
43 
 

９ 自由意見一覧 
以上でアンケート調査は終わりです。最後に今後の九度山町の施策や事業などまち

づくり全般（移住、定住、結婚支援、出産支援、子育て支援、高齢者福祉、若者の住

みよいまちづくり等）について、ご提案やご意見などがありましたら、どのようなこ

とでも結構ですので、下記にご自由にお書きください。 

 

整理

番号 
ご意見 

1 岩手県・紫波町、広島県・邑南町に共通するコンセプトをとれれば役に立つと思

う。（九度山・50代・男性） 

 道の駅のアイスクリームはもっとおいしくなる。まだまだです。 

 柿パフェを出しましょう。美味しいミルク確保から。 

2 産業の１つである柿を核にして、農家民宿で忙しい時期に泊まって研修・支援する

仕組み。その中で農業を楽しむ、柿づくりを楽しむ。そして自立支援につながるプ

ロセスを考える。（椎出・65～74歳・男性） 

 街中アートを核にするのであれば、町出身の芸術家また、友人、知人その輪を活用

したサタデイ・サンデイのコンサート、ぶらり旅を展開させる。土・日の活用で交

流の輪を広げる企画を展開すれば。 

3 定住には仕事（椎出・65～74歳・男性） 

 結婚相手 

 出産安定 

 子育ては環境 

 老人には楽しさを 

 若者には充実した仕事と住まい 

4 自然を残した緑豊かなまち（椎出・65～74歳・女性） 

 時代に先駆け、先端的な産業が発達していくまち 

 子どもたちの声が聞こえる子育て支援のまち 

5 住宅の抽選について。いずれ町を離れる可能性のある家族より、九度山町で住み続

ける（家の新築等住む意志のある家族を優先して、当選順位を決定すべき。（九度

山・60～64歳・男性） 

 マスコミ（TV等）の宣伝力は絶大な力があるので、婚活支援などのお見合い番組な

どを招致するなど、周囲の市町と連携して九度山町を盛り上げる。 

 早く保育園と幼稚園を一体化させて、九度山町の幼児教育の充実と、町からの支援

により、利用の負担軽減を望みます。 

 ゴミ袋を橋本市と同様の値段に引き下げていただきたい。橋本市のごみ袋にゴミを

いれて、高野口に出しに行く人もいると聞く。ますます九度山町の住民のモラルが

問われる。 

6 「調査して終わり」にならないようによろしく。（河根・40代・男性） 

7 空き家が多いので、何か生かして移住者をつのれば良いと思います。（上古沢・65

～74歳・男性） 
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8 九度山町内での消費場所が少ない。高野口へ出向くことがほとんどであり、ほとん

ど町内でお金を使用していない。もっと消費を増やせれば、財政も楽になるので

は。（入郷・20代・男性） 

 若年者の働き口が少ない。ほとんどが橋本市で労働しているのでは？何か企業誘致

できれば。 

 問８－２にも記したが、園への道など環境が悪く思います。もっと広い場所への移

設を願います。 

 財政の確保のため仕方のないことだとは思いますが、指定ゴミ袋が高すぎます。も

う少し安ければ。 

 坂道等が多く虚弱高齢者の閉じこもりが多くなっているのでは？高齢者住宅などの

新設があってもよいかと。介護予防事業は充実していますが。 

 行政⇔地元住民の距離が近くて良いとは思いますが、移住者にとってもっと参画し

ていけるようなことがあれば。現在は受け身にしかなれないです。 

9 運転免許証の返還に伴い、動ける範囲がせばまり生活できなくなるものが増えるの

で、週に１回でも買い物ツアーをできる機会を与えてほしいと思う。（九度山・75

歳以上・女性） 

 若者を町に定着させるよう、起業の相談、支援を町全体でできるようになれば。 

 介護認定ももう少し速やかにしてほしい。 

 空き家が多くさびしいので、お借りすることができたシェアハウスやお店を起業す

る人などを集めて実現できれば。 

 学校へ行けない子どもたちが結構いると聞きます。役場や公民館で対処する取り組

みをしてほしい。 

10 宅地を増やす（空地の取り壊し）（九度山・30代・男性） 

 フルーツラインをアピールして、橋本市等で働く人を呼び込み、税収を増やす。い

きなり永住は難しいので、桜団地のような低廉な借家を増設し、人を呼ぶ。 

 幼児保育の面では幼稚園をもっと活用することでメリットがあることを若者世帯に

アピールする。10月からの無償化でも保育園の待機状況は解決されていないので、

九度山幼稚園への入園を進めることで、南海沿線で仕事をしている世帯の呼び込み

にも有利なのでは？ 

11 ミュージアムや花火等、町のお金の使い方に疑問です。無駄遣い。（九度山・女性） 

 若い人が定住してもらうための仕事、企業誘致 

 前町長の同じようなことをしている町長さん。原点に戻ってください。 

12 早く堤防してください。（慈尊院・60～64歳・女性） 

13 自動車が進入できる道がほしいですね（町の発展にもなりますね）。（九度山・65～

74歳・女性） 

14 道に落石や倒木が多いです。（下古沢・40代・女性） 

 狭い道をスピードを出す車やオートバイが多すぎます。 

 街灯をふやしてほしいです。 

 野焼きが多くて洗濯物が外に干せない。 
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15 ひとりだけの生活者が多くなると思うので、そんな支援が必要となる。（慈尊院・

65～74・女性） 

 交通の不便があるから、町内でいつでも乗れるものがあればよい。 

 町内の業者とスーパーと一緒になって、家に届けられるシステムがほしい。 

16 人口減で４千人程度の町に町会議員 11 人は多い。もっと少なくてもいいのではな

いか。（入郷・60～64歳・男性） 

 町政はマンネリ化した同じメンバーの町会議員だけに任せておくのではなく、裁判

員制度のように町民参加を実施すれば？ 

17 南海電車九度山駅から大阪向いての本数の増便。通学・通勤にとても不便。（九度

山・50代・女性） 

 九度山町内の商業施設の充実（スーパー、ホームセンター、コンビニ等） 

 税金の減額（これからの年金生活への不安） 

 水道料金の減額（下水道も込み） 

 小・中学校の 35人学級（教職員の増量） 

18 10 月の花火を楽しみにしていましたが、今年ないのが残念です。（中古沢・65～

74歳・女性） 

 高齢になり、他市など行きにくくなり、町内での開催行事はとても楽しみです。 

 花火など高額なものは協力金等つのれば良いと思います。 

19 若い人が住める住宅を作ってほしいです。（九度山・60～64歳・女性） 

 保育所の無料化を進めたら、若い人も住みやすい町になると思います。 

 町民プールも無料にすればいいと思います。かつらぎ町のプールは無料です。 

20 働く場が少ない。町職を退職してもすぐいろいろな施設に働きに行くのは、若いも

のに働かなくてもよいということか。（九度山・65～74歳・女性） 

 婚活の場、青少年の出会いの場、若者が出会う行事を考えてみてはどうか。 

 若者の住みよい町づくりは若者の意見を聞いて九度山が好きと思えるように。 

 駐車場が少ないため、町中にイベントがあっても難しい。 

 子育て支援、今は恵まれているのではないか。九度山は子育てしやすいと思う。 

 高齢になり車を返上して乗れなくなると、坂の多い九度山では大変不便。 

 他県の良い所をもっと勉強して、若者の住みやすい町にしてください。 

 九度山の自然豊かなのはとても素晴らしいと思う。真田庵の門限が４時では早すぎ

る。手入れをしてきれいな真田庵にお願いします。 

21 移動送迎サービスの充実。（椎出・50代・女性） 

 遊歩道、トレッキングコースの整備。 

 駅周辺に住宅地を。 

 商店街の活性化 

22 今、食料品を町外で買ってますが、町内に駐車場があるスーパーをつくってほしい

です。（中古沢・60～64歳・女性） 
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23 花火大会は止めて大正解です。（慈尊院・30代・男性） 

 無駄なしきたりが多い。 

 消防団に定年制を。 

24 観光業も九度山町中心のみで、その地域以外にはあまり関心が少ないと思う。（笠

木・50代・男性） 

 河根や古沢等、人口減少が急速に進んでいるので、空き家を利用した人口増加を図

る等の施策を考えてほしい。 

25 今はまだ車で買い物ができるが、乗れなくなったときの対応策。（中古沢・65～74

歳・女性） 

 独居老人への見守り、ヘルパーさんの充実。 

 民泊の充実 

 高齢者福祉の充実 

 バスを走らせてほしい（コミュニティバス） 

 空き家対策 

 公民館の建替え 

 集会所での生涯学習の充実 

26 高齢者が施設へ介護３以上でショートステイではいります。その人によりますが、

半年ならそれ以上更新してくれないので、もしその時入居する部屋があるなら入居

できますが、部屋がなければ更新できないので、出なくといけなくてまた一から探

す。橋本市、かつらぎ町等は更新ができるため、部屋があいていなくてもまた

ショートステイでそのままいれる。この話をきいて、たまたまショートステイで

入ってました、半年たったらどうしようと不安がよぎりました。うちの場合は部屋

があいたので入居できましたが、やはり九度山町はお年寄りが多いので、そんなと

ころも考えてほしいです。若い人は自分らでできますが、年を取ると自分ではでき

なくなり、どうしても施設を考えてしまいます。特別介護老人ホームには入れない

ですが、ショートステイではいったあとが九度山町は更新できるようにお願いしま

す。誰もが年をとります。赤字だから出来ないときいています。それも無理ないと

思いますが、これからの方のためによろしくお願いします。今年は花火はなかった

ですが、花火で使うお金を年寄に使ってほしいです。（九度山・60～64歳・女性） 

27 住みよいまちづくり。インフラ整備。（慈尊院・40代・女性） 

 移住。閉鎖的な雰囲気で、よそ者を嫌う傾向が強いので、受け入れをしっかりサ

ポート。地区費が１万円と高い。 

28 高齢者の介護、入居施設の設置、九度山町で安心して老後を送りたい。（慈尊院・

65～74歳・男性） 

 少子高齢化にともない、農業の後継者がいない。畑が荒れる。 

 地域の学校がなくなる。九度山小学校が危ない。旧学校施設の利用について考えて

ほしい。（慈尊院・65～74歳・男性） 

 人口減、限界集落問題。 

42 町の景観面、安全面からの灌木の伐採。川の氾濫等、目視できぬ等適当な処置を。

（九度山・40代・男性） 

 町道でありながら救急車、消防車も入らない。道幅をひろげ、道路整備すれば町の

活性化にもつながる。 
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76 商店街、活性化事業「まちなかマルシェ」出店等の頻度を高め、活性化を図る。（九

度山・65～74歳・男性） 

 災害、防災訓練の拡大。外部講師の講演の充実。 

77 九度山道の駅が出来てから、私たちはいろいろなことに参加させていただいていま

す（大ヒットです）。（椎出・75歳以上・女性） 

 九度山まちなか事業で、このところ観光客が増えつつあります。他にないものをす

ることの重要性はほんとに良いと思います（九度山アートウィークなどです）。 

 観光バスなど入れる道路等できれば、もっと客が来るのでは。入浴施設、子供の遊

び場（アスレチック）等。 

78 九度山に定住ではなく町外から店だけ九度山に出店している方、広報などでいくら

ゴミの出し方を回覧しても、町外の方は見ていないんでは？商工会などで、もっと

指導してほしい。（九度山・50代・女性） 

 花火はいらない。 

 丹生橋東詰交差点、高野口方面から来るとき、右折車で直進できないので、時差信

号にしてほしい。 

79 道路づくりが不十分（消防車・救急車が進入できない）。（下古沢・75 歳以上・男

性） 

80 プレミアム付商品券を発行しているが、九度山町内の登録商店でしか利用できず、

実質食料品は購入できない。橋本市の人は市内のスーパー、ホームセンター他多く

の店で利用できるのでうらやましい。これは過疎化の実質的な差別だ。こういう不

便さも嫌になって町を出ていく人がいると思う。今回の国の決めた制度だけれど、

近隣市町村でも利用できるよう、何らかの対応がとれなかったのか、あるいは県、

国に要望しようと考えなかったのか、何もしなかったのか、そういう町の姿勢、や

る気が何かにつけ今後の町づくりの本気度、やる気につながってくると思う。（入

郷・50代・男性） 

 一部の人だけかもわからないが、役場の人の頭、考え方が固くかたまっていると思

う。何かにつけ「前例」にならい、こちらが意見を言っても「今まではこうだか

ら」、「このように考えこうしてきたから」とはなから話を聞こうとせず、改善しよ

うとしない。 

 集計結果をまとめたのを見せるだけでなく、実際アンケートを町長に渡し、どのよ

うに感じたか、まずは町長の意見を教えてほしい。それから何から手を付け、具体

的に何をどうしていくのかプランを公表してください。 

81 若者の住みよいまちづくり。工場などの誘致をしてほしいです。（河根・65～74

歳・女性） 

 不登校の子供でも、河根は居心地が良いかして、元気にきているみたいです。これ

からも受入してください。運動会や文化祭など、村民みなで応援、出場してにぎや

かにしています。 

 河根は秋祭り（今年は 10/27）。本格的のだんじり、昔の若者が皆出て賑わってま

す。テレビ和歌山に中継にきてもらってほしいです。（河根・65～74歳・女性） 
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82 高学歴になり卒業して本町に帰ってきても勤める企業がない（少ない）。（河根・75

歳以上・女性） 

 町全体に活気がない（あるところもあるが）。 

 観光客がきてくれても、お金を使う場所が少ない。 

 「九度山町に行ったら必ず買ってきて」と家族に買って帰るみやげが数少ない。 

 最近「よってって」が出来たので活気がある（その場所のみ）。 

 秋の柿だけが九度山の名産ですが、年間通じて買ってくれるものを考えたいです。 

 「風光明媚」な「玉川峡」をもっと宣伝すべきと思います。町へお金がおちるように

考えたい。 

 玉川峡を整備してキャンプ場を作り、他所から観光客を呼び、町へお金がはいるよ

うに考えたい。 

83 今後高齢者が多くなるため、交通手段を充実させてほしい。（入郷・30代・男性） 

 若者が働ける工業施設を作ってほしい。 

 今現在空き家が多い。何年かに一度調査するのではなく、毎年調査し、空き家を活

かせるようにしてほしい。 

 上にたつものは、町民の意見を吸い上げてほしい。上の人の意見だけを通すのでは

なく。 

 子どもの遊び場所がない。以前なら運動場があったが今はない。 

 トップあるいは課のトップの人たちは月一回でも町内を巡回しているのか。最近災

害が多くなっている中で。 

84 地域の住民がつながることで、お互いが支え合うしくみづくり。高齢になり、配偶

者を亡くしたり、病気等「老い」による様々な「しんどさ」は行政から何かを与え

られてすべて解決するものではない。隣近所、住民が支え合うようなシステム作り

も必要。（九度山・60～64歳・女性） 

85 買い物は周辺の町に行くしかないけど、町内に店舗の誘致も難しいならば住むこと

に重点をおいた町づくりをするのが良いと思います。九度山町に住みたくて引っ越

してきたという人もいます。（九度山・65～74歳・男性） 

86 町民が毎日明るく元気で生活できますように、希望を持てる町づくり、よろしくお

願い申し上げます。（上古沢・75歳以上・女性） 

87 上古沢児童館の建替えを早急にお願いいたします。雨漏りでカビがはえ、人体に悪

く、避難場所には使えそうにありません。数年前からお願いしております。（上古

沢・65～74歳・女性) 

88 若者の働く場所があればいい。（九度山・60～64歳・女性） 

89 他町へ買い物に行かなくても良いように町内に充実したお店がほしい。（入郷・60

～64歳・女性） 

90 若い人の住める家を作る。（九度山・75歳以上・女性） 

91 空き家を他所の方々に貸して、人口を少しでも増すことと、いろんなことに使って

はどうですか。（河根・65～74歳・女性） 

 河根の体育などは今はそんなに使ってないので、夏にはキャンプ、秋には柿狩りな

ど、いろんなイベントに使ってはどうですか。 
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92 大坂へ通勤できなければ若い人は住まない。（九度山・40代・男性） 

 九度山では観光は産業にならない。 

 町外の人のためばかりお金を使わないで。 

93 定住：近隣の市町村とのつながりがうまくいけば、より住みよい町になると思いま

す。（下古沢・40代・女性） 

 子育て支援：他市町村と比べて、不足していると感じています。不便さが移住して

いくことにもつながる。 

 高齢者福祉：学習の機会を増やし、社会参加を積極的に行っていきやすい環境をつ

くる。 

94 学校の場所には、地滑りの所にたってるものがあるのは知ってると思います。いく

ら耐震とかしても、地滑りしたらダメとも知ってるとおもいます。子どもの人数も

減る中で、建て直して（小規模）のほうが安全・安心です。（九度山・40代・女

性） 

 新しく家をと思っても土地がありません。なので町外へ出ることになります。土地

があればですが、梨木は不便すぎです。 

 防犯の街灯（ブルー）を多くしてはどうか？あと防犯カメラがないのが不思議で

す。つけてください。 

95 高齢者がいつでも参加できる場所。（九度山・75歳以上・女性） 

 子どもたちがいつでも集まって勉強したり遊んだりできる場所。できたら月１回か

週１回、食事を提供できるところ。 

96 一番してほしいことは、週に１回でもいいから、買い物に行けないので車での販売

が必要、回ってきてほしいです。（中古沢・75歳以上・女性） 

 中古沢だけでなく古沢全体に商店が全くありません。早急に実現してほしい。 

 近所に持ち主が遠くて処理してくれない土地があり、木の葉や竹の笹や倒木が落ち

て、自分の家のトユが詰まって雨漏りがあって家が壊れてきている。議員さんに頼

んでも何の処置もしてくれず大変困っている。 

 年に４回息子が草刈りや処理にきてますが、町会議員なんて何の役にもたたず、選

挙の時だけ頭を下げに来る。税金泥棒だ。 

 同じ町内でも若い人たちの働く場所がなく、皆町へ出ていく。子育ては出来ない地

区。空き家が多く年寄の一人暮らしが多い。こんなところでは誰もいてくれない。

過疎地でどうにもならない。死を待つだけの地区だ。 

 いくらアンケートをとっても資金のないこの町で何ができるのか。若い力のないこ

の町で税金を上げられると生活にひびくし、何ができるのか、頼みたいことばかり

ですが。 

 すぐできること、困っている他人の山の木を切って片付けてほしい。 

97 町内に防犯カメラの設置。（九度山・75歳以上・男性） 

98 防災無線が聞き取りにくいように思う。（河根・65～74歳・女性） 

 毎週曜日を決め、啓発放送を流してはどうか。 

 ブロック塀にひびが入り危険な家があるのですが、直接家の人には言いづらい。職

員さんの見回りをお願いしたい。 

 台風のとき、パトロールをお願いしたい（危険を生じて申し訳ないのですが） 
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99 児童館の整備をお願いします。（上古沢・65～74歳・女性） 

 上古沢の中井段橋は水面より 15ｍほどあり、とても高いので近くで住んでいる私た

ちもとても怖い思いです。最近人が落ちました。金網でもつけてもらいたいです。 

100 空き家が多くなっているがそれを利用して何か出来ないのか。老人の集う場所とか

に。（慈尊院・65～74歳・女性） 

 住民も高齢化して、活気がなくなりそうで心配。若者が住みよい町作り。何かの産

業を発展させる。 

 近所に若者がいるのに結婚する人が少ない。出会いの場、サークル等を考えては？

（お見合いのような場）。 

 道の駅に ATM があれば便利ですが。「よってって」で買い物にいったときに利用で

きる。 

 防災時の町と町民との連携と地域ごとの政策と協力支援。 

101 町なかでのイベント時、通行規制（車）をしてはどうか。（九度山・40代・女性） 

102 町独自のビッグデータの確立。（慈尊院・65～74歳・男性） 

 合法、不法にかかわらず情報の収集。 

137 施策として、老人ホームを保育所、幼稚園の同地内に作る。ふれあいできるように

建てて、互いの老、幼のためになる建造物。（慈尊院・75歳以上・男性） 

 昔の用水路のような流れをつくり、湧水の利用を各地区に掘り、災害にそなえて濾

過し、飲めるようにしておいたら便利。水質検査は無料で保健所へ。 

 農業の忙しい時の行事には参加しにくいので、町全体で楽しめる１日を作ってほし

い。 

 町民が作る芸術祭と運動会を合わせて行い、老若男女、幼・老が楽しく遊べる１日

をつくってほしい。クラブ、幼の踊り、作品展示と販売、カラオケ、ダンス、農業

の忙しくないとき。 

 いろんなボランティアがありますが、一応ボランティアとして全員参加にすると集

まりが多く取れるし、ふりわけられます（家事、介護、子守などなど）。 

 色々書きましたが、九度山はいいところで思いやりのある人々がいっぱいで、幼い

子も守られ素晴らしいところと思います。ありがとう。 

138 他町に比べ、行政は全て遅いと思います。（下古沢・60～64歳・女性） 

 働ける場所、住みよい町に期待しています。 

139 世間で問題となりつつある「8050問題」への早期取組。（中古沢・50代・女性） 

140 観光客、外国人の宿泊施設が必要。（九度山・60～64歳・男性） 

141 住民税が高すぎる。若者が減少することのひとつだと思う。（河根・40代・女性） 

142 今、九度山町では子供がどんどん減っています。でも住むところもなく、働くとこ

ろもないので、もっと安くて若い世代が住める住居作りが必要だと思います。（河

根・40代・女性） 

 空き家がたくさんあるけど、こわすのにもお金がかかり、皆さんなかなか何もでき

ないでいます。しかし、古くなり崩れ落ちる危険性もあるので、もっと支援しても

らえたら助かると思います。 

 電車がないこの地域では、お年寄りや子供は出ていく手段が限られ、すごく不便で

す。親は送り迎えの負担がすごくあって、仕事もできないので交通手段があればと

日々思います。 



51 
 

143 九度山は静かでよい所です。（九度山・65～74歳・女性） 

 仕事がない。 

144 高齢者福祉にもっと力をいれてほしい。（九度山・65～74歳・女性） 

145 さくら団地みたいなところが増えたらもっと良いと思う。希望者はけっこういると

思うから。（30代・女性） 

 高齢者を抱える家族が暮らしやすい町にしてほしい。 

 やっぱり商業施設（イオンとか）があったらいいと思う。住みやすくなるし、人も

来るでしょう。 

 あとは伝統？とか、しきたり？とか、いろいろ決め事とかあって大変だなと思う。 

 定住するためには交通便をよくするとか、住みやすい町づくりとか、住む場所

（マンションとか）がほしいなと思う。 

 あとは街灯が少ないところがあって、夜歩いたりするのが怖いので、増やしてほし

いです。 

 いろんなことをたくさん書いてすみません。しかもややこしい内容ですみません。

よろしくお願いします。有難うございます。 

146 雨の日にも子供が遊べるアミューズメントパークなどを作ってほしい。（町内の人は

無料。町外 500円（２時間まで）。など区別して）。たいした遊具は不要。大きめの

ボールプールやふわふわすべり台など。（慈尊院・20代・女性） 

 高齢者が使用できるタクシーチケット。町内の病院に行くのに、１枚 700円では足

らず、少し現金を出さないといけないそうです。町内の施設に行くのであれば、１

枚で１施設は行けるようにしてあげてほしい。 

 習い事の施設がもう少しあってほしい。今どこで何の習い事があるのかわからない

（スイミング、体操、楽器など）。町内の人は少し安くで通えるなどのメリットが

あってほしい。 

 子ども３人以上で車乗車賃無償。子ども出産時にオムツプレゼント（現金では親が

使ってしまうリスク、虐待や殺害してもお金だけもらうなど考える人がいる可能性

があるので現物支給）、入学時に何かプレゼントなどあればいいなと思う（ランドセ

ル、お道具箱など）。 

 働く場所の提供。住み込みで農業ができる。九度山町に３～５年以上は住むことを

条件にして、あるところで働くと、外部から来る人よりも給料が２倍支給されるな

ど。 

 保育時間の延長。大阪では 22時までのところもある。病児保育ができるように。 

 高齢者が自由に出入りできて、１日遊べる施設の充実。デイではなく。 

 病院（歯科、皮膚科、産婦人科等）やなんでも買えるスーパー（道の駅はコスパが

良くない）、気楽にはいれる飲食店の充実化。何かイベントの時だけでなく、もう少

し町中も店舗を増やしては？と思う。（先日町中のイベントの時にも観光客らしい若

い女性たちが「なかなか良いけど、もう少し良いお店があったらな」と聞こえたの

で）。起業した店舗が何年か続くと支援するなど。 

147 企業の誘致。（河根・65～74歳・男性） 

 高齢者の楽しい生活ができるように。 

 住人の減少のはどめ。 
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148 免許返納後の交通アクセスの心配。タクシー券よりもコミュニティバスの検討を。

（上古沢・65～74歳・女性） 

149 結婚しない若者がふえています。昔のようにお世話するかたが出てほしい。（入郷・

65～74歳・女性） 

 無理かもしれませんが、企業など誘致できたら人が多くなるし、若者も戻るかもし

れません。 

 出産・子育てを金銭面で支援してほしい。不妊治療なども。 

150 高齢者福祉施設の充実拡大をしてほしい。上下水道の充実拡大をしてほしい。（九度

山・65～74歳・男性） 

151 親なき後にも障害者が安心して住めるようにしてほしい。(河根・65～74歳・女性) 

 ゴミがめちゃめちゃになっているので、もっとゴミの出る日と品物はちゃんとして

ほしい。 

 集会所の玄関ののぼるところのコンクリートの欠けているところをなおしてほし

い。 

 車がなかった時、車に乗れないとき、買い物に行くのに行けるようにしてほしい。 

 保険を払うのをもう少し安くしてほしい。 

 障害があるなしにして病院の支払いを安くしてほしい。 

 保険、固定資産その他、役場に送る袋をもう少し大きくしてほしい。出すのに困

る。 

152 夏の花火大会もなくなり、道の駅の広場はさびしくなりました。公民館主催で盆踊

り大会もいいと思います。幼児から年配者まで入って踊れるというのも良いと思い

ます。若者たちも参加して、各地域の公民館での踊りは盛大です。（慈尊院・65～

74歳・女性） 

 勝利寺の駐車場前のおしょぶ池に観光客の人が「ホッとする」と言っていたと聞き

まして、池をきれいにし、また、せっかくの店もあります。以前のように何か活用

できたらと思います。御礼とか御守りもよく聞かれます。 

153 高齢者福祉。（九度山・75歳以上・女性） 

154 町内にもスーパーがほしい。（椎出・50代・女性） 

 農道の整備をしてほしい。 

155 他の町の方に移住していただけるように、企業を誘致（柿の葉寿司や真田ひもなど

の製造業、飲食店など）を盛んにする。（九度山・40代・女性） 

 荒れた土地、家屋の対策をしないと、移住や観光にも限界があると思う。 

 町民、近所の人々の交流をしやすくして、田舎の良さをアピールできたらよいと思

います。 

156 スーパーマーケットの誘致。（九度山・60～64歳・女性） 

157 九度山町の主要産物の柿の宣伝をもっとしてほしいことと、柿の販売に携わる担当

者をあまり変えないでほしい。変える場合は連絡を密にしてください。（入郷・75

歳以上・女性） 
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158 自分の故郷の過疎化が進み、どうにかしたいと思うのに、自分が生きていくための

収入を得ることに手いっぱいで、目を向けられず、なんの役にもたてないことが悲

しい。（河根・30代・女性） 

 ここで生きていくためには必ず車が必要で、けれど一人で暮らしていくお金と車代

だけでお金がなくなってしまう。 

 農業をする人が継ぐ人がいない、または、継がせるつもりがなく、どんどん減って

いる。 

159 低額で施設利用ができることを願う。（下古沢・65～74歳・女性） 

 町外からの老人施設の入居者が多い。地元優先を願う。 

160 結婚支援に力をいれてほしい（農家担い手確保等）（九度山・30代・男性） 

161 国道上の木の枝が伸びてきていて、道にたれさがっているのをみていると、こんな

にも通行量が減っているのかと実感する。（下古沢・50代・男性） 

 役場前の看板。電車から見えるようにできないでしょうか？ 

162 企業の進出。（九度山・65～74歳・女性） 

 道幅（路地）の拡張。（九度山・65～74歳・女性） 

 救急車、消防車がはいれるように。（九度山・65～74歳・女性） 

163 私の地域では空き家が増えています。その対策を考えてほしい。（下古沢・60～64

歳・女性） 

164 温泉があったらいいなぁ。（九度山・40代・女性） 

 地ビールがあったらいいのに。 

 アートウィークはすごく良かった。 

165 スーパーの誘致（税収も見込めるのでは？）。今後ますます高齢化がすすんで、一番

困るのは買い物。若者の住みやすさの点においても、スーパーのない町に引っ越し

しようと思わない。（河根・30代・男性） 

 山間地域の冬場の融雪剤の散布。町職員でできないなら、予算から建設会社に依頼

すべき。住民サービスの低さも過疎化の原因（橋本は散布車が散布してくれる）。 

 町財政について。能力の低い職員の配置転換や雇用形態の変更（正社員→パート）。

おしゃべりしか能のない無駄な人員の削除（正社員→解雇、パート→雇いどめ）。 

 町財政について。人口に対して議員の数が多すぎるため、２割～３割減らす。本業

の片手間、小遣い稼ぎの議員が多すぎる。財政負担でしかない。 

 町財政について。今回のアンケートに対してお礼の葉書（督促の葉書）がきたが、

経費の無駄。防災無線で放送するくらいで充分。 

 町財政について。見かけた公用車が古すぎるので買い換えるべき。一度今の新車と

のランニングコストを比較すべき。（増税対策の１つで自動車取得税が軽くなってい

るはず）。 

 地域活性・防災。手入れのできていない山を、町が介入して手入れすることで、土

砂崩れの予防になる。木材を利用し、資材 or 商品化などアイデアのコンペなどして

みる。 

 図書室から図書館へ。子どもからお年寄りまで出入りしやすい環境をつくってほし

い。 
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166 結婚していない方たちを何とか相手を見つけて両親に将来安心していただけるよ

う、若者の住みよい町づくりを。（九度山・65～74歳・女性） 

 婚期が過ぎた方たちが全国にたくさんおられるが、町の方たちも一組でも多く夫婦

（家庭）を持たれると良い。 

 人口が増えるような町になればよい。全国のどこか参考になるところがあれば。 

 保育所、幼稚園が特に保育所の場所が悪いと思う。のびやかに保育してもらえると

ころを考えていただきたい。 

167 災害が起こったときの、ため池等の安全確保。ため池というのはどこの地域でも住

宅等の上方部につくられているため、想定外の雨量に耐えられるのかどうか心配で

ある。（河根・65～74歳・男性） 

 柿園等農地がこれから先荒廃していくことが予想されるので、その管理についての

対応を考えてもらいたい。 

 若者の住みよい町については、やはり企業の誘致や介護支援センターの設置が考え

られるので、そういったものの誘致を促す場所作りが必要だと思います。 

168 企業誘致、創業支援等、働く場所を増やし、雇用創出する。(椎出・65～74 歳・女

性) 

 耕作放棄地を減らす対策。 

 過疎地へ映画、ドラマ等の撮影地として招致。過疎をいかす。 

 高齢者の運転免許を返上しやすくするためのコミュニティバスの運行（きめ細やか

な）。 

 町内商店の廃業による買い物難民をなくす対策。 

 九度山の富有柿のブランド力は実感していますが、柿だけに頼らず年間通じ特産品

となるものを考える。 

169 最近、ブロック塀の倒壊が問題になっているが、それを解決するための助成をして

ほしい。（入郷・50代・男性） 

171 子育て支援。来年からひよこクラブがなくなると聞きました。出生数も減り、保育

所にいっている方も多く、子供が集まらないのだと思いますが、ひよこクラブに代

わる集まりみたいなものは何もないのでしょうか？（河根・30代・女性） 

 移住。九度山の方には、さくら団地やいろいろ若い方が住む住宅がありますが、河

根の方（梨の木以外）では作らないのですか？駅から遠く不便だからでしょうか？

小学校も中学校もあるのに。梨の木は学区が選べるので、みなさん九度山の方へ行

かれます。若い方に来てほしいです。 

172 さくら団地付近にアナグマ・イノシシが来てるので子供が危ないです。（入郷・65

～74歳・女性） 

173 今、町として何をしたいかわからない。伝わってこない。（入郷・40代・男性） 

 イベントをするときの交通渋滞の対応の悪さ。 

 イベントを行うのも一部の人しか動いていない。自己満足で終わってないか？ 

 若者の住める場所、住宅がない。 

 花火でお金使いすぎ。他にまわしてほしい。 

 何でも入郷でイベントやりすぎ。もっと説明をしてほしい。 

 観光客が歩きやすい歩道の充実、整備をしてほしい。 
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174 企業誘致に取り組むことが第一と思う。それが無理であれば、他の市町への通勤が

しやすい道路及び交通機関を整備すること。そのために、九度山町内に住んでも良

いと思う、良い環境を整えること。（下古沢・75歳以上・男性） 

175 問９、10にはすべてに○印をつけたいくらいです。素晴らしい町、故郷です。より

クリーンで爽やかな町でありますように。（九度山・65～74歳・女性） 

 希望あふれる若人に魅力ある雇用の場を確保、提供してほしい。Ｕターン者、移動

者にもアピールできる、企業とのタイアップを至急考えてください。（たとえば、食

品の缶詰、瓶詰工場のような）もっといろいろあるはず。 

176 財政難の中、花火大会の開催については賛同いたしかねます（本年度中止で嬉しく

思っています）。（九度山・50代・女性） 

177 少子高齢化が進んでいます。（慈尊院・65～74歳・男性） 

 若者の働くところが少なく他地域に行く人が多くいます。 

 安田島地域の一種農地を除外し、若者が定住できるような土地にしたいと思いま

す。 

178 移住を考えている人に対して、町民の気持ちがおいついていないような気がしま

す。家賃、土地の提供の考え方が移住しやすい環境ではないように思います。（九度

山・50代・女性） 

179 若い人たちが定住できるような婚活のようなイベント。（九度山・50代・女性） 

 若い人たちが定住できるような就活のようなイベント。 

 介護保険に頼らず、福祉用具の賃借や譲り合い（ジモティー？）。手押し車、車椅

子、ベッドなど使えるものを使いたい人に貸したりゆずったりする。 

 介護予防、健康増進のためピーアニー（ふるさとセンター３Ｆ）を午前中に有効利

用する。町独自のリハビリデイ（送迎あり）のようなもの。 

 最近、ＣＭで第一交通産業の「おでかけ乗合タクシー」というのを見るが、シル

バータクシーチケットを使っても大丈夫？たとえば老人会や自主サークルの人たち

がまとまって食事会に出かけるのに使える？ 

 介護や子育てのボランティアさんを募る。そのために講座や研修会があればいいと

思う。 

180 毎日の町内放送について。男声よりも女声のほうが聞き取りやすくはないでしょう

か。（慈尊院・60～64歳・女性） 

181 本年はアンケート２つ目ですが、統一し経費を少なくすることはできなかったので

しょうか？その費用でできることがあったのではと思います。今一度、税金の使い

方、ありがたみを考えて活用してください。（椎出・40代・男性） 

182 せっかく始めた花火大会。募金の集め方をもう少しやりやすい方法を考えて再会す

る方向に！（入郷・65～74歳・女性） 

183 議会の様子を You Tubeにアップしてほしい。橋本市のように議員の質問や答弁を

撮って後からでもいいので流してほしい。（65～74歳・女性） 

184 若者が定着できる産業力強化（新しい近代化産業へ育成）。(椎出・75歳以上・男性) 

 子どもたちの教育の高度充実。 

 病院の集合化、強化、総合病院へ。 

 高齢者福祉だけではいずれアウト。その前にどうしても若者の育成が急務。 
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185 高齢者の方が多く、一人暮らし連絡簿の作成。（中古沢・65～74歳・女性） 

186 子どもに九度山に帰ってもらうために、どんな町のサービス、支援があるのか。具

体的に大々的に知らせてほしい（あまり知られていない）。（九度山・50代・男性） 

187 人口減に歯止めを。Ｕターン、Ｉターンに注力して人口増を。（椎出・75 歳以上・

男性） 

 若者が集える健全な施設を。 

 空き家の活用を。 

188 行政と地区別懇談。（下古沢・75歳以上・女性） 

 上田市との姉妹交流会。 

189 議員定数は適正か？（50代・男性） 

 10年後現人口の３割になる危機感は？ 

 若者が町外へ出る理由をどう考えているか？ 

190 道の駅周辺にＢＢＱが出来る施設（スペース）がほしい。道の駅で買い物する客、

観光客が増える。（九度山・20代・女性） 

191 移住についての情報発信をホームページ等でＰＲしてほしい（住宅、就農情報な

ど）。（九度山・60～64歳・男性） 

192 高齢者の入所施設の確保。（九度山・50代・女性） 

193 私はひとり親です。役場の職員さんは皆様親切で、九度山町に戻ってきて自分の生

まれた町が好きになりました。（九度山・30代・女性） 

 ひとり親の医療証、本当にありがたいです。 

 これからも子育てしやすい制度と医療が整うと、人口が増えるのではと思います。 

194 若者の働く会社がない。（九度山・75歳以上・女性） 

 若者の住居がない。 

 高齢者増加中。高齢者福祉施設がほしい。 

195 さくら団地にはいっても、すぐ出ていく人が多い。家賃を安くするか。土地よりも

建売したほうがいいと思う。（九度山・65～74歳・女性） 

196 仕事（九度山・75歳以上・男性） 

 生活安定 

 住良町 

 生活保障 

 交通の便利さ 

197 若者の住居問題。移住定住する場所がない。（慈尊院・50代・女性） 

 高齢者の交通事情。（慈尊院・50代・女性） 

 高齢になると住みにくい町である。（慈尊院・50代・女性） 

198 少子化の対策（九度山・65～74歳・男性） 

 インフラ対策（九度山・65～74歳・男性） 
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307 若者が就職できるよう考える。（慈尊院・50代・男性） 

 町内放送（防災無線）＋消防＋病院のつながり（連携）や訓練をする。 

 農家が生産販売できるシステム、また、集落（コロニー）を作ってほしい。 

309 町の主力である農業の高齢化、跡継ぎ対策、及び企業誘致。（九度山・60～64歳・

男性） 

310 お祭りのときは賑やかなんですが、平日町内に行ってもさみしく感じるので、カラ

フルにするなど、工夫が必要だと思います。（九度山・40代・女性） 

 九度山はよその人を入れたくないような雰囲気があるので、町をあげて柿作りをし

たい人などに家や土地を貸すような事業ができたらと思う。 

 LINEなどアプリで町の情報を得ることができると便利だと思う。 

311 生活しやすい住める場所や土地があれば良いですね。（九度山・50代・女性） 

 高齢者が高齢者の介護をしながら元気に生きていくためのノウハウが学びたいで

す。 

 九度山バージョン婚活イベントがあったら楽しいかなぁ？ 

313 車道の横の歩道が狭い。（九度山・20代・女性） 

 


