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資料編 

 

（１）自由回答 

一般住民調査 問 24 今後の大山崎町政やまちづくりに対するご意見やご提案 
  ご意見やご提案 

1 住民税の負担を小さくしてほしい。水道料金の負担を小さくしてほしい。 

2 公園内の草木を程良く代採して頂たい。緑化整備も必要かと存じます。 

3 西国街道の整備 

4 細かい大山崎町の人口をインターネットで見れるようにしてほしい。また、このようなアンケートをネットでできるよ

うにすれば、仕事量が減るのでは？答える方もそのほうが良い。 

5 大山崎に住んでまだ１０年未満と短くはありますが、他県から来たものとして大山崎の文化、生活レベルは低い

ように思います。主に買物の不便さ（車が必要になる）道の汚さ（ペットのフン、土地の雑草の放置、河川の汚

れ）が大山崎町民の金銭的な裕福さに比べると低いと思います。また、現在あるスーパーや商店の扱う商品の

鮮度や味、接客のレベルも町を離れて外に買いに行く要因となっております。日々の大山崎での暮らしにこの

ような不満や改善してほしいことはあれど、このようなアンケートの機会がなければ、ただ思って町を離れるだけ

になっていたと思うので、今回は良い機会をあたえていただいたと思いました。 

6 ＪＲ山崎駅の改札を線路の反対側にも新たに設けて、踏み切りを待たなくてもいいようにしてほしい。あとはもう

少し緑の豊かな公園やおしゃれなカフェやレストランが増えたらいいなと思います。 

7 駐車場が少ないのを何とかしてほしいです。せっかくイベントに出かけても駐車場が無いｏｒ満車であきらめる事

が多々あります！イベントが重なる時なんかは小学校のグランドを臨時として使うとか何とかしてほしいで

す！！ 

8 よりよい町になるように期待しています。 

9 病院（小児、耳鼻、眼科、ひふ）やスーパー、薬局がもっと町内にあればいいと思う。水道代安くしてほしい。 

10 水道代が高い。公園がなさすぎる。子供を育てたいと思わない。道路が狭い。店がない。活気がない。歴史の

街なのに、有効できていない 

11 バスの本数が少ない為、車などの足が無いと不便。食料、日用品が充実した店を地区ごとに一つは欲しい。夜

間時、外が暗過ぎる。初めて夜に町内に来た人は引く程度には暗い。図書館の図書も含めＣＤなど物が少な

い。 

12 引っこしてきて間もないですが、近所の方もあたたかく住みよいです。これからも素敵な町づくりに協力していき

たいと思います。 

13 歩道が狭く、車の通行が多いので整備してほしい。保育園の内容を充実してほしい（もっと教育に力を入れ

る）。 

14 大山崎町は車が通るばかりの場所であり、環境が良いとは言えないので、もう少し空気のきれいな町にしてほし

いです。 

15 大山崎町はすごく好きです。もう少しお店があるとうれしいですが、だからといって山や畑、田んぼなど自然を減

らしすぎることには反対です。自然のある町並も魅力の１つだと思います。 

16 水道代が高すぎて（生活の必需品なのに）住みにくいし、ずっと住もうと思わないです。自然がいっぱいなのが

大山崎なのにだんだんと緑がなくなっていくのが悲しいです。 

17 水道代を安くしてほしい。ＪＲ（長岡京）行きのバスの本数を増やして欲しい。 

18 水の塩素濃度が強い気がします。もっと安全できれいなおいしい水を使用できるといいなと思います。 
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19 私は大山崎町がくれた人間関係やステキな思い出がとても大好きで宝物です。この町はみんなに自慢したくな

ります。紹待したくなります。こんなにもあたたかい町は他にありません！！長岡京市と合併する、というウワサを

よく耳にしますが、ぜったいにイヤです！！私はずっと住み慣れた今の大山崎町が心から大好きです！ 

20 水道代が高すぎると思います。あと、まだまだ街灯が少なく、夜になると危ない所も多いです。しっかり考えてい

って下さい。 

21 役場の窓口での対応についてですが、１２：００－１３：００の間に行くと窓口と不機嫌な顔をされたことがありま

す。その時間にしか行けないのに、そういう態度を取られると、腹が立ちますので、どうにかして頂きたいです。

そういった態度を取る方を窓口に置いておくのはどうかと思います。 

22 住民と行政職員の関わりがうすく感じます。新興住宅地の増加で住んでいる人の“顔”が見えづらくなった。 

23 天王山など自然が豊かで住みやすい土地だと思います。商店が不足しています。（特に大山崎町）切望しま

す！！ 

24 子供や若い世代、青年が希望を持ち安心して暮せる町を望んでいます。生まれた時から住み続けている町な

ので、大山崎町を今より良くしたい気持ちが友人も持っています。若者が参画できる町のイベントなどを起して

頂きたいです。 

25 財政難が見込まれるので、合併について真剣に検討すべき。大山崎ポンプ場は、町の生命線なので耐震強化

と設備の更新を至急に実施すべき。道路公団から町の運営について費用負担（固定資産税等）を求めるべき。

町議員の定数半減させ費用のコストダウンを！！ 

26 大山崎といえば自然、緑の良さは大切だと思う。だいたい高齢者の介護とか今後重要になってくるので力を入

れてほしい。住民の数に比べてスーパーとかが少ないのであれば良いと思う。 

27 緑が多く自然豊かというのをよく目にしますが、 近の住宅増加に不安を抱きます。土地があるのなら大型遊具

のある公園整備を希望します。 

28 山崎駅にエレベーターを設置して欲しい。図書館をリフォームして欲しい。ひとつひとつの行動にスピード感が

欲しいです。 

29 ＪＲ山崎駅にエレベーターがほしい。災害対策の充実。淀川河川公園に遊具設置（小さい子どもむけ） 

30 子どもを育てやすい町を希望します。 

31 中学校の給食化、是非とも実現お願いします！！保育所、学童の子供達に対する活動を守っていってほし

い。その為には行政の支援が必要。指導員の正職化等お願いします！！ 

32 水道料金の例のように後々のことまで十分に検討、住民の理解を得た上での町政をのぞみます。円団の建て

かえを行政主導で推進しなければ老朽化がすすむ一方だと思います。 

33 ゴミの収集が２袋は少ない。二世帯なので他の家族よりゴミの量も多いので考えて欲しい。働きたいから保育所

にあずけたいのに働かないと保育所に入れられないのはおかしい。対応も悪い。 

34 水道代が高い 

35 水道代がとにかく高い。その上、まずい、昔はうまかったはず。子育て支援が少ない。円明寺なんて超高齢化し

ている。もう少し老人より子供にお金を使わないと未来はないと思います。 

36 円団南の西側の山すそには春～夏にウグイスが飛来し風流であるが、宣伝カーの声で逃げてしまう。騒音は自

重していただきたい。図書室は幼児～児童向けが進み専門書が少ない。小学校の図書室を開放して町の図

書室は閉館して資料館内にやりムダ削減せよ。シルバー世代だけでなく、若年～壮年の無職者に対しても人

材センターを介して短期の労働を紹介するなどして、日々の生活に困らないような、独自かつ円滑なシステム

が欲しい。町が保証人代わりの大山崎ニューディール。 

37 子供の育成、障害者の配りょのある。ご家族が安心して明るく暮らせる街づくり。その結果、若い人が集まり活

性化するよう願っています。 
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38 緑があって、治安が良いのが 大のメリットだと思います。それを維持する事が一番かと思います。商業施設に

乏しい分、長岡京市への交通の便を良くしてほしい！！特にＪＲへのアクセスが悪く、このままなら引越を考えて

います。 

39 交通の便が悪すぎる。道が狭く騒音がひどい。ショッピングセンターがない。水道料金が高い。歩道が少ない。

図書館が小さい。 

40 官から民や出来るだけコストが下がる方法で民間を活用して効率のよいシステムを構築して財政破綻しない行

政に努めてほしいと思います。どんな首長になっても！ 

41 特化をかけるなら、教育だと思います。やはり子は宝です。大人が便利に暮らすことよりも、これからの子をいか

にたくましく、柔軟に育てるかということに目を向けるべきだと思います。機嫌とりのようなサービスはいらないの

で、目的が明確である施策をお願いしたいです。 

42 商業施設をもっと増やしてほしい。町内で遊ぶものが何もない。 

43 美術、芸術に力を入れて欲しいです。 

44 道路ばっかり発達して、他は衰退している気がする。 

45 聖天周辺の環境を整えてほしい。桜の木など四季折々の風景があるにもかかわらず、きれいに整備されていな

いのが残念。 

46 ＪＲにもベビーカーで行きやすいようにエレベーターを設置してほしい。 

47 ＪＲ山崎駅西口を作ってほしい。エレベーターが必要。保育所について、民営化されても現在の天王山への散

歩など自然を生かした保育体制を維持してほしい。てづくり給食、おやつなどもすばらしい。クレジット払いでき

るスーパーがあればうれしい。 

48 住民参加型（世代別でＷＧを作る）のまちづくりを進めて欲しい。若い世代の活用。 

49 地域のイベントをたまにされておられますがたいがいがイベント終了してから開催していたのを知ります。もっと

大体的にイベント開催しているのを告知してほしい。あと、ラランちゃんが致命的にかわいくない。新たにゆるキ

ャラを募集したらいいと思う。エラそうですいません。 

50 住宅街の道が暗かったり、変に角に自販機があってまぶしかったり、危険な所が多いので、地域の安全にももう

少し意識してもらいたいです。 

51 小学生の子供の子育てをしています。夏休み中や放課後、学童を利用する程ではないですが、パート等で１

人で留守番させたりすることがあるので、小学生の居場所（他の市町村では児童館で小学生が遊べたり、学校

の放課後教室のようなものがあるとききます）があれば助かります。学童へ行くことはフルタイムではないので必

要性を感じていませんが。あと乙訓地域の図書館なら利用できるというようにしてほしいです。長岡京市の図書

館で借りたいと思っても、その場で借りることができないので残念です。 

52 ＪＲ山崎駅前ロータリーの歩道等の整備を町の玄関とするには先日開業した阪急西山天王山駅に大分見劣りし

てます。案内のみでなくお土産等も購入できるよう、来町される方へのアピールをもっとしてもよいのではと、い

つも思います。 

53 近くに大きめのスーパー（日用品、食料品がある程度そろう）があると便利だと思う。車等が利用できる若年層に

はスーパーがなくても不便ではないが、高齢の方には住みにくいと思う。また、飲食店なども少ないため、働け

る場所が少ない。小学校までの通学路がせまいので心配。 

54 水道水を地下水１００％に戻してほしい。円明寺の方にも大山崎の情報をきちんと伝えてほしい。役場の人はち

ゃんと仕事をしてほしい。 

55 子供がうまれる前から、大山崎に住み始めましたが、子供がうまれてからとても不便に思うのが道の歩きにくさ。

子供の成長と共にマシになるかと思い我慢しながら生活していますが何才になってもやはりひやひやドキドキし

ながら通らなければならず、子供といっしょに通る、もしくは子供だけで通らすことはとても憶怯に感じてしまいま

す。あと公園の遊具。内容があまりなく、うちの子供たちは公園に行くだけで私の実家（車で３０分）近くの公園
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につれていってくれと言います。（ジャングルジム、シーソー、ブランコ、すべり台、うんていがあるだけの普通の

住宅地の公園です。） 

56 税金高いわりに行政サービスは行き届いていない。もっと職員や町長、議員の給料を削減すべき。長岡京市と

の合併は長岡京市に助けてもらうという側面しかないように感じる。もっと相乗効果を考えるべき。都市計画税な

どもっての他。もっとコストカットしてから。 

57 交通など便利にはなってきている分、夜道の危険を感じる。パトロール（警察など）があると安心できるので、こ

れからもやってほしい。病院（内科以外）がもっと町内にあれば高齢者も受診しやすくなる。 

58 阪急バスの本数を元に戻してほしい。長岡京市との合併を考えてほしい。 

59 大山崎町は乙訓地区や洛西地区でくくられた時にいつもかやの外におかれがちな気がします。人口や町の規

模のせいでしょうか。もっと一体となっていきたいです。 

60 新しい住宅街の方とむかしから大山崎に住んでいらっしゃる方との交流が少ないので、大山崎に対する心が育

ちにくいです。学校から子供が学んでくることをおそわって少しずつ歴史や文化を知っています。自治会などが

ないので仕方ないですが…。 

61 子育てしながら仕事をすると、買物や子供の通院での不便さを感じます。近所で済ませられたらとますます子

育てしやすく、生活するうえで助かると思います。また町内の施設（役場を含めて）へ行くのが利便性悪く、大変

です。子供や高齢に優しい環境が望ましいです。 

62 医療費、就学前までが、月２００円ですが、小学生から大人と同じ３割負担になります。大人は、処方される薬

が、２週間以上もらえたりしますが、子供は、処方される薬が５日間とか短いです。それでも、大人と同じ月３割

負担は、きびしいと思います。６年生までは月２００円にしてほしいと思います。 

63 自然はそのままにしてほしい。道路が整備されるのはいいが、その分緑が少なくなっていると思う。町民体育祭

はいいと思うが、ソフトボール大会等、毎年「人が集まらなくて…」と誘いに来られるが、参加人数が集まらなくな

っている行事は、行事そのものの見直しをしてはどうかと思う。その分のお金を、産業まつりや体育祭等、人の

集まる行事に使ったらいいのでは？ 

64 円団アルファベット棟に住んでいましたが、子どもの成長を考え一戸建てに引っ越しました。空き家の少なさと、

値にあった広さの物件がなく苦労しました。せっかく公立保育が充実しているのに、住み続けられる住環境がな

いのはあまりにもったいない。テラスハウスの活用や、円団の２戸を一戸（管理組合の負担軽減。）として活用す

る援助などあればと思います。町職員のみなさんの努力に頭が下がります。よりよい、住民の立場になった町づ

くりをお願いします。 

65 川が草がすごいいっぱいで、もっときれいに見ばえよくしてほしいです。 

66 水道代を安くしてください。長岡京市との合併を望んでいます 

67 駅前に自転車駐輪場があればいいと思う。（もっと格安で）駅前に自転車駐車場があればいいと思う。（もっと格

安で）貸し農園を町でやってほしいと思います。学校や役場の屋上などにも。環境に気づかったエコな町、子

育てしやすい町をアピールしてほしいと思います。 

68 円明寺団地の耐震強度が不安です。老朽化もきていて、建て直しをして欲しい。 

69 公園が整備されていない印象です。雑草がおおいしげっていて、子供が遊びにくいと思います。あと、西山天

王山駅周辺にもう少し商店が増えれば嬉しいです。 

70 済生会などに紹介なしで行くと余分にお金を取られるが歯科ばかりあって長岡に出ても不便（歯科、内科以外

のかかりつけが見つけられない）。以前健康保険（国保）を銀行引落しにしていたのにある年から世帯主と混ぜ

られ、会社に金額を伝えるにも個人の額がわからなかった。すぐに教えてはいただけるが別にして欲しいとの要

望はムリで生計は一緒でも個人的な分（もの）を親に渡すのに手間がかかる（年金ぐらしでいつまでも親には

…）みんなが大切な事は力を入れて今後も続けていただきたいが水害、子育て関連は関係なく税金を払って

いるわりに実感がないせめて年寄りが喜べる様な事で安心させる事をしたい。 
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71 昨年西山天王山駅開業にともない阪急バスが減便され通勤、外出にとても不便している。バス停近くに引越し

てきたのに減便するとは予想できずとても残念。近い将来大山崎町から出て交通の便のいい地域で暮らした

い！ 

72 子供を毎日のように遊ばせる公園（特に砂場など）猫のフンが毎日のようにあり、安心して遊ばせられないた

め、公園の清そう点検などをひんぱんに強化してほしい。もう少し小さい子があそべる所をふやしてほしい。野

良猫のフン被害がはんぱない。対索を検討し、実行してもらいたい。 

73 若い世代が増えるような町づくりを望みます。保育所や学童保育のよさをアピールする。円団の整備、たてかえ

を補助する。テラスハウスで一人暮らししている高齢者が入居できるマンションをたてる（自治会がない、エレベ

ーターをつけるなど負担をへらす）。そうすればテラスに若い世代がふえるのでは…。若い世代が住んでくれる

ことで将来的に町の安定につながると思います。 

74 大山崎は、子育てに良い町という印象がとても強いです。財政が厳しい中、とても頑張ってくださってると思いま

す。そして、大山崎で育った子どもが、ずっと住み続けたいと思う町でもあると思います。今の子どもたちにも、

そう思ってもらえるよう、保育所（公立）学童の重要性を感じます。 

75 役場建設に費用をかけすぎて無駄に大きすぎる中で働いている人を見ても皆さん暇そうに見える。仕事をやっ

ているのか疑わしい。そこの無駄をなくせば少しは良くなるのではないか 

76 町のイメージが向上する取り組みを期待しています 

77 一方通行を。消防署から長岡方面にぬける道（信号付き）。高架駅にＪＲふみ切り無し。 

78 西山天王山駅周辺が信号がありすぎて不便すぎる。従来の方がストレスがなかった。教育活動にも大変役立て

ると思うが、長岡京市の図書館を大山崎住人でも使えるようにしてほしい。高齢者や障がい者の住みよい（優し

い）町は、ひいては健常者にとっても有意義であるので車イスでも支障なき町づくりを目指したい。 

79 西山天王山駅ができたのと同時にバスの本数が減ってしまい、朝に至っては６時代７時代８時代のバスは平日

０本になってしまったので、役場からも言って欲しい。 

80 安全・安心、住環境の維持向上。大山崎町がすきです。 

81 西国街道の道路整備をしてほしい。山小・山中へ通学するために安全な歩道を確保してほしいと願います。 

82 水道代が高い、安くしてほしい。 

83 インターチェンジや幹線道路など巨大建造物は不要です。「京都市・大阪市に便利でありながら田舎である」の

が 大の魅力だと思います。天王山を守り、田畑も適度にある方が良い。入口減でも生涯学習や健康づくりな

ど個人でてきるものは行政は不要です。高齢者が住みやすい町に特化した方が良いです。バスや医療、介護

など予算等を集中すべきです。 

84 ご高齢の方が多いので政策も高齢者向けになっているが、今後の町の財政の為にも若い世帯の定着をはかる

ことが大切だと思う。新しい住民に対して冷たい。町内の交通を整備してほしい（西国街道・名神沿いの坂道の

一方通行解消・西山天王山駅への歩道の整備）※駅←→西乙の道路は歩道が途中で切れているが歩行者が

増えたので車の運転をしていると危険を感じる。逆に歩いていても子供を連れて車道を歩くので危険。お願い

します。手入れされていない竹林は自然環境としてあてにならない。街路樹を植えるなどして街並みを整えて

ほしい。 

85 名神バイパスや縦貫道など道路の公共事業の的となっている様に思われます。私が学んだ中学校周辺は見る

も無残な状況です。ＩＴが時代の流れだと思うのですが、公務員は未だに日本列島改造論から離れられないよ

うです。建設費、交通量の見積もり、補修費等、必ずマイナスになるだけでなく、地元にとって環境悪化につな

がるだけと考えます。大山崎町は歴史や環境がとりえだと思うのですが、どんどん環境悪化が進んでいる様に

思われます。 

86 役所の職員の態度が悪すぎます。対応も悪いし、処理も不充分で再度訪問しろと言う電話がありましたが、す

いませんの謝罪もありません。そちらのミスなのに！！！ 
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87 飲食店が少ない。 

88 水道の問題を何とか解決しないと大山崎の未来はない 

89 福祉の切捨ては絶対ダメ！！これからも「公立保育所・公営学童」の維持、「中学校全員給食の導入」など、子

供や子育て世代に優しい大山崎であり続けて下さい。“子育てのしやすさ日本一の町”に期待します。 

90 医療機関の休日が重ならないように調整する（急患をどこかでみてもらえる）。バス路線を車を持たない住民が利

用できるようにこまかく見直してほしい。バスをＪＲ山崎駅から西乙高へ登下校で使えるようにして下さい。 

91 中学校のお弁当給食ですが、前もって注文をしないといけないと聞きました。購売もあるが種類も少なく、数も

少ないと。前の購売の方が良かったと良く聞きます。お弁当を作る人間から言わせて頂くと、いつしんどくなるか

わからないし、寝ぼうする時もあり、お米を炊くのを忘れるという事もあります。前もって注文なんて役所の方々

はお弁当を作った事がないのですか！！検討をお願いします 

92 安全面についてですが阪急大山崎駅前の西国街道沿いにガードレールを付けてほしい（新幹線下側）大山崎

郵便局から下植野に向かって行く道に押ボタン式の信号を付けてほしい。交通量が増えたのに人の事を考え

ていないので何とかしてほしい。事故が起ってからでは遅い！！ 

93 水を自慢できる町にして欲しい。水害に備え、溝等そうじすべき。リードを外して犬の散歩や公園での犬のトイ

レを厳しく罰っして欲しい 

94 食料品等買物できる店舗が少ないので不便です。小さい店舗ではなく、大きい店舗があれば、住みやすくなる

と思います。 

95 耳鼻科が近くに欲しいです。子供（小、中、高）の教育面での教室がふるさとセンターなどを活用して頂けるとう

れしいです。 

96 高齢者や子どもに優しい町づくりをして欲しい。実際に現場の声をきちんと聞いて欲しい。財政が…と守らなけ

ればならない。子どもの安心安全を後まわしにするような町にはして欲しくないです 

97 駅ができたからといって自然をつぶして住宅ばかり建設するのは以前の大山崎を知っているものとしては少し

残念に思います。 

98 町おこしをするのであれば、武雄市図書館のような図書館を作るべきだと思います。 

99 水道料金をなんとか安くしてほしい。阪急西山天王山駅前にスポーツクラブ（プール付）を作ってほしい。阪急

西山天王山駅前に商業施設を作ってほしい。淀駅行きのバスを増やしてほしい。 

100 車や自転車に乗れない人（老人だけでなく若い病人も）が通える病院がない。長岡京市の病院であっても通院

できるバスがあればいい。（タクシーサービスでもよい）円明寺団地のバスの本数が減ったが老人が西山天王山

から団地へ歩くのがしんどい。 

101 西山天王山駅付近の暗さが気になります。派出所も移転したので、心細く夜道を歩いています。円明寺団地周

辺や駅周辺の灯りを増やして頂きたいです。 

102 交通の便利なところを生かして、若い世代に町内に住んでもらうように取り組んでみてはいかがでしょうか。自然

もあり、でも田舎すぎないという良さもこの町にはあると思います。観光地とするなどはこの次で、生活しやすい

町づくりをまず目指すのが良いのではないかと思います。 

103 外灯が少なく夜道が暗く危ないと思うことが多い（治安）。大きな薬局があれば便利。 

104 ごみの回収について、１家庭２コまでというのは分かる気もするが外部から舞い込んでくる笹の葉ｅｔｃで３コにな

る時もあるのに回収してもらえないのはどうか。毎回１コｏｒ０コなのに、たまたま３コになるだけで５コも６コも出し

てるわけではないのに高い住民税払ってるのに納得いかない！！ 

105 車が対向出来ない道が多い。子供ももちろんあぶないが、これから高齢者が増えていくのに安全が守られない。仕

事も無い、救急病院も無い大きいスーパーも無い、遊ぶ施設も無い、西山天王山駅も出来たがバスの本数が少な

すぎる。福祉施設も少ない（これからの高齢者対策がまにあってない）避難の学校や公的施設も浸水する可能性

があってこわい。オールマイティーに説明出来る役場の人はいるのか？と疑問に思う事があった。 
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106 寝泊まりするには比較的平和。用事は町外がすませている現状。６０才くらいになって元気であればボランティ

アに参加出来るかも。水道問題を早くクリアにして他の事を考えられると良いのですが…。 

107 若い世代がこぞって住みたいと思われる様な景観、商業施設を取り入れ、古い物も大切にしながら現代にマッ

チした街作りを願う。 

108 西山天王山駅ができた事で長岡京駅、長岡天神駅に行きにくくなった。特にバスがなくなりＪＲ長岡京駅が利用

しにくい。今回広島の土砂災害の件があり、大山崎町の地形の変化、過去の災害等歴史、一帯の地理等詳し

く、広報誌等に載せてほしい。（人工的に手を加えた所）特に山と川にはさまれており、さらに急な坂が多いの

で 悪の事態を想定した対策を具体的に考えないとならないと思う。１年に１回は広報誌に大山崎の歴史や災

害に関する情報は載せてほしい。引越してこられた人はこの地域情報がわからないので。 

109 子育てしやすい町なので保育所、学童そのままやっていって欲しい 

110 資源ゴミ回収（リサイクルゴミ）のカゴの設置時間をもっと早くして欲しい。ＪＲ山崎駅のエレベーター設置を早期

に実現して欲しい。町内の歩道整備。行政が観光事業にもっと力を入れるべきではないか。そのことにより観光

客を誘致して町の活性化ができると思うが。 

111 町内を巡回するバスがほしい。大きい道ばかり整備するだけでなく歩行者の安全ももっと考えて整備してほし

い。駅周辺ばかりでなく町の中心ももっと盛り上げてほしい。 

112 いいかげん住所の「字」をやめてくれ。年を取ったらどこに行けばいいのか！？ホーム等が不足している 

113 行政のサービスが具体的に不明 

114 大山崎町の良さは住環境の良さに他ならない。だから商業施設が近くに無い等の不便は苦にならない。自然や

環境そして歴史はいくらお金を積んでも手に入らないし、一度自然環境が破壊されれば元通りにすることはほぼ

不可能だ。ゆえに行政は安易に工場の誘致や住宅地の乱造等を許すべきではない。また、これから益々観光資

源が重要になると思われ、その点大山崎町は大変恵まれている。『大山崎ツム・グ・ハグ』というミニコミ誌で、社会

で活躍する町内在住の方々のインタビュー記事を見たが、意外な方々が町民と知り驚いた。きっと彼らを惹きつ

ける何かが大山崎町にあるということだ。そして彼らが感じている大山崎町の良さはおそらく、その自然や環境そ

して歴史に繁がっていると思われる。行政には是非ともそれらを住民と共に大切に守っていってほしい。 

115 １．タバコのポイ捨てが多く、平気でする→対策を講じて欲しい。２．大山崎町の行政・ボランティア活動の情報

を欲しい。（今以上に） 

116 子育てとおいしい水にひかれて大山崎に来ましたが、水については非常に腹立たしく思っています。まずい水

で料金も高い。地下水の魅力をどうして町起こしに使わないのか…自然と水と子どもが生き生き育つ町を目指

してほしい！ 

117 水道代が高すぎます。高齢者の方への負担増加はやむを得ないと思います。そこは説明を根気強く行いわか

ってもらわねばならないところだと思います。信号を増やしていますが、そこに予算を組むのはもったいないで

す。学童をもっと支援していくべきだと思います。保育所の職員の対偶をもっと改善すべきです。役所内でもっ

と自由な議論を行い議員とも議論すべきです。 

118 アンケートの無意味さ（見て分かるだろう）生活環境 悪、悪しき習慣、水の料金の高さ。まずは生活道路が無

い未来もない。 

119 ＪＲ山崎駅改札を陸橋にすれば、谷田、美術館、宝寺方面（サントリー）へのアクセスも良くなり便利になると思い

ます。 

120 歩道の整道（阪急大山崎やＪＲ山崎駅への道） 

121 住民サービスを増やし、交通便特にバスの利便性が必要 

122 天王山山頂の見晴しが悪いので、登山客が登頂しても、三川合流の雄大な風景が見られずがっかりしている。

民有地であっても借り上げる等して雑木を切ることをしてもらいたい。せっかくの観光資源が無だになっていると

思います。 
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123 ＪＲ山崎駅のエレベーターの設置 

124 生活道路の整備と拡充、名神脇道路の相互通行化、１７１号国道沿いの商業施設誘致、水道料金値下げ。 

125 選挙の時だけのお願いごとは遠慮してほしい。水道料金の件も町に生活をおいて、署名ばっかり…うんざりで

す。山（竹）をなくして住宅をどんどん建設するのも、町のよさが減少 

126 西山天王山から円明寺に至る道が暗く危険なので、外灯の増設、監視カメラの設置等をお願いします。水道料

金の引き下げを検討してほしい。 

127 ①インターチェンジ（高速）よりお金をいただく。②「株式会社大山崎」の様な、自然と歴史を活用した町としての

収入を得る組織を作り運営する事により、周囲の会社や、ショップなども収入増を目指す。ｅｘ．（ＪＲ山崎より円

明寺にぬける道は、 高の散歩道、この約４ｋｍを活性化し、収入を得る。） 

128 中学生の交通マナーが悪すぎる京都人の特徴かもしれないが！ 

129 物集女街道の細い道を、どうにか安全な道へ整備してほしい。小・中学生の通学にもなっているので、非常に

きけんな通学道路と思っています。今まで、なにもしないのに、疑問を感じています。 

130 江下町長おつかれ様でした。山本町長のご活躍を願っております。 

131 阪急の駅が新しくできたけれどバスの本数が減っているので便利が悪くなっている。円明寺は坂が大変なので

買い物に行くにも年を取っていると大変。長岡京市の様に小さなバスを走らせて欲しい。住民と行政の役割分

担とかいう前に住民の暮しが充実してこそだと思う。選挙の公的でいろいろあげるけれど、なかなか実現してな

いと思う。住民に負担をかける前に住民のことを考えてほしい！！ 

132 子育てのしやすさ、学力の高さ、高齢者の生活のしやすさ等何でも良いので１つ、これは日本一というような特

色のある町政を行ってはどうか。あれもこれもで金太郎あめのような町では、これからの世の中、ダメだと思う。 

133 名神の側道を早く開通して欲しい。役場、図書館などすごい遠まわりしなくては行けない（踏切を通って西国街

道もせまい）。耳鼻科、眼科などがない。ＪＲ山崎駅のエレベーターとほとんど開かない踏切をなんとかして欲し

い。 

134 ハイキング等で大山崎町に来られる人が多く見かけます。その人達を町内で何かお土産等を買ったりして町内

の商店がうるおうようになればと思います。騒音と振動の改善をお願いましす。 

135 もっと住民が参加できるような企画をたてて欲しい！！ 

136 ショッピングモールを作ってほしい。 

137 学生の自転車ごっついスピードで坂を下るのでメチャ「あぶない」！ワンチャンの○○を取っていない人がいて

る！おとしよりが左右見ず歩いていてあぶない！ 

138 多少不便ではあるものの現在の自然の多い大山崎町を守ってほしい。新駅によって田畑がアパートに多く変

化している。永住ではなく賃貸のアパートはあまりメリットはないのではないか。 

139 大きな観光地、目玉となる産業ｅｔｃこれといって目立つもののない町の中で大きく存在感のあるのは高速道路

のみという感じ。一日も早く他市との合ぺいを進めて欲しいと思う。買い物する店も少なくこれからいったいこの

町はどうなるのかと思ってしまう。 

140 水道料金が高い。中学校にも給食を。 

141 阪急西山天王山の駅ができてから大山崎駅へ行く、又は大山崎駅から帰るバスの便がとても悪くなりました。コ

ミュニティバス等を走らせて買い物、病院へ行きやすくなる様改善してもらいたい。 

142 水道料金が高いので安くしてほしい。円明寺から役場に行くまでの道路がわるいので自転車が安全にとおれる

ような道にしてほしい。円明寺ヶ丘団地から役場・公民館などの地域がへだたってしまっている。円明寺の方に

も施設を作ってほしい。保育所はずっと公営（町立）にして安全な保育環境をととのえてほしい。 

143 町の隅々にまで目が行き届くような小さい町ならではの行政と住民が協力し合い住みやすい町づくりができれ

ばいいと思います。 
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144 子どもの遊ぶ公園が（中央）せっかく広いのに草だらけで遊べない。（道路はいっぱいできているけど、新しくで

きる万代に自転車でどう行っていいのかわからない）←長岡の事ですよね。ＪＲ長岡京に以前のように行けるよう

にしてほしい（大変不便です）。大山崎といっても、長岡まで行かないと生活できない。 

145 ３０年近く前に「大山崎は子育ての環境が良い！」と聞き、引っ越してきました。３０年経って今でも本当にそうだ

と思います。自然も豊かで、この小さい町が大好きです。この小さい町の良さを大事にしていきたい…。子育て

の環境が良かったら若い人が集まり、活気もでます。福祉に力を入れて下さい。それから…「合併」のことです

が…私のふるさとも合併しました。でも、年数が経つにつれ「良かった」という思いはどんどんなくなり、ますます

衰退の方向へ進んでいます。苦しくても大山崎らしさを生かした町作りを願います。 

146 ゴミの収集の時間が遅くてカラスの害に困っている。資源ゴミの回収の時間が早くに終了するので不便。町会

議員さんがポストに自分の宣伝用の活動実態のようなプリントをちょくちょく入れられているが、気持ちが悪い。

議会の報告などは公的なもの（公報）で充分なので、やめて欲しい。 

147 私は結婚を期に、大山崎の保育を受けさせたいと転入しました。向日市でも長岡京市でもなく、大山崎町の保

育内容、学童保育のねうちがあると思ったからです。町の自然の中で、しっかりとした体をつくってもらったと感

謝しています。子育てがしやすいのはもちろんですが、充実したねうちある今の保育所を存続していくために

も、合併ではなく、町としてすみずみまで目が届く町づくりをしてほしいです。 

148 コミュニティバスにより役場等公共機関への往来を出きるようにしてほしい 

149 町財政が厳しいと思いますので何とか町の収入を増やす方法を考えなくてはと思います。他の市町村で参考

にできる所はどんどんとり入れて行くべきだと思います。あと人件費の事で言えば私の出身地の市は人口３０万

人で市会議員は３０人ほどで市議会も運営しています。わずか１万５０００人の町人口で町会議員が１０人以上

いるのはどうかと思います。定数削減からまず始めてほしいものです。 

150 円団の老朽化が著しい。築５０年の団地である。しかし新駅ができたことにより交通の便が良くなった。又、子育

ての環境も良い。若い世代が永住しやすいよう（賃貸→戸建の購入をしてもらう）賃貸の住宅に住む新婚夫婦

への住宅補助制度を作り、若い世代の人口の増加を図る。 

151 公共交通機関がなく、老後に足が不自由になったらどうしようという不安がある（居住するには）。町内の施設の

利用には、必ず自家用車が必要。公共の乗物を利用する場所が住居の近くにない。そういったものの利用とな

ると長岡京市へむかう方が便利。円団等は、老朽化もすすみ、新たな、団地造成や宅地開発も困難。第二大

山崎小や保育園の存在意義はあるのか？スクールバスの導入などを検討しては。長岡京市との合併などをす

すめていってもらいたい。向日市は不要。 

152 駅近くに質のいい病院がないのが残念。通勤で電車を使用しているので駅近くに耳鼻科や内科（高架下の病

院は信用出来ない。）などあると助かる。 

153 ３階立て等小さな家が密集している。一定以上の敷地の有る家が多くなる様に行政が主体的に働きかける様に

して欲しい。他の自治体に住んでいる人からの大山崎町のイメージは非常に悪い。 

154 自然災害に対する防災に力を入れて載きたいです。 

155 水道問題（もっと地下水、京都府の定める基本水量）を何とかすれば、予算にもゆとりがもてると思われる。ＪＲ駅

のバリアフリー化を望む。ぜひコミバスを。自転車も使わず、町内移動ができればと思います。 

156 田畑の保全や地産地消の取り組みが進んだまちになって欲しいとの希望で、「大山崎町・道の駅」構想を検討

していただきたい。新鮮な地場「農産物」を提供して、町民の皆様にも喜んでいただけるのでは！！町財政の

収入源になる可能性はないものでしょうか？！ 

157 美味しい地下水を飲みたい！ 

158 税収に見合った支出（住民サービス）を。借金してまで住民サービスを充実しなくて良い。税収を増す努力をし

ているのかな？支出の無駄をけずっているのかな？住民に対してもっとＰ．Ｒをすべき。 
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159 ①水道代が高いので安くしてほしい。②西山天王山駅からサークルＫまでの道は、歩道と車道の区別がなくい

つ事故がおきてもおかしくない。Ｙ棟Ｚ棟と線路の間の道路を補修するより先にするべきではないだろうか。（大

至急！） 

160 高齢者・障がい者の住みやすい町作り。自然環境、コミニティバス（小形車で良い）運行。 

161 とにかく何よりも水道料金を平均的な金額にしてもらわないと。年金生活になったら安心して住めません。水が

おいしいから住み始めたんです。今はまずいし高いし住み始めた理由がなくなりました。 

162 まちづくりの指針となる総合計画の策定の為調査するとの事ですが、１２００名の人数で良いのでしょうか？それ

で策定の方向性が見えるのですか？もう少し目線を下げ皆さんが町に出て見る、聞く、知る事も大事だと思い

ますが。 

163 道路が狭く、車運転の危険個所が多い。二車線通行が出来ない個所には、交互交通とする「信号灯」を設置し

てほしい。人命に関わる問題を優先的に解決してほしい。 

164 西山天王山駅が開通してから田畑が宅地に変って行き、自然が少なくなったような気がします。天王山の緑は

守っていただきたいものです。 

165 町内の街灯が全体に暗い印象。ＪＲ山崎駅にエレベーターは設置できないのか。各町内の自治会（町内会）か

ら抜けていく家が多いのでは？防災の面からも近所の人間関係は大事だと思う。 

166 食品スーパー（マーケット）はあるが、ドラッグストアーや日用品のお店がなく不便。交通の便利さ、線が多く、生

活環境はいいけれど。買物、病院には不便さを感じる。 

167 買物に大変不便！！これでは高齢になれば住めなくなる。 

168 大山崎町の歴史的資産をもっと対外的にアピールして観光にもっと力を入れたらどうでしょうか。 

169 下水道をもっと整備してほしいです。大雨のたびにいつもひやひやします。家の前が川の様になります。早い

整備をおねがいします。 

170 水道料金が高い。 

171 ゴミを減す為に２袋にするのは賛同してます。ゴミを出すのを少しでも減すように努力していましたが、マンショ

ンや場所により集積所に出している家庭では「何も考えてないヨ」と言うのを聞き、自分のしている事がバカらし

く思うようになりました。不公平感を感じ、今減す事をしていません。有料にしてしまうほうがすっきりします。 

172 職員の身分や知識を認識し町民の立場を物事を判断する様に教育する事。低レベルの職員がいる。 

173 緑豊かで歴史もある良い町だと思います。又交通の便も良い。道路がやや弱いのと（特に子供の安全にもっと

注力して欲しい！）、水道料が高いのが問題だと思います。町内会の活性化にももう少し力を入れて欲しい。長

岡京市との合併も止むを得ないのではないでしょうか？（経済的に！）町長は公約をちゃんと守って下さい！ 

174 近頃の異常気象による防災面も重要だが、 も切実に思っている事は、あまりにも図書施設が貧弱なことであ

る。諸般の事情もあろうが町（府）民の一人として、図書の借り入れが、京都府立図書館のみというのでは不便

きわまりない。長岡京市と連携し、利便性の向上をはかってもらえないものだろうか。 

175 歴史ある大山崎町を大切にし、他の市町村との合併など考えなくても住みつづけていける様な町づくりをお願

いしたい。 

176 町政にスピード感がない。町議会に知性が足りない。民間の経営感覚を必要としていると思います。 

177 バスの便を良くしてほしい。 

178 空家が多い対策を 

179 住民票等の自動交付機をコンビニ、郵便局等に設置していただきたい。行政が主体的にリーダーシップを取っ

てやる事業と支援する事業を明確にし、将来的には行政がサポートからプロジュース（住民が動きやすい誘導）

していくべきである。住民参画とか協働事業は困難な時代になっているので考えて欲しい。空家対策に対する

行政の支援、長寿会、身障協会、母子会等行政の団体への支援、かかわり方に予算的な措置も含めて、プロ

ジュース的な支援を期待したい。 
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180 歩道の整備がひじょうにおくれていると思います。国道、県道以外は道はひじょうにせまく、その中を車も走りす

ごくあぶないです。せまい道路はすべて車は一方通行にすべきです。歩行者優せんの道路を作るべきです。

そして自然を大切にし町並も美しく、出来る限り車が通らない安全な町をめざすべきです。車で人が死んでいく

のは文明が逆行していくのと同じです。みんな歩いて元気な社会を作りたいです。 

181 ゴミ袋の回収は、民間に委託されてから、祭日等に関係なく回収して頂いているので、とても助かっています。

一時、“民間委託”に不安もありましたが、良い面も多々ある事、“公的”なことを責任のがれと思うのでなく、民

間になって“良かった”ことをもっとアピールすることも大切と思いました。ただ“給食”の民間委託もきちんと“公

的”な立場での管理、指導することで、利用する側に“害”が及ばない様、理解を進めていけば良い方向に行く

と思っています。 

182 大山崎町民の生活基盤はその多くを長岡京にあります。買物他…。今出来る事を実現化して、すばらしい町に

立て直して、近い将来長岡京市と合併し、町民の生活安定を実現してほしい。１、ムダを徹底的に削減し、田、

畑等の税金を見直し、他県との不平等を無くし、議員の質の向上を計り、議員数削減等を早期に取り組んで下

さい！！ 

183 文化的な施設（図書館、公民館ホール）の充実 

184 住民の意識の分断を固定しないで円滑な人間関係を行政の責任で築いて欲しい。 

185 町財政の現状、将来のデータをもっていないので、確答は難しい。 

186 バキー（乳母車）で通れる歩道が町中にある。子供・老人が安心・安全に生活できる事。道路行政。収入に応じ

た公平な課税。緑のある町作り。 

187 他の市町に比べ、水道代が高い。見直しをしてほしい。高齢化に伴い、介護施設等の充実をお願いします。 

188 町の議員の人数が多すぎる人口が減少しているのに。 

189 大山崎に住んで４０数年です。公共交通の近い所に住んでいるため大変便利で車の運転をしない私は町外に

出るのに重宝してます。いろいろありますが住めば都でけっこう気に入ってます。今は元気ですが、年老いた時

どこか老人ホームでも入りたいと考えています。これから年寄りが増えると思います。大山崎にもっと老人ホーム

ができることを願っています 

190 １、上水道の料金改訂はどうして進まないのか。２、産業立地がよいのにどうして企業が逃げ出すのか全て町政

の失敗である。愚かな町政しか出来ない町民も馬鹿者ぞろいなのだ。 

191 公園等整備して他の人達（町外）もやってくるようにしたらいいと思います。聖天さんの桜など道も狭いので広く

して車でも止められるようにしたらいいと思う。円明寺等の公園は草木がぼうぼうで子供達を遊ばせないので、

遊べるようにしてほしい。 

192 出きるかぎり町を黒字に借金を少なく、する努力して頂きたい町会議員さんも人数を少なくして住民の人数にた

いし議員さんが多すぎると思う。今の時代生活しにくい年金も少なく普段の方は我慢をしながら生活してます。

生活保護者にも病院代は無料でなく、１割ぐらいは頂いても良いではないかと思う。見ていると保護しすぎ元気

で仕事が出きそうな方が競馬新聞をもって、タクシーで帰ってくる。そのような方を見ると保護しすぎだと思う。 

193 宝寿踏切りが不便なので、ＪＲ大山崎駅を便利にして欲しい（エスカレーターａｎｄエレベーターが必要） 

194 高令者のために移動販売店が増えてほしいです。 

195 今年は異常気象とも思われる様な国内のいろんな地域で災害が起っています。私達の町には美しい『天王山』

が有ります。今後は地震・台風等の災害に強い町であります様、行政に期待しております。“大山崎町に住んで

て良かったなあと思える町づくりを” 

196 町外から移って感じることですが、役場に行って、職員さんの明るさと活発さと活動的な様子が伝わってこな

い。人口の少ない町であればこそ、一人一人の町民の顔を覚え住民に声かけをし、様子のつかむ意欲を職員

さんがもってほしいし、現状維持に甘んじることなく、改善を…常に。職員さんがそういう気持ちを持てる役場づ

くりを上の方は考えてほしい。（管理するだけでなく） 



80 

  ご意見やご提案 

197 行政と住民のコミュニティ→住民主導のまちづくりへ。町有地の空地を住民に貸し出し、花だんにする（花いっ

ぱい運動）。公園の管理を自治会に→近所づきあいの始まりになる。 

198 歴史的文化財の活用、地域の整備（一部の地域に集中していないか？） 

199 大山崎町の政経・社会におけるビジョンを確実に企画すること。そのためには、個人的に考えるだけではなく、

公の考え方で長期的なビジョンを企画する必要がある。有識者等の意見を聞くことが大切。いまは？である。歴

史ある町を守り、育てるべきである。 

200 天王山を中心にした観光資源のさらなる活用。民間竹林の整備、竹を利用した、チップ、工芸品、竹の子シー

ズンは竹の子堀りで客を呼ぶ。民間の力をさらに活用する。 

201 行政のバックアップで高齢者を大いに活用してはいかが。経験豊富で元気な人はたくさんいますよ！！ 

202 町内の各道路はどこも狭く、車の往来が大変、事故の発生も縣念される。従って町内の宅地開発（新規住宅着

工数）は抑制し車の増加を押えるべきではないでしょうか。 

203 行政は住民の視線になってない。机に座っていてだめ。住民と常に接してないのでは何も本気で取らえられな

い。町内は問題だらけ、自治会は活動などしていない。円団は空家だらけ、買物難民化している。水道料金は

高い。町の１／３は水害で水没する、どうするのか…その他多数、安心・安全な町づくりいづこへ？ 

204 ＪＲ沿線の防音対策（防音壁等設置）。通学路（特に西国街道）にガードレール完全設置。水道水への地下水

有量を増やす（カルキ臭い）。 

205 住民の心も身体も高齢化して来ていると感じられる。特に若者がどの様に町全体の印象を持っているのか？よ

く調査し年代層別に具体的な提案を取りまとめる事にあるかと思います。（活性化の為の具体的提案、意見）→

いろいろな活性化の為の提案が出て来ると思います。町行政と各地域、年代、田作、その他）との意見交流会

とひんぱんに行う事） 

206 交通の便をもっと考え良くする必要がある。バスの町内交通は今２時間に１回でとてもひど過ぎます。人が大

切、だれもが住みたいと思うような交通の良い町にするべきです。 

207 （水）昭和３０年度地下水昔みたいに自然なおいしい水がほしいです 

208 ①一日も早く名神高速の側道の東行きを実現して、役場や公民館、ＪＲ、阪急の大山崎への交通の便を良くして、１

日町内の人々との交流を深めたい。②町内の商業、観光を盛んにして、もっと元気のある町にして欲しい。 

209 アンケートの回答は６０才までの若い人の考えを集めて下さい。アンケート内容は誰が考え作成されたか？又、

回答が本とうに町に生かされるのか疑問？町民のこまりごとを聞いて実行をするのが大切ではないか。町民あ

っての大山崎町役場ではないか。 

210 合併反対！住みなれた町を壊したくない。 

211 １．道路対策委員会は解体されたようですが、生活道路対策は高齢化が進む中、その視点は必要で、再開の

検討を望む。２．縦貫道・高架再利用はどうなったのか。 

212 大山崎町が今大切な事はどうしたら財政が良くなるかを考えるのが一番だと思いませんか。もう少し町会議員の

人数をへらしても良いのでは。 

213 大山崎町政は、今後共地道に活動を押し進めてほしい。 

214 向日市、長岡京市、大山崎町が合併して新しい町造りを。 

215 まづ議員数を縮少する。人件費の無駄を省くこと。 

216 町内に設置されたみぞブタですが、みぞ掃除は町でやっていただけると思っていましたが、今だ一回もやっても

らっていません。みぞの掃除は水害の時に重要だと思います。今後ずっとやらないのですか？問題です。 

217 耳鼻科がないので必要と思います 

218 水災害の対策 

219 高齢になって１人暮らしになった時に日用品、衣料等の買物と病院が無いので本当に不安です（今現在は主

人が居るので） 
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220 水害のない安心な町作りをお願いしたい。 

221 役場は町の中心にあるが人口の多い地域からは遠いです。高齢になると交通の便も悪い役場へ書類をとりに

行ったりするのは不便です。支所を増やして欲しい。 

222 すべてにおいて、中途半端だと思う。町民に対しての動きかけもほとんど感じられない。このアンケートの前の

設問もあまり実態に合ってないのでは。⑤にをしたが設問が粗いと思います。 

223 道路の整備をしてほしい。役場に行くにも西国街道を通るのは不安である。 

224 必要な所に信号をつけた方がよい（円団に目を向けて！）水道代が高いので何とかしてほしい。バスの便をもう

少し増してほしい。文化ホールが必要では。 

225 少子化が進み高齢者の数が増えています。高齢者にやさしい町造りをお願い致します。 

226 高齢者ですが、生涯働きたいと思いますのでその様な町作りをお願いします。 

227 職員の方は、種々の工事後の確認を必ず点検する事。子供達には、せめて近所の方には挨拶する様、家庭のし

つけが必要と思う。ゴミ収集を京都市内の様な収集方法をして、高レベルの焼却炉を設置するよう（支援）又は政府

に請願するべきと思う。ビニール埋め立ては限界があるのでは。後ろ手にならない様に原発の様に。 

228 議員数を減らせ 

229 ①公共施設に行くにも乗物便が無い 歩いて行くにも家から施設 40 分 夏の暑さはつらい ②小学生も学校が

遠い 緑もなく影もない所の通学は大変と思います 車で走る人にはわからないと思う ③バスの運賃長岡まで

190 円往復 380 円で行けたのに西山天王山→長岡までバス代 150 円＋150 円＝300 円往復 600 円 年金ぐら

しにはふたんかかります 190 円運賃１時間１便 190 円＋150 円運賃 340 円１時間２便 往復 680 円 久貝から

西山 西山長岡 150 円＋150 円１時間２便往復 600 円 

230 自然環境の良い町で私にとっては住み易い所だと思いますが、まだまだ発展性がなく、人口は減る一方で是

非市になればいいなあと思っています。 

231 近年、昔ながらの在所が激減し、大山崎の伝統や住民の価値感が多様化している。旧住所の人口も転入され

た人々の人口の数に圧倒され、次第に都市化されて来ました。現代は民主々義の多数の原理が優先しがちで

すが、失なわれるものが多く残念です。大山崎町の町民憲章が一歩たりともゆるがない町づくりをして、独自性

の高い町づくりを希望しています。 後に古代より続く大山崎の歴史や伝統、オリジナリティーを守ること町と市

の合併、全対反対。 

232 町内に交通の便（バス）の必要が特にあると思います。特に高齢なれば大切だと思います。よろしく 

233 道路状況が悪い。１７１号以外に満足な道路が無い。歩道１、車中２車線の道路を作る必要がある、４０年以上

経っているが拡幅工事は見たことが無い。 

234 役場の人数要削減 

235 近年天王山の山手の方へ開発が進んでいる。山手と川側を分断しているのがＪＲのレールで踏切である。難し

いかもしれないがＪＲを高架にする交渉を努力すべきである。高架になると、交通も盛んとなり経済効果も高ま

る。山側には多くの観光施設もあり、観光による人の流入なども大いに期待できる。 

236 上部機関（政府、府庁）に対し積極的に意見を申しているのかもの足りなさを感じる。自主、自立の特徴を出し

て貰いたい。 

237 町として、これからもっと財政を強く大きくしていく必要があります。そのため政策や方針が町議会、町当局で具

体化し、強めていく必要があると思います。 

238 ①各所に防犯カメラの設置。「非常ベル」とのセットで。②歩道の整備は早々に。 

239 ゆっくり落着いて楽しめる町づくりをしてほしい。長岡京市の図書館の利用を長岡京市民と同じようになるように

してほしい。 

240 今後も静かな大山崎町で良い。目だった町政でなく地味で良いので。派出な目だった町政はさけて戴き度い。 

241 過去の町発展のビションが全く発揮されていない。フォローアップ出来てない（計画の有名無実） 
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  ご意見やご提案 

242 買物に出掛るのに足がないバスがない。年金でタクシーで行くのは買い物を考えて行っています。バスの便を

多くしてほしい。足が悪い腰が悪いので大へんです。 

243 老年問題－介護問題についての取り組みが弱い。今、ここに住んでいる人は殆んどが、ここに骨を埋めたいと

考えている人が多い。特に円明寺団地 

244 人生の半分以上を大山崎町で住み、住民税も払い、充分ご奉仕してきたので、福祉等でお返し願いたいと切

に希望します。 

245 大山崎町の将来像として、自然環境の良さを考える時、住み良い町へと充実させ展開すべきである。企業を充

実する自然環境ではない。居心地の良い、若者にもミリョクある住宅エリアとお年寄りにも安心して住める住宅

づくり、環境整備が望まれる。円明寺団地エリアをどのようにするのかが課題のひとつである。 

246 ①長岡京との合併を促進すること。 ②西国街道ＪＲガード－名神高速間の拡張又は一方通行の実施。及び名

神横の通行禁止解除。 ③大山崎の歴史的意識を強調し過ぎないこと。 

247 住民は高齢化で自治活動が充分でない。町、関係部所の活動を願います。 

248 若かった時は公園の清掃、子供会活動、町内史跡巡り、町内交流も多かったが老齢にて参加不能になり心苦

しく思っています。若い人々に期待しています。 

249 水道の問題。（昭和５０年１２月に山崎の住民でお世話になって居ります。）（夫は死亡）私は１人暮しで水道料

は少ないですが昔ながらの水源（良い水）の事だけが残念です。 

250 バスの利用がもっと手近に出来る様にして欲しい 

251 交通と買物が困ります。バスの回数をふやすか何か不安です。年寄ばかりになり買物が近くで出来るようにして

ほしいです。 

252 コミニティバスがぜひともほしい。鏡田から阪急駅、ＪＲの駅迄でも良いのでバスを出して下さい。１００円バスにし

たら観光客の人々も来れて良いと思う。コミニティバスが通れば山崎から出ません。 

253 おもてなしもよいですが町民が大山崎で日常野菜魚等買う店がなく外に出る便利がよいので外に行く、巡回バ

スでもあれば円明寺辺の朝市にでも行けると思ふがタクシーより無い大山崎は昔から西国街道を始め今も新幹

線、名神、東海道、其他通るだけで人口も変らず農地のなく都会化されて昔の様な風習等がすたれて淋しい

年中行事（祭）等も時代と共にすたれて行くもっと町の力を住民にほしいが無理ですね。他町村と合併すれば

女何でせう。過去には町と住民と話合がなく、例へば文化祭でも公民館で勉強してゐる方のみを文化祭に出

て、其他で文化活動を個人でやっても参加出来ず文化の祭は残念な事で賑やかに文化祭に参加出来なかっ

た思い出が沢山あります。これからはもっと開かれた町にしてほしい。お互に文化芸術を楽しくやるのが年１回

の文化祭と思います。私はもう高齢で何にも出来ませんが、町に色んな事で声をかけましたが聞いてくれず現

代私の事を聞いて呉れてたらおもてなしの大山崎にもよかったのにと残念です。具体的にはもうお話する機会

もないと思いますが過ぎた事は残念ながら仕方ございません。 

254 我家から役場、中央公民館に行くのにバスは殆んど「ない」に等しいし、車もないし、どうして行けばいいのでし

ょうか。病院も買物も町外に行くしか仕方がありません。老人が車に乗るのはとてもリスクの多いことだと思いま

す。これを是非解決して下さい。前回も書きましたが一向に聞いてもらえません。 

255 近大山崎在住の友人から電話があり、どうして私は、こんな町に家を建てたのか？と言う嘆きでした。病院、

買い物、町役場など交通の手立てが無く、すベてタクシーを利用しなければ、生きていけない。これが理由で

す。私も全く同感です。息子達も孫達も住んだ事はありませんが思い出を一杯持っています。息子や孫達が住

み続けてくれる様な町づくりを、お願いします。 

256 坂の町です。町内の移動は、５分の医院もタクシーです。活発な町となるには、コミニティバスが必要です。老

人は皆、動けないので、先は車イス、でも坂ですから、「とじこもり」となるでしょう。 

257 低限、図書は、長岡京市の図書館を利用出来るようにしてほしい（ある程度の代金を支払っても良い。現在

の図書（山崎）室は利用しづらい） 
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258 高速道路が多い中、又西山天王山駅横の新しい高速が出来今までになかった車で真黒（網戸や扇風機、カ

ーテン）排気ガスが強くなって困まっています。私の肺も真黒ではないかと不安です。何とかして下さい。 

259 西天王山駅が出来てからＪＲ長岡へ行くバスが少なくなり不便を感じている。円団に住んでから４０年以上になり

ますが今だに自治会館よりの上のみぞがまだ工事が終ってないので早く修理し歩きやすくして頂きたく思って

います。 

260 無作為に１２００人えらばれてほとばしる情熱がかけずごめんね。８０才代老夫婦生きるのが精一杯です。長く住

む事が出来てありがとう。昔のおいしい地下水にもどりたい。無理とわかって乍ら。 

261 身近かなことですが、高齢者の多い地域です。もう少しバス（うぐいす号）の時間帯を増やして欲しいです。阪急

バスも２時間に１度なので歩行困難の場合困ります。小さなまちですので、安心、安全なまちづくりをお願い致

します。 

262 町村合併を希望される方もいられるようですが、私個人としては断固反対です。歴史的にも知られている大山

崎という町名の消えることには淋しいかぎりです。小さな町だからこそ互いが工夫しあって住んでいてよかったと

いうことが胸はっていえるようになりたい。 

263 主人が一昨年亡くなる迄福祉施設や福祉サービス、介護サービスを充分にして頂き大山崎町に住んでてよか

ったと感謝して居ります。これからも福祉や介護のサービスが後退する事がない様にお願い致します。 

264 名神ガード以北の旧西国街道の拡幅かバイパスを作って欲しい。合併問題は向日市も含めて、乙訓三町市で

考えるべきだ。水道料金の値下げ。 

265 西山天王山駅が出来てからバスの運行が少なく、一方通行で大変不便になった。 

266 （バスが行ったはしかたなくタクシーを利用する）バスの回数をもっとふやして下さい。昼間買物は阪急の長岡

付近まで行かないと、品物が揃わないのに 近バスが１本ＪＲ止になって、阪急長岡まで１時間に１本となり不

便で困っています。又京都市みたいに、高齢者にバスの料金を一部負担して下さい。以前団地の下水道料は

町費で賄えましたのに、下水道に設置費も使っていないのに料金が高すぎる。水道も入居して時は、おいしか

ったのに 近はまずくて日本一高い水道料を支払はされている。京都府は黒字になったとの事、水道料の値

下げ交渉をして下さい。 

267 交通の便が悪い。役場に行くのもバスがないので困る（足の悪）。町内も買物（市場等）するところもないので長

岡まで行きます。 

268 町内の歩道をもっと広くして欲しい。生活道の車の走りにくい様に（こうぞう）してもらえば安心して歩ける。 

269 住民と共にでの心で行政をすべての点で御対応についても共にの心持ちで宜しく 

270 大山崎は平和で皆親切でいいところだと思っています。これからも地もとでとれた野菜をいただいてくらしていき

たいと思っています。バスのべんりな町になってほしい。 

271 西山天王山駅に向かうサークルＫから東に向いての道、歩道を確保して欲しい。図書館の開館時間の延長。 

272 １．町内に公共施設が少なく、規模も小さい。２．町内を移動するより、町外に出るほうが交通が便利。 

273 円団の朝市が続きますようによろしくお願いします。長岡京市との合併を希望致します。高齢者の施設が少な

すぎます。もっと作って欲しい。 
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職員調査 問２ 大山崎町の「よいところ」と「改善すべきところ」 
 

【大山崎町のよいところ（魅力・強み・生かすべき点等）：自由記述内容】 

※原則、記入されたまま転記していますが、判読が難しい箇所や誤字と思われる箇所は改めている場合があります。 

問 2-1 大山崎町のよいところ 

1 交通の便がよい。魅力的な観光地が豊富。 

2 自然や文化遺産が多い。都市部へ出やすい。 

3 阪急やＪＲ、ＪＣＴなどが通っており、京都・大阪のどちらへもアクセスしやすい。天王山や淀川等豊かな自然

に恵まれている。子育て支援策が充実している。 

4 核家族化が日本で進んでいる中、地域全体で、子どもを見ることのできる環境であると思う。天王山が美し

い。 

5 交通の便が良い。天王山。こじんまりとしている。 

6 ＪＲ、阪急の駅があり、交通の便がよい。全国的に有名な歴史の名所がある。治安が良い。京都、大阪といっ

た大都市に近い。 

7 京都、大阪へのアクセスが良い。自然が残っている。治安が良い。 

8 自然が多く静か。交通の便が良い（京都へも大阪へも便利）。 

9 交通機関の利便性。天王山 

10 小さな町であるが複数観光資源がある 

11 京都にも大阪にも近い立地。自然 

12 自然がたくさんあるところ、公立保育所が今のところ守られている点、住民どうしの（地域の）つながりがある

点 

13 自然豊かな子育て環境が 大の魅力だと思います。 

14 小さな町なので人同士のつながりが強い。 

15 観光。交通機関の利便性 

16 交通の便、コンパクトな町のサイズ、歴史・文化 

17 保育所が地区ごとにある。観光名所が多数ある。大都市郊外のまち。行政と住民が密接。 

18 自然豊か。天山王。気軽に山へ行ける。コンパクトな町。駅周辺は新しい建物が増え、以前よりオシャレにな

ったように思います。和の趣を残しながら今後も美しい町並みにして欲しいです。 

19 自然が豊かである。イベントが多くて良い。広報が見やすくて良い（文章などわかりやすくて、ていねい）。住

民さんへの文章などわかりやすい（他市に比べて事務がていねい）。 

20 静か。自然豊か。 

21 自然が豊か 

22 自然が残っているが、大阪や京都市内に近い。 

23 交通の便が良い 

24 天王山の自然があって、歴史があるのでよい。 

25 自然豊かなところ、天王山かあること、歴史のある町 

26 自然が多い。特産品をもっと全国に広める。天王山。 

27 半分都会で半分いなかなので、自然とちょっとした利便性の融合しているところがよいところだと思う 

28 自然が近くにある。 

29 （強み）都市圏から近く、ベッドタウンとしては便利な町。 

30 大都市に近い割に自然が豊か。落ち着いた雰囲気。柄が悪くない。交通至便な割に住宅安価 
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問 2-1 大山崎町のよいところ 

31 観光資源があるところ（歴史的要素含む）。面積が小さいため、行政として目が届きやすい。高速があるた

め、車での遠出が便利（企業にとっても） 

32 自然が多い。 

33 自然が多い。高速が近い 

34 自然が豊かであり、子どもの頃から天王山での山のぼり、川あそびなど、たくましく、活発にすごせるところ。 

35 交通の便がよい、自然が多い 

36 自然、天王山 

37 交通の便の良さ 

38 京都、大阪どちらも行きやすい。インターが近い。自然が多く癒しがある。小さい町なので全体を管理しや

すい。事業を展開しやすい（小回りがきく）。 

39 交通の便（町外への）。自然の豊かさ。 

40 大中都市にない自然（天王山、桂川等）の豊かさ。大中都市近郊にあって交通の便がよい。潜在的な観光

資源が多い。 

41 町域がせまいため、庁舎が近い。子育てに対する補助が手厚い。ＪＲと阪急の両方の駅がある。大阪と京都

の中心地の真ん中である。 

42 子育て世代にとっては保育所、小学校が充実している為強みである。都市部でありながら緑も多く観光客が

４０万人の強みがある。 

43 歴史的に有名な天王山のふもとに位置する町という点。千利休が建てた待奄はよく聞かれるので魅力かと

思う。 

44 豊かな交通網 

45 自然が豊かであること。身近に触れあえる。児童福祉、特に就学前児童に対して手厚い手だてが魅力だと

思います。 

46 大都市近郊で自然が多い 

47 文化財等もっとアピールするべき。とても静か…「ある意味なにもない」 

48 子供を育てやすい。自然があり、四季を感じられる。 

49 天王山の自然 

50 自然豊か。利便性の良さ。子どもがのびのびと育つ環境。 

51 自然が多いが市内にも近い所 

52 都市部でありながら、のどかさがあるところ。日常生活（暮らし）の中に常に山があり（視界に入ってくる）、シ

ンボル的でありかつ、やすらぎのある風景となっているところ。 

53 山が近い、ゆったりした住民性、３つの保育所での保育、交通の便 

54 自然があり天王山があり歴史があるところ。水がおいしい、コーヒー店等アピールする 

55 自然がある 

56 子育てするのに（保育所、学童）が充実している。つながった保育をしている。子育てしやすい町。 

57 自然が豊かである。 

58 子育てするには、とてもすばらしい保育所が公立で３園あり、学童もすばらしいと思っています。 

59 自然が豊か（都市近郊の田舎）。交通利便性、地理的優位性、歴史的知名度。コンパクトすぎるほどコンパ

クト。 

60 都市郊外にあり、京都、大阪にも近く、自然にも囲まれ、生活するには落着いた場所である。高速道路イン

ターや新駅の開設等、交通の便が良い。歴史的価値があり、また、ハイキングコースにもなっている天王山

の魅力を伝えていきたい。 
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61 保育所に待機がない。行政サービスが人口が少ないので、きめ細くできることでハード面の不足をソフト面

でカバーしている感じで、人（職員）は宝であると感じる 

62 自然が残る。環境の良さ 

63 自然がある。交通の便が良い。子育ての環境が素晴らしい。小さい町なので、いたるところに知りあいが出

来、あたたかい町だなと感じる。昔は地下水で水がおいしかった。 

64 保育所などはとても手厚くとてもよいと思う 

65 「天王山」の知名度。交通が便利。自然が豊か。水がおいしい。 

66 インターが近い。山も河川もあり自然が豊か。小規模の為隅々まで目が届く。 

67 都市部に近いし、緑も多く、住環境がよいところ。 

68 まだまだ残る緑の多さが心をいやす。山あり、川ありで、子どもが育つ環境としては交通が発達している町と

しては類を見ない。住みやすい町。 

69 交通の便（鉄道、道路）。神社仏閣が多い。天王山の自然、三川合流域の自然。 

70 交通の便がよい（ＪＲ、阪急）。京都市、大阪市が近い。通勤が便利。天王山（自然がある）。 

71 狭い地域に、山、川、名所、旧跡、農地、工場、団地、駅等がある。 

72 天王山、淀川等の自然・歴史の地守り、更に生かしていけたらよいと思う 

73 自然に恵まれている。保育所が全て公立運営。学童保育が充実している。円明寺地域は人と人とのつなが

りが強い感じがする。大山崎で育った人が又ユーターンして子育てする街。 

74 歴史の町 

75 大都市へのアクセスが良い。その割には、適度に田舎的な所が有る。 

76 自然がゆたか。大都市にちかく交通が便利 

77 天王山や、すぐ近くに自然がある。村みたいに住民の顔がわかる。子供、お年よりを見守れる。地型がハー

トである。京都にも大阪にも出やすい。名神、京滋バイパス、二外と高速道路が通りインターチェンジがある

ので他府県から気軽に来れる。 

78 天王山、自然が多いところ 

79 保育所が公立で３園ある。 

80 子育てを安心して出来る町 

81 天王山や三川合流など自然環境が豊かであり、また、宝寺など歴史文化に恵まれている。 

82 電車などの交通アクセスが便利な点。それでいて、緑が多く、昼間も静か。駅前に高いビルや派手で下品

なショップがないので、観光で訪れた人が見ていやされるふんいきがある。 

83 行政の目が町民に行き届いていること。（特に、児童虐待など困難事案への早期発見、早期対応ができて

いること。）大都市近郊でありながら、自然に恵まれていることから、特に若い世代が住みやすい。（立地条

件が良い）コンパクトな町であるがゆえに、行政効率が大変よい。町民の担税力が高い。 

84 多分、日本で も交通幹線が輻輳している町だと思います。新幹線、ＪＲ東海道本線、阪急、国道１７１号、

名神高速道路、京都縦貫道、これだけの交通網がわずか数百メートルのなかに集積し、すぐ横には天王

山、淀川があるといった特異な箇所は他にないと思います。これは、よくも悪くも大山崎町の特長だと思いま

す。 

85 通勤・通学等には比較的便利。住環境はよい方である 

86 自然が残っているので子供を育てるのにてきしている。保育所では一時保育もあり子供を預ける事が出来

る。 

87 自然が豊か、子育てしやすい 

88 自然が駅から近距離にあり、文化遺産もある。 
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問 2-1 大山崎町のよいところ 

89 福祉等一人一人に丁寧に対応している。 

90 自然がまだたくさんのこっている 

91 町長や町会議員がすぐに役場と掛け合い、要望等を伝え、実行してもらいやすい。 

92 豊かな自然環境に恵まれている。商業施設、病院などが近隣にあって便利。 

93 大都市圏への交通の便が良い。山の緑が近い。 

94 町のシンボル天王山をはじめ、日本では例の少ない大河が合流する桂川・宇治川・木津川の三川合流部

等豊かな自然や、妙喜庵、離宮八幡郡、宝積寺、美術館など歴史・観光資源が多く存在している。京都と

大阪の大都市の中間に位置し、ＪＲ東海道線、阪急京都線の町内の各駅と、隣接の長岡京市に阪急新駅

ができ、また道路も名神高速道路と京都縦貫自動車道路の結節点にあり、高速道路のインターや国道１７１

号、４７８号等の幹線道路が町内を通り、陸上交通の便が発達している。 

95 自然や歴史のまち。交通の利便性（高速通路、電車など）にすぐれている（大阪方面、京都方面）まち。 

96 自然 

97 天王山。社寺 

98 自然 

99 コンパクトな町でありながら、自然が豊かで、交通の利便性が整っているところ。 

100 交通の便がよい（ＪＲ、阪急電車、高速道路）。比較的治安がよい。自然が豊か（天王山、淀川） 

101 天王山など、登りやすい山がある。 

102 天王山・桂川など身近な自然環境。名所、旧跡を活かした観光施策 

103 自然豊かであること。歴史的財産（天王山、茶室ｅｔｃ）がある。 

104 空気がきれいで、緑多く、環境がよい。 

 

【大山崎町の改善すべきところ（弱み・直すべき点等）：自由記述内容】 

※原則、記入されたまま転記していますが、判読が難しい箇所や誤字と思われる箇所は改めている場合があります。 

  問 2-2 大山崎町の改善すべきところ 

1 商業施設がない。歩道の狭さ。 

2 道路がせまい。車がないと住みにくい。 

3 道路が狭く、通行するときに危険と感じることが多々ある。天王山、淀川、土地の高低差等災害の危険因子

がある。買物する場が少ない。あるいは買物する場へ行くまでの交通手段が車を所有していない人はない。

移動がしんどい。 

4 商店や食事のできるところが少ない。道がせまい。 

5 強みを生かせていない。商店街がない。 

6 狭あいな道路 

7 町内の交通が（高齢者、子連れには特に）悪い。道がせまく、急な坂も多い。 

8 ＪＲ山崎駅のバリアフリー化。観光客がお金を使うところがない 

9 公共交通が弱い 

10 高速道路など近代化が進み、町民以外の車などが出入りするようになり、危険になった。水道料金が高

い！！人材が不足し、一人ひとりの負担が大きいところ。 

11 買い物等に不便がある。 

12 年々、自分の住んでいる町に対して愛情を持っている人が減っている。結果、地域の活動などへの参加者

数が減っている。行政主導の事業と一般主導の事業で同じような事をしていて日時などがかぶると参加者

の取り合いになる。一部の町職員の職員としての質。 
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  問 2-2 大山崎町の改善すべきところ 

13 お店が少ない 

14 大山崎町に観光客がお金を落とすポイントが少ない（商業施設等） 

町のＰＲ方法（大山崎町の良いところをもっと知ってもらう戦略はないか） 

15 道幅が狭い。鏡田地域の浸水。高齢化。 

16 町内の交通の便。駅から役場、２山小（円明寺）このあたりのルートがもう少し便利だといい…。 

17 病院、スーパー等が少なく不便。道がガタガタの所があったり、歩道がないような場所があったり、道幅が狭

くて危ない。公共交通機関が少なく、不便（バス等）。 

18 他市町村との交流が少ない。 

19 道路整備（通学路の安全確保） 

20 車を運転できない人は不便。水道代が高い。 

21 インフラの管理が出来ていない。 

22 財政難について具体的な対策案が出て来ない 

23 大山崎町以外から人が来てもらえるようなイベントが少ない気がする。もう少し観光に力を入れるべき。店が

少ない。 

24 ただ寄って通りすぎるだけの場所になっているところがある（高速の乗り降りのためのみ、天王山だけ登って

帰る）、もう少しとどまって観光したり、旅行で訪れたいと思えるような町づくり 

25 自慢できる所があまりない 

26 眼科、耳鼻科などの医者がない 

27 食事ができる場が増えればよいと思う。せっかく登山客が増えたのだから。 

28 徐々に道路の整備されるものの。道の狭い地域もある。今後さらに整備が必要。駅周辺に活気がない 

29 交通面。道（歩道）が狭い…（府道開通により劇的に改善されたが）。スーパーが小規模（高い）。本屋など

店舗が少ない。 

30 町内での生活用品の買い物が不便。公共交通網の整備 

31 商店が少ない。 

32 お店が少ない 

33 小児科、耳鼻科などがない。水道料金が高い。 

34 道がせまい 

35 商業を行うには不向き 

36 公共施設の老朽化 

37 行政の過剰サービスと思われる部分があると思うが、それが当たり前になってしまっている。住民と行政の協

同というか、お互いにｗｉｎ－ｗｉｎの関係でやっていくような次のステージにいくべき。 

38 良い政治家の不足。町の財政難。町内の交通の不便さ。商業が弱い（スーパー等が少ない）。 

39 自然を守る取組の強化（無秩序な開発を抑制する取組も必要では）。行政組織が必ずしも十分に力を発揮

していない。観光資源を十分活かしきれていない（アピール不足と観光まちづくり施策が弱い）。 

40 道路がせまい。人口、面積に対して施設が多い。 

41 円団の建替えが何も進まず世代交代ができていない。基本的に重要幹線道路の整備が進んでいない。観

光産業をうまく活用できていない 

42 公共施設が駅から遠く不便。気軽に入れる飲食店が少ない。子供と遊べる広場が少ない 

43 商店の少なさ 

44 町内での交通の便がわるい。町職員等の人材不足！！ 

45 活力が無い 
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  問 2-2 大山崎町の改善すべきところ 

46 昔からの人の考え、意見が多すぎ、またそれが通ってしまう。土地が無い。 

47 水害等に不安があります 

48 眼医者、耳鼻科、皮フ科の医院がない 

49 店、病院等が少ない？ 

50 道路のせまさ 

51 道路の整備（歩道）、駅が遠い、バスが少ない、徒歩の人には不便 

52 商業の振興意識が薄い。（当事者が町外で買物をするほどである。）小さな町であるが故に、行政に頼りす

ぎる。 

53 田舎にしたいのか街にしたいのか中途半端な所 

54 駅前に店がない 

55 これからも自然を大切に！ 

56 商業施設が少ない。 

57 スーパーが近くにないので住みにくい所もある。 

58 水道料金体系が用途別で（全国的には口径別が主流）。一般家事用と違い、営業用（水を使う喫茶店など）

は料金が高く、小さな店の経費を圧迫している。料金改訂の時に口径別になおさないと商業の根づかない

町になると思う。 

59 町内道路綱の貧弱さ。上記に加えて通過交通の多さ。ちょっとした空地、空間の不足→子どもが安心して

遊べる場の絶対的不足。コンパクトすぎるゆえの距離感。一体感のなさ。 

60 道路や公共施設の整備。自治会等の組織が軟弱で、町との関わりとして組織対組織という関係を築けてい

ない。色々な要望や地域からの発信は、自治会という組織から責任ある内容で発信されるべきだと思う。 

61 土地面積の問題もあるが企業数が少ない。急速に進んでいる高齢化の対策。公共施設の老朽化対策。 

62 天王山、待庵、美術館、聴竹居等観光の強みが生かされていない。商売含め活気がないので、観光スポッ

トが有機的に機能していない。 

63 不便。店がない 

64 大山崎山荘、聴竹居、待庵（ウイスキー工場（隣町だが）、ビール工場）等があるが、あまり町にお金が落ち

てこないところ。せっかくの観光資源があるのに、もったいない。（ＴＶで外国観光客がよく訪れると紹介して

いた）財政が乏しいこと。 

65 道がせまい。買物に困る。観光客がお金をおとすところがない。病院もない。 

66 町内の施設（買い物、病院他）だけでは暮らしにくい。町内の交通の便が悪い。 

67 住民が主体で何かということが難しい。ボランティア団体等の横のつながりがない。 

68 もっと町が生き抜いていくために、町全体が活性化できるものを見つけ出し、町民全員で取り組む必要あ

り。 

69 東西交通が悪い。府道の歩道が狭い。観光のための道標整備。 

70 買い物をする大型スーパーがない。 

71 狭い地域であるが、山、川、名所、旧跡、農地、工場、団地、駅等をうまくつなげていない。 

72 企業が外に出、産業・商店等が少なくなり、税収、町内で働く人が減っている事は弱みに思う。自然・歴史を

生かし商業・産業に結びつけれたら、又、角度を変え何か新しい産業・商業等が開発できればと思うが、

今、具体的な考えはない。 

73 医療機関が乏しい。町の中心に役場公立館が有るが、交通の便が悪い。大山崎（字）方面は夏祭り等を行

う場所がなく人と人とのつながりも薄い印象がある。道が狭く平たんでなく安心して歩きにくい。 

74 交通の便が悪い 
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  問 2-2 大山崎町の改善すべきところ 

75 駅前の整備が出来ていない所。駅前の車輌の無秩序な流れ 

76 経済的な発展性が無い 

77 西国街道が細いため１山と２山で離れてしまう。インターチェンジがあるのに「道の駅」みたいなものもなく、

ただ、通りこされてしまうだけ。特産品みたいなものをパッチリと作れてない。天王山へ登られた人たちの休

む店がない。「激辛商店街」のような何か全国にアピールするものを考える。 

78 天王山、自然が多いところのアピールが少ない 

79 今のままを守ってほしい 

80 まちが名神付近で分断されている。おいしい水が飲めなくなっている。活気がない。（若い人を呼びこむま

ちづくりが必要） 

81 町内の交通網が弱い。坂の多い町なので高齢者や小さな子ども連れが町内を移動する手だてが必要。駅

周辺に手荷物預り所がない。 

82 行政への依存度が高い。（過去から住民主導への手法が弱かった。）魅力、強みの裏腹になるが、施設管

理等において、町民一人当たりの費用が高く、行政負担が大きい。※強みを生かして、施策・サービスの集

中と選択により、首長の強いリーダーシップのもと、持続可能なまちづくりを推進されたい。 

83 町内及び周辺市町へのアクセスが悪い。町内だけで消費が完結しにくい 

84 企業が少なく税金が入ってくる所が少ない。 

85 水道料金が高い、交通が不便 

86 飲食、休憩できる施設、店舗が少なく集客性、活性が感じられない。高齢化が進展によって扶助費の増加

が町財政をひっ迫させており、弾力的な行政運営ができない。 

87 全体のビジョンがみえにくい。先の構想がなく、その場しのぎ的 

88 天王山を利用したイベントをするべき。大山崎の特色をだしたほうがいい。 

89 上記の点が多いので、赤字体質になっていくので、責任有る行動をとってもらう事。 

90 坂道が多い、道路のバリアフリーが遅れているため、高齢者には暮らしにくい。 

91 近隣と比べて高い水道料金の是正。老朽化した公共施設の更新。 

92 本町は、京都盆地の南西部に位置し、その地理的条件から盆地に集まった表流水が河川となって本町付

近に集まるため、洪水に対する備えが重要になる。 

93 都市計画（道路、河川など）について（長期的展望をもった都市計画を） 

94 ハイキングコースとするならば、事故防止を含めた整備を。観光とするならば、歩道の整備をすすめるととも

に、注目度の高い何かをもうける必要がある。 

95 道路 

96 商業施設が不足しているところ。 

97 公共施設の老朽化等（公民館）。人口減少、少子高齢化。まちに元気がない 

98 小さい町なので買い物、スーパーなど少なく、年よりにとっては歩いていけない。 

99 浸水、土砂災害など防災面の強化。公共施設へのアクセス道路となる府道の歩道整備。生活に身近な交

通利便性の確保 

100 大山崎町の宣伝方法※大山崎町ＨＰでの観光情報が小さく、気が付きにくい。目立つ大きさと色づかい。

写真も構図にこだわったものを貼り付けるなど、パソコンなれしていない人も見やすくすることが必要かと。

自治体ＨＰとしてはしっかりしたものであるが、色見がなく寂しげ。 

101 病院、スーパー等が少ない。 
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職員調査 問３－１ まちの将来像に関して、考慮すべき点やキーワード、考え方 
 

※原則、記入されたまま転記していますが、判読が難しい箇所や誤字と思われる箇所は改めている場合があります。 

 問 3-1 「まちの将来像」に関して、考慮すべき点やキーワード 

1 少子高齢化対策。商業地としての発展。 

2 現在の将来像は現状を表したものであり、将来像としては適切ではないように思う。天王山や歴史

的な資産を活用しない手はないと思う。 

3 将来像として定められている「 」内は、住んでいる人、働いている人に対しての設定、姿勢があ

まり感じられない。どことなく町民以外の人へ向けられているように感じる。道路をつくったり、

自然をこわして家をつくったりせず、自然と共生していく町になってほしい。いつまでも変わらな

い自然がある町になってほしい。 

4 どこをどのように変えたら良いかわかりませんが、１０年後、さらに高齢化が見込まれるため考慮

すべき点だと思います。 

5 近年、各地で災害がおきているため、天王山、淀川に危機感を感じている方がいると思います。そ

の為「まちの将来像」に込められた意味として、災害が発生しても決して屈しない文言等を入れて

もよいのではないかと思います。 

6 子育ての充実。世代間の交流 

7 インフラの維持。身の丈に合った福祉 

8 歴史と文化をかかげるなら、もっと何か知名度を上げて、もっといろんな人に来てもらってお金を

おとしてもらわないとダメだと思う。 

9 福祉のさらなる充実、税収入ののぞめる企業の誘致 

10 府内で一番面積の小さい町であるが、限られた土地に対して、今後、区画整備をすすめ、町独自の

景観をイメージしていくことが大切。農地が今後減り住宅開発をすすめていく必要がある 

11 少子高齢化は避けられない。正面から見据えることが必要。 

12 インターなどもできもう少しそういった面もテーマに盛り込む。未来の発展。 

13 大部分は今のままでよいのかなと思いますが、特に子どもや年配者、障害者など、社会的弱者とい

われる人たちが安心して安定した（経済的にも精神的にも）暮らしができることは全ての人にとっ

て暮らしやすい社会だと思います。どんな政策をとるにしても、彼らの立場・視点からはどうなの

か、深く考えて実行するべきだと思います。モノにだけではなく、人に、重きをおいてほしいと思

います。 

14 小さい自治体で安定した住民サービスを提供し続けることは、内部だけの努力（住民や職員や議員）

だけでは限界があるように思う。合併をして規模を大きくするべきではないか。 

15 まちの将来像に込められた意味は、いつの時代も基本的には変わらないと思います。そのうえで「天

王山、淀川、歴史と文化」の部分は、リニューアルしてもよいと思います。ただ、この部分はまさ

に「大山崎町」を現しているので、「大山崎町」らしさを失わずに、明るい将来を現せたらよいの

ですが。 

16 将来像としてはそのままで良いと思うが、それを揚げている割には近年竹林が減り、田畑の真中に

マンションが建ち、木の実が伐採され、昔より随分景観が変わってしまった様に思う。家がどんど

ん建ち並び、人は増えてくるかもしれないが、自然のゆたかさは守られるのか不安になる。 

17 現在のよさ（天王山の自然を大切にし、それを生かした教育ができているところ）を維持しつつ、

高齢化にむけて、みんなが助け合うせまい町なのでみんなが高齢の人を知り、気に止める町づくり。
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18 難しいとは思うが、町のメインの道路西国街道について長岡京市では広く大山崎に入ってからは狭

くなっているのを改善できればと思う。聴竹居についてはアサヒビール大山崎山荘美術館のように

永く保存、大勢の方に見てもらえる町に人をよべるものにしていった方がいいと思う。建築協会や

安藤忠雄を動かす発起人にするなどして。今の運営の仕方ではいけないと思う。 

19 将来像として明確にイメージできるようにすべき。現状は全くイメージできない。住民、職員を問

わず共有できる明確なメッセージとして打ち出す。 

20 １０年後かもう少し先になるかもしれないが、長岡京市（向日市）との合併を視野に入れての土台

作りや、都市計画税の導入等、他市と足並みを揃えていくことを少しずつ進めていく必要があると

思われる。歴史と自然のゆたかなうるおいのある町というのは大山崎町の魅力であるため、この強

みをさらに活かしていくようにしていくことが重要であると思われる。 

21 子育て 

22 現計画は理想とする内容の記述が各分野にあり、実現が非常に難しいようなことが盛り込まれてい

るように感じる。現状と課題を踏まえたうえで実現可能（若しくは可能と思われる）な目標をかか

げ、予算とリンクできるような計画設定が必要と思います。 

23 現在の姿を残しつつ、新しいものをうりにしていき、人の入ってくる町を考えていく必要はある。

観光やショッピングｅｔｃ… 

24 安全 

25 １０年以上先高齢化で現在と違った住民の年令層になると思うが、その時にどういった町をつくっ

ていきたいかをイメージし、それに伴った施策を行うことが必要だと思う。 

26 円明寺団地の老朽化。道の整備。町内の高齢者、母子が移動しやすい街づくり。防災（山や川があ

る街のため）。 

27 淀川、歴史と文化だけではダメ。歴史と文化というのであればもっとアピールするものがいる。子

供を育てる環境がいいのでそれをもっと打ち出すべき。 

28 異常気象やライフスタイルの変化を考えると「安全、安心」についての内容を検討すべきである。

総合計画ではあるが全ての項目、方面に理想を求めたものでなくてもよいのではないか。行政が行

うべき割合の明確にした上で、「まちの将来像」を構築すべきではないか。 

29 人口の減少が続いているので、住みたい町、住み続けたい町という「住民目線」での考え方をキー

ワードに協調して入れた方がよい。特に子育て世代、子育て予備世代によって魅力的な町にすべき。

30 「福祉の充実したまち」は気になります。大筋での「まちの将来像」は踏襲してよいと思いますが、

「町民自らが造る（参画、協働、提案、実践）誇れるまち」（例）などを掲げるべきと思います。

31 高齢者にやさしいまちづくりなどが伝わるよう。住民が自らまちづくりに参画できるイメージを持

たせる 

32 人口減少社会を見すえて、持続可能な地域づくりの観点が必要ではないか。 

33 将来の人口構成は、一段と少子高齢化進み、就労人口が減少に向かうことが予想されます。高齢者

を支える現役世代への子育て支援や、高齢者人口の増加に伴う高齢者対策、また、道路、橋、庁舎、

学校、保育所、公民館等公共施設の老朽化に伴う維持補修費、ごみの最終処分場の確保等、行政需

要は高まる一方であります。こうした中で、限りある財源と職員体制を最大限活用しても、住民の

ニーズを満たすことは難しいと考えます。将来の町づくりは、住民の責任と自立、参加と共助・協

働は避けられないと考えます。将来を見据え、地域住民がともに持てる力を出し合い、心豊かに暮

らせるまちづくりを目指すことを将来像の中に示しておく必要があると考えます。 

34 今後の社会の動きや人のニーズ（高齢化社会）に合ったものにすべき。また計画性が実行される町

政を望む（町長が変わりすぎる） 
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35 町並みを保存した、ゆったりとした空間を置きながら、道路整備された歴史観光が出来るように。

36 観光面に力を入れてはどうか。 

37 西国街道等道路がせまいので、できるものなら幅を広く。入院できる病院や大スーパーの設置を。

 

  



94 

職員調査 問７ 個別分野に関する現状分析と将来分析 
 

回答にあたり選択する分野分類表 

分野 キーワード 

１ 人権・教育 人権意識・男女共同参画・学校教育 等 

２ 文化・スポーツ 生涯学習・スポーツ・芸術・歴史 等 

３ 保健・福祉 障がい者福祉・高齢者福祉・医療・介護・健康づくり・子育て支援 等 

４ 環境 環境保全・省資源・省エネ・ゴミ処理・新エネルギー・景観・自然 等 

５ 防災・安全 防災体制・耐震・治水・消防・交通安全 等 

６ 社会基盤 土地利用・道路・交通・通信基盤・住宅・上下水道・公園 等 

７ 農業 農業振興・地産地消・担い手確保・農産物ブランド 等 

８ 商工業・就業 工業振興・新産業・起業・勤労福祉・雇用・中心市街地活性化 等 

９ 観光・賑わい 観光振興・広域観光 等 

10 町民活動・交流 住民協働・地域コミュニティ・住民交流・町民公益活動 等 

11 行政運営 行政サービス・自治体経営・財政運営・広域行政・都市間交流 等 

 

回答いただいた現状分析と将来分析の具体的な内容は以下のとおりです。 

 

（１）現状分析  

① よい点・改善すべき点 

② より活用すべき資源 

③ 不足している資源 

（２）将来分析  

① 予測される環境変化 

② 10 年後のあるべき姿 

③ 10 年後に向けた行政の基本的役割と重点的に取り組むべきこと

 

  


