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問２ あなたは、さぬき市に対して「自分のまち」としての愛着をどの程度感じています

か。 

 

「１．とても愛着を感じている」「２．どちらかというと愛着を感じている」を選んだ理由 

理  由 件 数 

■生まれ育った所だから（長く住んでいるから） 

・自分が育ってきたまちだから。 

・産まれてから通して住んでいるため。 

・子供の頃から住んでいるから。 

・生れてから今までずっと住んでいるのですごく感じる。 

・自分のふるさとのため。 

・30 年以上住んでいるから。 

・生まれも育ちも津田です。自然があって景色が良くとても自然に恵まれています。 

・幼い頃からずっと住んでいた町で結婚してまた戻ってこられたから。 

・もう長く住んでいてなれているから。 

・長い間現居住地で生活し自然環境もまずまずで住みやすい。 

など  

228 件 

■自然環境が良い 

・温暖で暮らしやすい。 

・きれいな海と山と…自然が美しく生活しやすい。 

・瀬戸内から大窪寺周辺の山までの自然環境の魅力満載であること。火山も無く、大

きな河川も無く、自然災害の被害発生が限りなく少ないこと。 

・自然豊かで静かである。 

・気候温暖（香川用水の完成でさほど水危機は感じない）。瀬戸内海沿岸風光明媚。 

・自然。空気がいい。 

・自然に囲まれた風土豊かな土地柄。 

・自然が豊かであり、災害に悩まされても生まれ育った町だから外に出て行く気力が

年齢的に湧かない。 

・海が近い。 

・美しい山なみ。 

・自然豊かに繁栄して住人も穏やかな人が多い。 

・田舎の良さがある。 

・穏やかな自然と人情味。 

・茶臼山古墳、雨滝山などがある 

など  

43 件 
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理  由 件 数 

■生活環境について 

・便利がいいと思う。 

・近くには病院、スーパー、消防署、銀行がある。 

・人口がすくなくゆったりとしていて穏やかな生活が出来る。大阪、東京にはない落

着き感。 

・穏やかで不便さを感じない住み良い町。 

・交通便利がいい。自然に恵まれている。 

・国道沿いで交通に便利。海岸沿いで気候温暖。大串公園でゆったり出来る。 

・60 代としての生活に不自由のないこと。 

・幼稚園から大学まで揃っている。 

・高速が近くにある。 

・のんびりしている。都会が苦手。 

・住んで 45 年以上、買物も便利になった。大学が出来、若い人が多くなった。皆さ

ん良い人達ですが少し用心が悪くなった。 

・自動車が有ればあまり不自由を感じず生活できる。 

・小さい町ですが生活するには（年取って健康であれば）いいと思います。 

・住みやすく良いがバスが少なく病院、買物等、思った時行けずいつも困る。 

・ドラッグストアが増えて便利である。 

など  

35 件 

■人柄について 

・住民の人柄が穏やかで、老人、子供が特に生活しやすい。 

・人柄が良い人が多い。住みやすい。 

・となり近所の付き合いもよく平和である。 

・親切で優しい自治会。 

・血縁関係の強いさぬきの土地で全く親類はいないのですが皆さんの愛情に助けられ

て暮らしております。 

・近所のみなさんが良い人ばかりだから。 

・東かがわ市から越してきて高松が近くなった。東かがわ市の人達よりオープン（閉

鎖感がない）気がする。 

・子供を通じた友人、知人が居住している。 

など  

25 件 

■災害が少ない 

・災害が少なくて風光明媚。 

・災害が少なく交通機関良い。 

・災害が少ない。 

・比較的に災害が少ない。 

など  

９件 
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理  由 件 数 

■その他 

・さっきーがいるから。 

・いい所だと思っています。 

・生まれた所ではないが大学生以降住んでいて仕事もしているから。 

・このアンケートのように市の計画に参加できるところ。 

・自分に合った落ち着きがある。 

・だんだんと良くなって来ている。 

・住みよい町だから。 

・安心感があり友人もたくさんいる。 

・「住めば都」です。少し不便ですけれども、都会気分です。 

・生まれ育った所と環境がよく似ている。 

・さぬきうどんが食べられることです。 

・やすらぎを感じる。 

・さぬき市に住めて良かったと思います。 

・多和神社、秋季例大祭。 

・長い間町外に勤務していたため。今退職して地域になじもうとしているが、なかな

か自治会等になじめない所がある。 

・ひらがなの名前（さぬき）があたたかみを感じる。 

・さぬきというネーミングが好きだから。 

・合併高松にすればと思う。 

・地域のイベントに参加していて楽しいから。 

・造田地区に引越してきたが、夏祭りや運動会など町の人が一つになって取り組める

環境が子育てするのにとても良いと思う。 

・仕事をして、さぬき市に関わっているという意識が生まれた。 

・他を知らない。 

など  

72 件 
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「３．どちらともいえない」を選んだ理由 

理  由 件 数 

■生活環境について 

・勤務先と家との往復に追われ、週末に出掛けるだけの生活なので、週末買物に行く

のにさぬき市にはあまりお店がないので。 

・まず近くに店がない。 

・自然があり癒されるが車がなければ移動出来ない（病院、買物）など老後が不安。

自分で運転出来る間は良い。 

・交通の便が悪いため職場（高松市）から遠く思う。遊びに行くのも時間がかかる。 

・まだ高松市に頼る自分がいる。小児科も一つしかない。 

・もう少し活気のある町にできたら良いのにと思う。交通の便が昔から悪い。 

・交通マナーの悪さ。 

・買物が容易に出来ない。 

・何もかもとても不便。道路がとても悪い。車のマナーも悪い。 

・活気が無い。人口が少ない。20 時以降やっている店が少ない。高齢者が多すぎ

る。公共交通機関が少なすぎる。運転マナーが悪い。デパート、スーパー、弁当

屋、商店が少なすぎる。医療レベルが低い。 

・人間関係は良いが、住んでいる鶴羽にはスーパーが無く不便。 

など  

19 件 

■出身地ではない 

・住んで間もないため。 

・生まれ育った土地ではない（県外出身）ので知り合いは出来たが自分のまちとは言

い難い。 

・中途転入。 

・居住年数が 5 年未満であるので。 

など  

10 件 

■その他 

・転入者に対しての情報が遅く感じます。1 年ちょっと前に転入してきましたが後に

なって情報を知った。 

・とりたてて魅力を感じないが住みにくいわけではない。 

・家があるので住んでいるだけ。 

・職場が高松市なので、「自分のまち」という意識が無いから。 

・若い者の転出が多いのは魅力が少ないように思うので、愛着に欠ける部分がある。 

・志度地区のみなら生まれたところとしてとても愛着を感じているが、「さぬき市」

は広すぎる。 

・少子高齢化のイメージが強く将来が明るいと思えない。 

・若い者の転出が多いのは魅力が少ないように思うので、愛着に欠ける部分がある。 

など  

26 件 
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「４．あまり愛着を感じていない」「５．愛着を感じていない」を選んだ理由 

理  由 件 数 

■生活環境について 

・環境。人間性。 

・交通の便、大きな病院、いろんな事に不便が多い事。 

・自然は素晴らしい。ただ 1 つ交通機関が最低。 

・転居以前の居住が長く交通便が良かったし親友もいたから（現在借家住まい）。 

・子供が外で遊んでいない。遊ぶ場所がない。 

・すべてのマナーが悪い（交通ルール、ゴミ出し、病院など受付で並ばない）。 

・何かにつけて西高東低である。東かがわ市の方が整備され商業化が進んでいる。 

・自分が住んでいる地区に店など何もない。 

・車が無いと生活できない。 

など  

13 件 

■人間関係（近所付き合い）について 

・関係が希薄だから。 

・Ｕターンですが自治会等めんどうくさい。ドブ掃除、ゴミ置場清掃等。 

・他から移住して来た人に対して他者意識があり、水利組合や自治会やの昔からの決

まりがあるようで難しい。 

・結婚を機にさぬき市に来ました。地元の方でまとまっている感があって疎外感を感

じる事があります。 

など  

７件 

■出身地ではない 

・住んでまだ 1 年経っていない。知り合いがいない。 

・出身地でもなく、居住年数も浅く、楽しく遊べる公園や施設もない 

２件 

■その他 

・つまらない。 

・地元で自慢できるものがない。 

・子供、老人、住みにくい、生活しにくい。 

・実家があるだけで住民税が高い。他県からＩターン就職したが、総合的に得られる

物が少なく近々香川県をまた出ようと思う。 

・それと言ってめだつような物がない。 

・住民サービスを感じられない。 

・働いていた時はあったけど今はない。 

・活気がない。 

・一般市民に優しくない。 

・市民税が他市町村に比べ高い!! 

・イベントなど、市内隅々まで行き届いていない。 

など  

25 件 
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問３ あなたは、これからもさぬき市に住みたいと思いますか。 

 

「１．住みたい」「２．どちらかといえば住みたい」を選んだ理由 

理  由 件 数 

■生まれ育った場所、長く住んでいるから 

・生まれ育ったところだから。 

・なれた所がいいです 

・勝手がわかり住み慣れていて家もあるので。 

・ふるさとだから。 

・慣れ親しんでいるから。田舎だがアクセスもよい。ライフスタイルが変わらなけれ

ば住み続けたい。 

・住み慣れてとてもいいと思うから。 

・生まれた時から住んでいるので落ち着くから。 

・住み慣れている。教育方面が整っている。 

・50 年以上住んでいるのでこのままでいいです。 

・生れてずっと住んでいるから。 

・ずっと住んでいて特にいやな事もなく不便な事もないから。 

など  

87 件 

■自宅（持ち家）があるから 

・自宅があるから。 

・自宅もあるし、年金暮し。 

・家を建てたし両親が近くに住んでいるから。 

・マイホームがあるから。 

・先祖代々の家を発展させるため。 

・家、土地があるから。 

・家を建てたので住まざるを得ない。 

・家が持ち家だから。 

・継ぐべき家と土地、お墓があるから。 

・家も建てたので主人の転勤などの事情がない限り引っ越すことはないと思う。 

・すでに戸建ての家を買って住むことに決めている。 

・生家であるから。 

・持ち家があり父母も近所に住んでいるため。 

など  

79 件 

■生活環境が良いから 

・病院、学校、銀行等、スーパーも近くにあるし生活しやすいから。 

・便利である。 

・安全、安心である。 

・静かな環境がそろっているから。 

・のどかな場所がいいから。 

・健康で車の運転ができるうちは不便でもがまんできるから。 

・今の生活に満足している。 

・人の多いのはきらいですし犯罪や事故、危険が少なく悪い人が意外に少ないので。 

・生活環境が良い。 

・交通の便がいいから。 

・車であれば高松市内にすぐに出られるから。 

・衣・食・住・環境が良い。 

・良い所も悪い所も分かった上で、お店は少ないけどのどかだから。 

・長い間住んでいるので住みたくないと思ったことは一度もないが、唯一、交通の便

が悪いのが難点。 

・子育てによい。 

など  

46 件 
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理  由 件 数 

■自然環境が良いから 

・自然豊かで老人にとって暮らしやすい。 

・静かで空気がとてもさわやか。 

・自然災害が少ない。 

・自然が豊か。 

・瀬戸内から大窪寺周辺の山までの自然環境の魅力満載であること。火山も無く、大

きな河川も無く、自然災害の被害発生が限りなく少ないこと。 

・山の幸、海の幸がとてもおいしいから。とても静かで落着き感を感じているから。

人も優しい、あったかいから。市長さんや市の職員さんが大好きだから。 

・海あり山あり自然にかこまれて災害も少なく交通（ＪＲ、琴電）も便利。 

・災害少なく土地に住んでいる人達が暖かい心の人が廻りにいる。 

・台風や雪の被害が少なくまもられていると思います。 

・自然豊かに繁栄して住人も穏やかな人が多い。 

・災害が少なく、温暖で魚や野菜もおいしく、物価が安く住みやすい。 

・とてもきれいな松原と海、山があってステキな町だから。 

・自然が多く愛着を感じている。 

など  

39 件 

■家族・友人がいるから、人付き合いが良いから 

・家族、親戚、友人がいるから。 

・両親と子どもがいるため。 

・子どもも学校でお世話になっているし近所の知人もできたため。 

・地域の人と仲がいいから。 

・隣近所とのつきあいが深く、地域で子どもを育てていく意識が町全体に残っている

と思う。 

・周囲に知り合いの方がいるので住みたい。 

など  

29 件 

■愛着があるから、さぬき市が住みやすいから 

・わが町が大好きです。 

・さぬき市はわが町として愛着を感じている。 

・愛着を感じる。自分が生まれた町だから。 

・すごく住みやすいさぬき市だと思う。外へ出たことがないので外のことが分からな

いから。 

・田舎っぽさが残っていて住みやすい。 

・住み良い。 

など  

22 件 

■年齢（高齢）のため 

・高齢で他に行けない。 

・年齢的に勘案しても無理だから。 

・この年齢から他に移る気持ちはない。 

・八十歳になるのでこの地の土になります。 

など  

14 件 
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理  由 件 数 

■その他 

・なんとなく。 

・のんびりしているから。自治会がしっかり機能しているから。 

・将来の姿に不安を感じているので。 

・住みやすいが他の市に比べて住民税が高い。 

・親の介護でこの地を離れる可能性もあるため。 

・子供達はさぬきの土地で成長しました。彼等の故郷で親の一生を終えたい。 

・住まざるを得ない。 

・さぬき市以外での生活を考えていない。 

・どこへ行っても同じって気がします。 

・大切に思う反面、三木町に比べて遅れている。 

・他に住みたい場所もない。 

・これからの一生の居場所だと思っているから。 

・自分にあっていると思うから。 

・良くなっている。 

・さぬき市の今日まで先行の発展を見たい。 

・まだ当分学生なので。 

・移住したくないから。 

・老後の楽しみに野菜作り、花作りができる。 

・他の市町に住んだことがないから。 

など 

60 件 

 

「３．どちらともいえない」を選んだ理由 

理  由 件 数 

■生活環境について 

・交通の便が悪く自動車（自家）がないと生活には不便。 

・車が無いと不便なところなので、車が無くても色々出歩けるような場所ができれば

考えがかわると思うので。 

・道路が狭い。 

・静かで良い所だが、交通手段が車になっているのが、この先、不安。 

・病院、買物が不便。交通の便が悪い。 

・中途半端で商店、公共施設はなくなっている。 

・交通が不便。車がないと目的地に行けない。大型商業施設がない。買物するにも高

松まで出なければならない。 

・水道代が高い。 

・気候は穏やかで人間も表面上穏やかだが、大人も子供も集まって遊ぶ場所が少な

い。 

・病院が少ない。ショッピングセンターがない。 

・愛着はあるが、不便だから。 

・買物がとても便利。公共交通機関がない。 

・住民税が高い（他の市と比較して）。公共交通機関（バス、ＪＲ）がもっと便利に

なれば住みたい。便数の増加を。 

・仕事（企業）が少ない。車がないと生活できないので年を取ってからが不便。 

・デパート、スーパー、食品、衣類の店が少なく生活に不便。公共交通機関、電車、

バスがない、利用できるものが全くない。 

など  

41 件 
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理  由 件 数 

■他への移住の可能性 

・地元の良さはあるが、10 年、20 年後を考えると高松市内の方がいいかと思う。 

・定年後の再就職が県外にあればそちらを優先する。 

・もっといい所がありそうだから。 

・息子家族が県外にいるから 1 人になると先のことは分からない。 

・通勤を考えると転居もありかと考える。老後の交通の便に関しても不安がある。 

・他市町村の良さに、魅力を感じる。 

・他の市町で魅力的なところがあれば考えたい。 

・転勤のため。 

・さぬき市がどうこうではなく都会が便利で性に合っているから。 

・市町村にこだわりがない。メリット、デメリットがこれといってない。 

・活発に動いている地域に魅力を感じる。 

・家族が引っ越す場合があるかもしれないから。 

12 件 

■将来（老後）の不安 

・老後も住みやすい不安がある。 

・年をとると日々の生活にとても不便（車がつかえないと）。 

・老後が不安。 

・これ以上の年代として必要なものが不足していること。 

・高齢なので将来 1 人暮らしになれば田舎暮しは不便です。不安になりそう。 

・高齢になった時の事を考えるとより利便性の高い所（買物、医療、娯楽など）に住

みたいとも思う。 

・高齢になって車の運転ができなくなったら交通機関が不便である。 

・高齢者への交通不便。 

・免許返納後の生活に少し不安を感じる。 

・高齢で一人暮らしのため、いつまで我家で住み続ける事が出来るか分からない。 

10 件 
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理  由 件 数 

■家（持ち家）があるから 

・持ち家のため。 

・持ち家がさぬき市にあるから住んでいる。 

・主人の実家なので仕方ないが現状では出来ることなら高松市がいい。 

・息子の家のすぐそばに土地を買っているから。 

・主人があたりまえに居住しているから。いやいやながら住み続けます。 

・戸建の持ち家のため、住む予定。もう少しいろいろな店ができれば、今後もずっと

住むかもしれない。 

・自宅があり、長年住んでいるため。 

7 件 

■その他 

・三木や高松みたいになってほしい。 

・税がどうなるか？財政に不安。 

・こだわりがないから。 

・健康次第。子供達も志度を離れているため。 

・住めば都とは言うが年齢的にこれから先体の事を考えると住めるか住めないかが定

かでない。 

・自治会の空き家が多くなり人口減で住みにくくなっているため。 

・将来、結婚したらの事を考えたらまだわからない。 

・年だから。 

・活気が無い。衰退化している。老後に不安を感じる。 

・物価が高い。 

・お金のある市に比べて手当や補助が少ない。 

・高松市に子供と住む家があるので。 

・住まなければならない理由がない。住みたいと思えることがない。 

・今のところはどちらとも言えませんが、これから変わるかもしれません。 

・生まれた所なので年を取っているので県外にはもう行けない、住み良い町にしてく

ださい。 

・補助金制度が少なすぎる 

など  

30 件 
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「４．どちらかといえば住みたくない」「５．住みたくない（できれば市外へ引っ越した

い）」を選んだ理由 

理  由 件 数 

■生活環境について 

・不便なため。 

・生活に不便と感じることが多いため。商業施設が少ない。 

・お店が近くにない。交通便利が悪い。バス、汽車の便が少し。道路側の電灯が少な

すぎます。 

・交通が不便。車に乗れなくなるとどこにも行けない。 

・不便だから。働く場が少ない。若者のまち離れ！ 

・幹線道路横に住んでおりダンプカーなどの交通量が多くテレビの音声も聞こえない

時あり。 

・生まれてから住んでいるが、一度都会に住んで交通の便利性など快適に生活してい

たので、やはり田舎は不便だ！ 

・水道代が高い。遊びに行ったりショッピングできる大型施設が高松まで行かなけれ

ばならない。働く場所も少なく、遠い高松まで長時間かけて通勤するのが苦痛。 

・医、食、住、公共交通が不便。 

・引っ越してきた当時に感じた不便さが 40 年経っても未だに変らないから。車がな

いとスーパーにさえ行けないし（最寄りのスーパーまで 3 キロ少々）。 

・さぬき市で交通、大型スーパー無く、一番困ると思います。 

など  

32 件 

■子育てについて 

・周りの市や町のほうが子育てのサポートがいいから。 

・子育て支援が少ないから。 

・子供への医療費等（他市と同じように県内全て 15 歳～18 歳まで無料とする）。 

・子育てしにくい。 

4 件 

■その他 

・高齢になり暮らしにくい。 

・人に対しての噂をする人が多い。廻りの環境（犬のフン、道の歩道の手入れ、草が

多く生えている。） 

・なぜコンビニで住民票等がとれずに高い手数料で役所で取らすのか？なんせサービ

ス全般悪く、できれば住みたくない！さぬき市に来たのは失敗でした！ 

・仕事の関係。 

・自治会の行事が多すぎる。 

・公的機関や役所も自治会まかせで相談しても何事も自治会まかせであり解決しな

い。 

・もう少し活気のある町にできたら良いのにと思う。交通の便が昔から悪い。 

・都会へ出てみたいから。 

・上記理由に加え、人の干渉が過ぎる市民が多い。このアンケートの性別も２つしか

なく、ＬＧＢＴＱ＋コミュニティがさぬき市にいないという時代遅れな考えも理由

の一つ。歴史を大切にすることはいいが、全体的に遅れている。 

・賑やかな便利な所に住みたい。 

・子供が県外にいるため、老後何かの時に不安を感じている。現在住んでいる所が生

活する上で不便である。 

・就職場所が少ない。 

・猪が多く危険。 

・人口が減るばかりで、不安になるから。 

など  

20 件 
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問 26 誰もが「幸せ」で「笑顔」に暮らせるまちを目指して、さまざまな取組を実施で

きればと考えています。あなたが見てみたい・参加してみたいと思う取組は何ですか。

あなたのアイデアがあればご提案ください。 

 

アイデア（主なもの） 

市民の笑顔の写真をケーブルテレビのコーナーを作成し放送する。 

高齢者で免許返納者や車のない人が定期的に買い物できるよう、土、日曜限定で乗り合い買物バス

を運行する。 

ＨＰの活用、ケーブルＴＶの活用。 

今日一番良かったことを書き記録を残す。 

スポーツ、芸能等のイベントが少ないように思われる。 

1 日 1 回は自分自身を「私大好き、こんな私大好き」と言って自分をほめる、自分に自信を持つ。 

がんばっている会社、企業を紹介する、特集するなど、笑顔ですてきな人など。 

知的障害者の人達専用の作業所のお仕事場を（造田市内区域）に作っていただきたく存じ上げま

す。人権差別や人権無視などをしないで親身に、真剣に聞いてあげるべきだと思います。 

カヌー？花火、ビーチバレーもやっているが、たとえば「松原まつり」とか、家族連れで楽しめる

イベントを定着させる努力をする。 

各自治会でふれあいの日などを利用し大笑いを実行してはどうか（自然と笑顔になると思いま

す）。 

私にとっての幸せは子供の笑顔です。子供が喜ぶ遊びのイベントをしてほしい。 

うどんだけでなく高齢社会になりつつありますので、その方たちの経験とアイデアを生かした地産

地消の推進が出来れば地域に潤いができるのではないでしょうか。 

公共施設を十二分に利用すること。 

小学生、年寄が参加の健康ラジオ体操をする。会話も増え顔見知りになる。 

市の議員、もしくは市長と住民と話し合える機会を作ってほしい。いろんな意見を聞いてもらえる

場を作る。 

イルミネーションロードを作る。 

笑顔の素敵な人をＳＣＮニュースで紹介する。 

何もしないこと。 

笑顔の写真を集め巨大な１つの絵を作る。 

さぬき市内での記念日（休日）を作ってみるのはどうでしょうか？職種によって全市民が休むこと

は難しいでしょうが、休みを堂々ととれる日があっても良いのではと思います。 

ケーブルＴＶの 12 チャンネルをつけたいと思うような番組作りをしてください。 

「今月のニッコリさん」とかの題で笑顔の写真を掲載し、エピソードを紹介、取材もしてほしい。 

市が主催するイベントにワインカラーの汐風の曲を流すなど市役所の昼の時間に流してワインをも

っと宣伝する。大串にみんなに来てもらう。 

1 人 1 人が自分や自分の家族の幸せだけでなく周囲の人々の幸せにも目を向けて、今自分のできるこ

とをしていく。 

２のいい話を広く伝えるのは効果的と思います。 

家族全員でご飯を食べる！残業のあるお父さんも週末は一緒に食べましょう。朝食を毎朝とりまし

ょう。外に幸せを求めず自分の生活を守ればいいのでは。エピソードを広めるのもいいけれど、隣

の芝生は青いので、うらやましいと思うだけ。自分が幸せであることに感謝すればいいと思いま

す。 

門入の郷で「かき」焼き祭をしてほしい。分庁舎が出来たら是非、志度の行事、こちらでもしてほ

しい。スイーツ祭り、かき祭り。 

使われていない土地などを大企業（例、トヨタ etc.など）に無料で貸し出し雇用や産業を提供しても

らう。法人税も入るし人々が集まってくる。 

昔、カラスは黄色が見えないとＴＶで聞いた事があるが、黄色のゴミ袋、もしくはネットがあれば

ゴミ収集場所のカラスよけができると思われる。 
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アイデア（主なもの） 

若い人のアイデアを採用する。若い人たちが楽しみにし、また周囲の人にも紹介したくなるような

おしゃれで中身のある広報紙を期待する。 

どのエピソードも却下です。志度のかき焼きのイベントは良い。さぬき市民なのにさぬき市民病院

に救急患者が断られているのはどうしてですか？医療を充実させることは大事、三木町を見習うこ

とが大事だと思います。例えば、学校の放課後にもう少しボランティアを募り課外活動するとか、

小学校の低学年から英語の授業を入れて塾に行かなくても良いようにするとか。 

あいさつ運動。 

誰もが幸せで笑顔は極めて“こんなん”なこと。75 歳になると参加してみたい取組みは浮かばな

い。 

誰もが「幸せ」で「笑顔」に暮らせるというのは無理かと思います。ただこういうのがあればと思

うのは市報のありきたりの文でなく地区の活動を掲載すればと思う。 

市民外の方でも参加できる、伝統的な競技などの大会があればおもしろい。自慢コンテストではな

く自慢の一品を紹介する位が良い。 

幸せの押し売りはやめてください。幸せを感じるのは人それぞれの感性だと思います。無駄な事は

やめてください。 

幸せについての勉強会や討論会をしてみる。 

最近カラオケブームとなっており、誰もが参加できる市主催のカラオケ大会を年に 3 回程度音楽堂

で行い、カラオケの町として全国にその声をとどろかせること。市全体が明るくなる。 

あいさつをするように、しやすいように周知する。 

さぬき市の風景を写した写真展を開催する。 

笑顔は強制してするものではなく個々が自然と思うもの。幸せは個人個人で感じるのは違うと思う

ので取組みまでしなくて良い。 

ワイナリーを日曜日もする。 

５町合併により 10 有余年が経った今日、その町のその町の良いところを生かして多くの人（老若男

女、さぬき市内外）が楽しく集える場が必要かな。 

参拝者の意見を聞き、広報やさぬき市ホームページに載せる（参拝者がまた来たいまちに選んでも

らえる努力をする）。 

景色バツグンの大串をなんとかしたいですね。 

理想のさぬき市民、さぬき市の家庭を募集する。 

近所の人達が気軽に集まり、食事をしたり勉強したりいろいろな体験ができるようなシステムを作

ってほしい。 

人にやさしくする。 

市広報紙に善行をしている市民の例を毎回掲載する。 

あたりまえの事をあたりまえにできる人間性を育てる。ありがとう、ごめんなさい、が自然に言え

る（家庭、仕事、地域等で）。 

もらうよりしてあげることに気付きましょう。 

サンサン館三木のように誰もが気軽に参加できる講座や自由に集まれる場所がほしい。大串なども

う少し設備を整えてほしい。 

これからますます増加する高齢者や 1 人世帯の人々が安心して楽しく暮すことのできる施設や催し

をどんどん考えて投資してほしい。 

笑顔とは行政が行う事ではないと思う。 

高齢者が楽しめる場所があれば良い。 

地域活動やボランティア活動に参加したらポイントがたまり、それを旅行や商品に交換できるよう

な制度。する方もしてもらった方もうれしい制度。 

上記２を紹介形式にしてバトンをつないでいく。 

夫が無職で引きこもり 8 年目です。現在社会問題にもなっていますが、近くにいる家族が一番迷惑

をしています。家族に対する暴力、嫌がらせなど同じ悩みの方と共有できればと思います。 

学年数の少ない小学校の活動テーマ作りなどに参加したい。また、その実践のボランティアも含

む。 
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アイデア（主なもの） 

自分が不幸だと思っている時に人の幸せを見てもイライラする事が多いので６のように抽象的な、

自分にも少しだけ関係する幸せがさぬき市にあるという事を意識させる取り組み。具体的にはない

…。 

「あいさつ」運動。地域活性の原動力はコミュニケーションですが最も日常的な行動はあいさつだ

と思います。市内の小学生が中学、高校となるにつれ、あいさつをしなくなるのは地域の大人のせ

いです。 

さぬき市を紹介するコメント等を募集広報紙等で掲載していく。婚活活動の活性化をもっと充実さ

せる（若者を引き付ける体制作り）。 

イベントをすることに意味を感じない。市が豊かになる事を考えた方が良いと思う。 

道の駅を活性化してほしい。 

人はおいしいもの食べると幸せを感じ、笑顔になると思います。“食べ物”に関する取組ができれ

ばいいなと思います。 

他の自治体（成功事例）の見学、研修の開催（市民ベース）。 

さぬき市合同町民運動会（ツインパル）、野門田グランド or 室内体育館など。 

現在各地区単位でのスポーツ大会はあっても市全体としてのものはない。市全体の行事を増やすべ

きではないか。 

自分の幸せを考えるのではなく相手（妻、子供、孫）、近所の方々のことを考えてどう行動、言動

をとるのか考えてそれを１つのテーマにすること。 

美味しい食物の試食販売。美味しいコーヒー店めぐり。 

挨拶見守り隊の継続と広がり。「あいさつの花を咲かそう」。お花を植える、育てる活動を自治会

で取り組み、地域の人とのふれあいを深める。子供や親世代＋高齢者世代が地域のために一緒に活

動する。さぬき市の歌をつくり「さっきー」が踊る。 

1 日 1 回小さな“良いこと”をして（一日一善的な）ノートに書いて、それを集めてギャラリーを開

く。学校のクラスや会社で行う。 

趣味の広場を作り、笑顔の集まり（カラオケ、書道）。 

地域の人と子供が魚つりや虫とりなどをする（山登りや海・池など、さぬき市の自然を知りながら

良さを体験できるイベント）。 

給与や就労環境の見直し等、個人と会社だけでは解決できない場合の支援等があればいいと思う。

最低賃金よりも安い所や残業代の出ないタダ働きがまだまだ多い所もあるように思う。 

何をしても全てが満足することはないであろう。子供達を中心として世代間交流を推進してほし

い。 

食文化からの幸せ、笑顔を展開する、うまい物を安く「腹一杯」食べたあと幸せと満足により笑顔

になるのでは地域の名物、かき打込うどん、自然薯等を安価で競いあう。 

わからないけど、とにかく奇抜な事をしてほしい。他と同じ事をしても仕方ない。東かがわ市の方

が情報発信している。さぬき市のホームページをリニューアル（これが役所のＨＰなのか!?と思うほ

どの）。まちおこしに成功している所に視察に行っていろいろ取り入れてほしい。 

地域の畜産、水産、農業者が生産した物を使用したイベント。地域の工場の見学。 

小、中学生が料理し、市民（父母や祖父母、誰でも）に提供、交流がもてる。各学校でもちつきな

どし、地元とふれ合う、ただし、料金を支払うことで誰もが参加し、子供達に働くことの教育と子

供を支援していく場を設ける。 

コミュニティバスを使用したイベントを企画し、バスを気持ちの良い楽しい交通機関として利用し

てもらう。近くの市町村とも共に企画するのも良いと思います。 

企業や小商業に協力してもらい、楽しいイベントなど市全体で行うべきです。みんなさぬき市のた

めに何かしたいと思っている企業は多いです。それを利用して人を集めてもっと活気のある町にす

ればみんな笑顔になります。 

地区内で孫、子、親、祖父母等の交流する機会があればいいのでは？ 

誰もが「幸せ」である取組みならば、今「幸せ」である人を取り上げるより今「幸せ」でない人を

「幸せ」にする方法を考えた方が良いのでは？「幸せ」の事例を集めても「幸せ」でない人はなく

ならないと思います。 
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アイデア（主なもの） 

衣食住がある程度のレベル確保されていないと幸せも笑顔も難しい。そのためには収入が必要。自

分で自分を幸せにするか、即ちお金を稼ぐ力をつけるための教育、支援が必要。 

自分からあいさつ、声かけをするよう心がけています。 

大人は照れもありなかなか行事にも参加しづらいです。子供に誘われると断りにくいです。子供と

共に出来る事を考えてください。 

住み心地が良ければ自然と笑顔になれると思う。 

さぬき市長がメディアにどんどん出て、カキやワインの広報活動をする場があれば良いと思う。 

アイデアを提案できないのに申し訳ないが、上記取組が「幸せ」「笑顔」に暮らせる取組か疑問で

ある。仕事をするための無理矢理の取組はしないでほしい。 

松原や公園をどしどしアピールする事と思います。 

子供達がすれ違った人達に大きな声で挨拶する姿を見てとてもほほえましく思いました。 

働く女性が多い現在、子供を安心して学校での授業終わりなど、より多くの子どもを見てくれる制

度を作ってほしいし、施設も作ったらいいと思います。 

性的少数者に関する理解、差別意識をなくす取り組みをしてほしいです。結婚すること、子供を育

てること、家族に作り、地域と交流することこそが人間の幸せであるような取り組みは陰で傷付い

ている人もいることを知ってほしい。 

イベントの開催を多くする。Ｂ級グルメとか、普段食べられない物とか。 

朝目覚めのあいさつは元気の確認し合いなので 1 日笑顔で過ごすことが出来る。 

あいさつ運動。 

年に一度全国区のイベントをさぬき市で行う。小さい今までのは全部やめる。 

不自由な生活体験会。子供達と年寄りの 50 年前の生活の体験会。 

健康の維持が第一（特に一人暮らし老人の場合）。幸せに暮らせる施設の充実。 

ボランティア団体等の主催の参加型無料イベント実施。 

自治会補助金の半額を健康体操教室の費用にまわし市民の健康増進をはかる。 

地域創生のために民間活力を活用するとか、さぬき市が他の自治体から視察に来るような新しい事

業（市民と一枚岩になれる事業）に向けたビジョンを考えてほしい。 

1 ヶ月当たり 1～2 日間小学校の体育館、運動場等を開放し、指導者（教員等）に気軽く指導してほ

しい。 

朝、鏡に向かってまず笑顔。 

学校が統合している通学路がやや不便。坂が無いようにしては、どこかにトンネルと作る。乗合タ

クシーで買い物、病気でと思っている。 

私のような年寄りになりますと通院するのも大変です。タクシー代がバカになりません。タクシー

代の割引券などを頂けるとたすかります。 

一発花火でなく持続性のある取り組みとして「○○の日」は有効と思います。でも、定着確認など

フォローを怠るとすぐに廃れてしまいます。 

何事もめいめいの胸次第なので良かった事、嬉しかった事を記事に載せたりしてみんな喜んでもら

いたい。皆でギネス。 

近所が仲良く暮らせる町に。 

５町の中でも特に津田町は松原だけでなにも無いので町民の集える場所、公園のような所を作って

ほしい（現在は車に乗れる人だけの町になっています）。 

1 週間又は 1 ヶ月に一つでも人の為とか社会の為とかに良い事が出来るよう心掛ける事だと思う。 

市内のタクシー会社をグループ化し、乗客と荷物を同時に運用できる体制を考えてほしい（高齢者

の免許返納対策）。農業をしていて免許返納時、荷物をつめるタクシーを使えると便利。 

老人が参加してみたいと思う取組です。 

さぬき市を良くしたいと思う人を集めての座談会の開催。そこで出たアイデアで実現できそうなも

のを市がバックアップして行う。 

さぬき市外から来た方のために市内を巡るレンタサイクルの充実。また、そのレンタサイクルの休

憩所作り。コミュニティバスにそのレンタサイクルを載せることのできるスペース作り。レンタサ

イクルに各名所の案内をしてくれる機器の搭載があればいいなと思います。 
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アイデア（主なもの） 

四国八十八ヶ所めぐり観光ツアーとお遍路文化観光、さぬき市ワイナリーのさぬき市産ワインを海

外のお客様に積極的にアピールして経済発達をするべきだと思う。そして、経済的に豊かにして雇

用を生み出せばよいと思う。 

一人暮らしの家、老々介護のお宅、母子家庭のお宅へ訪問して話し相手になるボランティア、民生

委員の充実、情報化社会になっている現在、インターネットで笑顔になれたエピソードを投稿して

シェアする、Facebook やインスタグラムなどを活用する。物弱者への運転サービス。 

子供と動物は間違いないので、可愛い 3 行くらいのネタのエピソードやフォト、川柳を集める。母

ちゃん、父ちゃん、ばあちゃん、じいちゃんが子供や孫を見て作った川柳とか。 

さぬき市全職員が各居住地で住民の様子に積極的に目を配り、困り事等が見られれば関係する担当

部署へ橋渡しをする。 

年代別へのスポーツ推進実施。 

アイデアはありません。上記「笑顔」については、日頃から意識して実践しています。心が元気に

なります。 

優れた技や豊かな心をもった方、絆の深い自治会、社会貢献している大学や企業などをどんどん紹

介したらよい（上記の２の方法もいいと思う）。 

出来る事なら旧町村単位で考えた方が良い。 

亀鶴公園駐車場にて日曜日のみ朝市（野菜、魚、その他）を開いてください。公園周辺の散歩をか

ねます。 

わざわざイベントしたりアピールしたりしようと思う考え自体がよく分かりません。幸せの基準な

んて各々なのだから、幸せな人は他者に親切にしてあげればいいのでは？それが広がれば幸せは増

えるのでは？ 

やはりボランティア活動。 

風光明媚で無災害で晴天続きが多い水不足を上まわり快適に暮らせます。 

市職員の労働環境の充実→職員の満足→市民への対応向上につながる→笑顔、幸せに暮らせる町、

市へとなれば良い（イベントを乱発するのはどうかと思う）。 

食生活によって健康で病人を減らす取り組みをしてみる。例、野菜（キャベツ、大根、タマネ

ギ）。果物（ぶどう、リンゴ、イチジク）。魚（アジ、エビ、カキ）等、その他いろいろ？ 

ニッコリの笑顔の絵や写真をさぬき市中にみんながそれぞれ自分の家の前にはったり、店はそこの

人達や募集した方々がはったりしてみたら…。さぬき市はニッコリ、いっぱいのまちに。一年中ず

っとはっても…時々はりかえて…。笑顔は伝染するからいいと思うけど、ギャラリーや役所で見ら

れる人はごく少数だから…。 

ケーブル TV を使って学校、企業等の紹介をしてほしい。 

各人の環境の差による問題があり、ゆとりある生活をするために考え（問題）をまとめることは難

しい。 

何はともあれ新しいまちづくりのためには、ありきたりの発想を捨てる事。皆がやっている事より

は、よそのまちがやっていない事を。 

近所の子供達との交流があるとうれしいです。昨年小学生が学校でもらった花の苗を届けてくれま

した（自分にもらったものを花が好きな○○さんに育ててもらいたいと）。 

松原内に「私を 5 分使って！」の標識はいいことですが、肝心のガンジキが無いことと、間隔が長

いように思うのですが…。 

野間田東の環境保全活動のように地域が考え活き活きとした地域を創造し行政が情報発信など市全

体が輝けるように進めること。 

笑顔の写真展で写真を応募してもらう。ありがとうメッセージも一緒に応募してもらい「アリガト

ウの木」「笑顔の木」で展示会をする。 

友達と仲良く食事したり話し合うのが楽しいです。月 2 回位はだまっていても集まります。10 年以

上続いております。 

 

 

 



17 

アイデア（主なもの） 

あいさつ運動の実施、展開。あいさつの標語コンクールの実施。 

年１回から取り組む「市民全員参加」のゴミ拾い、あいさつ運動「おはよう・こんにちは・ありが

とう」。 

笑顔エピソード等、真似したい 

幼児から小学生まで、遊べる公園がほしい。親のコミュニティも増えると思う。 

・B 級グルメ 

・テアトロンにアーティストを呼ぶ 

学校で、幸せについて教えることが大切だと思う。１番になることばかりに価値を感じる子が多

い。 

我が家の笑顔(自慢）を多く集めて、広報に出す 

さぬき市の保育所や幼稚園の様子をホームページでアップする。RNS ニュースのように、映像を見

られるようにする。 

人が集う場やリーダーをつくる。引きこもりがちな人を外へ出す機会をつくる。そのためのアイデ

ア募集を行い実施する。 

・幸せのお裾分け企画（ケーブル放送で放送）。 

・頑張っている人の紹介（仕事・運動・勉強・ボランティア）。 

・ほっこりするような出来事の紹介。 

家族新聞コンクール。 

笑いのさぬき市を目指すのであれば、NHK の「わろてんか」へ、落語教室、古典落語の世界、さぬ

き市と落語の接点はあるのか？ 

地区対抗の大規模スポーツ大会。 
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問 27① さぬき市の良いところ、自慢できること・もの 

 

カテゴリー 件 数 

■自然環境（海、山）が良い、災害が少ない 

・海があり、自然に恵まれていること。 

・海、山、畑、バランス良くある所。旧町の利点を集約すればベストである。 

・海にも山にも恵まれている。 

・海も山もある、気温も良く住みやすい。食べ物はなんでもおいしい。 

・自然豊かで高松市内にも近くベッドタウン的な所。 

・災害が少ない。 

・台風などの自然災害などが少ない。 

・海に面しているところ。 

・気候が良い。無駄に夜明るくない。 

・山、海がコンパクトにあり、道も充実している。 

・自然が豊かで四国遍路八十六、七、八番札所があるところ。 

・南の山間部で何も特になく不便なところですが静かで自然（荒れているようだけ

ど）環境がいい。 

・誇れる国立公園、琴林、海岸をもっと活性化出来たら。 

など  

90 件 

■生活環境について（公共交通機関、商業施設、公共施設など） 

・生活拠点としての施設が整っており、周囲に自然もあり子育てするのに良い環境で

あるため。 

・犯罪等が少ない。道路整備が良い。 

・都会すぎず田舎すぎず住みやすいところ。大きな病院や商業施設がある。 

・治安が良く安心して暮らせると思いました。 

・比較的市外に出やすい環境だと思います（ＩＣが多い、高速バス乗り場も多い）。 

・のんびり生活できる。医療制度の変化を早めに市民にしてくれる。 

・いなかと都会的な所が混在している所が良いと思う。東讃のまん中辺りにあるので

高松への便が良い。 

・公共施設が充実、商業施設も数多くあり毎日の生活が便利。自然環境も良く人間関

係もよく暮らしやすい所です。 

・断水がない。 

・商業施設、学校も整っていて不便なことはないが、これっ！といった特徴がないよ

うに思える。年をとり車に乗らなくなったら少々不便を感じるかもしれない。自然

も残っていていいと思う。 

・さぬき市全体の事といわれればよくわかりませんが田舎の方に住む私どもは今のと

ころ車も運転でき、今のところ買い物にも困らず、自然環境に恵まれていてとても

住みやすく自慢です。 

など  

89 件 

■歴史・文化について 

・伝統文化の継承。 

・八十八ヶ所の最後まであること。 

・お遍路、お寺があるところは自慢できます！ 

・歴史ある町、特産品のある町。 

・平賀源内さんの生誕地。 

・志度寺（もう少しきれいにしてほしい）、長尾寺、大窪寺、平賀源内。 

・文化遺産がたくさんある事は大切にしてみんなに知ってほしい。本にまとめてわか

りやすくわれわれにも教えてほしい。 

など  

49 件 
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カテゴリー 件 数 

■地域住民の人柄、市民活動などについて 

・他の地区に比べて高齢者、障害のある方の地域活動を積極的に行っている。 

・人柄がまるく他人にも優しい人が多い。少々出しゃばりでも後になって喜んでもら

えるようなおせっかいの人。 

・住民がやさしい。ボランティア活動が充実している。 

・みなさん良い人、温かいのですごく住みやすい。 

・近所の住民の人にあいさつをしたら返してくれる人が多いところ。生活している面

ではお店、交通機関では不自由ではないと思う。 

・さぬき市の老人会のいろいろ活躍がいいなあと思っています。 

・毎朝老人会の方が緑のおじさんになって小学校の登校時等交通安全運動をしている

風景を見るにつけ、安心できる街だと感心する。 

・みんながなんとなく幸せそうなのでいいと思う。 

・人情に厚い。隣近所で助け合う。 

・さぬき市の人々は親切で優しい。小、中、高、大人、みんな挨拶が出来る。 

・近所付き合いが濃い。子連れだと、100％知らないおばちゃんに声をかけてもらえ

る。 

など  

38 件 

■観光・イベントについて 

・テアトロンが自慢できる。 

・みろく公園がある所（きちんと整備する人が集まる所だと思う）。 

・源内駅伝。 

・個人的に音楽ホールの音響はすばらしい。ケーブルテレビはさぬき市のいろんな事

がよくわかっていいと思う。 

・津田の松原。 

・日本ドルフィンセンター、どじょ輪ピック in さぬき。          など 

24 件 

■行政について 

・市役所の職員は感じの良い人と悪い人がハッキリしているように思えて残念です。 

・さっきーがいること。穏やかな人柄。 

・市職員各自の能力を更に高める努力をすること。 

など 

14 件 

■食（特産品など）について 

・食べ物、志度のカキ、大川の自然薯。空気のきれいさ。大串の景観。 

・津田の松原のＳＡのうどんバーガーはアイデアが面白い。 

・海の幸、海産物。山の幸、きのこ、いも類、海山交流すればすばらしいと思う。 

・漁業、農業が盛んで新鮮な物が食べられて大変良いです。 

・地産の果樹（果物・野菜）、魚貝類はとてもおいしく他県にもアピールしたい。 

・うどんがやすい。 

・おうどんがおいしいです。さぬき米がおいしいです。 

・うどんが美味しいです。自分の良さを見つけられるまちになると思います。 

・カキ、ちりめんじゃこ、音楽ホール、テアトロン。 

・うどん。 

・お米、魚、農作物など食べ物がおいしい。四国八十八ヶ所霊場とその遍路道。 

・海、山の幸 

など 

13 件 
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カテゴリー 件 数 

■福祉について 

・子供がのびのび生活できる。 

・要介護者の支援が比較的充実していること。 

・福祉施設、予防接種で健康に感謝。 

・老人ホームが多いですね。 

・成人病に対する充実。市職員が親切である。 

・大川町には何も思い当たるようなものは見当たりません。強いて言うなら介護老人

施設は充実しているように思います。 

・たらちね保育園や造田小学校は学業だけでなく生活全般に気配りを先生方がされて

いて、子供が安全に楽しく学校生活を送れている。 

・昔から福祉施設が充実している。のぞみ園で作られた物が売られている所があり、

障害を持っている方と市民の間につながりがある。 

・子育てがしやすいところ。保育園、幼稚園があり小学校や中学校も近く小児科の病

院もある。 

・高松市に比べて保育園に入りやすく、小学校の生徒数も少ないのできめ細かな教

育、指導をしてもらえる。 

・高齢者福祉は充実している 

・介護予防教室等、高齢者に対しての活動が盛んで意識が高い 

12 件 

■その他 

・世界に名を知られている企業がある。祭が多い。 

・まわりの地域と比べ自慢できる所は特にないと思うが、自分にとって生まれ育った

ふるさとか？ 

・さぬき市という名称が良い。 

・個々が健康であること。 

・特別に良いところ、秀でたところ、悪いところが無いところが普通のところが良い

ところだと思う。あえて無理に作ることはないと思う。 

・現在の観光資源の他、各地域の魅力のあるものを今後 10 年で生み出していくこと

が大切。 

・子どもや孫が住んでみたいと思えるような、魅力あるまちづくりを期待する。 

・合併して、それぞれ町の特殊化、偉人、歴史に関しての自慢はあるのか？ 

など  

35 件 
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問 27② さぬき市政に望むことや、まちづくりに関するご意見・ご提案など 

 

【公園について】 

・公園施設の充実をお願いしたい。 

・公園の整備（年齢の小さい子の遊ぶ、遊べる遊具がないため）。 

・子供達の遊び場や公園（遊具のある）、図書館での子供達のスペースを充実してほしい。子供と

遊べる場所、連れて行く所が少ないと思う。 

・色々な地区にある空地を利用して憩いの場所があれば市民の方々とコミュニケーションがはから

れるのではないでしょうか、ミニ公園など。市に功績をのこされた人を後世に伝える石碑など。 

・子供が遊べる公園がない。公共の乗り物が少なく車がないと生活できない。 

・住宅密集地で公園がないので、孫達とボール遊び等できる公園があれば…といつも思っている。 

・子供が遊べる公園の整備。 

・それと子どもの遊べる公園が特に志度地区にありません。道の駅むれのような公園があればと思

います。 

・子育てに適した環境作り＝“公園”などほしい。高齢者の散歩やいこいの場ともなるのでは…？ 

・公園の充実！子供が小さい頃、ずっと思っていたことで、増えるどころか減っていて残念。みん

な困っていて、週末に高松まで行って遊ばせる人も多かった。あっと言う間に子供は大きくなる

が、大切な時期に安全かつ自由にいつでも遊べる場所は必要だと思います。 

・子供が安心して遊べる公園が１つもない。 

・休日の昼間などゆっくりすごせる公園などの整備。 

・みろく公園に子供達が楽しく遊べる乗り物（トロッコ電車）等置けばいいと思います。まわりに

お花も沢山植えて。 

・近くで子供を遊ばせたり、軽い運動したり、散歩が出来る公園を市内にたくさん作ってほしい

（仲間・健康づくりのため）。 

・子供が遊べる遊具など配置した公園が少なすぎる（牟礼の道の駅やみろく、とらまるまで行かね

ばならない）。 

・子供を安心して遊ばせる公園が学校周辺にほしい。 

・空き家、空地の有効利用。子供が外で遊べる環境づくりをしてほしい。 

・子供達がサッカーやドッヂボールなどで遊べる広い公園がさぬき北小校区（特に鴨庄地区）には

ありません。小学校の運動場も週末、放課後、開放していません。体を動かせて遊べる場所があ

りません。 

 

【公共交通機関について】 

・公共交通機関の充実。 

・公共交通機関の本数を増やしてほしい。 

・国道、ＪＲを挟んだ南北の交通の利便性の向上（ＪＲの高架化）。 

・バスや電車の運賃をもっと下げてほしい。タクシーの運賃を下げてほしい。 

・買い物が不便。大型スーパーの近くにバス停があるとよい。 

・地下鉄もしくは高架線で長尾、志度間を電車で連結してください。 

・公共交通の充実。車の安全運転教室、なんで方向指示を出さずに曲がったり車線変更をしたりす

る人が多いのでしょう！左折より右折が優先すると思っている人が多い！すごく危険！ 

・大川にはＪＲや電車の駅がない。車の運転ができなくなると生活がとても不便である。また子育

てをするのにも公共の機関の充実を望みます。 

・国道だけでなく歩道がきちんと通りやすい歩車分離のできた道がもっとあれば良い。 

・コミュニティバスの大きさは無駄なのでタクシーチケットを配るか乗り合わせる方が良い。 

・長尾駅までは夜遅くまで電車がありますが、寒川町、大川町に住んでいる人はどうすればいいの

ですか。大川バスは瓦町発 20：00 で終わります。志度、津田はＪＲがありますが、寒川町、大

川町は不便でなりません。 

・将来、車を運転できない年齢になった時、今と同じように（近いように）生活できるか？不安に

なります。元気なうちにコミュニティバスなどを利用して公共交通機関で遊びに病院に行けるよ
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うシミュレーションしとかないといけないと思います。何かそんな事業ができればお願いしま

す。 

・高齢化に向かう私達が住みやすいまちづくり。マイカーを手放しても移動できる手段。 

・交通網がバラバラな点が残念。 

・近くの商店がなくなっているので買物に不自由しない交通手段を確保してほしい。 

・ショッピングセンターが遠く、交通手段がない高齢者等のためにショッピングセンター行きのバ

スを出してほしい（マルナカ、ビック、フジ等）。 

・交通の便が悪く、マイカーを持ち運転できなければ日常生活すら不自由になる。高齢化が増々進

む中、将来が不安。一案、琴電の東・南方面への延長や生活の“足”替わりとなる交通手段（バ

スではなく自宅付近まで来てもらえてこその…）。 

・交通機関の整備（琴電）。 

・私のおばあちゃんがバイクの免許を返納し、出かける時はコミュニティバスを使っているみたい

ですが、志度駅から帰る時、バスの本数が少なく 2 時間くらい待っているそうです。近くに待つ

場所（どこか行く所）もなく、夏は暑いし冬は寒いので、何とかしてあげてください。 

・小・中学校・幼稚園等、駐車場が遠かったり、少ないので不便さがなくなれば良いと思います。 

・今、路線バスの利用者が減っています。電車の線路を長尾から石田か富田まで伸ばすと活性化さ

れるのでは？ 

・今は自動車運転しているが、これから先出来なくなり買物難民になる。1 人暮らし（79 歳）、ゆ

く先が心配である。今も食品等々のお店がない。 

・琴電長尾線と志度線をつないでほしい。 

・公共交通機関の使い勝手の向上を検討してほしい。 

・夢物語だが、琴電の延伸又は南北の連結ができれば市民の足の確保に相当貢献すると思う。 

・コミュニティバスを見直す（他市町を参考にする、市民の意見アンケートを取ってみる）。 

・交通機関の充実をお願いしたい。このままだと年をとって（車が使えなくなって）津田に住むこ

とはできない。その点、琴電沿線の地域は利便性が高い。 

・イベントにお金を使うのを減らしてコミュニティバスを高齢の人、車に乗れない人のために使っ

てください。バスの通り道をもう少し脇道の方にも運行してほしい。病院とかスーパーにも行け

るように。 

・免許返納後の移動手段（病院、スーパー）。 

・買物、移動、受診など車が運転出来なくなった場合困る。何かしてほしい。 

・交通の便が悪い。学校も統一され遠い。買物も病院も遠く不便である。 

・高齢者が利用しやすい公共の移動用乗り物が自由に使えると良いと思う。 

・私が今住んでいる所はバスも駅や電車もない所です。バスがあれば高松、志度や津田とか、色々

出られるようにしてほしいです。買い物大変です。病院も行っているので大変です。今のままで

は買い物も病院も用事も行けません。タクシーも安くなってくれたら助かりますが、市が補助し

てくれたらいいですが。 

・高齢になり、車の運転が不安になってきています。しかし車がないと買い物もままならない環境

に住んでいます。公共のバスなどあるいはタクシーなど安い利用料で出掛けられる方法をご一考

頂きたい。 

・老人の免許が返納しやすいように公共交通機関、バスの運行をもっと増やすとかタクシーチケッ

トとか。 

・市民全体で支えるコミュニティバスの本数増。 

・これから先、車の運転が出来なくなった時の生活が不安です。年金での生活ではタクシーを利用

できないと思うので困ったものです。 

・大川↔津田のコミュニティバスが昼間に走っていなくて高校のテスト時などの時、バスに乗れない

ので困ります。土、日も困ります。 

・コミュニティバスの運行時間をもう少しみんなの意見を聞いて見直してほしいです。 

・最寄りのスーパーまで 3～4 キロもあり、車がないと日々の買物にも困るこの不便さをいい加減に

どうにかしてほしいです。40 年も経って全く変わらないって…。こういう所が嫌だなと思いま

す。 

・交通機関が悪いので考えてほしい。 
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・電車の長尾線を東へ延ばして志度線とつなぐなど交通網の整備（市民の足の確保）を考えてほし

い。 

・コミュニティバスの休日運行をお願いします。 

・琴電長尾駅～琴電志度駅を結ぶ新しい路線を作り、高松市内との環状線にする（東京の山手線の

ように）外まわり、内まわりとして 

・交通の充実など、高齢者や学生が移動しやすい環境を整えてほしい。例として、寒川支所の近く

で展示会等の魅力的な催しを開催しているが、交通手段が無く諦めるしかない。バス等があれ

ば、より生活がイキイキする。 

・子どもの遊び場作り、ケガしたら誰が責任取るか？そんな問題関係なく、もっと子どもたちの居

場所、友達と楽しく遊べる場所作りをしてほしい。通学路の見直し、危険場所点検、雑草がたく

さん生えて通りにくい。もっともっと子どもの目線で考えてほしいです。中学校の通学路安全

に！ 

 

【商業施設について】 

・津田町鶴羽に大きいマーケット（店）を作ってください。津田町鶴羽を発展していっぱい人が来

る町にしてください。若者が住みたくなる津田町鶴羽にしてください。 

・もっとさぬき市造田周辺区域にお店スーパーやガストやケーキ屋さんや 24 時間のコンビニ（セブ

ンイレブン）やファッション服や雑貨屋やしまむら店などを増やしてほしいです。 

・人が集まる大型遊技場を作ってほしい。大型店舗を入れてほしい。 

・とにかく歩いて行ける店が近くにあったらいいと思う。私は多和地区住民です。産直が週に土、

日と開けているが、もっと活用できる場になればと思います。 

・もう少し人がたくさん集まるような場所（店舗、食事場所 etc.）がたくさんあれば良いかな…。 

・大内バイパスに大型ショッピング施設を誘致してください。中途半端な店ばかりですね。 

・現在の商店街を見ればわかるように活気、元気が無い。 

・私の住む津田地区からは何もかも大きな施設が減り寂しい限りです。 

・さぬき市（津田町）病院の入院施設やドラッグストアなど店がなく、ボタンひとつも買える所が

なくて車に乗らない人には不便な町です。 

・大型ショッピングセンターがほしい。 

・イオンモール寒川（あや川）のような大きいショッピングモールがあれば良いと思う。 

・東讃方面には大型店（イオンやゆめタウン）がないので、そのような店があれば人も多く来るの

ではないか。 

・現在、国道 11 号線沿いにあるお店の何件が空店舗になっていますが、どうしてでしょうか。場所

的にはとてもいいと思うのですが…。お弁当屋さん、本屋さん、お寿司屋さん等、時々利用して

いたのでとてもさびしいです。 

・さぬき市に夢タウンが１つ出来れば有難いでございます。 

・買物をする所がもう少し充実していればいいと思う。 

・ムーミーが近いので良いと思います。 

・大型施設の建築。 

・香川の西讃地区は大型スーパーなど出店があり賑やかですが、東讃、特にさぬき市においてはい

ろんな面で遅れていてさびしいです。 

・さぬき市（志度）の店舗の閉店が多く楽しくない。 

・駅前の活性化。 

・高松市内の様な大きな店やスーパーまたレンタルビデオショップなどを作ってほしい。 

・商業地区の整備、長尾道の駅、みろく道の駅など、ビッグと共に整備をしてきれいな店作りをし

てほしい。さぬき市は東かがわ市と高松市の中間で何かにつけて中途半端に感じる。 

・志度駅、商店街の発展を期待したいと思います。 

・大型商業施設がほしい。 

・ショッピングモールが出来たら良い。 

・高松道の 4 車線化に伴い関西がより近くなる。さぬき市は高松から約 15 ㎞と近く津田、寒川イン

ターあたりの丘陵地帯に「四国の物流センター」「アウトレット」等、大型店を企業誘致する等

の都市計画を望みます。 
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・市に 1 ヶ所大型施設（イオン等）を作ってほしい。 

・スーパーの数を増やしてほしい（マルナカだけでは辛い）。国道 11 号線沿の衰退。誰もが住みや

すく安心安全なまちづくりを目指してほしい。 

・大型商業施設の誘致。 

 

【道路整備について】 

・道路整備が悪く信号の統一（赤青を一致させスムーズな運行をする等）ができていない。東バイ

パスでいたる所に狭い農道から出て来る車・入る車・Ｕターンする車があり、とても 60 ㎞制限の

道路と言えない！危険だらけの道路！安心して生活できない！交通の整備が必要。 

・自転車で運動しやすい道、ウォーキングする道の整備。 

・長尾街道は 11 号線より大きいのだから国道バイパスにするべきで維持費も安くなるかも考えるべ

き。 

・さぬき市の道路は何回も工事し、また工事し、すぐアスファルトははげてしまい手直しが何度も

行われているのが現状です。工事会社を変えるか工事作業の修練の向上の見直し、材料を基本ど

おり本当に使っているかのチェックが必要です。もっときれいな道が他県にはありますが、この

さぬき市でも出来るはずです。「日本一道路のきれいなさぬき市」にしてください。 

・山のぼりが趣味です。小さい山でも登山道の整備、駐車場の確保をしてもらいたいです。 

・農地や田地内の道路の整備をしてほしい。 

・志度駅を高架にして北と南が車で通れるように出来ればと思う。 

・市の玄関口（今は高速道路時代）のインター出口の景観や道路整備！道路に雑草が年中生えてい

たり、高速から出たとたん、路面が荒れていたりで、観光客はがっかりしますよ！せめて（家で

も同じ）玄関口はきれいにしてください！ 

・道路網の修復整備。 

・道路をもっと広くしてほしい。 

・最近は車も高さがあり、大きな庭木が市道にはみ出し、通り難い所があるのは、市の指導をして

ほしい。 

・四国八十八ヶ所結願の大窪寺参拝について、前山方面から大窪寺までの間、大きなカーブのとこ

ろをトンネルを施工して一部は避難連絡抗として利用出来ればと思います。 

・道路が悪い。踏切が悪くて危ない。歩道を歩きやすく。 

・志度寺付近の道路整備。志度寺から西の旧商店街の整備など。 

・八十八ヶ所参りの人が歩いているのを見て歩道がなく危ないので整備してくれればいいのにとい

つも思う。 

・朝夕の渋滞、特にマルナカ前、コープ前の渋滞をどうにかしてもらいたい。毎日続く事なので早

急に対処してほしい。 

 

【公共施設について】 

・八十八ヶ所霊場、大串公園、亀鶴公園など観光名所となりうる資源を有効活用すること。ツイン

パルや鴨庄地区の新体育館などスポーツ振興に力を入れる。大串のエリアをスポーツ合宿地とし

て整備するなど。 

・気になっている事、市図書館の除籍本が多い事。公共交通機関となっているコミュニティバスが

利用しにくいこと（休日運休、経路があまりない）。土地の規制、区域とあるがふさわしくない

地域がある（開発区域とあるが、境界線周辺は税が高いだけである）。 

・駅前を整備して若者が市内でとどまるようなまちづくり。 

・駅前の開発、いこいの場「植物園、動物園」など、心の安らぎの場がない。 

・月に 1～2 回ぐらい夜中に暴走族が走っている。騒音をなくなるように警備してほしい。 

・さぬき市の中で大川町だけが何からも取り残されているように思う。日常生活をする上でとても

不便なことが多々ある。ＪＲはない、バスはない、病院はない、スーパーはない etc.…もっと考え

てほしい！ 

・茶臼山の木を切った憤り、並木があれだけ大きくなるにはとても長い年月がかかっていたのに。

茶臼山への道（西から）の整備、東からの階段の整備をしてほしい。松から東、松尾も活気がな
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くさびれていっている。 

・津田にホームセンターや薬局があると便利です。市が経営する道の駅を中心にもっと充実させる

とどうでしょうか。植樹を行い花いっぱい（木による）の町にしたいです。 

・直売所が長尾街道ぞいに道の駅を作って町を活性化してほしい。 

・車が乗れなくなった時のためゴミ収集場を増やしてほしいです。 

・山間部に住んでいると自動車は入らず、山を切り開いて道を付けると舗装は出来ず急斜面のため

雨が降るたびに土を入れて道作り修理しなければいかず台風でも来るとどこかが崩れる。1 年間

に何百ｍの道の草刈り 3 回池の草刈り、中学校は合併でなくなり若者は高松へ、東京へ行ったら

帰らない。水道もない。へき地生活が良くなれば若者も住んでくれる。生活環境を良くする事。 

・飲食店の充実、列車とバスの増便、阿川の整備、大学と市の連携、駐車違反の取り締まり、交通

マナーの遵守、恒例ドライバーの教育、デパートの誘致、医療レベルの向上、高齢者の活用、新

幹線の誘致、沿岸の整備。 

・図書館の開館時間を見直してほしい。休館日が多いと思います。 

・学校跡地、公共で使えて体育館等の急務を望む。 

・高齢化が進む今、使用しなくなった建物などを利用して、施設などにしてはいかがでしょうか？

高額な物でなく、収入に応じた利用施設にすれば助かる人がたくさんいます！ 

 

【教育関係について】 

・地元の高等教育（学力、運動、文化的活動）をもっと特色あるものにしよう。 

・教育の充実。 

・少子化とはいえ小学校の統合はいかがか。小学校は生まれ育った地域住民にとって心の古里、残

すべきではなかったか。まちづくりの各施策についてはデータがなく評価することは不可能。 

・公立大学を作ってください。 

・高松市に負けない小学校、中学校づくり。 

・造田小学校の統合のうわさがある。統合したら地域がさびれる。 

・さぬき市内の自慢できる（地産地消に力を入れている）企業の子供達参加の職場体験、案内。 

・少子化が進み学校が統合されると通学路が遠くなり、子供達がかわいそうです。どうにか地域に

学校を残すことは出来ないのでしょうか。このような地区は若い人はどんどん離れていきます。 

・とにかく教育に力を入れてほしいです。特に基礎の基礎たる国語教育を！それなくして外国語な

どいりません。 

・小学校、中学校を合併しないで（マイクロバスなど使わない、徒歩で学校へ行けるような）少人

数学校で教師の目のとどくいじめのない教育ができるよう望みます。 

・さぬき市はどうにかしないといかん！所まで来ている。就学前保育や小、中、高生の教育やスポ

ーツに力を入れ人育てする。 

・生徒に寄り添えるような先生方を望む。いじめ、不登校をなくすため統合によりクラスの人数が

多くなり先生方も余裕がないと思いますが、生徒一人一人の気持ちによりそってください。市の

フリースクール教室の改修を望みます。机、いすなど生徒の身長にあった物にしてほしい。 

 

【空き家対策について】 

・就業セットでのＵターンの政策を求めます。 

・空き家対策（どんどん増えるので緊急の対策がいると思う）。 

・放置された田畑、空き家の数々、見るたびに不安になります。草も伸び放題で美しい田畑を取り

戻したいと思います。 

・高齢化が進み空き家が増えてきています。空き家の活用を検討してください。 

・空き家をどうにかしてまちが活性化出来るようにしてほしい。 

・空き家対策（市営住宅の空き家等も含む）。 

・空き家の活用。 

・空き家、耕作放棄地等が増加現象にある中、市が助成、又は地域住民と協力して取り組んでほし

い。 

・空き施設の有効利用。例えば企業等に低料金で貸し出し人が集えるようにする。 
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・空き家の増加は問題。有効利用を考えていただきたい。 

・空地を利用していつでも誰でもが利用できる市民農園を身近に作ってほしい。車で行かなくても

すぐ利用できるように。最近では至る所に空地が増えているので身近に作ってほしい。空き家対

策、文理大生が安心して住める居住空間を県外からの学生さんには何かメリットをつけるとか？ 

・市の中心部のみならず端々にも目を向け放置地の有効利用、空き家対策、害獣対策なども考えて

いくことが大切かと思う。 

・北山、小田、多和の古民家の活用。 

・空き家がどんどん増えていく中、リフォーム等して市が援助して若い人達に入居してもらえる

と、高齢化した集落が活性化するのではないでしょうか？私共の集落 38 軒ほどありますが、小学

生は一人もいません。 

・空き家を改装、若い人に貸家にし、住んでもらい子育てに頑張ってほしい。 

 

【移住・定住対策について】 

・シェアハウスで活性化。おもしろそう。移住受入れしてみては？ 

・将来子供達がさぬき市に残りたいと思うようなまちになればと思います。 

・人口減少を防ぐため市営団地の充実をはかる。入る人に所得制限なしが望ましい。さぬき市へ住

所を移した場合補助を出す。 

・これからも住んでいきたいと思えるサービス、労働環境の充実。 

・人口を増やすには企業誘致をし、他の成功している行政をまねる（アイスランド、フィンランド

などは、税金は高いがその税金が国民に還元され幸福度は日本よりはるかに高い）。日本の他の

行政で成功例があればさぬき市でも適応できるか確認する。「近隣の行政がこうしているから、

この程度でいいか」という考えを捨て、世界基準で何が市民や企業に必要かを考えてほしい。こ

こでこれだけ批判しているのは、今のさぬき市に危機を感じているため。次に帰ってきたときは

ここに定住したいという市になっていてください。 

・できれば老後は生まれ育ったさぬき市内で生活したいと考えています。定年後働ける場所があれ

ば県外から帰ってきたいと思っています。若い人も私達のような定年が近い人も働く場所があれ

ば市を離れずに生活できると思います。市内に就労できる場所を探すのはなかなか難しいです。 

・一人暮らしの人を集めて住むシェアハウスと一人で死にゆく人の後始末をする窓口があれば良い

と思う。 

・若い人が定住しやすく、又、空き家対策等に力を入れた何らかを一般からアンケート等提案方式

でランク付で賞品、賞状等で啓発してみたら（すでに実施かと思いますが？）。 

 

【企業誘致について】 

・企業への誘致を積極的にして働く場所を増やしてほしい。 

・もっと活き活きとした市になればと思う。企業の誘致など。 

・企業誘致。是非コストコを！雇用が生まれ物流ができます。四国になくて神戸まで行っていま

す。 

・企業を誘致し人口を増やして活性化する。 

・ある資源を有効活用する。企業誘致をする。 

・企業の誘致や商業施設の整備等で雇用を拡大し、人口増加、地域の活性化につなげてほしい。 

・市の財政のためにも企業誘致は最も重要かと思います。それによって職業、雇用、人口増加、

又、子供を育てやすい環境、人口増加により 1 人当たりの負担額も変わります。税金の高い市に

人は集まりません。 

・今、11 号線等空地、空テナントが増えています。もっと市政がまちを活気に満ちたまちにするた

め努力すべきだと思います。でないと少子化は進む一方です。さぬき市に県内外からやってきて

もらえるような魅力的な企業を増やすためにアピールすべきです。アピールが足りません！ 

・農業関連では耕作地放棄、後継者なしとか従事者は加速度的に減少しているかと思われます。そ

のような田畑を市が買い上げ（？）でしょうか。日本人がブラジルとかに移民したように（どの

国の人達が良いのか？）インドネシア、フィリピン、カンボジア、ベトナムとかの国より移民と

して来てもらうのはいかがでしょうか。この場合、農地は個人の所有地とするのか法人所有の形
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とするのか、また農業だけでは生活が不安定と思われるので、農作物の加工工場とか、別の企業

誘致もはかり兼業農家としての形が良いかな？専業農家としてやってもらうのももちろん良いと

思われますが。 

・多くの企業の誘致と人口の増加。 

・企業誘致等による人口増加対策、税収増加対策、特区の設立（医療、ワイン、民営学校、猪、カ

ジノ、安楽死）。 

・優良な企業の誘致。 

 

【就労支援について】 

・安定した収入が得られる会社がある事。 

・働きやすい環境（職場）作り。 

・さぬき市の人口が減り、市の活力が低下しているように思えます。職場も人手不足から常に張り

詰めており仕事をしやすい環境ではありません。さぬき市で働きたいと思ってくれる人が増え、

活力が取り戻せるような市にしてほしいと思います。 

・子育てをしながらでも働ける（働きやすい）企業の充実（父母共に）将来子供達が住みたいと思

える環境作り。 

・とにかく企業が大事、働く場所が必要。 

・さぬき市はハローワーク等の支援もあるけど、そもそも仕事がほとんどないので、仕事探しへの

支援をもう少し充実させればいいと思う。 

・さぬき市で働きたいと思える人が増えればいいと思います。 

 

【若者の呼び込み・定住について】 

・独身の男女が結婚出来るよう出会いの場を提供してほしい。 

・少子高齢化が進む中、皆が住みやすい市、若い人たちが参加できる公共の場が必要だと思う。 

・今後、さぬき市を担う若者との交流の機会を持って、まちづくりの参考にして頂きたい（若者が

多く住むまちにしてほしい）。 

・まず人口増が基本。市主催の婚活パーティ（毎月）。結婚したら市営住宅の補助、子供が出来た

ら保育所、医療の補助。さぬき市に住み続けたい気持ちにさせる。 

・他町村からさぬき市に来ると言うような若い人が多く集まる場所が必要になる！  

・子供、若者の増加。 

・子供が少ないのは若い人が結婚しないからです。婚活運動を市が表に立って若い者をどんどん結

婚さす事だと思います。 

・若者が定住できるまちづくりを望む。 

・若者が定住して子供が育つまちづくり、婚活は良いことです。 

・若者が県外から帰りやすい環境を作ってもらいたい。 

・若い人達も帰って来て人口が増えるような町。 

・人口減少対策としてわかりきっているけれど市内で若者が働ける魅力ある場所をつくることが大

切。 

・さぬき市も人口が減少し、高齢化が進み津田町はどんどんさびれています。人口がこれ以上流出

しないように、若者達が去って行かないようになればと思います。 

・若者が住み良いまちづくり。 

・Ｉ、Ｕターンがいつでもできる受け皿を作ってほしい。良い人材が帰って来ることを期待出来ま

す。 

・若者の働きやすい職場をつくって地域で働く人が多くなり地元で結婚して家族をつくるようなは

たらきがほしい。 

・あまり企業がなく若者がいない町だと思う。空き家も多くだんだんと寂しくなっていくように思

う。 

・就業場所が高松市へといっているため。 

・さぬき市の人口の増加…企業、産業の活性化かな？ 

・高齢化が進んで、施設などに入っている人が多く、空き家が増加しているように思う（私が住ん
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でいる所では）。都会からの人を受け入れて、人口増加、活性化になれば良い。せっかく大学と

かあるけど、4 年間だけで他に行っている人が多いのでは？さぬき市に就職する人を増やしてほ

しい。 

・人口減少対策として「子育てしやすいまち」に力を入れてほしい。そこに魅力があれば職場は高

松だけど子育てしやすい環境（補助金の充実や教育体制の充実 etc.）だからさぬき市に住もうとい

う人が増えるのでは？と思っています。高松市や東かがわ市に比べて子育て支援に対する取組が

弱い（遅い）と思います（2 人目保育料無料化、小学児童の医療費、チャイルドシート購入時の

補助金等） 

・次の世代となる若い人や女性のボランティアへの参加を進め、ポイント制などにより将来還元で

きるよう積立てする。京阪神からの人口流入を進める。 

・若者の住みやすい町にしてほしい。 

 

【防災、防犯対策について】 

・夜がさびしくない市（くらい×）。 

・安全で安心して暮らせるまちであってほしい。 

・地震・大雨などによる自然災害への備え（河川の工事・避難所の準備・医療の充実など）。 

・街灯を増やしてほしい、暗い所が多い。 

・消防団への備品、消耗品をもっと提供してほしい。 

・古い外灯をＬＥＤとかに付け替え、町を明るくしてほしい。 

・自分の住んでいる街ですが、津田町であった時は小さい町ながら充実した町でありましたが、市

になって県立病院、中学校、小学校（鶴羽）無くなってしまい、市でありながら村になってしま

いました。せめて災害時の避難場所を線路越えの山手に建ててほしいものです。 

・災害時に避難できる公民館の整備。 

・いつか必ず来る地震、津波等のための対策を充分にお願いします。 

・環境保護、安全に住めるまちを維持したいです。 

・津田から南中への通学路の安全対策、道路整備、清掃！砂防ダム等の防災施設整備。 

・中、高校生が通る所に街灯、ガードレールを増やしてほしい。交通事故防止のため自転車に乗る

人はヘルメット着用（強制）。学校跡地シェルター。 

・自然災害に対する取り組みや南海トラフ地震への対応などを充実して市民にもっと伝えていって

ほしい。備蓄の程度やどこに逃げれば良いかなども、もっと具体的に年寄りの人でも分かるよう

な周知方法でお願いします。 

・山間部の木を切って道を通りやすくしたり、街灯を増やすなどしたりして、日暮れに歩く時怖く

ないような道路にしてほしい。また、犬猫の殺処分数を減らす対策をもっとしてほしい。 

・災害に強いさぬき市を望みます。 

・猪、猿対策と竹林対策（竹の利用で産業作り）。 

・台風や大雨の時は溜池の水を早目に抜いてくように通知してほしい。特に幸田の池です。よろし

くお願いします。 

・河川（津田川）の整備を早急にお願いします。台風のたびに堤防がこわれている。おちあい橋～

大井橋の間です。 

・時々車で山道を走る事があります。落葉が道路上にはみ出している場所を見かけます。台風時に

災害が起こると思います。市が山間地地帯に目を向けてほしいと思います。 

・避難場所がわからない 

・自宅周辺に猪がよく出てきていたり、野犬がいたりするので安心できない。市役所に要望を TEL

連絡しても「担当部署に伝えておく」というだけで回答がない（歩道の草や木の整備）。外灯が

ほとんどなく夜道が暗く、子供の帰宅時が心配。 

・住宅地で街灯が少なく夜は真っ暗で学生等が遅く帰宅するのに危険ではないか？ 

・災害に強いまちづくり。 

・犯罪をできるだけ少なくなるように呼びかける。 

・いのししが近所に出てくるのでこわい。柵を作ると少し費用を負担してくれとったが、そこだけ

しても意味がない。子供がいるのでこわいです。 

・イノシシが多くいて大変困っています。対策をお願いします。 
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・イノシシ対策もきちんとしてほしい。 

・地震がきたらダメな家に住んでおり、安全に不安がある。南海地震に備えた対策の充実をお願い

する。 

・さぬき市内の猿被害にあっている地域の猿駆除をお願いしても見ざる言わざる聞かざる状態で全

く対策対応してくれない。他都道府県は積極的に駆除している。 

・災害が少ない分、個人も行政も危機感を持つべきかと思います。有事の際の対策について、もっ

と力を入れてほしいと思います。既存の設備の点検、修理もしくは増設。河川の清掃、補修等。

何も無い時にこそ整備をお願いしたい。 

・子供が安全にすごせるように公衆電話を造田駅に設置してほしい。無人駅の駅前に店があるとい

い。 

・さぬき市の川はとても雑木、じゃり石で台風、地震等で不安できれいに整備してもらいたい。本

当にもっと早く 20 年前からしてほしかった。今仕事している人達は年もいって動くのが大変な人

ばかりなので大変ですか。 

・道路の舗装が傷んでいて大型車が通ると大きな音がしたり、車で走っていてもガタガタしたりす

る所があります。市政とは関係ないかもしれませんが、細部までの点検をお願いします。 

・イノシシ、カラス、シバカキの集団、池の黒い鳥 etc.、農作物を荒らす野生動物を全滅できない

か？ 

・山際の集落では獣害により、生活が出来難くなり、消滅するところが予想されるため、この対策

を早急にお願いしたい。 

・不審者が多い。 

 

【医療・医療助成について】 

・医療費の見直し。 

・子どもの医療費を県内無料にしてほしい。成人の健康診断をもっと受けやすくしてほしい。 

・少子化対策に不妊治療の補助、全面治療の無償化。 

・乗り物を利用すればさぬき市民病院がありますが、もっと身近に利用できる診療所があれば良い

と思います。 

・さぬき市民病院に安心して通えるようにしてほしい。 

・さぬき市民病院の夜間診療の充実 

・市民病院の医師、看護師のレベルアップ。待ち時間の解消。採血をする人の技術ＵＰ。 

・少子化を問題にするならば、子供を持ちたくても持てない人の支援をすべき。都市などは不妊治

療の助成金は、体外受精からでなく人工授精から出してもらえる。通院も高松市内まで行くのが

大変。市民病院でも良いので、せめて人工授精まで出来るように、出来れば高度治療ができる施

設を！ 

・さぬき市民病院はそこで働く人にとっても非常に過酷で慢性的な人手不足だと聞いている。利用

者からも医療事故の多発や職員の冷たい対応などについてよく耳にしている。さぬき市唯一の総

合病院をもっと充実した市民にとって優しい場所になるように市が中心となって働いてほしい。 

・こどもの医療費助成制度について、窓口負担金が不要になったことは良かったです。しかし、さ

ぬき市、東かがわ市以外で受診した場合、やっぱり窓口での全額支払いが必要となり、病院での

証明をしてもらい、支所へ提出しないといけません。香川県下全域で予防接種（公費）のように

どこの病院を受診しても窓口負担が不要にならないでしょうか。さぬき市、東かがわ市以外の病

院に証明書を取りに行くのが大変です。 

・さぬき市民病院の医師の質の充実、看護師の質の充実。 

・入院設備のある病院がもう少しあればと思います。 

・市民病院の町内以外の対応に不満（急患で行っても断られる時がある）。 

・さぬき市民病院の救急車をすべて受け入れられるような病院になってほしい。現在は受け入れて

ないと思います。 

・子どもの医療費請求の書類の提出を無くしてほしい。 

・津田地区は医療機関、商業施設がほとんどなく、交通手段も乏しく高齢者は非常に困っていま

す。なんとか改善してほしいです。 
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【高齢者福祉について】 

・高齢者がいきいきと働ける職場があれば、健康、収入に余裕ができる。 

・高齢者が援助されるだけでなく健康な時代、自立して他人のために出来る事をする。又、世話を

されたり、世話をしたり出来るオープンな施設の充実。 

・高齢者に優しいまちづくり。 

・少子高齢化は逃れようがないので、その前提での施策づくり。「健康寿命」を 5 年のばす運動を

展開する。 

・高齢者の交通手段（山間部）に不便を感じている。免許証を返納した後どうなるか不安がいっぱ

いです。 

・介護のことですが、せめて香川県全体でシステムは同じにしてほしいと思います。申請の時、2

回とも困りましたので、さぬき市だけ申請しないと医師の意見書の書類をいただけません。先生

が今日患者が待っている間に書いてやると言ってもさぬき市だけ用紙がありません。高松の病院

には 2 ヶ月に 1 回しか行ってないのに困ります。これだけ介護を受ける人が多くなっているので

すから、どちらが先でもいいのではないですか。書類がそろわないのはよくないですが、どちら

が先でもいいのではないですか。聞くところによると改ざんがあるといけないからと聞きまし

た。大きい病院へはさぬき市の用紙を他の地域と同じように置いてほしいです。 

・高齢者が増えているので施設を増やしてほしい。 

・一人暮らしのお年寄りの見回り。 

・高齢者が今後も増加すると思いますので運転免許証の返納者に対する移動手段の確保を十分にし

てほしい。 

・介護サービスの充実。デイサービスを利用しているが毎日ではないので一人で家におらして仕事

を（高松市内）しているのですが、日中が心配で、さぬき市でデイサービスを利用できれば（現

在は三木町）事業所はあるけど入所してみなければわからないので事業所のよい所とか紹介して

ほしい。ケアマネをもっと増やしてくれて手厚いサービスをしてほしい。お金がないので施設に

預けることもできず、なるべく家でみたいが仕事もしなくては自分の生活ができないので、どう

にかしてほしい。 

・高齢者が高齢者同士で助け合い生活していける場所や方法を考え見つけてほしい。 

・今の元気なお年寄りがそのまま在宅で最期を迎えられる体制を作ってもらいたい。私も私らしく

自宅で最期を迎えたい。 

・安心して介護してくれる所があれば良い。動ける間、働ける所があれば良い。 

・高齢者に優しい街であってほしい。車を運転できなくても買物や病院に行けるような街に！ 

・過疎になった所に住んでいる者は年寄りになっても一人暮らしになっても自分で動けるまではそ

こで生活できるよう医療、買物などの生活の最低限を確保できるようして頂きたい。 

・市内にある温泉のシニア料金の対象を 65 歳以上としてほしい。市内にあるボーリング場のシニア

（65 歳以下）の利用料金補助。 

・これからはますます老人社会になるように思います。もっと老人が楽しめるような企画をお考え

頂ければと思います。 

・高齢社会になることが問題でなく介護を必要とする者を少なくすることが大切。年齢に合った運

動、高齢者の交流の場所、そして移動手段の配慮、一人暮らしの高齢者が安心して生活できる連

絡体制、移動マーケットの充実など介護を必要とする時期を遅らすための施策。 

・高齢者が増える中、健康で住みやすいまちづくりの推進。 

・独居や老々生活をしている自宅への訪問など町全体で見守りができる仕組み作りをしてほしい

（介護保険を利用しなくても）。ひきこもり老人を作らないまちづくり。年をとっても不便なく

生活がおくれるようにしてほしい。 

・利益から少しでも支払いができる体制をもった仕事で、高齢者が楽しく働ける事業があればい

い。遊ぶことより働ける場を作ることで高齢者の健康と楽しみを市が応援できるモデルになって

ほしい。 

・コミュニティバスで良い時間がない。さぬき市民病院の診察にて待つ時間が長い。終ってからバ

スがなくタクシーを利用するので、そのタクシーの利用費助成、診察費支払いで割引等を検討し

てほしい。 

・老後、孤独にならないための対策、支援。 
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・老人の住みやすいように。 

・高齢者が多くなります。免許返納した後の巡回する購買車が出来れば良いと思う。 

・今後全国的に、又、さぬき市内でも老人が確実に増える。健康が第一と思うが公共施設も積極的

に利用し市側よりも指導してもらいたい。 

・市役所玄関に押し車を設置してほしい。自治会の広報配達業者にしてほしい。年齢と共に身体が

動きにくくなるため。 

・高齢者が働きやすい（出かけやすい）環境を作ってもらいたい。 

・高齢者が多くもっと子供を増やす努力をする。 

・高齢者だけの家屋が増え、処理しようのない家屋（不在）の対策として市と不動産業者のタイア

ップにより高齢者の家屋を買い上げ、住んでいる高齢者にリースしてはどうだろうか（住人死

亡、価値が落ちた家を処分するのは大変）。 

・介護などの相談をした際にはじっくり話を聞きマニュアル通りにならず、何でも話が出来る雰囲

気を作れる相談員を育成してほしいと思います。 

・家に閉じこもりの高齢者が増加し、コミュニティバスがあっても便利に利用できず、また介護サ

ポーターのような人材がいてコミュニティがあっても足がないため参加できないので健全な老齢

期が送れていない、どうにかしてほしい。 

・発想の転換で老人のまちとして成り立つように。例えば終の住処は津田で。終末医療等を完備。

永代供養の墓地など。 

・福祉を充実してほしい。高齢化に向けて医療費の補助や家庭への声かけ、訪問を充実してほし

い。 

・介護と施設が必要な時、すぐ利用できる社会にしてほしいです。今つくづく思います。 

・少しでも安く入れる老人ホームを増やしてください。 

・年寄りにもっと楽しめる場所を作る。 

・高松市は琴電が 70 歳以上は半額ですが、さぬき市はなぜできないのですか。 

・年をとるにつれ、外出がしにくくなるので、車での訪問販売にて食料品を届けてくれる車が何台

かあれば、すごく助けられます。若者は仕事に出て、昼はいないので良いと思う。家族も安心し

て仕事に行けると思います。よろしくお願いします。 

・高齢化のまちにならないように。 

・高齢者が生きがいを持って働く（若い人のお手伝い）ができる仕事環境を作ってほしい。主婦の

パート仕事枠を広げてほしい。 

 

【子ども・子育て支援について】 

・子育てしやすい環境づくり。 

・お年寄りだけにではなく、子育て世代にも厚い支援をお願いします。これからの未来ある若者に

たくさんお金を使ってください。敬老の日のバラまきはいかがなものかと思います。生きたお金

の使い方を！ 

・市内で子どもの教育が一貫してできる市。 

・色々なアンケートに書いていますが、寒川保育所、幼稚園を合わせてこども園にしてほしい。3

歳児クラスがそれぞれにあり、色々な行事の時など効率が悪い。幼稚園に入園したかったが、3

歳児の人数が集まらず保育園に変更せざるを得なくなり経済的に負担になっている人もいる。 

・子育て支援の充実。 

・安心して子育てができるまちづくり。弱者が安心して住めるまちづくり。 

・保育園に近い所に入園できない人が増え、遠い所に預けている。 

・子育て世代への支援の充実（東京都のように）。 

・現在 5 歳と 0 歳の育児中です。新生児訪問では 5 年前も今回も保健師さん、助産師さんにとても

良くしてくださり、肩の力を抜いて育児しようとホッとしたものです。よく都会で耳にする待機

児童の話も、そんなにさぬき市では深刻でない気がしますし、めちゃくちゃ子育てしやすい！と

いうわけではないですが、特別困るようなこともありません。ただ、2 人目から保育料が無料に

なればなあ…3 人目頑張れるのになあと少しボヤいてみました。いつも私達市民のためにありが

とうございます。これからもよろしくお願いします！ 

・子どもがいる家庭に対して保育料などを見直してもらいたいです（2 人目は無料など）。 
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・幼、小、中、統合ばかりでバスが出ているとは言え保護者の負担（送迎など）が増えている。子

供の医療費、さぬき市以外の病院でも一旦負担する制度をかえてほしい。 

・子育ての充実できるまちづくり。 

・すぐにでも子供無料（医療、学校）を 18 歳までとする。 

・子育て支援（入学時の準備金など）。 

・フルタイムの仕事をしていたので児童館でお世話になりました。その時に思った事は終了時間が

早いため自分で迎えに行く事が不可能（職場が遠い）であり、後 30 分長ければ大変有難いと常に

思っていました。時間外はサポート制度を利用するべき事なのは承知しておりますが、そのまま

児童館でいさせて頂けたら安心だし、この上なく助かると思いました。もちろん時間外の延長料

金は高くても払いたいと思っていました。毎日でなくても延長できる制度があればとても助かる

と思います。 

・沢山の子供が大人になるまで安心して育てられる環境を市政といっしょに取り組めれば、と思い

ます。次の世代へ繋いでいきたい。 

・子供達との繋がりの中で道徳、技術などを教える。 

・子育ての支援をもっともっと充実してほしいです。よろしくお願い致します。 

・もう少し子育てしやすい町にしてほしい。保育料や預かり保育の条件、出産時の祝い金等、他の

町を羨ましく思う。若い人達が住みやすい町でなければ、若者は増えず高齢化の悪循環だと思

う。 

・働くのは高松、住むのはさぬき市がよい。子育てのための施策を充実させ、児童クラブでは有料

で弁当サービスを行ってほしい。三木市より、子育て施策が遅れているのが残念です。 

・子供や高齢者が暮らしやすいまちにする（医療費等、教育費等）。 

・子育てがしやすく子どもが生みやすい環境づくりに力を入れてほしい。自分達が年をとっていく

ことを想像すると高齢化に対するサービスや施策も気になるなーとも思う。 

・保育施設の面積の拡充を。狭い所では子供達がかわいそう。 

 

【障害者福祉、その他の福祉について】 

・国民保険税をもっと安く減少してほしいですね。これは障害者（知的障害者）の人達のためでも

あります。 

・障害者の駐車場に健常者の車を置かないでほしい。 

・障害者（本人）ですが仕事の出来る場、コンビニとか企業で働きたいのですが、その訓練が出来

る場を作ってほしいです。岡山などはあります。さぬきにも作ってください。 

・適切な生活保護の活用。 

・低年金所得者にとって出かける時の交通費負担はかなりきつい（高松市では半額補助）。 

・障害者、老人、子供、誰もが安心して住める場所。 

・将来を見据えた街づくり、高齢化、空き家に対しての処遇、若い人達が住みたくなる環境づく

り、をお願いします。 

・住民の環境に対するマナーが低い。河川敷にゴミを捨てたり犬のフンを放置して平気な人も多

い。モラルの底上げをはかって美しいまちにするため、市民を巻き込んで頑張ってもらいたい。 

・さぬき市民が手を取り合ってみんなが家族の様な市であればいいと思う。 

・少子化、高齢化、一人世帯、空き家、非農耕地化など山積しています。今のうちからより良いカ

ジ取りをお願いします。 

・自治会の人口減少等でますます住民同士のつながりが薄くなってきています。昔ながらのご近所

づき合い、ちいさなまちづくりを希望。 

・子供から老人まで市民全員が健康で明るく文化的な生活ができるさぬき市であってほしいです。

さぬき市に住みたい、さぬき市に住んで良かったと思える、具体的には分かりませんが、そんな

さぬき市であってほしい。 

・ライフスタイルの変化に伴い、家事、育児、仕事を両立する事が難しい母親等に住み（育った）

慣れたさぬき市で快適な暮らしが継続できるようなサービスを提供してほしいです。共働き家庭

の子供の親として。 

・福祉の手厚い市になってほしい。企業や仕事より、福祉に重きを置いている場所のほうが住もう

という気持ちになる。 
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・助成金が少なくなりイベントも徐々に減少しています。それにかかわるボランティアも高齢化し

負担になっています。これから先、増々少子高齢化になりますが、もっと若者層を取り入れたま

ちづくりができればと思います。 

・生活弱者への救済。引きこもり者などの救済。 

・福祉の充実と病院を増やして下さい。 

 

【観光・イベントについて】 

・スポーツ大会、音楽コンサートの招致、他。 

・もっともっと楽しいイベントを企画してください。 

・運動公園を整備して市がまちづくりイベントをやる。 

・マラソンやウォーキング、ロードバイクなどのイベントをもっと行うことで地域の歴史など、見

る所があることをアピールする。 

・大串半島の活用。大串マラソンやトライアスロンの開催。近隣では庵治マラソンなど大盛況なの

で。 

・志度の秋祭りが激しすぎだと思う。 

・花火、各町でせず１つにまとめる。 

・イベントに若い人の参加がほしい。 

・幅広い年齢層が参加できる祭りやイベントを増やし、地域の活性化に務める。 

・自然、源内さん関連のイベント、まちづくりなど。 

・縁結びイベントを年に数回開催してほしい。年齢問わず、多くの人が結婚したくても機会がな

い。 

・商店街などの利用、古い街並みを観光化に利用できないかと思う。源内資料館と連携した取組

み。 

・大窪寺を中心とした観光開発を望む。 

・温泉が多すぎる。3 ヶ所も必要ない。ドラマ、アニメなどを作り聖地巡礼などで活性化。 

・サービスエリアに足湯を作って（温泉）、観光客に利用してもらう。 

・大串半島の再開発。温泉、宿泊施設の撤去、テアトロンと同一のイメージのカフェ、レストラン

を望む。 

・美しい自然をみんなで参加できる行事や場所を作ってほしいです。 

・県外や市外の友人にさぬき市といえばここ！と紹介できるところがない。観光地や特産物など盛

り上げてほしい。 

・花火大会は成功だと思います。自然を生かしながら若い人達の例えば愛のスポット等を作ると

か。 

・「海から『さぬき市』を眺める」イベントを開催する（夏季に）。「出張なんでも鑑定団」を誘

致する。 

・冬時期以外でもイルミネーション等自宅に飾る人への補助金制度等が充実すれば夜の街がよりき

れいで明るいイメージが付くと思う。成人式があるように還暦式があって人生の今後、明るい将

来に向かって、又、人の役に立つ自分としてがんばっていけるような式典があってもよいかと思

った。 

・イベントがたくさんあり楽しめていますが、いまいち毎年同じようで、見に行く回数が減りまし

た。花火大会も（海側、山側）交互に開催すれば予算も少なくなるかも。大串半島の開発、子供

連れで楽しめる場に。オリーブを植えオリーブオイル工場を。 

・絵画等の点字を市役所でもしてほしい。図書館でも良いかと。寒川では足がなければ無理なこと

も。各地で細かくイベントをやってもらえれば参加しやすい。 

・外国人も八十八ヶ所参りをしているが簡易宿泊所がない。結願寺周囲がさみしすぎる。夜は真っ

暗、もっと市民が力を合わせて頑張るべき。門前だけもうけている。 

・門前町の充実化。昔ながらの「竹林糖」の復活。 

・大串半島の観光にもっと力を入れてほしい。せっかくの絶景があるのにもったいないと思いま

す。 

・大串温泉の再開。 

・海の活用、観光、津田の松原の活用。 
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・現在有る名所を生かして人が寄って来る名所になってほしいです。 

 

【食・特産品について】 

・自分の町の特産品（農業（にんにく）、漁業（はまち）、産業品（ドローン製作）をつくる）。 

・産業の活性化。例えば農協を中心に農業を株式会社にして商品作物を作り道の駅で売り、魅力あ

る道の駅にする。「さぬきといえば○○という」ものをつくる。経済活動を活発にして、若い人

から高齢者までが働いて食べていけるようなまちにしてほしい。又、ふるさと納税をもっと工夫

する。 

・産直所を増やしてほしいです。地元の野菜など新鮮な野菜、魚など市外から買物に来てくれるよ

うな場所。 

・全国的に知れ渡るような物がなにか 1 つでも必要なのではないか？また、何をするにも不便であ

る。県外に出た人、県外から戻ってきた人の意見を聞いたりして、それを実施しないといけない

と思う。 

 

【PR・広報・周知について】 

・大串をもっと自慢できるようにしてほしい。折角、テアトロンがあるので。 

・観光資源としての大串半島の認知度の向上。 

・料理教室や講演会等の公報をもっとわかるように知りたい。参加しやすい場所提供を望みます。 

・もっともっともっとさぬき市をアピールしてほしい。私は地元が好きです。どんどん情報発信し

てください。みろくとか自分の子供の時はもっと流行っていた。復活させてください。さぬき市

のために何かしたいと思っています。頑張れさぬき市！ 

・私は高松より津田に来た者ですが“津田の松原”は素晴らしい所と思っていたし憧れの津田と思

っていました。何とか津田の海、松原を他県にアピールしていただき、人が寄ってきてくれる素

敵な町にしていただきたいと思います。今は心が寂しいです。 

・これといって「さぬき市といったら○○」というものがない。普通すぎる。アピールするものを

どんどん作って活性化させる。 

・霊場のある市をもっとアピールしてください。 

・津田の松原（国立公園）をもっとアピールしてほしい。 

・地域の特産物のブランド化で知ってもらうことで観光客を増やす。さぬき市のマスコットキャラ

クターを新たに考える。 

・大串公園やテアトロンをもっとたくさんの人々に利用してもらえるように力を入れていただきた

いです。 

・各支所を残してほしい。全国放送のテレビでさぬき市をとりあげてほしい。 

 

【環境・衛生について】 

・近くの川の中の草やなるべく水がきれいに流れるようになったら良いと思います。 

・さぬき市の河川をきれいにしてほしい。何処をみてもゾッとするくらい汚い、草だらけ。 

・海岸線の保護、活性化をはかってください。 

・荒地の整備。 

・河川の整備（川底の掃除、土手の草刈等）。 

・津田川の草刈を年 1 回はしてほしい。 

・エフピコ方式のリサイクル活動の取り組み。四国八十八カ所がある市をゴミの少ないきれいなま

ちづくり。一人ひとりゴミの分別。若い親たちのボランティアグループの育成。 

・寒川町門入ダムに最近県内外の人がよく来ています。ダム周辺、周辺の水路にペットボトル、ビ

ニール、生活用品、缶…がたくさん捨てられています。元の環境（ゴミのない）にしてくださ

い。 

・資源ゴミの回収を月 2 回にしてほしい（缶、プラスチック、ビンなど）。 

 

【歴史・文化について】 

・遍路文化の振興（上がり三寺）。 
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【行政・市の取組への要望について】 

・市会議員の定数を見直す。 

・人口が毎年減る中、市議員の定数が坂出と同じ定数はおかしい。少なくとも定数を次回から議席

減らしてほしい。坂出と同じ定数はおかしい。 

・報酬と議員定数の大幅削減をすべき。 

・市議会議員の給料及び退職金の削減を望む。 

・市会議員の年齢定年制（若返り）65 歳まで。 

・市会議員が市民と対話をする事。 

・CATV で市政放送を流しているが同じような質問等を市長等に議員がしているがもう少し市民のこ

とを考えれば時間と給料のムダではないか考えるべきである。 

・市議会議員の数が多すぎ。 

・議員定数の削減 

・限られた財源を効果的かつ有効に活用してほしい。例えば未利用資産が多くあるにもかかわらず

新たに市の庁舎を増設することに理解できない。 

・無駄な税金の使い方をしない市。 

・市民税以外の収入源を確保しないと過疎化は止められません。人は結局、金に集まるのでまずは

財源の創出から入るのが効率的かと考えます。 

・みんな税金なのでどの旧町まんべんなく使ってほしい。特に道路の整備など。市会議員の数、給

料なしで議会など出たときの日当にし、財政の見直しをしてほしい（本当にこの人数がいるの

か）。 

・さぬき市の財政がもっともっと潤ってほしいです。 

・市政には本当に仕事ができる、がんばることが大切だと思います。 

・自治会の組織が地域によって世帯数や構成内容が大きく隔たりがあり、老人世帯ばかりの 20 世帯

足らずの自治会ではもうその体をなしていない。自主防災組織も無理、自治体ごとの個別の対応

も必要なのではないでしょうか？ 

・市民と地域コミュニティが自発的に活動しやすい行政であってほしい。行政を担う職員一人ひと

りがビジョンを語れる人材であってほしい。市民、地域と共に歩むことも大事であると思いま

す。 

・まずは足元の支出削減。窓口業務以外は残業禁止位の業務改善を目指してください（例、職員

個々に 10 分早く帰るには自己の業務のどの部分のムリ、ムダが改善できるか、年 2 回書面で自己

申告して頂く。続ければ時短につながる）。 

・市役所内外で（市職員）色々な勉強会等で知識も沢山もっていると思います。その知識やアイデ

ア等、もっともっと住民に知らせてあげる場があればいいと思います。又、行動でも示してほし

いと思います。 

・市の職員の質の向上。 

・アンケートにもありましたが、何が一番有効なのか（人口減少を食い止めるために）考え、選択

と集中が大切だと思います。民間経験者の採用をしてみたらいいのでは？（もしくは民間企業へ

の出向）。縦割りではなく課と課が連携して取り組んでほしい。市職員の方と接する機会もあり

ますが、本当に縦割り社会だなと思う事があります。民間に勤めている身としては理解しがたい

です。 

・新築を建てた時の助成金（東かがわ市は 100 万円）が出る様に早急に考えていただきたい。 

・本当に必要なところに税金を使ってほしい。 

・税金の使い方を精査し市民のために大切に使ってほしいと思います。 

・市の税金が適切に使われているか見えてこない。地域から生活改善のための要望を出しても、取

り上げてくれない。生活に密着した緊急を要することに、使用してほしい。 

・財政健全化に向け抜本的な改革を望む。市所有地の有効活用。不要地の処分検討。 

・高松市の経済を得るような政策に取り組もう。 

・限られた予算なのでまちづくりや施設の建設には優先順位を設けてメリハリをつけて対応したら

良いと思います。 

・建物の統廃合、移転等、コストカットに向けて行動しているのにランニングコストが減らず、住
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民サービスの劣化が見えます。地域全体で見れば結果的に悪い方向へいっていると思います。人

口流出もその影響ではないだろうか。どうせなら三木町に吸収される方向で検討するのも良いか

もしれません。 

・三木町は子育て充実で、さぬき市は何ができるのか？市民病院を中心に、健康長寿づくりなの

か？ 

・ふるさと納税などで収入アップし、お年寄り、子供が集まって楽しめる場所を作る。ふるさと納

税は東かがわ市を見習うべきだと思う。 

・ふるさと納税のシステムが分かりにくい。 

・支所が出張所になる事に不便さを感じるのではと思う。堅実市制も良いが市長自身に寄る積極的

市のＰＲが有っても良いのでは！ 

・女性議員が増えてほしい。もっと市民の意見を聞ける市政や窓口を設けてほしい。 

・歳入を増やさない限り前へは進まない。東かがわ市などと協力して良い悪い関係なくカジノなど

収入を増やすことを考える。何か収入を増やすことを考える。 

・健全な財政を目指して今後とも努力する。 

・旧志度町には会議場研修場所がない。なんでも南方面です。分庁舎ができれば、なお志度方面は

田舎になります。 

・市議会改革→さぬき市の進むべき方向性を市民に語り推進する。 

・かぐや姫カーニバル必要でしょうか？無駄遣いだと（税金）思う。そこにお金を使うなら、竹を

もっとアピールして特産品などアピールすれば良いと思う。かぐや姫を決めるのも意味がないと

思います。さぬき市としての統一した感じがない。それぞれの町のままの流れをくんでいて、さ

ぬき市であってさぬき市でないイメージです。 

・市民の声を聞き市政を行う。 

・固定資産税納税通知書の余白部分が無駄では？ 

・市政があまり浸透していないように思われる。日頃のメッセージ不足か、私自身の無関心さか、

わからないが。 

・廃校しても民有地を返還契約せずそのまま借地代を支払っている感覚では現時代ではダメでしょ

う。民間では採算とれずに閉鎖した工場などはすぐに清算してしまうのに、そのまま放っておい

て地代を払い続けていてもしかられない市役所職員は自分たちの怠慢を自覚すべき。市は税収だ

けに頼らず、自分達でお金を生み出す知恵をつけてください。 

・市に納税する金額を毎月同じ額にしてほしい。 

・転入してきた人に対して、もう少し色々な情報提供がほしいです。志度に転入して来て 1 年ちょ

っとですが、市役所からの情報を転入してきた者が初めてこんなことがありますかと聞いて情報

を教えてくれることが多いです。 

・人口減少と高齢化で行政も大変でしょうがコンパクトで効率化のまちづくりをお願いしたいと思

います。何の会合、集会、行事に参加しても行政出身者が多い顔ぶれが見られますが、一般市民

の参加をもっと心掛けたらどうですか。 

・学校がなくなり、ますます過疎化が進んでいます。どうお考えですか？無駄な役所の人員が多く

いると思います。窓口業務は正職員でなくても可能ではないですか？検討してください。他の市

町村を見てください。選挙の入場券を 1 人 1 枚のハガキ送付無駄です。よく考えてください。他

の市町村をみならってほしいことがたくさんあります。よろしくご検討お願いします。 

・財源になりうるものを見つけることとそれらへの支援、それに伴う市民への説明や理解を得るこ

と。 

・こちら寒川町東です。コミュニティバスに 1 日に 2～3 人乗っていたらいい方、1 人も乗っていな

い時の方が多いです。こんなもったいないこと、早くやめるべきです。自分のお金を出すのなら

誰もしないでしょう。人のお金だから続けるのです、許せない。 

・公共工事が始まる際、関係する家々に事前の知らせが一切ないのはおそまつすぎる。市道に関し

ての整備や草刈りなど、市からの知らせ・依頼が一切ないのはどういうことか。 

・志度ばかりでなく他の町にも力を入れてほしい。 

・長時間労働は抑制しなければならないが職員数は案外余剰気味の感じがする。それも課・地位に

よって差があると思います。 

・都市計画が滅茶苦茶。田んぼがかたっぱしから潰され住宅が建ち住民が増えている事へのしっか
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りした対策が必要。 

・将来に向けて色々な計画が出ると思うが、リーダーが一人で権利を振りかざすことのないよう

に、人間は一人一人考えがあるので、それらを上手にまとめられる人が必要と思う。ちぐはぐな

まちづくりでなく、さぬき市全体を良くしてくださるようにお願いします。 

・行政が主体となって何かイベントをやらせるのではなく市民から自己発生的なイベントが良い。 

・市職員から笑顔で対応してほしい（むっつり、見て見ぬ姿勢）、責任回避。 

・常に市民目線で何事にも取り組んでください。 

・さぬき市内の各自治会は市を支えている細胞です。この細胞の活性化こそが市発展の源です。そ

のため自治会活動のためには予算を惜しみなくつぎ込み、その活動の中から市発展のアイデアが

生まれ、健康づくり、そして医療費の節約となり日本一健康で明るいさぬき市となることでしょ

う。 

・自治会やら老人会やら婦人会やら組織がよくわからない。さまざまな団体への助成金で飲食して

いるのが非常識。“昔からしている”を断ち切ってほしい。 

・道路を作るにしても当然予算があり、それに見合う物を作る事になりますが、長期的に見て役に

立つ物を重点的に少しずつ予算に入れてほしい。 

・支所を減らして出張所にする→人件費多すぎ（ムダな人も）。公園が少なすぎる。町を合併して

マイナスが多い。何にしても行政のスリム化、ハイテク化、ムダが多い、かなりひどい市だと思

います。 

・本庁から支所へ出張して、その時その時の市政状況を市民に説明してほしい。 

・行政に携わっている人達は自分のことより市民の為に私は必要だと頭に持ち頑張って頂きたい。

月給どろぼうにはならないでください。 

・議員数削減、報酬減額（ボランティアにしてほしい）。 

・スマートフォンやパソコンが普及しているこの時代にさぬき市のＨＰを見ようと思わない。開い

た時に明るい色を使い見やすく楽しく、を目指してほしい。さぬき市からのメールももっと簡単

に使えるようにしてほしい。 

・健康で安全に暮らせる市政を望みます。 

・色々な所で生活して来たが、さぬき市程広報の枚数が多い所はない。我が家では不要な連絡がた

くさんある。学校（小、中）の活動とかいらない。子供もいないのに全て不要！まだまだ数多く

あります。 

・市会議員の削減、北海道剣淵小学校の交流を縮小するなど必要かも。税金を使用するために人数

の確認をしてほしい（自治会補助金の人数、各地区の自治会員に対する補助金）。 

・少子化対策の充実。最近さぬき市役所に行く事があったのですが、中に入ると雰囲気があまり良

くなくて行きづらいです。もう少し雰囲気を良くしてもらえれば気軽に行けると思います。 

・住民自身が自分で考え行動し、創造していく新しい自治体のスタイルを模索したい。税金の運用

を行政に委ね、頼るだけで受動的になっている今の制度や体制を見詰め直す時期にきているよう

に感じています。住民にスポットを当てて、当事者意識を育んでいく事が大切と考えます。100

年位の目標で粘り強く引き継いでいく覚悟で。 

・市を通じて国の補助金制度の申請をしていましたが、さぬき市に予算が下りなかったと言われ、

補助を受けることができませんでした。予算の組み方や市の職員の質を高めていただきたいで

す。 

・議会と市民の関係性、個々の議会と市民の関連性がいまひとつわからない。職員数の見直し（今

現在の職員数がいなければ市役所がまわっていかないんでしょうか？）。 

・市議会は原稿を読むのではなく、その時々の自分の生きた言葉で討論してほしい。その方が市民

の関心は強くなると思います。 

・市役所に行った時に思うには民間にはない程働いている人がのんびりして暇そうに思える。人員

を考え直してもっとてきぱきした職場にすればと思われます。 

・職員の意識改革と無駄の排除、財政の健全化、合併後の問題、課題解決の先も見えてきたのでは

ないか。過去にこだわることなく未来に向かっていくべきでは、コミュニティの活性化、高所、

広い視野で英断をもって取組んでほしい。他市との合併？ 

・昔の慣習でしていることが本当に必要かどうか精査すべき。香川県の人は特に保守的で偏った考

えの人が多いからそれに合わせていると、若い世代は進学や就職で外に出て自由な世界を知ると
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帰ってくることは少ないことを認識した方がいい。 

・市役所の人達のやる気が感じられません。もっと真剣に取り組んでください。子供の将来が不安

です。 

・目玉計画を作り、合併後の一体化を目指す必要有。アンケートのレベル？ 

・旧町（志度、津田、寒川、大川、長尾）には少しずつ違った特徴があるので、各地区のニーズを

よく把握し、適切な市政を期待します。 

・市議の活動内容、政策活動費の公開、市議会の議事録の即時公開です。 

・最近の「広報さぬき」は行政の一方的な報告、通知のみでページを開く気がしない。せめて１～2

ページでも市民の声を掲載してください。 

・支所の合理的な整備と適正な人員配置。 

・このまま推移すれば 10 年、20 年後、さぬき市がどのようになっているのか示し、その中で行政

はどうするのかの方針、市民は何を協力するのかの検討、人口の減少にどのように対応するか？ 

・権利を主張して義務を果さない人が得をしないよう。例えば税金等は必ず０に近い位集金する。

今回のアンケート調査は良いと思います。 

・難しい政策立案と行政監視を市当局と市議会にお任せしているので、二元代表制の緊張感が緩ま

ないよう、皆で注意しましょう。総合計画は評価結果を市民に公表してローリングする必要があ

ります（作りっぱなしはダメ）。 

・他の市・町と比べて住民税が高すぎます。これでは若者は市から離れていきます。市内の民間企

業の平均年収と比較しても職員の期末手当はもらいすぎです。基本給が高いのでそうなるのでし

ょうが…。まずは市が努力すべき。期末手当で減額したお金を他の財源にまわすことで少しは豊

かになります。努力していることを少しは見せてください。 

・少子化、人口減少解消に躍起になるのではなく、小さな自治体ならではの長所を生かす方策を練

ってほしい。 

・お祝金や支援金、地区ごとの催しなどが十分に伝達されていない感がある。よいまちづくりを目

指して着手したことはやり遂げていってほしい。PDCA あるのみ！さぬき市大好き人間は私の周り

にあふれています。ありがとうございました！ 

・もう少し税金を無駄に使わず有効に使って欲しい。市議の人数を減らす。 

・子育てには優しく約 30 年前よりはされているような感じ。しかし、その 30 年前に子育てが終わ

った世代には何も優しい環境がない！子供にかかったお金は全部出し子育てが終わり年金の支払

いの時はだんだん少なくなり、この時代の人間はどうすればいいのか！少しでも市政はこの年代

に優しくしていただければいいな～と思っています。 

・マイナンバー（カード）を活用し、窓口業務をインターネット手続きも可能にし、24 時間サービ

ス化もする。窓口人員を減らし、その分福祉、教育などへまわせばどうでしょうか。 

・無理せず、背伸びせず、身の丈に合った姿勢で望めば良いと思う。対子供にも対老人にも必要以

上に無理することはないと思う。本当に住みやすい環境とは、を考えなければならないと思う。 

・市民が幸福に思える行政を望みます。 

・海側に商業、山側に観光を固め、よりよい区分けをして、財源を割り振っていく 

・市は何に取り組んで、何を目指しているのか知らない。 

・市と市民との距離が遠いと感じる。このパブリックコメントのように、半ば強制的に市民が考え

る場をつくるといい。 

 

【その他】 

・今回のアンケートに対する集計結果とそれに対する今後の取組みについてのフィードバックを強

く要望します（特にアンケート記入者に対して）。 

・私自身、今現在子育て世代でも高齢者、障害者福祉を受ける状態でもなく、働いてもいないので

アンケート内容にピンと来てない点が多く参考になる答えになってないようです。申し訳ありま

せん。 

・このアンケート結果がどんな効果があるのか？どこで活用されているのか？単に結果をまとめ

て、各課に紹介でしょうが、これだけのアンケートをやらせるならその効果があったことを公表

してほしい。それならやったかいもある。 

・アンケート調査を行うのは良いが、その後のアンケート結果を公表。 
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・インターネット利用を身近に感じられるところの充実。 

・職場に対する給料の見直し。給料を増やしてほしい。 

・ひとり暮しの人が多くなった今、コミュニケーション、交流が取れる場所がもっとあったら良い

と思う。 

・もっと女性が活躍できる所がたくさんあれば良いと思います（もっともっと女の人が前に出てい

けるまちづくりが理想です）。 

・第 1 次産業にもっと活力を。 

・一人ひとりが市民としての自覚をもつ。そのための人づくりをしていかなくてはいけない。人づ

くりは人まかせではできないし、人づくりは人でしかできない。 

・まちづくりは人づくりだと思います。 

・地域活性化を行うには若者の力が必要だと思います。香川大学などに地域活性化プロジェクトを

作ってもらってはいかがでしょうか。 

・休日の対応がもっとできるようになればいい。 

・高松や徳島への勤務する人を増やす取り組み。 

・現在小中学校で廃校になったり合併したりになっているところがありますが、その小学校が無く

なった後、何に使うかまとめて表示してほしいと思います。 

・若い頃は活気が無い事に不満でしたが、60 歳を過ぎると活気の無い、まったりとした空気が気に

入っています。志度の町で 60 歳以上の人を見ると幼い頃のなつかしさを感じ、共にここで年をと

ったなと思いホッコリします。暖かい町です。 

・今の環境が長く続くことを希望します。 

・周囲に若い人を見なくなったのは寂しいかぎりです。小学校がなくなり中学校もなくなり、つね

に志度あたりが中心で津田、鶴村は寂しいかぎりです。また、八十八ヶ所の事も長尾中心で、な

んとなく津田鶴羽は忘れられている気持ちがします。 

・私は 80 すぎて一人暮らしです。望む事といっても別にないけど 1 日 1 日が元気で暮らせたらい

いと思っています。カラオケは好きなのでよく行っています。アパートに 1 人で住んでいます。 

・経済的なゆとり。 

・農業・水産業の先進的な育成をめざし発展させる。 

・下水道にして水道料金が高くなりましたが、下水道にしてない家もあるので今思えばしなかった

ら良かったと思いますが、安くなりませんかね。 

・ある物を利用する。 

・大学、研究機関と連携しまちづくりを行う。例えば、香川大学の地域活性化プロジェクトのよう

なことをする。 

・エネルギッシュに活動されているグループ（例、さぬき舞人、志度まちぶら探検隊など）もたく

さんあるので、そのような方々がもっと増えればいいなと思います。 

・まだ生活排水で米が作られている。多分その家は理解していない。自分達の生活排水が溝に流れ

ていてその水で農家さんは米を一所懸命作ってくれていること。その水が直接海へ流れているこ

と、ここに来てちょっと信じられない事実でした。生活排水米ですよ。 

・海あり、山あり、田もあり広いさぬき市のまちづくりは小さいコミュニティで考えたらどうでし

ょう。 

・皆で相談したいです。 

・表面だけしかやさしく接しないので、心の病をわずらう人が多い。 

・さぬき市に住み始めて数年が経ちますが、日々育児、家事、仕事に追われ、気が付けばさぬき市

の事もよく知らず、「幸せ」について考えるヒマもなかったように思います。今回のアンケート

を機に色々調べたり考えたりする良いきっかけになりました。ありがとうございました。 

・三木と合併する。 

・市外転居者への居場所作り。 

・市政だけでなく市民も一緒になって取り組めることが大事だと思います。しかし何か新しいこと

を始めるのは一般市民にはなかなか難しいです。市民にとって利益のある形で参加する敷居を下

げながら事業デザインしていければ良いだろうなと思います。 

・さぬき市の発展は害獣駆除から小さな田畑でも作物が出来ればうれしく又、生きがいになりうる

ものである。普通の生活が出来るまちづくり。 
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・限界集落になりつつですが全地区全員が参加できるいきいきネットのふれあい感謝祭を楽しみに

皆さん出かけて来ております。小学校がなくなり子供たちの声が聞こえなくなったのがこんなに

も地域が盛り上がらないのかと痛感しております。 

・年寄りが多い町になると思いますが、よろしくお願いします。役に立つことがあれば役に立ちた

いと思います。 

・月に 2 回位市の体育館など利用したストレッチを中心とした年齢に関係なく自由に参加できる体

操を企画してほしいと思っています。 

・開かれたまちづくり。 

・山間部の生活状況に目を向けてほしい。 

・不燃物の回収を月 2 回にしてほしい。人は立たなくてもいいのでは。 

・将来日本の人口はどこまで減るのかと思います。未来の市は、コンパクトにして、レインボー通

り周辺のような、田畑と住宅のバランスのよい市街地にして、さぬき市のシンボルになるように

願っています。未来の世代のために。 

・少し東かがわ市と三木町のまちづくりを見習ってください。現在のやり方は一部の人だけの町に

なって住民のほとんどが不満を持って生きています。市長が津田の人なのにおかしいです。 

・現在の状況を維持してほしい。 

・公共料金等の低減。 

・財政の厳しい中、市民も協力してまちづくりに参加すべきだと思いますが、それぞれの立場で参

加出来る状況で、と言うことが大事だと思います。 

・合併する前の５町から現在に至って、それぞれの町の人口、商工業、教育、医療など多方面に格

差が出てきているように思われる。どの町に住んでいても安心して暮らせる町づくりを考えてく

ださい。 

・市の発展よりも毎日が和やかに暮らせ、それを持続できるような郷土が望みです。 

・独自性のある町づくり。 

・合併後 16 年経過、これまでの「統合」から市民の自主的、自立的な活動を主体とする「分化」へ

の転換を…。 

・公民館でイベントがある時はバスを出して多くの人の出会いが楽しみです。 

・志度をもっと発展させる政策が必要。 

・小さくても我が家の団らんが一番。 

・市報を見て、現在のさぬき市の実態がわかるように解説がほしい。平和は一番大切なことで、平

和月間があってもいい。 

・もう少し活性化されるといいと思う。 

・私自身 60 歳なかばこれから 5 年、10 年と年寄りだらけの世の中にやさしい病院状況、スーパ

ー、その他もろもろ、さぬき市が少しでも過ごしやすいまちなりますように…。 

 

 

 


