運賃の補助を多くする。 

· 町民から 100 円でも取ったらいい。タダはあり得な

い。 

· コミュニティバスとスクールバスとの併用して無駄

を無くす。 

· 利用者負担が何事にも原則です。 

· 利用する人が全負担し町は負担しない。 

· 赤字であればやめるべき。タクシー利用。 

· 利用者数等実態が判らないので返答を控えます。現

状運転しますのであまり気にしていません。 

· 制度についてあまり知らないため答えられません。

情報見て勉強します。
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不明・未回答
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■農林業、商工業、観光振興、移住・定住 

問 18．あなたは、町の農業振興について、今後どのような取り組みが必要だと思いますか。（○は２つまで） 

「担い手や後継者の育成」が 25.7%で最も多く、次いで「耕作放棄地の解消」12.4%、「特産品の開発、

産地形成の促進」8.8%の順となっています。 

  人 % 

担い手や後継者の育成 276 人 25.7% 

耕作放棄地の解消 133 人 12.4% 

特産品の開発、産地形成の促

進 
95 人 8.8% 

農業法人・農業生産グループ

の育成 
80 人 7.4% 

鳥獣害対策 77 人 7.2% 

市場拡大のための特産品のＰ

Ｒ 
65 人 6.1% 

観光農園、体験農業などの振

興 
65 人 6.1% 

農地や農道、用・排水施設な

ど生産基盤の充実 
56 人 5.2% 

地元生産物を地元で消費する

地産地消の促進 
55 人 5.1% 

先端農業技術などの積極的導

入に対する支援 
48 人 4.5% 

農地や農作業の斡旋 34 人 3.2% 

現状のままでよい 34 人 3.2% 

その他 16 人 1.5% 

不明・未回答 40 人 3.7% 

合計 
1,074

人 
100.0% 

 

○その他の詳細 

· 直売等販売ルートの簡素化。 

· 海外への輸出。 

· 農業の事は農協に任すべき。甘やかしすぎ。 

· 紀北農芸高校の全国募集、移住、担い手の育成をセ

ットで。 

· 森林の保全が必要。補助金を出すべき。(山林の保

全) 

· 農業への支援金など。 

· ばらまき支援はやめるべき。スポット支援への移

行。 

· 後継者不足と高齢化により全国的に農産物の生産量

が減り、農産物価格は高値傾向に向かうと思う中

で、かつらぎ町の基幹産業である農業生産が衰退す

るのはいかにももったいない。少ない農家でも多く

を生産できる労力を近隣の市町村や県と連携して確

保する必要がある。 

· 農機具バンクの整備。 

· 空家(農地含)を貸し出して農業をしてもらうような

事業。 

· 有機農産物(必ずしも JAS は必要ないです)生産促

進。
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不明・未回答
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問 19．あなたは、町の商業振興について、今後どのような取り組みが必要だと思いますか。（○は２つまで） 

「町内に不足する業種の誘致（大型書店等）」が 25.5%で最も多く、次いで「後継者の確保・育成」18.0%、

「多くの人が集まる観光施設の整備」16.9%の順となっています。 

  人 % 

町内に不足する業種の誘致（大

型書店等） 
254 人 25.5% 

後継者の確保・育成 179 人 18.0% 

多くの人が集まる観光施設の整

備 
168 人 16.9% 

町内製品の販売促進対策の充実 150 人 15.1% 

商業経営の近代化支援の充実 89 人 8.9% 

既存事業者のＰＲ 61 人 6.1% 

現状のままでよい 37 人 3.7% 

その他 18 人 1.8% 

不明・未回答 39 人 3.9% 

合計 995 人 100.0% 

 

○その他の詳細 

· Ａコープの存続。 

· 海南市のノビノスの誘致。 

· 地産地消の促進、民泊。 

· 商業振興のための人材育成。 

· 食品・生活用品の店が欲しい。 

· 道の駅「万葉の里」沿いの紀ノ川公園の大幅な拡充。 

· 固定資産支払している地元企業に優先発注する。 

· 経営努力促進。 

· 近くで車いすで行けるカフェ。 

· 町民を減らさない対策。 

· おしゃれなお土産を作る。 

· 町の商業振興が何か良く分からない。 

· 小規模な店舗･業者への支援。 

 

 

問 20．あなたは、町の工業振興について、今後どのような取り組みが必要だと思いますか。（○は２つま

で） 

「雇用確保のため多様な業種の企業誘致」が 36.0%で最も多く、次いで「企業用地を確保して企業の

誘致」24.6%となっています。 

  人 % 

雇用確保のため多様な業種の企

業誘致 
346 人 36.0% 

企業用地を確保して企業の誘致 237 人 24.6% 

起業家への支援や新産業の 

開発・育成 
159 人 16.5% 

既存企業の育成・振興 99 人 10.3% 

現状のままでよい 63 人 6.5% 

その他 12 人 1.2% 

不明・未回答 46 人 4.8% 

合計 962 人 100.0% 

 

○その他の詳細 

· 行政でできなければアイデアを持った人を起用する。 

· 陸内養殖(水産)等新技術の工業誘致。 

· 車いすでも働けるところ。 

· 後継者の確保･育成。
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不明・未回答
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不明・未回答
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問 21．あなたは、町の観光振興について、今後どのような取り組みが必要だと思いますか。（○は２つまで） 

「年間を通じて訪れてもらえる仕組みの構築」が 22.1%で最も多く、次いで「町独自の周遊ルートの

構築」17.6%、「広域的な連携による新たな観光プログラムの開発」15.5%の順となっています。 

  人 % 

年間を通じて訪れてもらえる

仕組みの構築 
235 人 22.1% 

町独自の周遊ルートの構築 187 人 17.6% 

広域的な連携による新たな観

光プログラムの開発 
164 人 15.5% 

情報発信の強化 161 人 15.2% 

体験メニューの充実 136 人 12.8% 

わかりやすい観光案内板の整

備 
81 人 7.6% 

ワーケーションの推進 42 人 4.0% 

その他 13 人 1.2% 

不明・未回答 42 人 4.0% 

合計 
1,061

人 
100.0% 

 

○その他の詳細 

· 川や水資源の保全・充実。 

· これ以上観光客を呼ばない。 

· 観光地というより通り道での寄り店。 

· 土地を活かして泊まってみたい宿、いってみたいレ

ストラン開店の支援。 

· ハイキングコースの整備。紀ノ川沿いの公園整備。 

· 観光資源の再認識を。 

· 近隣の府県から行楽で訪れてもらえる自然環境等の

整備。 

· 特別な何かをしなくても、今のままでいいと思う。 

· サイクリングルートの充実。祭り活性化。 
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問 22．都市部からの移住を受け入れるにあたり、かつらぎ町の強みは何だと思いますか。（○は２つまで） 

「自然環境」が 39.9%で最も多く、次いで「家賃・物価」7.7%、「治安・防災」7.3%の順となっていま

す。 

  人 % 

自然環境 417 人 39.9% 

家賃・物価 81 人 7.7% 

治安・防災 76 人 7.3% 

出産・子育て・教育環境 72 人 6.9% 

交通の利便性 58 人 5.5% 

生活環境（買い物等） 53 人 5.1% 

住まい環境（道路・水道な

ど） 
52 人 5.0% 

地域交流（地域のつながり） 46 人 4.4% 

医療・福祉 40 人 3.8% 

地域文化（伝統・歴史・祭） 37 人 3.5% 

住宅環境 35 人 3.3% 

就労の場 15 人 1.4% 

その他 20 人 1.9% 

不明・未回答 44 人 4.2% 

合計 
1,046

人 
100.0% 

 

○その他の詳細 

· 災害が比較的少ない。 

· これ以上人口を増やさないで。 

· 移住に対する支援をもっと拡充し強みにするべき。 

· 子育て制度。(子ども医療の充実、給食費支援) 

· 田舎暮らしを望む移住者に対して、子育て･就農とい

った分野のサポート及びアフターケアを手厚くすれ

ば移住者が増加するかも。(役場主導で実施し、移住

者の定着率を高めていく。両隣に橋本･紀の川市･岩

出市もあるので生活面でそこまで不便ではないと思

う)   

· いろんな旬のフルーツを食べられる。 

· 食べ物(フルーツ･野菜)がおいしい。 

· 地域で育ったおいしい野菜や果物が安く手に入る。 

· これといった特化は無いが全体的には住み良いから。 

· 人の温かさ。 

· 何もない。 

· 特にここがという所が見当たらない。 

· 強みと呼べるほどのものではなし。 

· 強みはあまりないと思います。1～12 まで全部が中途

半端のように思う。
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不明・未回答
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■医療、子育て支援、高齢者・障害者支援、防災、消防・交通・防犯 

問 23．あなたは、町の保健・医療対策について、今後どのような取り組みが必要だと思いますか。（○は２

つまで） 

「救急・休日・夜間医療の充実」が 29.5%で最も多く、次いで「町内医療機関の充実」21.4%、「往診・

訪問看護など在宅医療の充実」17.5%の順となっています。 

  人 % 

救急・休日・夜間医療の充実 322 人 29.5% 

町内医療機関の充実 234 人 21.4% 

往診・訪問看護など在宅医療

の充実 
191 人 17.5% 

感染症対策の充実 62 人 5.7% 

各種検診の充実 60 人 5.5% 

健康づくり活動の充実 48 人 4.4% 

保健師などの訪問活動の積極

的推進 
46 人 4.2% 

健康に関する知識の普及 33 人 3.0% 

食育や食生活改善運動の推進 33 人 3.0% 

健康教育や健康相談の充実 21 人 1.9% 

その他 11 人 1.0% 

不明・未回答 32 人 2.9% 

合計 
1,093

人 
100.0% 

 

○その他の詳細 

· 紀北分院の診療科を橋本市民病院程度に充実。 

· 紀北分院にもっと科を増やしてほしい。 

· 診療科のない病院を作る。 

· 運動イベントをふやす。 

· もっと若い年齢から乳がん検診を受けさせて欲しい。 

· 障害を持つ方がもっと外に出やすい環境づくり。 

· 現状困ってません。
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不明・未回答
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問 24．あなたは、町の子育て支援対策について、今後どのような取り組みが必要だと思いますか。（○は

２つまで） 

「子育て家庭に対する経済的支援の推進」が 19.8%で最も多く、次いで「子どもの遊び場・公園の整

備」19.1%、「こども園・幼稚園の充実」14.7%の順となっています。 

  人 % 

子育て家庭に対する経済的支

援の推進 
212 人 19.8% 

子どもの遊び場・公園の整備 205 人 19.1% 

こども園・幼稚園の充実 158 人 14.7% 

学童保育の充実 150 人 14.0% 

子育てに関する相談・学習・

交流の場の充実 
113 人 10.5% 

児童虐待予防・対策の推進 73 人 6.8% 

子育て関係団体・ボランティ

アのネットワーク化 
44 人 4.1% 

乳幼児健診・健康相談・健康

教育の充実 
32 人 3.0% 

児童館の充実 29 人 2.7% 

その他 16 人 1.5% 

不明・未回答 40 人 3.7% 

合計 
1,072

人 
100.0% 

 

○その他の詳細 

· 保育士や教師への補助･人材確保。 

· 義務教育(中学まで)医療費･給食･学校費用を無料。 

· 家庭･学校･学童･教育委員会をもっと横のつながり

を密にして欲しい。 

· 今のように医療費無料 18 歳まで。 

· 医療や療育が必要な子どもを預かってもらえる施設。 

· 子ども食堂。 

· ファミリーサポート制度の導入。 

· 子育て関係団体･ボランティアへの助成･育成。 

· まず子どもが少なく老人が多い。 

· 少子化対策が先では？ 

· 子どもがいないのでわからない。 
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不明・未回答
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問 25．あなたは、町の高齢者対策について、今後どのような取り組みが必要だと思いますか。（○は２つ

まで） 

「高齢者の移動手段の確保・充実」が 25.0%で最も多く、次いで「高齢者や障害者が利用しやすい施

設の整備」19.2%、「生きがいづくりや働く場の確保など支援体制の充実」14.8%の順となっています。 

  人 % 

高齢者の移動手段の確保・充

実 
273 人 25.0% 

高齢者や障害者が利用しやす

い施設の整備 
210 人 19.2% 

生きがいづくりや働く場の確

保など支援体制の充実 
162 人 14.8% 

地域全体で高齢者や障害者を

支えるしくみの整備 
127 人 11.6% 

高齢者や障害者の世話をする

ボランティアの育成 
84 人 7.7% 

高齢者のための健康づくり・

スポーツの場の充実 
80 人 7.3% 

高齢者と若い世代・子どもた

ちとの交流機会の充実 
62 人 5.7% 

高齢者の生涯学習活動など交

流の場の充実 
54 人 4.9% 

その他 11 人 1.0% 

不明・未回答 30 人 2.7% 

合計 
1,093

人 
100.0% 

 

○その他の詳細 

· 自己免疫強化セミナー。 

· 高齢者に対する自動車運転免許返納の促進。 

· 運転講習、免許返納支援。 

· 高齢者に対する経済的支援。 

· 困りごと相談しやすい仕組み。 

· 高齢者を抱える家族へのサポート。 

· 子育て支援と比べ高齢者対策は充実していると思う。 

· 入浴施設への割引制度。(町内の「八風の湯」などへ

の割引券) 

· 高齢者の保険料の高額なことに驚いた。もっと低く

すべき。 
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不明・未回答
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問 26．あなたは、町の消防・防災対策について、今後どのような取り組みが必要だと思いますか。（○は２

つまで） 

「避難場所の充実」が 17.3%で最も多く、次いで「災害時用の食糧や資材などの備蓄」14.5%、「河川

など災害発生危険箇所の整備」14.4%の順となっています。 

  人 % 

避難場所の充実 192 人 17.3% 

災害時用の食糧や資材などの

備蓄 
161 人 14.5% 

河川など災害発生危険箇所の

整備 
160 人 14.4% 

消防・救急体制（消防署）の

充実 
146 人 13.2% 

災害時における情報伝達の充

実 
120 人 10.8% 

公共施設の耐震化 97 人 8.7% 

地域における自主防災組織の

育成 
60 人 5.4% 

消防設備(防火水槽や消火栓

など)の充実 
36 人 3.2% 

消防団体制の充実 33 人 3.0% 

消火訓練・防災訓練の充実 32 人 2.9% 

防火・防災意識の啓発活動の

充実 
27 人 2.4% 

その他 8 人 0.7% 

不明・未回答 37 人 3.3% 

合計 
1,109

人 
100.0% 

 

○その他の詳細 

· 避難場所が少ない。実際に開放されている所にみん

な避難できるのか？無理です。 

· 避難場所の安全性。 

· 森林組合が主になって間伐材を使って「防災ベット」

を開発してお年寄りに支給する。 

· 森林整備をして土砂災害を未然に防ぐ。 

· 各家に消火器を無料配布してほしい。 

· 消防団体制をやめるべきだ。ボランティア的な集ま

りではもうやっていけない時代。 

· 今のままで十分充実していると思う。 
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その他

不明・未回答
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■学校教育、青少年健全育成、生涯学習、スポーツ・レクリエーション 

問 27．あなたは、子どもの豊かな人間教育のためには、今後どのような取り組みが必要だと思いますか。

（○は２つまで） 

「いじめなど心の問題への対応」が 18.6%で最も多く、次いで「家庭のしつけを通した思いやりの心

の育成」16.2%、「基礎的な学力の向上を目指す教育」10.9%の順となっています。 

  人 % 

いじめなど心の問題への対応 213 人 18.6% 

家庭のしつけを通した思いや

りの心の育成 
186 人 16.2% 

基礎的な学力の向上を目指す

教育 
125 人 10.9% 

子どもの安全・安心対策の強

化 
122 人 10.6% 

地域ぐるみでの子どもの育成

活動 
121 人 10.6% 

情報化に対応できる教育 75 人 6.5% 

国際化に対応できる教育 66 人 5.8% 

地域特性や人材を活用した特

色ある教育 
55 人 4.8% 

スポーツに力を入れた教育 48 人 4.2% 

郷土の歴史的遺産を活用した

ふるさと教育 
24 人 2.1% 

ボランティア活動に重点をお

いた教育 
23 人 2.0% 

食育に関する教育 20 人 1.7% 

音楽や美術に力を入れた教育  18 人 1.6% 

その他 12 人 1.0% 

不明・未回答 38 人 3.3% 

合計 
1,146

人 
100.0% 

 

○その他の詳細 

· ＬＩＮＥ相談(匿名)など相談しやすい環境づくり。 

· 個性を生かした教育。 

· 性教育の充実。 

· 教師や親のサポート･教育。 

· 豊かな自然環境を活かした教育。 

· 子ども食堂の充実。 

· 子どもの特性に応じた教育。 

· 共育コミュニティ等推進。 

· 自己肯定感を育む教育。 
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その他

不明・未回答



 

33 

問 28．あなたは、生涯学習活動・文化活動をより活発にしていくためには、今後どのような取り組みが必

要だと思いますか。（○は２つまで） 

「指導者や相談体制の充実」が 18.4%で最も多く、次いで「各種講座や催し物の内容の充実」11.4%、

「図書館の充実」10.8%の順となっています。 

  人 % 

指導者や相談体制の充実 184 人 18.4% 

各種講座や催し物の内容の充

実 
114 人 11.4% 

図書館の充実 108 人 10.8% 

各種講座や催し物の情報提供

の充実 
106 人 10.6% 

文化イベントの企画・開催 105 人 10.5% 

住民主体となる活動や団体へ

の支援 
85 人 8.5% 

音楽・美術等の鑑賞機会の充

実 
74 人 7.4% 

史跡・文化財の保存や後継者

の育成 
68 人 6.8% 

文化施設など活動の場の整備

充実 
61 人 6.1% 

学習・文化活動等の発表機会

の充実 
30 人 3.0% 

その他 4 人 0.4% 

不明・未回答 63 人 6.3% 

合計 
1,002

人 
100.0% 

 

○その他の詳細 

· 子どもが勉強する意欲が湧くような勉強スペースを

充実させる。有田町や広川町のようなカフェスペー

スを併設したような図書館など。子どもの学習環境

を整えることで、他の市町から若い世代を呼び込む

ことが出来ると思う。第１歩として他市町に負けな

い図書学習スペースのある施設を構築する。 

· 資産運用。 

· 必要なし。
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その他

不明・未回答
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問 29-1．あなたは、運動やスポーツをどれくらいしていますか。（○は１つ） 

「していない・できない」が 43.4%で最も多く、次いで「週 3～4回」が 10.4%となっています。 

  人 % 

週に 5 日以上 53 人 8.2% 

週 3～4 回 67 人 10.4% 

週 1～2 回 115 人 17.8% 

月 1～2 回 45 人 7.0% 

年に数回 49 人 7.6% 

していない・できない 281 人 43.4% 

不明・未回答 37 人 5.7% 

合計 647 人 100.0% 

 

問 29-2．現在行っている運動・スポーツは何ですか。（○はいくつでも可） 

「散歩・ウォーキング」が 40.4%で最も多く、次いで「体操（ラジオ体操等）」10.4%、「体幹トレーニ

ング」8.4%の順となっています。 

  人 % 

散歩・ウォーキング 236 人 40.4% 

ジョギング 21 人 3.6% 

グラウンド・パークゴルフ 10 人 1.7% 

体操（ラジオ体操等） 61 人 10.4% 

フォークダンス・社交ダンス 3 人 0.5% 

軽スポーツその他 25 人 4.3% 

サイクリング 12 人 2.1% 

釣り 30 人 5.1% 

ゴルフ 33 人 5.7% 

登山 12 人 2.1% 

野外スポーツその他 18 人 3.1% 

水泳 7 人 1.2% 

卓球 8 人 1.4% 

ランニング（マラソン） 4 人 0.7% 

体幹トレーニング 49 人 8.4% 

ボウリング 2 人 0.3% 

競技スポーツその他 24 人 4.1% 

不明・未回答 29 人 5.0% 

合計 584 人 100.0% 
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不明・未回答
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■協働によるまちづくり、行政運営、行財政、情報公開 

問 30．あなたのお住まいの地域で、より良いまちづくりを進めるためには、どのようなやり方が望ましい

と思われますか。（○は１つ） 

「行政と地域住民が一緒に進める」が 50.2%で最も多く、次いで「行政中心で地域住民もできるだけ

協力する」21.0%、「地域住民中心で行政は活動を支援する」10.7%の順となっています。 

  人 % 

行政と地域住民が一緒に進める 325 人 50.2% 

行政中心で地域住民もできるだ

け協力する 
136 人 21.0% 

地域住民中心で行政は活動を支

援する 
69 人 10.7% 

行政が主体となって進める 63 人 9.7% 

地域住民主体で行政には極力頼

らない  
6 人 0.9% 

その他 2 人 0.3% 

不明・未回答 46 人 7.1% 

合計 647 人 100.0% 

 

問 31．あなたは、かつらぎ町のまちづくりにどのような方法で参加したいと思いますか。（○はいくつで

も可） 

「町内会・自治区の行事等」が 30.3%で最も多く、次いで「アンケート調査など」29.2%、「NPO やボラ

ンティア等の活動」11.7%の順となっています。 

  人 % 

町内会・自治区の行事等 246 人 30.3% 

アンケート調査など 237 人 29.2% 

NPO やボランティア等の活動 95 人 11.7% 

ワークショップ 52 人 6.4% 

まちづくりには関心がない 50 人 6.2% 

行政懇談会 31 人 3.8% 

町が主催する各種会議等の委員 19 人 2.3% 

その他 16 人 2.0% 

不明・未回答 65 人 8.0% 

合計 811 人 100.0% 

 

○その他の詳細 

· 会社員のため、今は協力できない。退職後協力した

いです。 

· 積極的にアイデアを実現して行いたい。 

· プロジェクトチームに入りたい。 

· 関心はあるが楽しい内容に参加したい。 

· 参加したいが一人暮らしで孫娘宅手助けのためでき

てない。 

· 病気のため参加できない。 

· 自分の年齢、家族の健康状態で参加できない。 

· 体がゆうことがきかないので参加したいのは山々で

すが現状維持です。 

· 高齢者につき参加したくても出来ない。 

· 高齢のため参加しづらい。 

· 今の自分にはまちづくりに参加･活動する体力がな

い。 

 

325人

136人

69人

63人

6人

2人

46人

0人 50人 100人 150人 200人 250人 300人 350人

行政と地域住民が一緒に

進める

行政中心で地域住民も

できるだけ協力する

地域住民中心で行政は

活動を支援する

行政が主体となって

進める

地域住民主体で行政には

極力頼らない

その他

不明・未回答

246人

237人

95人

52人

50人

31人

19人

16人

65人

0人 50人 100人 150人 200人 250人 300人

町内会・自治区の行事等

アンケート調査など

NPOやボランティア等の活動

ワークショップ

まちづくりには関心がない

行政懇談会

町が主催する各種会議等の委員

その他

不明・未回答
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問 32．あなたは、かつらぎ町に関する情報をどのような方法で入手されていますか。（○はいくつでも可） 

「広報かつらぎ」が 29.6%で最も多く、次いで「防災行政無線・防災ラジオ」16.9%、「かつらぎ町Ｌ

ＩＮＥ」13.1%の順となっています。 

  人 % 

広報かつらぎ 490 人 29.6% 

防災行政無線・防災ラジオ 279 人 16.9% 

かつらぎ町ＬＩＮＥ 216 人 13.1% 

議会だより 153 人 9.3% 

かつらぎ町ホームページ 148 人 9.0% 

防災メール 145 人 8.8% 

公民館だより 138 人 8.3% 

直接問い合わせる 13 人 0.8% 

特に入手していない 41 人 2.5% 

その他 7 人 0.4% 

不明・未回答 23 人 1.4% 

合計 
1,653

人 
100.0% 

 

○その他の詳細 

· 町長のフェイスブック。 

· インスタグラム。 

· 家族から。 

· 回覧板。 

· 福祉かつらぎ。 

· 知人･友人より。 

· 議員さんに問い合わせる。 
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不明・未回答
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問 33．あなたは、かつらぎ町が行財政の改革を進めていく上で、今後どのような取り組みが必要だと思

いますか。（○は２つまで） 

「公共事業や行政サービスの見直し」が 19.3%で最も多く、次いで「職員の資質向上」14.9%、「行政

の情報開示」12.4%の順となっています。 

  人 % 

公共事業や行政サービスの見

直し 
194 人 19.3% 

職員の資質向上 149 人 14.9% 

行政の情報開示 124 人 12.4% 

閉庁日や時間外などの対応 113 人 11.3% 

窓口業務の迅速化・電子申請 81 人 8.1% 

民間活力の導入 78 人 7.8% 

広域行政の推進 66 人 6.6% 

受益者（利用者）負担の徹底 42 人 4.2% 

補助金の削減・見直し 39 人 3.9% 

特にない 61 人 6.1% 

その他 12 人 1.2% 

不明・未回答 44 人 4.4% 

合計 
1,003

人 
100.0% 

 

○その他の詳細 

· 長い目で見た公共施設や設備の予想建設。（使って

いるのかわからない物に税金を使いすぎているよう

に感じる） 

· 住民票や印鑑証明など書類の自動印刷機。 

· 必要な事業、不要な事業の査定。将来への投資は惜

しまないようにする。 

· 正直行政が何をしてくれているのか全く分かりませ

ん。特に田舎は。 

· IT 化。 

· 行政リーダーの育成。 

· この頃職員さんの親切は目に見えて嬉しくなり、分

からないことがあると、役場に行くことが一番早い

と行ったり、連絡したりします。 

· 職員の勤務時間･内容の見直し。 

· 人材の適正を見抜いた人事。 
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不明・未回答
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◎最後に、これからのかつらぎ町のまちづくりについて、ご意見・アイデアなどがございましたら、どのよ

うなことでも結構ですので、ご自由にお書きください。 

・自由意見欄に意見等を頂いた人は 212人と、有効回答者 647人に対し、記入率は 32.8%でした。 

・これらの自由記述された要望やご意見、アイデアを集約すると、記入された意見は 338件となりま

した。 

・集約した意見を 5つの分野と 20の項目に区分し件数をまとめました。 

分類 項目 件数 

１．豊かな自然と歴史・文化のまちづくり 

1 自然保全・生活環境・土地利用 21 

2 生活基盤･インフラ 45 

3 公共交通 17 

4 歴史文化 1 

２．地域の特性を生かした活力あるまちづくり 

5.農林業・商工業・雇用就業 51 

6 観光振興 14 

7 移住・定住 17 

３．安全で安心して暮らせるまちづくり 

8.医療 1 

9 子育て支援 23 

10 高齢者・障害者支援 14 

11 防災 10 

12 消防・交通・防犯 8 

13 コミュニティ活動 5 

14 上下水道 7 

４．豊かな人間性を育むまちづくり 

15.学校教育・青少年健全育成 10 

16 生涯学習 8 

17 スポーツ・レクリエーション 12 

18 人権啓発・男女共同参画・地域間交流 1 

５．みんなでつくる協働のまちづくり・信頼される

役所づくり 

19.協働によるまちづくり・情報共有 32 

120 行政運営・行財政・その他 41 

合計 338 

「農林業・商工業・雇用就業」が 51件で最も多く、次いで「生活基盤･インフラ」45件、「行政運営・

行財政・その他」41件の順となっています。 

 

◎まちづくりについてのご意見・アイデア 自由意見詳細  ※別記３ 
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※別記１ 

問 12 -2．「良くなったか」「悪くなった」ご意見を項目毎に以下にまとめました。 

◎良くなった・少し良くなった 

1.自然保全、生活環境、土地利用、生活基盤(インフラ･公共交通)、歴史文化 

1 鍋谷トンネル開通大阪方面便利になった。 

2 大阪へトンネルが出来て便利になった。 

3 京奈和や鍋谷峠父鬼バイパスの開通によって車で行ける範囲が広くなり、利便性が良くなった。 

4 交通の利便性(京奈和自動車道延伸、鍋谷峠道路の開通)これによる人流の増加。 

5 京奈和が通ったことと鍋谷トンネルが開通したこと。 

6 大阪へのトンネルが開通し、通勤や買い物が便利になった。 

7 京奈和道や和泉へのアクセスが良い。 

8 
京奈和道や四郷トンネルといった交通インフラが整ってきている点。移動に不便を感じることが少なくなっ

た。 

9 京奈和道が和歌山市内まで走行できた。 

10 
京奈和自動車道が出来て、岩出･和歌山市･橋本･奈良県に行きやすくなった。鍋谷トンネルができて大阪にも

行きやすくなった。 

11 京奈和道の開通。交通の便が良い。鍋谷トンネルの開通。 

12 トンネル開通により外環状線に素早くアクセスできることにより、交通の利便性、買物がしやすくなった。 

13 京奈和道が出来て通勤が便利。 

14 大阪との道路が良くなった。 

15 新しい道路もでき高速道路も開通。住環境が良くなった。 

16 京奈和道の開通。鍋谷トンネルの開通。 

17 大阪へのトンネルが出来た。 

18 京奈和道の開通により県内県外への旅行や外出の機会が増えました。 

19 京奈和自動車道が出来たので交通がよくなった。 

20 
京奈和自動車道が阪和自動車道と繋がったこと。鍋谷トンネルが開通して大阪との行き来がしやすくなったこ

と。これにより人の流れが劇的に変わったので交通の重要性を実感した。 

21 京奈和紀北かつらぎ IC ができ、四郷トンネルも開通し交通の便がよくなった。 

22 大阪へ行くアクセスがとても便利になった。 

23 交通が便利になり大阪にも行きやすくなった。 

24 新しく道が出来て大阪に出勤しやすくなった。 

25 京奈和自動車道や鍋谷トンネルなど出来、大阪や奈良に出やすくなった。 

26 京奈和道の乗り口や鍋谷峠のトンネルができたので交通環境が良くなった。 

27 四郷の新しいトンネルが出来た事で大阪へのアクセスも便利になったと思います。 

28 四郷のトンネルで大阪に行きやすくなった。 

29 京奈和道の整備により交通アクセスが良くなった。 

30 京奈和道ができ便利になった。四郷トンネルが開通し大阪へのアクセスが良くなった。 

31 
京奈和道が出来て交通の良くなった部分がある。ただし狭い道でも車の通行量が増え、歩いていると危ないと

感じる時がある。 

32 
鍋谷トンネルが開通して交通の便が良くなったり京奈和道が通って良くなった半面、治安の面で不安な所があ

る。 

33 新しく高速道路ができて交通が便利になった。 
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34 大阪奈良へのアクセスが良くなった。 

35 京奈和ができて便利になった。 

36 大阪へのアクセス（鍋谷峠及び京奈和道路など）が良くなったことはいいと思う。 

37 京奈和自動車道の開通。 

38 和泉市に抜ける道や京奈和が整備された。 

39 京奈和道、笠田～和泉道路の完成により移動が便利になった。 

40 近くに高速道路、トンネルが出来、時間短縮できる。 

41 道が広くなった。京奈和道ができていろんな所に行くのが便利になった。 

42 道路が整備され大阪へのアクセスが良くなった。 

43 
京奈和道が開通し、町内にインターが 2 カ所でき、鍋谷トンネルが開通し、大阪方面への行き来が便利になる

など道路網が整備された。 

44 道がよくなって大阪･和歌山市･奈良･高野山各地への移動時間が短くなり便利になった。 

45 京奈和道が出来て大阪方面へ短時間で行けるようになったのと、国道の車の量が少し減った。 

46 京奈和自動車道延長されたり、大阪との府県間トンネルが開通して移動しやすくなった。 

47 国道 480 号、京奈和道路ができて交通の便が良くなった。 

48 大阪へのアクセスが良くなった。 

49 京奈和道路が開通したので県外移動時間が縮小された。 

50 京奈和道ＩＣが出来た事。 

51 京奈和道の開通により便利になった。 

52 府県間道路の開通により、他府県への交通が便利になった。 

53 和泉市へ道路が貫通した事。 

54 京奈和道が出来てか大阪に行きやすくなった。 

55 京奈和が繋がった。 

56 鍋谷トンネルが出来て大阪への行き来がしやすくなった。 

57 交通網が整備された。(京奈和道･四郷のトンネル) 

58 道路が整備され時間短縮されている。 

59 
道路の便がよくなり色々と出かけやすくなった。街との距離が短くなった(近くなった)住みやすい田舎!!にな

った。好きです。 

60 道の駅や京奈和トンネルができ、県外に和歌山の特産品や観光文化を発信できるようになった。 

61 道路が整備された。 

62 道路整備がされて通行しやすくなった。 

63 道路。 

64 交通の便が良くなり活気が出てきた。 

65 道が良くなってきた。 

66 交通の便が良くなり活気が出てきた。 

67 道の整備がされるようになったところは良くなった。 

68 
交通状況がよくなったのは大きい。夜に救急車が通過する音を耳にするとやはり助かる命も増えたのでは？と

思う。 

69 道路整備に関して良くなった。 

70 道の整備が進んだ。 
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71 道がよくなった。 

72 道路整備されどこに行くのも楽になった。 

73 道路の整備が進んでいること。 

74 道路の広さ。 

75 細かった道が広くなったのが良い。 

76 交通網が改善された。また道路の幅も改善された。 

77 道路。 

78 道も良くなった。 

79 道路が整備され(道が広くなって)運転しやすくなったので良くなったと思います。 

80 道路状況が改善された。 

81 道路が良くなった。 

82 町内の道路が少しずつだがよくなってきたと思う。 

83 所々ですが道が良くなった。 

84 自宅近くの道路状況が良くなった。 

85 道路が広くなったと思います。 

86 道路。 

87 道路が良くなった。 

88 道路が良くなった。まだまだ狭い道もあるが･･ 

89 道が良くなった。 

90 道路が整備された。 

91 道も広くなった。 

92 道路が広くなった。他府県の車が多くなった。 

93 道路整備が進んだことで、より他地域との交流が進んだこと。 

94 道路の整備。 

95 少し道がよくなった。 

96 交通の便が良くなった。 

97 交通の便が良くなった。 

98 道路が広くなったところもある。 

99 道路が徐々に良くなり買物に行くにも便利になりました。 

100 道もきれいになって通りやすくなった。 

101 職場が近くになった。 

102 溝をフタしていただいた。 

103 溝をフタして道幅が広くなったが、継ぎ足しの工事で道路がガタガタである。 

104 西渋田の道が広くなった。 

105 町道の整備が出来ていない。 

106 
私の住む広浦では高齢化が進み、道も狭く車が通りにくい。学校へも歩いては行けない、など問題点も多いと

思います。 

107 まだまだ農道が多く町道にして広い道にして欲しい。 

108 賃貸住宅等の建物が増えた。 
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109 どこがよくなったかわからないけど家の周りの畑田んぼが無くなり住宅が多くなった。 

110 笠田駅付近も新しい住居が沢山増えてきて若い人達が増えてきている点はいいと思います。 

111 
新しい住宅が建ち、それに伴い小さな子どもさんをたくさん見かけるようになりました。まだまだ人口は多く

ないですが将来が楽しみです。 

112 家。 

113 新しい家や建物が増えて活気づいている。 

114 昔に比べて近所にぎやかになった。家の周りは少し不便だけど車に乗れるので便利かな。 

115 住環境の整備が進んだ。 

116 ハード面。 

117 駅のロータリーが出来た。 

118 ＪＲの本数が減り、バスが無くなり車がなければ住み続けるのは困難。 

119 

コミュニティバスやデマンドタクシーも有難く利用していますが運行日のコース制限･時間帯も限られている

為残念に思うことも多いです。(車･自転車も使えず杖歩行なので..)高齢者向けの無料または割引クーポン券

(タクシー･バスの乗車賃の)を発行してほしいです。 

120 コミュニティバスができた。 

121 コミュニティバスが運行されるようになった。 

122 デマンド(予約型)タクシーの運行ができて良い。 

123 デマンドタクシーで病院・買い物が便利になった。 

124 空き土地増加傾向にあるが有効活用できていない。 

125 町内の環境を整備して住みたい町と思ってもらえるような町にしていかないと外から人が入ってこない。 

126 ゴミなどが農地近くの谷に放棄されている。これから増加しないか心配である。 

2.農林業、商工業、観光振興、移住・定住、雇用就業 

1 店がたくさん増えたこと。 

2 スーパーマーケット、ホームセンターが出来たので買い物するのに便利になった。 

3 買物がしやすくなった。町内の買い物→店舗の充実。 

4 スーパーなど生活に必要な物を買う所が多くあり生活しやすい。 

5 買い物がしやすくなった。 

6 近くに大型食料品店の開店。 

7 道の駅やおしゃれなカフェなど、県外や町外から来る人が増えたように感じる。 

8 スーパー等が増え、大阪へのアクセスもしやすくなった。 

9 色々とスーパーやドラッグストアと店が増えてきて買い物がしやすくなった。 

10 店も増えてきた。 

11 店が増えた。（もっと増えて欲しい） 

12 必要な買い物ができる店が増えた。 

13 買い物するところが増えた。 

14 スーパーが多くなった。 

15 店が増えた。 

16 色々買い物ができる施設が増えてくれた。 

17 
県外から転入してきてまだ 2･3 年なので 10 年前を比べられないが、去年からスーパーの移動販売が自宅近く

まで回ってきてくれるようになり助かっています。 
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18 直売所があちこちに出来てくれたので農産物が多少にかかわらず出荷できるので収入が増えてありがたい。 

19 店、オレンジができた。 

20 今流行のキャンプ等の押しの協力等連携を進めている。 

21 
アウトドア等も盛んで自然豊かなかつらぎ町は都市部から行楽に訪れてもらうには大きな強みを持っていると

思う。 

22 子どもの数が減少し若い人も町外で働くことになってきている。 

23 
コロナ禍の中あらゆる面の援助(ふるさと宅急便半額等)柿･みかん等、買って送る身には本当に助かります。

北海道等は大きいです。 

24 農業者への助成がよくなっている。 

25 世界遺産の町で交流が広まった。 

26 観光客も増えてにぎやかになって良いと思う。 

27 移住者が増えた気がする。 

28 若い世帯が増えた。高齢者世帯が増えた。 

3.医療、子育て支援、高齢者・障害者支援、防災、消防・交通・防犯、コミュニティ活動、上下水道、人権尊重 

1 子育てしやすくなった。子どもに対しての医療費等の手当てが充実している。 

2 医療費が高校卒業まで無償になった。 

3 子どもの医療費。 

4 子どもの医療費など手厚くなってる。 

5 高校生まで医療費が無料になった。 

6 子どもの医療費やインフルエンザ予防接種補助など子どもを持つ親にとってはよい環境になっていると思う。 

7 子ども医療の負担が少なくなった。 

8 高校生まで医療費がかからない。 

9 医療費が無料はとてもうれしい。他の地域の人からとても羨ましがられる。とても助かります。 

10 子育てについて支援もあり、不安が無くなってきている。 

11 こども園の無料化(３歳児～)、こども医療の年齢が上がるなど子育て世代にはありがたいと思ったから。 

12 町の健診が良い。 

13 医療制度の充実。 

14 健康長寿を目指すかつらぎ町で健診を積極的に受けるようになった。 

15 福祉健康づくりに取り組んでいる。 

16 医療機関が少ない。 

17 高齢者施設が増えた。 

18 公共交通や高齢者福祉サービス、介護サービスに於いて向上がみられ充実されている。 

19 介護保険料が高すぎる。 

20 ラジオを貸してくれてるのでかつらぎ町の事が良く分かるようになった。 

21 防災システム設置です。町内のあらゆる情報をラジオ･防災メールで知らせてくれることです。 

22 防災ラジオが出来て良い。 

23 1 軒に 1 つ防災ラジオが付いた事がすごく良くなったと思います。安心感があります。 

24 
防災ラジオを配布してくださったり、常時ＬＩＮＥでいろいろな情報を知ることができ、より安心して過ごせ

るようになりました。 

25 防災無線設置。 
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26 防災ラジオの配布もいいと思う。 

27 防災無線(ラジオ)の設置。 

28 防災無線の設置。 

29 防災ラジオの活用。 

30 防災ラジオが普及され、以前より災害･防犯時の安心感が少し上がったところ。 

31 ラジオはとても便利で安心。 

32 災害･安全対策が充実してきている。 

33 災害対策。 

34 道路整備や土砂崩れ(災害)防止対策が進んでいる。 

35 都市部からの人流が多くなり防犯に不安が出てきた。 

36 ボランティア活動が多くなった。 

37 地域の行事が簡素化された。 

38 部落差別がほぼなくなった。 

4.学校教育、青少年健全育成、生涯学習、スポーツ・レクリエーション、人権啓発、男女共同参画、地域間交流 

1 学校給食が実施されたのは大きいと思います。 

2 学校の給食ができた。 

3 給食導入。 

4 小中学校の給食ができた。 

5 各学校が統合され校舎がきれいで給食も始まり良かった。 

6 学校が新しくなった。学校給食が始まった。 

7 学校給食。(自校方式の方がより良かった) 

8 教育関係の充実。それらの決定・スピードの速さ。 

9 学校の校舎が建て替わった。 

10 学校の先生がすごく良い、安心できる。 

11 学校の統合で通学が不便になった。 

12 学校が廃校となった地域はさみしささえ感じる。 

13 
小学校統廃合により小学校の児童数が増えた点は良かったと思います。（元小学校があった地域は活気がなく

なったかもしれませんが） 

14 公民館活動等が活発になった。 

15 パークゴルフ場ができた。 

16 色々な施設がある程度整備されてきた｡(運動施設･プール等) 

17 少子化で仕方ないがスポーツ活動が低迷している。 

5.協働によるまちづくり、行政運営、行財政、情報公開 

1 防災ラジオ、かつらぎ町ＬＩＮＥなどで町政とのつながりが身近に感じるようになった。 

2 役場の発信(新聞広告、防災無線)で良く分かる様になった。 

3 
かつらぎ町の考え、議員各自の考えが、ネットの時代になり町民にスムーズに伝わるようになり、関心が持て

るようになった。改革が進んでいる実感があり、町民と共有し、前進できつつあると思います。 

4 行政からの情報が多くなり。 

5 ＬＩＮＥでの発信。 
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6 かつらぎ町のＬＩＮＥなどはすごく便利です。 

7 情報を得やすくなった。 

8 かつらぎ町からのお知らせがＬＩＮＥで来る!!すごく良いです。郵便代金もっと節約できるのでは⁇ 

9 ＬＩＮＥなどで町から発信される情報をスピーディーにキャッチできるようになった。 

10 メールなどを利用し情報が早く伝わるようになった。 

11 
防災無線など取り入れたりと町のため積極的に政治をしているところ。これからも予算もあるだろうがいらな

いところ(施設など)は省き、新しいことにチャレンジしてほしい。 

12 防災ラジオやＬＩＮＥなどで情報が入りやすくなった。 

13 かつらぎ町誌の内容がぐーんとよくなっていると思う。 

14 情報が良くなった。 

15 施設サービスも良くなった。 

16 
町政が少し良い方向に向いている様に感じる。老齢化に向かっていく中、いろいろ考えて頂いている。(例)先

日コロナワクチン接種の折、タクシーの無料送迎。 

17 
10 年前は町が勝手にいろいろしていたイメージでしたが、今は考えていることや町の中のこともわかるように

なりました。私利私欲の役場トップがいなくなったからだと思います。 

18 町民のニーズを取り入れて高齢者だけでなく若い子育て世代にもやさしい住みやすい町づくりをしている。 

19 
町長が変わったことで防災ラジオを各家に配ってくれたり、コロナへの素早い対応が見られたり、良くなって

きていると思う。 

20 コロナ禍ではあるがその対策のために様々な事業に取り組み、サービスの向上に努めているところ。 

21 
年を重ねて人のお世話になる事が多くなったからかもしれませんが、とても丁寧に接してくれることが嬉しい

です。 

22 
コロナ禍で出費がかさんだりマスクの需要が増える中、クーポンを考えてくれたりマスクやゴミ袋の配布等、

住民優先の政策がうれしい。 

23 休日の対応。(マイナンバーカード) 

24 町職員の対応が良くなった。 

25 役場の人はとても親切で詳しく説明してくれる。 

26 住民への対応については悪いと感じる。 

27 便利になった。 

28 若い世代の人口が少し増えたように思います。 

29 １０年前に比べてとても住みやすくなった。 

30 近所に子どもの声が聞こえる様になった。 

31 私はよくわからないが良くなったと聞いています。 

32 地域のつながりが厚くなった。 

33 世代交流が進み会話が活発になった。 

34 人間関係が良くなった。自然環境と人間の対話が出来るような町。 

35 
10 年前はかなり保守的な町と思っていましたが、最近ではそれほどでもない感じになっているように思いま

す。 

36 10 年前は 10 才の時なのであまり記憶にない。 

  

◎悪くなった・少し悪くなった 

1.自然保全、生活環境、土地利用、生活基盤･インフラ、公共交通、歴史文化 

1 空家が増えている。 

2 空家が増加。荒廃地が増加。 
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3 荒れた土地が増えた。 

4 空家・荒廃地等が多くなり活気が無くなった。 

5 少子高齢化により空家・荒廃地が増えてきている。今後はもっと増えるでしょう。良い活用が出来れば･･･ 

6 
荒廃地が増え続けている。どこの市町村でも同じ傾向ですが核家族による影響が大きいと思います。(我が家

も核家族です) 

7 荒廃地の増加。空家の増加。活気がない。 

8 空家が多くなった。 

9 家が減った。 

10 空家の増加。荒廃地の増加。少子化による人口減少。 

11 家が増えた。もっと広々してた。 

12 田畑を維持する人が減り、住宅が増えた分自然が減ってきている。 

13 活気がなさすぎ!夜は国道筋ですら真っ暗で何もない街すぎて恥ずかしい! 

14 整備された施設や設備の維持・管理・保守が十分出来ていない。 

15 橋などのインフラ老朽化。 

16 

笠田中～和泉方面への道(ファミリーマート付近)に友人が住んでいますが、新しい道が出来、万葉の里に停車

しているダンプ等が夜中勢いよくアクセルを踏み和泉方面へ、騒音がひどくなった。土日祝日もバイクや車の

台数が増加し、バイクに至っては早朝 3:30～5:00 頃和泉･堺方面よりブルンブルンと音を立てこちら方面へ。

そしてこの道が上り坂(下り坂)になっている為エンジンの吹かす騒音、アクセル全開で上り坂を･･土日祝日な

のに早いバイクなどは先程明記させていただいた早朝 4 時前後から朝の 9 時頃にかけ、ストレスになり睡眠障

害にもなる騒音だと考えております。 

17 府県間トンネルが出来て車の通行が多くなった。 

18 道路のライン等で補修されず停止位置等が見えにくくなっている。 

19 スクールゾーン歩道狭い。(道はきれいにするのに) 

20 細かった道が広くなったのが良い。 

21 路線バスが無くなった。 

22 和歌山バスが廃線になり不便になった。 

23 高齢化が進み交通の(バス等)の回数も減り、お店も無くなり生活面で少々不便になった所が少々気になる。 

24 

橋本･大阪に向かうにつきバスがない!!電車がない時間帯はとても不便。橋本から帰ってこれない!!高齢にな

って車に乗れなくなって、かつらぎ町から町外へ行くときどうすればいいのか。交通手段がない!!移動手段に

バスやタクシーの無料券を出してほしい。病院等に行けなくて子どもも仕事もあり困っている! 

25 

一見便利に見えますが弱者にとってはとても住みにくくなってます。バス(コミュニティバス)が減便し、しか

も土日休みでタクシーを使用できても予約制で、それも時間が決まっていて乗り継ぎを待つのに 30 分以上!な

めてるのか?昔のコミュニティバスに戻してください。 

26 コミュニティバス運行が減った。 

27 交通手段が悪く買い物等も大変不便である。 

28 
Ｒ24 のバスがなくなったこと。車がないと生活できない。買物･通院などが不自由で、主人も年を取ってきた

ので、アクセル･ブレーキの踏み間違いを防ぐ装置をつける補助金など出してほしい。 

29 
山間部でコミュニティバスが廃止になってとても不便です。デマンドタクシーのルート外なので利用できませ

ん。 

30 
バスや電車の本数が少なくなったり、無くなったりと不便。お年寄り等も車を手放せば出ていきにくい。コミ

ュニティバスをもっと活用してほしい。(本数･行先等)就労先が少ない 

31 バス･電車が少なく不便。 

32 住みたくない。交通の便が悪い。 

33 休耕田が増え、自然も減っている。 

34 緑が減ったように思う。 



 

47 

35 観光客が増えるのはいいがもう少し自然を大事に。 

36 紀ノ川の自然の悪化。 

37 ゴミなどが農地近くの谷に放棄されている。これから増加しないか心配である。 

2.農林業、商工業、観光振興、移住・定住、雇用就業 

1 銀行が無くなる。 

2 個人事業の廃業多くなり活性化がなくなった。 

3 町の個人商店がほとんど無くなったような気がする。 

4 商店が閉店している所がある。 

5 空家･荒廃地の増加､店舗･事業所などの廃業により、徐々にではあるが町の活気は失われている様に感じる。 

6 地域の商店街が減少傾向となり活気がなくなった(空き商店が多い)空き家が増えて子どもも減少気味。 

7 小さい店はつぶれていく。 

8 いろんなお店がつぶれてきたこと。 

9 コロナの影響で数多くの店が無くなったり、人が出なくなり、活気が減ったように思う。 

10 食料品以外の買い物を他の町や市までいかないといけない。 

11 町内での消費活動が衰退している。 

12 店が次々閉まると働く場がなくなる。 

13 
少子高齢化が進んでいます。廃業する店が多く荒廃化が進んでいます。自身の孫がいればかつらぎ町に住んで

とは言わないと思う。 

14 飲食店が減った。 

15 食事等に行くにしても店が開いている所が少なくなった。 

16 すぐ近くに何もない。どこに行くにも自動車が必要で不便。(例えば公園･コンビニ) 

17 農業をする人が少なくなった。 

18 休耕田が目立ちソーラーで埋め立てられた土地をみていると、農業の難しさを感じる。 

19 獣害対策の不足。 

20 町内で働く場所が少ない。 

21 
企業誘致が進まなく、商工業が少なく若者が定着しなく、県外に出ていき町に活気がなく、閉店した店や空家

も目立ってきている。 

22 働く場所が少なく若者がいなくなり、高齢者ばかりで空家が多い。 

23 仕事が少なくなった。 

24 高齢者が増えてきた。働く場所がない。 

25 若者が少なくなり働く所が難しい。 

3.医療、子育て支援、高齢者・障害者支援、防災、消防・交通・防犯、コミュニティ活動、上下水道、人権尊重 

1 変質者や犯罪が増えたと思う。 

2 交通機関がよくなった代わりに治安が悪くなった。(空き巣や農機具の盗難等)街灯が無い。 

3 空家が多くなり安全面で不安。 

4 泥棒が増えた。 

5 犯罪が少し多くなったような気がする。 

6 夜も電灯が少なく暗い。犯罪を抑制するためにという理由の青い電灯は薄暗く気味が悪い。 

7 建設課へ、避難場所が遠すぎる。衛生面も行き届いていない。避難の整備も行き届いていない。 
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8 老朽化した建物の建て替え、耐震対策など。 

9 大雨など昔はなかった近年の災害級天候への対応不足。(状況変化への柔軟性の無さ) 

10 山間部の人への災害対策など見放されている。 

11 住民の高齢化が進み若者が少なく地域コミュニティがきびしくなっている。 

12 少子高齢化の進展。地域コミュニティの弱体化。 

13 活気がなく人のつながり、コミュニティが薄くなっている。 

14 人のつながりが薄い。子どもをみんなで見守る風土が弱い。 

15 少子高齢化に伴い地域コミュニティの希薄化の進展。 

16 共同作業等の参加が高齢化となり、人力作業が捗らない。 

18 

地域住民が自分も含めて高齢者が多くなった。反面若い人も居住するようになりましたが昔ながらの地域の付

き合いも少なくなりつつあるように思います。例えば冠婚葬祭の付き合いの簡素化。唯一月当番があり、配布

物があることでつながっていることは良いと思います。町内放送も良くなりました。 

17 

人口が少なくなった。高齢者が多くなり町自体が活気がなくなったように思える。私も高齢者になって世の中

が変わってきているので、若いころに比べ楽しみや希望も無くなった。若い時のように動けないのがつらい。

年と共に体も動かなくなり何か希望や楽しみが無くなった。年寄りでも働ける場所が欲しいものです。 

20 紀北病院の利便性が無くなった。 

21 子育てしやすいといっているが子どもの過ごせる所がない。 

22 悪いまま何も変わらない。保育園は大きくなりすぎ。子ども同士遊ぶ場所もない。 

4.学校教育、青少年健全育成、生涯学習、スポーツ・レクリエーション、人権啓発、男女共同参画、地域間交流 

1 小学校や保育所･幼稚園が統廃合され小規模な所が少なくなった。少人数でアットホームな良さが失われた。 

2 保育所や小学校が統合され、不便になった。 

3 
地域に密着した小規模の保育園･小学校が無くなってしまった。そこへ通わせることを期待して移住してきた

が裏切られた気持ち。一方で住み続けていることでかつらぎ町への愛着は増している。 

4 給食できても中身ひどい(半生のもの出してる、訴えてももみ消される) 

5.協働によるまちづくり、行政運営、行財政、情報公開 

1 人口が減って寂しくなってきた。 

2 少子高齢化が進んでいる。 

3 人口減少。 

4 人口減少。 

5 人口が減っている点に危機感を感じます。 

6 人口が減っている。 

7 毎年毎月人口が減少している。 

8 10 年前より人口減が進んでいる。原因は何か。 

9 人口が減って子どもの数も減った。若者に活気がない。 

10 若い世代がどんどん町外に出ていってしまう。 

11 若い人が少なくなって活気がなくなった。 

12 少子化･高齢化が進み活気がない。 

13 若い世代の人達が少なくなり、周りの方々は 60 歳以上の方ばかりになってきた。 

14 若者が少なく高齢者が多くなった。 

15 若い世代が減り町の活気なくなったように感じる。 
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16 子どもが少なくなった。 

17 子どもが減ってきている。若い人がかつらぎ町から出ていってる。 

18 子どもが減った。活気がなくなった。 

19 子どもの人数が少なくなった。 

20 
かつらぎ町の 10 年前の姿を知らないが、私が住んでいた 45年前は人口も多く子どもも多かった。今は町に活

気がなく寂しい限りである。やはり大阪とのつながり(仕事･レジャー等)を作り活気ある姿に戻したい。 

21 過疎地になった。 

22 高齢化が激しい。 

23 高齢化が進み若者への負担が大きくなる。また、高齢者には手厚いが働く世代の負担が多い。 

24 学校が無くなってさみしく思っています！ 

25 少子化によって近くの小学校が廃校になったため、地域の方々との関わりが減ってしまった。 

26 
良くも悪くも急施にびっくりしましたが、小学校の統廃合など、コンパクト化したように思います。寂しいで

すが。高齢者の学校への関わりがなくなり、その地域の力が弱まってしまいます。 

27 学校の合併などにおいて地域コミュニティが無くなりつつあるように感じます。 

28 
町合併において中学校の休校等で活気もなくなり、町行政としてこの地域が重荷になってきている様に強く感

じて気分が良くない。 

29 
自己の老化に伴う生活環境(災害･インフラ障害時)対応の衰えが不安である。少子高齢化により街に活気がな

くなってきている。 

30 
町に活気がなくなった。10 年前も活気なかったがもっとなくなっているのではと感じている。(具体的に言え

と言われて具体的にいう事はできませんが･･) 

31 活気が無くなった。以前もなかったけどそれ以上。極めて排他的。 

32 活気がない。 

33 活気が少ない。 

34 活気が減った。 

35 活気がない。 

36 昔ながらのかつらぎ町が無くなってきている。町もそうだが人の温和な温かさが減っている。芯がない。 

37 実行力(責任感)をもった若者が少なくなっている。 

38 10 年前に比べ地域でのイベントや行事が減った。 

39 町職員の対応が悪い。(町民の情報が家族等に漏れているように感じられることがある) 

40 町民税が高い。 

41 人間関係。 

42 人間関係。 

43 世の中。 

44 していることがわからない。 

  

◎変わらない 

肯定的意見 

1 普通に暮らしてゆけるのでうれしい!! 

2 
インフルエンザ、コロナ予約の方法が良い。コールセンターなどに電話しなくていい、高齢者でも予約しやす

い、受診の帰りに予約できる。インフルは病院に置いているので忘れることがない。 

3 良くなった点としてフルーツロードの開通など、町の方への行き来がしやすくなったことが挙げられる。 

4 京奈和自動車道は便利です。 
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5 
地域の活動が時代の背景もあり少なくなってきた。公園など公共の場の修繕がこまめに行われていて安全に過

ごすことが出来る。 

6 京奈和道が出来て通勤が便利。 

7 トンネル開通で良くなった。 

8 良くも悪くも田舎で良い所。 

9 防災無線がついた事だけ良くなった。 

否定的意見・その他 

1 地場産業の PR 不足。 

2 総合運動場がない。 

3 全く変わらない。今も昔も閉鎖的。１日でも先に住んでいただけで高圧的な態度。 

4 
自分の住む地域近辺では世帯が減ったり荒れた畑が増えたりなど、過疎化の進行が続いており、地域の活性を

あまり感じられない。 

5 
10 年前は小学生なのではっきりとは分かりませんが 10 年前の知り合い・友達が県外に就職している子が多く

て少し寂しいです。 

6 全体的に進む方向が決まっていない。 

7 住民税が高い。 

8 近所つきあいが良いが知らない人が多く通るようになった。 

9 飲食業がもっと増えればいいなと思う。 

10 

人がどんどん減っている気がする。同世代のほとんどは和歌山を離れていってます。老人ばかり増えている気

がする。人が少ないからなのもあると思います。お店は車がなければいけないくらいの所しかない。徒歩で行

ける、または楽しめる店がない。 

11 街の財政が赤字のままであること。 

12 若者が住みにくくなっている。 

13 町職員等の必死さが感じられない。(町づくり･人づくり支援等で) 

14 発展性が無い。 

15 変わらないのがいいのかも？ 

16 堺から来て 20 年以上あまり変わっていない気がします。 

17 特に近隣は変化がないです。高野山へ向けての交通量が増加したように思います。 

18 10 年前も今も変わらない。良くも悪くもなく、進歩･変化がない。 

19 10 年前と変わったところが思いつかない。 

20 よくわからない。 

21 変化の実感がない。 

22 ５年前にかつらぎ町に移住しましたのであまりわかりません。 

23 10 年前の状況を知らないので分かりません。 

24 変わらないというか転入したのが去年なのでまだかつらぎ町を知り尽くしていません。 

25 10 年前はかつらぎ町に住んでいない。 

26 10 年前は住んでいないので分からない。 

27 ５年前に移転したので不明。 

28 他市から転入してきたため分からない。 

29 10 年前は住んでいないので分からない。 

30 転入してきて年数がたっていない為分からない。 
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※別記２ 

問 13-2．「具体的に取り組んで欲しい施策や事業」で記載があった内容を項目ごとに整理しました。 

項目 施策や事業の内容（具体的記載） 

1 自然環境の保全 自然環境の保全と活用について。 

  緑を少なくしたくない。増やしたい。緑を増やす行事や施設が欲しい。 

2 クリーンなまち 不法投棄だが荒廃地が増加する将来に重なってくるのではと思う。見回りや点検作業が必要

になるのでは。 

  川への不法投棄が絶えない。もっと指導を願いたい。 

  高速道路の出入り口、信号のある交差点等でゴミを捨てる人が多い。ヨーロッパに比べ日本

人は公共施設･空地･道路にゴミを捨てる人が多い。罰則規定が必要。 

  不法投棄の対策(時々ゴミ捨てのマナーが悪い人がいる) 

  ゴミの不法投棄がとても増えています。啓発看板等を設置してほしい。 

  きれいな街づくり、ゴミの落ちていない街づくり。 

  リサイクル･不燃物のゴミの日が少なすぎる。収集時間が遅すぎる 12:00 まわる。ゴミ袋が

薄くてすぐに破れる。猫がゴミを荒らす。 

  不法投棄などを確認した場合、役場で受け付ける窓口やスマホ等で撮った写真を受け付ける

アドレスを広報してほしい。 

  不法投棄は取り締まってほしい。 

  不法投棄が目立つので(大阪から?)監視塔考えて欲しい。 

  毎年町からプラスチックとペットボトルのゴミ袋をもらえるのは助かる。できれば燃えるご

みの袋も希望する。 

  いたる所ポイ捨てゴミがあるのでなくすにはどうしたら良いかを考えて欲しいです。不法投

棄に対する看板以外の効果のある対策。 

  ごみの分別をもっとちゃんとさせるべき。店ごとに包装サービスのバラつきがあるのも良く

ない。 

  ゴミの投げ捨てをやめて欲しいです。 

  ポイ捨てが多いからもっと注意喚起してほしい。 

  不法投棄を禁止する強いきまりの法制化。 

3 土地利用 若い世代の方が住居を建てたいと感じてもなかなか自分の土地がない場合、難しい部分があ

ると思う。かつらぎ町に住みたいと思った人が土地をすぐ選べるような仕組みがあれば他の

市町から若い世代を呼べると思う。 

  今後余ってくる土地が多々あると思われる。今から土地利用を考え、地域活性につなげて欲

しい。 

  幅広い年齢層の町民が活用でき、町外から人を呼び込める魅力的な土地利用、施設の計画。 

  秩序ある土地利用。 

  畑など荒れ放題になっている所が多い。 

  休耕田の活用。 

  耕作放棄地が多いので気になる。 

  空き家対策をして欲しい。老朽化で危ない。 

4 生活基盤整備 子どもの公園の増設。道路街灯の設置。 

  町道を広くして車や人が通りやすくして欲しい。 

  公園や緑地の整備。 

  道路の拡幅、水路改修。 

  不要な道の廃止と必要な道の強化。 

  橋を広くして欲しい。交通量増加しているのに狭い。 

  他の市町村のような広い公園がない。遊具も少ないように思う。かつらぎ西部公園の整備を

早急にしてほしい。 

  妙小までの通学路の整備。特にデイリーストア付近。 

  通学路整備、道路整備、南新町。 
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項目 施策や事業の内容（具体的記載） 

  山間部に整備に費用が掛かるのは分かりますが、もう少し広い道路整備を望む。 

  生活基盤の整備。 

  生活基盤の整備について。 

  弁天谷川の傍で生活しています。川一面に草が伸び、川底が上がっています。台風の度に水

位を気にしています。川底をきれいにして水の流れを良くして下さい。 

  幅広い年齢の子ども達が身体を動かして遊べる遊具のある公園を作って欲しい。 

  自然環境を活かした子ども達が安心して走り回れるような開放感のある場所。 

  インフラの整備は必要です。 

  小さい幼児から高校生まで遊べるパークの整備。パークゴルフなんて将来誰が使うのか。子

どもの居場所作って下さい。 

  ドッグラン作って欲しいです。 

  歩道が草が多くておじいちゃんがシニアカーで走れない。整備してほしい。 

  笠田の河川敷を芝植にして欲しい。サッカー利用。 

  子ども達が遊ぶ場所がない。公園もタコ公園ではなかなか遊べない。(大きな公園がない。

ボールを使ったりできない)家で遊ぶしかない!笠田地区に公園を。パークゴルフにお金をか

けすぎ!! 

  農林道･河川等のインフラ整備。 

  大きな道路が出来たが騒音がひどくなった。 

  コンクリートの道がガタガタな所をきれいにしてほしい。 

  歩道を定期的(せめて 1 か月に 1 回)に草刈りをして欲しい。紀の川の整備(河原でキャンプ

ができるように整備したり) 

  町道の側溝整備。 

5 公共交通確保 コミュニティバスの存在を知っていますが、利用方法がわかりません。広く町民が知ること

で利用が増えるとともに、運転免許証の返還、交通事故防止へと繋がるのではないでしょう

か。 

  現在の公共交通の利用実績を分析された上で、交通弱者の利便性を高めていただきたいと思

います。 

  私は今 40 代ですが間もなく 50 代に入ろうとしています。今は車が運転できますが 30 年程

たつといずれ車に乗れなくなると思います。その時今住んでいる地域から買い物に行くには

とても難しくなるのは絶対です。もちろん利用人数や経費のこともあると思いますが、例え

ば電車のように「準急」や「急行」というバスの運行の仕方も考えてみればいかがでしょう

か。 

  橋本行のバスを運行してほしい(往復)足が痛くて橋本市民病院へ行けない。 

  路線バスがないのにコミュニティバスも本数が少ない。自宅から小学校まで遠方の子どもは

歩いていけないので少しは考えてほしい。みんながみんな家族が小学校まで送っていける人

ではありません。近場で働いている人だけではありません。不親切すぎます。 

  バスを増やしてほしい(本数・路線) 

  現在のデマンドがややこしく、利用するにも土日運行なし等コミュニティとのバランス連携

も難しい。ますます使えない状況になる。第一交通さんの乗り合いタクシーとかないのです

か？ 

  橋本市と行き来が出来るコミュニティバス等があれば助かる。 

  商品券とかクーポン券を配布して町の活性化を図ってもらいたい。 

  コミュニティバスやデマンドタクシーをもっと利用しやすくして欲しい。車を手放したとき

に外出を不便に感じる。 

  タクシーの使い方をもっと便利にしてほしいです。 

  デマンドタクシーの早朝・夕方増便。 

  交通弱者にとってデマンドタクシーの時間を増やして欲しい。更に乗りたいときに呼び出す

ようになれば尚良い。 

  デマンドタクシーの予約システム。予約時間。 



 

53 

項目 施策や事業の内容（具体的記載） 

  お年寄りの方が困っているという生の声をよく職場で耳にするので、四郷方面、バスもな

く、デマンドタクシーもうまく使える時は使っているが、仕方なくタクシーに乗るという話

を聞くので、割引がきくタクシーとか..運転手を何人か契約して予約をすればみんなでシェ

アして 1 日でもずっとまわって用事について行ってもらえるとか..あったら助かるんだろう

なと思う。(行きは行けても帰りの足がない..とか困ってる声を聞くので)特に病院通いと

か。決まったルート以外も言ってもらえると喜ぶのではないか。 

  高田･背ノ山･移地区にもスクールバスを!! 

  バスや電車は利用する人が少ないから本数が少なかったり廃止されたりするのは分からなく

はないですが、誰にも頼れない方々の為に公共交通の充実をお願いしたい。 

  1 時間に走る本数が少ない。高齢化で車がない人が多くなるかと。 

  デマンド(予約型)タクシーの運行の拡大事業。 

6 歴史文化継承 町内施設の使用料金を下げて欲しい。 

7 農林業の展開 農業の担い手が少なく高齢者となり、農地を荒地となったところが増えている。現在よりも

っと高収入となる手立て等の支援を願いたい。 

  農業に興味がある人と担い手を探している人のマッチングシステム。 

  農業の若い人への関心度を上げること。 

  森林の整備活用。 

  耕作放棄地の解消。 

  農家など急に人手が欲しい時に、働きたいという人と助けが欲しいという人を繋ぐようなシ

ステムがあればいいと思う。 

  荒れた農地が多くなり、担い手の確保･育成が必要です。 

  農業生産基盤の充実。町獣害対策。 

8 商工業の振興 都市へのアクセスを活かし、商業が発展すればいいと思う。 

  若い人の働き場として商工業会社へ就職。 

  人が移り住みたくなる町にするためには、魅力ある仕事場を作る必要がある。商業誘致･工

業誘致を積極的に! 

  魅力ある商業施設がないため他県や他市町村での買物が主なので商業を増やして欲しい。 

  企業誘致働く場所の確保。 

  仕事がないとなかなか人口も増えないと思う。 

  特に飲料系。全国に発信できるレベルで広い層に刺さるものが必要。 

  丹生都比売神社も伊勢神宮のおかげ横丁の様にお土産売り場を作って欲しい。 

  活気ある町づくりには商工業発展が重要。Ｕターン･Ｉターンできる環境づくり。 

  魅力ある商工業の振興について。 

  魅力ある商工業の振興について。 

  ワーケーションの推進。 

9 観光サービス業 せっかく高野山へ行く人がたくさんいてるのでただ素通りされるかつらぎ町のままではなく

立ち寄ってお金を使ってくれる所をいくつも作るべきでは？ 

  観光したいと思ってもらえるようアピールしてほしい。 

  観光地として知られている所はよいが。それ以外にもお金をかけず、例えば住民から 1人

10 円～100 円とか募金してもらって、空地に花を植えそれを観光地にするとか..(よくチュ

ーリップ畑とかひまわり畑、コスモス畑など見かけます) 

  歴史ある土地柄をもっと認識し、誰しもが語れるようになってほしい。 

  観光情報発信。 

  町外から来てもらえる何かを持っていること。 

  かつらぎ町に遊びに来たくなる様な仕組みづくり。 

10 移住定住施策 人口減少は緩やかになってきているが、増加に転じる一手を。 

  空き家の利活用方法の検討。定住対策。 

  移住定住施策(若者たちが住みやすい町づくり等) 
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項目 施策や事業の内容（具体的記載） 

  移住定住を受け入れているが住民との生活内容が異なるため不満がある。常会にも入ってお

らず話す機会もない。移住定住の場合しっかりした受け入れ、約束事を伝えて欲しい。行政

の方からしっかり伝えた上で受け入れをして欲しい。定期訪問をして周囲の反応にも目を向

けて欲しい。特にゴミ･排水。 

  空家等の廃屋撤去にもっと積極的に関わって欲しい。 

  若い人の居住を望むが田舎は役が多すぎて苦にしているように感じる。（今現在高齢化でも

役の数が多すぎて皆困っている） 

  若い人がかつらぎ町から離れ、子どもの数が減ってます。定住施策の拡充など推進してほし

いです。 

  移住したいと思ってもらえるような町にしてほしい。買い物(ショッピング)するところがな

い。大阪に出るのに時間がかかる。ＪＲの本数が少ない。 

  空家が増える傾向であります。古民家再生や古くなった空家を出来るだけ早く処分する事。 

  480 号ができ、大阪へのアクセスが格段に良くなった。ニュータウン等の計画ができない

か? 

  年々人口が減少しており、もっと魅力的な町づくりが必要。住みたい町に。 

11 雇用就業環境 就職の機会を充実させ若者世代が定着しやすい地域づくり。 

  働く所がない。企業誘致に力を入れて欲しい。 

  シルバー人材センターではなく高齢者が働ける企業を増やしてほしい。 

  道路も完備されつつあり、企業の参入・工場等を受け入れをしたら地元でも働ける場所が提

供できると思う。 

  かつらぎ町内に就業できる施設が著しく少ない。 

  人口減少が続くのは、雇用・就業機会が少ない為と思われる故。 

  全国で最低賃金が低い為挙げて欲しい。 

  企業誘致により就業場所の確保を目指す。若者の地元への定着を図る。 

  企業の誘致などにより若者が働ける、また町の活性化につなげる。 

  企業の誘致。雇用創出。人口低下の阻止。 

  雇用先増加。 

  就業環境の改善。 

  製造業やＩＴ分野の就業環境への配慮を希望します。ワーケーションの推進。京奈和道周辺

での企業誘致など。 

  近隣に働く職場がなければ一層若者が減っていく。職場の誘致。 

  働ける企業が少なく感じる。 

  雇用･就業環境の整備について。 

  町内企業と町出身者の雇用マッチング。 

  雇用先が少ない｡(子どもも県外･町外に就職) 

  町内での働き場所が少ないこと。 

  かつらぎ町内に企業を増やし若者の雇用を増やす。テレワーク等が可能な企業等の提携。 

12 地域医療充実 紀北病院の外来充実。 

  夜間に子どもが急病になった時に、すぐに受け入れてくれる病院がなく、和歌山市内まで行

くことになった。近くに夜間救急があればいいのに。 

  コロナに限らず突然な病気が襲ってきてもすぐに対応して欲しい。 

  コロナ予防接種時、近くの病院からかかりつけでないため断られる。 

  個人院が多く救急で対応できない場合が多いのでは? 

  医療との連携を強化し、安全で安心して暮らせるようにしていく。 

  救急受入体制の強化。 

  個人病院の適正配置。 

  医療施設の稼働率がよくない。 

  中核病院誘致。 
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  小児の休日急患を利用したい際、和歌山市まで行かなければならない事が多いです。伊都･

橋本圏内で受診できる体制を望みます。またかつらぎ町内に皮膚科がなく不便です。 

 地域医療の充実について。 

  地域医療の充実。 

  医療の充実。 

  地域医療を充実してほしい。入院等できる病院を身近で建てて欲しい。 

13 病気予防 疾病は予防が大事だと思うので、学校でも健診や予防接種、町が行っている健康づくりのこ

とを教えたりプリント配布しても良いのではないか。 

  皮膚科や産婦人科が必要。 

  以前行っていた動脈硬化検査のような各種検診の充実。 

  食育の推進。 

  病気の予防について。 

14 高齢者社会参加 高齢者(75 歳以上)の見守り。 

15 高齢者福祉充実 診療所などの安定性。 

  介護予防。 

  支援が必要な方のサポートの見直し。 

  高齢者の福祉施設入居拡充。 

  認知の人の見守り。例えばガイドヘルパー的な制度があると良い。 

  高齢者福祉。 

  高齢者福祉の充実について。 

  全て重要であるが自分の高齢化を考えると行動制限が重要で、程度に応じた「福祉支援の充

実」をお願いします。 

  サービスの使い方について。 

  高齢者の福祉サービス。 

  介護を必要とする高齢者が増加しているので介護施設の増設を。 

  高齢者福祉サービスの充実(内容を分かりやすく伝える) 

  高齢者及び病気などで自由がきかない人達保護。 

  出来ればコストを安く!して欲しい。 

  70 才以上になっても収入から介護保険等の支払いきびしい。 

  高齢者福祉サービスの充実。要支援･要介護 1 つでも認定されたら困っている支援を受けて

欲しい。 

  サービス利用を活用してもらって自立した生活を送れるよう支援していく。 

  ケアマネージャーさんの訪問を月 1 度はして欲しい。家族の話も聞いていただけるとうれし

い。 

  介護サービスの充実。 

  買物の不便さなどから外出が出来ない高齢者の方もいると思うので、交通の利便性がもっと

良くなればと思います。田舎ではどうしても車が必要ですが運転できない方もいると思うの

で。 

16 障害者支援 障害者支援の充実について、今の世の中一般でも高齢者障害者となれば働ける場所と年齢に

よる規制があるので、高齢者障害者でも働ける施設が欲しいものです。 

  障害者支援。 

  障害者でも楽しく取り組める行事などが欲しい。 

  農福連携にもっと力を入れて欲しい。 

  障害者福祉サービス、買物等の支援。 

  障害を持った方々が安心できるサービス･支援･就労等。 

  就労支援を受けたいが窓口がわからない。支援していただけると助かる。 

  障害者の社会参加と交流事業。 

17 出産子育て環境 子育てしやすい環境だと思うのでこれからも維持してもらえるととても助かります。 
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項目 施策や事業の内容（具体的記載） 

  西部地区下水処理場近隣に子ども達が遊べる遊具の整った公園、また、「かもきみの湯」の

ような入浴施設。 

  私は 3 年間不妊治療で子どもを産みました。体外受精もしました。助成金があってありがた

かったですが、金銭面でとても大変でした。不妊治療受けている人は多いです。私も 2人目

を望んでいます。そのためにももっと支援して頂けたらありがたいです。金銭面･心のケア

共に。 

  子育てをしている時、母親が孤立せず気軽に行けるオープンなスペースがあれば..公園の様

なカフェの様な場所があればいいと思う。 

  少子化が進む今、安心して出産子育てができる環境の整備。 

  出産子育てしやすい環境、保障などもっと充実すればうれしいです。 

  産婦人科がない。 

  子どもが遊べる公園が充実すると嬉しいです。トイレも欲しいです。 

  県外やかつらぎ町外から移住して来て不安しかない子育てなのに、相談できる場がなかった

ので、自ら行きにくい人でも行けるような場所やイベントを取り組んでほしいと思った。 

  虐待防止の推進の強化。 

  産後ケア事業に力を入れて欲しい。産後ショートステイ、デイサービスができる施設があっ

たり利用時の補助金。 

  子育て支援。 

  子育てのしやすい体制。 

  かつらぎ町には子ども達が伸び伸びと外で身体を動かして遊べる公園や遊具が少な過ぎる。

町外の公園へ行っている親子が多く、町外に行かなければ遊ぶところがないのも悲しい。是

非!未来のある子ども達にもお金をかけてやって下さい。 

  ひとり親世帯支援、学童保育、NPO 支援。 

  出産･子育て環境の充実。出産することと育て上げることが大切。途中で命を無くさないサ

ポート体制を。 

  今、核家族が増加しているので相談支援してもらえる体制。 

  子育て環境の充実。 

  高齢者、障害者、子育て世代への対策は必須。 

  安心して出産･子育てができる町を目指す。そのための助成･支援を行う。 

  こども園における土曜日保育の実施。土曜日に仕事をしていると、実質半日だけという選択

肢は無いに等しいと思う。 

18 子育て施設整備 コロナがまだ続く以上、先生方の体調管理の徹底等。 

  かつらぎ町には子ども達が伸び伸びと外で身体を動かして遊べる公園や遊具が少な過ぎる。

町外の公園へ行っている親子が多く、町外に行かなければ遊ぶところがないのも悲しい。是

非!未来のある子ども達にもお金をかけてやって下さい。 

  都市型の公園だけでなくて自然を利用した公園づくり。 

  子どもの遊び場の拡大と遊具の充実をお願いします。 

  病児保育があれば助かる。 

  小さな子どもが遊びやすい公園が少ない。皆九度山や橋本などに出かけている。 

  男女共同参画社会の実現を目指すには、先ず子育て中の母親が安心して働ける事、その為に

は児童等が放課後に安全に過ごせる場所や関わる人材がもっと必要だと思います。これから

の子ども達が夢や希望を持てるまちづくりが必要ではと思います。 

  今は限られた大規模こども園しかなく、保育内容や子どもに合った幼児教育施設を選べない

環境であるのは子どもにとって不幸な場合が大いにある。 

  少子化が進む今、安心して出産子育てができる環境の整備。 

  こども園などに入れないと仕事に行きたくても行けない。こども園を増やして欲しい。 

  難しいと思いますが、保育士の人数を増やしていただき、こども園をもう一つ増やして働き

やすい地域を目指して欲しい。 
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項目 施策や事業の内容（具体的記載） 

  大人数園しかないので過敏な子は園の音量だけでもストレスになります。また入園が低年齢

になっているので、よりゆったり丁寧な環境が必要。町内の違った魅力のある保育園を目指

す園があってもいいのでは。 

  こども園が 2 園しかないのは少ない。増やして欲しい。 

  共働き･ひとり親世帯が働きながら安心して子育てできる施設整備と延長保育の助成。 

  子育て施設の整備。 

  保育園の増設。 

  両親共稼ぎの家庭が安心して子育てできるような体制。 

19 地域福祉社会 ひとり親への手当の振り込みをもう少し早めの時期にして欲しい(月初)ひとり親世帯の家賃

補助をして欲しい。（収入は減っていたりきびしかったりしても支払いは変わらないのはキ

ツイ) 

  子育て世代が住みやすいように住宅の補助を望みます。賃貸であっても補助が出て欲しい。 

20 社会保障 低所得者、無収入(働きたくても働けない)方へのきちんとした調査をし、迅速な生活保護の

支給。 

  低所得者に対して安心して暮らせるようにして欲しい。 

  社会保障の充実について。 

  殆どは年金生活、中でも支給額が少なく生活が成り立ちがむずかしい方がこの先どうしよう

かと悩んでいる事。 

  年金制度の改善。 

  老人の人達への社会保障(保険料･医療費なし) 

21 コミュニティ活動 自治区役員に殆ど女性がいないのは問題。 

  紀北病院へ行くバスが笠田駅となっているが、高田から出して欲しい。 

  自助のために大変重要。地域活動の推進につき行政からの人的･物的サポート体制の充実を

お願いしたい。 

  形骸化した地区のイベント事も多い。ちゃんと行政から指導と啓発・支援をすべき。 

  西部地区下水処理場近隣に子ども達が遊べる遊具の整った公園、また、「かもきみの湯」の

ような入浴施設。 

  地域の活性化。 

  仕事等で自由な時間が確保できない世代の家庭が、自治区の活動に参加するのは難しい。

(土日が休みの人ばかりではない) 

22 防災対策 避難所の増設、充実。 

  災害時の避難所の密にならない対策。一人暮らし、大家族の場合も公平に避難所を使えるよ

うにする。 

  安心だと思える避難場所がない。町役場が古すぎて困る。 

  気候変動で災害が起こりやすくなっているので、起こった場合の迅速な対応をお願いできる

組織作り。 

  近年新しい道路の開通で「山からの水の流れが変わった」と聞くことがあります。環境に配

慮しながら防災対策の強化を望みます。 

  河川敷、かつらぎ公園等を利用しての防災訓練。 

  南海トラフなど自然災害に対する取り組み。 

  防災対策･体制の強化。地震･水害･土砂崩れに対する危機管理対策を町民共に共有し進めて

欲しい。 

  避難場所の充実。 

  防災行政無線の早期全地域への普及。 

  防災対策・体制の強化について。 

  地域の防災意識の向上。 

  防災組織(自主)は現存しているが、町全体でスムーズな防災の取組み等の指導や支持をお願

いしたい。 
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項目 施策や事業の内容（具体的記載） 

  地域の防災意識の向上。 

  夜 12 時を過ぎての防災放送は、ほかの方法を考えた方が良い。 

  南海トラフの時どうしたらいいのか。山と川に囲まれていて避難所も川に近い。 

  防災ラジオの設置等、進捗状況は良いと思いますが、ため池の問題等まだまだ対応必要な問

題があります。 

  災害時における地域連携等の訓練等の充実。 

  南海トラフ地震に備えての防災意識向上の推進。 

  災害で停電になった時の発電機等の手配を迅速に出来ないものか。 

  防災対策･体制の強化について。 

23 消防体制 消防団員が団員になりやすいようにもっと手当をあげて欲しい。年齢制限もなくして欲し

い。 

  定期的な見廻り。 

  新田地区消防納庫の新設。 

24 交通安全対策 子どもにとってあぶない道が多い。無謀な運転の車も多い。 

  国道沿いの植樹帯、何の木や花も植えられておらず雑草が伸び放題。見た目も悪いし背が高

くなると視界も悪くあぶないと思う。国交省の管轄であるなら、その手配をして欲しい。毎

年の町内掃除も大変。国道に夜、外灯も少なく歩道もない所もあり危険だと思う。50 キロ

規制の標示板の電気切れたまま。 

  交通安全対策の充実について。 

  高齢者が狭い地域(かつらぎ町よりもっと小さい)でかなり年をとっても車が使用出来たら良

い。 

  交通安全環境の整備。 

  高齢者等無謀運転車両が多くあるため、取り締まり等を強化して下さい。 

  高齢の方含め若者も運転ルール、マナーの見直し。 

25 防犯体制 山で人が少ないからこそ犯罪が多い。カメラの設置、パトロールお願いしたい。 

  人、車通りの少ない箇所にも防犯カメラ等の設置をお願いしたい。 

  防犯カメラ設置を多くして欲しい。防犯パトロールも増やしてほしいです。 

  防犯カメラの整備。 

  防犯灯･防犯カメラの増設。 

  田舎なのかどうかわからないが事件などあってもその少しの間だけパトロールして、もうそ

のほかはパトロールしてくれないのでこまめにして欲しい。国道だけでなく山の方も見守っ

て欲しい。 

  防犯灯はついているが道が暗い。子どもの登下校を一人でさせるのは暗すぎて危険。 

  空き巣や農機具等の盗難の発生が多い。 

  防犯灯ですが大谷から京奈和道から降りてファミリーマートに行く間、2 本切れたままで 1

年以上経ちます。暗くて不気味な感じがしますが。あたりが真っ暗です。消してあるのでし

ょうか？ 

  人通り少ない所に防犯カメラなど設置して欲しい。 

  防犯カメラが少ない。 

  不法投棄が多くあります。言い逃れのできない様な映像等で指導することができる。 

  家屋の前(近く)に防犯灯の設置。 

  防犯パトロール･防犯灯･街灯･防犯カメラ。 

  防犯カメラが少ない。 

  防犯カメラの増設。 

  パトロールの強化。 

  窃盗などいろいろな事件が増えています。車等で注意喚起してほしい。 

  見守り隊などの重要視。 

  防犯カメラ設置等。 
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項目 施策や事業の内容（具体的記載） 

  防犯体制、大谷駅前を明るくしてほしい。今は空き地のようになっている。駐車場整備。自

販機の設置。 

  空き巣や強盗が多い気がする。パトロール等。 

  笠田街中は勿論の事。どの地域もまだまだ街灯少なく暗いとなると治安が。地域の幼稚園小

学校近辺のところ、そして道など調査し最低限の防犯カメラも必要かと。 

  防犯パトロールや啓発。 

  防犯体制。防犯灯･防犯カメラ･パトロールで命を守る(特に子どもたち)体制を。 

26 上水道整備 老朽給水管の取り替え。 

  山間部にも公共の水道をお願いしたいです。 

  水道管整備。 

  すごく高いと思うので安くしてほしい。 

  生活に支障が出る。水道工事が多すぎて困る。 

  断水が多いからどうにかしてほしい。 

  水道工事をしてほしい。 

  上水道の設置。 

  頻繁に水が濁るので改善してほしい。 

  ９月に水道管が破裂したことに加え、先立っての和歌山市の断水騒動を見て、日々不安で

す。 

  老朽化した水管の取り替え。 

  上水道も老朽になったのかあちらこちらで水道の工事が多い。同じとこで水道工事が多い。

老朽化しているので仕方ないと思うが大々的に水道管の敷設と耐震化を施してほしい。 

  上水道の安定供給。 

  計画的な施設の更新。 

  老朽給水管の計画的取り替え。 

  老朽給水管を替えて欲しい。 

  水道管トラブルの際、高齢化で配水車の所まで行けない人もいる。 

  上下水道問題。先日も水の濁りで家でも職場でも本当に大変でした。 

  上水の錆をどうかして欲しい。 

  今年 2 日間断水があった為老朽化の整備。 

27 下水道整備 道をはさんだ向かいの方は下水が通っていて、我家は通っていない。約 20 年先になる(工

事)と役場の方に教えてもらった。早く通るといいな。 

  下水道の早期工事。 

  近所まで下水道の整備ができているがその後なかなか進んでいない。 

  下水道の整備。 

  浄化槽の入替等、お金がかかるイメージがある。 

  下水道を早く整備してほしい。 

  早く公共下水道の整備をして欲しい。 

  にごり等なくしてほしい！ 

  下水道整備がどの程度進んでいるかは詳しくは分かりませんが、さらに推進していただきた

いです。 

  生活に支障が出る。水道工事が多すぎて困る。 

  下水道を南側の地域にもひいてほしい。店を出したいので。 

  下水道工事は完了したようだが取り残された地域への手立てを充実させる。 

  上下水道。 

  合併処理浄化槽の普及が遅い。 

  町全体に下水道にして欲しい。 

  合併処理浄化槽の工事をしていない家への普及。 

28 消費者保護 買い物のクレームの充実。 
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29 人権尊重   

30 教育環境 教育環境の更なる充実。 

  先生の熱心のばらつきを直してほしいです。とりあえずやり過ごしているというのが感じら

れます。 

  のびのびと児童が取り組めるプログラム。 

  小学校のトイレの洋式化を願いたい。 

  地域の中で小学生から不登校が増加しているように思います。どこに課題があるのか、家に

こもらず出るところ(自分に合った)を選択できるなどの対策の拡大に取り組んでほしい。 

  学力向上をもう少し。 

  学校教育環境の整備。 

  格差のない教育。外国人と身近にふれ合え、外国語がもっと身近になる様、英語の時間だけ

でなく体育や図工など違う環境でもふれ合う場所が欲しい。 

  分かっていても早寝早起き朝ごはん!を親御様に徹底して欲しい。 

  高田･背ノ山･移地区にもスクールバスを!! 

  教育環境の充実について。 

  公徳心の育成(大人･子ども共々) 

  教育環境の充実は必要です。 

  低学年のうちは 30 人学級にして欲しい。支援の子も普通学級にカウントして欲しい。図書

館にもキッズスペースを作って下さい。 

31 青少年健全育成 子ども会活動をしっかり行い地元の子を地元で育てる地域力をつけるべき。 

  リーダー研修に参加する子どもが減っている。学校行事として参加する位の対策をして欲し

い。 

  朝のパトロールもっと多くしてもいいと思う。 

32 生涯学習環境 公民館活動の活発化。 

  図書館が 1 カ所しかないので勉強できるところがもっとあれば良い。 

  公民館に子どもが遊べる場所が欲しい。 

  誰でもいつでも自由に使えるフリースペースなど豊かな自然と調和した建物と文化･自然を

合わせて、テレワークにもリモート研修にも使えるようなスペースで町のランクアップに取

り組んでいただきたい。 

  全世代が集える公園や図書館。 

  図書館をカフェ併設にしたり、学習(本持ち込み OK に)しやすくして欲しい(海南市の

nobinos のようなのがいいなあ) 

33 スポーツ・レクリ 専用のスポーツ場（野球・サッカー等） 

  もっとスポーツ・レクリエーションの終了する時間を長くして欲しい。 

  60 才以上の運動を増やす。 

  室内プールの建設。 

  大きな総合運動場が必要。 

  パークゴルフ場ばかりを広くしているけど、子どもたちのスポーツをする場所がとても少な

い。18 ホール以上のゴルフ場はもういらない。野球やサッカーをする場所、特にサッカー

をする場所の整備がなっていない。トイレも近くの公園を利用となっているが汚くて利用で

きない。（掃除をしていますが）サッカーだけでなく、若い子達がスポーツをする場所とし

ての場をもっと考えて下水処理場に作って欲しい。高齢者の事も大事ですが、ソコマデﾞ(18

ホール以上)広く作らなくてもいい。子ども達の為にも、もっと場所を作って欲しいです。 

  テニスコートが土のコートはかつらぎ町だけです。誰も使用していないしオムニコートに改

修して頂けたらありがたいです。 

  スポーツ活動に取り組む事によって子どもたちが健全に育ってくれます。 

  小･中学生のスポーツ育成。 

  球場を設備。 
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項目 施策や事業の内容（具体的記載） 

  少子化のこともあると思いますが、スポーツ活動が少なくなったと思います。施設も少ない

(野球･サッカー場が) 

  温水プールが欲しい。 

  インストラクターが必要です。 

  スポーツ施設の充実。 

  他市町村の人がうらやむ様な充実したスポーツ施設を。 

  あまり体を動かせる場所がないのでそういう場を設けて欲しい。 

  ジムで運動不足解消できるのでうれしいし、先生も分かりやすく教えてくれるので続けて欲

しいです。 

  スポーツ･レクリエーションの推進について。 

  スポーツパーク(バスケ、スケボ、クライミング) 

  幅広い年齢が出来るスポーツは長く。 

  子育て世代が住みたくなるような大規模な子どもの遊び場を作る。 

  運動公園を作ってほしい。 

  子ども達の成長を願うならその辺のおじさんおばさんを指導者に選らばずもっと指導者の選

択ができる様に、またスポーツ活動していく上で親の金銭的負担が軽くなればもっと良いと

思う。 

34 男女共同参画 地域が非常に保守的なため教育をしてほしい。 

  男女問わず安心して様々な種類の職業に就いて、社会参加できるような取り組み。 

  近年女性が働く場が増えてはいるが、重要な位置に立っている人は少ない。もっと女性も発

言･行動できるよう教育が必要。 

35 人権啓発   

36 地域間交流 隣町との格差が大きい為、連携してできない部分をカバーするような取組み。 

  企業誘致に積極的に取り組み、商店が立ち並び活気のある街づくりの促進。 

  良い事ばかりではないという認識が重要。 

  地域間交流できる所がないため充実して交流できるようにして欲しい。 

37 国際交流 子ども達がいろんな人と交流できたらいいなと思います。(コロナが収まったら) 

38 協働のまちづくり かつらぎ町で生まれ育った学生による地域貢献活動。 

  役場と住民が協働でまちづくりに取り組む体制。 

  1 年に 1 度位は各町内会に出向いて町民からの質問や要望を聞くなど、行政と町民の意見交

換をして欲しい。 

  移住者の受け入れや子どもの多い地域にもっと投資してほしい。 

  自治会活動支援。 

39 行政情報提供 インスタグラムやツイッターで魅力を発信する。 

  インターネット･ＳＮＳでもっと情報提供してほしい。 

  ＬＩＮＥによるかつらぎ町からの情報発信の取り組みは、住民にとって良い取り組みです。

これからは町外の方に向けたインスタグラムとツイッターの連動等による情報発信を期待し

ています。 

  ＬＩＮＥで行政情報が来るのが便利なので続けて欲しいです。 

  情報をもっとしてほしい。 

  参加しやすいボランティア活動の募集・広報。 

  子育て環境の事をもっと広めれば他地域からの移住者も増えていくのではと思います。子ど

もにとって良い環境という事をせっかくなのでどんどんアピールしてほしいです。 

  広報誌･町からの情報発信は大変良くなってきて分かりやすいです。ただ、新聞の折込に対

策等が入る時があり、インターネット等使用できない高齢者に分かるよう(新聞をとってい

ない人にも)回覧してはどうかと思います｡(その折込には伝えてあげて欲しいと書いてくれ

ていますが) 

  町内会に加入していない家への広報誌の徹底した配布をして欲しい。 
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  ＬＩＮＥ等の情報は便利であるが、毎日毎日同じ内容ばかりでもっと他に内容があるのでは

と思う。(便利な面もある) 

  インターネットでの情報はその日に近いものにして欲しい。一昨年のものについてはなって

いない。 

  情報発信。 

40 行政運営効率化 役場の職員の方に「笑顔で挨拶」をお願いしたい。町民に寄り添う気持ちをもって対応して

頂けるとうれしい。 

  各課の窓口の対応が悪い。上から目線での対応はいかがなものか。 

  一般企業と比べて給料もらいすぎ(契約社員と職員の差がありすぎ) 

  役所の職員が多い。 

  受けられる補助やサービスについて、積極的に行政側から情報提供して欲しい。役場内の課

がしっかり連携して欲しい。 

  職員数の適正化。 

  行政運営全般。 

  少子高齢化の進んだ当町に於いて旧態依然としたサービス行政ではなく、住民のもとへ動く

サービスをしてもらいたい。 

  話しかけづらい、相談しづらい場なのが印象的。忙しいかもしれないが、役所に入ってきた

時に「ご用件は？」ぐらい話しかける思いやりや配慮があった方が良い。 

  農山村活性の窓口の課が欲しい。 

  行政の便利性向上。 

  議員の削減。 

  役所の横との連携。ワンチーム意識。少数精鋭。 

  職員の情報共有等によって部署部署の隔たりを無くして対応して下さい。 

  役場の職員数が少なく仕事が追いついていないように見える。 

41 財政健全化 財政状況の公開。 

  自分たちの住民税がどのように使われているのか明確にするべき。 

  年功序列はダメ。今の仕事の倍して今の給料でいい。町民のために働け!! 

  財政の健全化の方向性を教えて欲しい。 

  財政の健全化。 

  財政運営の健全化。 

  適切な人材配置で人件費を無駄に出費していないか。 

  財政健全化。 

  町づくりで財政の健全化が重要です。行財政の運営等効率化に取り組みをお願いします。 

  会社等が少なく高齢者が増加して財政収入がどんどん減ります。不要なものを削除を。 

  積極的な黒字運営。 

42 情報公開 隠し事に内容に公開を希望する。トラブルがあった場合も隠さずオープンにするべき。 
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※別記３ 

まちづくりについてのご意見・アイデアの自由意見回答については以下のとおりです。 

番号 性別 年代 自由回答 

1 男性 40 代 こども園において、外部の人材を受け入れ、体力づくりや各種学習の機会を提供すること。箸

の使い方、ひらがなの書き方等、早期生活指導を充実させて欲しいです。紀の川市の各幼稚園

などから見習い、保育時間の活動内容を改善して欲しいです。 

2 男性 30 代 町民全体的に活用される物に対して重点的に負担を減らしてほしい。自分たちの住まわせても

らっている町の状況に興味がない若者が多いように感じる。自分達ももっと責任をもって興味

を示したり自覚を持たなければならないが、「どうせ誰が議員になっても大して何も変化ない

だろう」と諦めの部分があるので、他人任せで大変申し訳ないのですが、もっと「ワクワクす

る心」を大人に対して呼び戻してもらえる事業等があれば嬉しいです。大人がうるおえば自然

と子ども達にも伝染し、そのサイクルが継続されていくと思うので!!生きることに精一杯で夢

を見たり叶えようと志す人が少な過ぎるように思います。活気があり、笑顔で楽しんでいる所

には自然と人は集まりますので「かつらぎ町に住みたい」と思って移住される方々も増えるの

ではないでしょうか。 

3 女性 50 代 人の住まいや心が安心で豊かになる街づくりが一番大切だと思います。私にとってはとても住

みよい街だと思い感謝しています。我が家にはペット(犬)がいます。毎日散歩時も住民の方々

はみなさん優しく挨拶を交わして下さり愛犬にもとても優しく接して下さいます。毎朝の散歩

がとても楽しみです。防災ラジオもたくさんの情報を発信してくれるおかげでとても助かる事

(教えてもらう事)もあります。「住みよいまちづくり」頑張ってください!いつも有難うござ

います。 

4 男性 60 代 職員の態度がよくなったと思います。職場によっては町民に対して返事だけで現場を見ないで

できませんと言う職員が多いと思います。出来るか出来ないか現場を見て判断をしていただき

たいと思います。予算がある事なのでできるだけ予算を組んでいただけるようにお願いしま

す。 

5 女性 40 代 中学 2 年に転入し、住みやすい町ええとこいっぱいある町とずっと思っています。しかし、ア

ピール不足というか素晴らしい所がたくさんあるのに、世に知ってもらってない。どちらかと

いうとネガティブな情報の方が世に知れ渡っているかもしれません。出生率が下がり 20年後

恐ろしい…老人ホーム待機 100 人とか。しかし、企業さんはがんばっていてミモナ、ミゾバ

タ、築野、など大きな会社が多いのでかつらぎ町という町がブランドみたいになれば活性化す

ると思います。(住みたい町ランキング 1 位みたいな）学校の先生に良い人ばかり、子育てし

やすく、福祉サービスも充実していてあたたかい町。（老人や障害の人にも）消防の方、警察

の方、役場の方も何か接する時があっても親切、丁寧、すばらしいと思います。ええ町やな

あ..何かモットアピールして活性化してみんなが住みたい町と思ってくれたらいいなと思いま

す。不安なことが少なくずっとずっと子どもから老人まで安心して住める町に向かっていって

ほしいです。 

6 男性 60 代 役場はかつらぎ町の顔である。早急に建て替えを進める!!この恥ずかしい姿はかつらぎ町及び

岩出市のみ! 

7 女性 10 代 私を含めかつらぎ町民のためにいつもありがとうございます。 

8 男性 30 代 まず人口を増やすための取り組みが必要。そのためには新婚さんや子育て世代の移住が必要。

その魅力は教育であると思うので、学校をより魅力的にするために投資をしていくべき。 

9 男性 70 代 各市町村をみて農業工業のバランスがとれたところは、豊かな市町村といえるので、将来的に

工業の誘致を進めバランスをつけていってほしい。また、若者が農業工業に地元で就職できる

町にしてほしい。防災ラジオの配布で町との距離が近くなったと感じています。大変良かった

と思います。都市の県人会等でかつらぎ町への企業誘致したり、町と企業の距離を近くする交

流を進めていってほしい。 

10 男性 70 代 子どもが親や大人に「虐待」されないように常に気をつけて欲しい。最近よくこのような事件

が多いのでかつらぎ町でこんなことがないように本当お願いしたいです。ニュースで見ると心

苦しくなります。 

11 女性 50 代 町の水道を全戸に設けて欲しい。ゴミの不法投棄はなくしてほしいです。雇用促進・働く場所

の確保。 
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12 男性 30 代 娯楽施設があっても良いと思います。 

13 男性 40 代 子育て特区的取り組み(仮)幼保がこども園に統合され保育が充実してきた。特に佐野こども園

周辺は各種商業施設があり生活環境としては申し分のない現状ではある。子育てをしやすいと

いう事を強みとして移住者を増やしていきたい。東は西谷川から西は八風の湯、北はＪＲから

南は 24 号線までを子育て特区とし、事故の多い箇所にカラー舗装を行う。町キャラクターを

使用して標識を設置する。一旦停止箇所に段差設置、農地を宅地転用する際の条件緩和等。と

にかく他県の人がかつらぎ町に移住してもらいやすい、特に子育てしやすくなっている所をア

ピールしたい。来てもらえる特色を作って欲しい。独創的なものを。 

14 男性 70 代 車がない人のために公共交通（バス等）を増やしてほしい。（病院や買い物に行きにくい）手

を挙げたら乗せてくれるようにして欲しい。 

15 女性 20 代 子育て支援の充実➝公園等（大きくてたくさん遊具のある公園。駐車場・トイレなどもしっか

り。0 歳からでも遊びやすい様な工夫）経済的支援➝が充実しているなら、子どもを持ちたい

人に希望がある。もちろん子どもがいてる方も、もう一人欲しいと思った時の経済的な不安が

無くなる。コロナで子育てしている人にも現金給付で旅行など自由な行動ができてない方もた

くさんいてるので、経済的な支援があれば少しは生活水準をあげられて家庭も円満。かつらぎ

町に住み続けたいので、空き地空家など宅地にしてほしい。マイホームを建てる人にも支援な

どもしてほしい。土地もあり支援もあればずっと住み続けたいと思う。 

16 男性 50 代 駅前広場の整備を検討してください。公園は整備されましたが、造るだけで以降の維持管理や

保守が出来ていないように思われます。整備する際に以降の維持管理体制を考慮してから実施

してください。また太陽光を利用した外灯も整備されましたが、すぐに故障して一般の外灯を

設置しています。民間企業では考えられないことです。税金の無駄遣い以外の何物でもありま

せん。もう少し考えた整備事業の構築・推進を希望します。 

17 男性 70 代 私は卓球をやってますのでこんな町内大会をやってほしい。道の駅の駐車場を広くして欲し

い。 

18 男性 70 代 現在、若者は鍋谷トンネル開通で町内に働く場所が無いのか早朝多数の車が大阪方面に行って

いる。町をあげて企業誘致をしたら･･･ 

19 女性 30 代 空家をリフォームして、ハイツ等に住んでいる人が移りたくなるような住宅を整備する。森林

を整備して、切った木などを有効活用する。荒廃地の改良に積極的に取り組む（子どもたちが

本当にキケン!!）上記のような事を所有者のせいだけにして目をそらさない。 

20 女性 30 代 かつらぎ町はフルーツも多く、旬の時期は、たくさんの人が訪れ栄えていると思います。自然

豊かで人も温かく、素晴らしい所です!!1 年を通してたくさんの人が来てもらえるにはどうし

たら良いのか…。 

21 女性 50 代 ＳＮＳの普及により多くの人が町の事を知ることが出来ます。インパクトのある事業や取組は

町内外からの関心を引くことができます。もっと多くの人にかつらぎ町を知ってもらえる様な

取り組みをしてほしいです。中阪町長の facebook やラインでしか町のことがわからない仕組

みに問題があると感じています。もっと職員さんがいろんなことを発信し、いろんな人の声を

すくい上げていかないと町は変わらないと思います。 

22 男性 10 代 アンケートの項目が多すぎる。途中で疲れました。スミマセン。ご褒美でもあれば最後までが

んばります・・・ 

23 男性 30 代 高齢者・子どもへの対策も重要ですが、若い世代（20～40代）が生き生きとできる対策も考

えてほしいです。現在 30 代ですが、同級生のほとんどは町外へ出ていってしまっています。

高齢者・子どもを支えていく世代が魅力を感じるようなまちづくりを期待します。 

24 男性 30 代 かつらぎ町はかつらぎ音頭にもあるように「若い町」という面があって、他の地区に対する関

心が薄い。1958 年に伊都町、妙寺町、見好村が合併してかつらぎ町が発足したのだが、高齢

化社会ということもあり、今なお生活・文化において、この地区が分かれている感が強い。他

の地区には関与しないのが町民の当り前で、町ぐるみのイベントがあっても、大多数の大人は

仕事の都合で嫌々やってくるのが実際のところだ。町民として一体感を感じたことはほぼ無

い。だからこのアンケートに回答するのも少々骨が折れた。他の地区の事はよく知らないし、

町をよくするための町関係者の尽力も詳しくは分かっていないからだ。あくまで自分の住む地

区をイメージして回答することになった。これを良い意味で捉えると、町民や移住者には将来

的な事由が確保されていることになるが、その分、行政の方々の負担が増える。どうぞ皆様ご

自愛くださいませ。 
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25 女性 30 代 一部の地域では新しい住宅が建ち、若者が増えてきている印象ですが、やはり高齢化が目立つ

地域も沢山あります。私が住んでいる広浦もその一つで若い世代がいません。それは町道が狭

く、不便さが目立つ所や、子育てしにくい地域だと個人的に思います。高齢の方ばかりなので

地域の行事など、今後どうなるのかという不安もあります。空き家もいくつかあり、暗い印象

があるので新しい住民が増えないと思います。今すぐに解決できる問題ではないかもしれませ

んが、先ずは道を広げて車や人が行き来しやすくする。空き家をそのままにしておかず、新し

くリフォームするなどしてきれいにする。車がないと生活できないのでコミュニティバスが家

の近くまで来てくれるととても助かります。これから子どもが小学校や中学校へ通う事になり

ます。（現在 3 才）その時に今より通いやすい環境になっていることを願います。 

26 男性 20 代 妙寺駅の公園をきれいにしてほしい。前の土地が荒れすぎているので早急に対応して下さい。

駐車場にするなど。かなり迷惑しています。 

27 男性 60 代 若者の定着を充実して欲しい。 

28 男性 50 代 かつらぎ町は「四郷の串柿」や「丹生都比売神社」などが既に知られていると思いますが、こ

れらの特産品や文化遺産の情報提供をこれからも進めていくと共に、“フルーツの町”として

体験型の農業や観光を通じて町外の人々に知って頂くために、情報発信を続けていくという事

と、新たな特産品の開発も必要ではないかと考えています。 

29 女性 40 代 かつらぎ町の助成金申請を 2度行ったことがあります。申請書類を窓口で提出したのですが、

電子申請ができれば非接触で時間の制限なく行えるので推進していただけたらと考えていま

す。また、大東建託株式会社の居住満足度調査で 2021 年度の街の幸福度ランキングでかつら

ぎ町が 1 位（2021 年度和歌山県）という情報をインターネットで見つけました。今住んでい

る町民が幸福を感じているのは大切なことだと思うので、「どうして幸福を感じられるの

か？」がより深くわかり、町民で共有することが出来たらと思います。 

30 男性 20 代 ＣＤ・本など購入したりレンタルできる、そういう企業があってほしい。 

31 女性 50 代 産まれもかつらぎ町、就職もかつらぎ町、結婚してもかつらぎ町、地元密着しすぎ!!とよく言

われます。ちなみに主人も、産まれ・就職もかつらぎ町!死ぬまでかつらぎ町にいられたらい

いと思っています。住みやすい町Ｎｏ１のかつらぎ町。応援してます。「かつらぎ町」ひらが

なが気に入っています。 

32 男性 30 代 くしがきの里を中心としてさらに人を集める、施設を増やす、拡充させてもらえたらと思いま

す。くしがきの里に「よってって」のような土地でとれた農作物をもっと置くと人は集まると

思います。あとカフェ（スタバ）を誘致すると若い人が集まる可能性があります。駅周辺の開

発もしてもらえると学生が集い、また自習室や書店（参考書が充実した書店）、カフェを妙寺

駅前につくってもらえるともっと活気が出ると思います。もっとこの町が活気あふれる、人口

が増えていく町になるよう願っております。 

33 女性 40 代 ミニバスに興味を持ち、バスケを好きになり、バスケを始める子が増えてきています。サッカ

ーゴールやテニスコートはあるけれど、子ども達が集まってバスケをして遊べる場がなく、小

学校のグラウンドにもバスケットゴールがありません。「どこかにバスケットゴール作ってく

れたらみんなで集まってバスケして遊んだり、練習したりできるのにな」という子ども達の声

も聞かれています。ゲームをして遊ぶ時代なのか、外で集まって遊ぶ子ども達の姿が減ってい

るように思います。バスケが大好きな子達の為だけでなく、子ども達が外で元気に遊ぶ環境作

りの為にも、バスケットゴールの設置を考えていただけると嬉しいです。 

34 男性 70 代 紀ノ川南地区は北地区と比べあらゆる面で劣っている。例）商業施設が全くない。道路環境が

悪い。新かつらぎ橋の行方がわからない。 

35 女性 60 代 高齢化が進み若い世代の働き場を増やす計画を強化してほしい! 

36 女性 20 代 高齢化が進む中でも、若者のアイデアが積極的に活かされるような活気的なまちであってほし

いです。そうして、年代問わずすべての町民が交流できる場があるとよいと思います。歴史文

化も深く、自然豊かで優しい方々ばかりのかつらぎ町の魅力を、町外の人だけでなくそもそも

町民が再確認することがかつらぎ町のファンを増やすために必要なことではないかと思いま

す。 

37 女性 40 代 まず、生活保護世帯の見直し。税金の無駄遣い。使われていない施設の有効活用。子ども達が

安心して遊べる場所づくり。就業先が少ない。無形文化財を町全体で盛り上げる。町に魅力が

ないため人口が減少しているため、住もうと思う町づくりが必要。書店や集合施設があれば人

が集まる。道の狭い場所や、電波の入らない場所が多い。 
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38 女性 20 代 かつらぎ町ＬＩＮＥの文章が時々変なときがあるので気になります。集計結果を楽しみにして

います。大変だとは思いますががんばってください。 

39 男性 40 代 防災ラジオが常に鳴っていて何が重要かわからない。 

40 男性 60 代 かつらぎ町は良い町です。子どもの人数が増え、以前のように活気ある町になるよう望んでい

ます。 

41 男性 60 代 外に出てる子どもの帰省(働き場所）緊急事態での仮屋場所指定。今特に公務員の質が下がっ

てきているように思う。自分中心で国民の為に考えているのでしょうか。身を切る改革を国か

ら町としてほしい。自身の都合悪くなる事には目をつぶり、他人を責める。おかしいです。日

本沈没かなぁ。自分に厳しく他人にやさしくなってほしいです。 

42 男性 30 代 財政的に不可能でしょうが、①妙寺駅から南へ、公園を突き抜け三谷まで橋をかける➝旧三谷

橋とのシーソー整備体制の確立。丹生酒殿神社・妙寺駅前公園・平和地蔵の現実的観光導線。

②かつらぎ郵便局裏に「かつらぎ町駅」の新設➝役場・駅・郵便局・あじさいホールと、町の

中心地としての発展。③「宝来山神社駅」の新設➝神社を中心とした観光地化。④西笠田背ノ

山のキャンプ場設営➝駅から行けるほどよい高さのキャンプ場。 こういったことが出来れば

観光力強化は可能。 

43 女性 40 代 燃やすゴミの袋が高すぎると思います。袋も薄手ですぐに破れるし、ゴミを入れる時、いつも

苦労します。必要なものですので購入しますが、いつも買いにくい値段と感じます。 

44 男性 50 代 京奈和自動車道の延伸、鍋谷峠道路の開通により、激的にかつらぎ町を通過、来町する人が増

えた。これをチャンスととらえ、人口増（Ｕターン、Ｉターン）、活気あるまちづくりにつな

がる施策を充実されたい。例えば紀北かつらぎＩＣの出入口が、Ｒ24 国道で行き止まりとな

っているが、真っすぐ南側へ紀の川に橋を架け、兄井～東渋田の道路を拡幅すれば、高野山へ

行きやすくなる。また、河南に企業誘致しなくても、交通の便が良くなれば企業がやってくる

のではないか。そうすれば働く場所もできる。･･･などまちづくりを考えてほしい。期待しま

す。 

45 女性 20 代 高齢者の方々が定年後も働ける場所を充実させてほしい。シルバー人材センターや生きがいづ

くりの場をもっと増やしたり中身を豊かにして、高齢者が生き生きとしている町になってほし

い。 

46 男性 70 代 雇用を確保するには、企業誘致が考えられますが、何かインセンティブがないと企業も来てく

れない。パソナの淡路島への移転のように、交通の便や遠距離の問題は、今やあまり影響がな

い時代になりつつある企業も多くなってきているようです。そこで我が町かつらぎ町でも「地

価が安い」「一定期間の税免除」等、新たな開設に伴う投資負担を軽減するために、様々な優

遇措置を設け、立地企業の発展と成長・雇用確保を支援する制度を県や国と連携して、企業に

とって魅力ある経済特区を目指すことに挑戦しては如何でしょうか？期待しています!! 

47 女性 50 代 不透明な補助金等が多いように思う。支給後の状況確認や、使われ方が適切であるか、支給・

補助して終わるのではなく、その後の対応が不十分なのではないかと思われる。財政には限り

があるので、町民に出来るだけ開示して、明確にしてほしい。本当に助けを必要としている事

に使われるように望みます。 

48 女性 10 代 浄水場の空き地にスケートボードパークを作ればいいと思います。妙寺にあるアウトドアショ

ップ Orange とコラボ(協力)して作ってみてはどうですか。それとキャンプ場またはオートキ

ャンプ場などを作ってみてはどうでしょうか。花園にネスタリゾート神戸のような自然をいか

したアスレチックを作ってみてはいかがでしょうか。定期的に移動図書館などをやってほし

い。レンタルスタジオ(壁一面に鏡がはってある)を役場運営でする。ドラマや映画の撮影を誘

致する。道の駅に宿泊施設(2～3 組)を作る。 

49 女性 30 代 小さな子どもでも遊べるような、遊具の充実した公園が欲しいです。橋本市のきのこ公園のよ

うな駐車場もあり、広いスペースもあるようなもの。皮膚科など町内にはない科や少ない科の

病院が増えると助かります。狭い道路が多いので、車の通りやすい広さに出来ると嬉しいで

す。 

50 男性 70 代 道の駅万葉の里は人気があります。お店に入っても若者が好む商品が少ない。他所の道の駅の

様に、若者が楽しめる商品を多数置いて欲しい。 
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51 女性 60 代 高齢化が進み、若者や子ども達が少なくなり、元気な子どもの声もあまり聞けなくなり淋しく

思います。何か若い世代を呼び込む魅力あるかつらぎ町にしていくべく、行政の方でも考えて

頂き、活気のあるかつらぎ町になればいいと思います。 

52 男性 30 代 よりよい町社会にしてほしいです。 

53 女性 30 代 子どもは学校での出来事をいつも嬉しそうに教えてくれるのですが、特に何かイベントがある

ととても楽しそうに話してくれます。その中で障害者の方々、高齢者の方々、高校生の方々が

教育や体験学習に来てくださった事を年月が経ってからもしっかり覚えていて話しています。

そういった行事は子どもにとって楽しいようなので、どんどん増やして子ども達と地域の様々

な方々との交流の場を設けていただけるとありがたいです。 

54 女性 50 代 アンケート集計ご苦労様です。よろしくお願いします。 

55 女性 60 代 行政の考えは（町長の考えが）偏っている。考え直す必要あり。 

56 女性 30 代 早く町役場を建て直してほしい。きちんとした公民館が欲しい。台風といった災害時に安心で

きない。 

57 女性 70 代 三谷地区は町内の道路が非常に狭く救急車や消防車が来ても普通に走れない感じ。今の状態だ

と救急や消防の車が来てくれても道が狭いためのろのろでは意味がない。道路を少しでも広げ

る方法を考える対策を願います。 

58 男性 30 代 高齢化しつつあるかつらぎ町に若者が惹かれる働き場所をもっと増やしてほしいと思います。

農業も盛んな町でも、荒れた田畑をなくしイノシシやシカなどから守られた畑をいかに多く耕

作し、収入を得る場所になるかで農業人口も変わると思います。働くことに魅力を感じられる

かつらぎ町になってほしいと思います。安心してこの住み良い自然にあふれた町に住み続けら

れる町にして欲しいと思います。 

59 女性 10 代 かつらぎ町は自然豊かで本当に住みやすいところだと思います。でも、学生の立場からだとか

つらぎ町で友達と遊ぶところが少ない(公園とかしかない）のでどうしても違う市に行きがち

になるのが少し辛いです。また、夜に帰ることが多いので国道沿いの電灯が少なくて怖いなと

思うことも多いです。あと、町をあげての避難訓練などがあってもいいなと思います。 

60 回答 

しな

い 

50 代 駅の陸橋の老朽化、コミュニティバスの減便。以前は土日祝も運行してましたし、三谷・兄井

方面、渋田方面が乗り継ぎ必要なし、時間も本数も少なく不便でしたがそれなりに工夫してス

ーパー等に行っていましたがこれではとても無理です。タクシーも結局減便の内ですし、おま

けに土日祝休みとは弱者に死ねといっているのと同じです。車を持っている人ばかり、若い人

ばかりを重視しているのでは生きていけません。で、結果、若い人も都会に出て、老人・弱者

が残り、町の発展には逆効果のように思えます。毎日行っていたスーパーも行かなくなれば結

果は見えています。 

61 女性 50 代 インターチェンジも 2 つもあり、地域の活性もどんどん進めてほしいです。紀北かつらぎＩＣ

から南へまっすぐな導線があればすごく便利だと思う。兄井～大谷の橋もインター出来てから

使用する人が増えているが、1 車線しかないので譲り合い、でも数人の人は突っ込んできて自

分がバックするはめにも何回もあります。なので新しい橋の建設と、トーツー～渋田のセブン

イレブンの間の道の舗装をしてほしい。また、下水道も整備して欲しい。九度山や高野山に行

く方、サイクリングする方も増え、店舗をしたいと思うが自宅用に入れている浄化槽の見直し

も必要となる中、費用も掛かる。南側の地域の発展も考えて欲しいです。 独身女性が増加し

ている中、子どもや家族等の支援は多いが、女性特有のものがない。職場においても有休や結

婚休日等あるがその人のいない分私たち独身女性に負担がかかるが、だからといって私たちに

何かメリットがあればと思う。 

62 女性 60 代 今回のアンケートは良かった。町長だけでなく職員もアイデアを出し、自分の担当だけでなく

みんなで町行政を盛り上げていってほしい。若い職員も多いようで、その人達が自分の意見を

積極的に言える職場が、ひいては住民のために働く役場になると思う。期待しています。 

63 男性 40 代 水道料金が高い。工事が遅い(河川等の) 

64 
 

70 代 マイナンバーカードがこれから必要になってきますね。役所まで行けない人の為役所で考えて

いただけませんか？団地の空家、衛生的に悪いです。建設課に頑張ってほしい。介護度が下げ

られてもう少し調べて欲しい。悪くて困っている人も皆一律に下げるのは不公平です。 

65 女性 70 代 自然環境に恵まれたかつらぎ町に住める事に感謝して、少しでも平和な地域社会の為にお役に

立つ働きができますように、請われれば喜んで進んで働かせていただきます。 
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66 女性 30 代 かつらぎ町は世界遺産とフルーツの町でとても素敵な町だと思います。もっとアピールしてた

くさんの人にかつらぎ町を知ってもらいたい。しかし電車も本数が少なくアクセスは悪い。な

かなか行きづらい場所だとは思う。また若い人が行きたいと思えるような場所が少ない。大阪

に住んでいた事があるのですが、やはり比べてしまうと不便に感じることも多い。廃墟も多

く、なんとなく暗いイメージがある。もっと活気のある町になればうれしいです。期待してい

ます!かつらぎ町の花火大会は毎年楽しみにしています。コロナで中止の年もありましたが、

いつもありがとうございます。 

67 男性 50 代 地域、まちづくりは本当にいろいろ難しいことも多いですが、行政と地域住民が意見を出し合

ったり協力して一緒につくっていかないといけないと思います。お互いに頑張っていきましょ

う。 

68 男性 70 代 若者が定着できる環境づくりを行う。働く場所の確保により、ＵターンＩターンを目指す若者

に魅力ある町、子育てに特化した行政支援を行う。 

69 女性 80 代 高野口町にある紀望の里のようなお風呂をかつらぎ町にもつくってほしい。 

70 男性 60 代 義務教育について一言、生徒児童が思いやりのある社会人に育つような教育をお願いしたい。

自分は右翼ではないが、祝日に日の丸掲揚しているが、近所では我が家だけである。わが日本

を愛し、思いやりのある日本人に育つようお願いします。 

71 男性 60 代 とにかく町人口の増やすことに重視する。国道 480 号開通に伴い大阪等からの交通量も増えた

ので、反対にかつらぎ町で住んで大阪へも仕事に十分通える範囲圏だと思う。そして町内に移

住する方にいくらかの支援金を支払うなどして、とにかく町外からまた県外からの移住者の増

加を考える。 

72 女性 50 代 お願いしたい事。かつらぎ平和公園の駐車場に線を引いてほしいです。駐車しにくいです。隣

の墓地の入り口がきれいになり歩きやすくなりました。ありがとうございます。ついでに駐車

場の白線もお願いしたいです。 今回このアンケートで感じたことは、広報を読んでいても知

らない事が沢山あるという事です。特に 3.の町の現状と今後の取組項目はわからないから満

足とも不満とも言えない自分がいます。私は大阪出身(南部）で電車バスは充実していて、か

つらぎ町の単線電車には驚きました。今でもごくごくたまに電車に乗る時不便さを感じます。

若い人は都会へ行きがちです。地元で魅力ある企業が沢山あり、老若男女の比率が同等数いれ

ば、あるいは若者がかつらぎ町に定着してくれるなら交通網の充実も実現できるのかなあと素

人は思います。車に頼らざるを得ない今の生活から自分の足で電車やバスに乗って移動できる

生活を手に入れられたなら、高齢者の運転事故も減り、安心安全な暮らしが出来る様な気もし

ます。かつらぎ町は子育てするにはいい所だと思います。防災にも力を入れているし良い点も

あるのですが、自分が若者だったとして、ここで一生暮らしたいかと問われればそれは否で

す。一生暮らしたくなる町、それは年代によって答えは分かれると思います。すみません。ご

ちゃごちゃと書きましたが公共交通機関の充実を願っています。 

73 女性 30 代 スクールバスを増やす。子どもの数が減少していて、近くに友人がいない子が多いと思いま

す。一緒に行く子がいないと防犯上も危ないのでスクールバスをもっと導入すべきである。ま

た、共働きの家庭も増えていたり、一人親も増えているので、送迎等は親の負担が多く、もう

少し考えて欲しいと思います。 

74 女性 40 代 町長さんが代わられてからのかつらぎ町の広報がすごく毎月楽しみになりました。それは、高

齢者だけでなくがんばって結果を出している子ども達、これから頑張ろうとしている子ども達

の事をよく載せてくれるようになったからです!それを見るとかつらぎ町は世代関係なく応援

してくれる町なんだ!と励みになってます!!これからも前向きにがんばっている人達をどんど

ん見つけてアピールして下さい。 子ども達が夢中になる様な(ゲームに負けない位)楽しい、

体を動かせる公園、遊具、施設が欲しい!! 防災ラジオの無料貸し出し、かつらぎ町ＬＩＮＥ

やメールは本当に助かっています。スピード大事!! 学校教育、英語･PC･コミュニケーション

能力がＵＰするカリキュラムを充実させて欲しいです。 

75 女性 10 代 世界遺産天野・丹生都比売神社があるのにもっと栄えていいと思います。お土産屋さん、食べ

物が少ないです。お伊勢さんのようにおかげ横丁みたいになれば観光客も結構増えて活性化す

ると思います。もう一度行ってみたいと思えるようなリピーターが増えるといいですね。 あ

と、家は湧水を使用しているので冬になると出なくなったりします。水道をつけて欲しいで

す。 

76 回答 

しな

い 

20 代 先ず若い人が少なく人を呼び寄せるような魅力があるお店が少ない。ゆえに田舎と感じやすい

のです。もっと人が興味を持って集まりたいと思うお店が基本的に少ないのです。そして折角

フルーツが栄えている土地なのですから、それを有効に利用活用したお店も田舎にも増やして



 

69 

いくべきだと思います。そうすればここに住みたいと思ってくださる世帯も増えて、子どもな

ど若い方も増えるのではないかと思います。その為にも空家などは住めるような整備が必要か

と思います。若い人が増えることにより、回りまわっては高齢者の支援等にもつながるかもし

れません。そしてもし、そんな人を引き寄せるお店等があるというならばもっとインターネッ

トやＳＮＳ等でアピールすべきかと思います。 

77 男性 50 代 特に思いつきませんが、住みやすい町にしたいです。 

78 女性 60 代 かつらぎ町は静かな町ということを感じながら数十年過ごしてまいりましたが、京奈和道が出

来てからというものこちらからの利便性は特に感じることもなく、和泉堺方面等、土日祝日、

夏休みなど車やバイクが押し寄せ騒音が爆音になり、コンビニや道の駅等は利用者増加で良い

かもしれませんが、大谷周辺の京奈和に近い道、笠田中(笠田小学校近くの道)の和泉方面への

道など、バイクの方たちが土日(休日)は早朝、ひどい時は明方 3:30 頃、平均 4:00～5:00 に爆

音で来ます。道が坂道なので急ブレーキや上り時にはアクセル全開(ふかす音) 信号で止まっ

ている時のアクセル(ブンブン)など。防音窓にしないと(友人宅）いけないのかと思うほどで

す。防音壁の役割が無いように思います。県に働きかけてはいただけないでしょうか？とても

切実な問題です｡(デシベルで調べて欲しいとの事)防音窓の補助金・防音壁の強化を県に伝え

ていただけると近所の方も申しておりました。以前の小学校周辺はもっと静かでした(友人宅･

親戚宅を訪れても)そして京奈和で事故があるたび、救急車やパトカーの出動も増え、何だか

かつらぎ町民には利便性があるとは思えません。デマンドタクシーも時間的に使いにくくとて

も大変なことだと思う。高齢者だけでなく 20～60 代位の方でも何らかの病気で運転できない

方もいる中で、バスがどんどん不便になっています。(時間的に不便) 奈良県の山奥でも奈良

交通などいろんなバスが何本も走行しているのに、かつらぎ町はコミュニティバスですら減少

していくばかりで。 

ご近所でもいくつもの空き地があり、持ち主さんで３週間に１度、月に一度は必ず草刈に来る

土地もあれば、1 年 3 年 5 年と放りっぱなしの土地も。別の方が数年前までそのお宅に連絡を

し、それでも最低限の 2 年に 1 度、3 年に 1 度来ていたのですがその方が老人ホームに入居し

土地の持ち主に連絡する方がいなくなると、5 年～6 年と草刈に来なくて、大きな木の根(なか

ったもの)が根付き、何かのツルとかこちらの家の岩の間から伸びてきて、他人様の土地の草

刈りをしています。草が伸び放題でムカデや大きな蜘蛛、オオスズメバチの巣まで草むらにあ

ったので近所の 80 代のおじいさんが危ないのに撤去しました。連絡のつかない空き地の草む

ら家主にはどう連絡すべきですか。ご近所トラブルのもととなります。叢には蛇はもちろんマ

ダニ、オオスズメバチなどいます。危険です。 

79 女性 30 代 最近強盗や泥棒等怖い情報をよく聞きます。和泉からの車も多いので防犯カメラの設置をして

ほしいです。子どもが安心して遊べる環境を作ってほしいです!あと、京奈和かつらぎ西入口

近くに街灯をつけて欲しいです。あの周辺夜暗すぎです。 

80 男性 60 代 人が集まる動機を作り、居心地の良い町づくりを願います。かつらぎ町といえば果物ではな

く、ここに行けばこういう事が出来るよという動機づくりをする。(例えば白浜=白良浜･パン

ダというように)何か動機づくりをすればそれに派生して人が集まったり新しい商売が生ま

れ、活気ある町に取り組めると思います。 

81 女性 30 代 スーパーオークワの障害者用の駐車場を増やしてほしいです。図書館の返却期間を延ばしてほ

しいです。スーパーセンターオークワのような施設が欲しいです!!車いすでも行けるおしゃれ

なカフェを作ってください!! 

82 女性 70 代 かつらぎ町なら橋本へ出る交通手段を増やしてほしい。とにかく人を呼び寄せる為には“すぐ

に行きやすい”ようにする必要がある。土地が充分にあるので例えばイングリッシュガーデン

を中心に、そこで食事したり買い物できたり、他の古い建物など歴史ある自然の風景を見学に

行けたら良いと思う。自然＋人の手のぬくもりのある所が出来ればいい。 

83 女性 10 代 かつらぎ町萩原地区のパークゴルフ場付近の開発について、テニスコートやストリートスポー

ツ場などの当初予定されていた施設から、陸上トラックへと変更になったことについてとても

残念に思った。友人や学生の妹とも楽しみだと話していたので、急な変更にとても驚いた。よ

くテニスコートを借りて運動するのだが、橋本市まで行かなければならず不便だと感じてい

る。一方で近くにあるパークゴルフ場は、高齢の方ばかりを見かけ、私達若い世代の人たちは

あまり利用していないように感じる。町の土地を活用するのであれば、若い世代も一緒になっ

て利用できる施設がよいと感じた。橋本市運動公園のテニスコートは若い世代やジュニアチー

ムの練習の場になっていたり、高齢のスポーツマンの方々が利用されていたりする所をこれま

で何度も見てきた。全ての世代が利用でき、健康的な生涯スポーツの場になっている。これか

らできる施設がこのような場所になる事を願う。 
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84 女性 30 代 アンケートには答えますが、質問内容が難しかったです。16 歳からやるのであればもっと内

容を簡単に分かりやすくしてほしい。私は 1 人の子どもを授かるのに不妊治療で 100 万円要り

ました。仕事は介護士なので決して給料は多くありません。とても大変でした。2 人目も欲し

いと思っています。私のような人はたくさんいると思います。助成金にもっと力を入れてくだ

さい。よろしくお願いします。私の職場に籍を入れていない夫婦(籍を入れていないので夫婦

ではないですが）がいます。子どもも産まれなぜ籍を入れないかを尋ねると、籍を入れないと

母子手当てがもらえるからだと話していました。旦那の給料もあって、母子手当ても入るから

これで家を建てられるといっています。まじめに働いているのがバカらしくなります。無駄な

税金を使わないでください。 

85 男性 40 代 とにかく他に比べ町民税が高い。公務員の働き方改革が必要。役所に入れば一生安泰の時代は

終わった。自治区で道の補修等を行っているが町でできないのか。 

86 女性 60 代 西渋田に住んでいるが町の放送が聞き取りにくい。 

87 女性 70 代 町の中心部にファミリーレストランの様な店舗を国道沿いとかに誘致できないですか。 

88 女性 30 代 ゴミ袋を公民館や地域の物産店で委託販売してほしい。かつらぎ町の観光アプリの開発。観光

地、飲食店のマップや紹介、おすすめのスポットやイベントなどアプリ内で観光のプランや現

地の説明が見えたり、ネットショップしたりできる。パークゴルフのスコアを付けたり、スコ

アを保存できる町内外どちらの人にも向けたアプリ。 

89 男性 70 代 一人住まいの人が多くなっています。空き家が沢山あります。これからどうしていくのか基本

計画を作ってください。 

90 男性 30 代 アンケート項目が多過ぎる。途中で集中力が切れた。 

91 回答 

しな

い 

70 代 この頃町が草や植木で見苦しくなっているように思います。財政が少なく手が届かないのか知

れませんが、ボランティアももう少しその辺まで近づけてして下さるのであればと思われま

す。私達に出来る事が有れば少しはお手伝いできると思います。 

92 女性 60 代 新しい庁舎の建設。産業観光課を玄関に持ってくる。めのこ峠周辺の観光開発。 

93 男性 70 代 耕作放棄地を利用し花植え、世界遺産と関係する。河南県道沿いに道の駅を作り地産地消の推

進。県・国道沿いに町花あじさいを植え花いっぱい運動。観光農業につれて体験型農業 1 泊 2

日で体験。町の花で 6 月にあじさい祭り。 

94 男性 70 代 人生 100 年、好奇心沸く様な講座開設する事により、脳が活性化すると思う。(認知症軽減等)

例えば写真講座、スマートフォンの使い方、パソコン講座等々。 

95 男性 50 代 防災行政無線、防災ラジオの拡充により災害回避のための情報伝達が大きく充実したが、災害

時拠点となる町役場の立地(河川増水時)及び耐震性に不安を感じる。町民の安全を優先した上

で豊かな生活が送れる様、若者がこの町で暮らせる、商工業にテコ入れする町づくりを望みま

す。町の主力産業である農業については、町内外に行政によるＰＲをより強化し、育成するこ

とを望みます。 

96 男性 40 代 若い世代が過ごしにくい所が多い。町内会に入れ、入ったらこの役・あの係など若いからと頼

むのに、新しいことをすると煙たがられる。変えていくことも必要なのに大反対する。若い世

帯は共働きが多いのに役までは無理。昔の専業主婦がいる所や農業してて時間の自由がきく世

帯のようには出来ない。それを理解しない年配者が多く生活しにくい。一部地域だけ水利代が

回収される。都市計画区域の地区で浄化槽も合併なので県の点検を受けているキレイな水を流

しているのになぜ農業用水に混じると問題だと、水利代を払わないといけないのか。農薬の水

を流しているほうがよほど汚染水だと思う。かつらぎ全体全世帯なら分かるが、一部だけなの

は納得がいかない。そのお金が何に使われているか不明。会計見たことない。農家の一部の方

が道まで広げて使っていたり車を沢山止めたり枝を燃やす、そういうことを改善して住宅に困

らないようにしてほしい。子どもですら「燃やしちゃダメだよね」と話す。子どもに示しがつ

かない。環境に配慮してほしい。キレイな町は子どもが元気に過ごせる学校に、給食ひどすぎ

ます。カレーの人参ゴリゴリしてたと。しゃぶしゃぶの日、もったりした日、バラつきありす

ぎ。食育の前にきちんとした食事の提供を。工場横で作業の白い服でタバコ吸ってまた給食作

ってるのかと思うと気分悪いです。そんな事をきちんとチェックできる町の体制にして下さ

い。 

97 女性 70 代 避難場所が笠田高校となっていますが、国道 24 号線南側に自宅があるので、私は足も悪いの

で行けません。笠田中学校も指定してほしいです。 
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98 女性 60 代 かつらぎ町の自然豊かな環境はそのまま残しつつ町の中心部に大きな産業を持ってくる事によ

って、町内の若者が町外に出ずとも就職ができると思われるので! 

99 女性 50 代 「かつらぎ町のこんな所が好き」というような、住民や観光客の意見を広報などで紹介してほ

しい。住民にももっとかつらぎ町のいい所を知ってもらえればと思います。 

100 女性 50 代 今まで行政に直接住民の意見要望を届ける機会がなかったので、今回のようなアンケート調査

は、住民が手軽に行政参加できる有効な手段だと思います。今後もこのようなアンケート調査

を積極的に実施していただき、是非行政にアンケートの結果を反映させてください。 

101 男性 70 代 本アンケートは総花的で飽きるため、「的」を絞ったものに。「年代」「生活環境」等調査に

より高精度な結果が出ると思う。 

102 女性 30 代 町長はよく若者が希望を持てるまちづくりといいますが、若者･子育て世代への支援があまり

ないように思います。子育て支援･教育の充実などもっともっとしてください。保育料の軽

減、育児サークルへの支援、子育て支援センターの充実など(年長さんくらいまで遊べる室内

遊具やおもちゃ、学習教材) 兄弟で連れていくことも多いが、お兄ちゃんお姉ちゃんが遊べ

るものがないと聞きます。 

103 女性 60 代 関係ないのですがビニールのゴミ袋の配布は必要ないと思います。くださるのであれば可燃ご

みの袋が良いです。ビニールのゴミ袋は毎年くださるので家に沢山あります。 

104 女性 70 代 京奈和道･四郷トンネルの開通で他府県ナンバーの車の交通量が増えている事による交通渋滞

(今はコロナの影響で少ないですが)になり、地元の生活道路まで影響が出る事があります。道

路整備をさらに進めてほしいです。また、両道路の開通で和歌山市だけでなく大阪方面･奈良

方面への通勤(車)も短時間になっていますが、若い人たちの定住･移住が少ない。働く場所･住

む場所が若い人向き考えてください。 

105 男性 70 代 長計策定は必要も(私は行政に関わっていない)随時(年に 1度程度は)検討が大事と思います。

意見として、私は①活気･活力あるまちづくりのために、人口減少の歯止め、産業の拡充策の

対策を要望します。②安全安心のまちづくりのために、情報伝達の拡充、このことは一部防災

ラジオで対応されうれしいです。しかし伝達方法がダメ。その他①町長には、町の活性化に取

組いただき感謝しております。でも、少子化･人口減は大変ですね。2005 年 10 月花園と合併

し新かつらぎ町となった当時記憶では人口 20,000 人を超えていた。今 2021年 8 月現在

16,200 人あまりに減少しました(かつらぎ町だけの問題でない)公約に掲げている人口 20,000

人計画はどのように認識されているか。今回の計画策定にあたり、施策を 1 つ 1 つ着実に実行

を願います。②議会とのことについて、かつらぎ町は議会の運営に際し、通年議会を取り入れ

(先進だと思っている)運営されています。(大いに賛成)現在、議会だよりもあり見える化とな

って良いです。しかし思いを届ける 60 分(議会での議員一般質問)ですが、町行政等に関する

(取組･改善･要望)であるが毎回一辺倒の提案(質問等)されております。私から言えば自己･･･

にしか思えません。なぜなら提案であるとか個々の意見であって、その場しのぎのように思え

ます。もっと現実に照らした討論を行政としてほしいです。このために質問した事について

「議会だより」にその後どのようになったか等(ここ最近ではちょっと報告あった)でもほとん

ど皆無です。 

106 男性 60 代 大きなスポーツジム的な施設と大きな図書館を１か所にした施設が欲しい。そしてそこに行く

ためのコミュニティバスがあるといい。また、若い人が働く場が少ない。 

107 男性 60 代 道路際の樹木の伐採(枯れ木)の処理をしてほしい。倒木がいつ起こるかわからず危険である。 

108 男性 40 代 自然は多いが安心して遊ぶことができる場所は少ない。老々介護の問題。高齢者の運転マナ

ー。道の駅等の中身に改革(面白みがない)大型のテナント等雇用と集客。本当に必要な場所･

時間帯での交通の取り締まり。川の南側の開発(企業誘致) コロナが終息すれば全国から有名

人を呼んでイベントができる場所の提供(企画による) 若者が参加したくなるような企画、自

然と文化に触れられる場所が必要。このようなアンケートに答えたその回答がわかるようにし

てほしい。 

109 男性 60 代 かつらぎ町には。3 つの道の駅があるが、どれも十分に生かしきれていない。九度山の道の駅

を参考に改善してほしい。例えば「紀の川万葉の里」で言えば、販売している農産物は安いが

質が悪く魅力がない。また種類も少ない。そのため商品を求めて道の駅に来る人はいない。

(農産物の販売農家には競争原理を)河岸では以前にはバーベキューコーナーもあったが今では

壊れたまま修理されていない。デイキャンパー誘致の最高の場所なのにもったいない。また子

ども達の遊び場なども作ると一日遊べる観光地となる。土地のスペースが足りなければ西部公

園を利用すれば良い。施設の一部としてドッグランも良い。最近の公園には必ずドッグランが
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ある。都会ではなかなか作れない施設なので、都会客の呼び込みになる。これらの公園と「八

風の湯」との連携で、かつらぎレジャー施設にすることで町おこしをしてはどうか？ 

110 男性 70 代 1 日中親子で遊べる広場を作って頂きたく思います。 

111 女性 20 代 ＪＲ線と南海電車の乗り継ぎを良くして欲しいです。 

112 女性 40 代 毎月上下水道料金に 16,000 円以上かかるので、少しでも使用料を安くして頂けたらありがた

いです。 

113 女性 80 代 私はもう老人なので、今のかつらぎ町で満足しています。ただ一つ気になる事があります。今

日もテレビで和歌山市、紀の川水管橋崩落事故で 6 万世帯が断水しているとの事で復旧には時

間がかかるとの事。水が止まるという事は本当に大変な事だと思います。最近私の町でも水道

管が破裂したとかで 1 日水が使えませんでした。水道管は地下に埋めているんですか？どこが

破裂するか分からないんですね。事前にわかる良い方法があればいいのになあと思います。 

114 女性 60 代 スーパーなどがあり食料品･日用品は不便がないが衣料が少ないので困っています。 

115 男性 20 代 若者がＵターンしてこれる町づくり。商業施設の充実。子育て支援。大阪に近いという利点を

生かしたベッドタウン作りなど、人口減少に歯止めを掛ける政策を期待しています。今町に住

んでいる若い世代が将来住んでいたいと思える町にしてください。大阪･奈良･和歌山市方面に

も通いやすいという利点を生かした町づくりに期待しています。 

116 男性 50 代 町の転出者が多い反面、転入者･出生数が伸びていないので、Ｉターン移住者を招くよう、広

くメディアを通じてＰＲしてはどうか。兵庫県の三田市など神戸以西のへんぴな田舎より利便

性が高いと思う。雑誌「田舎暮らし」や関西テレビ「よーいドン」内のＩ♡田舎暮らしなど、

今のワーケーション推進の動きにのって、ＰＲが良いと移住者は増える環境であると思う。ア

ピールはコストコまで○分など、難波に出るのも、まだ出やすい電車(交通)環境ではないかと

思う。 

117 男性 40 代 世界遺産への通り道、大阪からのアクセスの良さを活かして車での交通が多い為、道の駅をも

っと話題になるようなインパクトがある、寄って楽しい、休憩するのに安らげる、くつろげる

様な、お金を使ってくれる、払ってくれる、寄りやすい場所へと規模を大きくして活気を上げ

るのは？分譲地がなさ過ぎて新たな住人の定着されていない様に思う。アパートやハイツ等が

あっても一生住み続ける訳がないので、新築ができる条件を町が少しでも後押しする案があっ

ても良いと思う。とにかくかつらぎ町の町中は、国道から少し入ると道幅が狭く大和街道が通

っているせいもあるが車の対向が難しい。そういう所も踏まえて住人の定着化を進めて欲し

い。重大災害が増えている時代でもある中、かつらぎ町は先手を取って対策を進めていると思

います。今後も引き続き災害に強い町を目指して取り組んでもらえたら、それも魅力の１つで

もあると思うので、盛り上がる事を進めてもらえたらと思います。 

118 女性 10 代 もっと遅い時間まで利用できる自習室を作って欲しい。図書館の自習スペースは数が少ないの

で別の所に自習スペースを作って欲しいです。 

119 女性 70 代 老人福祉も結構ですが、これからは若い人達、子どもさんのいる若い夫婦の人達が住みよい町

でないといけないと思います。子どもさんを沢山産んで、人口が増えて活気のある町であって

欲しいです。医療、保育園 etc･･若い人達が働きやすく、また子育てがしやすい町、またそれ

なりの手当などを考えてください（住宅など） かつらぎ町はフルーツの町、住みたい町日本

一を目標に頑張ってください。農業の後継ぎの不足、農園が荒れています。また空家も目立ち

ます。何か対策を考えて下さい。 

120 女性 50 代 若い世代の人達が移住してもらえるように住宅の提供など魅力を感じられるような町。また移

住者に対しても偏見などがないように町民との交流など。これから高齢者が増えていく中で若

い人達の力が大切になってきます。どんどん人口が減って衰退していかないように移住者の定

住してもらえるような町になって、活気あふれる町であって欲しいです。 

121 女性 20 代 私はおばあちゃんおじいちゃんとも一緒に暮らしている為、私達が学校・仕事に行っている

時、おばあちゃんやおじいちゃんは家にいるので、もし何かあったら危ないので安心して仕事

に行けるように地域をお昼でもパトロールしたり、家に月に１回でも訪問して欲しい。今では

近くなどで事件が多くなっている為、安心して暮らせるようにして欲しい。 

122 女性 50 代 かつらぎ町応援クーポン券や水道料金の減免、学生支援緊急給付金給付事業等、他の市町村で

はしていない支援活動とても助かります。今後もかつらぎ町に住んでいて良かったと思える活

動を期待します。 
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123 女性 30 代 かつらぎ町の子どもたちが、安心で安全にのびのびと遊ぶことが出来る公園や環境を整えて下

さい。 

124 女性 40 代 かつらぎ町役場職員さんへ、これまでいろんな手続等でいろんな職員さんにお世話になりまし

たが、皆さん親切丁寧に教えてくれたり、対応して下さいました。ありがとうございます。こ

れからもお世話になると思いますのでよろしくお願いします。住みやすい良い町だと思いま

す。 

125 男性 70 代 萩原の宝来山神社は境内が広くて環境がいい所なので、何か催し事をしたら。道の草や木が茂

って通れない程荒れています。昔のように草を刈る掃除の日を定めてきれいな町を希望しま

す。 

126 男性 60 代 まちづくりは人づくり。健康で豊かな感性の持ち主を育てていく。人それぞれ独自性を活かせ

る人生。健康で楽しい時間が過ごせる、笑いの絶えない街づくり。 

127 女性 60 代 空家、空き土地、荒れた土地の活用、道々の伸びた草なども寂れた町のように感じてしまいま

す。小さい所まで行き届くようにするのは民間を活用し、大企業の誘致ではなくたくさんの方

向から活用できる方を町内外にこだわらずに募集し、土地や家の持ち主は管理を任せ、また低

価格で貸す。町が関係することで安心して契約できる。自由に使えることできれいになり新し

い風が入る。子育て分野では大きなこども園では集団活動がきびしい子のための小規模園のた

め、土地を誘致して建物運営してくれる民間または法人事業所を公募し、小規模園をつくる。

海南 mobinos のようなさらにプラスした文化施設をもって文化的な町に。具体的には公と民と

合わせ、リモートや研究にも使えるフリースペース(かつらぎにはまだない紀の川市にも橋本

市にもない）都会的で自然豊かで土地がたくさんあるかつらぎ町だからこそできる文化的スペ

ースづくりに取り組んでいただきたい。 

128 男性 30 代 町の人口は(国全体がそうなので)減少していくかと思います。一部地域に人口を誘導していく

ことで、サービスの質を確保していくのが良いと考えています。そのために笠田妙寺等の人口

集中地域の空家の再利用を進めていくのも１つの方法ではないでしょうか。かつらぎ町では市

街化区域はありませんが町内のゾーニングを行うのも良いかと思います。(人口集中地域、里

山地域、商業地域 etc･･また町内でも分譲地の開発が進んでいますが、その中でもすぐに人が

入る所となかなか入らない所があるようです。そのあたりの分析をするのも良いかもしれませ

ん。いつも町のために働いて下さりありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。 

129 男性 60 代 少子化対策。若者や独身者の姉妹都市の人との交流で人口を増やす。企業誘致等。 

130 男性 50 代 交通の便が悪いため、高齢や認知症になっても車の運転をやめられない方が多いように思いま

す。経済的な理由によりタクシーの利用等が難しい方もいるので安価で利用できるサービスが

出来ればと考えます。 

131 女性 60 代 ゴミ収集について(燃えるゴミ)祭日も行ってくれるのは大変有難い。しかし以前のように家の

近くで収集してもらえず、近くの収集場所に運ぶのは若い時は大丈夫だったが、高齢になり運

ぶのが大変になってきた。これから先が不安だ。 

132 男性 60 代 農家(みかん等)の高齢化に対処し、農業の継承、農地の荒廃等を防ぐため、担い手･働き手を

確保することが必要。そのため他県都市部より若者を引き付けること、外国人の受入を含む総

合的な取り組みをお願いしたい。 

133 女性 50 代 安心して安全に暮らせる様、何事にも一致団結して取り組んでもらい改善していってもらいた

い。 

134 女性 70 代 地方は空家も多く過疎化が進み、鳥獣も普通に道路を歩いている時もある。全国の地方の悩み

ですね。西渋田に高齢者が集い、楽しめる場所があればと思います。 

135 女性 60 代 このアンケートを通じて色々なことを考えさせられました。今まで以上に町づくりに本気で考

えていきたいと思います。 

136 男性 50 代 下水処理場北側で利用していない土地がもったいない。キャンプ、バーベキューができるよう

にしたらいいかも。スポーツグランドなども。 

137 女性 50 代 かつらぎ町が大好きです!! 

138 男性 70 代 本年 12 月で 80 才代の男性です。前の町長･今の町長は公約に企業の誘致に依る活性化を挙げ

ていました。が、実現していません。かつらぎ町が発足した当時の人口は 3 万人余りの住民が

居ました。現状は 1 万 6 千人余人です。毎日の死者より出生数が少ないから当然です。企業誘
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致には広い土地が必要です。そこで、溝端紙工の工場の東西に広がる農地を買い取り、一帯を

工場用地に転用する案。次にかつらぎ公園から町役場へ通ずる道路南北に広がる農地を買い取

る案。それ位思い切ったことを考えねばかつらぎ町に未来はないと思います。 

139 男性 50 代 町長に町民から直接声を届けられる仕組みを導入して欲しい。 

140 女性 60 代 私は今 69 才です。毎日ウォーキング 30 分～40 分してます。去年奈良の王寺町に行きました

が、大和川の両サイドが遊歩道になっていました。途中ベンチが何個かあり、また身体を鍛え

る遊具みたいなものがあり、ちょっと感動しました。かつらぎ町にも欲しいなと。健康保険を

あまり使わないで身体を動かしてと思いますが、ウォーキングしたりランニングしたりの場所

が欲しいと思います。65 歳以上が集まってラジオ体操するのも良いと思う。家から出ない人

のためにも。 

141 男性 70 代 問 25 の高齢者対策として記入していますが、町の温泉施設の積極活用を考えてはいかがでし

ょうか？橋本市ではゴミ焼却施設の(エコパーク紀望の里)熱源利用で 300 円の入浴が可能です

が、かつらぎ町では町にある各施設(八風の湯など)と交渉･提携して割引券を発行するなどの

方法はありませんか？ 

142 女性 70 代 家の周りでも舗装されていない所があったり、道のひび割れ段差があちこちであり歩きにく

い。こんな所が舗装されているのにと思う事が多々あるのに、私達散歩が楽しんで出来る歩道

になると、外に出る機会も多くなるのではと思います。かつらぎ町は自然も豊かで住みやすい

町だと思うのでホームページなどでＰＲし(今もしていると思うけど)他県から人が集まってく

るような取り組みをしていくようにする。かつらぎ町は果物(いろいろな)がとれるのでそれを

利用して(例：ドライフルーツやジャム等を作る)何かを作る場所を作ったら働く人もできると

思う。 

143 女性 40 代 今のかつらぎ町は何かを忘れている。置いたまま前に進んでいってるような気がします。町民

のためには進化発展も大切だとは思いますがしかし、私はかつらぎ町らしさが消えていると思

います。自然豊かな山と川に恵まれ、町民みんながもっと人間らしかった。赤の他人が譲り合

い笑顔で挨拶を交わす温かい空間が沢山ありました。相手を思い“察しの文化”言葉以上の善

意が溢れ、子ども達も穏やかに過ごせるかつらぎ町でした。もう一度お願いします。“ForYou

あなたのために”が思える人間造り、未来の子ども達の環境づくりを。役場も学校も学童もそ

して町全体が、当たり前のことが当たり前にできる、また話し合える。色んなことから逃げな

い。知らんぷりはしない。まだまだありますが瞳の奥は笑っていない。仮面をかぶっていない

人間造りからお願いします。町長さんのような笑顔が素敵で何事にも全力で向かっていく方を

手本に。宜しくお願いします。 

144 女性 70 代 京奈和道、鍋谷トンネルの開通により道路状況はかなり便利になりました。ただ山間部に住む

高齢者にとって交通の便が非常に悪いと思います。一部の地域ではコミュニティバスの廃止か

らデマンドタクシーに移行されましたが、回数も少なく、また停留所までの手段がないため、

利用は一部の地域の人にだけ限られ利用も少ないと思います。時間帯をもっと増やすとか、希

望する時間に連絡して乗れるドア to ドアの方法が望ましいと思います。交通の便が良くなれ

ば移住者の増加にもつながると思います。高齢化が進む中、交通弱者の高齢者が住みやすい町

づくりに取組をお願いしたいと思います。 

145 男性 50 代 大変お忙しい中企画等されている事でしょう。かつらぎ町を何の町にするか、何のために整備

するかは町役場の方々にお願いするしかありません。将来像を見極め総合的に計画していただ

きたいと思います。町議の皆様もよく考えて頂き若い人達が住みやすい町にして下さい。ま

た、若い者が議員となり施策等にあたって頂きたい。 

146 女性 60 代 紀の川、果物(果樹園)等をうまく利用して若い子育て世代が季節毎、月一等楽しく訪れること

が出来るイベントから、来県来町を促し、移住してもらえると未来が開ける。メリットを提供

できると良いと思う。 

147 女性 70 代 西柏木の町道に、以前は白線が引いてありましたが今は消えています。学校に子ども達が歩い

て行く時、白線があれば歩きやすいのではないかと思います。今は車に乗れますが、車に乗れ

なくなればゴミ出しが不便になる心配をしています。 

148 女性 30 代 少子化の現在、補助は必要になると思います。子育てしやすい地域であったり、転入するメリ

ットなど若い世代にアピールして他市町村に負けない様な事があればいいかと思います。核家

族が増えていたり、ひとり親世帯だったり家族での協力がえられない家庭もたくさんあるかと

思います。働く事と子育てする事の両立が難しいことも私自身感じており、何か制度として助

けてくれればありがたいと感じています。子育てを安心して出来る防犯体制も希望します。 
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149 男性 50 代 いつも町民のために働いていただいてありがとうございます。アンケートに答えていて私はか

つらぎ町の事を全く分かっていないことに気づかされました。私は訪問介護を利用しており、

そのなかで紀の川市は福祉が充実しているとよく聞きます。かつらぎ町には何が足りないの

か。逆にかつらぎ町が充実しているのは何か。現状が当たり前だと思っていたけれど、他市町

村と比較できる資料があれば私の意識も変わると思います。 

150 男性 60 代 これほどまでに苦労したアンケートは今までになかったと思う。とにかく理解するのも回答す

るのも苦痛であった。もう少し回答しやすい内容であればよかったかと思います。ともあれ町

内にはこれという“目玉商品”がないように感じている。魅力がないという事だろうか。心の

底からこの町で住みたい・住み終えたいということを目指してほしいです。 

151 女性 20 代 空き巣に最近入られたばかりで、そのあとすぐに別の場所でも空き巣が起こったと聞きまし

た。各家での防犯対策の強化を促すように情報発信の強化と、人通りの少ない場所などに防犯

カメラを設置していただきたいです。 

152 男性 30 代 田舎なので自然を大切にしてほしい。農家さんも大事にしてほしい。老人の人が自転車とか原

付でうろうろしているのがこわいから地域の交通が手助けになってくれたらって思う。 

153 女性 10 代 マイナンバーカードを作ったが、コンビニで住民票を出したり使えないので早く使えるように

して欲しい。観光スポット･イベントを企画して週末に他府県から参加してもらって活気ある

かつらぎ町にしてもらいたい。 

154 回答 

しな

い 

30 代 防災無線について、放送内容や頻度等に疑問があります。子どもがおり、まだ幼いため日中･

夜ともに寝かしつけに時間がかかります。やっと寝かせられたと思っても、無線が大音量で聞

こえるため起きてしまいます。緊急なものは放送せざるをえないとは思いますが、聞いていて

も“本当に何度も放送すべきことだろうか？”と思う内容もあります。“軽自動車税のお知ら

せを発送しました”は必要でしょうか？その人にはがきが届けば分かります。“ワクチン接種

の日時を守り、急なキャンセルはやめてください”日時を守れず無断キャンセルをする人が町

全体に流れる放送で自分の事として考えられるとは思いません。(一例です)子どももぐっすり

眠れず、家族全員疲弊しています。2 人目の妊娠も考えたいですが、今の状況が続くと考える

と不安です。早急に放送内容･頻度の見直しをされることを強く希望します。 

155 女性 70 代 今、日本は物に溢れ、私達はそれを享受しておりますが、果たしてそれで良いのだろうかと思

います。私は戦後の何も無い時に生まれ、急激に変化していく時代に身を置いています。「も

ったいない」という言葉は当時は当たり前でした。でも今の若い人達には通じないようです。

世の中が発達していく為には新しいものを作ってゆくことも大事かもしれませんが、この行き

場のない、物をもっと上手く回してゆく仕組みがあればと思います。・ゴミの行方をもっと具

体的に知りたいです。・プラゴミ袋の無料提供は有難いのですが、なぜ枚数がこんなに多いの

ですか？私以外にもたくさんたまっているとよく耳にします。一度アンケートを取り、適切な

枚数をお願いします。 

156 女性 40 代 家族みんなで行ける飲食店がもう少しあれば。公園に緑化センターにあるような木製の遊具が

あればいいなと思う。 

157 女性 30 代 子ども会活動は共働き家庭にとっては(役員などは特に)大きな負担になっています。暗黙のル

ールとして必ず子ども会に入らないといけないし、役員も行わなければいけないので、正直共

働きの家は本当につらいです。昔からの習慣ですが、今の時代にあわせてもらい、子ども会に

入る･入らないを選択しやすくして欲しいと思います。子ども会で行うような内容は、学校教

育の中で行って欲しいです。私自身共働きで、子ども会の役員をしているので(今はコロナで

活動があまりないのでありがたいですが)精神的苦痛になっています。誰にも相談できない

し、どこに言っていいのかもわからないのでここに書かせて頂きました。私のように思ってい

るご家庭もあるかと思いますので、ご検討していただきたいです。これから若い世代に定住･

移住してもらい、住みよい町づくりを目指すなら、子育て世代の負担を減らすのも重要な課題

かと思います。宜しくお願いします。 

158 女性 60 代 結婚からこちらのかつらぎ町に住んでいますが、町内企業さんの臭いで(私達は慣れもありま

すが)次世代はなかなかこちらには住んでくれません。交通の便も良くなりましたが、生活し

やすい環境であればと思います。 

159 女性 50 代 かつらぎ町はまだまだ農家が多いイメージがあります。どれ位の割合で農家が存在しているの

か分かりませんが、農家の人が今どんなことを必要とされているのか、農家の人だけにアンケ

ート等を取れるのなら取って、改善する余地があれば改善していただければうれしいです。免
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許を持っていない(持てない)私にとってコミュニティバスがすぐそばで走っていないのは先々

不安です。私が年を取るころには走らせていただけるとうれしいです。 

160 女性 70 代 豊かな自然環境、様々な果物や野菜など農作物にも恵まれた良いところです。できれば文化的

な刺激を感じられる取り組みが増えれば良いなと思っています。 

161 男性 70 代 運転免許返納後の買い物･通院などの移動手段への交通の利便が良くなるように。 

162 男性 70 代 コミュニティバスについて、利用者が少ないので CO2 も多く出ますし、もっと減便するとかデ

マンドタクシーに移行してほしい。防災上の道路整備や危険なため池の改修や廃止のためにお

金を使って欲しい。現在のため池は耐用年数が過ぎており漏水している池もあり危険です。池

の管理も限界です。国の事業もあると聞いているので、早急に進めてほしい。 

163 男性 60 代 近年、地区の役員(区長･常会長その他)のなり手がなかなかない。高齢化が進み日常みんな昔

と違って忙しい。特に人集めが大変。(祭り･掃除その他)無理に来てもらうと嫌がられる。町

議会議員の数を減らしてでも、その分地区の役員になってもらう人に手当を出すべき。祭りと

かは地区別でやるより、保存会を作って好きな人が寄ってすれば良い。 

164 男性 50 代 町内会･自治会に加入していない家への広報誌等配布の徹底をし、町の情報を確実に知っても

らうようにした方が良い。 

165 女性 60 代 「かつらぎ町には図書館あるの？」とよく聞かれます。総合文化会館の近くに老若男女どの世

代の人も集える特色ある充実した図書館の設立を希望します。長寿日本一の町を目指す。・食

育の推進、地域の食材を活用、各地区の児童館･公民館で心身の健康を維持するための講話･運

動等を実施。(コミュニケーションの場にもなる) 太陽光パネルの設置。どの世代の人も足を

運びたいと思う公園を作って頂きたい。・特色ある遊具の設置、スケートボードなどができ

る、動物の飼育。今回のアンケート集計を HP 等で知らせていただきたいと思います。 

166 男性 30 代 見好地区山間部の通学用バス or タクシーを運行して欲しい。(帰りだけでもいいので)公園を

作って欲しい。学校の給食費の無料化。消防団のポン操の大会への参加はなしにしてほしい

(なくしてほしい)夏が一番忙しく、夜･昼が逆転して働くので、練習･大会となると、仕事が出

来なくなる。収入に差し支える!!と言うのをわかって欲しい。 

167 女性 20 代 私自身はかつらぎ町に生涯住んでいたいと思います。今住んでいる方も、違う土地に住んでい

て移住してきた方にも生涯住んでもらいたい町と思ってもらえるような町になってくれると嬉

しいと思います。 

168 女性 30 代 役場の対応を見直してほしい。どの課に行ったらいいか迷っているのに声もかけてくれなかっ

たり、窓口まで行っているのに挨拶するまで誰も立ち上がって来ない等、職員の対応の悪さに

初めて驚いた。窓口まで来ているのだからすぐに出てきてほしい。平日全て仕事で時間作って

合間に伺う町民もいるのだから、少しでも早く対応をお願いしたい。郵便物について、同じ内

容の書類であれば兄弟分同封で送って欲しい。紙や封筒の無駄遣いが少しでも減る。正直もっ

たいないです。 

169 男性 70 代 当天野自治区は、世帯数 121軒、人口 278 人で、平均年齢が 53.8 才です。65 歳以上の割合も

50%を切っています。児童数も小学生、中学生合わして 22 人います。多分町内のコミュニティ

の中でも 1 番若い地区だと思います。年配の方の移住者も含めますと世帯数で約 25%が移住世

帯になります。そして皆さんこの天野地域に溶け込んで生活されています。消防隊員や自治区

の役員、団体のメンバーとして、また地元の歴史文化を継承するメンバーとして地域を支えて

くれています。皆がそれぞれ頑張っておられます。町の「お試し住宅」もずっと入居していま

す。地域交流センターゆずり葉もコロナ禍の中、精一杯やっています。宿泊料は三割ぐらいに

減少しましたが、リピーターさんはそれでも予約を入れてくれます。ありがたいことです。さ

てそんな当地区ですが、丹生都比売神社、史跡、また食事処、古民家宿泊所、高級宿泊施設、

直売所などの施設があり、活気があります。マスコミにも再々取り上げていただき、その度に

来村者が増えていきます。移住希望者も増えていますが、なかなか家も足りません。神社の駐

車場がありますが、史跡を訪れる人や自然を散策する人、そばの花を見に来る人の駐車場が県

道沿いに必要です。その他にも活性化できる方法、手段がまだあると思います。一度天野に特

化した懇談会を開いていただきたく熱望します。行政の役割窓口を超えた全体でお願いいたし

ます。 

170 女性 70 代 休耕田が多くなっているように思います。その土地活用や大きく農業に興味がある方を募集

し、新しい農業に取り組んでいかれたらいかがでしょうか。また、若い方の地元離れも多いよ

うに思います。若い方にも魅力を感じてもらえるような町づくりをお願いします。 
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171 男性 50 代 ①活性化の為にクーポンを再発行して下さい。②キャンプ場を増やして欲しい。③農産物の直

売所を増やして欲しい。④道の駅をもっとＰＲして欲しい。⑤花火大会等かつらぎ町をＰＲし

て欲しい(イベント等)⑥車･バイクのイベント･ミーティングの場を作って欲しい。⑦スポーツ

の集いの場を増やして欲しい。 

172 
  

若い世代の方々(職員さん含)が積極的に意見を出せる職場体制作りが必要かと思います。その

為には若い方々も町内の状況を目で見て、耳で聴く事が住民との距離を縮めるのではと。経験

上、意見を言いにくいと察しますが日々の業務にて感じた事やこうすればスムーズにできるの

ではないか等々、色々な思いを抱かれていると思います。そういった意見を埋もれさせない為

には、上司の方々の柔軟な対応･雰囲気作りが大事だと思います。どうか皆様が力を合わせて

かつらぎ町の発展にご尽力下さい。具体的に書けずに申し訳ありませんが、他市町から嫁ぎ

40 年、退職し年金世代となりましたが、自然豊かなこの町が大好きです。安息な日々を送れ

たらと願っています。 

173 女性 70 代 ゴミの収集は他の町村部より発展していると思います。全部ゴミ袋に入れなければもっていっ

てもらえない地区は気の毒です。かつらぎ町はありがたいです。 

174 女性 50 代 補助金、医療費等の振り込みが遅い。防災ラジオ、ボリューム大きすぎ。普通の音量にして欲

しい。 

175 女性 70 代 高齢で山間部に住まいする独居老人にとって、運転免許証を返納したくても日々の暮らしの

中、公共交通手段も乏しい今、年金生活の私としてはタクシーを呼んで買い物する事など考え

られず、近所の人のご厚意に甘えて暮らす事も本意ではありません。かつらぎ町は嫁に来て初

めて知った街ですがとても良い所です。亡き主人と終の棲家にと思っていましたが、年を重ね

る日々の中、叶わないことなのかもしれないと思っています。老人には美しい景色よりも使い

やすい交通手段の方が大切なのでは?!勝手な事を書いてしまってすみません。皆様のご苦労の

程察しております。 

176 回答 

しな

い 

 

農地を農家から借りている人が、手入れもせずに放置しているにもかかわらず、別の農家から

借りて、そこもほったらかしで近隣の農家から色々言われても無視で..というような行為に対

して行政が始動することは無理なのでしょうか。不法投棄されている場所にある注意の看板が

汚くなっているのは取り換えて欲しい。誰も見に来てない感が強くて投棄しやすいように思

う。その近くにため池があるのだが、最近大量のペットボトルが投げ込まれていた。どうにか

ならないものかと思う。ゴミ出しのルールを守らない人がいるのだが、ゴミを回収している人

はそのことを良くご存じだと思うので、どういう状況なのかを報告してもらって区長の耳に届

くようにして欲しい。行政からお叱りを受けないと取り組んでもらえないと思っているので。

今書いたこのページを広報の配布時に時々配布したらいいと思う。 

177 女性 50 代 小学校が閉校となったので地域の方々の小学校への関わりが無くなってしまいました。私も引

っ越して間がないのですが、地域の方々の活動は区長さんはじめ民生委員の方など、本当によ

くしてもらっており、公の協力がなくても地域で事が成り立っているような安心感をもって生

活しています。高齢世帯がほとんどで、小学校や子ども達との関わりが無くなってしまい、そ

れぞれがもう能力を発揮できるような、そのために努力することで、より個の力を伸ばし、そ

んな方が増えることが地域力につながると思うところ。共育コミュニティ的な動きがとても大

切に思っています。また、次の世代の育成も心配です。自然豊かなかつらぎに戻ってくれるよ

うな施策が必要だと思います。(企業誘致、子育て支援他)インターネット回線が×なこと(も

うすぐですが)役所の手続きに口座引き落としが(共有名義が特に)できないものがある事。介

護サービス事業者に買い物支援がないこと。マイナンバーを使ったかつらぎ独自の事業につい

て、少しでも検討いただけたら幸いです。不便に感じています。 

178 女性 60 代 アンケート記入により、自分が無関心なことが多かったと気づかされました。みんなで「まち

づくり」に参加する気持ちが大事だと思いました。 

179 男性 60 代 カーボンニュートラルに向けて、電気自動車購入に対しての補助金などを出す。耕作放棄地の

管理(草刈り)をする。かつらぎ町内の道路(歩道、側道)の草刈りをする。 

180 女性 40 代 平和公園のお地蔵さん、確かお地蔵さんの中では大きさ日本一だったような..かなりユニーク

な像なので平和地蔵のキャラクターを使用した商品開発を地元企業や農家、飲食店に依頼して

作ると面白いと思う。公園整備も兼ねてイベントをしたり、平和地蔵をアピールできればイン

スタ的にも面白い。船岡山も年間を通じて人が足を踏み入れやすいように整備したら憩いの場

になると思う。雑草や木が生い茂っていて、今は一人で入るのが怖い雰囲気。歌碑もあるし、

春は桜も美しいし、川の真ん中にあるという立地が面白い。意外と町民は何とも思わないが、

他府県や町外の人が気になるスポットかと思う。鎌八幡もおもしろスポット。河南道路沿いに
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ロードバイクの休憩できる場所としてきれいなトイレや施設があれば。今ある観光資源を生か

して神流を呼び込む。 

181 女性 70 代 花園恐竜ランドに初めて行ったところ、洞窟を見学してすごく感動しました。もっと地域の

方、県内外からも知ってもらうと良いと思います。大変良かったです。思い出になりました。 

182 女性 60 代 若い人が定住する為に企業の誘致が必要かと思います。 

183 女性 30 代 住んでいるからかつらぎ町の良さは十分分かるけど、観光でお勧めできる所が思いつきませ

ん。1 カ所でもそういう所があればよいと思います。かつらぎ特有のものでなくても。映画の

ロケ地や、アニメのモデルになるなど、誘致できれば良いのではないかと思います。そして、

来てくれた人が買ってくれるようなお土産･名物などがあれば素敵です。 

184 回答 

しな

い 

30 代 大手衣料品店や書店がない。農道整備の充実。特産物のＰＲ、販売ルートの確保･支援。かつ

らぎ町だけの特産物の開発。 

185 女性 50 代 不燃物を入れるコンテナを回収する時の扱いが雑。コンテナを投げるので破損していると他の

人が言っているのを聞いている。もう少し丁寧に扱って欲しい。このようなアンケートの回答

は、インターネット等で出来るようにすれば良い。 

186 男性 30 代 豊かな自然と人がとても魅力的なかつらぎ町に移住したいという話や、実際に役場を訪れて話

を聞いたという人達を何人も知っていますが、少なくとも私の知る範囲では移住に至ったとい

う人は知りません。移住そのものをやめたいという人、田辺市への移住を決めた人、ちょっと

対応に不満があったという人など。町自体のイメージや利便性に魅力を感じる人はとても多い

ようですが、田舎暮らしのようなものに憧れて来られる方達は、空き家の紹介やどのような改

修が必要か、理想と現実のギャップを埋められるのか..かなりしっかりとしたシステム的なも

のとサポートがないと、実際に移住するというところまでこぎつけるのは難しいのかなと思い

ます。交通の利便性が非常に高くなったことで、今後そのあたりはかなり充実させる必要があ

るのではと考えています。 

187 男性 70 代 自動車免許返納者にタクシー代金の一部を支給する(マイナンバーまたはスマホ) 

188 女性 
 

いつもありがとうございます。1 才～小学生位の子どもが楽しめる大きめの公園が欲しいで

す。近くの市町村にあるような駐車場やトイレのある公園が嬉しい。こども園が大規模すぎる

と思います。少人数の方に行きたい家庭もあると思う。民営でなく公立でも良いので小規模園

が必要。大型園だと感染症のリスクも上がるのでは？ 保育料の安さや園バス、給食費の無料

も利用している人は有難いと思うが“無料だから”と簡単に考えているように思える。税金な

ので必要なことに使っていると思うが、少しは利用者の負担があっても良いかな?!と思ったり

はします。クーポン券を再々度配布して頂けて嬉しいです。ありがとうございます。時々思う

ことがあっても問合せするのも..と思い、そのままになるのでこうやってアンケートを取って

もらえて有り難いです。 

189 男性 30 代 高齢者の居場所、働ける場所、活動できる場所、活躍できる場所を作る。移住者への支援を充

実させる。若者の働ける場所を作る。企業誘致を進める。人口流出を止めるための施策、若者

の意見を聞いて欲しい。 

190 男性 60 代 子どもたちは県外に就職して帰ってきたくないといっています。若者が住みたい町と思っても

らえるようになれればよいのではと思います。 

191 女性 50 代 先日水道管の不具合による泥水が発生しました。私は町外へ仕事に行っているから日中の様子

は家族から聞きました。1 日の事ですが大変だったようです。給水車に何度も水をもらいに行

ったようですが、老人には大変な作業だったようです。不具合が発生する前に点検等はされて

いると思いますが、いま一度確認して欲しいです。和歌山市のこともありますから。 

192 女性 30 代 プラスチックのゴミを捨てる場所と日にちを増やして欲しい。 

193 女性 40 代 マイナンバーカードで自治体ポイントによる地域活性化。マイナンバーカードを持つことによ

り住民が得するような施策。車いすの人やベビーカーで散歩しやすい段差のない道づくり。 

194 女性 60 代 イベントがコロナのためしていません。特に公民館などの地区のイベントもありません。前の

様になり活気ある町がいいと思う。大小であってもイベントは人が集まります。難しいでしょ

うが。 

195 男性 10 代 ボールで遊べる広場やボード等(J ボードや S ボード)が気持ちよく走れる整備された場所が欲

しい。 
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196 男性 20 代 ゲームセンターが欲しい。 

197 男性 50 代 老人が住みやすい、子どもを育てやすい町づくりを目指して欲しいです。 

198 男性 50 代 特に思いつくことはありません。住民アンケート調査票の設問、わかるようでわからん感じで

した。もっとイメージしやすい表現･方法はないでしょうか。堅すぎてだんだんイライラして

きました。 

199 女性 30 代 地元に職もなければ出会いの場もなく商業施設もない。将来の不安しかない。KLC や祭りな

ど、よく参加していてとても良い文化があるので残して欲しい。地域としてはとても良い環境

だとは思う。 

200 女性 70 代 妙寺駅前に数軒の飲食店や喫茶店、コンビニ、進物用の和菓子店や洋菓子店(デパートで扱っ

ているような有名店の商品)が並ぶ建物が出来たら便利なのにと思う。国道から外れた道路に

街灯が少なく夜道が暗くて恐い。 

201 女性 40 代 若い世帯に移住してもらいたいのできれいな大型な公園が道の駅近くにあればいいなと思いま

す。雇用も大事と思いますので企業などの誘致も積極的にお願いします。 

202 女性 40 代 かつらぎ町の事が大好きです。本気でこの町が住みやすくて元気いっぱいの町になって欲しい

と願っています。私は幼い頃に大阪よりかつらぎ町に来ました。もう移住民というカテゴリー

には属しません。ただ一住民の一人です。移住してきてくれる人はとっても貴重だし、絶対に

大事にしないといけないし、私のようにただの一住民に成長するまで、支援や見守りは必要で

す。が、しかし、ただの住民も私のようにこの町をどうにかしたいと地道に頑張っている人は

いっぱいいる事も忘れないで欲しいと思います。「あー頑張ってるな..」だけでなく、町役場

や行政の人が一緒に出来る事はないかなと、手を差し伸べて欲しい時はいっぱいあるし、助け

て欲しい人もいっぱいいると思います。そんな地道な活動を頑張っている人たちと一緒に活動

する事を協働のまちづくりというのではないでしょうか..私の勉強不足ならすみません。 

203 男性 50 代 飲食店を増やして欲しい。ファーストフード、テイクアウト店(マクドナルド･スシロー等)を

誘致して、何もない町から脱して欲しい。大型スーパーがあれば尚良し。店が増えれば若者の

人口も増えると思う。何もない暗い町は衰退するだけでしょう。線路の北側には広い場所があ

るので、国道から高架道を作って、線路を超えれば土地も活用できる。店舗を集めた大型テナ

ント街にすれば目立つし、集客も見込めるのではないでしょうか！ 高野口はだんだん開けて

きているのに妙寺はだんだん衰退してきている。何もないので買い物･飲食は町外に行くのが

ほとんどである。というのが現状です。どうにかして欲しいです。元妙寺署の跡地も何かに活

用すべき。せっかくの国道筋が無駄である。 

204 女性 70 代 ウォーキングの途中、いつもゴミを拾いながらウォーキングされている方(男性)がいらっしゃ

います。歩道にゴミが落ちていると火ばさみで拾っている姿にいつも頭が下がります。きれい

な町づくりに一役買っておられます。きれいなかつらぎ町であって欲しいと思います。 

205 男性 40 代 かつらぎ町公園(地蔵さん)周辺の整備。室内プール、遊具等(老朽化している) 消防団の納庫

新設(新田)有事の際活動しにくい。場所は七郷井の上、トイレなし、旧大和街道で狭い。駐車

場なし。 

206 女性 60 代 他町から転居してきた者ですが、もっと住みやすい環境だと当初考えていた。①静かな住宅地

に改造マフラー平気で運転、昼夜問わず住民たちは我慢している。②ゴミを自宅畑で家庭ゴミ

を燃やし、煙臭い。とても迷惑である。③飼い猫を放し飼いして糞だらけでとても迷惑であ

る。昔からの土地の人に転居してきた人達は遠慮している。この環境から第一歩であると思え

ます。相手住民の気持ちを考えて下さい!と。引っ越して来てよかったと思える、住みやすい

地域になってもらいたい。私だけではなく近所の人達は同様の意見であると思っています。目

標は高くより、底辺から変えていきましょうよ!役場からの力を待っています。宜しくお願い

します。当たり前のことですができていない所があるのですよ。 

207 女性 70 代 美しい空気･水･緑を大切にすすめて欲しい。また、多様な文化に触れる機会を多く持てる様な

まちを期待します。（かつて旅行でアメリカを訪れた時、幼稚園らしき子ども達の団体が某美

術館でルノワールの巨大絵画の前で先生が解説していたのには感動した) 

208 女性 30 代 町内放送の音が大きすぎます。緊急性のない内容も不定期に流す必要があるのでしょうか?メ

ールやラジオでも流れるので全体放送を流すのは本当に必要な内容のみにしてもらえません

か?歩道がいつ歩いても草ボーボーです。散歩しづらいです。シルバーさんに定期的に処理し

てもらえませんか? 
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209 女性 30 代 このアンケートでどれだけかつらぎ町のまちづくりに役立つか不明。アンケート量多い。この

結果をきちんと公表して欲しい。かつらぎ町が発展し、住みやすく外からも来たいと思うに

は、もっと若い世代の声(特に子育て)を聞いて欲しい。子どもと遊べる公園もなく、出掛けら

れる施設もない。こんなに土地が余って、使ってない校舎もあるのに、どうして車で 30分か

けて遠い所に行かにゃあならんのか。他の市町村の取り組みをもっと参考にして欲しい。みな

べ町は廃校にボルダリング施設作ったり橋本市は広い公園たくさんあったり。西部公園？それ

だったら周りでジョギング出来たりスケボーパーク作ったりバスケコートぐらいできるでし

ょ。あんな年寄りしか使わないパークゴルフに一体何億かけるつもりなのか。税金の無駄遣

い。このアンケートも活かされなければただの無駄。しっかり町民(特に子育て世代!!)の声聞

いて欲しい。こんなにいい町なのにやる気のない大人が多くて子どもはかわいそうだ。30 人

学級だってして欲しい。学力低下になるばかり。遊ぶところなければ子どもはゲームばかり。

水も米もフルーツもおいしいのにもったいない。活気がない。 

210 女性 40 代 かつらぎ町が住み良い(楽しい･安心)町になるよう少しでも自分で出来る事を取り組んでいき

たいと思っています。ご指導ご支援宜しくお願い致します。 

211 男性 70 代 かつらぎ町は広く山里があったり皆住んでいる地区にそれぞれの問題やらが異なり、こっちで

出来ても山深い所では出来ず、それぞれの地域での問題が、全て思うように行政も難しい所も

あるでしょう。そこが行政にとって悩みが多く大変な所だと思いますが、それぞれ大変な事だ

と思いますが細かく見直していって欲しいと存じます。 

212 男性 40 代 人口を増やすには子どもがキーワードだと思う。子育て･教育資金を賄い、他の市町村からか

つらぎ町に移住してもらう必要がある。医療･雇用との対策も必要であるが、先ずは子どもを

育てやすい町づくりが重要であると考える。 

 


