
町政要求アンケート結果
（３つ○を）　結果の数値は10月末時点での回答数の総計値です。

①　高齢者福祉・医療・介護の充実 → 249
　　　
②  生活環境の整備  　　　　　   → 122
　　 
③　子育て支援の充実　           →  99

④　農林業の振興      　　　　　 →  96

⑤　商工業の振興         →   89

⑥　学校教育の充実       →   72
　   
⑦　母子福祉、障がい者   →   59
　　福祉の充実 
　　　　　　　
⑧「美しい村」の取り組み →   58

①　上下水道料金の値下げ →242
　　
②　ゴミ袋の値下げ       →142

③　安全対策（信号機     →122
　　街路灯等の設置）
　
④　道路の整備　　　　　 →114

（いくつでも○を）

①　医療費の負担軽減           →228 
　　　　　　
②　介護保険料と利用料金の軽減 →214

③　家族介護者への支援         →160
    
④  介護施設の増設　　 　     → 149 

＜意見・要望＞

（いくつでも○を） ＜意見・要望＞

（いくつでも○を）

①　近隣病院での産科再開      → 197
  
②　高校卒業までの医療費無料化 →143 
　
③　保育料の値下げ            → 115

④　平日夜間小児急病センター  → 112
    の時間延長   

① いじめ・暴力のない学校 →209
 
② 父母負担の軽減         →130 
　
③ 通学路の安全対策       →127

＜意見・要望＞
④ 中学校での30人学級実現 →118

⑤ 就学援助・奨学金制度の →116
　　充実 
　　　
⑥ 郷土学習の推進         → 74
　

①　農業の担い手育成           →181

②　有機・無農薬農法の推進     →143 
   ・販売促進

③　地産・地消システムの構築   →136

④　町特産農産物生産と加工援助 →133

＜意見・要望＞

①  農地の保全と農業振興      → 145
    
②  田園環境の保全に向け     → 133
　  ての条例整備

③　ウオーキングコースの整備 → 125 

④　おもてなしの心の養成     → 124

（いくつでも○を）

＜意見・要望＞

（いくつでも○を） ＜意見・要望＞

⑨　保健衛生の充実       →  49
 
⑩　文化・スポーツ  　 　→  28

⑪　防災・消防対策   　　→  26

⑫  その他               →  18

⑤　一人暮し高齢者の生活   　  
　支援（配食サービス等）→122

⑥　交通手段の確保      →109

⑦　生きがい活動の充実
 （つどい事業等） 　　　→ 75

⑤　子ども医療費の窓口
　　払い廃止　　　　　 → 85
　
⑥  児童公園の増設・充実→55 

⑦ 「サポートてるてる」　　　
　　利用料金の軽減      →24

（いくつでも○を）

①　空き店舗の活用         →162
　　　
②　町特産品の開発・援助　 →155
　　 
③　企業誘致               →128

④　商店街活性化への援助   →127 

⑤　森林育成援助、マツ　
　 クイムシ対策    →110
　    
⑥　鳥獣被害対策   →101

⑦　森林セラピー   → 58  

　　の推進

（いくつでも○を）

⑤ 地域循環型の町経済 →80
　システムの推進　
　
⑥ 自然エネルギー     →72
   の利用推進
 （水力発電など）

⑦ 低金利の融資制度   →52

＜意見・要望＞

⑤　花とハーブの里→ 119
    づくの推進         

⑥  建物（高さと色）
   ・広告物の規制  → 87
  　　
⑦　絵画・写真展   → 40      

⑤　低家賃公営住宅の建設 → 74
　
⑥　地元建設業者利用の　 → 55
　  住宅建設への建設費助              
　　
⑦　地上デジタルテレビ
   放送準備への支援      → 50

（いくつでも○を）
①　美術館など既存施設の
　　有効利用              →169
　　
②　図書館の整備・充実    →115

③　生涯学習の充実        →103

④　文化スポーツ・レクレー
   ション教室の充実       → 87

⑤　文化財の保護対策   → 61

⑥  町の歴史・文化の
    展示コーナーの新設 → 54

⑦　文化（短歌、童謡等）
　　の町づくり         → 21
　

＜意見・要望＞

（いくつでも○を）

①　東山一帯の土砂災害対策→185
　　
②　避難施設の耐震化工事  →101 
   推進（自治会集会所など）

③　 自主防災組織の
　　活性化・指導援助        →84  

④　震災建物倒壊予測図
    の作成　　       → 83 
  
⑤　消防団員の確保   → 77

⑥　防災・消防機器の
　　充実             → 73

＜意見・要望＞

（いくつでも○を）

①　働く場所の確保支援     →226 
  
②　歩道の段差解消      　 →113

③　使える制度と申請
　　方法の周知　　　　     →102
(県の高校通学費補助制度など）　

④　障害者自立支援法の
    応益（サービスに応
    じた）負担の廃止　  → 93

⑤　福祉有償輸送サービス
    の料金軽減          → 89
 

＜意見・要望＞

（いくつでも○を）

①　認知症予防対策   　  → 187

②　子宮頚ガンワクチン
    接種の公費助成       → 160
　　
③　ガン予防対策         → 152

④  脳血管疾患（脳出血、　　    
　  脳梗塞など）対策  →134

⑤  40歳以下の国保被
　  保険者の健康診断  → 88
 
⑥　精神保健福祉事業
    の充実           →  77

＜意見・要望＞

シ.その他 ＜意見・要望＞

＜意見・要望＞
①　年金・医療・介護の改善 →242
　　
②　雇用の確保、正規
　　雇用の法制化   　    →187

③　国民負担によらない
　　財政再建    　　 　　→151

④　不公平税制の改善 →119

⑤　武力によらない
　　平和貢献　　　　 →111
 　　　
⑥　地方行政への国
　　の財政支援強化　 → 84

（３つ○を）

・子宮頚ガンワクチン接種の公費助成はすぐにでも
　実施して欲しい。
・保健衛生は予防対策に力を入れるべき。
・認知症対策の充実を。
・40歳以下の働き手が安心して仕事ができるように
　健康診断を実施して。　
・無線放送でタバコの害、病気予防などの話を。

   

・収入のない高齢者は医者に行けない。お金の心配
　なく医者へ行きたい。
・介護保険料、国保料が高い。年金者には大変。
・車の運転ができない高齢者のタクシー代負担は大
　きい。引っ越しを考えている人が多い。
・特別養護老人ホームを増やして。
・家族介護者への支援を。
・高齢者でも社会参加できるシステムを。

・安曇総合病院に産科がないのはおかしい。
・子育てしやすい町に。特に、保育料が高い。
・子ども、若者、老人が楽しめる公園を。
・高校卒業までの医療無料化を。松川村でできて
　なぜ池田町で、できないの。
・児童館充実を。料金の軽減を。
・困った時に利用しやすい病後時保育を。

・この町の良さを学習・体験し、郷土を愛する教育
　を。自分の住んでいる町を知らせる活動を。
・一人一人のちがい、命を大切にする教育を。
・低収入の家庭への援助の充実を。
・少小人数学級での教育を。
・いじめ等への対応を学校、家庭、社会でもっと。�

・企画推進本部を設置して情報の発信とだれもが
　楽しんで参加できる具体的方法を示されたい。
・サービス精神をもったおもてなしを（特に公的
　機関）。訪れてくれた人に感謝の心を。
・「花とハーブの里」に、さらに、「美しい緑の
　　町」へ。　　

・特に、水道料の値下げを。少なくとも県・全国
　平均並まで。
・ゴミ袋の値下げを、大のゴミ袋を。         
・１～３丁目の道路整備を（車が停車しており　
　自転車にぶっかりそうで危険）。
・街路灯が少ない、整備を。特に、会染地区、中
　学生の学校帰りが心配。�        

・弱い者、高齢者をいじめない政治を。
・憲法9条が大切。憲法を守る取り組み強化を。
・年金生活者です。年金の減少、国保・介護料・
　税金の増に加えて消費税では、もう限界です。
・雇用の確保、正規雇用の法制化、高卒でも働け
　る職場の確保を。
・共産党へ：弱者の声を代弁して。

・老後の不安がなく、若者が定住し、子どもが安心して住め　
　る町に。独自の町づくりを。
・町の施設（美術館など）は計画時の見込み違いが多すぎる。
　今後、間違いがないように。

・町と住民の共同による町づくり、町の振興を。
・町にお金がないなら、「知恵とずく」を出して真剣に研究し
　対応する取り組みを。
・水道料などが高いので若者が隣村へ流出するのが気にかかる。

　アケートご協力ありがとうございま
した。結果の概要をお知らせいたしま
す。意見・要望は多かった意見、重要
な意見を掲載させていただきました。

・歩道段差の解消（県道大町明科線など）を特に
　望む。
・障がい者、高齢者の居場所を作って欲しい。
・福祉に限らず、使える制度と申請方法を広く
　知らせて欲しい。
・町は母子家庭、障がい者家庭の実態をよく把握
　して、血の通った行政を。
・一人暮し女性への支援を（仕事がない）。

・有機無農薬の里になるように町の支援を。
・特産農産物の育成を。
・農業の後継者がいない。担い手対策を。
・森林整備に町の支援を。
・マツクイムシ対策は急務。
・遊休農地を生かす施策を。
・池田の朝どり野菜を直売して。

・町特産品の開発、商店街の活成化は行政と
　関係町民が連携して計画を立案し、具体的な   
　活動内容を町民に知らせ、協力を呼び掛ける。�      
・小布施に学んで、町は空き店舗の実態把握と
　活用推進（借りやすいシステム、解体等）を。
・町の水路で小型水力発電を。
・福祉事業を主体とした循環型町づくりは
　できる（山形県最上町）。�       

・図書館の本が少ない。読みたい本がない。
・仁科典峰さんの漆蒔絵は素晴らしい。池田の
  宝として展示コーナーの設置を。
・スポーツの機会を与えて欲しい。年寄りでも
　気軽にできるスポーツ教室を。
・旧池田鉄道の駅舎整備を。倉保存への支援を
・「てるてる坊主」の館の運営方法の改善を。
・気軽に利用できるトレーニングジム施設を。

・必ず災害は来ることを前提にした対策を。
・家にいるＯＢの活用を。高齢者でも自主防災
　組織で働ける、活用して。
・池田町は構造線の真上にあるので、地震によっ
  ておこる被害の詳しい分析と対策を具体的に
  示して。
・普段から危機発生に備える情報提供を。

 

　

１．町で、特に充実して欲しいことは何ですか。

コ．文化・スポーツで何を望みますか。

ア．高齢化社会の充実に向け何を望みますか。

イ．子育て支援の充実で何を望みますか。

オ．学校教育の充実で何を望みますか。

回答者数　354　　男性：133　女性：143　　年齢：２０代　３０代　 ４０代　　５０代　　６０代　　７０代以上
（回答率 10.4％ ）（性別、年齢は記載された数）      6       29       37        61        81        93 　　

カ．農林業の振興に向け何を望みますか。

ク．「日本で最も美しい村」連合加盟にふさわしい取り組みとして何を望みますか。

ケ．生活環境の整備に向け何を望みますか。

キ．商工業の振興に向け何を望みますか。

サ．防災・消防対策で何を望みますか。

ウ．母子（父子）福祉、障がい者福祉の充実で何を望みますか。

   

エ．保健衛生の充実で何を望みますか

２．国政で今、取り組んで欲しいこと。

   


