
令和３年８月実施　市民満足度調査自由記述内容（分類別）
番号 記述内容

1 6
高砂市に愛着・誇りを感
じるか

高齢者の意見を形式的に聞く会議はムダでは。30～40代で自分なりの考えをもつ人材の活用を進めるべき。

2 6
高砂市に愛着・誇りを感
じるか

明石市のように誇れる市になってほしいです

3 6
高砂市に愛着・誇りを感
じるか

過去の町創りの失政からあらゆる場所で老人町が生まれ高砂全体に活気が失われてる。

4 6
高砂市に愛着・誇りを感
じるか

研修センターの考古学や歴史的な展示スペースがとても良かったので、博物館まではいかないものの、さらに資料展示館の様なも
のが別で有れば

5 6
高砂市に愛着・誇りを感
じるか

文化的民度が低い感じがする。祭り文化から脱却。（30年前からすると大分かわってきている）

6 6
高砂市に愛着・誇りを感
じるか

退屈な市です。

7 7 高砂市は住みやすいか
不審者対策で知らない人に話しかけられたら通報みたいな風潮があり、また、コロナ対策のマスク姿で挨拶もしようとしない人々が
行き交う街中にとても息苦しさを感じます。経済面よりメンタル面でのえがおの豊かさを求めます。

8 7 高砂市は住みやすいか
明石市のように若い家族が増えないと高砂市はどんどん衰退するばかりだと思うので若い家族が住みたいと思えるまちにしてほ
しい。

9 7 高砂市は住みやすいか 昔は、高砂市は本当に住み良い市でしたが、今は逆に、福祉の低下、環境の悪化が、目立ちます。

関連する問
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番号 記述内容関連する問

10 7 高砂市は住みやすいか
移住してきて短いので、ここ数年の変化は分かりませんが、適度な田舎感が住みよい街だと感じています。車があれば最高ですが、
なければ何もできないと思います。

11 8
高砂市に住み続けたい
ですか

このアンケートが次世代に役立つと嬉しいです。あと、10年、20年は変化がおこらないと解っています。全体的に店舗の老朽化が
目立ちます。海沿いなどの工場は錆も多く、いつか、なにかが起こると以前住んでいた市より感じます。道路は整備されています。
年末の道路工事が生かされてますね。公園は遊具が少なく、遊び子どもたちが１つの遊具に並んでいるのは（ブランコ）切ないし、寂
しいですね。

12 9
（こども支援政策）安心
して子どもを生み育て
ることができるまち

明石市のように、人口増加につながる独自施策をどんどん行っていって欲しい。

13 9
（こども支援政策）安心
して子どもを生み育て
ることができるまち

我家の子どもは大きくなりましたが、市民プールがなくなるかもやボールが使える公園がなくなると小さな子どもを育てる家庭に
は高砂市を選ぶ事はなくなってくるのではと思います。昨年コロナでプールが閉鎖になった時、みなさんビニールプールでなんとか
しのいでしると感じました。市民プールがなくなるのは損失だと思います。もしなくなるのであれば小・中学校のプールの開放等で
地域の子育て世代の方を助けてあげて欲しいです。図書館は米田在住の我家には大変ありがたいです。子どもも利用しています。
ありがとうございます。

14 9
（こども支援政策）安心
して子どもを生み育て
ることができるまち

明石市の様に、子育て支援を充実して欲しい。子供の保育料、医療費を経済面で軽減してくれれば、子育て環境が整備されて高砂
市にこれからも住みたいと思える。

15 9
（こども支援政策）安心
して子どもを生み育て
ることができるまち

こども医療費受給者証で、中学生までが窓口負担が０円ですが、蚊にさされたぐらいでも病院に行き、薬局で薬をもらって、という
人が多いらしいです。そんな事の負担を皆でしなければいけないのでしょうか？月に数回でも上限を決めるとかでもお金の負担が
あるようにすればいいのではないでしょうか？

16 9
（こども支援政策）安心
して子どもを生み育て
ることができるまち

コロナ禍で感じた事は大人〈親・子を育てる人〉が健全に仕事をし、生活をすることが子どもの安全、成長につながるということ。職
場によっては、子どもが発熱〈子どもの発熱はよくあり、すぐに治まることも多い。〉したら、最低３日間親も休まなければならない
というものや、本人が少し体調を崩すと、最低10日は休まなければならない等、その間の給料は発生しないのに、休まなければな
らず、それでは生活に困り、子どもの安全は守られない。保障の範囲を多くのパターンをみて見直してほしい。

17 9
（こども支援政策）安心
して子どもを生み育て
ることができるまち

公園でグランドゴルフをするのを止めて欲しい。子供を安全に遊ばすことができない
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18 9
（こども支援政策）安心
して子どもを生み育て
ることができるまち

高砂市の国道２号「島」の交差点は危険過ぎます。例えば昭文社「姫路圏道路地図」でも、ここが事故多発地点として表示されていま
すけれど、市内にある他の事故多発と表示されている箇所と比べ明らかにここは危険です。取るべき選択肢は、道路の付け替え、ま
たは、交通規制で一方通行を設定（欄外の図を参照）のいずれかです。財政が厳しいなら後者ですね。歩行中も「島」の交差点は自動
車が死角から曲がってくるので、自動車も自転車も使えなくなった時に困ります。そもそも、私は大阪から相生まで国道２号を自転
車で走ってみましたけれど、高砂市の区間は、交通量の割りに、道幅も、路側帯も狭く走りにくいです。※全て左折のみ可にする。※
ただし、市道には国道２号から入れないようにする。これによって、側道を不便にして「島」交差点への交通量を減らし、国道２号の
通行をスムーズにすることが、最も安価にできる対策。

19 9
（こども支援政策）安心
して子どもを生み育て
ることができるまち

高砂市は妊婦、子どもに優しくないと思いました

20 9
（こども支援政策）安心
して子どもを生み育て
ることができるまち

子供達の笑い声が聞こえる町にして欲しい。

21 9
（こども支援政策）安心
して子どもを生み育て
ることができるまち

明石市のように子育て支援に力を入れてほしい。産後ケア制度の充実や産後のオムツ定期便はすぐにでも取り入れたほうがいいと
思う。

22 9
（こども支援政策）安心
して子どもを生み育て
ることができるまち

子育て施策が弱い。公園の遊具が老朽化している。子供が遊べる場所が少ない。

23 9
（こども支援政策）安心
して子どもを生み育て
ることができるまち

こども園化が子どもと親の時間を取り上げ、進学して学童保育をパンクさせ、親の目が行き届かず学力は下がり、いじめや暴力も
多い。

24 9
（こども支援政策）安心
して子どもを生み育て
ることができるまち

各公民館もしくは学校に、子供たちが体を動かして遊べる部屋が有れば良いのにと思います。文化的なスペースを設けていただき
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。

25 9
（こども支援政策）安心
して子どもを生み育て
ることができるまち

子供に投資をしないと未来は、ない。
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26 9
（こども支援政策）安心
して子どもを生み育て
ることができるまち

子育て政策を充実して、若い世代を取り込んで欲しい

27 9
（こども支援政策）安心
して子どもを生み育て
ることができるまち

高砂市で子供を産み、育てたいと思える政策がない。バスがほぼ走っていない区間がある、曽根駅が不便。新たに高砂市に住みた
いと思える利点をもっと増やして欲しい。

28 9
（こども支援政策）安心
して子どもを生み育て
ることができるまち

子育て施策を充実させてください。小学校に上がれば転居がしにくいです。小学校教育や学習支援策が充実していると踏みとどま
ろうと思います。自治会、子供会への強制参加、祭りへの強制参加、参加しなければ村八分というような風潮があります。その点は
非常に古いし、住む場所として高砂を選ぼうと思わなくなる原因です。もっと市役所が地域で、課題はなんなのか、人口を増やすた
めにはどのようにしたらいいのか、問題提起して、住民に考えてもらうと言う機会があっていいと思います。大変でしょうが、コツコ
ツと意識改革していってもらわないと若い人は煩わしくて住む場所として選ばなくなります。

29 9
（こども支援政策）安心
して子どもを生み育て
ることができるまち

子育てがしやすい町づくりを希望します。

30 9
（こども支援政策）安心
して子どもを生み育て
ることができるまち

子供を生み育てていく世帯の市街への転出問題。複数の子供を育てている世帯へのもっと手厚い援助が必要だと思います。子育
て世帯は共働きでも負担が大きく、どうしても支援のある市街への転出を検討してしまいます。

31 9
（こども支援政策）安心
して子どもを生み育て
ることができるまち

2014年の出産の際、経費削減のため母子手帳の手帳カバーがもらえなかった年があった。少子化の中、こんな弱い立場の微々た
るカバーを給付しない高砂に対して情けなく移転を考えた。カバーがないと手帳も傷みますし結局100均で購入しました。3人目の
出産時はカバーの配布がありました。削減する箇所が違うだろう。酷い。

32 9
（こども支援政策）安心
して子どもを生み育て
ることができるまち

子ども支援政策をもっと頑張ってほしい（金銭面など）。

33 9
（こども支援政策）安心
して子どもを生み育て
ることができるまち

もっと市民が他の市と違ってお得な制度があれば嬉しい。また、市民が利用して得な制度をもっとＰＲすべきだと思う。例．子育て
にかかる費用負担、医療費、家賃補助
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34 9
（こども支援政策）安心
して子どもを生み育て
ることができるまち

子どもがのびのびあそべる公園や子育て支援センターをもっと充実してほしい。子育てにお金をかけれない自治体は少子高齢化の
社会において生きのびれないと思う。明石のように、もっとよりよいサービスを期待している。

35 9
（こども支援政策）安心
して子どもを生み育て
ることができるまち

子育て世代への政策を強化するだけでなく、全世代への強化をお願いしたいです。

36 9
（こども支援政策）安心
して子どもを生み育て
ることができるまち

もう少し子育て世帯に支援してもらいたい。物価は上がるのに働き方改革で収入が減るし子育てにはお金がかかるから。

37 9
（こども支援政策）安心
して子どもを生み育て
ることができるまち

子育て世帯への、これからの高砂市を担っていく子供達への支援を、もっともっと手厚くして頂きたいです。ブライダル都市高砂
で、子育て世帯が増えない事には、少子高齢化が進み明石市の方が魅力的だと思ってしまいます。母子家庭だけでなく、子育て世
帯に手厚い支援を大きく打ち出せば、明石に負けない、神戸に負けない唯一の市になるのではと願います。

38 9
（こども支援政策）安心
して子どもを生み育て
ることができるまち

子供に対しての援助が少ない。相生や明石市は子供に対して手厚い支援があるが、それに比べて高砂は少ない。

39 9
（こども支援政策）安心
して子どもを生み育て
ることができるまち

明石市のような 子育てに力を入れてほしい

40 10
（こども支援政策）
みんなが子どもの安全
と成長を支えるまち

小・中学生のスクールバスの取り入れを早くすすめてほしいです。校区も広く遠方の子がいたり、防犯・事故を防ぐ為にも早くにす
すめてあげてほしいです。

41 10
（こども支援政策）
みんなが子どもの安全
と成長を支えるまち

じょうとんバス　北浜方面の中学生が自転車で通学しています。牛谷のトンネルが暗くなってから通るのが気になります。クラブ活
動などで遅くなるのかと思います。雨の時もじょうとんバスを鹿島中の登下校に利用できないかなとも思います。子供達が犯罪に
まきこまれるケースが多くなっているので事件がおきる前になんとか・・・と思います。単なる個人的な意見です。

42 10
（こども支援政策）
みんなが子どもの安全
と成長を支えるまち

障害がある子供用の学童がほしい（専門の先生がいる場所）。特に春夏冬休み中、親が仕事の時に預ける場所がなく困っている。障
害をもった子供の遊ぶ場所、交流場所がほしい。
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43 11
（教育政策）
こどもが学ぶ力を育む
まち

今年度からタブレット端末が学校に配布され、これから成果が出ることと思います。

44 11
（教育政策）
こどもが学ぶ力を育む
まち

皆な同じ

45 11
（教育政策）
こどもが学ぶ力を育む
まち

小学校に制服がないのがおかしい。最低でも全生徒揃いのガウンぐらいはあってほしい。出来れば加古川小学校の様なシャツやブ
ラウス、ズボン、スカートの様な制服があってほしい！

46 11
（教育政策）
こどもが学ぶ力を育む
まち

高砂市全体的に公園が少なすぎる。市ノ池の公園もせっかくあるのに遊具が少なすぎて遊びにくい。播磨町や明石市を見習ってく
ださい。米田小学校を制服にしてほしい。昔あったのになくすとかどういうことですか?入学式や卒業式に揃って写真を撮った時に
服がバラバラなので一体感がない。加古川小学校のようにシャツとガウン、吊りズボンに吊りスカートつくってほしい。

47 11
（教育政策）
こどもが学ぶ力を育む
まち

中学生を対象としたバレーボールの部活動を再開させたいです。

48 13
（福祉政策）
地域で自立を支え合
い、つながり合うまち

今後益々居住者の年齢が上ってくるに伴い介護関係が重要となってきます。先般ゆずりあい駐車許可書をもらうにしても加古川市
は非常に丁寧な対応。高砂市は職員の勉強不足でなかなか対応してもらえず私は神戸製鋼52年勤め腰をいため、椎体間固定術
（スクリュー４本入れている）杖をついてすこし歩ける程度であるが、なかなか対応してもらえず、放り投げて帰った事がある。妻は
加古川でもらっているが全く対応が異なる。高砂市は一部はまだまだと感じた。ただし、非常に丁寧な部署もありますよ。念のた
め。

49 13
（福祉政策）
地域で自立を支え合
い、つながり合うまち

福祉サービスがもっと充実していればありがたいと思います。

50 14
（福祉政策）障がいが
あっても安心して生活
できるまち

障害者福祉の充実を望む。精神2級の場合、医療費の給付とじょうとんバスの割引ぐらいしかメリットがない。

51 14
（福祉政策）障がいが
あっても安心して生活
できるまち

以前は市役所内で支援相談ができましたが、それがなくなり障害者支援基幹センターの場所が変わったりまだまだ充分に機能して
いないように感じます。身体だけでなく精神障害の人も市内で自立した生活ができるように支援してもらいたいです。



令和３年８月実施　市民満足度調査自由記述内容（分類別）
番号 記述内容関連する問

52 14
（福祉政策）障がいが
あっても安心して生活
できるまち

障害者に、優しい説明をして頂けたら助かります

53 15
（福祉政策）高齢者に
なったときも安心して
生活できるまち

高齢者の作品展を開催してほしい。作品は絵画でも陶器でも木工でも何でもあり

54 15
（福祉政策）高齢者に
なったときも安心して
生活できるまち

私は今若いため、自転車で移動することが苦ではありませんが、高齢者の方々、特に高砂地区はスーパーが近くにないため車が手
離せないように思います。西畑の方では高齢者の方が「もうさすがに車に乗れない」と感じたら引っ越そうと考える人がいるとよく
聞きます。

55 15
（福祉政策）高齢者に
なったときも安心して
生活できるまち

老人が住みにくい町です。他の市町村みたいに、交通費等の補助が有っても良いと思います。

56 15
（福祉政策）高齢者に
なったときも安心して
生活できるまち

特養老人ホームをふやしてほしい。
ケアハウスやグループホームも。

57 15
（福祉政策）高齢者に
なったときも安心して
生活できるまち

・曽根地区に住んでますが、今後、老人になった時、買い物に行く所がないので不安を感じる。・インターネット宅配しかないのか？
と思う。・町医院が少なく、年齢も高い先生が多いように思う。かかりつけをもつことができないのが不安である。

58 15
（福祉政策）高齢者に
なったときも安心して
生活できるまち

高齢者に対して年令別にお祝金は高砂市はないのですか。姫路市はあると聞いているが。

59 16
（健康・医療政策）
健康に過ごしやすいま
ち

空気は汚染されています。ゼンソクの罹患率は一向に高い水準を保ったままです。

60 16
（健康・医療政策）
健康に過ごしやすいま
ち

単なる割引のお守り？ではなく、他の市町村(姫路市等)のように数年ごとに子宮頸がん等の無料クーポンを配布してほしい。



令和３年８月実施　市民満足度調査自由記述内容（分類別）
番号 記述内容関連する問

61 16
（健康・医療政策）
健康に過ごしやすいま
ち

医療や保健、福祉分野について、もっと資格を保持した専門職を配置して、多様化している課題に取り組める体制を整備して頂き
たい。

62 17
（健康・医療政策）
医療サービスを安心し
て受けられるまち

高砂市では医療を受けられず、他へ行かなければならない。市民病院の充実をお願いしたい。

63 17
（健康・医療政策）
医療サービスを安心し
て受けられるまち

コロナワクチン接種者数と医療関係者の移動や準備を考えて市民病院だけの集団接種に切り替えたと思っていますが、総合体育館
での接種会場を再検討して欲しい。無理ならば、バス巡回で接種回って欲しい。その方が接種率が上がると思うのですが。

64 17
（健康・医療政策）
医療サービスを安心し
て受けられるまち

二次救急病院(民間も含め)が、最悪の状態です。　親族が亡くなってしまってから言う事ではありませんが、隣の中央市民病院に行
けばと思ってしまいます。

65 17
（健康・医療政策）
医療サービスを安心し
て受けられるまち

ワクチン接種の予約すら出来ていない状態で不満であり不安です。個別接種可能な医院も少ないと思います。

66 17
（健康・医療政策）
医療サービスを安心し
て受けられるまち

医療など様々なことで加古川市など近くの市との連携をひきつづき取り組んでほしい。

67 17
（健康・医療政策）
医療サービスを安心し
て受けられるまち

阿弥陀町、国道２号線北側。調整区域解除してほしい。土建業者が多くの水田を借り、建材や廃材を置いたり、燃やしたりするので
景観や環境に悪い。

68 17
（健康・医療政策）
医療サービスを安心し
て受けられるまち

高砂市民病院を存続する必要がありますか。市民はほぼ中央市民を選んでいます。病院職員の接遇も悪く、受診しようとも思いま
せん。そういう方がたくさんいると思います。

69 17
（健康・医療政策）
医療サービスを安心し
て受けられるまち

高砂市民病院の診療を充実させて欲しいです。（医師、診療科目、入院、手術、検査、リハビリ）現状、他市の病院で診てもらわざるを
得ない。番号53道の駅とか海の駅等が無い他市にばかり行ってしまう。（そこの地域の野菜や商品を買ってしまう）市内に有れば嬉
しい。



令和３年８月実施　市民満足度調査自由記述内容（分類別）
番号 記述内容関連する問

70 17
（健康・医療政策）
医療サービスを安心し
て受けられるまち

緊急で受診の時、適切な診察が受けられません。診療科がない、診療科の先生がいない等の理由でたらい回しになりました。安心し
て受診できる病院を希望します。

71 17
（健康・医療政策）
医療サービスを安心し
て受けられるまち

コロナ感染に対しての保障が偏り過ぎている。　若い世代のワクチン摂取が出来ていない。　医療機関が充実していない。交通手段
が無い。　市役所職員の中の人に人を馬鹿にされた事があり不愉快に感じた事があります。

72 17
（健康・医療政策）
医療サービスを安心し
て受けられるまち

・今後、高砂市民病院どうしますか？

73 17
（健康・医療政策）
医療サービスを安心し
て受けられるまち

医療に関して・・・どの病院でもオンラインもしくはラインなどを使って対応してほしい。コロナ禍で人との接触や炎天下の年配の方、
体調が悪そうなのに予約がない為、外でまってる・・・などは異常な光景だと思います。全病院が対応してくれたら・・・と思います。

74 17
（健康・医療政策）
医療サービスを安心し
て受けられるまち

市民病院をもっと力を入れてほしい。

75 17
（健康・医療政策）
医療サービスを安心し
て受けられるまち

市民病院の拡充を期待したい。

76 17
（健康・医療政策）
医療サービスを安心し
て受けられるまち

私は、違う地方から来ましたが何をするにも他の地方よりも遅いと感じます。病院も、頼りない先生が多すぎてもっと的確に診断し
てくれる良い先生が居てくれたらとすごく思います。高砂に、来てから子供たちも喘息が酷くなったし電車に乗ってると加古川の方
から高砂に入っていくときの空の色が違いすぎて大気は汚いんだとすごく思います。

77 17
（健康・医療政策）
医療サービスを安心し
て受けられるまち

高砂市民病院の噂で良くない話を聞くので利用を避けている。市民病院が無いのは市としてどうかと思う。噂だけ…と思ってもい
ざ自分が入院となると加古川市に目が行く。近隣の市民病院は、ちゃんと運営されているのに高砂市は利用しにくいのは如何なも
のか？医療だけを悪く言う気は無く、患者側にも非がある場合も有ると思う。事実をオープンにし、広く意見を聞き悪い所は改善
し、病院に非が無い場合は利用者の改善を訴える体制を作ってほしい。市民病院が利用しにくい状況は改善してほしい



令和３年８月実施　市民満足度調査自由記述内容（分類別）
番号 記述内容関連する問

78 17
（健康・医療政策）
医療サービスを安心し
て受けられるまち

高砂市民病院を充実した病院に。高齢者への市役所関連の事は対応をもっと丁寧親切に。国保健康診断の内容を以前の集団健診
の内容に戻して欲しい

79 18
（まちづくり政策）
暮らしに良好な住環境
のまち

高砂町の市民は、買い物する店がない。西友跡地と高砂駅前の一帯開発を進め、暮らしやすい街づくりを早急に進めて欲しい。

80 18
（まちづくり政策）
暮らしに良好な住環境
のまち

【まちづくり政策】暮らしに良好な住環境のまち　将来を見越して今ならできるまちづくり（都市計画（道路など））をしておかないと
徐々に人口減少で出来なくなってしまうのではないか。政策的決断が必要。

81 18
（まちづくり政策）
暮らしに良好な住環境
のまち

・ごみ処理施設ができることに伴い、トラック等の運行が増え（特に高架のそばでは）家の揺れに大変困っています。せめてスピード
をかなり落として走行することを徹底してほしい。・高砂市民病院が公立病院として高砂市に存続してほしい。

82 18
（まちづくり政策）
暮らしに良好な住環境
のまち

家の直ぐ側を新幹線が通っており、振動・防音等の為防音壁の設置をお願いしたが、国で決まってる規定まであと少しだが達して
ないのでどうにもできないとの事。新幹線の線路から何メートル離れているところで、何ヘルツ以上ないとだめとのことだったが、
測定されていた場所の前に家があるし、あと少しでとおっしゃられていたので、家の中の振動や音は規定に達していると思う。　国
で決まっているとはいえ、柔軟に対応してもらえないものか。

83 18
（まちづくり政策）
暮らしに良好な住環境
のまち

市内の道路付近にゴミが捨てられ過ぎ、草が生え過ぎで景観が悪い！川沿いも！ゴミのポイ捨ては、監視を強化、条例でガッツリ
高額の罰金をガンガン取り立てる！痛い目に合わないとバカは止めません！道路沿いの草も、もっと生えにくくする為に、割れ目
の補修、土ほこりの撤去、除草作業の強化など対策してほしい！阿弥陀地区に、未だ浄化槽の地域が多い！下水道通してくださ
い！他にもまだまだ困ってる事はあります。

84 18
（まちづくり政策）
暮らしに良好な住環境
のまち

家の裏に溝があり、溝をキレイにコンクリにするか埋めて欲しいがどこに言うたらいいかわからない。子供に障害があるため地域の
掃除にでれないし、周り近所が高齢者ばかりです。

85 18
（まちづくり政策）
暮らしに良好な住環境
のまち

梅井の4丁目地区は細い道や、古い溝の蓋が危険です。また放置された空き家にシロアリが来て危険です。早急に確認していただ
きたいです。



令和３年８月実施　市民満足度調査自由記述内容（分類別）
番号 記述内容関連する問

86 18
（まちづくり政策）
暮らしに良好な住環境
のまち

魅力あるまちってどんな街でしょうか？結婚や就職を契機に転居や住宅を考えるときに便利で素敵な街に住みたいですよね。良い
街だな、住んでみたいなと思った街と高砂市の差って何でしょうか？景観、住環境の面で意見を述べたいと思います。
大阪-姫路JR間でこれだけ海が近く自然の山々に近い場所は皆無です。
そして日本の原風景と言える場所で子育てを望む人も多いのではないでしょうか。SDGｓや環境に関心が高い世代をどうすれば高
砂市に来てもらえるでしょうか？私が高砂に来たときは田畑が広がり、海山に近い環境をうれしく思いました。今はどうでしょう
か。阿弥陀や中筋、伊保といった田畑が広がっていた場所に、虫食い状の資材置き場や住宅が増えています。
懐かしい日本の景色だな、気持ちいいな、子育てに良い環境だなと感じていた眺めと違い、今は何とも無秩序な開発？で悲しくな
る景色が広がっています。他都市と横並びの規制を行い、メリハリがあり考慮統制された規制、開発がなされてきたと思いません。
日本中で行われている金太郎飴的なまちづくりで生まれた街は、どこも同じです。便利な街は日本中にあり、便利さで他都市には
勝てません。
他都市と比べて少々不便でも、特色ある街には魅力があり愛着がわくのではないでしょうか。街に愛着が沸けば子供が成長しても
高砂市に留まるでしょうし、新たな転入も増えないでしょうか？
・例えば亀山市立関中学校や宮崎県小林庁舎。素晴らしいですよね。こんな学校あれば遺文は通いたいと思うし、子供を通わせたい
ですよね。ここで学んだ子供はきっと学校や自分の地域に愛着沸きますよね。
こんな庁舎に手続きに行くと気持ちいいでしょうね。自分の住んでいる市を誇りに思いますよね。
現在建設中の新市役所庁舎や最近新築された阿弥陀小学校。魅力的ですか？
・曽根駅前広場再開発。白陵学生の通学と自動車の動線隣接、駅前広場に背を向けた商店街の存在、駅舎正面の道路の攻めさなど
諸問題をスルーした開発です。
浅い考察しかできなかったのか、交渉事を避けたかったからか、このような中途半端な街づくりをして関係者は恥ずかしくないので
しょうか。
理想の街づくりに向かって努力した形跡を感じられません。
JR利用者が電車内から見る駅前広場を素敵な街だと思ってもらえるでしょうか。白陵の学生が、高砂っていい所だな、将来は高砂
に住みたいなと思うのでしょうか？
・JR曽根駅駅舎
昭和初期でしょうか。なんともノスタルジーを感じます。逆に今の時代をこういった駅舎は貴重で高砂の魅力のひとつになり得るも
のと思います。
・いわゆる曽根町付近の浜国道。建物が車道ギリギリまで迫り歩道もなく危険極まりないです。転居先として高砂市を候補に考えて
いる新婚夫婦や家族に対してどういう思いを持たせるでしょうか。
・街路樹。同じ道でも街路樹の選定具合で景観は全く異なります。
また管轄が違うかという言い訳はできますが、電柱1本の位置にこだわり、電線１本を減らすことが景観に与える影響を考え努力す
べきです。
高砂市まちづくり課？や市長、市県会議員たちはどういったプランをもって将来の高砂を作ってきて、今後造ろうとしているので
しょうか？高砂市には昭和の高度経済成長時代の発展の思考回路が続いていて、関係者の意識変革が必要ではと思います。いわ
ゆるお役所仕事しかできない関係者は異動してもらい、景観に明るい情熱ある人に交代すべきでしょう。
山電高砂駅。高架化が必要ですか？駅前開発はあってもいいですが、高架化することで高砂駅付近の活気が戻ると本気で考えてい
るのでしょうか？活気ある昭和時代の復活を夢見る住民やそれに媚びる市会議員の発言は理解できますが、関係者は責任をもっ
て将来の高砂を造ってほしいと思います。その費用があれば高砂市全域が、今よりどれだけ魅力的になるでしょうか。



令和３年８月実施　市民満足度調査自由記述内容（分類別）
番号 記述内容関連する問

87 18
（まちづくり政策）
暮らしに良好な住環境
のまち

猫が多いのでふん尿に困っている。梅井５丁目旧関電の灯台の所に20匹ぐらい猫がいる。車で行くと寄ってくるので外に出れな
い。何とかしてほしい。えさをやる人がいる。

88 18
（まちづくり政策）
暮らしに良好な住環境
のまち

・空き家が多く、倒壊の危険性があるので所有者に対応してもらいたい。
・空き地に雑草等が大量に生えて虫等の被害があるので所有者に対応してもらいたい。
・のら猫か多く糞尿被害があるので殺処分してほしい。（公園等の砂場に大量の糞尿も散見される）
・クリーンセンターを早く建築してほしい。

89 18
（まちづくり政策）
暮らしに良好な住環境
のまち

２号線より北の阿弥陀地区は下水も完備していないし、交通も不便。

90 18
（まちづくり政策）
暮らしに良好な住環境
のまち

コロナ禍で限られた外出での生活の中、目に飛び込んでくる景色といえば自分達が生活している街並みだけです。花と緑の街づく
りで市民の皆さんの心が少しでも豊かになればと願います。

91 18
（まちづくり政策）
暮らしに良好な住環境
のまち

北浜地区では高齢化が進み、空き家や耕作放棄地も増え動物に農作物を荒らされる事案も多発しています。また、じょうとんバス
の本数も少なく高齢者の交通手段が大変です。

92 18
（まちづくり政策）
暮らしに良好な住環境
のまち

子どもが遊ぶ公園が汚い。遊具が壊れそう。ちゃんと整備して欲しい。子どもに優しいとは思えない。医療費は助かっている。

93 19
（まちづくり政策）
まちなみ景観に配慮し
たまち

町創りに計画性が無く、あちこちに老人町ができつつある。将来を考えた計画をすべき、また、市会議員のレベルが低いので歳費の
一部を成果性を取り入れないと税金の無駄使いになってしまう。

94 19
（まちづくり政策）
まちなみ景観に配慮し
たまち

市役所の周辺ばかり整備されてその他昔のまま。高砂はいいところなんて言えない何の向上もない市

95 20
（公共交通政策）
公共交通が暮らしの利
便性を向上させるまち

秋からじょうとんバスの本数が増えると聞いているので期待しています。免許証を返納しようかと考えてるところです。



令和３年８月実施　市民満足度調査自由記述内容（分類別）
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96 20
（公共交通政策）
公共交通が暮らしの利
便性を向上させるまち

高砂駅からＪＲ加古川駅までのバスがなくなり不便になった。大阪から高砂に来たので公共交通機関がなさすぎて移動が大変だと
感じる。公共交通機関の整備が難しいのであれば、山電側に商業施設を作ったり、ハローワークも高砂市に作ってほしい。

97 20
（公共交通政策）
公共交通が暮らしの利
便性を向上させるまち

あと、上で述べたハローズの『止まれ』を無視し片方を見ずに歩道に侵入する車が多発している件は、ハローズの責任者にも兵庫県
警の交通課にも言ったのですが改善全くなしです。 『止まれ』標識も守らないので、右左も見ずに右だけ見て左からの自転車と衝突
しかけた所を何度も見て自分も危うく引かれかけて、何人も避けようとして自転車の人が転けたりしています。 市として、事故にな
る前に(事故起きてると思いますが)大きな事故になる前に、対象お願いしたいです＜(_ _)＞

98 20
（公共交通政策）
公共交通が暮らしの利
便性を向上させるまち

マックスバリュ宝殿店の南北の市道道路スピード出しすぎ、騒音車うるさい、一旦停止しない車など、総合体育館行く道の歩道は、
犬の糞が多く汚くて草も狩ってないから視界も悪いきちんと管理してほしい。夜の騒音車がレースみたいに走ってることがある。駐
禁ではないけど、歩道に車止めてあるから危ない市道の管理徹底的にして欲しい

99 20
（公共交通政策）
公共交通が暮らしの利
便性を向上させるまち

市内小中学生を対象に自転車や道路交通マナーを教育してほしい。自転車も車と同じだと周知してほしい。

100 20
（公共交通政策）
公共交通が暮らしの利
便性を向上させるまち

高齢者が多く、交通マナーが守られないことが多い。信号のない横断歩道で子供が待っていても車が一台も止まらないので本当に
危ないと思う。一旦停止も同じく、停止線で止まらないので本当に危ないことが多い。

101 20
（公共交通政策）
公共交通が暮らしの利
便性を向上させるまち

道幅が狭いので車を出すのが億劫で自転車を使うが、側溝があって危険だと思う箇所がたくさんある。

102 20
（公共交通政策）
公共交通が暮らしの利
便性を向上させるまち

道路の整備が出来てない。母の車椅子で医院へ通う時は、舗道が整備されていないので、いつも車道を通って移動しています。高
砂市西畑地区。

103 20
（公共交通政策）
公共交通が暮らしの利
便性を向上させるまち

高齢者が多い。高齢ドライバーが多く、危ない高齢者の運転をよく見かける。日常生活に車がないといけないこと自体が問題。高齢
者が免許自主返納できるよう、高齢者への公共交通網の整備が必要と感じる。

104 20
（公共交通政策）
公共交通が暮らしの利
便性を向上させるまち

渋滞の解消
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105 20
（公共交通政策）
公共交通が暮らしの利
便性を向上させるまち

曽根駅前に何もないことや移動は基本自家用車がないと生活しにくいと感じています。まだまだ高砂のことを知らないので知って
いきたいと思います。

106 20
（公共交通政策）
公共交通が暮らしの利
便性を向上させるまち

じょうとんバスはせっかく有るのならもっと便利に使えるように運行させてほしい。これを改善してもらえたら高齢者が免許証を返
納してくれるのでは・・・。高齢ドライバーがまだまだ多く、その方たちはバスで病院や買物に行ったら帰りのバスが無くて困るから
と言われています。

107 20
（公共交通政策）
公共交通が暮らしの利
便性を向上させるまち

じょうとんバスの障害者用スロープに関して、神戸の市営バスのように簡単に出し入れしやすいようにしてあげないと運転者さん
が大変そうです。一度、運転手さんの意見をじっくり聞いてあげて下さい。現場の声を聞くことから改革は始まります！！

108 20
（公共交通政策）
公共交通が暮らしの利
便性を向上させるまち

・子育て世代にやさしい町にして下さい。・交通が不便。バス少ない。タクシーのマナー悪い。車運転できない者にも優しい町にして
下さい。・魅力ある商業施設を作って下さい。人が集まる。雇用も増える。期待しています！！

109 20
（公共交通政策）
公共交通が暮らしの利
便性を向上させるまち

自分は車を利用せず、駅や買い物へは徒歩で向かうことが多いのですが、歩道(2号線沿い)がとても歩きにくく、不便を感じること
が多々あります。歩道部分の整備のお願い、また夜暗い道も多いので街灯がもっと増えるとうれしいです。

110 20
（公共交通政策）
公共交通が暮らしの利
便性を向上させるまち

歩道がない、歩道が狭い、自転車レーンがない、ガードレールがない、トラック等交通量が多い、など不安がある。小学生が遊べる児
童館が必要では。水はけの悪い土地、低い土地の浸水が心配。

111 20
（公共交通政策）
公共交通が暮らしの利
便性を向上させるまち

神戸製鋼前、タクマ、キッコーマンと三つの踏切があるが車の流れが非常に悪くなっている。朝はトラック、夕方は帰宅の車。タクマ
の前の個人宅はタクマが買い取ったと聞いている。神戸製鋼から西行きの車はタクマの踏切を横断出来ずにし、トラックの通行禁止
を解除する等の対策を希望。

112 20
（公共交通政策）
公共交通が暮らしの利
便性を向上させるまち

交通もそうですが、場所によります。ハローズの前の道路では交番が近いにもかかわらず事故が多発しかけている。にも関わらず
警察にもハローズの責任者に言っても何も変わりません。 確かに、『止まれ』を守らない上、逆側しか見ずに自転車、歩道に止まらず
侵入する交通違反車が悪いのですが、あの辺の道とか所によってまだまだ不満はあります。(tohoとかしまむらとかの車道に出る
道も危ないです)しかし、tohoとかの側は自転車道も整備されていて、ハローズ前に比べると幾分か安心して通り過ぎられます。こ
れからも改善お願いします。



令和３年８月実施　市民満足度調査自由記述内容（分類別）
番号 記述内容関連する問

113 20
（公共交通政策）
公共交通が暮らしの利
便性を向上させるまち

交通が不便、今は車を運転できるけど、やめた後の生活が不安

114 21
（産業政策）
資源を生かした特色あ
る産業があるまち

1980年から高砂に住むようになったときには、この街はこれからいくらでも発展する希望の街の№１ではないか。という明るい希
望を持って住み始めたことを記憶しております。戦後復興から近代の「新産業都市」の中核になっていたのが当時の高砂市の持って
いた勢いであったと理解していましたが、どこで方向を間違えたのか、いまは言い方を変えれば「廃れる」ということしか当てはまら
ないと思います。それはどこに原因があったのか、南へ行けばシャッター街をなんとかしようと空気もみられない。高砂市はどうか
しているのではないかという思うばかりです。誇りを持てる街にしたいというのは市民全員が思っていることだと思います。市民
から政治から立て直して行ってほしい。

115 22
（産業政策）
毎日の生活を支える買
い物ができるまち

高砂町にはスーパーがありません。自転車に子供を乗せて遠くのスーパーに行かなければならないのは本当に不便です。子供を乗
せて重たい荷物を乗せて自転車を運転するのは危険なのでどうか、高砂町内(サンモール跡地)にスーパーマーケットを作って頂き
たいです。子育て世代の友人もスーパーマーケットが出来れば、新しい分譲地に家を建てるのにと言っていました。スーパーが出来
ると子育て世代の人口も増えるのではないでしょうか。

116 22
（産業政策）
毎日の生活を支える買
い物ができるまち

サンモールはどうするのか？できればマルアイとかにして欲しい。

117 22
（産業政策）
毎日の生活を支える買
い物ができるまち

買い物をする所が無い。今は車で買い物が出来るが、歳を取り、車に乗れなくなると生活必需品が買えない。複合商業施設、スー
パーの誘致を早急にお願いしたい。

118 22
（産業政策）
毎日の生活を支える買
い物ができるまち

買い物難民になってから数年　車の運転が出来ない者にとっては毎日が大変　歳を重ねて行く事に不安を感じる

119 22
（産業政策）
毎日の生活を支える買
い物ができるまち

サンモールが無くなりかなり期間が経つがその後どうなっているのか。近くに大きな商業施設がないの車で移動しないと買い物に
いけないのはしんどい。



令和３年８月実施　市民満足度調査自由記述内容（分類別）
番号 記述内容関連する問

120 22
（産業政策）
毎日の生活を支える買
い物ができるまち

サンモールはなくなり買い物がとても不便。ドラックストアを増やすより早くスーパーができてほしい。高砂駅は特急も停まり、ビジ
ネスホテルもあるので、商業施設を作っても人が集まると思う。昔よりも悪くなっているので早急に対応してほしい。

121 22
（産業政策）
毎日の生活を支える買
い物ができるまち

買い物（スーパーマーケット）する所が少なすぎます。毎日加古川方面までいかないと食品がそろいません。西友（サンモール）のあ
と地にスーパーマーケット建設お願いしたいです。

122 22
（産業政策）
毎日の生活を支える買
い物ができるまち

・サンモール高砂　再開発

123 22
（産業政策）
毎日の生活を支える買
い物ができるまち

高砂市駅周辺については、西友が撤退して以降、気軽に買い物ができる場所がない。西友跡地については、未だに活用される見込
みがなく不安に感じているところである。このた早急に高砂駅周辺の買い物ができる施設整備を検討願いたい。

124 22
（産業政策）
毎日の生活を支える買
い物ができるまち

高砂地区の西友の跡地に商業施設を早く設けてほしい。お年寄りの方の買い物の不便さがいつまでも改善されない。

125 22
（産業政策）
毎日の生活を支える買
い物ができるまち

高砂町はサンモールがなくなってから不便すぎます。駅前から大きな改革も重要ですが今すぐ、半年以内くらいにでもスーパー
マーケットをお年寄が徒歩でいけるような場所に作ってほしい。高砂町から荒井のトーホーやアスパでは遠すぎる！！高砂市民
プールがなくなるのであればそこにスーパーやホームセンターを誘致してほしい。周りの企業の為のビジネスホテルなどいらない。

126 22
（産業政策）
毎日の生活を支える買
い物ができるまち

高砂地区には、買い物が出来る（日常生活を送るにあたって最低限の品物が揃うような店舗）店が少ないどころか一軒も存在しな
いと思います。高齢化が進む一方で、高齢者の免許返納などの社会的な問題に直面している状況の中、路線バスの減便ルート廃止
などで自動車に乗らなければ買い物にも行けないのが現状です。駅前にマンションが建設されたり、ビジネスホテル開業など、この
様な町に（生活する上で必要な環境が整っていない）魅力を感じて来てくれる人々がいるのか疑問でしかないです。サンモール・西
友が閉店した現在、一刻も早い新規店舗の参入を多いに期待します。

127 22
（産業政策）
毎日の生活を支える買
い物ができるまち

近くにあった大型のスーパーが無くなったので買い物が非常に不便になった。特に年寄りにとっては！
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128 22
（産業政策）
毎日の生活を支える買
い物ができるまち

西友、サンモール跡地、病院は充実しているが買物に不便。

129 22
（産業政策）
毎日の生活を支える買
い物ができるまち

サンモール跡の活用を急ぐ必要あり。買物難民対策を！！

130 22
（産業政策）
毎日の生活を支える買
い物ができるまち

平日ではあるが、業務が夜20時に終わるとCOVID-19の影響で仕方がないとは言えども気軽に一人でも食事に立寄れる所が無
い又は有ったとしても利用しづらくて困ります。業務の関係上テレワークが出来ず、出社せざる負えない人間の栄養摂取がしにくい
環境は、弱者を通り越して奴隷じゃないかと悲壮感に苛まれる。仕事した後においしい物でも食べて活力にする事も出来ないのが
辛い。番号22は物品の事かもしれないが、これらも形が異なるとは言えども該当するのではないかと感じます。

131 22
（産業政策）
毎日の生活を支える買
い物ができるまち

西友の跡地に、早く、大型の買い物するところ立ててほしい。

132 22
（産業政策）
毎日の生活を支える買
い物ができるまち

高砂市に永住・移住を友人に進みづらい。なぜなら魅力的な商業施設やまちづくりが為されていないからだと思う。道の駅やスタ
バなどの大手喫茶店、イオンモール・コストコのような大型商業施設をどんどん誘致すべきでは。

133 22
（産業政策）
毎日の生活を支える買
い物ができるまち

買い物難民！スーパーの設置お願いします

134 22
（産業政策）
毎日の生活を支える買
い物ができるまち

ビルが撤退したが、これに替わるスーパーマーケットを造って欲しい（トライアル（九州・福岡県）に侵食されている）

135 22
（産業政策）
毎日の生活を支える買
い物ができるまち

多く飲食店、大型スーパー（イトーヨーカ堂）などもっと開けてほしい。高砂市は何もない所でと思うが、だけど台風、地震、其の他が
ないので住みやすい所です。

136 22
（産業政策）
毎日の生活を支える買
い物ができるまち

高砂町は買物に不便でジョートンバスも利用しにくい。ホームセンターー行くにも車がないと行く事も出来ない。
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137 22
（産業政策）
毎日の生活を支える買
い物ができるまち

買物難民の解消のお願い。総合体育館ワクチン接種スムーズですごく良かったです。高齢者の情報は広報たかさごホームページ見
れない方は今は地域での見守りだが受入れされない方は？市民のために仕事をされてる職員の方には感謝です。

138 22
（産業政策）
毎日の生活を支える買
い物ができるまち

・高砂町のショッピングセンターは作る予定は？

139 22
（産業政策）
毎日の生活を支える買
い物ができるまち

市内では買い物する所があちこちにあるかもしれませんが、高砂町内にはスーパーも無く大変困っています。車で移動できる手段
はありますが、小さい子供もおり都度車で行かなければいけないのは大変。高砂駅周辺の整備より町内にスーパーを作って欲し
い。

140 22
（産業政策）
毎日の生活を支える買
い物ができるまち

高砂町は老人にとって買い物が困難になっている解消対策必要。

141 23
（環境政策）
環境にやさしい暮らし
があるまち

資源ゴミ収集を積極的に取り組んでいますが、資源ゴミ収集用の紙袋の配布場所を増やしてほしい（例えば各スーパーなど）

142 23
（環境政策）
環境にやさしい暮らし
があるまち

袋の有料化で、家庭内の紙袋の数も減っていると思います。資源ゴミを出すために、資源ゴミ収集用の紙袋を有料（低価格で）でも
いいので手に入るようにして欲しい。

143 23
（環境政策）
環境にやさしい暮らし
があるまち

公園が草まみれになっている。街路樹の周りも草だらけで景観を悪くしている。

144 23
（環境政策）
環境にやさしい暮らし
があるまち

野良ネコが増えて不衛生。コロナもネコを介するのに、市からはネコを養護する発言が聞こえ、呆れている。

145 23
（環境政策）
環境にやさしい暮らし
があるまち

加古川市のように大型ゴミを自宅前まで回収に来てくれるサービスがあると良い。高齢者が増え、自分で運転して捨てに行くのが
困難な人は今後増えていくと思うので。
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146 24
（環境政策）
緑、水辺、公園など自然
が豊かなまち

未就学の孫たちが遊びに来ても水に親しむ場所、施設が無い。市全般をみると、町に偏在しており、交通手段の乏しい高齢者にとっ
ては利用しづらい。孫達の来訪も頻度がさがってきている。

147 24
（環境政策）
緑、水辺、公園など自然
が豊かなまち

公園に関しては市ノ池公園、あらい浜風公園、向島公園、どれも広くて自然いっぱいでのびのびと過ごせる大好きな場所です。どれ
も車が沢山停められる駐車場があり、便利です。高砂市の誇れるものの1つと感じます。

148 24
（環境政策）
緑、水辺、公園など自然
が豊かなまち

どこの公園も設備が中途半端！！はまかぜ公園も市の池公園も大きいわりに魅力的な遊具が少ない。高砂公園にいたっては何の
為にあるのかわからないし、道がガタガタで子供もお年寄りもつまづいてあぶない。今すぐどうにかしてほしい。向島もせっかく海
ぞいでサンセットとかきれいなのでＢＢＱサイト作るとか海をながめられるＣａｆｅとか誘致したり、リゾート施設などもっと活かせら
れると思う。今のままではもったいない！！

149 24
（環境政策）
緑、水辺、公園など自然
が豊かなまち

公園や市道の草が多い。

150 24
（環境政策）
緑、水辺、公園など自然
が豊かなまち

子供が楽しく遊べる魅力のある公園等が少なすぎる、一ノ池公園とか総合運動公園なんかは遊具が無さすぎて面白くない。地域の
公園も少なすぎる。市民プールも廃止にするみたいですし、その辺どう考えているのか理解出来ない！

151 24
（環境政策）
緑、水辺、公園など自然
が豊かなまち

わずかばかり家庭菜園を趣味でやってますが、水利組合に加入させらていますが、これまで一度も溝から水の供給を受けたことも
ないが、水利組合に加入する意味ってありますか？　水利組合とか農地委員とか全く享受されることもないので、脱退したいがど
うすればいいのか？

152 24
（環境政策）
緑、水辺、公園など自然
が豊かなまち

鹿島側の浚渫をしてください。明姫幹線と新幹線の調整区域にインフラ投資をしてください

153 24
（環境政策）
緑、水辺、公園など自然
が豊かなまち

公園などの整備ができていない。制限速度で走っていない車が多い（狭い道）。子供が安心して遊べる場所が少ない。
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154 24
（環境政策）
緑、水辺、公園など自然
が豊かなまち

水遊びができる公園が欲しい。

155 25
（防犯・消防・防災政策）
犯罪、事故から市民を
守るまち

防犯カメラの設置数が少ないと思います。犯罪や事故等の状況把握、防止等を図るため、増設していただきたい。特に公園や運動
公園等の公共の場所および、幅の狭い道路への設置をお願いします。

156 25
（防犯・消防・防災政策）
犯罪、事故から市民を
守るまち

ごみ収集車の運転マナーのレベルが低い、住宅街でのスピードが異常。

157 25
（防犯・消防・防災政策）
犯罪、事故から市民を
守るまち

車とか私物にいたずら、傷をつけられてもきちんと相手をみつけだし、捜査、保証、修理をしてくれない！！やられ損をして、泣き寝
入りするしかなくなっている！！先日、市役所に行って書類を出したかったのにたらいまわしにされ、結局書類を出せなかった！コ
ロナの時期だからものすごい時間またされて結局なにも理解できてない職員にまわされまくってすごく腹ただしい思いさせられま
した！！

158 25
（防犯・消防・防災政策）
犯罪、事故から市民を
守るまち

【通学路の安全確保】1.ニュース等で登下校中の痛ましい事故等、流れており心が痛みます。自分が住んでいる周辺でも、抜け道で
スピードを出して走行している車両が多いです。過去に自治会から市担当者に住民以外の通行禁止やスピードを出せないような対
策「道を段差にする」を頼みましたが却下されました。信号待ち回避の抜け道は逆方向の一方通行にし、歩道を確保すれば、子供だ
けでなく、お年寄りや、体の不自由や人の安全確保となり、歩行者にとって安心安全な地域づくりになると思います。（狭い道でス
ピードを出す自動車は動く凶器です）もう少し住民の声に耳を傾けて頂ければいいのですが、やはり事故等が起こらなければ検討
されない体質であると感じています。一年を通して地域行事（夏祭り、秋祭り）で集まるので、このような話はよくしています。一度
ご検討いただけますと幸いです。私の子供は中学生ですが、近所には小学生の子やお年寄りが多く、事故にはならない危ないケー
スを何度も見ています。又、街路樹が多く、茂っており見通しが悪く危険である。草や枝が伸びているので車道を通行しなければな
らないことが一時的にあります。街路樹は必要なのでしょうか。他にも、防犯カメラの設置、役所手続きの電子化、税金の電子決済
等あります。このように住民の声を聞いて頂ける機会を増やし、改善に繋げて頂けることを期待します。

159 25
（防犯・消防・防災政策）
犯罪、事故から市民を
守るまち

総合運動公園の市民以外の利用者も多いので、交番所を設置してほしい。

160 25
（防犯・消防・防災政策）
犯罪、事故から市民を
守るまち

高砂警察と密に連携し自動車の取り締まりを強化して欲しい。（ＪＲ曽根高架下の一旦停止無視・北浜トンネル出入口のスピードの出
し過ぎ等が放置されている。）



令和３年８月実施　市民満足度調査自由記述内容（分類別）
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161 25
（防犯・消防・防災政策）
犯罪、事故から市民を
守るまち

ＪＲ宝殿駅前に交番を作っておまわりさんを配備した方がいい。よく駅員さんにくってかかる人もいます。気の毒です。山電高砂駅
まわりにスーパーがありません。買い物が大変です。早急に何とかして下さい！！

162 25
（防犯・消防・防災政策）
犯罪、事故から市民を
守るまち

引っ越してきてすぐ、車のフロントガラスに小石を並べられたり、草を並べられたりした。　　近所の方に挨拶しても返事がかえって
くることが殆ど無い。　治安は大丈夫なのか?

163 25
（防犯・消防・防災政策）
犯罪、事故から市民を
守るまち

住宅街の道路の街灯少なすぎ交差点のミラーがほしい所にない。

164 26
（防犯・消防・防災政策）
災害から市民を守るま
ち

ほんの30分ほどの豪雨で冠水する地域がある。通学路にもなっており、どうにかならないものか。

165 26
（防犯・消防・防災政策）
災害から市民を守るま
ち

激しい雨の日は防災無線が聞こえない、スマホで放送が聞ければ情報収集がしやすく行動にも移しやすいのではないかと思いま
す、

166 26
（防犯・消防・防災政策）
災害から市民を守るま
ち

近年大雨の影響でいつ住宅に浸水や川の氾濫で被害があるか不安に感じています。過去にも浸水被害があり、川の工事もされた
かとは思いますが、想定を上回る被害を想定内とした整備などを強くお願いしたいです。そうすればさらに高砂市のイメージも変
わり移住者は増えるかと思います。

167 26
（防犯・消防・防災政策）
災害から市民を守るま
ち

雨が降るたびに河川（加古川）の氾濫がすごく心配です。氾濫対策を特に強化してください。また、活気ある町にするために、商業施
設の誘致をお願いします。

168 26
（防犯・消防・防災政策）
災害から市民を守るま
ち

台風や集中豪雨等による水害の防止策を進めていただきたい。河川(法華山谷川)については改修工事やポンプ場の新設等がおこ
なわれたため、不安はありませんが、用水路については改善されていないように思われます。高砂市に居住し26年になりますがそ
の間、用水路の氾濫が2回あり、特に平成23年の氾濫においては住居が床下浸水し、大変な目に遭いました。現在も大雨が降れば
氾濫しそうな水位に短時間で達しており、非常に不安です。

169 26
（防犯・消防・防災政策）
災害から市民を守るま
ち

過去に法華山谷川が氾濫しているので防災の面で怖さがある。法華山谷川と加古川に挟まれている地なので不安定なく暮らした
い。
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170 26
（防犯・消防・防災政策）
災害から市民を守るま
ち

少し強めの雨が降ると、鹿島川がすぐ溢れそうになっています。なんとか整備出来ないのでしょうか？

171 26
（防犯・消防・防災政策）
災害から市民を守るま
ち

私が一番心配している事は地球温暖化により今迄の常識が通用しない気候になっていることです。従って、大雨の時は加古川が決
壊しないかと非常に心配でネットで加古川の水位を見ています。県庁へも、加古川の中州の木々が増えて、よくないのではと10数
年前にお尋ねした事があり、その後、土砂を深く掘り下げられて少しましになりましたが加古川の傍に住む者として大変気になりま
す。ご近所の方々もそう申しています。

172 26
（防犯・消防・防災政策）
災害から市民を守るま
ち

災害時の避難場所がクーラー無しの体育館では、酷暑だと厳しい。

173 26
（防犯・消防・防災政策）
災害から市民を守るま
ち

災害対策を考えてほしいです。

174 27
（活躍・労働政策）
誰もが社会に参加し、そ
の人らしく活躍するまち

シルバー人材の働き場所の確保・提供・開示を行って欲しい。

175 27
（活躍・労働政策）
誰もが社会に参加し、そ
の人らしく活躍するまち

類似の設問が多い中、結婚に関することがなかったように思います。特に結婚して女性が留まる街づくりは面白いと思います。大学
以降の返還不要の奨学金制度、結婚祝い、出産祝いなど就職、結婚、出産のタイミングに支援を集中させることにより、労働者人口
を確保する。対象者はもちろん外国人を含みます。

176 29
（市民活動政策）
まちを考え、行動する市
民活動があるまち

高砂は、地域の役や学校の役員など人数が少ないのに一人に与えられる役員等が多すぎると思います。もっと、地域の声を聞いて
役職などを減らすべきです。

177 29
（市民活動政策）
まちを考え、行動する市
民活動があるまち

学びの場が少ない。ソーシャルな動きをする中間支援団体の育成を急ぐべきです。コミュニティデザインできる人材育成とした勉強
会なんかがあったら面白いなと思います。

178 30

（移住・定住・関係人口
政策）
地域に魅力を感じるま
ち

市人口が年々減少していく昨今市民全体でナゼそうなるのか？もっともっと考え、問題点について対策（政策）を進めるべきだ。ま
ずは問題がどこにあるのか市民一人一人から吸収（集）する方法から考え、実施すことが急がれると思う。（ミニ集会、意見箱の設
置、今この様なアンケート実施等々）
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179 30

（移住・定住・関係人口
政策）
地域に魅力を感じるま
ち

子供が大学卒業し、就職をするのに高砂を出ていきました。高砂市に魅力がないのでもう高砂市に戻ってくるつもりはないそうで
す。

180 30

（移住・定住・関係人口
政策）
地域に魅力を感じるま
ち

「第５次総合計画」について具体的に何か実行されているのでしょうか。「第１次」～「第４次計画」についても工程表や進捗状況を市
民に公開しているのでしょうか。このままでは姫路市や加古川市に挟まれて高砂市の存在が埋没されていくようで心配になりま
す。地域活性化に詳しい専門の方や大学の教授やこれからの若い人達の意見も含め真剣に議論を重ね、中、長期的展望が開けるこ
とを願っています。

181 31
（文化・スポーツ政策）
豊かな生きがいとつな
がりを感じるまち

市民プールが閉まる点が残念です。安くて高砂市の子供なら何度も通った夏の遊び場。どんな形でも良いので、運営を続けてもら
えたら嬉しいです。

182 31
（文化・スポーツ政策）
豊かな生きがいとつな
がりを感じるまち

山は人気があるので、マリンレジャーなどを充実させて欲しい。コンセプトは「訪問者が1日過ごせる高砂市」であって欲しい。。

183 31
（文化・スポーツ政策）
豊かな生きがいとつな
がりを感じるまち

高砂市民プールがなくなるのは知らなかった。高砂市に市民プールがひとつもなくなると夏場に子供を遊ばず場所がなくなる。加
古川や播磨町には新しい遊び場が増えてるのに高砂市は少ない。そうなると結局他市に行くので高砂市の魅力はない。

184 31
（文化・スポーツ政策）
豊かな生きがいとつな
がりを感じるまち

地域スポーツの活性化を行い、子どもたちのスポーツ体験の場を学校現場(部活動)に依存しない。

185 31
（文化・スポーツ政策）
豊かな生きがいとつな
がりを感じるまち

子供達が使用する市の野球場がある様で少ない。高砂市の人口を増やすには、底辺（子供達）の住みやすい環境を整えて行くべき
と思う。その一環として、市民の子供達が安心して使用できるスポーツ施設の整備が感じられません。現存の施設の整備及び新し
い施設の設置を切望します。

186 31
（文化・スポーツ政策）
豊かな生きがいとつな
がりを感じるまち

図書館の駐車場は土日余りにも混雑している。スポーツ広場もあるためよって、無駄なスペースを駐車場に利用すべきである。場
所的に車を利用して来館する人が多い。開館当初と思わくが外れていると思う。早急に対応すべき駐車場内の逆走も多々見うけら
れる。

187 32

（職員育成政策）
市民が求める能力を持
つ市役所職員が育つま
ち

職員の地域活動調査（ＰＴＡ、趣味のグループ含む）の調査をしてはどうか？
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188 32

（職員育成政策）
市民が求める能力を持
つ市役所職員が育つま
ち

職員の資質が悪い。勤務時間内は、しっかり働くべき。フラフラしている姿を見かけることが多い。外郭団体も同じでタバコ等も勤
務時間内は、やめるべき。

189 32

（職員育成政策）
市民が求める能力を持
つ市役所職員が育つま
ち

公務員（公僕）本来の業務は何か！誰のために何をすべき職業なのかをしっかり学び直して　時間内で帰ろうとせず真剣に仕事し
てほしいです

190 32

（職員育成政策）
市民が求める能力を持
つ市役所職員が育つま
ち

・市役所での事務作業が見ていて大変そうです。デジタル化、作業のプログラムによる自動化を導入している企業にとってもっと楽
にできるのになぁと思って見ているでしょう。それらのプログラムを組める所員とまではいかなくても、外部の業者を使って対等に
打合せや指適ができる能力を持った人が判断と推進していけるポジションに配置しないと古い手段を使い続ける事になります。デ
ジタル先進国達を抜くシステムに予算を投入して欲しいです。

191 32

（職員育成政策）
市民が求める能力を持
つ市役所職員が育つま
ち

・市役所職員の対応が悪い。電信での対応も悪く、気分が悪かった。加古川市役所の方の対応の方がよっぽど親切丁寧にして下
さった。市役所を建て替えて職員の意識は変えられますか。市民は見ていますよ！！
市長は市民の意見を聞いてますか？

192 32

（職員育成政策）
市民が求める能力を持
つ市役所職員が育つま
ち

日々市制運営感謝申し上げます。1)市政運営に関する結果は本アンケート等による市民からの意見を常に聞く事ではないかと感じ
ます。そうした事からも、もっと広くアンケートを行ない、多くの声を聞かれる事を希望します。私は66才過ぎですが今の若い方が
社会や環境、将来について夢や希望が持てるのか、とても気になります。ぜひ、若い方アンケート及び（本アンケートも含め）結果を
「市政だより」で公開し、高砂市がどの様に受けとめられたか・・・までフォローしていただきたいと思います。「市政だより」ですが、
我が家の子供も全く見ません。これは、若い世代が関心を持てない（持ってもらえない）からでは・・・

193 32

（職員育成政策）
市民が求める能力を持
つ市役所職員が育つま
ち

教育も含め、優秀な職員を採用して育成してほしい。

194 32

（職員育成政策）
市民が求める能力を持
つ市役所職員が育つま
ち

今までの市役所の活動をするのが精一杯で、これから何が大事か考える能力レベルに不安いっぱいです。市の活動に全然期待、希
望も出来ない。もう姫路市や加古川市に合併したら、大幅に一気に改善されると確信します。

195 32

（職員育成政策）
市民が求める能力を持
つ市役所職員が育つま
ち

市役所職員に人が足りてないのかいつも慌ただしそうで対応しきれてないのかなと心配になります。
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196 32

（職員育成政策）
市民が求める能力を持
つ市役所職員が育つま
ち

アンケートで何を知りたくてどう市政に活かしていくのか。意見を聞いて終わりにならないようにしてください。市がどのようにし
たいのか。どうなりたいのか積極的に情報発信してください。

197 32

（職員育成政策）
市民が求める能力を持
つ市役所職員が育つま
ち

市役所職員の対応が態度が悪すぎて市役所に行く度にイライラします。一般企業なら完全にアウトな対応。また、市立小・中学校の
先生の特別支援教育に対する理解が無さすぎて辛い思いをしています。特に一番分かっていなければならない校長先生が無知で
無理解で、こんな高砂市の教育に子どもを安心して任せられないと感じています。

198 32

（職員育成政策）
市民が求める能力を持
つ市役所職員が育つま
ち

縁故採用をやめるべき　有能な人材を採用してもらいたいどの部署にいって謂わゆるボンクラばかり　せめて災害に強い街づくり
にしてもらいたい　市主催の行事があるが楽しんでいるのは市職員関係者ばかり　一般市民には何も還元されない

199 32

（職員育成政策）
市民が求める能力を持
つ市役所職員が育つま
ち

こんなアンケート聞かないと市政を検討できないような公務員に払う給料はない。

200 32

（職員育成政策）
市民が求める能力を持
つ市役所職員が育つま
ち

新しくなる市役所！！市役所としての責任、行動をとってほしい！！のんびりと仕事をしない！！

201 32

（職員育成政策）
市民が求める能力を持
つ市役所職員が育つま
ち

高砂市役所の職員は一般企業の様な教育は受けていないのか。いつ行っても無表情、無愛想、面倒そうな対応の方が多い印象。市
外から移住して対応の差に驚きます。17時になっていないのに帰宅準備を始める職員。窓口にAIを置いたら良いのではないか。
気持ちよく市役所を利用したい。新しい庁舎になるのだから対応も改めて下さい。

202 33
（職員育成政策）
市役所職員が市民に寄
り添うまち

働きの割に給料が高すぎる。給料を見直すか、資質を上げるか、外郭団体も同じである。楽して時間がすぎればオッケーはだめで
す。しっかりしてほしい。

203 33
（職員育成政策）
市役所職員が市民に寄
り添うまち

縦社会で動くのではなく所内でもっと横との協力、連携を取り、自らも町中に出て市民の状況、市民の生の意見を聴き、どうすれば
満足してもらえるかを考え行動する姿勢を持ってほしい。

204 33
（職員育成政策）
市役所職員が市民に寄
り添うまち

人の意見をもっと考えた方が良いです。市役所で聞いてもきちんと把握できていなかったり、書類持っていっても不備多かったり
するので、２度手間以上の事がよくあります。もっと指導・教育をきちんとしていただけると助かります。町を良く、市民に寄りそっ
た市役所にしたいのなら、頑張ってほしいです。期待はしてませんが。
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205 33
（職員育成政策）
市役所職員が市民に寄
り添うまち

高砂市の住民票や印鑑証明書等の発行をコンビニ等で発行出来るよう考えるべき。市役所へ行っても制服を着用する訳でもなく、
着用しないならもっときちんとした服装で対応して頂きたい。特に女性の服装がだらしない！！

206 33
（職員育成政策）
市役所職員が市民に寄
り添うまち

国民年金課に何度か行きましたけど職員が席にすわっているのに窓口でまたされて、市民が順番をまっていても対応してくれな
かった。ひどい時は、職員同士がしゃべっていて、対応してくれない時があった。若い職員の人の方が親切に対応してくれる。

207 33
（職員育成政策）
市役所職員が市民に寄
り添うまち

市役所利用の際、職員さんの対応の寄り添うよりもいかにもお役所対応の方もいるので冷たい感じがしました。

208 33
（職員育成政策）
市役所職員が市民に寄
り添うまち

先日市役所に行く事があり、玄関入口付近で立ち止まっていると若い男性職員が声をかけてくださいました。さりげない親切に嬉
しく家族に話すと、他市では当たり前との事。今後の市職員は資質向上を期待しています。

209 33
（職員育成政策）
市役所職員が市民に寄
り添うまち

働く者のため、土曜も市役所を開けて欲しい。

210 33
（職員育成政策）
市役所職員が市民に寄
り添うまち

何もかも市役所でしか手続きが出来ないので市民センターで処理出来るように改善を希む。

211 33
（職員育成政策）
市役所職員が市民に寄
り添うまち

市が良くなる政策をして頂きたいです。

212 33
（職員育成政策）
市役所職員が市民に寄
り添うまち

加古川市から3年程前に引っ越して来ましたが、市役所の職員がとても気さくで相談しやすかったので助かりました。新しい庁舎に
なってもそのままでいてもらいたいです。

213 33
（職員育成政策）
市役所職員が市民に寄
り添うまち

役所職員に相談すると上から目線や小馬鹿にしたような対応の方によく出会います。改善して頂きたいです。
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214 33
（職員育成政策）
市役所職員が市民に寄
り添うまち

役所の職員が偉そうな態度をとる。　例えば生活保護の係。あと国保など。

215 33
（職員育成政策）
市役所職員が市民に寄
り添うまち

こちらに来て、数ヶ月ですがびっくりしたのが市に提出する書類、例えば児童手当の毎年更新する用紙などですが市の返信用封筒
がないことです。和歌山市に住んでいた頃は、そういう市に提出する書類等は、返信用封筒が必ず同封されていました。費用削減か
と思いますが返信用封筒があれば凄く助かります。もしくは、スマホ入力で提出とか…。

216 34
（公共施設政策）公共施
設が気持ちよく利用で
きる街

老朽化による公共施設が廃止予定になっています。特に市民プールは、別の所に新設するか修理し存続の方向に考えて下さい。今
現在も、たくさんの人が利用している。若い夫婦が住みやすい町になると思います。市民プールは廃止絶対反対です。

217 34
（公共施設政策）公共施
設が気持ちよく利用で
きる街

週末に図書館を利用しています。駐車場の件です。週末には隣接している広場で大抵駐車場が足りません。周りを見るとムダに広
い植込み（たいして美しいとは感じない）その場所にもっと車がおけるのにといつも苛立ちを覚えます。市長はじめ職員の方は平日
以外の状況をもっと見てほしいと思っています。

218 34
（公共施設政策）公共施
設が気持ちよく利用で
きる街

図書館のさらなる充実へ

219 34
（公共施設政策）公共施
設が気持ちよく利用で
きる街

高砂市運動公園（野球場の所）の駐車場について、現在は無料となっていますが、１回あたり100円でも採ればいいと思います。
色々な大会でムダに１人ずつ車で来てすぐに満車となったりしますが、有料にする事により乗り合わせてきたり、場所によっては、
自転車で来たりと色々な面でエコ化にもつながると思います。又、駐車代収入により少しでも施設の補修等に充てられると思いま
す。

220 34
（公共施設政策）公共施
設が気持ちよく利用で
きる街

スポーツ施設の整備を充実させて欲しい。　野球場の電光掲示板化や陸上競技場の全天候型トラック化など

221 34
（公共施設政策）公共施
設が気持ちよく利用で
きる街

近隣の姫路市、加古川市に比べ利用できる公共施設の種類が圧倒的に少ない。議員や公務員の数か多く人件費が高過ぎると思う。

222 34
（公共施設政策）公共施
設が気持ちよく利用で
きる街

向島開発が素敵なモノになる事を楽しみにしてます。市民プールの閉鎖は残念です。大人と子供が一緒に楽しめる過ごせる場が高
砂市には無い様に思います。
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223 34
（公共施設政策）公共施
設が気持ちよく利用で
きる街

加古川のウエルネスパークCORONAの中トレーニング設備全てグレードアップ新品にした。高砂市の担当者は見たことあるのか？
比較して恥ずかしいと思わないのか？加古川は金持ちやから仕方ないとふんぞり返っているのか?

224 34
（公共施設政策）公共施
設が気持ちよく利用で
きる街

高砂市の図書館はとても良いと思います。あのような老若男女が集える施設が海の近くや他の場所にもあれば良いなと思います。

225 34
（公共施設政策）公共施
設が気持ちよく利用で
きる街

市民プールが閉鎖されると聞きましたが意味がわからない。元々遊ぶところもないのにどこで子どもをつれて遊んだらいいんです
か？

226 34
（公共施設政策）公共施
設が気持ちよく利用で
きる街

市民プールがなくなった後の水遊びの場がどうされるのか知りたい。

227 34
（公共施設政策）公共施
設が気持ちよく利用で
きる街

青年の家や市民プールの廃止案など、市民生活に直結するような案件は市民へのアンケートや意見募集を経て決定してほしい。私
の周囲ではどちらも、料金を上げてでも存続を希望するという声ばかりであり、うまく使えば子育て世帯のみならず、高齢者はもち
ろん幅広い世代で活用できる施設だと思う。意見を募集しながら上手に活用し、また環境への取組なども含めた高砂市の魅力を発
信していくことは人口増大に繋げるチャンスだと思う。魅力溢れる高砂市を作っていくためには、幅広い人々からの意見を取り入
れていくことが不可欠だと思う。世代・性別・健康状態・住んでいる地域などの条件が多岐にわたるわたる人々からの意見や提案を
取り入れながら、素敵な高砂市として作っていって欲しい。なお募集に於いては、市民だけでなく市外から市内へ勤務している方の
意見なども有益であり、広報だけでなくいくつかの媒体で募るべきだと思う。

228 34
（公共施設政策）公共施
設が気持ちよく利用で
きる街

子育てしやすい町、日本一住みやすい町を目指すとしながら、市民プール、青年の家が廃止されるのは逆行しているように感じる

229 34
（公共施設政策）公共施
設が気持ちよく利用で
きる街

公共施設が廃止決定してるなら。住みやすい街と言えないような気もします。

230 34
（公共施設政策）公共施
設が気持ちよく利用で
きる街

地震災害、津波の恐れがあるのになぜ現地域に市役所の建て直しをしているのかわからない。
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231 34
（公共施設政策）公共施
設が気持ちよく利用で
きる街

子供、若者達が、楽しむ場や集まる場が無い様に思う。市民プールが無くなるのは大変残念。向島の開発に期待したいが、街の中心
地に何も無い。

232 35
（公共施設政策）
社会インフラが整備さ
れたまち

自転車道が出来て、加古川市住民よりもちゃんと自転車枠を走ってるように見ますが、信号待ちの際、自転車ゾーンを過ぎコー
ナーギリギリで待ってる人、車の突っ込み事故例があるので、停止線をつけて欲しいです。

233 35
（公共施設政策）
社会インフラが整備さ
れたまち

明幹沿いの道路は整備されているが交通量の多い2号線の整備をしてほしい。歩道をベビーカーを押して歩いたが不便

234 35
（公共施設政策）
社会インフラが整備さ
れたまち

あちこち雑草だらけ。道路整備の業者が下手　波打っている　水はけ考えた勾配取ってない

235 35
（公共施設政策）
社会インフラが整備さ
れたまち

道路の整備ができていると思います。必要のないところばかり舗装して、必要な道路を整備する気がない。もっと市民の目線に
立って考えて欲しい。

236 35
（公共施設政策）
社会インフラが整備さ
れたまち

道路に関しては、歩道の整備について、車イスで走行が安全・安心と段差のない道路整備を考えて下さい。

237 35
（公共施設政策）
社会インフラが整備さ
れたまち

曽根駅北側から自転車ではりま自動車教習所へ行くてき多少不便を感じる。

238 35
（公共施設政策）
社会インフラが整備さ
れたまち

朝・夕の渋滞がすごい・・・。学校の周辺、安全カメラやライト等、安心して歩けるといいな・・・。

239 35
（公共施設政策）
社会インフラが整備さ
れたまち

竜山大橋西詰の交差点から塩市西交差点までにかかる端の幅が狭く高齢者の方が車の通る道を歩かれたりしていて、事故につな
がる危険性がある為、道幅を広くするなどといった対策をとって頂きたいです。渋滞緩和にもなると考えます。
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240 35
（公共施設政策）
社会インフラが整備さ
れたまち

水道料金に納得いかない！①下水道料金を払っていない人下水道工事をしていない人②下水道工事をしていない人をそのままに
している。なぜ、お金をかけて下水道工事した人にだけ下水道料金を取り公害をまきちらしている人には料金がかからないのは、
むじゅんしていませんか？！！

241 35
（公共施設政策）
社会インフラが整備さ
れたまち

下水道の工事をしていないから料金がかからない。納得いかない、おかしい！！水道料金に対しての下水道料金工事していない人
からも徴収して、それで、工事費に・・・・高砂市は水道料金が安いとか言って、下水道工事していない人がどんなに多いか調べて下
さい。電気料金より水道代（下水道）が高くなるのは目の前、水道料金が安いという人おかしい。

242 36

（情報政策）
情報をわかりやすく公
開し、意見が反映されて
いるまち

HPを開けてアンケートに気付いた。ネット環境が無い人からのアンケートが果たして得られるのか…気になります。

243 36

（情報政策）
情報をわかりやすく公
開し、意見が反映されて
いるまち

保育園や幼稚園の情報をHPにもっとたくさんのせてほしい。希望の園に入れる基準とか順番とか

244 36

（情報政策）
情報をわかりやすく公
開し、意見が反映されて
いるまち

ワクチン接種再開においてスマートフォーン等デジタルしかわからない。高齢者にわかりにくい。加古川市はデジタル以外に新聞広
告を入れて知らせる工夫をしており、高砂市は「ホームページで知らせます」のみ。市と市の格差を感じます。

245 36

（情報政策）
情報をわかりやすく公
開し、意見が反映されて
いるまち

・税金の無駄使いを止めて欲しい・公共料金を下げて欲しい・高校卒業まで医療費が無料など、他の市みたいなそういうサポートが
ないから欲しい・お金を払い必要がある物は通知がたくさん来るのに補償などを利用して、払わなくて済むとか、一部返ってくると
かいう時は、教えてくれないから分からない。

246 36

（情報政策）
情報をわかりやすく公
開し、意見が反映されて
いるまち

市の状況や情報を積極的に収集する人はまれだと思うので、様々な媒体での発信、ポスティングなど受身でもわかるような対応が
ほしい。

247 36

（情報政策）
情報をわかりやすく公
開し、意見が反映されて
いるまち

市からの情報提供が遅いと思います。（いつも回りから聞いて・・・）コロナの関係でも、市からではなく知人がクリニックからの情報
で教えてくれた。（事例）でも、市役所での対応は親切になり感謝しています。高砂市からの特定健診、お守りカードなど、この年に
なってありがたく感謝しています。（年寄も大切にして下さいね）
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248 36

（情報政策）
情報をわかりやすく公
開し、意見が反映されて
いるまち

たかさごナビは少しマシになったが使いにくい高砂市ホームページのリンクがイマイチ。高砂市周辺の古民家施設の内容が全くお粗
末、建物が勿体ない助成金を出してカフェ店を応援してはどうか。文化会館の交差点は衝突事故が頻発している。信号があるから
カーブミラーは設置出来ないらしいが死角があるので事故が耐えない。職員は市民の安全より制度を重要視する体質に疑問を感
じる。

249 37
（行財政運営政策）
適切な行財政運営がで
きているまち

自分から情報を取りに行っていないので質問しているのもおこがましいこと承知の上で、「旧市役所建物が老朽化して建て直して
いるのだろうとは思いますが、果たしてお金をかけてまであのデザインにする必要性があったのでしょうか？住民が利便性を感じ
る事、役所の方々が仕事をやりやすい環境になるのであれば意見はありませんが、建物を変えるだけでなく、内部のインフラ等を改
善していただき、手続等がスムーズに進む様、そちらにもお金をかけていただきたいと思いますが、そちらはお考えあるのでしょう
か？」

250 37
（行財政運営政策）
適切な行財政運営がで
きているまち

国保、介護保険料が高く生活が豊かにはなれない。高砂市民病院への赤字の補てんの額は今までの財源を他の事業に使えないか。
高砂市民病院の市民は１年で何人いるのか総数ではなく公表してほしい。

251 37
（行財政運営政策）
適切な行財政運営がで
きているまち

市役所の建て替え費用をもっと他にまわしてほしい。

252 37
（行財政運営政策）
適切な行財政運営がで
きているまち

人材にも財源にも限りがあり、特に財源は逼迫しているはずなのに（縦割りの予算を消化する必要からか）こんなことにお金を使う
の？勿体無い！！と思うことがよくあります。単なる自己満足で終わらず着実に未来に向けて生きるお金の使い方をしてほしいで
す。本当に“暮らしイキイキ未来ワクワク・・・”のまちに住みたいです。このままでは未来がないです。市長さんお願いしますm(__)m

253 38
（人権政策）
人権にかかわる差別が
あると思うか

市内での秋祭りは政教一致憲法違反

254 39
（環境政策、交通政策）
マナーを守る人が増え
ているか

明姫幹線の騒音対策をしてほしい。午後８時から翌朝までの時間帯を騒音対策防止区間として設定すれば竜山の住民も暮らしやす
くなるのではないかと思う。

255 39
（環境政策、交通政策）
マナーを守る人が増え
ているか

団地内の交叉道路を徐行せずに通過する車が増えた。特に、新しく家が立ち並んだ方向から！
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256 39
（環境政策、交通政策）
マナーを守る人が増え
ているか

竜山大橋西詰から生石神社の登り口(竜山住宅地内)までを児童の通学時間帯と下校時間帯を通行止めにするなど対応してほし
い。制限速度以上の速度で走る車やバイクが多いのでいずれは事故が起きる区間だと思います

257 39
（環境政策、交通政策）
マナーを守る人が増え
ているか

野良猫、野生動物に餌やりを規制して欲しい

258 39
（環境政策、交通政策）
マナーを守る人が増え
ているか

コロナであまり人と関われない分子供達には誰にでもあいさつ出来る人に学校で教育して欲しい。

259 39
（環境政策、交通政策）
マナーを守る人が増え
ているか

〔交通マナー〕自転車に乗って移動することがほとんどなのですが、車のスピードオーバーや青信号で渡っている時に車が譲ってく
れない事が多いので大変危険です。〔環境マナー〕道によくゴミが落ちています。

260 39
（環境政策、交通政策）
マナーを守る人が増え
ているか

ゴミ・カミ・タバコのポイステが、目立つ。

261 40

(多文化共生）
外国出身の方にとって
住みやすいと感じます
か

多文化共生はやる必要はない。日本人のための日本でよい。生活様式の異なる外国人を多く受けいれると日本がこわされる。愛知
の団地がひどい状態になったこともそれが原因。何でもかんでも欧米が正しいと思うのはまちがいだと思う。

262 41
（交通）目的地に行きや
すいと感じますか

車がないとどこに行くにも不便。駅周辺の発展を望みます。

263 41
（交通）目的地に行きや
すいと感じますか

高齢化が進む中タクシーに乗っても近くなら嫌な顔をされて1000円出してもお釣りは要らないだろうと出さないタクシー会社が
高砂市にはいる。高齢者はすぐそこでも歩くのが難しく大変な思いをされていると聞いた

264 41
（交通）目的地に行きや
すいと感じますか

私自身は車の運転ができるので目的地にも行けるのですが90代の祖父母は公共交通機関も不十分で通院や買い物も誰かに頼ま
ないと不便でできないようでもっとバス・電車が充実してほしいです。60代の両親も近い将来、自らの運転は控えることになると
思うので移動の不便さは不安視しています。困っている人はもっとたくさんいるはず、充実してほしいと願います。

265 41
（交通）目的地に行きや
すいと感じますか

じょうとんバスは、かしまじんじゃの方へはこないのですか。１日に２本ぐらいはきてほしい。
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266 41
（交通）目的地に行きや
すいと感じますか

行くのに不便

267 42
（公共交通）
移動手段としてバスは
必要と感じますか

交通（じょうとんバス）を廃止してもっと便利に利用できるタクシーの利用券とか（高齢者）に配布するとか割引き券とかを配布した
らどうか。

268 42
（公共交通）
移動手段としてバスは
必要と感じますか

42,43.の質問はおかしい。必要でないとの答が多かったら廃止にすることができるのか？できないのにこの質問はしないでほし
い。

269 42
（公共交通）
移動手段としてバスは
必要と感じますか

米田地区はじょうとんバスの利用がしにくい所があります。予算的にも大変だと思いますが、もう少し考えてもらえたら嬉しいで
す。

270 42
（公共交通）
移動手段としてバスは
必要と感じますか

なぜ、バスの利用が少ないか、理由、原因を再考して欲しい。ルート該当地域住民がどこへ行く為に、多く利用しているのか等。税金
のむだ使いのように思う。利用をすすめられても必要なければ利用できない。

271 42
（公共交通）
移動手段としてバスは
必要と感じますか

じょうとんバスの本数をもう少し増やして欲しい。

272 42
（公共交通）
移動手段としてバスは
必要と感じますか

バスのルートと時間が少なすぎて利用できません。自宅からバス停（最寄）まで徒歩で５分以上かかるので雨の日や高齢者には辛い
と思います。

273 42
（公共交通）
移動手段としてバスは
必要と感じますか

梅井４丁目に居住する私は、地区の産物の買物に特にファーミン、又ＪＡ銀行、市民病院の利用の際に、じょうとんバスを利用し、と
ても助かっていました。それが10月からこの地区のバスは運行中止とのこと。何か代替のものを考えて下さい。車の免許証を返納
したので移動の手段はタクシーのみです。弱者の生活と経済のどちらを優先するのか教えて下さい。弱者の斬り捨てですか？



令和３年８月実施　市民満足度調査自由記述内容（分類別）
番号 記述内容関連する問

274 42
（公共交通）
移動手段としてバスは
必要と感じますか

私は梅井の住人で、〈梅井東〉のバス停を使い、銀行、買物、病院等の用を果たして来た。しかし、このバス運行を10月から打切ると
のこと。年金生活の病弱者の大事な足を、唯経済的理由で失くすとは、悲しい政策だ。市長選に一票投じた私は、裏切られた思いで
悲しい！小型バスに替えて、是非運行を続けて下さい！人情のある町ならそうなる筈と信じています。

275 42
（公共交通）
移動手段としてバスは
必要と感じますか

・じょうとんバスの充実・高齢者65歳以上の無料化・便数のUP・経路の充実

276 42
（公共交通）
移動手段としてバスは
必要と感じますか

米田の東部に住んでいます。じょうとんバスはほとんど通ってません。免許を返納した親は自転車でしか移動できません。10月から
のダイヤ改に期待します。子どもは山電利用です。南北の通学時間期待したいです。高砂市のイベントですが、ほとんど南地区です。
同じ税金を支払っているのに北の住民にはほとんど利用できていないです。臨時バスを出すとかしてもらえると参加できると思い
ます。市民に平等に参加できるようにして下さい。万灯祭やら、行った事ない人たくさくいます。子どもの頃から高砂市民です。老
後も高砂で過せるよう祈っています。

277 42
（公共交通）
移動手段としてバスは
必要と感じますか

バスの本数が少ないので、利用する機会がない。

278 42
（公共交通）
移動手段としてバスは
必要と感じますか

じょうとんバスは、JRの時刻と連携した発車時刻を作成して下さい。現在の時刻表は乗車したい人を全く無視して作成されていま
す。

279 42
（公共交通）
移動手段としてバスは
必要と感じますか

これからの高齢者の交通手段についてどのように具体的に計画されているのでしょうか？たとえば、(1)現在のバスの増便はある
のでしょうか？(2)タクシーとの提携のようなことを考えておられるのでしょうか？(3)高砂市において、上記２件のようなことは
しなくても同居又は近くに子供が住んでいるケースが多いのならそこまで考えておられない。等々考えておられる、考えておられな
い、多くの高齢者にわかるように伝えていただきたい。

280 42
（公共交通）
移動手段としてバスは
必要と感じますか

公共交通機関のバスについて、現状を知らないので恐縮だが、大手企業の従業員送迎バスとの兼用並行運行で総合的な利便性を
高められないか？

281 42
（公共交通）
移動手段としてバスは
必要と感じますか

バスの路線と本数をもう少し増やして頂きたいです

282 42
（公共交通）
移動手段としてバスは
必要と感じますか

じょうとんバスを遊ばせている。コロナ、ワクチン集団接種の足に使えないか？



令和３年８月実施　市民満足度調査自由記述内容（分類別）
番号 記述内容関連する問

283 42
（公共交通）
移動手段としてバスは
必要と感じますか

じょうとんバスの本数を増やしてほしい。

284 42
（公共交通）
移動手段としてバスは
必要と感じますか

市民バスの利用がもっと便利にしてほしい。

285 42
（公共交通）
移動手段としてバスは
必要と感じますか

巡回バスすれ違う時、ほぼ98%空車で走っている。　JR駅通勤者は大変恩恵を受けているのだろうが、空車で走っているバスを見
るたびに我々の税金を垂れ流しているとしか思えない

286 42
（公共交通）
移動手段としてバスは
必要と感じますか

高砂市内を移動する場合はマイカー利用するしかないので、バスの利便性が必要です。

287 42
（公共交通）
移動手段としてバスは
必要と感じますか

バスの運行時間を増やしてほしい。朝や夕方の時間帯は特に。

288 42
（公共交通）
移動手段としてバスは
必要と感じますか

移動手段がない人達にはバスが必要と思います。

289 43
（公共交通）
移動手段として電車は
必要と感じますか

JR宝殿駅には、加古川駅より回送電車が走っている。乗車出来るようにJRに陳情して欲しい。

290 43
（公共交通）
移動手段としてバスは
必要と感じますか

42,43.の質問はおかしい。必要でないとの答が多かったら廃止にすることができるのか？できないのにこの質問はしないでほし
い。



令和３年８月実施　市民満足度調査自由記述内容（分類別）
番号 記述内容関連する問

291 44
（駅周辺）
駅周辺は魅力手だと感
じますか

最寄り駅の宝殿駅は周辺に買い物できる店もなくレストランもなく幻滅しました。車でしか行けないショッピングモールがあって
も、駅周辺が賑わってない地域は数十年後には過疎化で潰れるらしいです。市内に家電量販店がないのには驚きです。

292 44
（駅周辺）
駅周辺は魅力手だと感
じますか

駅前がどんどん廃れている。特に高砂駅。山電の高架事業やサンモール跡地はどうなっている？市議会議員や市役所職員はもっと
市が活性化するための努力を費やすべきでは？上部だけの議論は意味がないので、市民と企業の意見と誘致を図るべき。

293 44
（駅周辺）
駅周辺は魅力手だと感
じますか

高砂市の南部地域では多様なイベントが行われていたり、市役所をはじめ公共施設の整備や街づくり等、行われていますが北部地
域（ＪＲ宝殿駅周辺）は北側にスーパーもなく、ＪＲが通っているにもかかわらず寂れた雰囲気が常にあり、市が主催のイベントも全く
盛り上がらず、高砂市に住みながら高砂市民である実感がまるでありません。市のイベントに参加しようと思ってもじょうとんバス
等の路線は少なく南の地域へ車で行こうにも公共の駐車場がほとんどないため、参加をあきらめている次第です。ランチにすら駐
車場がないために行くことができません。

294 44
（駅周辺）
駅周辺は魅力手だと感
じますか

高砂で50年以上になりますが、高砂駅周辺は当時から比べ大きく衰退しています。当時は遊興施設などもあり若者も町で見かけ
ましたが、現在は他市へ出て行かないと買い物もしにくい状態になっています。若い世代が住みやすい子供達の集まりやすい活性
化を期待しています。小学校、中学校が子供で溢れる町へ・・・。（お願いします）

295 44
（駅周辺）
駅周辺は魅力手だと感
じますか

ＪＲ曽根駅の高架化（改札の階上化）を50年前から言われているのにまだそのままになっている。30年以上県外に住んで、帰って
来たら高砂市のさびれぶりにあきれた。年を重ねていくと車の運転もままならなくなるが買い物する場所も少なくなり、移動手段
もほとんどないところで、どうやって生きていこうかと思う。タクシーも絶対数が少ないので、市主動でUBERのようなものを考え
てほしい。

296 44
（駅周辺）
駅周辺は魅力手だと感
じますか

高砂駅周辺に何の魅力を感じない。匠工芸等高砂のアピールにつかえないのか。

297 44
（駅周辺）
駅周辺は魅力手だと感
じますか

山陽伊保駅が暗いし、はいきょばっかりで死んでる。もう少しコンビニとか明るくなりませんか？

298 44
（駅周辺）
駅周辺は魅力手だと感
じますか

とにかくサンモール跡地を大至急どーにかすべきだ！



令和３年８月実施　市民満足度調査自由記述内容（分類別）
番号 記述内容関連する問

299 44
（駅周辺）
駅周辺は魅力手だと感
じますか

山陽高砂駅周辺の魅力が低下しているのが悲しい。

300 45

（交通、まちづくり）
歩きやすい、自転車に
乗りやすいと感じます
か

農人町・藍屋町など車・自転車・歩行者の通行量が多いのに道がせますぎて非常にあぶない。

301 45

（交通、まちづくり）
歩きやすい、自転車に
乗りやすいと感じます
か

JR曽根駅前の自転車駐輪スペースが整備されました。便利になりましたが、利用者の割合に対して駐輪スペースが狭いと非常に感
じます。拡大の検討を早急にお願いします。

302 45

（交通、まちづくり）
歩きやすい、自転車に
乗りやすいと感じます
か

他市から引っ越して来て、まず驚いたのが道の悪さと景観の悪さです。自転車で買い物に行って卵を買うと、道がデボボコで気を
つけながらゆっくり走ってもほとんど割れてしまいます。よく利用するのは2号線沿いの道ですが街路樹もなく雑草が伸び放題で
嫌な気持ちになります。

303 45

（交通、まちづくり）
歩きやすい、自転車に
乗りやすいと感じます
か

明姫幹線の西行きで北条街道に降りた交差点で、側道から合流するレーンが、一旦停止でなくなり非常に危険。一旦停止にして、優
先順位を明確にすべき。また、北条街道のうかいや書店北側に信号ができたが、歩行者の利便性が著しく悪くなった。点滅にする
か、交差点北側にも横断歩道を設置して欲しい。

304 45

（交通、まちづくり）
歩きやすい、自転車に
乗りやすいと感じます
か

山陽曽根駅から、曽根小学校、松陽高校、伊保南小学校がある線路沿いは時速30キロなのに、ほとんどの車は昼夜問わず30キロ
以上出して走行しています。危なくて仕方がありません。早急に取り締まって欲しい。

305 45

（交通、まちづくり）
歩きやすい、自転車に
乗りやすいと感じます
か

姫路バイパス渋滞時、道幅の狭い道路に迂回路として多数の車が流れ込み、渋滞やクラクション音が発声して周辺住民が迷惑して
いる（自転車での通行の妨げ、自宅から車を出せないなど）。また、道沿いの住宅の木が道路にはみ出しており、見通しが悪く、慣れ
ない者が通ると事故になりかねない。

306 45

（交通、まちづくり）
歩きやすい、自転車に
乗りやすいと感じます
か

歩道が歩行者と自転車共に通れるマーク（標識）があっても極端に狭くなっている歩道があります。その様な舗道ほど路面がヒビ割
れています。お互いにゆずり合わないと通れない（１人）ぐらい狭い歩道はこわいです。最低の歩道幅の基準は何ｍなのでしょう
か？後ろからの自転車こわい時もあります（検索してみました。２ｍ以上でした）。



令和３年８月実施　市民満足度調査自由記述内容（分類別）
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307 45

（交通、まちづくり）
歩きやすい、自転車に
乗りやすいと感じます
か

イオン高砂店前の道路ですが、歩道（明姫幹線～荒井駅間）が全体的に狭く、段差並びに轍が多く自転車利用がしにくい。ゴミ出し
等の市民生活においても使われるため通勤時間帯は危険一歩手前の状態である。県道43号（高砂警察署前の道路）の様な感じに
してもらえるだろうか。広くて余裕のある歩道を欲してます。拡充は土地的に厳しいかもしれないが段差・轍は無くして欲しいです。
洗川緑道から荒井中学校へ向かう学生さんが横断歩道で通勤自動車に申し訳なさそうに通る姿が個人的感情ではあるが良いとは
思えない。その時間帯は混んでいるため車は停まるが路側帯からバイクや自転車が走るので危ないかと地下道的なものが必要かと
思います。街灯が全体的に少なく夜はとても暗くて嫌です。設置間隔を縮めて数を多くして欲しいです。

308 45

（交通、まちづくり）
歩きやすい、自転車に
乗りやすいと感じます
か

狭い道は、大きな車、トラック等は通れないようにしてほしいと思います。図書館横の道が道幅が広くなってその先の道が明姫幹線
への近道になり工事のトラックや中央線の幅を超えるようなトラックがよく通るようになり、歩く時、自転車に乗る時、すぐ横をス
ピードを出して通っていくので、常に危険を感じています。家にいても振動、風圧がひどく家が揺れます。本当に困っています。

309 45

（交通、まちづくり）
歩きやすい、自転車に
乗りやすいと感じます
か

・全国的に、子どもが巻きこまれる事故がよくみられ、道路状況が原因の一つと思われる事例もある。歩道と車道が別れていない所
も多々あり、そこを小学生が列で通っているのをみると自分の子が小学生になったらとても毎日不安だろうなと思う。通学路の道
路の安全性を確保できるよう見直してほしい。・学校給食の食材の原産を明記し、可能な限り、無農薬、無添加、地産地消に取り組
んでほしい。そのため〈子どもの成長〉なら、給食費が少し上がっても良いというご家庭も多いのでは？と思う。・金銭的に難しいと
いう家庭の子どもにも、平等により〈教育・医療・衣食住など〉良いものを受けられるように、市民・市政は協力していくべき。

310 45

（交通、まちづくり）
歩きやすい、自転車に
乗りやすいと感じます
か

車道がまず狭すぎる！！車道が狭いのに歩道があるわけないし、自転車で走っても道が波打っているからきもちわるくなる！車も
細い道で制限速度も守らないし、狭くても譲り合いの気持ちがないから我が道のよう走るから危険すぎる！！

311 46

（学びの場）
子どもから大人まで学
ぶ機会や場所がありま
すか

こども園に匿名で報告させてもらえる場が欲しい

312 46

（学びの場）
子どもから大人まで学
ぶ機会や場所がありま
すか

高砂市青年の家が社会教育施設でなくなる（廃止される）ことを残念に思っています。指定管理者さんのもと、小学生や子どもたち
向けにも、大人向けにも、社会教育の大切な場として運営されてきましたのに・・・。高砂の文化を育てようという意欲のある企業さ
んを応援してほしいものです。

313 46

（学びの場）
子どもから大人まで学
ぶ機会や場所がありま
すか

移住、転入したくなるような学校（義務教育）社会教育づくり。
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314 47
（若者活躍）
若い人の意見が行政に
反映されていますか

まったく変化が感じられず、昭和な人がいるのが残念。話せば親身になってくれる若い職員さんが、もっと明るく元気になればいい
のに、残念。

315 51
（市民活動）
SDGｓ

どうしようもないことかもしれないが空気がきれいではない。自然が欲しい。

316 51
（市民活動）
SDGｓ

高砂市だけに限らないがSDGsに偏重を感じる。目新しい何かに取り組んだり、啓蒙を増やすのもいいが、既存の部署に可能な範
囲で予算を投じ活動を継続させていくことがそのままSDGsに繋がると思う。

317 51
（市民活動）
SDGｓ

回答のひな型がおかしいのでは。実践しているか否か。→しているしていないの方がよい。

318 51
（市民活動）
SDGｓ

2)本気で考えませんか？SDGs「SDGs」不勉強で言葉は知りませんでした。市政だよりでも、もっと多く取り上げて下さい。経済、
社会、環境の持続可能な活動、とても大切だと思います。2050年問題も含め、みんなで本気で考えませんか。高砂市がリーダーに
なりませんか。市が声を大きくし、そして行動し、市民の声を広く聞かれる事を希望致します。

319 53

（地域貢献）
できれば市内で、また地
域の物を選んで買いた
いですか

高砂町に住んでいます。早く西友ストアー跡地を活用して毎日のお買物だけでも出来る様にして下さい。

320 54

（移住定住）
高砂市に住むことを友
人、知人にすすめたいで
すか

高砂市に住んで良かった。と思える街にして頂きたい。

321 54

（移住定住）
高砂市に住むことを友
人、知人にすすめたいで
すか

遊ぶ施設も、小野市等にあるような銭湯のような施設も無く、  古い家に税金を投入する意味も分かりません。市民が満足出来るこ
とがありません。友人どころか子供達にも市外で住むことを勧めたいです。

322 54

（移住定住）
高砂市に住むことを友
人、知人にすすめたいで
すか

子供には住みやすい街だと思うが、大人の品位が本当に低い街だと感じる。

323 54

（移住定住）
高砂市に住むことを友
人、知人にすすめたいで
すか

意味もわからず地域の祭り地蔵盆等昔からやっているとの事で、強制（掃除の当番など）やらされることが多い。罰金等が課される
との事、近所の目もある。なかなかのもので人にすすめることは出来ない。（信者でもないのに強制的に感じてしまう）田舎的な考
えから解放されるといいなぁとつくづく思う。
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324 54

（移住定住）
高砂市に住むことを友
人、知人にすすめたいで
すか

買い物する場所も少なく駅前は古くさい。若い世代は高砂の何をすすめれば良いのかわからない。市外、県外からもお客さんが来
るような大きなショッピングモールでもあればいいのに！

325 54

（移住定住）
高砂市に住むことを友
人、知人にすすめたいで
すか

高砂の中心地、高砂駅から南、サンモール跡地、銀座通り、高砂センター街、その周辺が立地が良いのに、シャッター街や空き家でさ
びれ過ぎてもったいない！ブライダル都市高砂なんて言ってる割に、全く結婚式を挙げるなら高砂って言う感じにする気が感じら
れない！葬儀会場ばかりで大きな結婚式場が無い！周辺地域のカップルが結婚式を挙げたくなるような街にして欲しい！洋式が
普通でしょう！神社では無理！綺麗な景観、青い海、白い海岸、緑の松林、おしゃれなホテル、壮大な結婚式場！姫路や加古川だけ
でなく兵庫各地から来てもらえるようにするべき！相生橋から藍屋町屋台蔵からの道の自転車が通る道が無くて、危なすぎる！電
信柱が出すぎ！高砂南高校や高砂高校に通う生徒が毎日通るのにこのままだと死人がでます！

326 54

（移住定住）
高砂市に住むことを友
人、知人にすすめたいで
すか

現在もブライダル都市宣言を掲げていると思うのですが、今までまったくそれを感じさせる政策が市民の目からみて、感じる事が
できませんでした。ジェンダー問題が浮き彫りにされてきた今だからこそ高砂にしか出来ない政策を実行してもらいたい。その為に
明石市のような専門部署の立ち上げも視野に考えてもらいたい。若い人たちに定住してもらうには１つの大切な要素だと考えま
す。

327 55
（市役所）
市役所は相談しやすい
場となっていますか

行政用語を使って、当り前のことでしょう的な説明をされてもわかりません。一般市民にもわかりやすい説明を希望します。

328 55
（市役所）
市役所は相談しやすい
場となっていますか

相談に行っても職員の反応がにぶく、手応えを感じないと言う苦情をよく聞く（特に建設関係）。

329 55
（市役所）
市役所は相談しやすい
場となっていますか

市役所に行くと丁寧にわかりやすく説明してくれる事が多いですが電話対応がよくない事が多いので２つ○つけました。

330 55
（市役所）
市役所は相談しやすい
場となっていますか

市役所施設が使いにくい。毎日交代勤務で20時くらいまでは窓口をあけてほしい。フルタイムで仕事をしている人は役所に用が
あっても休みをとってしないといけない。その割りにこの書類には（これとこれもいる）とか窓口で言われてまた後日行かないと行
けない事も多々（融通がきかない上に初めに見やすく提示するなどしてほしい）不親切。窓口の人の態度も悪い。赤ちゃんをつれて
何度も通った時は何が子育て支援やと思った。中々役所に来れない事を伝えた時も、土・日もあいてると言われるが結局、総合的な
窓口で専門的なわかる職員は不在ですよね。意味がない。市役所の建物だけ新しくせず、土よう・日ようも交代で全窓口あけるなど
内側も改善される事を願います。

331 55
（市役所）
市役所は相談しやすい
場となっていますか

総じて政策が右へならい（他の市がしているから）式だ。これはしなければならない事だと理念を持って行動する市長はじめ職員、
議員がいない事が残念。
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332 55
（市役所）
市役所は相談しやすい
場となっていますか

このアンケートの質問事項は数が多いだけで似たようなものばかりだと思う。回答に困るような質問ばかりです。

333 55
（市役所）
市役所は相談しやすい
場となっていますか

このような紋切り型の質問をどのように生かそうというのか？答えてみたが質問が漠然としすぎている。もっと具体的な例を挙げ
るなど答えるかたのイメージがわきやすい質問を練るべき。そもそもこのアンケートを何人の市民が答えてくれるのか？この一ヶ月
の集計をまた教えていただきたい。

334 55
（市役所）
市役所は相談しやすい
場となっていますか

今の市長にかわってから市民に還元されるサービスが少なくなったように思います。コロナの対応もいまいちだと思っています。こ
のような状況では次回の市長選は必ず別の方に投票したいと考えています。

335 56
（公共施設）
文化施設、スポーツ施設
は使いやすいですか

公共施設で行ってみたくなるところが全くなくて残念です

336 56
（公共施設）
文化施設、スポーツ施設
は使いやすいですか

スポーツ施設の指定管理制度を十分に使い、収益の上がる運営をして、施設の維持管理に繋げてほしい。安全で安心な空間で子ど
もたちにスポーツ体験させたい。例えば、人工芝のグラウンドなど。

337 56
（公共施設）
文化施設、スポーツ施設
は使いやすいですか

総合体育館、勤労者体育館のトイレのスリッパについて。卓球で利用していますがトイレに行く度にくつひもをほどいたり、緩んだり
大変です。くつのまま利用できるスリッパ（くつをはいてはけるスリッパ）を２～３足置いてもらえたら大変助かります。姫路市、加古
川市、播磨町の体育館へも行きますが、高砂市だけこのスリッパはありません。高砂市だけです。総合体育館の窓口でお願いしたこ
とありますが、「柔道をやっている人も素足ではくから」なんて訳のわからない返事が返ってきました。柔道の人はふつうのスリッパ
で良いでしょうに。全部を変えて欲しいとは言っていません。一部２～３足置いて欲しいだけです。

338 56
（公共施設）
文化施設、スポーツ施設
は使いやすいですか

高砂市にはスポーツをする市の施設が少なすぎる。自分は隣の市加古川市の施設に行き屋内プールで水中ウォーキングをしている
が、高砂市にはそのような施設がない。市民の健康増進の為、隣の市に行かなくても１つでもあったら・・・と思います。

339 57

（情報収集の手法）
インターネット、SNSを
通じて市政情報等を得
ているか

高砂のアプリでいろいろ情報が得られて助かります。コロナワクチンの予約などもサイトへつながり便利でした。

340 57

（情報収集の手法）
インターネット、SNSを
通じて市政情報等を得
ているか

インターネットからの　報告とか多くなってますが　ネット関係を知らない人が　中年には多いです簡単で早いと思いますが　まだ若
い人のネット社会なので　その点をもう少し考えて欲しいです私がネット関係分かるので　なんでもしますが　私が知らないと　夫婦
二人何も出来てません　一番にマイナンバーです　高齢者の事を考えてください
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341 57

（情報収集の手法）
インターネット、SNSを
通じて市政情報等を得
ているか

インターネットを使えるものとして報告しているが高齢者はインターネットは出来ないしスマートホンも使えないので情報は伝わら
ない。

342 57

（情報収集の手法）
インターネット、SNSを
通じて市政情報等を得
ているか

高砂市のアプリからのアンケートによく回答しています。回答により、市の取り組みも分かりますし、少なからず自分の思っているこ
とを伝えれる良い機会だなと感じています。

343 その他 新型コロナウイルス関連 コロナワクチン接種券についての質問がありませんでしたが、大変不満に思いました。

344 その他 新型コロナウイルス関連 ワクチンはいつ討てますか？

345 その他 新型コロナウイルス関連 コロナワクチンの接種を早くしたい。30代。実施場所も増やしてほしい。

346 その他 新型コロナウイルス関連 20才のワクチンを受けれるように枠を早く増やして欲しいです。

347 その他 新型コロナウイルス関連 質問が具体的でないので答えにくい。これを答えて何か参考になるのか疑問です。

348 その他 新型コロナウイルス関連 この調査についてですが、「質問項目」がわかりにくかったです。

349 その他 新型コロナウイルス関連 体育館でコロナのワクチンを受けました。とても親切でよかったです。

350 その他 新型コロナウイルス関連 ◎コロナ、ワクチン接種場所に高砂西部病院を追加して欲しい。

351 その他 新型コロナウイルス関連 コロナ終息に積極的な施策を願う

352 その他 新型コロナウイルス関連 コロナ感染についての補償が偏り過ぎている。　若い世代のワクチン摂取が出来ていない。


