
【意見①】まちについて 

NO 意見 

１ 京丹波町の未来のこと 

２ 田舎の良さ、他の市町村で戦う（競える）えるところ 

３ これからの京丹波町をどうしていくかを子どもから大人までみんな考えていく 

４ 京丹波町の良い所をみんなで出し合って、良い所を伸ばすために語り合ったら良い

と思う。 

５ 今の町（現状）のこと 

６ この町の PR のこと 

７ 地域問題のこと 

８ 町のお金のこと 

９ 観光地のこと 

１０ 世間が狭すぎること 

１１ なぜ人々が地域から流出していくのか、人を集めるにはどういうことをしなければ

ならないのか。京丹波町に欠けている観光客の欲しいもの。京丹波町にしかない点 

（農産物が魅力なのは分かるが、他の田舎も同じようなものを出してくるから） 

１２ 空き家の活用方法について 

 

考え方 

 

 

 

 

 

 

【意見②】防災・災害について 

NO 意見 

１３ 大きな災害が起こったときのこと 

１４ 南海トラフが３０年のうちに起こるとニュースなどでいってましたが、対策とかで

きていますか？ 私は山が近くて地震で崩れたら･･･と思うと不安です 

１５ 災害があったときにみんなで助け合う 

 

考え方 

 

 

 

 

 

 

 

まちのことについて、真剣に考えていただきありがとうございます。これからを担う中学

生・高校生の皆さんが、地元に残る、あるいは一旦この町から離れて暮らす時期があって

もまた戻ってきたいと思える、そんなまちになるように、一緒に「かたろうな」に参加し

てほしいと思います。 

災害に備えることはとても重要なことです。近くに住む高齢者や障害のある方など、まず

は近所にどんな方が住んでいるのかを知り、自分たちに何ができるかを考え、声をかけ合

えるつながりを作っていくことも大切です。 

京丹波町内でも避難訓練や防災講座なども開催しています。それらの取り組みに参加し、

自分自身でできることから始めていきましょう。 



【意見③】交通について 

NO 意見 

１６ 高齢者の運転が問題になっているけど、車を使わないとなった時に移動手段をどう

するのか？ 

１７ 電車（駅）について（瑞穂にも電車（駅）が欲しい） 

 

考え方 

 

 

 

 

 

 

【意見④】仕事について 

NO 意見 

１８ 仕事のこと 

工場などを建てていけばよいと思う 

１９ 京丹波町に文房具や服がいろいろ選べる大きな店や食べ物屋があると便利だし、も

っと多くの人が集まるし仕事も増えると思います。どうすれば京丹波町に店が増え

るか考えたいです 

 

考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【意見⑤】若者や高齢者支援について 

NO 意見 

２０ お年寄りの一人生活について 

２１ 少子高齢化の問題 

２２ 今後のこと（子どもの減少とか学校のこととか） 

２３ 若者について 

２４ 介護のこと 

将来おじいちゃん、おばあちゃんが家事できなくなってしまって、生活するのが困

難になります。少しでも生活を安心して過ごすためにヘルパーさんなどについても

らい、一つ一つできると思う 

車の運転・交通の課題は高齢者だけの課題ではありませんね。中高生を含む車を運転しな

い人たちにとっても不便なことです。これからの町の交通について中高生のみなさんもい

ろんなアイデアをぜひ聞かせてほしいと思います。大人と中高生が一緒に語れば何か良い

解決策が見えてくるかもしれません。 

仕事場を増やすことは重要なことではありますが、日本では少子化によりそもそもの労働

力が不足している現状です。そのため外国から労働者を受け入れたり、７０歳までの雇用

を継続したりしています。仕事場が増えると少ない労働力を奪い合うことにもなりかねま

せん。 

行政施策としても考えていくべきだと思いますので連携して考えていかなければならな

い課題です。 



２５ お年寄りの人たちが安心して暮らせるようになるために、移動販売の車を出したり、 

病院の医師に家まで来てもらえるような制度をつくる 

 

考え方 

 

 

 

 

 

 

【意見⑥】子育てについて 

NO 意見 

２６ 子育てについて語ろう 

２７ 子育てを安心してできる整備 

 

考え方 

 

 

 

 

 

 

【意見⑦】その他 

NO 意見 

２８ 防犯のこと 

２９ 校則について 

３０ 学校のこと 

３１ 野生動物のこと 

３２ お店のこと（コンビニ、ショッピングモールなど） 

３３ 遊び場のこと 

３４ 地域熱供給システムについて、エンジェル、長老苑以外にも使えないのか？ 

３５ インターネット環境（光回線）について 

 

考え方 

 

 

 

 

 

 

高齢になるのは誰もが通る道。自分たちが高齢になった時にどうするか、色々な思い、考

え方があると思います。自分たちが年をとった時に不安なく暮らせるためのアイデアを聞

かせてください。 

中高生の皆さんの目線で子育てについて語り合うのもおもしろいかもしれませんね。 

いろいろなアイデアを聞かせてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活をしていく上で考えるべき大切な意見です。 

中高生たちの意見を発信していく方法を考えていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 



【意見⑧】好意的な意見について 

NO 意見 

３６ この通りだと思った 

３７ 良い機会と感じました 

３８ 思いを語り合うのは良い案だと思う 

３９ 地域の人たちと関わることが増えたらいいと思います 

４０ 障がい者の人達とのふれあいなどがあったらいいと思います 

４１ 京丹波町をより良くするために、多くの人と知り合い、語り合い、関わり合いなが

ら京丹波町は良くなっていると思うし、この活動はいい 

４２ 座談会に参加する人は、やはり若い人より高齢の人の方が多いと思うので、若い人

でも気軽に見れるネットに書き込むのが良いと思います 

４３ 地域住民の思いを反映するのはとてもいいと思いました 

４４ 京丹波町をより発展させるためには、この案はとてもよいと思います 

４５ いろいろな意見があると分かった 

４６ 自分が感じていたこと以外の意見も知れて京丹波町の良いトコ悪いトコが更に知れ

た。たくさんの課題があるんだなぁと思った 

４７ さまざまな意見を取り入れて良いと思いました。京丹波町がもっと良い町になれる

ようにしていきたいです 

４８ 高齢者のことは少しずつ環境が整ってきていると思う。障がい者の施設とかができ

たらいいなと思う 

４９ 少子高齢化で人手不足で、京丹波町は予算もあまりないので、地域や学校で募金を

したらいいと思う。それから計画を考えるべき 

５０ 町の人の声を聞いてこのような案をたてることはいいと思いました 

５１ 町の人の不満を解消しないと良い町にはならないと思う 

５２ 京丹波町の住民の人たちが思っていることをそのまま吐き出すことで、課題や良い

所がいっぱい出てくるので町の活性化につながると思いました 

５３ 地域福祉の計画について、しっかりと考えておられてとてもいいと思います。 

もっと京丹波町が暮らしやすい町になればいいと思いました 

５４ 町民の意見を一つにまとめられていて、見やすいなと感じました 

５５ 多くの人と知り合い、話し合いをすることで町じたいが明るくなると思いました 

５６ 現実的でとても良いと思いました 

５７ 京丹波町を豊かでにぎやかな町にするために良い活動だと思った 

５８ 町民の意見をきちんと聞いて、京丹波町をよくすることをしようとしてて、すごい

し良いなと思いました 

５９ 実現してほしいと思う 

６０ そうなって欲しい 

６１ 他の人の意見が書いてあることによって、自分では思いつかなかった意見があり、

子どもだけでなく大人と子どもで遠慮なく話せる空間があればおもしろいと思った 

６２ こういうことで僕たち住民の意見が反映されやすくなると思うのでとても良いと思

った。資金面とか大変だけど可能な限り実現していってほしいです 

 



考え方 

 

 

 

 

 

 

【意見⑨】計画の実行性や具体的な修正提案等について 

NO 意見 

６３ 話し合える場があるのは良いと思う。けど学生が参加するのかな？とも思う。 

自主的に参加しようとは思わない 

６４ 語り合いの場をつくっても来る人が一定の人で限られたらその一定の人たちだけの

意見となってしまうのではないか 

６５ 良いと思う、けどこの計画によって何かが大きく変わるのかな？と思った 

６６ もっと和知を盛んにしていってほしい、これによって何か変わるのか疑問 

６７ 小さな意見を聞けていない 

６８ ささいなことができていない 

６９ とても考えはいろいろあって良いけど、できるのも金の問題で限界があると思うの

で何個かにしぼった方が良いと思う。例えば、ゴミ置き場を増やし、子育てを楽に

させる 

７０ 良い計画だと思うけど本当にできるのか。語り合える場をつくるのはとても良いと

思った。もっとお年寄りの方と沢山関われる取り組みがあったらいいと思う。 

７１ 地域の人達との関わることが増えたらいいと思います。障がい者の人たちとのふれ

あいなどがあったらいいと思います。外国人がこられても少しでもいから京丹波町

を案内してくれる人がいたらいいと思います 

７２ 人との関りをつくるためにイベントなどを多くするべきだと思います 

 

考え方 

 

 

 

 

 

 

【意見⑩】インターネット環境についての要望 

NO 意見 

７３ ネット環境と交通が不便なのでそこを直してほしい。 

７４ なぜインターネット環境が悪いんですか。もしインターネット環境が良かったら大

人になった人たちも京丹波町に住むと思います。 

７５ ネット回線が悪いというのは今の時代足手まといなので、できるだけ早く直してほ

しい 

この計画が実行性のあるものにするためにも、中学生、高校生の皆さんも「〇〇かたろう

な」に参加したり、地域の行事に参加したり、ボランティア活動に参加したり、ぜひ地域

活動に参加協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

この計画がどのように地域住民のみなさんに伝わり、実行されていくのか、中高生の皆さ

んも私たちと一緒に見届けてみませんか。中高生の皆さんの参加・協力をお持ちしていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



７６ その他、ネット回線（光回線含む）要望が２９件ありました 

 

考え方 

 

 

 

 

 

 

【意見⑪】交通についての要望 

NO 意見 

７７ バスの時間が少ない（お昼の時間バスの本数を増やして欲しい １０時～１４時） 

７８ おじいちゃん、おばあちゃんが増えてきて免許返納している人もいると思うから

バスが来るのをもっと増やしてほしい 

７９ 交通の便などが若者、老人に対して必要。なぜなら歩いていける距離に何もない

から、バス停はあるが全然こない、なぜなら人がいないから、なぜ人がいないと

いうと住みにくいからだ。なぜ住みにくいのだろう、それはインターネット環境

や道路の整備など初歩的なことが何も整っていない。防災とか子育て以前に環境

が悪い。やはり自然もあり都心が近い所が必要だ。車の免許が必要なのも悪い、

少年などがどこにも行けない。 

８０ 交通（バス・電車）がもっと便利になればもっと住みやすくなると思う 

８１ バス停をつくってほしい。人数を考えてバスを選んでほしい。 

８２ 遠くに行くための交通の便をよくして欲しい 

８３ バスの台数を増やして欲しい（いちいち遠回りをするからすごく時間がかかる） 

８４ 自分の地域のバス停は危ない場所にあるからもう少し安全な場所になってほい

い 

８５ いろいろな所にバス停をつくる（バス停が遠い） 

８６ せめてバスのりょうを増やして欲しい、駅を増やしてこまめに乗れるように、電

車をつくって！！ 

８７ バスの時間と学校の時間が合わない（他２件の意見） 

８８ 高速道路をもっと多く通す 

８９ 瑞穂に電車が欲しい（他１０件の要望） 

９０ 親が仕事でいない時に移動できない 

９１ 野生動物がよく出るので自転車もあまり乗れない 

 

考え方 

 

 

 

 

 

現代はインターネットは生活に欠かせないものとなりました。 

私たち大人もインターネット環境が整うことを期待しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通の課題は、子どもから高齢者まで共通の課題です。 

ぜひ、中学生・高校生の意見も反映し、行政と連携しながら町の交通について一緒に考え

ていきたいと思います。 

 

 

 

 

 



【意見⑫】街灯についての要望 

NO 意見 

９２ 街灯がなくて暗いから増やして欲しい、冬の帰り道を明るくしてほしい 

９３ いつも自転車で国道９号線の方を通って登下校しているのですが、秋は帰り真っ

暗で帰り道がとても怖いです。なので街灯を増やしていただきたいです 

９４ 街灯の設置を望む要望 他９件 

 

考え方 

 

 

 

 

 

【意見⑩】その他 

NO 意見 

９５ もっと自然とかをアピールして田舎好きの人を招く。農業の好きな人とかに良い

所だとアピールして若い人も増やし農業者も増やす 

９６ 交通のことは気になっている人が多い 

９７ 京丹波町には大きな自然公園があるのはどの年代の人も嬉しいと思う。（きれい

に整備されていて利用しやすい） 京丹波町は自然もいいけど『食』もおいしい

からもっとたくさんの場所で売って京丹波町の食の魅力についてたくさんの人

に知ってもらうべき！ 

９８ 店や大学などが遠いから不便なので特に店などを多く作ってほしい。 

９９ 道にちょくちょく雑草が生えていたり、道がでこぼこしているから危ないし、な

んとなくきたなく感じる。とにかく退屈 

１００ 人が通る道をもっとキレイにしてほしい。全部じゃなくていい、ぼこぼこ過ぎて

辛い所があると思う 

１０１ やりたいとい思うような仕事がない 

１０２ 交通が不便、触れ合いを増やす 

１０３ 防災については消防団があり安心だと思う 

１０４ 高齢者の施設とかは増えていたりして良いと思う。障がい者も安心して暮らせる

町。 

１０５ 町からでなくても、どんな人でも町内で退屈しない町を目指す！ 

１０６ 若者に出ていってほしくないなら、・ネット回線・交通の便・商業施設の改良は

不可欠 

１０７ 店や駅を増やしたら人増えると思った 

１０８ 自転車で行ける距離に店がほしい 

１０９ マンガ屋など子どもが喜ぶようなものが欲しい 

１１０ 住みにくい 

１１１ 職場がなければ出なければならない 

１１２ 地域の行事など運営などの問題でなくなっているものがたくさんある。そういう

子どもたちの安全確保のためにも、また子どもだけでなく歩行する全ての方にとっても 

明るく、防犯上も明るい方が良いことです。自分たちの地域の街灯を気にかけていただき

たいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 



行事は地域の人たちと交流できるとてもいい場なので、行事がなくなっていかな

いように町や大きな地域などでも協力していければいいと思う 

１１３ 生活するのに不便。店、駅がすべて遠い、仕事場がない 

１１４ 都会過ぎず、田舎過ぎず、お店もある程度はあって駅もある 

１１５ おばあちゃんになったら帰ってくるかも 

１１６ ホッケー以外のスポーツにも金をまわして欲しい。バスケのできる所を各地につ

くって欲しい。 

 

１１７ 商業施設が増えるといいと思う。若者に目を向けて欲しい。 

１１８ 水原方面に自動販売機が少ないこと 

１１９ 校則をゆるくしてほしい 

１２０ 自然があるのは良いと思う 

１２１ 動物園 

１２２ 買い物がしやすい町は私も思った。どこに行くにも車で、そしてあまり楽しめる

ところがない。田舎には良さがあるが「何もない」がいいと書いてあるけど、子

どもには「何もない」は楽しめないし住もうと思わない 

１２３ 空き家が増えてきているのだったら観光とをもっとアピールしたり（インタ―ネ

ット・ユーチューブ）、田舎体験などをして呼び込んだらいいと思う 

１２４ バッティングセンター、ボーリング場をつくってほしい 

１２５ 買い物しやすい町というは本当にそうしてほしいなと思います。ネット環境がよ

くなればいろいろ便利になると思います。（買い物がしやすいスマホなどでのネ

ットショッピングなど）。コンビニなどを増やすと買い物がしやすくなるのでな

いでしょうか 

１２６ 遊び場も少しほしい（ボーリング場・ゲームセンターなど） 

１２７ アスレチック系とかの遊ぶ施設を瑞穂にほしい 

１２８ 外国の人でも住みやすい環境をつくるのに僕はいいなと思います 

１２９ 中台区にある広い土地にスーパーマーケットやモールを建ててほしい 

１３０ 京丹波町のシンボルとなるようなものを造ってほしい 

１３１ 地域の人たちと触れ合える場をつくってほしい 

１３２ 温泉がほしい 

１３３ 京丹波町にはあまり有名なところも少ないから京丹波町内でこれから有名にし

ていきたい場所などを増やしていけばいい。 

駅や高速道路も通っているからモールなどを建てて地域を繁栄させてほしい 

１３４ 自然豊かな所なので、この自然を壊すということは避けたいですので、あまり工

場等は増やしてほしくないです。 

１３５ ゴミなどを勝手に捨てないように看板を立ててほしい 

１３６ 仕事をする選択肢が増えたら住み続けようと思う 

１３７ ゴミをいろいろな所に勝手に捨てるので看板をつくってほしい 

１３８ 近くにあるプールをなんとかしてほしい 

１３９ きれいな避難場所がほしい 



１４０ サルが多くて怖い 

１４１ 大きなショッピングモール的なものが一つでもできたら買い物も楽やし、将来の

ことを考えても不便はなくなる思う 

１４２ 自分の地域のバス停は危ない場所にあるからもう少し安全な場所になってほし

い 

１４３ 映画を見るなら遠くまで行かないと見れないから映画館をつくってほしい 

１４４ 迷い犬などが入れるしっかりとした施設 

１４５ 中学生、高校生の言うように京丹波町は自然の豊かなところが好きですが、仕事

やインターネットの問題を解決するともっと好きになると思います 

１４６ 交通手段改善、飲食店増加、ネット環境改善が大人になっても京丹波町に住むた

めに大切 

１４７ ボランティア活動を増やしていくことが大切 

１４８ 「交通の便が悪い」「店が少ない」という意見は前からあったはずなのに、未だ

に直っていないのは、町民のやる気の無さではないか 

１４９ 外から来る人より、今住んでいる人のことを考えてほしい 

１５０ 京丹波町に住んでいる人にこの町を誇れて好きだと言わせるような町にしてほ

しいです 

１５１ 横断歩道を作ってほしい 

１５２ ゴルフ場の入り口の近くにカーブミラーを付けてほしい。瑞穂さびきやグリーン

ランドに行く道の入り口を一回止まらないで行く人がいるので、前事故に遭いそ

うになったので危ない 

１５３ 雪かきをする人が増えたら事故にもならないので良いと思います 

１５４ 仕事をする所を増やしたら他の所から人がくるので良いと思います 

１５５ お年寄りの人が安心して暮らせるように直接医者に来てもらう 

１５６ お年寄りの人たちが安心して暮らせるようになるために移動販売車を出したり、

病院の医師が家まで来てもらえるような制度をつくる 

 

考え方 

 

 

 

たくさんの意見、要望をいただきありがとうございます。 

関係機関と連携しながら、安心して暮らせる福祉の町づくりを目指していきたいと思いま

す。 

中学生・高校生の皆さんもぜひ一緒に取り組みを進めていきましょう。 

 

 

 

 

 

 


