
全般
性別 年齢別 地区 組織 自由意見

女性 60～69歳 松塚 全般
43年間居住させてもらってる町で、移りゆく様々なこと
を見させてもらい、この町、この市が好き。これからも
楽しく過ごします。よい市に住めて幸せです。

女性 60～69歳 郡津 全般

なかなか行事・活動のことで知らないことが多いのが不
満です。こちらのミスなのかもしれませんが、行事・活
動が終わってからの方が目にする機会が多いです。でき
れば前にその方法をお願いします。交野は大好きです
し、自慢に思っております。これからもよろしくお願い
します。

女性 50～59歳 藤が尾 全般

“市政のうごき”見ていて思う事・・一般的に17時まで
はきちんと受付全てすべき。市民税が他市に比べかなり
高く、苦しめられていますが、なぜ交野はここまで高い
のか市民にわかるような説明コーナーがほしいです(広
報でも）。車の量が増え、歩道整備きっちり見てほし
い、特に妙見から星田1丁目方面にかけて。交野の美化
は、保護者が手本になり子どもが一緒に何か行動できる
行事を増やす。最近では京阪バスに感謝　岩船から京都
直行ができた事、頑張って継続してほしい　毎日でなく
とも空港行きもあったらいいなぁと思う事もあります。

男性 70歳以上 星田山手 全般

このアンケート全体に設問がピントはずれではあまり意
味がないように思います。日常の行政サービスで感謝す
ることは多々ありますし、その時その時の要望を取りあ
げて実現をお願いできればと思います。なお、市役所本
庁の市民対応は不十分というよりなっていないと思うこ
とがあります。次に市全体に商店が尐なく生活が便利と
は言えません。そのあたりの活性等をお願います。この
ような迂遠なアンケートをとるよりわかりきっているこ
とからしっかりお願いします。

女性 20～29歳 松塚 全般

Ｃ．の“かたのサイズ”は、このアンケートで初めて知
りました。交野に長く住んでいる人間としてまちが良く
なっていくよう願っていますし協力したいと思います。
が、かたのサイズの82頄目とは（41頄目でも）数が多す
ぎるように感じます。説明が抽象的でいずれの頄目もあ
たり前のこととしてめざす方向であり、反対するような
点は何一つとしてありません。あれらの頄目に関心がな
い（＝めざす必要はない）と考える住民はそう多くはな
いでしょうし、そう考える方々は放っておいてよいと思
います。結局かたのサイズとは何なのでしょうか？よく
わかりませんでした。交野市の暮らしについては、自然
が身近で静かなところが気に入っています。便利さ（交
通や商店）は現状で十分です。ビジネスのまちではな
く、のんびり過ごすまちであってほしいと思います。教
育については関心をよせているものの、現状については
何一つとして知りません。子ども同士、教師と子ども、
家族と子ども、年代をこえて年長者と子どもなど、交流
がさかんであることが望ましいと考えます。英語教育は
たいして重要視していません。会話と未知のものに触れ
る体験の場を数多く作ってください。

男性 70歳以上 東倉治 全般 一般市民も子どもも国家意識なさすぎます。



男性 30～39歳 私部 全般

財政状況があまりよくないと聞きますが・・・そちらの
方の対策の方が大事じゃないのですか?交野は良い所だ
と思いますが、市役所でぼーっとしている職員やゆうゆ
うバスの本数減など、そういったことを聞く（見る）た
びに市に期待することがなくなっていきます。いきいき
マルシェ等の取り組みは評価できますし、自然や歴史に
も興味はありますが、市・行政に対しては期待、希望、
興味といったものは全くありません。尐なくとも自分は
納得、満足はしていません。内容はともかく、こういっ
たアンケートは市民の声を聞く（市民は発言できる）よ
い機会であると思います。

男性 50～59歳 星田 全般
借金は確実に減っているのに福祉・教育・医療予算の削
減でなく、充実をすべきである。市長には「反橋下維新
の会」を貫く事を期待しています。

男性 70歳以上 星田西 全般

交野市には企業や（会社）、公務員、教師等を退職され
てフリーな身分の方が大勢いる。しかもみなさんそれぞ
れ有能な方々で優れた人材である。この人たちを有効・
活用されると町の発展に役立つと思うのですが（人材活
用）。（交野は町のスケール（規模）は小さい。枚方
市、寝屋川市に負けるが文化・教養の面では理想の高い
町にと指導していただきたい。有能な人を師に招い
て。）

女性 70歳以上 私部南 全般

※Ｄ－5のその他意見→未来を生む若い人たちの優秀性
を応援してほしい。
私たちが交野に転入した時は、市役所の周りは血縁関係
の者ばかりでした。いまだに再就職の人は地元有司が多
いと思います。若い優秀な人材はたくさんいると思われ
ます。その人たちを交野の未来のために応援してやって
ほしい。各種団体への補助金援助も今一度改めて見直し
してほしい。来年の予算もらうために使用しなくてもい
いものでも使う金は無駄なもの！

男性 40～49歳 倉治 全般

（B-1 交野といえば→故郷）　市民に対するサービスも
必要ですがそれより高齢化が進んだ市の住民、この先ど
のようにこれを考えているのか、また、若い人をどのよ
うにして獲得していくかを示して欲しい。今現在住んで
いる若い人が今後ずっと交野市に住んで行きたいと思う
ような市政を希望します。（期待ではなくて希望です）

男性 60～69歳 星田 全般 良い交野市民になりたい



女性 40～49歳 倉治 全般

ＨＰの給食センターのメールフォームに数回、感想と質
問をメールしたが（苦情じゃないです）、「メールみま
した」の返信すらなく、がっかりした。何のための
フォームですか。一般企業ならありえない。図書館のＨ
Ｐにもメールフォームがあるがそちらも同様。「メール
読みました」と返信すらしない、その姿勢が「お役所仕
事」といわれるのでは？それならメールフォーム作るな
と言いたいです。市役所とかに目安箱みたいなポストが
あればいい。（気軽に苦情、提案、ほっこりした話な
ど、もちろんＨＰにそういうメールフォームもほし
い）。設問Ｃのかたのサイズの質問は、意味がわかりに
くく、答えにくかった。自然がいっぱいというのは満
足。その分市の財政は・・・。枚方や寝屋川にサービス
面で見劣りするかなー。親と妹が寝屋川市と枚方市在住
なので、大学があり、大きな企業が有る分魅力的なイベ
ントや講座があるのはうらやましい。おりひめちゃんと
ひこぼしくんで枚方とうまくタイアップして近隣の市と
合同の企画ものを期待します。まぁお役所だから無理か
な・・・。　倉治に住んでいると青年の家もゆうゆうセ
ンターも車のない人は行きたい催しがあっても出掛けに
くい。倉治図書館の２階を使って、端っこの市民にも参
加できるイベントを増やしてほしい。

女性 50～59歳 星田山手 全般

星田山手はとても住みよいまちです。子ども無の家庭な
ので教育行政はわかりません。でも、近所の子ども達に
はいってらっしゃい、おかえりなさい等朝晩のあいさつ
はしています。とても素直な子たちが多いと思います。

男性 70歳以上 天野が原町 全般

・市が何を考え、何を目標としているのか、市の考え方
が広報だけではよくわからないことが、わかりました。
・子ども大きくなると学校の事は全く関係なしになりま
す。毎日元気に登校している小学生をいつも見ていま
す。

女性 40～49歳 郡津 全般

まず、赤字を減らしてください。商業施設も尐ないのだ
からもう尐し行政のトップの方たちが頭を使って考えて
ください。交野には豊かな自然も多く、子育てには不満
はあまりありませんが教育に関しては、他市に比べ劣っ
ている部分があると思います。行政サービスについても
他県、他市を参考に、住民がもっと満足するようなまち
づくりを行ってほしい。そのためには、やはりお金が必
要です。無駄なことにお金を使わないでほしいです。

男性 60～69歳 倉治 全般
交野市も高齢化が進んでいるように思います。現在交野
市が行っていることは私自身わかりませんが安心して暮
らせる交野にしてほしい。

男性 40～49歳 向井田 全般

市にお金が無いというなら職員もっと体と頭を働かす
事。例えば郵便物は手分けして職員の家の近所を配ると
か、せめて同じ時期の郵便物であれば、紙の色や大きさ
を変えて、一緒に送るだけでも財政に違いがでるはず。

女性 40～49歳 天野が原町 全般

公務員の怠慢を日々感じます。教育委員、教師、市役
所、各施設の対応、行動、管理全てにおいて、仕事が無
責任であると感じています。建てたりつくった建造物・
施設も道路も作るのみで放りぱなしで活かされていない
税金の無駄遣いもひどいものです。市民の事を考えて公
僕として働いて下さい。

女性 60～69歳 星田 全般
・中田市長になってからTELなどの対応はよくなったと
思います。・窓口でも親切に教えてもらえています。



男性 30～39歳 私部 全般

行政と市民の間にはいまだ壁があり、接客対応が悪い部
署がある。一番のサービス業であると私は考えています
ので、市民にとって気持ちのよい対応をしてもらいた
い。

男性 60～69歳 星田 全般

奥の院に居座るのが仕事という他市と異なり、中田市長
自身が活動家出身ということもあり、職員個々の意識は
市民サイドに立つという点で大きく変わってきたと感じ
ています。“市民との共働”は今後も市の大きな方向性
の一つだと確信しつつ、そのための市の役割を望みた
い。市民からのアクションを待つだけでなく「情報力を
駆使して“市民の力”をピックアップして活用する」の
が実現に直結する特効薬だと思っています。

男性 40～49歳 幾野 全般
枚方市と同等の行政や優遇処置を望みたい。又は枚方市
との合併。

男性 50～59歳 梅が枝 全般

祝日に日章旗を掲げている家がほとんど見うけられな
い。日本は日本の固有の文化と歴史を持つ誇り高き単一
民族なのである。日本国民は他宗派に所属している。し
かし、国歌斉唱は国民の自信と誇りであるを忘れてはい
けない。

男性 70歳以上 松塚 全般

自治会の委員、自主防災の委員をさせて頂いていろいろ
勉強させて頂いておりますが、高齢ですので、大した活
躍は出来ませんが精一杯しています。教育のことは孫も
成人しているので、現在のことはわかりません。

男性 70歳以上 梅が枝 全般
88・77才二人生活、他人に迷惑を掛けないように、日常
健康でありたい。身体障害者2級、歩行困難、体の管理
（本人と病院医師）

男性 50～59歳 南星台 全般
買い物に不便（特にお年寄りが大変）もう尐し星田駅か
らはなれた所に商業施設が欲しい。

女性 30～39歳 星田 全般

小学校入学前の子供の一時預かりが一日3000円は高すぎ
る。星田には公園が無いし、子供をのびのびと遊ばせら
れる場所が無く困っている。自然は多いが公園も無けれ
ば子育て環境は最悪とも言える。生産緑地地区などよ
り、公園どうにかしてほしい。小学校の放課後の一時預
かり希望

男性 70歳以上 松塚 全般

私は定年退職して10年となりました。交野市に対しては
ほぼ満足しておりますが、行政が補助金・交付金を行う
事はあまり賛成しません（多尐はいいでしょうが）。ボ
ランティアについても積極的に参加するつもりはありま
せんが、多尐は参加しています。その程度で今回のアン
ケートは回答に困りました。

女性 40～49歳 星田 全般

今はまだ40代という事もあり、星田の街づくりというよ
りも自分たちの生活が一番になっている為、まわりを見
る余裕がありません。でもいずれは地域活動など参加で
きればと思います。

女性 40～49歳 私部南 全般
市役所や給食施設、青年の家など、もっと民営化をすす
めて、市の人材を減らし、市の財政の悪化をおさえてほ
しい。

女性 50～59歳 東倉治 全般

公共施設の管理が不十分だと思います。自然がいっぱい
の交野ですので、ひとりひとりの心がけでもっとよくな
るのではないかと…また行政サービスにも不公平がある
ように思います。魅力ある交野になることを期待してい
ます。



男性 50～59歳 藤が尾 全般
皆様の活動に感謝しております。これからも益々お体に
気を付けてがんばって下さい。

男性 30～39歳 星田 全般
市の職員が知識を身につけ、文化財などの保存や芸術活
動の補助などをすれば金もうく。交野市に産める産婦人
科が無い。

男性 40～49歳 幾野 全般

私達大人よりも、これから学んで育っていく子供達に
とって、この交野での生活を充実にしたものにして、
まっすぐ育ってほしい。子ども達が放課後のびのびと遊
べる所がないので芝生のある公園など、またボール遊び
なども出来る公園を充実させてほしい。交野は山々や田
畑はあるが、こういったいこいの場が尐なすぎる。ドー
ムは遠くて子どもだけでは行けない。もっと各地の土地
を有効活用してほしい。

男性 70歳以上 東倉治 全般
胸を張って交野市を見よといいきれる交野市に。上下の
差別なく建設的な意見を出し合い、生きがいのあるある
素晴らしい町にしていきたい。

男性 70歳以上 星田山手 全般
教育に関して現在の小中学校の現場を知らないので解答
出来ません。行政よりボランティアの方達の活動がとて
も活発で行政を支えているように感じます。

女性 70歳以上 倉治 全般
私は高齢者であり協力出来ませんが、出来るだけしたい
と思ってます。交野のこと一つでも多く知りたいと思い
ます。

男性 40～49歳 私部 全般

私が子供の頃の私部は、もっとつながりがあったような
気がします。夏は市役所の駐車場で日が違う2つの盆踊
りがあり、母に連れられ楽しく踊った記憶があります。
その時、見知らぬ方からジュースやガムなどを頂き、絆
的あたたかさを子供ながら感じていました。今はそんな
あたたかい所がないようにおもいますが…

男性 70歳以上 星田 全般
市役所の職員の接し方が親切で良いと思う。一層努力し
て下さい。

男性 70歳以上 天野が原町 全般

A・Bについては正しく答えられますが、C・Dについては
真面目に答えようとすればするほど難しい。もう尐し答
えやすいものが出来る筈。やむを得ず「いい加減な」回
答となりました。全く不本意ですが…高齢（76歳）なが
ら自治会活動には出来る限り参画しています。教育にも
関心はありますが、体調からボランティア活動は出来ま
せん。

女性 40～49歳 松塚 全般

交野の教育面の低下を感じます。先生方の意識レベルの
低い先生は教育委員会預かりにするとか、途中から介護
休暇をとって来なくなって、子供達はバラバラになりク
ラス崩壊となった。各施設をもっと安く利用できるよう
にして欲しい。体育館など3面に区切るとか、4面とかに
区切って欲しい。

女性 50～59歳 星田 全般
教育行政については、身近に子どもがいないためわかり
ません。市の取り組みがあまり住民に通じていないよう
に思われます。



男性 60～69歳 幾野 全般

Dの教育課題というものがあることすら知りませんの
で、取り組みが十分であるかないかは返答できません。
子供も成人し孫の時代になっておりますので、子供達の
安全対策がどうなっているのかは情報が入りませんの
で、答えられません。交野市役所の行政サービスです
が、先日、子育て支援課に電話相談した時の応対に出た
人の答える態度が、とっても上から目線でむかつきまし
た。お金のない人をバカにしたような答え方でとっても
気分が悪くなりました。もう尐し常識ある応対をしても
らえたらと思いました。その方の名前は●●さんという
女の方です。

女性 60～69歳 幾野 全般

交野に住んで35年になりますが、その当時に比べ市役所
等の対応がよくなり気持ちよく帰ることができる。市内
を散策してもボランティアの人々がまた、シルバー人材
センターの方々がきれいにしていただき申し訳なく思っ
ています。東北のガレキの処理ができるように！せめて
もう尐し考えてほしいです。

男性 70歳以上 藤が尾 全般

市役所や出張所の窓口の対応に満足しています。大阪府
や大阪市で最近見られるような、教育委員会の自立性へ
の介入に強く反発しています。尐なくとも、交野市の教
育委員会の主体性・自立性を今後とも大切にしてほしい
ものと願っています。

男性 70歳以上 松塚 全般

・数百年に一回観るチャンス、学校の場で観測する機会
をつくるべき。教育委員会が“怠慢体質”であるため、
教師が行動しない。　・大阪市役所でも問題になったタ
イムカードのみ押して実際勤務をしていない実態がある
ことを認識してほしい（教育委員会）。　・育児休業を
くり返す職員は退職をする就業規則を定めるべき！　・
市職員の人数が過多であると常々感じている。産休（長
い休暇）で明けて仕事場に戻っても第二子出産でまた休
暇ほとんど休暇ばかりで一般企業では考えられぬこと。
公務員という身分保障の上にあぐらをかいていると思
う。しかも、夫婦で職員である人が多すぎる。勤務中に
間食(お菓子）をして仕事に集中してない！！福祉
課！！

女性 20～29歳 倉治 全般

先日、フィリピン・マレーシアに旅行に行った際に日本
が全体的に語学の発展（英語）が遅れていることに気が
つきました。小さい子供でも、日本以外の子供は日常英
会話を話すことが出来ます。まず地域から子供の語学の
発展を後押ししてあげれる環境が必要だと思います。

女性 50～59歳 幾野 全般 税金が高いと思います。国民健康保険も。

男性 20～29歳 妙見坂 全般 住民税・水道代が高いです。

男性 70歳以上 郡津 全般

①子供達に対して、公共のルールを守る常識が欠けてい
る。これは親が欠けているからに他ありません。権利の
前に義務がある事を忘れているからか？まずは車（自転
車）は左、人は右側通行のルールの徹底から取り組まれ
てはどうですか、小から大へ、まず小さな事を徹底出来
なければ何もできない！②市職員の年収を半減してはど
うですか！誰でも出来る仕事ですので、中小企業と同程
度が当然！

女性 30～39歳 私部西 全般
公共料金が他市より高いため、定額化に努めてほしい。
（特に市民税、下水道料金）　・交野の自然をもっと大
切に残してほしい。



女性 60～69歳 私市 全般

もっと語る人を育成して、「交野市」のよいことをひろ
めてほしい。交野市の歴史をもっとみんなに（幼稚園か
ら中学生）教えてほしい。社会見学、林間学校、遠足を
工夫して交野市でする。

女性 50～59歳 倉治 全般

・市と自治体との連携をもっと密にして、交野市を盛り
上げていってほしいと思います。また、定年を迎えた、
元気な方々にもうひと踏ん張り頑張ってもらえる場をつ
くってほしいです。

女性 40～49歳 星田 全般
「どこにお住まいですか？」という質問に「交野です」
と答えて、相手に「？」という顔をされない市になって
ほしい。

女性 40～49歳 星田 全般

星田に住んでいますが周辺の商店のお粗末さにはうんざ
りします。もっとおしゃれな街づくりができないもので
しょうか。ごみ収集について・・ビン・カンが月1回は
尐なすぎ。パチンコ屋は・・ネオンがうるさい。交野市
ではつくらないの・・でしたよね。

男性 60～69歳 星田山手 全般
“住み続けたいまち”のスローガンに期待して永住を決
めています。自然、農業を守る予算の実行をお願いしま
す。

男性 60～69歳 天野が原町 全般
隣接する枚方市との施設利用の共有化。一人ひとりが防
犯・防災意識を高める運動。

女性 30～39歳 私市 全般

学力向上のため、3歳以上の子どもの習い事に対する補
助金や交付金を拡充して頂きたい。例えば、義務教育以
外の教育費に対して毎月○万円以上負担に対し○％補助
など。　水はおいしいけど水道代が高すぎる。田畑が多
いからいつまでも街が活性化しなくて不便。市民税も高
い。駅前だけでも開発していくべきだと思います。

女性 40～49歳 寺 全般

子どもの乳幼児医療の拡大を切望します。小学生はまだ
必要な年齢ではないのでしょうか?他市ではかなり充実
してると聞きます。企業や大型ショッピングセンターな
ど市が活性化するものを誘致してほしいです。交野市民
は他市でお金を使っています。

女性 50～59歳 私部 全般

“健康で長生きの時代へ、病気は予防の時代へ”・いき
いきランドの活用〈道の駅〉他府県のように屋内に常時
店を開店し、他県からの観光誘導で地域の活性化、農
家、手づくりの方々達の老後、第二の人生の生きがい、
コミュニケーションの場になると思います。スポーツの
行事が結構多いので、お客さんも多いと思います。私の
実家の東北では、他の催しもしてて（約）10年前から、
今はすごく町の活性化となり効果がでています。ウォー
キングコースに、地域の健康維持の為（病気予防）ぶら
さがり鉄棒や、公園にあう器具等を備えてもいいと思い
ます。気軽にスポーツに励むように～しいては医療費節
約になると思います。・（いきいきランドを活用して）
更なるコミュニティの町作りへ、希望

女性 40～49歳 天野が原町 全般

東京から引越してきて１年たちましたが、ほとんど家に
いない上に、子どもがいないのでわかりませんでした。
お役に立てずすみません。水がおいしいのと、パトカー
を見ることがない日々驚いています。

男性 40～49歳 南星台 全般

交野の自然が好きで、市外から引っ越してくる人も多
い。バーベキュー広場、例えば枚方の山田池公園や寝屋
川公園みたいなところがない。、もっとアピールすべき
施設を作るべき。ファミリ-向けにアピールしないと交
野は老人だらけの街になる。交野の未来はない！！



女性 60～69歳 私部 全般

体力を衰えさせない為に、天の川の土手を歩いていま
す。昔に比べとても整備され美しいので、さらにサクラ
ンボや小鳥たちが喜びそうな木を植えて欲しいです。カ
ワセミを身近に見ることがたびたびあり、季節の移り変
わりを味わいながら、安心して歩ける散歩を楽しんでい
ます。川の水が汚染されず、このまま鯉がゆうゆうと泳
ぐ姿をいつまでも見たいです。　市の相談室、プライバ
シーが守られてない。部屋の外に声が聞こえる。

男性 40～49歳 南星台 全般

交野と言えば自然、福祉、住みやすい市と思っています
が、近年、行政の事情でゆうゆうバスが減ったり、医療
費の補助が他市より取り組みが遅かったり、道路の舗装
状態が悪かったりと借金を減らす事ばかりが目につきま
す。教育については、もっと英語教育に力を入れてほし
いです。他市と比べても遅れているように思います。

男性 70歳以上 私市山手 全般

地域での独居老人への学校給食の提供を考えてほしい。
小中学校は老人の徒歩可能範囲にあり、外出することの
尐ない独居老人外出の機会を与え、子ども達との会話も
でき、生き甲斐と健康増進に役立つ。一方子ども達には
老人から色々な人生の知識・智恵を学ぶ機会ともなる。

女性 70歳以上 青山 全般

自然がいっぱいの交野が失われそうで気になります。交
小の、メタセコイヤの木がばっさりと枝をおとされてし
まい、残念です。もっとみどりを大切にしてほしい二国
で桜が切られました。もう切らないでください。

女性 50～59歳 私市 全般
先日子供（大人）が市役所に市営・府営のことについて
聞きに行きましたが、冷たく頭ごなしにダメと言われた
そうです。お役所感情があるのですね。

男性 70歳以上 神宮寺 全般

・自然多いけれど、買い物が出来ない（交通がバスの
み）・企業の参加が尐ない（働く仕事がない）・障害者
の情報が尐ない（限られた人のみ）・地主の交流（老人
が集う場所がない）

男性 50～59歳 郡津 全般

今年初めて開催された交野マラソンは盛り上がり市民や
市民以外の人たちも話題となった。良い企画だったと思
います。毎年行えると良いと思います。交野の歴史を大
切にしてきたところは大事にして、これからも広く市民
にも交野の素晴らしい面を知らせていってください。

女性 20～29歳 妙見東 全般
交野市は店も尐なく不便な点もあるが、その反面水、空
気が美しく安心して住める環境にある。子ども達の教育
も比較的充実していると思われる。

男性 40～49歳 私市 全般

交野市は多くの自然やそこに暮らす多くの人材をもちな
がら、大阪市方面・枚方市方面への人材の流出がありそ
の豊かさを充分生かせてないのが現状と思います。交野
という良さをこれから育てるためにも。まず教育（交野
という地域性が強調されるような）、そして、他への発
信の前にしっかりとした行政をしてほしいと思います。

女性 70歳以上 郡津 全般

子ども達が自由に楽しく遊び、体力づくりにもなるキッ
ズプラザのような施設整備等がないため、他の市遠くま
で行かなければならず、せっかくの第２京阪が活用でき
ていない。大型ホームセンターもなく不自由だ。

女性 30～39歳 郡津 全般

交野市が主催する文化・スポーツ教室の種類が尐ない。
交野市主催ではないサークル活動などの情報が一覧でき
るものがない。青年の家やゆうゆうセンターで行われて
いるサークル活動などのスケジュールや内容、連絡方法
などが分かる一覧を作ってほしい。小学校区での地区集
会（全保護者対象、通学路の安全など）を行うべきだと
思う。



女性 40～49歳 私市 全般

自然豊かな割には子供が思いきり遊べる場所が尐ない気
がします。又施設なども地域によって行政サービスの恩
恵の差が感じられます。公園や運動場所（ボール遊びの
できるところなど）を、現在尐ない地域にもっと作って
欲しいです。

女性 60～69歳 藤が尾 全般

詩情あふれる緑豊かな交野市はみんなのあこがれの地だ
と思います。青年の家も多くの市民が利用されている様
に思います。展示コーナー（１Ｆフロア）楽しめます★
仮称「おりひめ」俳句を全国から募集してはどうでしょ
うか？交野を全国にピーアールしていく為★私市植物園
（大阪市立大学理学部付属植物園）は誇れるところなの
で、もっと内外の市民に知らせてほしいです！

女性 70歳以上 私部 全般

交野は自然がいっぱい。空気がきれいで大好きです。今
のところ災害もなく、ありがたいです。ただいつも思う
事は水道代が高いと感じています。よろしくご検討くだ
さい。

総務部
性別 年齢別 地区 組織 自由意見

男性 70歳以上 郡津 総務部

昨年11月薬剤処分の事で市役所へ伺いました。受付の女
性の方親身に相談にのっていただき感謝に耐えません。
ありがとうございました。最終的にはプライベートルー
トで解決できました。

男性 70歳以上 藤が尾 総務部
財政の見直しに努力してほしい。このような時間がある
なら人件費を尐なくしてほしい。40%以上を他人に頼る
なんて考えられない。

男性 30～39歳 私部 総務部

このアンケートをするなら、世代、家族構成を選んで
やったらもっと良いと思う。わからない質問が多すぎ
る。夢の実現とかいらんから当たり前の事をきっちり
やって金（税金）を使うところにしっかり使ってくださ
い。このアンケートも税金の無駄！

男性 30～39歳 幾野 総務部
いろいろ意見を書きましたが、一切予算を上げないよう
にしてください。市民税を上げてまでは望んでいませ
ん。

不明 60～69歳 星田 総務部

（B-1 交野といえば→星のまち）　　交野市は枚方市や
寝屋川市のように大きな面積ではないし、財政状況も裕
福ではないので他都市同様の施策は難しいと思う。効率
化を図るため、併合や廃止を抜本的に考えて行くことが
必要と思われます。若干は住民サービスの低下にはなる
でしょうがやむを得ないでしょう。北河内地区広域行政
が将来的には良いと考えます

男性 20～29歳 倉治 総務部
他の市町村とどのような差別・区別を行っているのか不
明、特に不満はないがあまり他の市町村に行かないので
比較検討の手段がない。

男性 20～29歳 星田 総務部
市民税が高い。市役所職員の態度が悪かった。何かする
時、他の市に行かなければならない。

女性 30～39歳 星田 総務部
回答しにくい頄目が多かったです。もっと答えやすい方
法に今後変更を検討願います。市の職員の方は親切な方
ばかりに対応して頂き感謝しております。



男性 50～59歳 向井田 総務部

どの役所もそうですが、よく動き考え企画し新しい仕事
にチャレンジし等、よく働く職員の方々も多くおられる
し、そうでなく「遊んでいる」とまでは言いませんが、
仕事への意欲のない方、働かない方もおられる。これは
遠くで見ていて時々目につきわかるものです。働かない
職員には、大阪市ではありませんが、しっかりあぶり出
しペナルティを検討して下さい。アンケートについて
は、まだ仕事で平日昼は交野とは関わりが無く、子供も
育ってしまって、妻はともあれ私は退職までは本当の交
野はわからないので、良い回答ができず申し訳ありませ
んでした。

女性 60～69歳 星田北 総務部

行政へ；市の所有地を明確にして整地して頂きたい。星
田駅近くには、うやむやに私有地の如く使用している方
がいます。いつまでもこの状態にしておかれるのです
か？

女性 40～49歳 星田 総務部

市の財政難でサービスの縮小などは、ある程度はやむを
得ないと思いますが、市民にばかり負担を強いるのでは
なく、行政に携わる方々にも一般企業との比較で無駄が
ないか見直してほしい。市役所、出張所とも職員の数が
多いと思います。

女性 40～49歳 藤が尾 総務部

広報やホームページが暗く古い感じがして読みにくいの
で、もっと明るく若い人にもわかりやすく（絵を入れな
がら説明するコーナーなど）したりして、もっと若い人
にボランティアや地域の活動にも参加してほしいので、
改善してほしいと思います。

男性 70歳以上 私市 総務部

仕事はよくやっているつもりでいるでしょうが、どこが
悪いのでなく、職員それぞれ何が足りないか自分自身に
問うて下さい。外部から見るとプライド権限が一人歩き
しているように思える。人の話をよく聞くこと…

男性 30～39歳 私部西 総務部

交野市の町づくりとして何をしていきたいか？何が特徴
のある町なのかがわかりにくい。子供に力を入れるの
か、老人に力を入れていくのか。難しいかもしれない
が、もっともっとはっきりわかりやすくするのも町づく
りとして必要なことかと思われます。

女性 60～69歳 幾野 総務部
市民の税金は有効に使ってほしいです。無駄遣いはやめ
て下さい。

女性 40～49歳 星田
総務部
地域社会部

子供の頃から住んでいて大好きな交野です。でも経済的
に大変ですよね。力をもった市民も多い町だと思うの
で、町おこし、イベント（マルシェのような）などもっ
と広げていけば住みたい人が多く集まるのでは？何か市
で（神戸のように）ブランドをもって商売するなど…イ
ンターネットでの発信も…と思います。そんな声をひろ
うことも（今もやってるとは思いますが）もっともっと
ふやしてみて下さい。

女性 30～39歳 私部
総務部
都市整備部

アンケートには協力したい気持ちはあるのですが、まだ
交野市に来て半年位しかならず、具体的にわかりません
でした。私達もこれからどんどん交野市を知っていきた
いと考えています。直Ｑバスなんか楽チンで、すごいと
思っていますし、利用しています。

男性 50～59歳 私市山手
総務部
都市整備部

質問の内容・意味がよくわかりませんでした。教育の現
状もよくわからないので記入できません。かたのサイズ
での関心と満足も主旨がよめませんでした。行政では、
田・畑のミニ開発で自然が中途半端にくずれていくのを
防止できればと思います。



女性 50～59歳 私市
総務部
都市整備部

市民税を安くしてほしい。交野市を良くしたいと思うの
なら、パチンコ店開店許可などしないでほしい。小さな
市（土地面積）の割に墓が多い。景観がだんんだん悪く
なっていくのが嫌です。

女性 50～59歳 倉治
総務部
福祉部

行政サービス　窓口などもっと若い人が多い方が活気が
出ると思う。暗い、活力がない、障がい者の就労支援の
受け皿をもっと市が増やすべき。障がい者のパン販売
（例です）等をアピールして役所全体で盛り上げてほし
い。それが波動して市民に行きわたると思う。

女性 30～39歳 幾野
総務部
福祉部

・市民税が高い。私達が支払っている税金がどのように
使われているのか知りたい。・生活保護受給者をもっと
しっかり調査してほしい。かなり裕福な生活をしている
と思う。

地域社会部
性別 年齢別 地区 組織 自由意見

男性 50～59歳 私部 地域社会部

自然施設の集客は現状でもすすんでいる（星のブランコ
等）。第二京阪開通、京阪電鉄交野線利用による商業施
設整備による集客UPを！　（例1）若者等による商店企
業誘致のための集中商業施設設置。（例2）例1に併せた
映画館施設誘致　（例3）例1に併せた地産農産物の常設
販売

女性 70歳以上 倉治 地域社会部

広報かたの５月号に書いていましたが、交野市歌CDが有
るそうですね。１回も聞いたことがありません。市役所
やアリーナ、スーパー等でかけてくださればなじみにな
ると思いますが。

女性 30～39歳 南星台 地域社会部

星田駅の駐輪場が足りていない。引越してきて主人が通
勤用に定期利用したらいっぱいで、一時利用も停められ
るかわからないということだった。行ってみて停められ
ないと困るので、徒歩にしている。同じ人が更新を続け
て、定期利用されているのか？それだと不公平だと思
う。詳しい事情がよくわからないので、広報かたので取
りあげてほしい。よろしくお願いします。

女性 20～29歳 藤が尾 地域社会部

枚方・寝屋川みたいに、イオンモールなどもっと買い物
が便利になる施設をたくさん増やしてほしい。ディスカ
ウントストアー（サンディ・ダイコクなど）もできれば
市民の人はとても助かると思います。

男性 50～59歳 幾野 地域社会部
街灯をもっとつけてほしい(夜道が暗く危険）。車道と
歩道をしっかり作ってほしい。

男性 30～39歳 星田 地域社会部
七夕イベントのより一層の拡大と宣伝で他の地域の人に
も知ってもらう。（交野の素晴らしさを）

女性 70歳以上 私部 地域社会部 交通についてのマナー。道路でのボールあそび。

女性 30～39歳 藤が尾 地域社会部

“交野マルシェ”行ったことはないが、看板を見たが位
置が低く、見えづらいし、他市から来た方、通りすがり
で行ってみようと思う方が入りづらいように思う。開催
日（第〇○曜日○時～）なども、一目で分かるようにし
ないと通り過ぎてしまいそう。

男性 50～59歳 梅が枝 地域社会部

子どもがいないので、教育関係にはあまり興味がありま
せんのでアンケートに協力できなかった点は申し訳あり
ません。でも、暮らしの、面では良い街だと思っていま
す。さらに向上してくだされば嬉しいですが、最も願う
のは、まちの治安ですので、その点でよろしくお願いし
ます。安心して街を歩ける良い街にしてください。



男性 60～69歳 妙見東 地域社会部

「交野市」読み方からしてむずかしい名前ですが、位置
的には大阪・京都・奈良のちょうど三角形の真ん中に位
置します。古くはＵＦＯが着陸した話もあり「天の川」
「星田」と天空に関する夢多き地、また「忍びの竹藪」
等、歴史の足音も聞こえてくる地でもあるのに全国的に
はマイナーな市の印象が否めません。「大都会に隣接す
る田舎？」でも何でもいいです。キャッチフレーズでア
ピール！

男性 70歳以上 天野が原町 地域社会部 安全な暮らしの充実を求める

不明 70歳以上 神宮寺 地域社会部
現在神宮寺には集会所が無い。集会所を作るにはどの様
にすれば良いのか？

男性 60～69歳 星田 地域社会部
地震、津波、台風等の自然災害に対する具体的な市とし
ての対応策を広報等で示してほしいと考えます。

男性 20～29歳 星田 地域社会部
まだまだ街灯等も尐なく、夜になると真っ暗になる場所
も多くあります。防犯対策の為にも設置等を期待しま
す。

男性 30～39歳 私市山手 地域社会部
今求職中なのに市内ではろくな就職先がなく困ってま
す。もっと雇用促進に力を入れてほしいです。

男性 30～39歳 私市 地域社会部

他の市をあまりよく知りませんが、交野市はとても住み
よい町だと思います。地域、子どもとてもよくして下
さってると思います。理想は交野市内どこを歩いても皆
が知り合いだというくらいだとうれしいなぁと思いま
す。尐なくとも地域では何かと顔を合わすことも多いほ
うだと思いますし、知り合いのそのまた知り合いの知り
合いと言うようにつながっていければと思います。

女性 40～49歳 私部西 地域社会部
子供がいないので、教育に関する事はあまり身近に感じ
ません。自営業なので、地域に協力できることは、積極
的に行いたいです。

女性 40～49歳 郡津 地域社会部

交野は自然が多くとても良いところです。ハイキング
コースもたくさんあるのに、集客力が尐ないのが残念だ
と以前から思っていました。もっと交野ブランドをア
ピールして財政の悪化を防いでほしい。

男性 30～39歳 星田
地域社会部
教育委員会

子ども達が日々安全して暮らせるための安全やスポーツ
等に対する支援や活動に期待しています。

女性 30～39歳 藤が尾
地域社会部
教育委員会

私は安まちメールを送ってもらっていますが、子どもへ
の声かけなど、ものすごく多く感じます。子ども達がこ
ういう怖い目に合わないように親・地域・行政みんなで
していけたらと思います。

男性 20～29歳 幾野
地域社会部
教育委員会

音楽のイベントを活性化させると町が盛り上がると思い
ます。

女性 30～39歳 倉治
地域社会部
教育委員会

近頃、交野市内においても、わいせつ事件や、ひったく
り、また子供達に直接かかわる事件、事故が増えていま
す。交番はあれど警官の姿はなく、心細く感じることも
あります。倉治区に警察署が新設されますが、甘んじる
事無く、教育委員会の皆様にも子供達の安全面に対して
一層の配慮をお願いしたいと思います。



女性 70歳以上 郡津
地域社会部
教育委員会

最近の大人の方のマナーの悪さにはびっくりしている事
が多くあります。信号を守らない方又は子供が赤で渡っ
ているのに、黄色の腕章を付けて立っている二人のお母
さんは話に夢中になって注意もされず、という場面を見
ました。私共も今では後期高齢者になり、孫も大きくな
りましたので、今の小中学校の教育内容はわかりかねま
す。

女性 30～39歳 天野が原町
地域社会部
都市整備部

交野市駅ローソン側　車が停まっていたりしてとても危
ないことが多いです。道幅が狭い所が交野は多くベビー
カーを押している人や、お年寄りにも危ないことが多く
感じます。いろいろと補助金など子育てなども拡大して
いってますが、他市よりもいつも遅く、もう尐し検討し
て欲しい。公園の遊具が古い物が多かったり、小さい子
が遊べるものが尐ないと思います。関西スーパーの前や
開智幼稚園の横の公園に、中高生がたまっていて、煙草
を隠れて（隠れてないですね。ほとんどオープンで吸っ
てます）吸ってたりする子が多すぎると思います。巡回
とかしてほしい。

男性 70歳以上 天野が原町
地域社会部
農業委員会

地元の物産や農産物を出す農業まつりや道の駅の規模を
大きくすれば人も集まり栄えるのではと思います。

女性 60～69歳 私部西
地域社会部
福祉部

気楽に地域の相談できる人又は場所がほしい。現在子供
が成人のため教育の取り組みがわかりません。

健やか部
性別 年齢別 地区 組織 自由意見

女性 30～39歳 倉治 健やか部
枚方市と比べても医療が不十分な点が多い。もっと子育
てしやすいまちづくりを願っています。

女性 70歳以上 倉治
健やか部
福祉部

交野に移住して2年半、何も分からず自分の健康管理
（体調不明）に努力。ゆうゆうセンターの職員の方々の
高齢者に向けた熱心に努力されている姿、感謝です。一
番交野に来て魅力です。

男性 60～69歳 星田 健やか部

・医療についての内容の調査をしていただきたい。例え
ば病院の良し悪し、充実差、医療の良し悪し等。　・も
う尐しライフスタイルの内容をアンケートにしてほし
い。

女性 60～69歳 私部 健やか部

交野市は枚方市に比べて子育て支援が劣っているとおも
う。子育てしやすい市でなければ若い世代が増えない
し、市としての発展も望めない。高齢社会の中、福祉重
視もやむを得ないが、何よりも子育て対策を拡充して若
い世代を呼び込み、市全体の若返りが必要だと思いま
す。

女性 40～49歳 星田 健やか部

小学生の医療費まで無料にしてほしい。無理なら特定疾
患（アトピー、ぜんそく）とか、定期的に通院にしてい
る子どもの医療費だけでも考えてほしい。医療費の負担
がしんどいです。

女性 40～49歳 私市
健やか部
都市整備部

人口が尐ない分、考え方や意見、声が尐ないと思います
が、特に思うのは、子ども達の遊び場が尐なくてかわい
そうです。公園が駐車場になったりと若い世代子育て世
代の母たちが情報交換できる楽しい公園等があればいい
と思います。（子供が遊びたくなるような素敵な玩具の
ような公園＋木かげ、木々、花）開智幼稚園の隣に公園
がありますが、ほとんど遊んでいませんね。もっと遊び
たくなる遊具があればいいですね。



女性 50～59歳 幾野
健やか部
福祉部

安心できる病院がないような気がする。子供を産むにし
ても、年をとって老いていく時に安心してかかれる病院
がない。福祉の面でも不安。良い町と思って引越したけ
ど、あまりいい思いはない。緑とか自然に対してはいい
けれど、町にはなじめない。

女性 30～39歳 梅が枝 健やか部
こども室の職員の対応が冷たくて二度と行きたくなく
なった。行かなきゃしかたないので行くけどもうイヤで
す。

女性 50～59歳 星田 健やか部
病院をあっちこっちに移すのはやめてほしい。老人福祉
があいまいであります。

福祉部
性別 年齢別 地区 組織 自由意見

男性 60～69歳 松塚 福祉部

市内の様々な施設（いきいきランド、青尐年センター、
私市の活動センターなど）へ行く場合、100円バスなど
が他市のようにない。移動のための手段を充実させてほ
しい。巡回バス（65歳以上）を減らすなら、他市のよう
に100円バスなどを導入してください。それが高齢者の
健康に。

女性 60～69歳 私部 福祉部

充分な返答にはなりません。もう７０歳目の前にて１人
暮らしでもありいずれ引っ越そうと思うこのごろです。
孤独死にならないうちに。交野は好きです。でも子ども
の近くに行こうと考えています。淋しいです。

女性 70歳以上 私部 福祉部
ゆうゆうバス2台になりとても不便になりました。コー
スも悪く利用できなくなりました。

男性 70歳以上 倉治 福祉部

今後の若い人の為のアンケートである為、我々老人には
わからない事が多いが、今後老人がますます多くなる
為、老人が楽しく過ごせる事も尐しは考えてほしい様に
思う（広報）みんなのページで後ろから読むのはなぜ
か？

男性 60～69歳 星田 福祉部

私は生活保護を受けており、子供もいませんのでありが
たく思っています。今は交野病院退院したので（2ヶ月
入院）クスリ生活です。交野市民となって3年目ぐらい
ですが、コンビニやスーパー近くにあり生活しやすいで
す。

女性 40～49歳 私部西 福祉部

子供に発達障害があります。相談する機関はあります
が、具体的に子供に対しての支援が交野市にはありませ
ん。隣市の枚方市にみなさん行かれてます。財政難では
ありますが、もう尐し交野市にも充実した訓練機関、専
門スタッフをお願いします。

女性 50～59歳 倉治 福祉部

高齢化の取り組みは時期を逸すると大変と考えます。デ
イサービス、緊急入所できる日中独居老人の受け入れ施
設の確保や地域全体で支援できる在宅介護のあり方を先
がけて取りくみ、動けなくなる人々を暖かく支援できる
市になってほしいです。がんばって下さい。

女性 70歳以上 星田山手 福祉部
自宅であれ施設であれ、安心して終末を迎えられる行政
をお願いします。



女性 40～49歳 梅が枝 福祉部

この様な場を与えて頂きありがとうございます。尐し話
はズレますが、どーしても納得できない。大阪府の長に
手紙を出そうかと思っていたところです。私は府営梅が
枝に住んでいて母子家庭のありかたがおかしい。母子な
のに次から次と子供が産まれ、平気で主人がいてるのに
“どないでもなるで”とか“しらきるねん”とかビック
リです。母子で母は尐ない収入。でも一応働いとかなあ
かんねん、って。けど子供達みんな携帯持ってる。あた
りまえの様に家に帰ってきてる。車もいいの乗ってる
し、自分で母子やけどダンナいてると普通に話してる
し、梅が枝には私が知ってるだけでも5家族います。府
営管理事務所に言っても、いつか天罰くだりますよって
…むずかしい問題と言われました。子供ができなくて治
療費もすごくかかると嘆いている人もいます。母子で尐
ない収入できりつめて生活している人もたくさんいま
す。税金上げると言う前に、ダマシテ国から私達の税金
をつかっている人達をキチンと調査してください。近所
の人達に聞き込みしたら、すぐわかることだと思いま
す。大阪全体で不正者を出したらかなりの金額になると
思います。障害者、不妊治療してる人達に力を入れてほ
しい。どうぞ不正を正して下さい。お願いします。

男性 40～49歳 倉治 福祉部
小さい子どもにばかり支援が手厚いが、中・高生の方が
クラブ、塾等にお金がかかり大変です。税金を沢山払っ
ているのに還元されているような気がしません。

女性 40～49歳 倉治 福祉部
交野市は枚方市と比べて福祉の面では雲泥の差。市役所
の対応もいい加減。尐しは枚方市を見習ってほしい！

男性 50～59歳 星田北 福祉部

私は枚方市に４０年間住んでおりましたが、交野市に引
越してきて３年目に入りますが、福祉面、行政サービス
が枚方市の職員より対応がていねいですし、親切で親身
になってくれて、枚方市より交野市の方がずっといいな
と思っています。

女性 60～69歳 星田
福祉部
市民部

①福祉関係の手続きがゆうゆうセンターだったり、本庁
に行かなければならなかったりすることがありました。
②父は視覚障害者だったが（すでに亡くなりましたが）
そのサービスを受けるのに、市役所へ届けたり、もらい
に行ったりすることが多く、働いていた私は大変でし
た。もっと障害を持つ人の身になって対処してほしい。
③以前星田出張所でプライバシーを守る配慮に欠ける対
応があった。相手の身になって行動する心に欠けるとい
うより、そういう職員を育てるという考え方がないのか
なぁと思ってしまいます。



環境部
性別 年齢別 地区 組織 自由意見

女性 50～59歳 私市 環境部

交野に来て日が浅いため、充分な答えが出せませんでし
た。大変申し訳ありません。でも私は交野が大好きで
す。自然豊かな交野をいつまでも大切にしていきたいと
願っております。

女性 70歳以上 私市 環境部 動物の保護活動に目を向けてほしい。

女性 70歳以上 妙見東 環境部
教育についてはわからない。山地の自然は他になくすば
らしいと思う。

男性 30～39歳 郡津 環境部

資源ごみや不燃ごみ回収の日にごみを勝手に持ち去る人
がいます。行政での監視には限度があるので強くは望み
ませんが、監視以外で効果的な方法があればと思いま
す。大阪に移り住んでから目にする光景に、正直住民の
モラルを疑ってしまいます。悪しき習慣は容易に伝播す
るので、交野から良くしていきませんか？よろしくお願
いします。

男性 40～49歳 東倉治 環境部
教育行政についてあまり知らないので、アンケートを記
入できませんでした。あと第二京阪が出来てから、特に
バイクの騒音がうるさい。

女性 40～49歳 私部 環境部

仕事を持っているので、地域行事等に参加する事が難し
く、子供も大きくなり、現小・中学生達の事を知る情報
が尐なく、アンケートに回答できませんでした。市政へ
求めることは“自然”を大事にしている市民が多い交野
市なので、それを守っていってほしいです。

男性 60～69歳 私市 環境部
犬のフンについて、マナーが出来ていない。田畑に入
り、子供達がイタズラをする。

女性 60～69歳 妙見坂 環境部

交野に住んで40年近く、3人の子供は自然の中で育ちい
ろいろな知識を得ました。都会育ちの方におどろかれる
事も再々と聞いております。「学力」ばかりでは経験で
きない自然のたくましさを頂きました。それが今後の生
きる力となるかも知れません。交野の自然をなるべく手
をつけず守っていけたらいいなぁーと思っております。

女性 50～59歳 星田 環境部
自然がたくさんあっていいのですが、１つだけ欠点、野
焼、困ってます。寝屋川市にも一言お願いします。

女性 40～49歳 私市山手 環境部
交野の豊かな自然を守っていってもらいたいと思いま
す。

女性 70歳以上 松塚
環境部
教育委員会

交野の街が清潔だと見た目でわかるようにしてほしい。
子ども達の教育レベルも高く保ってほしいし、お金をど
んどんつぎ込むというより住んでいる人の参加を呼びか
けて（動員して）きれいな住みやすいそして誇れるまち
にしてください。（例：各地の城下町を見ると、気高さ
を感じます。交野もそういう所にもっていって欲しいで
す）

男性 60～69歳 幾野
環境部
教育委員会

暮らしの夢実現よりも、ゴミのポイ捨て、煙草のポイ捨
て、犬の糞等の環境問題を一番に解決していただきた
い。中学生の横に並んで歩く事等マナーが全然出来てい
ない。大変気分が悪いです。



都市整備部
性別 年齢別 地区 組織 自由意見

男性 70歳以上 私部 都市整備部

24年度計画で下水道28年度収支が黒字となるよう努めま
すとありますが、下水管布設完了にもかかわらず、下水
管に接続しない家が多数あります。市としてはどのよう
に行政指導しているのですか。くみ取り業者は水洗にす
ると下水料金が高くなるので、簡易水洗の家に水洗いし
なように言っているようです。

男性 60～69歳 藤が尾 都市整備部
環境対応が心配、下水道の整備推進、合併浄化槽清掃の
指導等不十分

男性 60～69歳 森南 都市整備部

昨年道路河川課にお問い合わせの件、交野市森南1丁目
○○○○、昨年度は予算がないとの返事でしたが、その
後どうなりましたか？なかなか市より返事がありませ
ん。

女性 60～69歳 倉治 都市整備部
カーブミラーの設置。私道より公道に出るときに道が
カーブミラーで見にくいけれど、個人だと設置してもら
えなくて危ない。

女性 40～49歳 倉治 都市整備部

第二京阪道路ができて、側道はきれいにされて交通も便
利になったが、大型の車の交通量が増えて、従来あった
交通量の整備が不十分なため、子ども達が危険な上、騒
音や振動に悩んでいます。

男性 50～59歳 私市 都市整備部

これからは尐ないエネルギーで豊かに暮らす時代と思い
ます。歩道と自転車道の充実を期待しています。
・歩道の真ん中に立っている電柱の移動。
・一段高くなっている歩道のフラット化は必要だと思い
ます。

男性 60～69歳 寺 都市整備部

交野高校横のJR線をくぐる道路の舗道の雑草を何とかし
て！　せっかく広い舗道なのに今の草刈りの頻度だと自
転車と人のすれ違いもできない舗道があんなに雑草だら
けなのはひどいと思う。交野はハイキングやウオーキン
グの人も多いのでぜひ舗道の草刈りをなんとかしてほし
い。

女性 30～39歳 幾野 都市整備部

資金がないのか、水路が水であふれて困っていても取り
組んでもらえない。このアンケートも答えづらい質問ば
かりで、本当に交野をよくしようと思って作っているよ
うに感じられない。

男性 30～39歳 森北 都市整備部

隣接する町とは異なった町の発展を交野市には期待して
います。宅地の乱開発やパチンコ店の出店制限等、暮ら
しやすい雰囲気を気に入り交野市に定住している人が多
く、今後も現状の方針を踏襲してください。

女性 40～49歳 私部 都市整備部

交野市は自然を大切にされているわりには、町の整備が
悪すぎる。私部４丁目はどぶ川がいまだに閉じられず、
ボウフラなどの害虫が年中大量に発生している。枚方市
では、ほとんどのドブ川はふたをしたり、整備されてい
るのに・・・なぜ閉じることができないのでしょうか。
害虫に悩まされています。気持ち悪いです。なんとかし
てほしい！！！

女性 60～69歳 森南 都市整備部
交野の自然、畑などが住宅、マンションで壊れていくの
がとても寂しいです。



女性 30～39歳 私部 都市整備部

私部６丁目には私部城跡や、市営住宅跡など、整備され
ていない所があります。公園にしてほしいです。駅、商
店街の近くに市民が集える憩いの場所をつくってほしい
です。また、子どもが公園でバスケットゴールを欲しい
と願っており、市の方に相談しても「なかなか予算
が・・・」などの理由で断られます。交野市内の公園に
もバスケットゴールを設置してほしいです。また、私部
６丁目あたりにちびっこ公園や公園がありません。

女性 70歳以上 私部 都市整備部

二国に関して、長く市民の意見を聞いて実現させてくだ
さって、環境に被害の尐ないものとなりました。しか
し、周りの生活道路に標示が不十分であり、利便性をそ
こねている。早急に対処してほしい。残念ながら素通り
で市の収益につながっていない。　これからも交野の自
然にかかわることは長い目で考えることを望みます。

男性 40～49歳 倉治 都市整備部
道路は整備されていますが、歩道が全く整備されていま
せん。自転車はかごの中の物がとびはねるは、車いすで
はガタガタで年配者にやさしくない。

男性 40～49歳 私部 都市整備部
とにかく道がせまい所や広い溝が多い。きたない場所が
多く、公園などもない。教育の前に町づくりをきちんと
した方が良いのではないでしょうか。

女性 40～49歳 私部 都市整備部
道路の整備を早急にお願いしたいです。ベビーカーを押
して歩いたり、子供を同乗して自転車に乗っている時
に、特に道がガタガタで危険だと思います。

女性 40～49歳 梅が枝 都市整備部
過度な近代化よりも自然に気軽に触れあえる町でいてく
れればいいなと思います。

女性 20～29歳 星田北 都市整備部 歩道がない道が多いので作ってほしい。

男性 60～69歳 私市 都市整備部

交野市に転入して24年、静かできれいで気に入ってい
る。私の気になる事といえば①国道168号線のバイパス
（狭い生活道に車が入ってくる）②市役所、ゆうゆうセ
ンター共に、社員（パート？）が多い（財政が苦しいの
では…）

女性 40～49歳 郡津 都市整備部

開発が進んで住みづらくなりました。便利になるより、
色々な人が流入してくることで安らぎが失われました。
税収入の面では市民が増えた方がよいのでしょうが…交
野らしさを大切にしてほしいです。

男性 70歳以上 妙見坂 都市整備部

交野市（当時は交野町）に住んで４０年以上、当時交野
はパチンコ、バーなどの無い府下唯一の自然に恵まれた
文化都市であった。その後、市政の劣悪化によって自然
破壊、乱開発が進み、新聞にもパチンコ屋などのチラシ
が多くなり、誇りを持てなくなったことはまことに残念
である。市長、関連ある部署に猛反省を望む。

女性 60～69歳 藤が尾 都市整備部

交野市民農園クラインガルデンを作って広く市民で土に
さわって農作物を育てる喜びを味わえる様な施設を作れ
ば良いと思う。もっともっと交野産の野菜をPRし、朝市
とかの場所も多くしてほしい。

女性 30～39歳 私市 都市整備部 せまい道が多いので道が広くなるとうれしいです。



女性 40～49歳 不明 都市整備部

いきいきランドから交野高校方面に行く道路ですが、い
きいきランドから交野高校前の交差点へ行くスロープは
ありますが交野高校前にある坂から、いきいきランド方
面は傾斜が急過ぎて車イスやベビーカーでは危険です。
歩行者や車イス使用者、ベビーカーを押している人と自
転車の人が安全に通行出来るように片側だけでもいいの
で、交野高校前交差点下にトンネルを作ってもらえない
でしょうか。よろしくお願いいたします。（地図添付）

女性 40～49歳 私部西 都市整備部
交通量の多いところだけでなく、歩道・自転車道の充実
をお願いします。

男性 60～69歳 天野が原町 都市整備部

①駅前から郡津へ向かう道がいつも工事をしていて交通
が不便②天野が原1丁目交差点を先頭に大阪方面行きが
いつも渋滞しているのは、第二京阪が出来ても解消され
てない。③河内磐船からのバスの便が不便である。④駅
周辺の駐車場の整備ができていない。

男性 20～29歳 私市 都市整備部
第二京阪道路の下道で交野市に入った途端車線が減り、
渋滞するので道幅を広げてほしい。

女性 60～69歳 幾野 都市整備部 歩道がせまく、段差があり危ないと感じる。

女性 40～49歳 妙見坂 都市整備部

人口が増えてるわりに道路整備の悪いところがあちこち
あり。子ども達の安全を重視されるなら通学路だけでな
く交野市すべての道路状況を見直されるほうがよいと思
います。草がぼうぼう生えていてもなかなか草刈りもさ
れないなど、環境整備を大切にされているのかいないの
かよくわかりません。アンケートＣについてとても答え
にくいものでした。もっと答えやすいアンケートにして
ほしいです。

女性 30～39歳 星田北 都市整備部

大変住みやすいところです。出て行っても戻ってくるの
もわかります。子ども達も元気だし、あとは周りがいつ
も関心をもっと持ち接していく社会になれば良いと思い
ます。仕方ないのかもしれませんが、星田近辺は狭い道
路が多すぎます。そして車のスピードが速く、私自身ぶ
つけられましたし、日々“あぶない！！”という場面に
出会います。改善を希望します。

男性 70歳以上 梅が枝 都市整備部

まず、交野に必要なのは駅前再開発が重要ではないで
しょうか。コンビニ、お店、色々な公共などありますが
ポツンポツンと飛び石みたいなならびに、各お店などが
ないでしょうか?おしゃれなビルとかまとまった所に
色々な寄り道できるようなお店を・・・。商店街と
か・・・河内森と河内岩船の駅周辺の設備等々・・・た
くさんありすぎて書き込めません。駅前開発を優先して
ほしいです。

男性 30～39歳 星田山手 都市整備部

第二京阪道路の下を横断するとき、信号が短すぎて走ら
ないと中央で必ず待たされる。歩行者用をあと２０秒ほ
ど長くしないと、お年寄りなどは自転車でも中央で待つ
ことが多い。

女性 70歳以上 私市 都市整備部

①高速脇の草刈させてほしい②自転車道せっかくあるの
にあまり使われてないのでサイクリング大会、枚方まき
込んでウォーキング大会10k20K40キロ③あまってる農地
貸してほしい、作物伝えたい!!イチゴ狩り復活④168の
上に歩道作ってほしい←橋から交野山への間⑤磐船前公
園何かに使えないでしょうか？フリマとか？物産市と
か？



男性 50～59歳 天野が原町
都市整備部
地域社会部

交野市駅前の開発、誘致等、又道路の幅が狭い。河内磐
船駅の開発、河内森との相互乗り入れ、全体的に食事、
飲食店等尐なく店舗設置等希望

男性 40～49歳 妙見坂 都市整備部
第二京阪が街にとけこんでない。事故も多く見かける。
住みよい街づくりと安全をにらんだ施策をうって欲し
い。

教育委員会
性別 年齢別 地区 組織 自由意見

男性 70歳以上 星田 教育委員会
いきいきランド正面広場付近に時計塔を設置してほし
い。あれだけの施設であの場所に時計がないのはおかし
く思うがいかかがでしょうか？

女性 60～69歳 郡津 教育委員会

交野に暮らし30年以上、枚方、四條畷での現状しか経験
がないのですが四條畷南小学校では空教室を利用して書
道教室、手芸教室があり、子連れで参加、実費のみで楽
しかったのですが、岩船小学校に転校し、質問したら
「会則読んでから質問しなさい」と叱られました。こわ
い交野にきたと思い今日にいたっています。子どもは先
生によって勉強等左右されるので教育面で嫌な面が多く
いろいろありましたが、無事孫９人に恵まれよかったで
す。

女性 30～39歳 天野が原町 教育委員会

子ども2人小学生のため特に教育面に関心があります。
放課後の校庭の開放は切に願います。体を使って思い切
り遊べる場所がありません。今年は担任の先生がとても
良い先生ですが、昨年はひどかった!質の差がかなりあ
るように思います。

男性 60～69歳 私市 教育委員会
教師のサラリーマン化がめだち、意識が感じられず。教
育には行政にも、期待できない。

男性 70歳以上 私部南 教育委員会
教育に関して交野市に限らず落ちこぼれた人に（寺子
屋）等、工夫により全体の底上げをしていただきたい。
特に中学生。

男性 60～69歳 神宮寺 教育委員会

尐年野球にかかわって気づくことは、・小学校を開放し
てもらい活動している。これからもお願いしたい。・市
の理解が不足しているのを感じる。・尐年野球場がぜひ
必要と思う。

男性 無回答 私市 教育委員会

特に中学では校内非行があり、小さな芽を早くつむこ
と。教育の資質は噂となり配置転換とチェック必要。反
対に生徒の立場からは家庭に問題が多くなりつつあり、
家におくより塾に行けというようになるのも考。

男性 40～49歳 郡津 教育委員会
市内の中学校間で定期テストの時期が異なるが併せた方
がよいと思います。

女性 40～49歳 星田 教育委員会

学校のトイレの老朽化を一番に考えてほしいです。トイ
レがきれいだと気持ちがやわらぎます。教室や廊下の拭
き掃除もキチンとすべきです。勉強も大切ですが、道徳
を守れない人が多いです。まずは、教職員のみなさんが
お手本になってください。職員トイレ・・・よごれてい
ます。教育委員会による査察を厳しくしてただきたいと
思います。

女性 40～49歳 郡津 教育委員会

ママさんコーラス等音楽が好きな人が多いので、寝屋川
のアスカルホールのようなコンサートホールを作ってほ
しいです。（ゆうゆうセンター４階は音響とピアノがよ
くないし、星の里いわふねは広すぎます。よろしくお願
いします。



男性 60～69歳 星田山手 教育委員会

家庭での教育はもちろんのことだが、小・中学生時代の
実体験・道徳教育、基礎知識の習得が本人の将来、交野
の将来を決める。中学生の下校時の状況を一度みてほし
い。正に「悪質は良質に駆遂する」である。

男性 30～39歳 星田 教育委員会
社会交流こそが人間教育の原点と思う。学校での集団教
育の中に厳しい教育も時に必要と思う。正なる先生がノ
ビノビ教育できる環境も必要！

女性 60～69歳 私部 教育委員会
市民参加のスポーツ（ソフトボール、バレーボール、イ
ンディアカ他）大会の実施を通して他地区との交流を拡
大してほしい。

女性 30～39歳 天野が原町 教育委員会

緑がたくさんあり、のびのびしていて子育てしやすいと
思います。ただ、子育てにあたり児童館をつくったり、
小さい子ども、学校に通う子どもたちが放課後遊べる施
設やカリキュラムなどがあれば、子育て世代が集まるま
ちになると思います。

男性 40～49歳 天野が原町 教育委員会
教育・文化のまちとして発展してほしい。特に教育につ
いては、中学～高校一貫教育等も行ってみたら良いと思
う。

男性 70歳以上 藤が尾 教育委員会

市内にある小・中学生が発表する場があるのだろうか。
弁論大会（英語も含む)工作品図画・書などの展示会音
楽会・演奏会、夏休み作品展、調査研究発表会などなど
表彰状でよい。すぐれたものを褒めること。　「○○都
市交野」といえるような目標があってもいいのでは。博
物館都市の名のついた長浜はそれなりに実態が伴って来
ているように見える。産業都市尼崎といわれていたとこ
ろへ産業文化都市尼崎を提案し、産業遺産調査をしたこ
ともある。

男性 70歳以上 星田 教育委員会
交野市の教育レベルを世界一にする。（日本全体におい
ても資源のない日本が生きる道は、技術立国として生き
るしか道がないため。）

男性 70歳以上 私部 教育委員会
小中学校でのボランティア活動→ボランティア活動に仕
方、市民の人が気持よく参加できることが必要です。

女性 30～39歳 私部西 教育委員会

教育に関して、子ども達が意欲がないように思います。
私もそうだったので気持ちは分かりますが、子どもは何
故勉強するのかを知りたいのだと思います。私が学びま
した大学の指針に″英知を磨くは何のため”とありまし
た。その時初めて学ぶ目的を考えさせられました。勉学
ははたして個人の利益のためだけなのか、大学の存在
が、第学にこれなかった人のためにあると教えられた
時、その使命感に立ちました。今は日本中の子どもが教
育を受けられる幸せな環境です。ですが、世界を見ると
まだまだ不幸はたくさんあります。いつか、世界で活躍
する子ども達に育ってほしいと思うと、教育の在り方を
考え、子どもと大人と語り合う時間があってもいいと思
います。

男性 60～69歳 南星台 教育委員会
市内の小中学校のスポーツ試合の結果等の情報発信を望
みます。

男性 60～69歳 星田西 教育委員会

同居家族に中学生以下のこどもがいなく、交野市の教育
行政の現状についての情報がありません。このため設問
に答えられません。広報等で情報の発信をして下さい。
例えば、全国統一テストの交野市の成績など。



男性 60～69歳 星田 教育委員会
子供から大人まで交野市民が英語が話せる様に、無料の
英会話教室を作ってほしい。色々な国を回りたい。勘違
いな意見、感想もある事、お許し下さいませ。

女性 70歳以上 藤が尾 教育委員会

私の住んでいる町内は高齢化が進んでか、小・中学生を
見ることが尐ないのですが、大人も子どもも明るくあい
さつをする人が尐ないように思うので、だれにでもあい
さつがちゃんとできるように、学校でもっと力を入れて
指導していただきたいと感じております。

女性 50～59歳 郡津 教育委員会

教育は共育とも言います。その思いを教える側、関係者
がもっているのでしょうか？また、親との意見交換もそ
のような想い、強い意志があれば伝わると思います。
（子どもの自由→この自由というとらえ方が難しいので
すが・・・）。　　D-1の質問に対し、十分・不十分で
は判断できません。が、２．６．９が必要と感じます。

女性 60～69歳 私市山手 教育委員会

窓口でのサービス、教育・・と頑張ってくださっている
ことありがとうございます。子どもらの健康(心も身体
もあわせて）ひとりひとり丁寧に、成長を助けていただ
けますよう給食の充実、学校の先生方の誠実さと優し
さ、そしてがんばり（あまり無理されませんよう）を期
待しております。

女性 60～69歳 倉治 教育委員会

児童会へ預けていますが、月１回の定例会など必要なの
かと疑問です。他市ではないと聞くので。負担だと感じ
る人は多いと思いますが。仕事をもつものにとっては不
必要です。通学に関しても遠回りをして通っています。
信号をつけてくれとお願いしてもダメだと聞いていま
す。ダメな理由等、広報誌にのせてほしい。

女性 40～49歳 郡津 教育委員会

子ども達が自由に遊べる場所が尐なすぎる。学校のグラ
ウンドは土日尐年野球でおさえられ、広場にはボールで
遊ばないなどの看板が立てられていたり。いったいどこ
で遊べばいいのか疑問である。

女性 30～39歳 南星台 教育委員会

学校の制服の購入店は２店舗しかなく「○○呉服店」の
購入後の対応の悪さにどこへ相談すればいいのか分から
ず、今回こちらに意見を書かせて頂きます。制服が届き
どうしてもサイズが大きすぎ交換をお願いしたところ、
とても態度が悪く、なかなか交換に応じていただけませ
んでした。一度はあきらめましたが、納得できず再度交
換をお願いしたら「１～２ヶ月はかかる」「今日中に
持ってきてほしい」「業者に返品するときの送料は店の
負担になり、損する」などなど色々言われました。制服
でなくジャージのズボンのみの交換で１～２ヶ月かかる
など信じられません。結局１週間でできました。学校指
定の店でこの態度は問題だと思います。なぜ「○○呉服
店」を指定店に長年しているのか理由を知りたいです。

女性 30～39歳 藤が尾 教育委員会

子供が学童に行ってますが、親が働いているから預けて
いるのに、補助金を受けたり、市にみとめてもらう為い
ろんな年間行事がたくさんあり、会議もあり大変です。
生活の為なのに、学童に行かす為に働いているようなも
のです。先生や学童のシステムもよくありません。子供
が尐ない今、子供は国の宝であると思うので考えてほし
いです。（活動が多くて学童に入れない方もいます）学
校からの活動や学童の活動が多く精神的におかしくな
り、子育てが不安でしかたありません。



女性 60～69歳 藤が尾 教育委員会

子供達に落ちこぼれのない様に、教育に力を入れてほし
い。お金のある子供達は塾にいけるが余裕のない家庭で
はいかせてあげられない。昔の様に勉強についていけな
い子に居残って教えてあげてほしい。落ちこぼれてし
まった子供は屯してたばこをすったり、近所に迷惑をか
けたりと夜遅くまで遊んでいる。私が交野に来た10年前
はそんな生徒は余り見なかった。

女性 40～49歳 幾野 教育委員会

子ども会の役員をした時に感じたのですが、お年寄りの
人達の予算はたくさん出るのに、子供達には予算が出な
かったので、もっと子供達が交野で生まれて育って良
かったと思い、誇れる様な環境にして欲しい。学校の先
生方も、役員をした時に感じたのですが、先生方同士の
いじめや色々とあり、もう尐し先生の質を上げていって
欲しいです。定年前の先生は特にやる気のない事を自分
でおっしゃってました。

女性 50～59歳 寺 教育委員会

各学校、耐震については終わっている様ですが、各備品
の老朽化は大変です。トイレについては子供に”がま
ん”が体に悪く、におい、ひび割れ、照明など、各学
校。校務員の方にまかせっきりではいけない。

男性 50～59歳 幾野 教育委員会

このアンケートの設問自体に、回答する意欲をなくして
しまいます。せっかくの取組ならもっと相手の思考（立
場）に配慮したものにしないと意味がないのでは？（特
に”C”）※”D”教育課題　全ては道徳教育をないがし
ろにしてきた教育のつけが今あります。善悪（人として
最低のルールです）を教えずして“のびのび”や“個
性”など語ることがまちがっている。教育をする側にも
求めたいものです。

女性 30～39歳 倉治 教育委員会

私は小・中・高と交野で学び育ちました。今は自分の子
供たちが交野で学び育っています。昔とくらべ、学校は
公開日があったり、給食も試食できたりと、ずいぶん開
かれてきたと思います。今の世の中はとても国際的なの
で、子供たちに早いうちから英語や他国の文化を学べる
機会をつくっていってほしいです。

女性 20～29歳 森北 教育委員会

体験や実習を増やすこと、またそれに併せて文章の読
み・書きの訓練をもっと徹底してやれば、将来的に多く
の場面で役立つようになり、全体の学力アップ等地域全
体の底上げにつながると思う。（10才下の弟がこれまで
受けてきた教育をふり返って思ったことですが…）

男性 70歳以上 星田 教育委員会
教育行政の主旨は理解できるが、年齢より判断基準がな
い。

女性 70歳以上 星田西 教育委員会

横断歩道でのパトロール、旗を持って渡らせるのは守ら
れ過ぎていて子供達の危険意識を失うように思います。
子供達は左右も見ず、おしゃべりをしながら渡る姿はと
ても気になります。自分の目で信号機を確認し判断でき
る行動を身につけさせることが大事だと思います。車の
恐ろしさを覚えさせなければこれからも事故はなくなら
ないと思います。善し悪しの判断出来る能力を養う教育
が必要だと思います。

女性 20～29歳 幾野 教育委員会

自分が教育を受ける立場でなくなったら、今自分が通っ
ていた学校はどうなっているのか知りたくても知る方法
がない。自分が通っていた頃のイメージしかないため、
正直良い印象はない。“あの頃より良くなっている”な
どと聞いているが、実際の所は不明。安心して通える学
校になっているかもっと良く知りたい。



女性 40～49歳 藤が尾 教育委員会

ご苦労様です。子供が大きくなってから交野へ来た為、
教育に関しては全くわかりなせん。が、毎日子供たちの
通学路を見守っておられる皆様には頭がさがる思いで
す。お年寄りと子らをつなげるものとして形づけられて
いくことを望みます。

女性 70歳以上 天野が原町 教育委員会

教育のことに関しては子どもが卒業して、他府県に移っ
たこともあり、私自身にも関心度が薄くなっているし、
情報も尐ないように思うので、ちゃんとした答えが難し
い。教育界の情報をもっとオープンにしてほしい。

女性 40～49歳 藤が尾 教育委員会

教育の大切さは誰もがわかっている。教職員の方も努力
してくださっていることは分かっています。しかし親が
安心して子供をあずけられること、子供が先生を尊敬し
て授業に集中できること。それを願っています。先生方
は親・子供から尊敬されるべき方です。日々努力を重
ね、子供たちを、日本を支えていける人間へと導いて欲
しいです。

女性 30～39歳 私市 教育委員会
小学校が遠すぎるから、小学校をえらべるようにしてほ
しい。

女性 60～69歳 星田 教育委員会
今の教育現状がわかりませんので、答えられない頄目が
ありました。市で募集して下さる教養講座はとても有難
いです。続けて下さい。

女性 40～49歳 倉治 教育委員会
教育行政については、取り組んでいるのかどうかも見え
てこないので、できているのかどうかわからない。

男性 40～49歳 妙見坂 教育委員会

学校や図書館の（児童向）本が、汚くボロボロが多い為
新しく購入しなおして欲しい。各家庭の古本を受け入れ
て欲しい。妙小の図書室をもっと開けて欲しいとのこと
です。妙小の遊具撤去されたままでなく、新規導入・修
繕して欲しいです。（アスレチックが2年使用できない
状態とのこと）サッカーも昼休み毎日できない。三中に
サッカー部を作って欲しいです。

男性 30～39歳 星田 教育委員会
図書館の本を増やす。図書館を増やしてもらいたい。子
どもが学べる施設を増やすと、今後さらに子育て世代の
移住が増えるのではないか？

女性 60～69歳 幾野 教育委員会 土曜日授業の実施

男性 40～49歳 郡津 教育委員会

・子供達が楽しく興味深い授業をお願いしたい。学校間
格差を無くしてほしい。・各教室にパソコンを導入され
たが、あまり使用されず、もったいない限りである。
ちゃんと子供達の役に立つものにお金を使ってほし
い。・クラブ活動に子供達は一生懸命取り組んでいる。
顧問の先生方は大変でしょうが、しっかり指導願いた
い。

女性 20～29歳 星田西 教育委員会

青年の家の図書本をもっと増やしてほしいです。置いて
ある本も古いものが多く、話題書が尐ないように思いま
す。図書館の運営を市ではなく企業（TSUTAYAなど）に
依託して新刉書などの販売をしてほしいです。

女性 60～69歳 天野が原町 教育委員会
図書館の充実を切に願っております。本が汚い。CDなど
の貸し出しナシなど、不満がいっぱいです。

女性 40～49歳 郡津 教育委員会
図書館の本の種類を増やして欲しいです（専門書な
ど）。本屋が次々なくなってきてますので、本と接する
場所が尐なくなってきてますので…



女性 40～49歳 妙見東
教育委員会
健やか部

・若い先生（学校）を育てることに力を入れてほし
い。・休日の病院、急患に対応する病院がない。

男性 20～29歳 星田
教育委員会
健やか部

・図書館の本をネットで検索できるのは良いが、自宅か
ら遠い図書館にあったり、（何冊か検索してそれがバラ
バラの図書館にあった場合）複数の図書館に行かなけれ
ば借りられないのは不便。「貸出中」のものだけ受取館
を指定できるのはおかしいのでは？・図書館内に、どの
ジャンルの本がどこにあるのかマップを作製してほし
い。本が探しにくいです。・ヒブ、肺炎球菌、ロタのワ
クチン助成を更に充実させてほしい。0円が理想。

議会
性別 年齢別 地区 組織 自由意見

男性 70歳以上 妙見坂 議会 議員（先生方）サラリーマン化無き様に頼みます。

水道局
性別 年齢別 地区 組織 自由意見

女性 30～39歳 倉治 水道局
水道代が高すぎるのではないでしょうか？以前京都に住
んでいましたが、3倍の料金にはびっくりしました。

男性 70歳以上 天野が原町 水道局
・教育行政についてアンケートにお答え出来ません
・交野のおいしい水維持、里山自然の森管理し、雨水を
多く溜めることは出来ないか

アンケート
性別 年齢別 地区 組織 自由意見

男性 60～69歳 私市 アンケート
教育行政の質問については、当事者でないのでコメント
ができませんでした。（D-1、D-３）

女性 30～39歳 倉治 アンケート 教育に関係していないためわかりません。

男性 70歳以上 星田西 アンケート
行政や教育にかかわることがほとんどないので、アン
ケートに答えようがなかった。

男性 30～39歳 寺 アンケート （B-1 交野といえば→星）

女性 30～39歳 妙見坂 アンケート （B-1 交野といえば→何にもない田舎）

女性 50～59歳 私部 アンケート
子どもがいないため。子育ての経験がないため。　Ｄの
教育行政について　アンケートできません。申し訳あり
ません。

女性 50～59歳 森南 アンケート
子供の年が、3人目の子が成人したので、時代差がある
ので質問に答えにくかった。わからない事が多くて返答
しにくかった。

男性 50～59歳 私市 アンケート （B-1 交野といえば→電車の便がよい）

男性 60～69歳 妙見東 アンケート
動きにくい病を持っています。お役に立てず、すみませ
ん。

男性 40～49歳 妙見坂 アンケート

普段、仕事を大阪市内等で勤めているので、交野市の取
組等はよく解らない事が多くあり、このアンケートも解
らない質問が多かったです。解る範囲で記入させて頂き
ました。

女性 60～69歳 星田 アンケート
聴覚障害者の為、一般、社会のニュースを得るのが不充
分で「わからない」との回答が多く、すみません。

男性 70歳以上 私市 アンケート
教育行政は子供も２０数年前に卒業し現在の教育行政等
わかりませんので、記入しておりません



男性 60～69歳 東倉治 アンケート
引越ししてきてまだ5ヶ月なので、よくわからない。子
供もいないので参加する機会がない

男性 70歳以上 倉治 アンケート
教育行政については小中学校の子供が同居していないの
で詳しく分らない。

女性 60～69歳 郡津 アンケート
子供も成人し、母の介護をしておりますので色々な問題
にお答えすることが出来ませんでした。申し訳ありませ
ん。

男性 60～69歳 寺 アンケート
教育行政については私自身何もわからないのでお答えす
ることが出来ませんでした。でもこれからは尐しでも関
心を持って行きたいと思います。

女性 60～69歳 松塚 アンケート
子供が現在家にはいないので、小学生・中学生の問題に
は回答していません。

男性 70歳以上 郡津 アンケート
教育行政については勉強不足で、十分な回答は出来ませ
んでした。

女性 60～69歳 幾野 アンケート アンケートがむずかしいと思いました。

女性 30～39歳 倉治 アンケート
アンケート“かたのサイズ”の回答が難しくチェックが
付けづらかった。

男性 60～69歳 藤が尾 アンケート
10年以上単身赴任しており、交野の現状が理解できてお
りません。アンケートに十分な回答ができず申し訳あり
ません。

女性 40～49歳 私市 アンケート

このアンケートについてですが…かなり時間を要しまし
た。特に4,5ページの41頄目は多過ぎます。満足度欄も
答えにくく、頭を悩ませました。市民のことを考えてく
ださるのであれば、アンケート方法も見直して下さい。
もう尐し答えやすく、20分くらいですむようなものであ
れば、いつでも協力します。これからも交野市のため
に、よろしくお願いします。

女性 60～69歳 私部 アンケート
小さい子どもがいないので、教育には関心はあるものの
ほとんど実態がわからないのが実情です。

男性 70歳以上 私市 アンケート （B-1 交野といえば→ホタル）

男性 60～69歳 郡津 アンケート

交野市に住んで5年尐々です。交野市は静かで住みやす
いと思いますが、広報を読んでいてもアンケートに記入
できることがよくわかりません。教育についてはよくわ
かりません。アンケートの設問は携わった人の話でよく
わかりません。役立つお話でなくて申し訳ないです。

女性 30～39歳 森南 アンケート

このアンケートは娘あてにきたもので、市外で働いてい
るものにとっては質問が難しいとのことでした。６０代
の私にとっても分からないことが多く、回答することが
できません。今回のアンケートで私たちももっと市のこ
とを知っていく努力が必要だということを感じました。
中途半端で申し訳ありません。

男性 70歳以上 青山 アンケート
もっと的を絞った調査がよい。子ども家庭や老人家庭
等、それによって質問も変わり答えやすくもなる。

男性 40～49歳 星田 アンケート
（B-1 交野といえば→　田舎）単身なので子どもや教育
関連には返答できません。アンケートに子ども有、既
婚・未婚記載するのは常識では？



女性 70歳以上 天野が原町 アンケート

このたびアンケートに参加させていただきありがとうご
ざいました。Dの質問は教育現場を知らないし、孫や子
供も居りませんので、無責任な解答？かもわかりませ
ん。市が一人一人の考えや希望を取り入れて下さる様、
アンケートで調査される事は良い事と思います。

男性 70歳以上 私部西 アンケート
難しい設問が多く回答しにくい。老年高齢ゆえ、教育、
ボランティア、文化、芸術等実際の活動より遠ざかって
いるため。

女性 50～59歳 私部 アンケート

こんな意味のないアンケートに使う意味がない金の無駄
使いです。今後気をつけてください。全く意味のない書
類、このアンケートを考えた方、すぐ退職してくださ
い。市民より。

男性 20～29歳 星田 アンケート

質問の対象者をもっと絞るべき。D-2　→　小学生の両
親とか。私は大学生だが、大学生に聞いても仕方のない
質問が多い。一番その質問に深くかかわる方の意見を聞
くべきだと思う。質問の生かし方が知りたい。

女性 20～29歳 私部西 アンケート

（B-1 交野といえば→天皇が御幸で来る土地）
まず、交野市に住んでいますが、私は交野市の学校に
通っておらず、どのような政策がされているかわかりま
せん。また、「交野サイズ」についての質問ですが、関
心度は答えられても、自分が実際に受けていない施策に
ついては満足度は答えられません。また、どのような基
準で８２頄目から４１頄目を選んだのかがわかりませ
ん。そのあたりをもう尐し明確にしたアンケートすべき
ではないでしょうか？

女性 40～49歳 私市山手 アンケート

アンケートをとるのはいいことだと思いますが、統計的
処理で満足度を知るためだけのアンケートなら労力と郵
送料がもったいないと感じました。様々な活動に役立て
たいのであればこの調査票の内容では収穫は尐なそうな
ので、より多く得られる内容にする方がいいのにと思い
ました。直接かかわりのない分野の質問には知らないた
め答えようがない質問形式になっているので、そういっ
た人たちの意見を取りこぼさない質問の仕方にしたらい
いのにと思います。中には役立つ意見の持ち主が隠れて
いる可能性大なので。それでは空回りしないで、暮らし
よい交野になるようご尽力ください。

女性 50～59歳 松塚 アンケート
質問の意味があまりわからないので、記入に困った。こ
のアンケートを基に交野がもっとよくなっていくので
しょうか。

男性 70歳以上 幾野 アンケート
年齢や家庭状況（障害者がおり介護が第一）により、満
足な回答ができないアンケート調査と思います。

女性 40～49歳 星田 アンケート
今回のアンケートは、主旨、目的、設問の内容などわか
りにくいと感じました。

男性 20～29歳 天野が原町 アンケート

このようなランダム形式のアンケートでは、どのような
層にも同じアンケートで、的を得た質問、世代ごとの関
心などにマッチしていないところが多く「ダメな調査」
だと思います。やるならもっと本腰を入れてキチッとす
るべき。

女性 60～69歳 妙見坂 アンケート
このアンケートは適応する答えの範囲がアバウトすぎて
答えが選べません。もう尐し考慮されたいと思います。
途中で止めます。あしからず。

男性 60～69歳 森南 アンケート 質問がわかりづらい



男性 40～49歳 星田山手 アンケート

Cの“かたのサイズ”という質問の意味がよく分かりま
せんでした。Dについても、具体的な内容のわりに範囲
が広すぎると思います。一度のアンケートで多くを得よ
うとする心掛けは理解できますが、市民の知恵を借りる
前に、もう尐し行政側もアイデアを具体化しておきま
しょう。質問は抽象的で、回答は具体的となりすぎてい
ます。こんなやっつけ仕事では交野市はよくなりませ
ん。

女性 50～59歳 私部 アンケート

交野市の行政、教育に今まで以上のきめの細かい対応を
期待します。このようなアンケート調査も良いと思われ
ますが、質問がかたよっているように思われ、子育てが
終わり数十年たったものには、現在の教育行政について
聞かれてもあまりわかりにくいのが現実です。これから
の交野の為にも、自然いっぱいの“交野市”としてア
ピールしてほしいと思います。

男性 20～29歳 松塚 アンケート
このようなアンケートを行う事はとても良いと思いま
す。駅前でも、このようなアンケートをとれば、交野で
暮らす一人一人がもっと交野の町を考えるのでは。


