
枚方市市民意識調査における主な自由意見一覧

※市民意識調査における「自由意見欄」にご回答いただいた主な記載内容です。

■安全・安心、交通環境などの取り組みに関するご意見

市が窮屈に感じる。交通量が常に多いために車道優先となり、道路を使う人に対してのゆとりがない。自転車、歩道、緑
が少ない。

光化学情報やその他をスピーカーで放送しているが、「よく聞こえない」「そのような放送があることすら知らない」と言う友
人がいる。地域により聞こえないのでは災害の時に困る。スピーカーの設置数・場所を検討してほしい。

歩道を拡張してもらい歩きやすくなっているところもあるが、歩道が斜めになって危険なところも多い（昔からの狭い道路、
星ヶ丘駅周辺の道路など）。道路を拡げることは無理と思うので、平らにできないかと思う。手押し車を押している人を思う
と心配になる。

寝屋川市との隣接地に住んでいるが、交通の便が良好とはいえない。公的施設も遠方で、交通費の負担も問題があり、
巡回バス等の検討をお願いしたいと思う。

路肩の溝にふたを取りつけてほしい。せまい道路が少しでも広くなる。交通量と道路幅が比例していない。歩いていて歩
道がないところなどはとてもこわい。

大規模災害が起きた時、私立幼稚園、私立学校でも避難場がすぐに開設できる体制をつくってほしい。公園に災害時のト
イレを用意してほしい。枚方市として食料、飲料などの備蓄を充実してほしい。

周辺にいつ事故が起きてもおかしくない場所が２ヶ所ある。早めに何か対策をとってもらいたい（子どもたちも多く通る道で
ある）。①上野１丁目ファミリーマート前の交差点、②中宮浄水場方向から、殿山第一小、中学校へ渡る道は、短い横断歩
道だが大人でも渡る時、車が見えにくく危ない。ファミリーマートからライオンズマンションへ行く道は街灯が少なく夜は真っ
暗でこわい。外大生、マンション、団地の住人等たくさんの人が通るので、防犯のためにも、もう少し明るくしてほしい。

交通の問題で、信号のある三叉路、五叉路における右折れ車の渋滞をなくすよう、信号機に右折れ矢印の設置すべき。

公共工事の公平な選定経過などの情報公開が重要と思われる。施工業者の能力の評価を正しく行なって、ミスや手抜き
業者の排去を行うべき。

交通の便が悪く、道路や歩道の整備が不十分である。子どもたちの通学に不安である。自転車道などがほしい。

第二京阪道路ができて便利になったが、307号の渋滞は相変わらず。なかなか難しいと思うが、立体化させるとか方法は
ないのか。

私の住んでいる周囲にはマンションがかなり増え、災害時には自宅にいる方が安全になると思うが（人口増加のため、学
校等に住民を確保するスペースはない）、食糧を配布してもらうのは自宅では無理だし、高齢になると自分で取りにも行け
ないのでどうなるのかなと、先のことを思うと不安である。

インフラ整備が他市に比べて遅れている。特に道路の交通環境が悪い。

雨水排水の処理・整備が遅れている（雨対策）。

バスの本数が少ないので出かけるのが億劫になる。もっと充実させてほしい。

道路が狭く、一方通行が多すぎる。

第二名神道路がつくられることで我が家のマンションが壊される。隣には建物がなにもないのにわざわざマンションを壊し
てまで通らなければならない意味がわからない。

府道交野久御山線の車の交通量が多いわりに道路幅が狭い。買い物用カートを牽いて歩いている高齢者が車にひかれ
そうになりながら日々、買い物に行っている。市の方より働きかけしていただいて、歩きやすくなったらと思う。

中央図書館に行くのに途中乗り換えて、バス代が２倍になる。長尾方面からも直通で行けるようお願いする。バス道路が
整備されていないようだ。

生活道路について、通過道路（路線バスやトラックが走るような）ではない生活道路で「歩行者優先」が実行されていない。
歩道において、自転車の走り方についてきびしく規制すべきで、下り坂において早く走れなくする施策がいる。犬が大きな
顔をして歩道をふさいでいることがある。飼い犬の散歩のさせ方を規制すべきである。人が優先のはずである。現状は、
母子が安心して歩ける道路がない。

幹線道路の整備工事が進んでいるが、工事期間が余りにも長く、歩行者は大変迷惑している。枚方市駅周辺の道路整備
も大変遅く感じた。

住宅街の真ん中へのパチンコ店の出店を禁止してほしい。

京阪線や阪急線の連絡を増やしてほしい。

道路整備を至急行うべき。
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交通の便（車の便）が悪すぎる。全く改善されていない。 特に京阪本線沿いの地区は、阪神高速守口線を淀川沿いに延
伸するとか何か対策はないか。車でどこに行くにも不便で枚方は陸の孤島と呼ばれる。高槻側と結ぶ橋を造るのはどう
なったのか。枚方大橋は枚方市民のためにあるとは思えない。道路の整備も遅れている。ＪＲ沿線は第二京阪道路ができ
て改善されたが、京阪沿線は全く良くなっていない。

京阪本線の香里園～枚方市駅間において、開かずの踏切りが数ヶ所あり、渋滞が発生して事故のリスクも高い。立体交
差の早期実現、前倒しを希望する。

特筆したい点としては、個々の防災・防犯に対する意識の低さである。災害時に自分の避難場所がどこなのか知らない方
が多いため、年に１度は回覧板等で配布し、各自、シュミレーションするなど対策を講じる必要があると感じる。また、夏場
でも19時過ぎ、冬場でも17時過ぎという暗い時間まで、子どもを公園などの目の届かない場所で遊ばせている親御さんに
は、防犯上の注意喚起を促すべきだと思う。

美術館よりも、災害に強い市役所造るべき。

道の保全、整備をしっかりしてほしい。でこぼこの道や、段差の高い歩道など、車にせよ、自転車、車イスなども不便であ
る。

街灯のない真っ暗な道が多い。大雨が降っても水はけのよい道路にしてほしい。自転車置場に回数券を導入してほしい。

枚方市はバスでの移動が多いのでバスの本数を増やしてほしい。

坂道が多いのを減らしてほしい。自転車の道を作ってほしい。交通が何かと不便である。道が狭い。事故が多いので減ら
してほしい。

犯罪が多すぎ。

道路の白線などが薄くなったり、消えかかっているところが多く見られる。消えかかったままにせず早急に直してほしい。

枚方市に住んで35年になる。枚方名物の交通渋滞も、だいぶ解消されつつあるが、まだまだ道路の整備が遅れている。
特に、市駅から市民病院前の整備を急いでいただきたい。朝、夕方の外大生の徒歩通学があぶない。歩道の整備をして
ほしい。

枚方市で育ち、子どもも育てているが、最近になって治安が悪いことを知った。防犯や犯罪に関する情報をオープンにし
て、危機管理を自己で行うように促してほしい。良いまち、住みやすいまちは理想であって、悪いところも認め、改善につと
めていただきたい。子どもを産みやすいまちになっても、子どもが犯罪にまきこまれては意味がない。

たまたま災害も少ない地域だし、更に良いまちづくりに官民一体となって努力すべきと思う。他府県の友人と話しても、色
んな面で枚方市は恵まれているように感じる。

交通マナーの悪さが目につく（特に自転車・歩行者）。

近くの道路では、自転車と人が一緒だが、かなり狭く危険である。車道を走る自転車もかなりあり、車のスピードが結構あ
るので、狭い歩行者用道路のところを自転車も安全に走行できるよう改善を望む。

選挙の投票所が遠すぎて、当日行けないので近くにしてほしい（道が狭い。バスも通っていない。坂道で歩いて20分以上
かかる。期日前投票所の方が近いし、車でもバスでも行ける）。

国に対しては土地政策に不満である。枚方市に対しては住宅政策が不満である。

枚方市東部に国道307号のバイパス道路ができて数年になるが、バイパス道路ができる前と比べても何も変わらず、交通
渋滞がひどくなっている。特に、第二京阪道路ができて、渋滞はひどくなっている。東部の住民は困っている。

防犯カメラの250台増設は、誠に素晴らしい。防犯灯26,000灯も設置されているとのことでありがたく思っているが、まだま
だ必要なところがある。

福祉という美名のもとに、電動車椅子の交通ルールはもとより、身勝手な行動には、ほとほと呆れる（一部の人ですが） 。

津田駅周辺は道路に歩道がなく、非常に危ない。信号がない横断歩道もあり危険である。

ＪＲと京阪の便が悪い。ＪＲ津田駅周辺に住んでいるが、交通の便が悪いので京阪枚方市駅に行くことがほとんどない。ま
た、駅の近くに交番が無い。

土木部道路補修課の実行速度 （早い対応） には感謝している。

安全な環境という点で、子ども達の交通ルールのマナーの悪さが目につく。特に中学生は、平気で車道を歩く、自転車を
並行走行するなど。一度、車道で自転車に乗る数名がふざけていたので注意したことがある。学校、家庭、地域で根気よ
く声かけをしていった方がいいのではと思う。大きな事故になってからでは遅いし、車に乗る側から言わせてもらうなら巻き
こまれたくないという気持ちがある。

地震や大きな災害時にヘリコプターで回る時、細かい住所を言わなくてもいいように道路に色つきラインを引くのはどう
か。国内のある県ではすでに行われている。たとえば赤の３、青の２と言った具合に、どこに救援物資を持って行けばいい
か、どこの道路が通れないのかも、わかりやすいのでは。
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東香里から京阪香里園駅と、ＪＲ学研都市線星田駅までは、それぞれ距離はそんなに変わらないが、ＪＲに乗りたくても星
田駅へのバス路線がなく、不便である。ＪＲ駅へのバス路線を作れないか。

枚方市は、住み良いまちだと思う。自分も地域にあっては、自治会役員、防犯防災の役員をしているが、地域にあって安
全・安心のできる地域づくりに、少しでもお役に立てればいいと思い続けている。

自然災害に対する市民ネットワークの充実について、はっきり言って不安。

暗い道が多く感じ、夜道の安全性が悪いと思う。

菅原神社の前の踏切を高架か何かにして、スムーズに車が通れるようにしてほしい。

枚方市内の南北移動は比較的良好であるが、東西間の道路事情は良くないので、道路整備が望まれる。歩道の道幅が
狭まい。自転車と歩行者の分離を望みたい。全般に道路が狭小で歩道がなく、子どもの安全には不安いっぱい。

通勤、通院、買い物など普段の生活の中で、誰もが安心して歩けるように牧野周辺の道について、安全になるよう整備し
てほしい。

道路・住民レベル・駐車場・街路等の美意識など、枚方市の居住環境が低い（イメージだけでなく、北大阪地域と比べ悪す
ぎる）。駅前が恥ずかしいくらい汚い（樟葉除く）。　小規模乱開発による住民環境の劣化と道路整備が悪いことや、市民の
美意識が低い。

道路の補修をもっと迅速に計画的に！

牧野、招提周辺道路と歩道の狭さがきわめて危険に感じる。歩道ももっと広くしてほしい。より良い枚方市、住みやすいま
ちNo.1になるような枚方市になることを願っている。

警察の白バイやパトカーはなぜ国道の駐車車両を取り締まらないのか。

京阪バスの経路をもっと考えてほしい。くずはモール行きは、近くに広い道路ができても通らず、狭い道路に大きなバスが
走っている（枚方－片鉾－樟葉）。

防災対策をもう少し充実してほしい。

養父西町は地盤が低く、集中豪雨で水浸しになった。成人男性の胸あたりまで水かさが増して家から出られないことが2
年連続であった。それぞれの町内会への調査なども行ってほしい。最近では、不審者の目撃情報もあるので少し怖い。

ドライバーとして市内道路の表示や車線などが消えかかっている箇所は事故防止のためにも整備を早急にしてほしい。ま
だまだ街灯のない暗い道も多いので改善、整備をお願いしたい。

京阪電車を大阪（梅田）まで開通していただけるともっと交通の便が良くなると思う。

駅前は明るいが、近道の細い道路は街灯が行き届かず、暗くて夜は怖い。個人で明るい門灯を終夜点灯している。

狭い道路が多く、車がすれちがうのに苦労するので、道路の整備をしてほしい。拡張、一方通行、地域内に主要道路をつ
けるなど。

高田から枚方市方面のバスの本数が少なすぎる。

歩道の草刈りを伸びて邪魔になるまでしない。

夜間自転車の無灯火が多いので、暗くなると点灯するオートライトのみ販売するように条例で決められないのか。

枚方市香里園東之町は、道路の側溝が溝になっていて車同士がすれちがう時に危険を感じる。また、街灯が所々切れて
いる時がある。マメに点検してほしい。

現在までの施策を肯定的に受け止めてほしいという気がする。安心・安全は当たり前であることを前提にした計画をお願
いする。

交通面でJR・私鉄の両方の切符購入がどの駅でもできることを望む。

町内の住民が高齢化してきて、災害時の連絡、連携がスムーズな避難ができるよう、身近な助け合いが必要だと思う。

自転車道路の整備をお願いする。

枚方市から宇山間の30分待ちはひどい。もっと回数を増やしてほしい。

学研都市線でラッシュ時の混雑がひどすぎる。京都駅から大阪国際大学の京阪直行バスの最終時刻をもう少し延長して
運行してほしい。

高齢者ドライバーが多くなってきた。車がなくても暮らせる環境を整えてほしい（バス便を増やす、低料金の設定など）。
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広い道路は使いやすく整備が進んでいるとは思うが、住宅街の中、特に昔ながらの土地の辺りは狭いのに石がおいて
あったり、植木が飛び出していたり使いにくい。救急車を呼んだとき通れなかった。

道路環境ということで、もう少し自転車道路の整備をしてほしい。段差も多いし、車道と同じでは、高齢者は自転車に乗れ
ない。

市体制で防災・防犯対策をとられていても、一般家庭にはおりてきていない。

災害時の避難場所が求められているが、全住民が入るスペースとは思えない。

淀川決壊、東南海地震の場合の想定水位などは、ハザードマップだけでなく、駅や道路に表示するなど分かりやすくして
ほしい。

以前、洪水でとても大変だった時に、市に土のうを借りる電話をしたら、電話に出た方の対応がひどいものだった。めんど
くさかったのか、最後はいつ行けるか分かりませんからと一方的に切られた。土のうを借りるため電話をするたびビクビク
する。一日も早く対策をしていただき、このストレスから開放していただきたい。

枚方市駅から離れているため、市の環境整備・交通の便が良いと感じない。

水災害が何度かあったので大雨が怖い。

バス通り（枚方市駅－津田駅）の歩道の確保など。

市内でも活性化されている地域とそうでない地域の差が激しい。こちらに住みだした当初は「まちに緑を」というスローガン
のもと、緑豊かなまちづくりに協力してきたが、現在は近所の商店の撤退や廃業で買い物しづらく、とにかく利便性に欠け
る。コミュニティーバスの必要性を感じている。

枚方市に50年もお世話になっていながら知らなかったり迷ったことが多かった。毎年台風がくるといえ、幸いに大きな被害
がなくて、有難い土地だと感謝している。

淀川堤防横に放置自転車が常にある。防犯にも良くないので、整えてほしい。

通勤・通学・買い物の不便さが極めて悪いため、自身が年を重ねるたびにつらさが増している。

最近のゲリラ豪雨、集中豪雨に対応可能な雨水排水設備を整え、市民の財産を守ることを望む。

枚方市駅周辺の開発はとても嬉しい。反面、駅まわりばかり発展し、住民の住んでいるところ（特に道幅）が不便である。
信号を簡単に無視する人、自転車の右側走行など、毎日危険がいっぱいである。

以前、大阪市内に在住していた者としては、不便を感じる。平坦な道が少ないので、自転車の利用が難しい。また、鉄道
が京阪のみで、京阪で事故があれば帰宅できない。

まちづくり、道路づくりがなされていない（緊急車両が通れないところがたくさんある）。通学路の道にモノや植物が置かれ
ている。歩道の私物化が目立つ。長尾駅周辺の開発整備が遅れている。枚方市駅、官公庁のあたりから、北側への幹線
道を整備すべき。

自治会の退会者が多く、地域のまとまりがないので、防災時が不安である。

市バスを作ってほしい。

自転車用道路を整備すべき。

枚方市で生活していて、交通の便が良いこと、行政サービスが充実していることが良い点として感じる。

自転車利用者のマナー改善のため、歩道を走る時は右側通行にしてほしい。街路掃除中、追突されそうになるのでベル
を鳴らす、掃除中は自転車道を走るよう促してほしい。

インフラの整備が枚方市駅近くに重点が置かれている感がある。もっと道路整備をしていただきたい。

道路の整備にもう少し力を入れてほしい。大きな道路はそこそこだが、生活道路は傷んでいるところが多い。

国道１号線（出屋敷～天野川）の渋滞対策をしてほしい。

道路に関して、バス通りだけ工事をし、住宅街は手つかずだと思う。住宅街は近隣の迷惑などもあると思うので難しいとは
思うが、ガタガタな道が多くあると思う。

バスをもっと充実させてほしい。例えば、京阪とJRをつなぐ便の更なる充実や、駅と住宅街を結んでいる便の増発など。

枚方市内の歩道はボコボコしていて車椅子が通りにくいことがあるので改善してほしい。また、最近樟葉駅周辺の渋滞が
ひどくなってきているので事業者と協力して信号のタイミングを調整するとか、交通環境の整備をしっかりと行ってほしい。
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通学路に歩道がないところが多い。

街灯をもっと増やし、明るい夜道にしてほしい。

生活の中で、道を歩いている時、気づいたこと（例えば道の凸凹など）を市役所に連絡して、改良していただければ嬉し
い。

渋滞のない効率の良い安全な道路の整備。大気汚染の減少にもつながる。

人が多く通る道は細くてもアスファルトなどできれいにしてほしい。つまづきやすい所があるので、市の方は見てほしい。

とにかく、交通の便が悪く、どこへ行くにも時間がかかり、道路も混む。バスの本数が少なく、通学、通勤が不便。道路も夜
は暗くて怖い。交野警察ができて心強い。

周辺が暗いので街灯を増やしてほしい。

津田病院前の信号の位置が悪すぎる。第二京阪道路と交わる交差点を中心に渋滞が東西南北に起きていて、周辺への
環境を悪くしている。いつもスムーズに通行できるようにしてほしい。

長尾周辺の環境整備（道路整備、農地の利用）。

道路がガタガタ。

道路の広さが狭く、歩道がない。事故や工事をすると混みあい、別の道と思ってもそれもない。

以前、別の場所に住んでいたが、枚方は道が狭くてすごく怖い。枚方は事故も多いと聞くので、道をもう少し良くしてほし
い。歩道もなければ路肩もない。子どもが心配。

安全のために京阪本線連続立体高架の実現。

修繕する必要のない道路の工事はするのに、既製服団地から藤坂ハイツに抜けるバス通りなどは昔から穴ぼこだらけの
まま。いい加減に修繕してほしい。

交通の便で茨木や高槻へのアクセスがよくないと思う。JRや阪急との交通機関の連携がよければもっと人の動きがあり、
まちが栄える。シティープロモーションに近づくのではないか。

歩道が狭い道が多い。車椅子を押す時にとても感じる。車の渋滞解消の取り組みがなされている反面で、歩行者・自転車
への配慮がないように感じる。

当地区に新名神が通ることによる環境の変化を心配している。

防犯体制は大きくは決まっていても地区ごとは個人情報保護がネックになり、もしもの時に本当に困った人を助けられる
かの問題がある。ある程度の情報はいるのではと考える。

道路はできているが、補修工事のデコボコが多く、完成するまでの期間が長いので大変である。交通バス停などは整って
いるように見えるが、高齢者は行くのが大変である。

引っ越してきて6年になる。通勤する道が狭くて、危ない。今、工事をしているが、一日も早く安心して歩ける道にしてほし
い。娘が二人並んで歩けない道に割り込んできたバイクと接触事故を起こした。

防犯対策に関して、街灯が少なく夜道を怖く感じることがある。こうした身近な防犯にも力を入れてほしい。

津田駅周辺に交番があればいいと思う。津田支所～交野警察の間にあれば相談に行きやすい。

歩道が傾いており歩きづらい。そのため、車椅子が車の往来が多い車道上を歩いている。これが現実である。

府道144号線で禁野口から市民病院あたりまで何年も工事をしている。最終的にいつ・どうなるのか。車の通行量が多く、
歩道がなく、雨の日はすぐ水が流れ危険である。関西外大の学生も多く二列以上で歩いたり、スマホをしながら歩き、自転
車で突っ込んでくる学生も相変わらず多くいる。道幅をそれほど広げる必要もないので、全線歩道がある状態になれば問
題ないと思う。

枚方公園駅の高架が進んでいない。

枚方市駅前のメイン道路の迷惑駐車をなくすべきだと強く感じる。京阪バスなど公共交通の便を悪くしている。警察とタイ
アップし取り締まりを強化すべき。

府道144号線の国道田ノ口～須山東の歩道が狭くて困っている。自転車や歩行者が危ない。

天野川沿いの堤防とその近くの公園は、草ぼうぼうで道も狭くなり、自転車などとすれ違うときに危ない。公園も憩いの場
ではなく草むらである。市なのか府なのか、１年に何回かちゃんと刈ってほしい。道路もあちこち掘れて、年をとると足が上
がっているようで上がらないので、転びやすい。順番になおしてほしい。
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毎日、京阪バスで楠葉まで通勤しているが、マイカーでの駅ロータリーへの入車が多すぎ、バスが立ち往生するケースを
散見する。枚方市駅同様マイカー規制ができないか。いずれはマスコミも含めて様々なところに意見を聞きたいと思う。早
く手を打ってほしい。

京阪電車の光善寺駅はとても危険だし怖い。何人も隙間から線路に落ちたと聞いている。線路沿いの道も朝夕は渋滞し
ている。道路のアクセスを良くし、文化都市として人が集まるまちになってほしい。

地域で防災訓練（安否確認）をしているが、みんなの関心が少ないように思い、どうすればよいか分からない。

新たに道路を拡幅しているのに、なぜ自転車専用線を作らないのか。所々「自転車道｣という文字が入っているが、道路に
無理やり書き足しただけ。

パチンコ屋を減らす。

自宅ガレージに停めていた車が車上荒らしにあうなど治安がどんどん悪くなってきている。普通に暮らすことができればそ
れでよい。

自転車マナーの悪さが非常に気になっている。重大な事故にもなりかねないので、取り締まりなどの対策をしてもらいた
い。

交通渋滞の緩和を強くお願いする。

もっと交通整備をしないとだめだと思う。車に乗っていて思うが、自転車に乗っている人はマナーが悪く、自動車の隣で普
通にこいでいたり、信号を守らない人がたくさんいる。もっとモラルというものをしっかり守らないといけないと思う。

くずはモール近辺の交差点は歩行者用の青信号が短い。渋滞解消をするよりも歩行者の安全を第一に考えてほしい。お
年寄りが信号を渡りきれていないのをよく見る。

国道307号の道路渋滞をなくしてほしい。

道路の新規敷設、拡張によって交通渋滞を解消してほしい。特に、長尾駅前を早急に整備してほしい。

地震や水害のことが一番心配だ。市のハザードマップを見たことがある。息子夫婦が牧野の淀川近くに家を買ったが、そ
こは天災が起こらないよう祈るばかりだ。もしそのようなことがあれば、早めの避難誘導をよろしくお願いする。

京阪電車と京阪バスしか交通手段がない。交野線からJR片町線への乗り継ぎが非常に悪く、通学や買い物にも困る。他
市から転居してきたが、これほど京阪バスに頼りきった不便なまちだと思わなかった。片町線から星田駅や河内森駅への
バスを増便するべき。

安全で住みやすい、住んでみたいまちとなるようがんばってほしい。

■健康・医療、福祉、人権などの取り組みに関するご意見

ラポールひらかたのようなプール付施設をJR線側にもほしい。

高齢者が多く、デイサービスの車が行き来しているが、独自のサービスを設定してはどうだろうか。地域包括システムの活
用を生かしたもの（他市との違いを出すなど）。

以前、市民病院に当院で手術したわけではないのでと受け入れ拒否があった。市民税は高いのに市民病院が受け入れ
拒否の意味がわからない。転居の人間は手術してから来ても意味がないのか。

老人に優しいまち、枚方に。誇れるまち、枚方に。

小児救急が少ない。

一人暮らしの老人を減らすように。

もっと気軽に参加できる行事を増やして、高齢者の外に出る機会が増えればいい。

病院に不満を感じている。

枚方市から更生医療、自立支援してもらい助かった。大変、感謝している。枚方市のより良い政策企画、都市戦略をよろし
くお願いしたい。

ひらかた病院での診察、待ち時間の長さを解消できないかと、いつも感じる。

95才独身の姉の介護中だが、市職員の皆様の日頃のご対応に深く感謝申し上げる。

犬を飼っていて狂犬病予防の案内がくるが、おなかが弱く、動物病院の先生は状態の良い時にと言う。１～２年に１回の
接種でもできたらよい方なので、登録とは別扱いにはできないか。
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ＪＲ津田駅周辺に住んでいるが、産婦人科も少なく駅から遠い。

高齢化に伴い福祉施策を推進してはどうか。

インフルエンザや肺炎などの予防接種を近隣市の医院で受けられる連携施策の実施を望む。

アンケートの中で高齢者サポートをボランティアで行うとポイントがついたり、商品券がもらえるようにありましたが知らな
かった。もっと知って、自分が高齢になったときポイントにできるような制度があればいいなと思う。

バス料金を65歳以上は無料にしてほしい。

元気な老人の活用を考えられないか。スポーツや散歩に時間をとるくらいなら、もっと皆のためになることがある。

医療の面は安心できる。

軽度障害だが、障害者手帳を発行せず一定のやりがい・収入の確保・向上していける環境がある職場の提供は可能なの
か。実際に相談したとき、手帳の取得が前提だったため断念した。ニーズは少ないと思われるが、実現してほしい。

障害者用の黄色の線を考えてほしい。足の悪い人には狭いし、広いほうを歩くと、自転車が来るし、ベルを鳴らすし、慌て
ると黄色の線に躓く。

高齢者カードを希望者に月3千円で使用できれば良い。外出して買い物とか、賑わいとか、市駅とか人出を増やしたい。出
かければ体にもいい。閉じこもらないでウロウロすると体にもいい（昼間だけでもいい）。

犬や猫の動物を処分しないでほしい。里親が見つかるまで預かってもらえる施設を作ってほしい。

健康診断の結果、精密検査が必要となり市立病院に行ったら紹介状がないとか言われ2千円徴収された。理解できない。

府境界近くにいるため、かかりつけ医は八幡市に通院（一番近い医院が八幡市にある）している。インフルエンザなどの予
防接種は、少し遠い医院に行かなくてはならないので、不便。他府県での予防接種でも補助が受けられるようになると嬉
しい。

年寄りの多い中、駅やバスの中で何かあった時に押せば救急につながるボタンがあればいいと思う。

高齢者の方でも外出の機会が増えるよう巡回バスの路線が増えたらいいと思う（招提団地内・牧野北団地内・田口団地
内など）。

知的障害者を養育しているからだと思うが、その部分の情報提示が少ないように感じる。

主人が医者嫌いでよほどのことでない限り行かない。１～２ヶ月前、救急車を呼んでほしいと言われ、TELして来てもらっ
た。口答で熱や生年月日、色々聞かれた。そしたら車に乗ってきた人が「１人で車の中に入り、口答もはっきりしているの
で様子をみて、明日でも悪くなったら電話してください」と降ろされて家に帰った。すると、その夜中に悪くなり、朝方亡くなっ
た。今、救急車はタクシー代わりに使う人がいると聞く。主人も同じように思われたと思うと腹が立つ。病院では、その時に
連れて来ていたら、何かわかったかもしれない、と言われた。本当に腹が立っている。

高齢化が進む中、高齢者に配慮しすぎ。医療負担は収入に応じるべきで、年齢区別は反対である。団塊世代ばかりが対
象になりがち。若者の税負担を軽くし、人口を増加させるよう国全体、地方で考えるべき。票ほしさの政策ばかりが目立
つ。

近所の民生委員が迷惑である。おせっかい、プライベートに介入しすぎ。

避妊をしてから放すなど野良猫など増やさないようにすべき。ペットや動物の登録を行い、亡くなるなどしたら必ず報告す
るように法律を作る。

医療費負担が軽くなるようにしてほしい。

今の日本国憲法（平和憲法）を守り、他国との争いに参加しない日本であってほしい。永久に。

老人が健康で暮らせるよう運動公園のようなものがほしい。

外国人へのマナー指導が大事。

医療施設の発展を推進してほしい。

超高齢社会への移行に対しての政策は極めて重要と考える。災害時の迅速・的確に対応する政策は、特に重要と考え
る。上記2点の政策立案と実施が周知されると枚方市民は安心して住めるまちと感じる人が増えると思う。

医療機関に行くのが大変である。表通りを一筋入ると、まだまだ不便である。

7 ページ



高齢者の支援のため、大阪市や京都市のように、外出時の乗り物（主にバスなど）の無料化を実施してほしい。枚方市営
がないので実施困難ではあるものの、他市との協力をしたより良い施策をお願いしたい。

高齢者がいきいきと、また、子どもたちが安全で、安心して皆が快適に過ごせる施設が重要である。

枚方に長く暮らしているが、知らないことが多いのに気づいた。広報ひらかたもざっと目を通していたつもりだが、DVの相
談室があるなんて知らなかった。もっと知られるべき良い施策だと思う。

災害時においてペットを飼う市民が全くいないかのような対策である。市の職員・議員の中にもペットを家族として暮らして
おられる方は居るはず。災害復興時において最後まで家族と乗り切れる対策をお願いする。また、飼い主のいない猫対
策がない。市民活動において、枚方市は動物愛護活動に対し市民活動保険対象外としている。これは他の自治体からも
不思議がられている。是非とも保険対象としてほしい。

若い人たちのことは良く分からないが、老人は満足していると思う。

枚方市には病院も医院も多くあり、保健センターからの情報や、色々相談窓口もあるそうで、福祉の面では充実していると
思う。

動物の殺処分ゼロを目指してほしい。譲る機会を作ったり、動物にも心も気持ちもある。殺処分される動物を枚方のホー
ムページで見たが、もっと市民の目につくようにしてほしい。

自分が地域活動に参加していないので、このようなアンケートに回答する資格がないと思うが、休日（土日）に行ける身近
な病院などが増えれば良いと思う。

シルバー世代対象の福祉として、麻雀を枚方市として開催していただきたいと思う。大阪府下でも実施されている市もあ
る。今や頭の体操として参加人数は増加している。麻雀はギャンブル性があると思われがちだが、私が参加しているとこ
ろでは飲まない・吸わない・賭けない方針で、ゲームとして行っている。まちかど「てくてく高田」でも木・土・日には５卓も集
まり盛況である。他のまちかどでも開催されているが、枚方市に単発で年に何回か大会をするとか規模を大きくしてほし
い。認知症の予防が叫ばれているなかで、効果があるのではないか。外出して、歩いて、頭を活性化して、医療費の削減
にもなると思う。

高齢者（有識者）の活用、高齢者の能力を活かす。

■子育て、教育、文化、スポーツなどの取り組みに関するご意見

子どもが香里小学校に通っているが校舎がボロボロである。次代を任う子どもたちがみすぼらしい校舎で学べるのか疑
問である。雨漏り・害虫が学校内でたくさんあり、特に高学年の校舎では雨が降れば靴はぬれて、靴を履くための「すの
こ」（今どきこんなのを使っているなんて信じられません）も水びだし。一番力を入れなければいけない教育の基本的なこと
がおろそかというかみずぼらしい。主人の実家の地域は、昨年校舎を立て直し、とても良い環境で学んでいる子どもたち
がいる。同じ日本国民でありながらこの違いはなんなんでしょう。お金がないなら不必要な美術館など建てずにもっと教育
に力を入れてほしい。

枚方市に美術館は要らないと思う。

若い世帯が暮らしやすい施策をお願いしたい。就職先、産院・小児科、保育園、留守家庭、各種補助金など暮らしやすくし
て、税収を増やして市民に還元するようにすればいいかと思う。

図書館、スポーツ施設、文化施設のそれぞれが一つの場となって、色んな人が参加できる場があればよい。

文化施設の件は、香里ヶ丘の美術館（寄付の件）は不要である。

子育てに関して保育所が少ない。入ったとしても人数オーバーして教室が狭く、子どもがあふれかえってかわいそうにな
る。保育士さんも子どもの人数に対して少ない。預けている方も不安になる。子どもや保育士の方が働きやすく、のびのび
できるように保育所を増やしていただきたい。女性が子育てをしながら働けるような環境を作っていただきたい。

小・中学校の通学路にゴミがよく落ちている。大人が捨てると思うが、子どもたちに時々掃除してもらい、きれいになったと
ころを通うと自分たちがきれいにしたところを大切にしたいと大人になっても思い出すはず。年月はかかるが、大人に注意
するより（守らないから）、生きた教育ができるのではないか。きれいなまち、枚方に期待する。

小１、年少、０才児と３人の母親である。枚方は、とても住みやすく、広報紙もわかりやすく、様々な情報を得ることができる
のでありがたい。ただ、今、３人を育てる身として子育てがしやすいかと聞かれると「はい」とは言いにくい。今、３番目の子
が保育園待ち中だが、来年入れる見込みはない。でも私は保育士をしているので、現場の大変さも知っている。１つの園
の定員が増えれば増えるほど、目が行き届かなくなり、怪我等につながるのも事実である。保育園には、もちろん仕事をし
ている方が大半だが保育園に預けたいがためにほとんど仕事をせず、保育が必要な状態とは言いにくい状態の方もい
る。定員を増やすのも１つの手だとは思うが、本当に保育が必要な方が保育園を利用できるように基準を見直すことをし
てもいいのではと思う。
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地域の一員、ＰＴＡの一員として仕方ないとは思うが、役員活動の一部に夜回りへの参加がある。このご時世なので地域
やＰＴＡ活動で子どもたちを守ることはとても大切だと思うが、その夜回り活動への参加のほとんどがお子さんのいる家庭
の方で、夜回り中は子どもだけで留守番している家庭もある。うちは父親は単身赴任中で預け先もないため、子どもたち
を連れて歩きまわらなければならない。小さい子どもたちを連れ、少し外出するだけでも今は大変である。誰かがしないと
いけないことで役員になった以上は仕方がないが、自分たちの子どもを後回しにしてまで参加すべきことか疑問を感じて
いる。

小学校も制服にならないでしょうか。

枚方に住んで20年以上になるが、枚方にないので八幡市の東部愛球会で八幡のチームに入って、ソフトボールのリーグ
戦を年間25～6試合やっている。

子どもの教育、指導にもっと予算を増やすべき。

子どもの虐待を減らすように。

生涯学習市民センターの行事に参加したくても、電話する日が決められていて、その日に電話ができないと、まず参加で
きない。

子育て環境について、小さな子どもが安心して遊べる公園を増やしてほしい（犬が散歩して砂場に汚物があったり、芝生
に汚物があったりと衛生面でも心配）。子育て支援センターを増やしてほしい。

交通の便などは不便な点もあるが、子どもを育てる環境などはとても良く、今の地域に引っ越して15年以上になるが、引っ
越して良かったと今も思っている。

どの施策も大切だが、特に次世代に向けて子どもたちへの品格のある教育、文化に優れた市にしていただきたいと思う。

今、4人の子どもを育てて感じることは、小学校のトイレ環境や学校の衛生面で、和式から洋式トイレへの普及とシルバー
人材をいかして掃除をしてもらいたい。今の時代、家のトイレが和式のところは少なく、子どもたちも和式を使う習慣がない
中、学校でトイレを我慢して家まで走って帰るなどよく子どもから聞く。また、ＰＴＡで学校によく行くが、夏は特にトイレから
の臭いがすごい。毎日掃除をしているといえど、子どもなので、毎日とは言わないが、週１回でも大人が掃除するなどの対
策を枚方市でとってほしい。また、洋式への変更も進めてほしい。

枚方は文化が遅れているとよく聞く。

来年の１月に子どもが産まれる。８才と５才の娘がいる。５才の娘を保育園に行かし、共働きしていた。妻が妊娠して産む
ために仕事をやめて、産まれてくる子どもを１才になるまで育てようと思ったのだが、５才の娘を保育園に預けられないと
言われた。あと１年で卒園なのに、追い出されるのはどうかと思う。これでは子どもを産める、育てる環境とは言えないの
ではないか。子どもが待っているのならわかるがあと１年ですよ！見直してくれると、これから子どもをつくろうと思う夫婦
が助かると思う。

単身者、中高年などの働く世代は、関心があるものの関われないものが多い。単身者が優遇されるものがほとんどない
のが現状である。どの世代も暮らしやすい環境を実現してほしい。

子どもが安全に過ごせる環境が一番だと思う。最近変な事件も多く、心配である。

長尾元町に在住だが文化施設、体育施設が近くにない。

枚方市のイメージは個人的には良いので、細かい所を整備して、もっと住みよいまちになるようにしてほしい。保育園など
の子どもを預かってくれる場所など、子育て環境、教育環境を重点的に考えてほしいかなと思う。

スポーツ施設の環境 （ゴミ） が問題である。

子どもたちがボール遊びなどができる公園などが少なすぎる。

図書館の利用くらいしか市の制度は使っていないが、大変活用させてもらっている。

小学生、中学生の子どもたちが下刻時に家庭が留守の場合は18時30分くらいまで無料で安心して預けられる設備がほし
い（留守家庭以外の希望）。 一つの案だが、図書館を利用させてもらえるとか、市役所出張所の一角を利用させてもらうと
か（土日は預ける所がない）。

スポーツ施設の予約が取りにくい。気軽には活動できない。施設の充実をお願いしたい。

香里ケ丘中央公園への美術館設置の問題は、まだ解決しないのか。振出しに戻されるのなら、不要な看板やテープなど
を取り除いてほしい。

公民館も図書館も、どこよりも貧しい。出来ても不便なところにある。年金からとられてばかり。
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美術館もいいけれど科学館がほしい。雨の日のレジャーにもできるし、子どもの教育にもいい。震度を体感できるハコを入
れたら防災意識向上にもなる。

美術館について、はっきり言って市民が何度も利用する内容とは、とても思えない。場所も不便だし、毎年かかり続けるラ
ンニングコストを考えると、税金の無駄遣いだと思う。

個人の方の寄付による香里園の方の美術館はいらないと思う。利便性の面でも良いとは思わないし、それならば今ある
図書館の充実や、枚方の歴史を全面に押し出した歴史ツアーとか、淀川クルーズとか、人を呼ぶコンテンツは色々ある。
工夫次第である。京都や神戸ぐらいの規模の美術館ならわかるが、中途半端なハコ物はいらない。でも、もう建つんでしょ
うね。税金のムダにならなければいい。枚方は住みよいまちだと思う。どうか、市民のためにこれからも働いてほしい。

一小一中政策に疑問を感じる。環境が変わらないことが良いことなのか…。子どもの自由な発想、行動を疎外しているよ
うに思う。

商業施設については充実していると思うが、子どもたちが野球など、思いっきり遊べる公園は近くにないため、子どもたち
がのびのび遊べる広場をもっと充実すべきだと思う。

小学生の学習量も引越前の地域に比べ、少ないと思われる。放課後に学習を希望する子どもには、学習する機会を市が
提供してもらえるとありがたい。

子どもの学校生活について、今の学校は何事に関しても、マニュアルどおりにしか進んでいないようで、子どもたちに冒険
をさせてやるという、余裕もないように感じる。マニュアルどおりに進まないと、どのようにしても、それをしようとする先生方
の考えが、孫を持ってみて、自分の子どもたちの時とは違うことが多く、今の子どもはかわいそうだと思う。

子どもの医療補助など、子育てについて枚方市は何かと対応策が他市（京田辺、八幡市）に比べて遅すぎる。障害者に対
して優しいまちという意識はあるが、これからを担う子どもたちに対する福祉サービスも、もっと充実していってほしい。

学校での教育の一環として言葉遣い、公共でのマナーなど子どもたちに教えてほしい。

子どもの教育においては他人を思いやる人間に育てるべき。非常識な家庭や人にしない教育が大切である。

校区割りをもう少し考えたほうがいい。

学務課のマニュアルどおりの対応に子どものことを考えていないのだなと感じた。残念である。

少子化が問題視される中、本日3歳児検診に行ってきた。人ごみでむっとする中、長い待ち時間の末、昼過ぎから検診が
終わったのは15時頃だった。バスや電車を乗り継がないといけない不便な場所で行われるので、子どもも疲れ果ててし
まった。平日午後に大勢の子どもを集めて行うのは効率のためか。土日は役所が休みだから検診できないのか。子育て
しやすい市というコンセプトからかけ離れている。保育所も申請しても入れないのが当たり前という現状。待機児童0という
数字は諦めた人の影に隠れた幻影である。

淀川や駅近にグランドゴルフ場がほしい。

子育て中心に親子でコミュニケーションをとる場所が不足している。特に就学前の子どもを遊ばせる場所（無料）がなくて
困る。寝屋川市には駅近くに児童館があり、引っ越すまでは毎日利用していたので、枚方に来た時はがっかりした。村野
の施設は交通の便が悪く行く気にならない。

日本人のコツコツと真面目に努力する国民性にもかかわらず、日本の学力、大阪の子どもの学力は年々落ちていると思
う。コツコツではなく、好きなことだけをしようという世相になっている。小学校１年生の学力レベルは35人で、ピンキリの差
がついている。35人を教師１人でみるのは無理。英語教育も小学校から導入しても話せるようになる人はわずか。教育を
教師だけに任せるのではなく、（コツコツができないなら）テレビチャンネルの半分を英語にするとか、子どもが興味を持て
るよう国も市も努力すべきだと思う。

枚方市は障害者やお年寄りの方々に対する施策は割合きちんとしているので、もっと若い方が幸せになれる施策も大切
なのではと思う。

中央図書館があまりにも不便。バスでは乗り継ぎが悪く、車では満車の場合もあるのでどうしようもない。香里園の図書館
近くに美術館構想があるが、あれこそ市中心部に建設して、象徴として強く打ち出すべき。例えば、建設中の「T-SITE」に
入居することは検討したのか。

枚方市は保育施設の質はとても良いのに、小学校以上の教育が良くないと感じる。子どもの小学校入学時に、保育所と
学童の差が大きく私も子どもも驚いた。小中学校も安全確保のため耐震補強などが最優先だとは思うが、次のステップと
して、子どもたちが快適で過ごしやすい環境づくりにも考えていただきたいと思う。トイレなど衛生に関するところだけでも
きれいになってほしい。

意外に子どもと遊ぶところが少ない気がする。大型アスレチック、室内遊具を求め、いつも市外まで出かける。枚方市内で
もあればいのにとよく思う。
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子どもたちが道路でボール遊びをしている。危なくてしかたない。公園ではボール遊び禁止となっている。どこで遊べばよ
いのでしょうか。

学校の校舎が古い。子どもたちのためにも、清潔で快適な校舎を建ててほしい。不登校児のサポート、親へのサポートを
充実してほしい。

今回、医療費助成金の対象が拡充されたのは嬉しいが、近隣他市に比べ遅いし、短い。インフルエンザの助成などもな
い。

子どもを生み育てたい環境づくり。

子どもがほしいのにできない不妊に関して市からの援助（金銭的なことなど）があればよい。どの市町村も子どもがすでに
いる、あるいはこれからできるだろうことには興味がある。

他府県・市のように子育て世代にも少し何かあればいいと思う。子どもは未来の希望だと思うので。

若者がもっと盛り上がるまちにしてほしい。

教育に力を入れてほしい。効果が出るまで時間がかかるので後回しにされがちであるが、将来の社会のために重要であ
る。子どもたちや現役世代への政策を優先してほしい。社会的に高齢者への政策を優先しすぎである。現在の高齢者は、
子・孫の将来にわたって持続的に豊かな社会を実現するための政策にもっと協力すべきである。

学校の統合など急速に見直してほしい。高陵小校区は１学年１クラス30人を切りつつあると聞いている。1学年1クラスで
は人間関係の多様化を育む機会が狭まりそう。

美術館は要らない。

共働き世帯のために、保育所や学童保育の開所時間を延長してほしい（目安２１時まで）。

自分が子育て世代ということもあり、教育・医療分野については、特に重点的に取り組んでいただきたいと思う。小中学校
の教育の充実、子どもへの医療費助成の拡大など。

もっとテニスコートを作ってほしい。

小・中学校の環境の悪さ。トイレはほとんど和式なので、洋式の増加をお願いする。空気清浄機設置の必要性がある。ド
ア、水道設備、トイレの便器などの設備は専門家が年１回は巡回の上で調査し、徹底改善が必要と思われる。

子どもの医療負担助成を１８才まで拡大してほしい（少子化歯止めのため）。

公立学校の教職員の資質向上。ひどい教師が多すぎて不安である。

公共のフィットネス施設の設置。

保育所の民営化をやめてほしい。障害を持つ子の親にとって初めて社会に出る場所は公共の方が安心である。障害児保
育をしていると書いてある保育所で酷いことを言われ傷ついたお母様を何人か知っている。全ての私立の保育所が悪いと
は思っていないが、経営者によって変わる。入ってみて親子とも傷ついてからでは遅い。障害を受け入れることさえ不安定
な気持ちでいっぱいの時期を少しでも安心して過ごせるよう、民営化をやめることを、ぜひともお願いする。

乳幼児医療の無償化。教育現場の実態の調査、改善。教育者の育成。うちの子が通う小学校の先生が｢おめえら｣と言う
そうである。先生という立場で言葉遣いには厳重に注意していただきたい。昔に比べ、子どもの数が少ないのだから、もっ
と教育環境を整えていただきたい。未来を担う子どもたちの育成に力を入れてほしい。

地域が高齢化する中で、安心して出産できる環境づくりをして、若い世代が増えていけばいいと思う。

子育てのしやすい市といわれるようにしたい。

建物だけの美術館、経費のかかるだけの美術館はいらない。無駄なものは諦めて他市の施設を利用できるように市とし
て協力するとか、ツアーを組むとかしてほしい。

医療費無料を中学校までお願いしたい。駅前開発より庶民の暮らしへの補助を重視してほしい。民営化ではなく市の責任
で、職員育成による職員の負担増より、子どもたちとゆったり関われる時間的余裕が必要である。子どもと職員を追い詰
める施策は子どもたちの学力向上につながらないと思う。

年配の方々をサポートするための施設ばかりでなく、もっと未来へ向けて、子どもたちを支えてあげられるまちづくりが大
切なのではないかと感じている。

子育て、教育環境の整備を強化していただければと感じる。
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美術館計画があるが、総合文化施設の一角を利用して、枚方市駅近くの利用しやすい場所に作るべきだと思う。

20代、30代といった、若者を対象とした保護対策を充実してほしい。

施設に関して、枚方市でも周縁部に居住しているため、公民館や図書館、スポーツセンターなどが利用しにくい。一部地
域のみに充実させるのではなく、その他の地域でも利用しやすいように考慮してほしい。せめて枚方市駅周辺に施設を集
めてほしい。

障害のある子の支援教育についてだが、各学校で対応が違うのか。良い小学校があるとわざわざ引っ越したと聞いてい
る。

スポーツ施設が楠葉周辺に少ないので、プールやテニスコートなどを確保してもらいたい。

保育所の待機児童問題の解消も早急に進めていただきたい。

枚方市は子育てしやすいまちだと思う。枚方市で出産をして、今は未就学児の子どもがいるが、マタニティー講座や、地域
の保健師さんに色々と助けてもらった。

香里ケ丘中央公園の美術館計画は公約どおりに白紙にしてほしい。駅前ならともかく、わざわざバスに乗ってまで来られ
る人が何人いるのか疑問である。せっかくの木々が、育つのに何十年とかかかるのに伐採されていくのを見ると悲しくな
る。災害時の避難場所であるべき公園に美術館を建設するより、香里ケ丘図書館の改修を願う。多目的トイレがカーテン
で開閉するタイプは、久しぶりに訪れた時にびっくりした。高齢化社会なので洋式トイレを望まれている方は多いと思う。

もっと子育てしやすい環境にしてほしい。出産も予防接種も高い。子どもだけでもインフルエンザも含め、ワクチンなど少し
でも安くしてほしい。高齢者も大切だが、子育て世代も大切にしてほしい。

イベントや講座があるが、平日の日中が多く、働いていると全く利用できない。

枚方公園付近に住んでおり、枚方小学校区である。通学路に歩道はあるが、一部、ラインのみの狭い箇所がある。子ども
が安全に通学できるようにガードレールのある通学路を作ってほしい。

近隣の市では任意の予防接種の助成があると聞いているが枚方市ではない。こういった出産後の子育ての支援が少な
いと感じる。支援が増えると若い世帯の移住者が増え、地域の活性化が図れると思う。子どもが大人になっても住みたい
と思うまちづくりを行うことが枚方市の第一優先されるべき取り組みだと思う。

児童館を作ってほしい。保育時間の延長。病時保育を増やす。リフォーム助成金を出してほしい。ベビーシッターサービス
をリーズナブルに。

文化施設もあちこちにあるが、利用しているのはいつも同じメンバーのように思える。もっとオープンな活動につながるよう
にならないものか。

小学校からの英語力も大事かもしれないが、日本語の能力アップも大事だと思う。

中心部など一部では子育てしやすい環境なのかもしれないが、地域によっては難しいところもあるような気がする。実際に
施設を利用する際、交通面で問題が多いように感じる。でも、枚方は他市と比べると、色々充実していると思う。

私は独身だが、友人が「乳児医療の助成拡大の話がもう少し早かったら良いのに」と言っていた。

学校のいじめ問題にも、もっと力をいれて取り組んでほしい。

美術館新設は不要。維持管理が極めて困難。税金の無駄使い。

子ども・若者の将来に対する育成と学力の向上が大切である。

■中心市街地、魅力発信、産業、農業などの取り組みに関するご意見

誇れることは何か。特化した市、誇れる市になるように期待している。市民の参加できるまちづくりに協力していきたい。

花火大会を復活させてほしい。

枚方市駅周辺は廃れてしまったイメージがあるので、再開発を機に活性化することを期待している。

医療、福祉のまちではなく、にぎやかなまちであってほしい。「ひらかた」は、都市ブランドのランドマークなので、尻すぼみ
になってもらっては困る。田舎と都会の中程がちょうど良い。「ハイカラ」になったら誰も住まないし、「ハイカラ」は大阪市内
に移住していく。「大阪市」のマネをする必要はない。枚方市は「住」がメインである。
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他市にない、枚方独自の政策を制定・推進し、内外にアピールしていく必要がある。

くらわんかの花火大会をもう一度見たい。

枚方市は全体的に地味で活気がない。市長が変わったので、ここで大改革を望む。

市駅前に賑わいがない。買いたいお店、食べに行く店がない。

中小企業の底支えや、雇用の安定化を希望する。自分の生まれ育ったまちで安定した仕事を得て、結婚、出産、子育て、
老後まで暮らしていける枚方にしてほしい。

枚方市駅の京阪百貨店の食品売り場と成城石井との間をつなぐ広場付近が、いつも暗いイメージがある。京阪百貨店自
体は改装して、せっかくキレイになったのに、広場がもったいないと思う。よく若い子がたまっていたりするので、個人的に
は昔から好きになれない。「サンプラザビル」も外装がとても古い印象があるので、建て直しをして新たにキレイなビルへと
生まれ変わってもらえたら嬉しい。

枚方市駅前が魅力ある市街地になるよう期待している。

枚方市駅周辺の再開発計画について、３年以内にまとめて、10年以内の工事完了を希望する。

枚方市駅前が楠葉に負けているイメージがある。今、人口減少・人口流出は都市間の競争になっている。人口減少都市と
増加都市と二極化している。枚方市も減少都市に足をかけている危機感を感じてほしい。枚方市のイメージ定着政策、医
療施設充実のまち 「ひらかた」、子育てに最高のまち 「ひらかた」、学生と安全なまち 「ひらかた」 、よそがやっていない政
策でよそから人が集まる政策を実施してほしい。枚方市役所・市民会館・市駅前の総合開発を実施してほしい。香里園駅
前開発・樟葉駅前が完成し、枚方市駅が取り残された感じがある。

枚方市民が枚方市で買い物をすると、もっと得になるような政策などもいいと思う。交野市が近いだけに、ほとんど交野市
へお金を落としている。

枚方市駅前を再開発し、市民会館は魅力ある施設に建て替え、市役所も市民がわかりやすい窓口にしてほしい（窓口の
場所がよくわからない）。

枚方市駅前の再開発に期待している。住まいの近隣に高層の建物が増え、以前と比べると広々とした感じがなくなったよ
うに思う。

枚方の活気がなくなってきている。もっと、若者が集える場所 （お金をおとす） を増やすべき！最近は住んでいてもつまん
ない。花火大会がいちばんいいと思う。

枚方市は生まれ育った市なので、とても住み心地が良い。もっと枚方の良い所を全国にアピールしても良いのではないの
かなと思う。

最近、枚方の店がなくなって不便である。

枚方市駅が10～15年くらい前に比べ本当に人が少なく淋しくなった。くずはモールしか買い物する所がない。大阪市内の
「梅田」「なんば」へ行くために乗り換えをしないといけないので、多くの人は高槻市などへ転出してしまうのではないか。大
きい商業施設 （服、贈り物が買えるような） が市駅前にあればうれしい。

せっかく七夕で有名なのに、あまりイベントや祭りのイメージがないので、もっと盛大に行ってもよいと思う。枚方でＶ６の岡
田くんのイベントがあってもよいと思う。ご当地グルメを作ってほしい。

先日のジャズフェスティバルは、とても良かった。近鉄百貨店が徹退して以来、楠葉の方が賑やかになり、少し残念だが、
もうすぐOPENの駅近くのビルには、何が入るのか楽しみにしている。これからも住みよいまち、枚方市に期待している。

枚方市駅周辺だけでなく枚方全体での施策が少ない（開発等）。

枚方市駅周辺に活気がないと思う。TSUTAYAのビルができるが、もっと多くの人が、枚方市駅を利用するようなきっかけ
になるものを誘致してほしい。若い人が集まってくるように有名大学を枚方に誘致できれば、若い学生たちであふれ、それ
をターゲットにした店舗ももっと増えるのではないかと思う。イベントだけでは一時的なものになってしまう。

駅前の中途半端なリニューアルはいらない。

買物がどんどん不便になっていく。

京都のように大学と企業がうまく連携して、良い人材が留まるように、就職や研究ができるようになればいいなあと思う。

生活保護者などに対する就労支援が不十分である。空回りしているように思う。チグハグ感さえ覚える。就労支援に関し
て、最初は親身になってくれるものの、就労につながるまでの支援はされていない気がする。机上の空論ではなく、現実、
将来に実効性のあるものを期待している。
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枚方市駅一帯のリニューアルをしてほしい。

枚方市駅前にショッピングモール、レストラン、映画館など遊びに行きたくなるような、にぎやかな駅前にしてほしい。

伏見市長に代わり、積極的な施策を期待する。経費節減だけが市長の「責務」だとは思わない。魅力ある枚方を発信して
ほしい。

アンケートに答えながら、枚方市について何も魅力を感じないで過ごして来たなと思う。30年以上も暮らしてきたのに。

楠葉周辺地域は大変綺麗に整備された。枚方周辺は今一歩の整備が必要と思われる。今後に期待している。

駅前の開発をお願いしたい。

長らく枚方に住んでいるが、枚方の長所を挙げることができない。自分では淀川や津田の山々が大好きだが、家族や友
人はそう思っていないようだ。

年１回の花火大会を再開してほしい。

淀川花火大会を復活し、地域活性のために再開してほしい。伏見市長に期待している。

市駅周辺の買い物ができる場所が少なく、お互いが離れているので、とても不便だ。T-SITEができてどう変わるのか期待
している。

市駅周辺が賑わうのは良いが汚い。なかだけリニューアルするだけでなく、外もきれいにしてほしい。せっかくお店も多い
のに、正直汚いので、進んで足を運ぶ気にならない。

紳士服団地がさびしい。有名な企業を誘致してほしい。

ここが枚方市の中心だというようなまちになっていない感じがする。以前住んでいたところは、陸上競技場や広い公園・
ホール・美術館や商業街などがまとまっており、人の集いやすいところだった。枚方はスポーツセンターや体育館など色々
あるのに、どこにあるのかわからないものが多く、利用しやすい施設があるのかなと疑問である。

枚方市に住んで30年あまり、特徴のない市だと感じている。特に不備はないが。

3歳の頃から枚方に住んでいてとても大好きなまちである。これからもよりよいまちになるようにと思っている。

地域振興券の配布が、枚方市では１日だけの先着配布で一部の人にしか行き渡らなかった。他市では抽選と聞いた。き
め細やかな配慮が欠けている。

枚方市駅周辺をもっと明るくきれいにして、駐輪場を移動して広く見えるようにしてほしい。駅前駐輪は良くないと思う。

「賑わい」演出のイベントなどは交通規制などもあり、迷惑な側面もあることも認識していただきたい。

枚方市駅周辺の整備をお願いしたい。41万人都市の玄関とは思えない。雨天時の送迎に一時停車もできない。もっと商
業に力を入れないと周辺地区に利便性を全てもっていかれる。

まちおこしが大切ではないでしょうか。例えば、くらわんか花火大会の復活があればいいですね。その当時がなつかしい。

枚方市の「これが！」ってところが感じられないと思う。がんばってほしい。

枚方市駅周辺の開発をがんばってほしい。

車道と歩行者、自転車通行道の幹線道路における整備は、現在改善されつつあるが不十分に思う。

初めて知ることが多く勉強になった。もっと丁寧に回答すればと思った。先日試合に行って知ったのだが、枚方市がガンバ
大阪のホームタウンに入っていてびっくりした。もっとアピールして盛り上げてほしいと思った。

枚方市駅周辺の雑多な様子が好きになれない。枚方市を知らない人に「私のまち」と紹介するのが恥ずかしい。また、市
役所・市民会館の老朽化も残念。子どもが「廃墟」みたいで気味が悪いと言っている。「ハコもの」の充実を嫌う人がいる
が、整備は必要だと思う。

せっかくTUTAYA発祥の地なのだから、もっと音楽イベントに市としての支援をしてほしい。淀川河川公園や山田池公園な
どはとても素敵なので、さらに色々なことに使用し、アピールしてほしい。

枚方市駅周辺の整備も必要だと思われるが、枚方には有名な方が作った公園や枚方八景がある。交野市ともつながる天
野川や淀川下りなどを考え、｢枚方八景めぐり｣「くらわんか」の食事などのパックを作り、全国的にPRする。せっかくの観光
資源を生かした企画を考えていただきたい（菊人形の政策なども）。
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新しい市長も決まり所信を表明され、｢枚方市の人口減少｣｢人が集まるまちづくり｣｢財源の必要性｣｢市長自身の給与、退
職金について」など色々あった。市民も枚方のPRや寄付金集めの協力をし、枚方に人が集まるパンフレット作りに努力す
べきだと思う。

枚方市の観光都市化、企業誘致、豊かな都市化を妨げている１つの点はホテルがないこと。あってもラブホテル中心で、
ビジネスホテルは１軒のみ。ネットで調べても皆無で、食事ができ、宴ができるくらいのホテルを必要としている。

市民ホテルの新築を願う。

枚方市駅周辺の活性化。

JR津田駅にもっと色んな店を作ってほしい。素敵なカフェ、ランチのお店があると良い。

くらわんか花火大会もう一度復活させてほしい。

枚方市には宿泊施設がなく問題である。枚方市駅くらいには、せめてビジネスホテルでもいいので考えてもらいたい。

村野東町にスーパーや枚方市駅までのバスが通ってほしい。

40万都市にふさわしい、枚方市駅近辺の整備、充実をしてほしい。

昔より駅前の商業施設が減り、古くなっていたり、活気がないような気がする。せっかくたくさんの人が駅を利用しているの
で、もっと買い物が便利なまちにしてほしい。

枚方市は住みやすいまちだとは思うが、産業が少ない。これからが心配だ。

色々な取り組みをやっておられるようだが、ほとんど見えてこない。今回の設問内容はやってあたりまえことばかり。枚方
市の悪いイメージを取り払うための行動を望む。

先日の｢プレミア商品券」は、販売の仕方、利用のされ方はどうだったのでしょうか。税金から支出されているはずだが、大
量に買った人、買えなかった人、また私のようにメリットを見出せず買わなかった人の不公平感をどのように考えておられ
るのか。

近くに大阪、京都もあるので特別賑わいのあるまちにする必要はない。これまでどおり細かい点に行き届いた市を目指し
ていただけたらと思う。

ホテルがない。

枚方市はあくまでも枚方市駅が中心である。伏見市長の公約である枚方市駅周辺の再開発を進め、都市基盤を充実し魅
力ある枚方市にしてほしい。伏見市長に大いに期待している。

東京の池袋（豊島区役所）のように、市役所と住民の住宅、商業施設が一体化した環境が良いと思う。駅前・駅周辺が活
性化しているようには感じない。※T-SITEはできるが他はそのままなので。

海外に10年住んでいて、最近帰ってきたのだが、枚方と言う土地を思い出したときに、建物とコンクリートの無機質なまち
は、住みやすさはあれど、特に思い入れのできるまちとは正直言いがたい。ただ、五六市など民間の方々の意識も10年
前と比べて向上し、良い方向であることも同時に喜んでいる。

枚方市駅前にデパートがほしい。前歯の抜けた顔のように思われ淋しい感じである。

枚方市にはたくさんの歴史的に訪れるところがあるにもかかわらず、全国的に知名度が低い。もっと観光アピールをして
ほしい。

雇用を増やしてほしい。

枚方市駅前が賑やかで活性化されることを望む。

枚方市駅の再開発が大切。高槻市、寝屋川市の方が活性化している。

抽象的に感じる対策より、直接的な対策をどんどん進めて、枚方市に住みたいと憧れを持たれるような市に変わってほし
い。枚方パーク以外に何もないイメージなので駅周辺を含め、枚方に出向いてもらえるようなインパクト、規模の大きい
ショッピングモールが絶対的に必要だと思う。ニトリモールがどのような展開になるか内容に期待している。大日イオン
モールを越えるような大型ショッピングモールが枚方にもあるべき。若い世代で活気あふれるまちを目指してほしい。花火
大会の開催にも期待している。

全体としていい方向に進んでいると思う。一層良いまちになるようがんばってほしい。

これからも長く枚方に住みたいと考えている。魅力あるまちづくりに期待している。

■ごみ、生活環境、温暖化対策、みどりなどの取り組みに関するご意見

ビン、缶類と共に、陶器類を回収してもらえるとありがたい。

枚方市のまち、公園は犬の糞で遊ぶところがない。
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単身者の方がアパートなどに引っ越しされて来られた時、ゴミ等の出し方が悪いように思えるが、ちゃんと指導されている
のか。前日から出されるとカラスがゴミをあさり、そこらじゅうに散らしているので。

公園の運用について、公園の敷地の広い部分を「野球」だけの使用目的とするのは良くない。

国道１号沿いの飲食店のなかで排水を用水路に流しているところがあり、悪臭と虫が繁殖して困っている。下水処理を早
くしてほしいと思う。夏は悪臭で窓が開けれない状態である。

プラゴミの回収を週２回にしてほしい。

公共上下水道について、自治会全体の中でも下水道がつながっていないのは、私が住むところ15世帯のみ。香里ヒルズ
の開発に伴いつながる予定だったが、土地の買収ができずストップしたまま10年が経った。10年の間に近所でのトラブル
もあった（衛生上の問題）。多くの住民が、下水道につながることを待ち望んでいる。何とかならないものか。

環境問題に対する取り組みがこの調査からは見えてこない。特に近年の環境破壊、大気汚染について見えてこない。ま
た、地球温暖化対策はクリーンエネルギー対策だけではないはず。

市民の森も、もっともっと生されるべきもの。市民のためにやってくださることを願う。

市が管理すべき道路、用水路の清掃がなっていない（大阪府を含む）。

畑がなくなり、新しい建物が沢山できてきたが、みどり豊かなまちにしたいのか、人々が住み良いまちにしたいのか分から
ない。個人的には、住みよいまちとして新しい建物ができることは良いと思われるが、みどりや自然を残してほしい。

街路樹が少なく、夏期の歩行には苦痛である。

生ごみ処理機の補助金をまた出してほしい。

市別館側の川がどぶ川になっていて魚が（コイ）が泳いでいるが、１０年も前から汚い。一度見に行かれたらどうか。

80歳以上の我々はゴミ出しが負担になる。ネコ・カラス対策をどのように考えてるか。ゴミ出し時間帯を市として考えられる
か。

ゴミの分別について、分別後にどのように処理され、生かされているのかを明確にしてほしい。分別の意味はあるのか。ゴ
ミ収集業者の私語が多く、雑で汚い。

駅前はきれいになってきたが、駅前がタバコのポイ捨て禁止になると通勤途中の我が家の周りの道路は、タバコの捨て場
となる。酒場近くの溝はゴミが多く、雑草も大きくなる。

まちの美観→電柱を撤去し、各配線をを地下化するとともに、江戸、明治、大正の建築を保全・活用すべき。

企業の地域貢献活動の支援・指導を市からすることはできないのか。特に、コンビニ周りのゴミの散らかりようはひどい。
地域貢献、まちの美化などの意識はないように思う。私や小学生登下校のみどりのおじさんたちがゴミ拾いをしている。

ヨーロッパのまち並みのように全ての大通りに街路樹を整備して緑あふれるまちにしてほしい。落ち葉の処理などは大変
かとは思うが、できれば、常緑ではなくて落葉樹にして、季節を感じられるような、そこに住んでいるだけで気持ちが豊かに
なるようなまちづくりをしてほしい。

下水の漏れ、環境を改善してほしい。

国見山を利用するためのパーキングがないため利用しづらい。

花と緑のまちづくりには賛同するが、家に緑を増やそうと思っても、剪定ゴミが出せる量が決まっているので不便だ。

府営住宅の電気量を削減すべき。自転車置き場の電気がつけっぱなしでムダなので、感知式にするなど工夫してほしい。
各部屋の前の電気も明るく電気がなくても見える時間でも点灯していてムダ。

美しい、魅力のある枚方にしてほしい。花が大好きなので、花がいっぱい咲くまちにしてほしい。

下水道の整備（直接放流）を早く進めてほしい。

駅周辺の禁煙地区をもっと強化できないのか。道路に書いてあっても、まるで見ないかのようである（時々見回りをして注
意するとか）。

山田池公園の活用について、バーベキューや花も良いが、レストランがあるともっと楽しみになる。もっとゆっくり過ごせる
屋内を作ってほしい。

まちが汚い。特に道路、樹木はもっと手入れをしてほしい。浜松市の公園や市街道路はすばらしくきれいだった。
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ゴミの減量や資源循環強化などにより、不法投棄が目立つ問題点がある。

桜などの植樹後は管理が必要である。落ち葉・虫の落下、落ち葉の水路への落下による浸水につながるため、排水路や
河川などの清掃をしないといけない。

天野川の清掃を定期的に実施すべき。

淀川に近いので、堤防の草など早めに刈ってほしい。道路際に緑を植えるのも良いが、手入れが必要だと思うので、手入
れを良くするか、手のかかるものは植えない方が良いと思う。緑道などに植えてある木の葉は秋は大変である。市の方が
時々すべきと思う。秋の木の葉は大変である。毎日パラパラ落ちて毎日掃除しないといけない。

ゴミの分別をもっと細かくした方がよいのではないか。

トイレの水洗化工事はどうなっているのか。津田東町は調査したのみで止まったままとなっている。

魅力的な公園がないので作ってほしい。

環境の美化が大事。

教育や福祉は、だんだんと充実していくと思うが「自然環境を大切に」をもっと考えてもらいたい。

緑化を充実させてほしい。

香里周地のURの土地が切り売りされ、無計画な宅地計画が進められている。そのため貴重な緑の資源が失われており
失望している。美術館計画も反対だ。

以前住んでいた大阪市内と比べ、緑が少ないと感じる。街路樹を見かけない。道路整備するなら、緑の計画もともにでき
ないものか。

香里団地周辺は緑が多いところが自慢だったが、どんどん開発され、どんどん温暖化も進んでいる。公園の緑地は保護、
保持されるべき。公園は災害時のスペースとしても絶対に守られるべき。美術館なんてナンセンスである。桜公園の桜の
傷み、中央公園の緑地帯の斜面の侵食など、とても心配である。

電柱は極力減らしていってほしい。

第二京阪道路の側道付近にゴミが散乱しているのが目につく。個人で対処するにしても限界があるので、行政で何とかし
てほしいと思う。草刈だけでなく、その後のゴミについてどうするのか。

穂谷川清掃工場の老朽化に伴う新たなゴミ処理施設について、京田辺との連携はすばらしいと思った。

引っ越してきた時には田んぼがたくさんあって自然がたくさんあるまちと感じていたが、最近住宅が立ち並びちょっと残念
である。

ごみ回収について、カラスによる被害、分別せずに出す人のゴミの始末など高齢の母がいつも一人でやっている。池田市
のように各戸で回収できないか。回収料金を支払ってもよい。

警察前の通りなど、花壇の中が雑草だらけ。予算がないのであれば、市民に貸して花をいっぱいにするなどすればどう
か。

■情報発信、まちづくり活動などの取り組みに関するご意見

今までの市長のやり方を見ていると市民の意見を全く聞いてないように感じる。

行政のＰＲ不足である。「広報ひらかた」を配布したら市民が理解しているとの前提なのか。広範囲な施策を行っているに
もかかわらず、市民への周知が不十分と思う。優秀な行政マンが知恵を出し合って選別されたアイデアを市民にＰＲして
ほしい（地区のＰＲ看板の活用等）。

枚方市に感じることは、都会でもないのに人の交流が少ないと感じる。まちが良くなるためには、住んでいる人の意識レベ
ルがもっと上がらないとダメだと思う。人に「ありがとう」「ごめんなさい」も言わない人ばかりなのが、びっくりする。

あまりにも自分が市の施策に対して無関心であったということに気がついた。

自治会の役員をしていたころは、地域での関わりがあったので、色々なことに少しだが携わっていたが、仕事を持つように
なり情報がわからなかったり、参加することもなくなってきた。でも、ずっと住み続けたい地域なので、これから少しずつ地
域のことにも目を向けていきたいと思う。

枚方市には、地元を愛する市民が多くいると感じるのでボランティアの人材バンクのような制度を作って有効活用するべ
き。

市政に関する関心の薄さにショックを受けている。人づくり（教育になるかもしれませんが）を徹底的に行なわないと、いく
らすばらしい施策をしても、その人たちが足を引っぱってしまう。枚方市民の資質の向上となるような何か働きかけが必要
だと思う。
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自治会会計の公正化と自治会長の任期は１年のみで選挙等で選べるようにして。

行政が行っている様々な事業、活動について知らないことが多くあることに気づいた。今まで気づかなかった、知らなかっ
た理由として今の自分にとって必要なこと、関係のあること以外への興味、関心のなさがあると思った。そのため、「あまり
感じていない」という回答が多くなり、あまり参考にならないと思うが、ご容赦いただきたい。

市民のための政治をまじめに考えていただきたい！市民不在はここまでにして！

枚方市の取り組みについて、アンケートの実績欄は知っていることが全くなかったので、発信の方法を考慮していただきた
い。

NPOが社会に貢献されているのが見えない。

公共施設ができても、どんな利用の仕方があるのか公開していない。高齢になり市の情報が伝ってこない。

全体的に情報提供が弱いと感じる。

相談窓口を利用したけれど対応が悪く、行ったのを後悔した。

いろいろな取り組みがあることを知らない人が多い。

枚方市以外からの広告物が多く郵便受けに入っている。例えば堺市とか。

枚方市に引っ越してきて1年がたつが、枚方市で行われている施策に触れる機会が少なく、市政のアピールが足りないの
ではないかと感じる。

市が考えているものの情報公開がありきたりの方法でしかないので、全ての住民に理解されていないように思う。掲示・市
報などの方法をもっと活用し１人でも多くの人に市の行動を理解してもらう努力が必要ではないか。今後、高齢化に伴い
自分から情報を得ることや印刷文も目が悪くて読むことができないなどの状況を踏まえた発信手法を検討してほしい。

市役所がもっと個人の問題を知り、各々の対策をする必要がある。

昨年引っ越してきたが、助成を受けられるものや、がん検診無料などは知らないことが多いので、分かりやすく提示してい
ただきたい。

活性化のために、老人、子どもの力を社会・経済発展のために活用すべき。

枚方市について知らないことがたくさんあった。

色んな取り組みをされており、広報などで知らせてもらっているが、まだまだ知らないことも多くあり、後で気づくのもある。
すばらしい取り組みをもっと分かりやすく伝えられるよう考えてもらえたら嬉しい。これからは時間もできてくるので、枚方を
理解し、楽しく過ごしていけるようになれたらいいなと思う。

毎月、市の広報を読ませていただいて行政はよくやってくれているなと感じる。市民と将来有望な人も多くいて、枚方市は
益々発展すると思う。

困りごとの相談窓口がいろいろあることを知った。PR不足ではないか。

隣に排水トラブルを抱える家があり、大変な迷惑を被った。個人のモラルや意識の問題だが、日常生活において思わぬ事
態に巻き込まれたとき行政の適切な指導や、解決に導ける相談窓口があればと強く願う。

直接市民と関わる地域活動やNPO法人の参加者に何か基準を設けるべきではないかと考える。

枚方市は税金が高いし、生活保護は多すぎる。働ける人が働かないし、見直しをされているのか。病院で点滴を待ってい
る人も終わればスパスパ高いタバコを吸って、カラオケ・パチンコに行くようだ。そのようなことは見られているのか。どうし
てそのような人のために私たちの税金が使われるのかわからない。少しの年金で暮らしている人もいるのに生活保護の
人だけが悠々と暮らしているのはおかしい。どうして枚方は生活保護が多いのか見直しをしてほしい。

パソコン・スマホを利用していない者にとって、情報を得ることの難しさがある。年齢・世代によって関心を何に持つかが違
う。自分がいかに無意識、無自覚に生活しているか考えさせられた。

今はインターネットを通じて色んな情報が入ってくるが、悪いことに利用する人が多い。若い人は情報通でも年寄りにはイ
ンターネットが利用できない人が多い。月１回でも情報誌が送られてくればいいと思う。

まだ枚方市へ転入して日が浅いので、実際のところ市政の方針がはっきりと分からないことが多い。もう少し新住民にも分
かる情報がほしい。

施策の内容はしっかりしているものが多いと思う。しかし、それを市民に知らせる方法が物足りないと思う。広報などは回
覧にくるが、高齢者はなかなか読む気になれない。わが身に直接利益となるもの以外は特にそうだ。
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私自身はコミュニティーでのみの活動しかしておらず、市政運営状況は広報ひらかたなどでしか知る機会がなく、実際に
関わっていないので、評価の判断が難しかった。とにかく今までの改革を推し進めて、より活性化した豊かで安心・安全な
まちづくりをしていってほしい。

以前、香里ヶ丘中央公園の前に美術館建設計画があった。その件は止ったものと思うが、都市づくりにはもっとよく市民の
声を聞いて、新たな計画をたててもらいたい。

このようなアンケートで市民から意見を得るのは良いことだと思う。市民の生活を良くするためにはお金と時間がかかる。
他の市町村の良いところを取り込み、枚方市は人口が多いので今後もっと努力しないと高齢化が進み大変だと思う。市役
所は全体の意識改革をしないと前に進まない。今後もっと具体的な提案を市民にしてほしい。市関係者などの意見ではし
がらみが多く困る。

前市長は、中央公園での図書館の件など、もっと市民の声を聞くべきだった。前からあったのかもしれないが、今回、「枚
方市民意識調査」が届き、とてもいいことだと思っている。

より一層分かりやすい情報の発信。行政運営のより一層の透明化。より一層の各分野における相談窓口の充実化。

このアンケートで枚方市が取り組んでいる内容が改めて分かった。

自治会役員をしているが、このところ脱会される方、加入されない方が増えている。理由としては、会費がかかる、役員に
当たると大変など。何か災害などにあったとき、自治会の支援も受けれない。大事な回覧板も手元に届かない、そういうこ
とを理解されていないのだと思う。できれば皆に理解してもらうよう働きかけてほしい。

広報ひらかたが皆に楽しく読まれるように工夫がほしい。「ツンドク」で終わっていないかと思う。裏表紙の｢市民登場」を
トップに持ってくると市民主体というイメージがでる。

広報ひらかたの編集がもっと親しみやすい楽しいものになるよう考えていただきたい。

楽しく生活できることをそれぞれ個人が努力することが一番大切だと思うので、それに対して市政は協力してほしいと思
う。

市民同士のつながりができ、なおかつ気軽に参加できるイベントなどがもっとあると良いかと思う。

概ね行政は「市民から聞かなければ教えない」ことが多いように感じる。自ら発信し「こういうときは制度が利用できる」と
いったことを広く周知することが必要だと思う。

行政に関心を持ち積極的に関わりたい市民はごく一部。その市民の主張に偏りがあった場合、その意見が行政に反映さ
れてしまうのは危険に思う。注意深く行政運営してほしい。

枚方市に長年住んでいるが、よく考えると生活している場所であって、その他のことはあまりよく知らない。無関心市民だ
と思う。これではよくないと思うが、どうすればよいかも分からない。市議会選挙にもあまり行ったこともないので、これから
は関心を持つように努める。

実績を見て、こんなに取り組んでいたということを知らなかった。ホームページを見ても情報が多い印象だ。分野ごとの
ページを細分化しすぎないほうが良いと思う。

今回のアンケート調査で感じたこと、自分のわからないことは市役所などに行って聞き、なんとか過ごしている。

地域では、夏祭りなど自治会の人たちと考えて参加してもらっている。公園の美化もみんなで取り組めているのではと思
う。

自治会に過度に負担をかけない行政サービスを実施していただきたい。

市のHPが見にくい。

豊かな自然、温暖化対策、魅力あるまち、平和の大切さ、言葉は美しくスローガンとしては理解できるが、自治体が旗を
振ってできることとは思えない。

マンションに住んでいるのだが、人とのつながりのある温もりのあるマンションである。

施策を市民に知らせることが大事である。

今回のアンケートで市としてどういったことを行っているのか初めて知る内容が多かった。色々と情報発信も行っているよ
うだが、市民が自発的にサイトを見に行ったりtwitterをフォローしたりしないと目にしないところばかりのようだった。熊本
か宮崎の動画のようにバズる位のものでないと自発的に知ろうとしないユーザーには知られない。もちろん、今の世の
中、公式サイトSNS配信はやって当たり前なのだが、その情報が行き渡らないのはもったいないと思った。とりあえず行政
のことをほとんど知らなかったのでフォローする。

どのような施策を実行するにしてもコミュニティーメンバー全体に浸透することが大切。人が集まる場所、例えば駅の入り
口及び目立つ所に提示し、社会全体で進めることが大切。全員参加を意識させることが大切。
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■持続可能な行政運営、広域連携、地方分権などの取り組みに関するご意見

時が移り変わる中で、過去、現在、未来を、それぞれ大切に考えることが求められる。どこからどこまで取り入れていくか、
十分吟味して枚方市が模範となる市に育ってほしい。

なんでも民営化しようとせず、もっと年寄りや子ども（特に乳幼児）に優しいまちづくりをしてほしい。ムダに税金を使うこと
をやめて、弱者のために、国民ひとりひとりの税金を使ってほしい。

新市長の元で、枚方市が住み良いまちになるよう、枚方市役所の職員は税金を無駄遣いせず、一生懸命活躍してほし
い。「滅私奉公」の精神をお忘れなく。

枚方はベッドタウンであるが、アンケートを見てみると独立した自治体を目指しているようにみえる。枚方のみでできること
は少ない。大阪府の中の枚方、北河内地域の中での枚方として他と連携して存続する道を探すべき。

何事につけても施設が充実しているだけでなく、一番大事なのは質の高さだと思う。そのためには人材、教育が一番だと
思う。

課題はあるが、今現在、住みやすい場所だと思う。

生活保護受給者が多すぎると思う。本当に必要な人かどうか基準を見直すべきではないか。周囲に「なぜ、この人が」と思
う人が多い。枚方市は受給しやすいという話もよく耳にする。

行政が実施する施策については、国、府、市、民間がそれぞれ果たす役割を考慮して、立案、実施してほしい。

市役所を退職し、再任用として雇用されているOBの賃金が高すぎる。30才前後の最も仕事の任い手である職員より高い
賃金は常識的に考えられない。おまけに年金の一部も支給されており、退職金も民間と比して高い。また、外郭団体等へ
の役員や管理職への天下りは廃止すべき。ほとんど仕事もなく、退屈している人が多いのが実情と聞く。

市職員の組合が、市の施設にあるのはおかしい。職員の給与は枚方市の全企業の平均水準にするべき。市が赤字の時
に職員へボーナスを支払うのはおかしい（民間会社ではありえない）。職員の退職金が高すぎる。これから国民が2/3まで
減るのに市はどのようにコストを削減して、中長期計画はどのようにしていくのか。論理的、客観的に中長期的に集中と選
択ビジョンを示して。税金の給与をもらってると自覚してほしい。新市長に期待している。

今の市政は大変良い。

病気など働けない理由があり生活保護申請をしているかどうか見極めをしっかりしてほしい。年金より、生活保護の金額
が多いのも考えさせられる（同じ条件での）。母子家庭の件もしっかり調査してほしい。

水道料金と下水道使用料が他の地域に比べて高いように思う。公共料金が、相次いで値上げされる昨今、家計を圧迫し
ている。できるだけ地域差のない公平な料金設定を考えていただきたい。

いろいろと要望すること、充実していただきたいことはあるが、赤字財政にならないよう、予算を有効に使ってほしい。

市長が変わられたので市政が変わるということもあるのかもしれないが、今までの良いところを生かしつつ、進めていただ
きたいと思う。先走りすぎて職員や市民が置いていかれることのないようお願いしたい。

市庁舎が古くて汚い。

市役所出張所に業務内容を理解していない年配の職員がいるのはどうかと思う。

実施した施策と実質の効果のチェックを必ず行なっていただきたいと思う。

市議会議員の数を減らし、浮いた給料を市の財源にして他の事業に回してもらいたい。

職員給与は民間とのバランスの取れたものにするようにされてはいかがか。

行政における存在してもよいし、存在しなくてもよいものは、無い方が良い。無駄に職員の増員は不要である。

必要な部署の人員を減らさないこと。民間委託をなんでもすべきではない。

市役所の建物が古いので、建替を考えてもよいのでは。市民が毎日のように出向くところでもあるので。階段などが古くて
危険でもあるので1日でも早く実現をしてほしい。

行政のムダをなくす。
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枚方市周辺は緑があり、住環境は申し分ないと思うが、地域周辺へ移動する交通機関の充実、健康増進施設の充実、利
用の容易さ（山田池公園の駐車料金高い）、個人で利用できる（低料金）スポーツジムの設置、防災・福祉・教育の充実、
地域活性、全て大事な取組云々で、行政の役割、期待大である。大阪市・京都府とも連携深めていただきたい。

50年以上も枚方市に住ませていただき、安心・安全に暮らせる日々に感謝している。今回の市民意識調査の結果を参考
に長期的計画の上、的確な市政を進めていただくようお願いしたい。枚方市大好き市民より。

人口が40万人の割には、公共設備が貧弱すぎる。物価が比較的安いのには満足。民間と比べ、公務員の給料は高すぎ
るのでは。

民間の賃金体系に比較し、議員・職員の額が高く、福祉関係の充実のために市財政をまわすよう考慮すること。

市民税と国民健康保険が高いというイメージ。

これまでの延長で行う行政サービスではなく、今後30年、50年といった将来の状況を予想・予測した上で、今の業務を行っ
ていかねばならないと思う。職員だけでなく、外部の識者を有意義に使い（意見を無駄にせず）、適切な行政運営（本来の
意味での持続可能な）を求める。

職員に対しては、より前向きで、未来志向な人材を求める。たとえベテランであっても能力不足であれば不要である。しっ
かりと将来の枚方が考えられる人がまさに必要とされている。見た目や流行りでは見えない中身を重要視してほしい。

低い年金から徴収される健康保険、介護保険が高額すぎるため日々の生活が非常に苦しい。

毎日働いているので、行政の関わりが少ない。60歳過ぎても、がんばって働いて税金を納めている。大切に使ってほし
い。年金だけでも暮らせる社会にしてほしい。

市の職員は一般よりも所得がいいのでもっと働くべき。市役所は全館年中無休にすべき。土日が利用できない公共機関
など存在の意味がない。

枚方市はとても広いので、何か催しや施設があっても、市の中心地に住んでいないとその恩恵を受けにくいのかなと感じ
た。

年金と週2回ほどのパートで生活をしているのに国保と介護保険料が高すぎる。そのわりに病院に行くと高い治療費を取
られるため、病院も行けない。もっと福祉に力を入れてほしい。

生活保護を削除し、次世代を担う子どもたちのために使ってほしい。枚方は全国で一番生活保護世帯が多いと色んな人
から聞く。保護を受けている人たちの生活状況の気楽にみえて、真面目に生きている人間には我慢できない話ばかりであ
る。生活保護も１年ごとの厳しい審査をして支給していただきたい。大切な税金なのですから。

税金は高負担で住民に対するサービスは低い。このままだと枚方市は少しずつさびれていくように感じる。市役所の職員
や市議会議員はコストに見合った労働をしているようには見えない。ゴミ回収をしていただいている現業職員さんくらいし
か働いているように見えないのは私だけでしょうか。

市駅周辺はほとんど利用しないので、JR沿線にもっと行政関連、ハローワーク関連の場所、または可能な手続きを増やし
てほしい。市駅周辺の開発など今回初めて知った。

各項目とも重要性が高いほうがよいが、何をするにもお金の問題があると思う。

市役所の建物を新しく建ててほしい。

計画の策定も重要だが、それを動かすのは市職員である。より強い体質づくりにも積極的に取り組んでいただき、周辺や
関係する自治体を引っ張っていける存在になっていただけたらいいなと思う。これからもがんばってほしい。

総花的な行政より、ここだけは日本一というような事業をつくってほしい。

日本全体を考えた国土計画を立てるべき。都会に集中する人々を分散するために高速鉄道・道路・インフラの充実をはか
る。そのための予算を中央に集中させ、日本全体にバランスよく配分することが必要で、地方分権などもってのほかであ
る。

生活保護受給者のチェックをもっとしてほしい。

全ての施策について一度に改善は難しいと思うが、少しでもより良くなっていけばいいなと思う。魅力的なまちづくり、住み
続けたいと思える環境づくりをよろしくお願いしたい。

政策とは関係性が低いと思われるが、市が委託している業者の警備員の制服が色あせておりみすぼらしい。価格のみを
重視した入札は見直したほうがいい。

市役所に行ったときに活気が少ないように感じる。
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公務員のうち現業職員は民間委託できる業務が多くあるので、民間に任せるべき。一方で、職員の待遇を良くし、数も増
やす必要がある分野もある。給与を減らせば良いのではなく、減らせる分野を選ぶべき。

高齢者の比率が多く、市としても負担の増加、それに対して税収の低下があるでしょうが、年金生活者（高齢者）にとって
介護保険、市民税、健康保険の支出比は大きく、生活でいっぱいの状態の方々が大半だと思う。他市に比べて、議員、公
務員の報酬が高いといわれているのを耳にすると、議員削減、公務員削減も実施しているでしょうが、更なる支出に努
め、市民の負担を軽減すべきだと思う。

マイナンバー制度がスタートし、セキュリティー対策はしっかりとしてほしい。

地域格差をなくしてほしい。

市民に真に必要な施策が実施されているとは思わない。昭和47年4月から44年間居住しているが、広報紙を見れば・・・の
集い・・・催しが所狭しと掲載されている。これが市政の姿なのか。

枚方市役所職員に民間企業のような前向きな姿勢の努力を願う。

住民税が高い。安くしてほしい。死活問題だ。

大阪市内に住んでいた時は、水道料金はいくら使っても固定料金で3,000円を超えることはなかったが、枚方市に住んで
からは、2ヶ月で15,000～20,000円もの請求がくるので、あまりにも高すぎる。市民税も高すぎる。

市役所の中が暗くて汚い。イメージが悪い。職員が１０名くらいで川の掃除をしていて少人数でできる。

現状で満足されるのは困る。やった実績だけでなく、その結果が大切である。誰もが普通の生活を送れる優しい市であっ
てほしい。

アンケートの実績は、市として様々な施策を実施している、どうだと言いたいのかもしれないが、個別の事案について、
PDCAのサイクルを回し費用対効果をあげてほしい。

20数年住んでいるが、全く変わらない、変わっていない地区である。

国民年金の手続きをしに行ったとき、市役所内の部署では手続きできず、国民年金事務所まで行かないとならず手間に
なった。

枚方はいい環境を整えつつあり、あまり細かいところはそれぞれでやっており、今までどおりでいいと思う。

権利は主張するが、義務を果たさないモンスター市民が増加傾向にあると思われる。受益者負担（時には高福祉、高負
担）をはっきりさせ、「弱者救済」については本当の弱者、本当の生活弱者を見極めた「弱者救済策」を実施していただきた
い。

国が行うこと、市町村が行うことの区分け作業を見なおすこと。ダブり行政をなくすこと。地方自治体が国の下請けであっ
てはならない。

職員のほとんどが研修や会議で出払っており、バイトに留守番を任せて空っぽ。一人は職員を残して電話など対応できる
ようにすべきでは。民間では考えられない。

別館１Fの女子トイレの設備の古さと悪臭が、特に夏はひどい。庁内の様々な課が広くきれいになっているが、ここだけが
取り残されてしまっている。

枚方市役所の方の対応が親切で丁寧なのでとても嬉しい。以前は大阪市内に住んでおり、役所の方はとても態度が悪
かった。このまちにずっと住みたいと心より思っている。

市民税の下がるような取り組みをお願いする。

民間、行政のそれぞれの役割及び、すべきこと・したほうがよいこと・しなくていいこと・してもらったほうがいいこと、などの
分別をつけて取り組んでいくのが大切だと思う。

自分で努力して運動を続け、介護保険料を使っていない人には安くしてほしい。

市職員の勤務態度は要改善。新市長に期待する。

これまでの政策（市の取り組み）はマンネリ化して新鮮さがない。新しい市長には思い切った政策推進と人材の育成を望
む。

住みよいまちづくりになればいい。
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■アンケート方法などに関するご意見

施策の重要度に関する質問は、全て重要だと思う。施策の優先順位を求められているのか。

取り組みに対する回答が数値のみであり、このアンケートを集計しても具体的な理由が判断できないため、理由欄があっ
てもいいと思う。

参考項目が多いと項目ごとに判断となり、総体評価が困難になる。

施策の重要度に関する設問の意味がよくわからない。

調査の意味が把握できなかった。

無作為にとあるが、年齢や利用頻度によっては（例えば妊娠・出産などの項目）、現在なのか過去の体験によるのか少し
考える。

質問事項が多すぎる。参考資料の「文字の大きさ」が小さすぎる。

施策の重要度と聞かれてもわかりにくい。全て重要度は高くなる。予算や部門ごとに、いくつかに区切って、順番をつけさ
せる方がいいと思う。

高齢者なので、活発な社会活動もできなく、行政の仕事内容も十分承知していないので回答が難しかった。

子どもに関する問いでは、現在子育てが終っているので、どんな支援があるのか、福祉制度があるのか、わからなかっ
た。

今年、引っ越してきたばかりなので、枚方市のまちをまだ把握しておらず回答しにくかった。

住み良いまちづくりのためのアンケートはありがたい。

今回の調査内容なら、枚方市駅近隣の方にのみにアンケートをされたらいかがか。田舎独特で、駅周辺を外れるといきな
り農地や狭い道路ばかり。活性化を進めるのは駅周辺か。因みに長尾駅は駅としていない。

Webで回答できるようにしてほしい。より多くの人から意見を集めたほうが良い、より多くの機会がある方が良い （Webは方
法としての一例）。

このアンケートは（時間の面で）負担が大きかった。 枚方市の取り組みについて、実績欄は知っていることが全くなかった
ので、回答時に判断が困難であった。平成24年度までの状態を示し、それが平成25～27年度にどのように向上したのか
比較できる資料がほしかった。このようなアンケートを何度か依頼されたが、選出方法が甚だ疑問である。

アンケートに関する督促ハガキは経費の無駄ではないか。

施策の詳細についても添付していただいた方が、より理解できたと思う。

今まで、このアンケート全問に対して考えたことのないものが多くあり、「あら、どうやったかな」と気がつかないことがあっ
たりで、今回の意識調査が送られてきて考えさせられることで、これからはもっと自分のまわりを、枚方市をもっともっと住
みよいまちになってくれるように関心を持っていきたいと思う。

あまり知らなかったことが分かり、とてもよいアンケートと思うが、細かすぎて、すべて読みきれない。 無難な回答を選んで
しまった。「教育」「環境」など分野別にアンケートしてもいいと思う。

問いが多すぎ！！家事の時間を割いて回答したのにクリアファイルの１つも入っていないのが残念。

施策の重要度についての設問見出し、施策の概要の多くは具体性に欠け、重要度の決定に迷うことが多い。

37年間ずっと現在地で生活しており、他市との比較ができないので、満足度の設問は、ほとんど「わからない」で回答して
いる。

少し質問の数が多すぎるように感じる。

今回の 「枚方市市民意識調査」 について疑問と意見を述べる。｢枚方市の取り組みについて｣ の質問は問題はないと思
うが 、「枚方市が進める施策の重要度について」の質問について、市が進めている施策は、少々の重要度の誤差はあ
れ、重要度は高いものばかりである。アンケートの趣旨が、現在、枚方市が取り組んで推進している施策をあげて、これら
の重要度を市民に質問しているという趣旨でよいのか。
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このような機会を与えてくれて本当にありがたい。HP等も参考に、時間のある限り、精一杯回答させていただいた。このア
ンケートを通して枚方市の色々なことを改めて知るきっかけとなった。また、知らないこともあって、回答が十分でなかった
ことを申し訳なく思う。これからも誰もが幸せに暮らせる枚方市となるようよろしくお願いしたい。

アンケートに年齢や住所は必要ない。

身近なことだが、考える力がないと意外と難しいアンケートだった。

このアンケートは、問いに対して枚方市（市政）が現実に行っているものなのか、または、これから実施していく上での問い
なのか、私達個人の思ったことなのか、回答欄の数字などがいま一つ把握できなかった。

アンケートを送付するだけでなく、プレゼントも貰えたら有り難い。

北中振に住まわせてもらって40年くらいになるが、このようなアンケートをいただいたのは初めてのような気がする。何か
が変わるような気がする。頑張ってほしい。

子どもが成人し、高齢になって東京から移住してきた。設問に対し、日常関与することがなくなり、「わからない」との回答で
恐縮する。

市中心から離れたところなので、中心地のことをきかれても分からない。

重要度を質問しているのに回答欄に「高い～低い」とあるのは何か、ピントがずれていて回答困難だが、フィーリングで印
をつけた。

設問が抽象的で漠然として答えづらい。私は高齢者のため、意識調査対象者として不適格と思う。市民意識調査を実施さ
れている担当の方々のご苦労にお応えしづらく、申し訳ないと思う。

住民票は枚方市にあるが、学生で関東に住んでいるため、きちんとした回答ができなかったと思う。ある程度は人員選出
したほうが有意義な調査ができたと思う。

問いの評価だけでなく、その他欄みたいなのも設けて、書き込める形にしてほしかった。全部まとめて意見欄を設けるので
はなく、テーマ別に欄がほしかった。「思われますか」の言葉遣いに違和感がある。へりくだって聞いているのかもしれない
が変だ。権限移譲とかの言葉の説明を知っている人はいいけど、知らない人もいるんだから、用語説明があってもいいの
では。

引っ越してきたばかりなので、まだ何もわかっていません。

設問と回答とか理解しにくい。

問いの中で、一自治体として実施できることと、できないことが混在している。実際の選択で「市としてできること、できない
こと」を明確にした選択肢を提示したアンケートにしてもらえると身近なアンケートに感じる。市として「こんな風にしたい」と
いう雰囲気が伝わらない中で、どの程度回答の意図が伝わるか心配である。

なぜ無記名としないといけないのか。本人の気持ちや住んでいる場所、状況がそれぞれ違うので意味が変わる可能性が
ある。

市民意識調査は大事であると考える。ウェブで回答ができてもよい。

「感じていますか」という質問だが、実際、自分がかかわっていないと「分からない」が正直なところ。あえて丸をつけた感が
ある。

市の推進する施策の重要度の設問はいずれも重要なので、段階を回答するのは難しい。設問に疑問を感じる。

アンケートの最後のほうが理解しにくい。

枚方市の取り組みに関しては、結果がわからないので（知らされていない）「わからない」としているところがある。

○印が５段階なので、○×△より頭を悩ませたが、自分なりに考えてアンケートに参加させてもらい、改めて枚方市のこと
など、これからのことを考えるきっかけにもなり感謝している。

アンケートが届いてからの提出が短い。

夫婦のみの家族で、子どもの教育などに関しては答えられない。

他市の状況がわからないので、枚方市がこうであると言われても答えに困る。
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結局、何を質問したいのか良くわからなかった。

アンケートの問いに地域差があると思う。また、高齢者は理解が容易ではない。

設問が多すぎて、内容が細かすぎる。もう少し年齢や地域を分けたほうがより回答しやすいと思った。

重要施策と運営に対し、回答欄は５段階もあるが、「思う－思わない」「感じている－感じていない」「知っている－知らな
い」で十分。それにもかかわらず、「分からない」があり、回答に困る。今後注意してほしい。

設問が漠然としていて回答が困難だった。

施策の重要度についての質問を「重要だと思いますか」ではなく、「特に重要だと思うものを選んでください」にした方が良
い。「重要だと思いますか」と問われたら、全部重要だと答えてしまうので、その人個人の中で重要度が高いものを選ばせ
て、理由を問うと良いと思う。

引っ越して１年もたたないので分からない。

私の不徳のいたすこともあり満足度では正確に答えていないところがある。それにしてもこのような質問内容を5ページも
されることは非常にすばらしいことだと思う。市長が変わられて市役所が充実してくることを心から願っている。

枚方市に引っ越しして１年半になる。普段は他県で働いており自宅で過ごす時間が少なく、調査では「分からない」が多く
なった。アンケートは幅広い層から回答を得るため無作為で選ぶのは良いが、回答するのに時間がかかったので、その
点を工夫していただけると有難い。

高齢のため分からない。

重要度に関する質問は必要ですか。全て重要と判断された上での項目なのではと思いましたので。

実際に自分が経験、体験していないことが多かったので良い悪いではなく分からないことが多い。

質問が多い。文字が多いと分かりにくい。市が実施しているアンケートなのでないと思うが、普通は謝礼などがある。

問いが分かりにくい。また、問いに関しての回答が分かりにくい。○×で回答できるようにしてほしい。年寄りでもすぐに読
めるようにしてほしい。

全部重要である。

何がしたいのか、税金の無駄ではないか。個人情報の管理、セキュリティー強化、成長していく職員の育成など、市民に
問うことか。

質問の項目が多すぎる。

市民が、心も体も健康に過ごせるようにと、アンケートで意見を聞いてくださり、感謝している。

アンケートをとることは評価するが、設問が堅い内容で分かりにくい。この評点を合計することに意味があるのかどうかと
感じた。

政策については、どれも大切であることは明確なので、力を入れるべき政策に順序をつけられるようなアンケートをとって
みてはいかがか。

設問と回答にかなり無理がある。もう少し分かり易く。

重要度の設問について当然すべきこと。なぜ設問するのかわからない。

枚方に住んでいても、自分自身の動く範囲でしか判断できないので、回答が偏ってしまう。

項目が多すぎて途中から回答するのが嫌になってくる。子どものいない家庭に子どもに関する質問はどうかと思う。もう少
し年代によってアンケートの方法を考えた方が良い答えが出てくると思う。

質問が漠然として答えにくかった。

アンケートの項目が多すぎて回答にかなりの時間を要した。同じような内容の質問が多かったので、もう少し数を減らして
分かりやすくしてほしい。今回のように時間がかかるものでは働く世代、子育て世代などこれから枚方市の発展に欠かせ
ない若い人たちは忙しくて回答できないと思う。

重要度の回答の仕方はおかしい。
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今回の調査内容は高齢者に分かりにくいと思う。

重要度の設問の意味が分からない。その以前の設問の満足度は理解・判断しやすいが、重要度とは市に推進していただ
きたい期待度・優先度の採点なのか。

字が小さい。アンケートの量が多くて読むのが大変だった。

こんなくだらないアンケートはやめてほしい。広範囲で答えようがない。

重要度に低いや普通をつけたものは、他のものと比べ「足りている」と言う意味でつけさせていただいた。

いいことや、悪いことは、別の人がそのまちを見て決めると思う。

質問が多岐にわたり、内容が理解できない部分も多く、的確に回答できているかどうか判断に苦しむところも多々あった。

何でもしてくれたら良いに決まっているが難しくてよく分からない。

枚方に住んで間もないので分からないことや、感じていないことが多い。

重要度の質問の仕方が分かりにくく、内容をじっくり読まないと、答えにくい感じがある。

他市で働いていて、子育ても、親の介護も今は関係ないので、市のことはあまりよく知らない。

全体として関わった活動がないため分からないことが多い。

当然重要と思われる質問事項が多すぎた。

全体的に参加できている方は分かるけど、問いに対して回答しにくい部分もあると感じた。

全体的に設問の内容が抽象的に書かれていて答えにくい。

満足度や重要度について、質問にある「参考：施策の概要」について、多くの施策、特に異なる施策を一つの問いの中に
入れない方が答えがはっきりする。もっと同じ内容の取り組みでまとめてある方がはっきりした答えがしやすいと思う。

後半の質問はどれも重要に決まっているのではないか。このようなアンケートをする意味が不明である。

似たような質問はまとめてほしい。

今回のアンケートで今の枚方市の政策が良く分かった。
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