
（ご意見・ご提言）

わからない 1

30 3.8無回答 27 3.4 無回答

重要で
ない

2 2 0.3

125 15.7わからない 1 65 8.2

不満 2 45

4 166 20.9

3やや不満

5.7

③ こども医療費・妊婦健診・不妊治療の助成

64 8.1

具体的なご意見、ご提言があれば記入してください。

45.9

121

365

【ひとが育ち、輝くまちづくり】

問１７　子育て支援の充実について伺います。

重要度 満足度 例えば、こんな事業をしています。

6 398 50.1 満足 乳幼児健診の実施

放課後子ども教室や児童館の運営

②

回答数 率(%) 率(%) ①回答数

子どもが将来地域に居つくような環境作り。

将来の納税者に、もっと投資すべき。若い世代が子育てをしやすいように、安心して子どもを産める環境にすべき。

山香はトトロやにっこにこ教室がある。しかし、杵築や大田は、山香に一歩遅れているように思う。こういうことにお金を惜しまな
いでほしい。

45 5.7

保育園の一時預りを杵築市内全部の保育園でしてもらいたい。

重要 6

ご意見・ご提言

あまり重要
でない

3 6 0.8

やや重要 15.2
※ 

16.5131 やや満足 5

ふつう

5

4ふつう

市として人口を増やしたいのなら、少子化対策として、不妊治療の補助金を増やして、負担を減らしてあげてください。そしたら転
入者や産もうと思う人が増えると思います。

予防接種等は積極的に！

学童の充実。幼稚園の時間延長。

子供が少なすぎる。

健診の待ち時間が長い。

①（放課後子ども教室や児童館の運営）子供の安全が守られるので良い（昨年の住居侵入の事例等）

子育てしやすい町という市の方針も施策もイメージもない。他の市よりプラスになるものが必要。

公園が少ない、小さい。

（妊婦検診）全額負担ではなく、よく分からなかった。

念入りな調査。隠れている事例。

支援は必要だと思うが、親のモラルの支援、主観的な考え方をしっかりとサポートして、その上で子供達の支援をしてほしい。

不妊治療ができる産婦人科がない。

出産お祝金がなくなったのが残念です。
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田舎の方は子育てが難しくなっている（少子化で）

障がいのある子供でも児童館みたいな預かり施設があると助かる。働きたくても、働けない。

妊娠後、母子手帳を貰うまでの診察費も負担してほしい。アスレチックなどがある公園があると嬉しい。

放課後子ども教室の終りの時間を延ばしてほしい。

子ども医療費を中学に上がるまで無料にしてもらいたい。小学校の間は病気しやすい。

支援はよくできていると思う。

杵築市内の保育園で育児保育を日・祝は全てしていないのは、パートもしくは、月～金が主に働いている人対象のように思える。フ
ルタイムで交代勤務をしている人にとっては、土日祝は関係ないので、してほしい。また大分市などは認可など他の手段もあるが、
杵築市には全くない。これでは困ります。

八坂は小学校でクラブで預かってくれる人数が少ない。八坂は住みやすいかな。団地の人が多いから学校も古くなってます。でも1
年～6年まで人数が1クラスしかなくても学校としてもっと学習で行き届くのではと思っていますが。

声かけ、人とのつながりを密にする。（健康推進委員などの機能が発揮できる補助体制はできないか）

小さな子どもがいるので助かっています。

もっと力を入れるべき。

金銭面と施設の充実。

もっともっと子ども達のためにはお金をかけてほしい。山香町は子育て支援が充実していると他町の人から言われるくらい、子供の
ために、山香に住みたいと思われるくらいにしてほしい！

自助努力の訓練が必要？

子供の医療費は取るべきだ。少し悪くてもすぐ行く（１日２か所替えることも）

大事なこと。

共働き世帯が増えてきたので保育園の役目は重要である。幼保一元化に取り組んでほしい。

保育料が高い。

自分たちの子供という意識。行政への感謝で子育てを満喫してほしい。

乳幼児健診場所が近いと助かります。

もっともっと努力をしていかないと。

放課後子ども教室、児童館への補助金増額を！

指導者（先生）方は一生懸命なさってくれていると思いますが、子供さんが少ないですね。

放課後子ども教室の時間延長をお願いしたい。

若い人が集う研修など必要かな？

子ども（小さい子）がいないのでよく分からない。

こども医療費を18歳まで免除にしてもらいたい。

児童館がやっと全地区に広がりそうで感謝しています。未来を担う子どもを大切にしてほしい。

幼稚園の時間帯を延ばしてほしい。

幼稚園の給食制度を希望します。児童館を幼稚園児も利用できるようにしてほしい。（別府などはできる）

どの学校にも放課後学童充実を。児童館は杵小対象のみではないか。また、18:00までは早過ぎ。18:00を過ぎるとすぐTelがある
と聞いている。働く人にとって18:00厳守は無理では？

学童保育の場所が少ない。

本当に子育てで苦しいのは交通が不便、買物が遠い、病院がない、遠いなどでは、まして①（放課後子ども教室や児童館の運営）は
ぜい沢な施設。

安心して子育てができる環境作りを。

子どもも大切ですが、それ以前に親を再教育する必要がありそうです。今となってはもう遅いかもしれませんが。

豊後高田市の取り組みは参考になる。

山香に産婦人科がない。あると良いと思います。

もっと知恵を出さないと、なかなか輝かないでしょう。

重要だが子供がいないので分からない。

児童館が足りない。幼稚園でも母親の仕事が終るまで預っていてほしい→充実。

産婦人科が少ないのでは…

幼稚園を三年保育には出来ないのか？すぐにでもしてほしいです。

子ども医療費無料化を小学生まで。

地区での子育て支援と部活、社会体育指導者に援助すべき。小中学校に女性教師が増え、このままでは体育指導力が減退していく。

子供に対して規制を作らないために大きな空気作りについて指針を示してほしい。

放課後や夏休み子ども教室は大変良いことだと思いますが、親子の時間も大切にする方法は？

人として、社会にとっても大切な事業と思います。

幼稚園での時間延長。早く帰らせすぎ。親の負担が多い。

最低限の意味では杵築市はOK。けれど、プラスの部分を増やさないと若い人たちが子育てしたい町にはならない。

核家族化で、人はここまで知恵を失うものとは…　教室を開かないといけないなんて。

子供が家に一人でいるなんてことは危険です。学童保育の充実をもっと進めてほしい。

年寄りから見ると、子供の扱いはもう少し親が面倒を見るべきで、過保護に見えて仕方ない。

大分市はいろいろな面で助成金がたくさん出ているようなので、杵築市もたくさん出るようになれば、子供も増えていくのかなと思
いました。

乳幼児が利用できる文化施設が欲しい。

次世代を担なう子ども達のためにもっと考えてほしい。さらに豊かな子育て、若い人が子どもを育てたいと思う市にしてほしい。

昔みたいに子供がたくさんいると、皆で育てるみたいだったけど、今、区に２～３人位しかいないので、自分のところは自分なりに
育てているみたいです。

今後、杵築の未来を担う児童に安全対策（登下校）を強化してほしい。

放課後、子ども達は集う場所が無い。小学校は入れないし、公園は無いし、川や畑の思わぬ所で遊んでいます。

母子手帳に子宮がんチケットがあると知らず実費で行った。

- 56 -



子どもが増える対策を！！

乳幼児健診、6歳ぐらいまで市でやってほしい。最低２回！保育園などの年１回健診では足りない。
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（ご意見・ご提言）

16.8

30 3.8

わからない 1

無回答

幼稚園の給食について、考えてはどうでしょうか。働く親にしてみたら、良いことだと思いますが。

杵築中学校の建設が遅くなっていると思う。学力テストは本当に必要なのか？

新規移転には反対です。もうこれ以上無駄な出費を省き、知識を活かす方法はないのですか。

学力向上のための杵築市独自の取組みがあると良いと思います。

のびのびと教育してほしい。

無回答 32 4.0

地区で小中学校の補助金を出すのはどうかと思う。退職教員のボランティア補習を計画してはどうか。

十分、市民の声を聞くこと。命とりになりますよ！

中学校は今のままで良い。なぜ大内地区でないといけないのか本当の理由を市民は知る権利がある。お金絡みの話を耳にしすぎま
す。

何年も前から杵築中学校の建設が保留のままである。早急に対処すべき。

小、中学校の再編をすべき。それを考えなければならない時に杵小体育館の新築等理解できない。中学は１つに。小学校は３つ程度
にまとめるべき。通学はスクールバス。校長等職員が減るので、バスの運営は可能。少人数の学校より多人数の学校で競争力を付け
るべき。

学校がなくなりすぎ。

13365 8.2

重要で
ない

2 4 0.5

わからない 1

3

2 59 7.4

94 11.8

ふつう

あまり重要
でない

3 7 0.9 やや不満

ふつう 4 150 18.9

不満

※ 具体的なご意見、ご提言があれば記入してください。

362 45.6 ご意見・ご提言4

② 幼稚園・小中学校施設の耐震補強

③ 学力テストの実施
5 139 17.5 やや満足 905

3.3重要 6 398 50.1

やや重要 11.3

杵築中学校の建設など、小・中学校の適正配置

杵小児童に歩行マナーの徹底を。歩道のない道、横断歩道の渡り方など。八坂小学校の児童はきちんとしていて気持ちがいい（微笑
ましい）

満足 6 26

回答数 率(%) 回答数 率(%)

耐震。地震があった時の対策。津波時の対策の具体化。

【ひとが育ち、輝くまちづくり】

問１８　幼児・学校教育の充実について伺います。

重要度 満足度 例えば、こんな事業をしています。

①

幼稚園をないがしろにしすぎ。山香幼稚園や東、北杵築など何とか存続させてほしい。

杵中は現在地でよい。耐震補強は早急に。
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統合して人数が多いだけでは何もならない。少人数でも個人の豊かな感性を伸ばしてあげることも必要。

統廃合は？学習進度のバラツキは？学力差は？

（学校は）海側につくるべきでない。学力テストを行う以前に、実力のある教育者を集めた方が良い。

杵築中学校建設の必要性は？

学力よりも心の教育の方が重要では？学校図書館は、あまりにも司書を放ったらかし。わずかな賃金でＰＴＡ雇用で、これでは情け
ない。正規の司書を配置してほしい。長い目で子どもを育てないといけない。

学力テストは是非行って下さい。そして公開して下さい。

子供達が安心して学び、育むことの出来る環境作りは当然のことだと思います。

幼稚園・小中学校施設の耐震補強は絶対大事です。必要です。

小学校の支援員など適当にツテを頼って採用している。もう少し人選すべき。税金を使ってでも教職員を増やしてほしい。副担がつ
いた方が良いクラスも多い。

中学生頃から色々な職業のビデオなどを見せて将来の進路の参考にする。

始業式、終業式当日も給食、授業を行ってほしい。

安心、安全な教育施設を充実してほしい。

多分、杵築市の学力は県内でも良くないと思う。画一的な教育は必要か！それ以上できるようにすべき！

施設等は安心していられる場所にしてほしい。学力テスト等は本当に必要か、よく検討した方がよいのでは。現在は体力のないのが
気にかかる。日常生活の中でいざとなった時、対応できるか。

過保護を感じる。

統合して大きくすればメリットもあればデメリット（家族の送り迎え等、クラブの時間が少なくなり体力低下や発育不全）にもなる。

少人数の小学校について、どう考えていますか。山香も小学校が統合されるという話がありますが本当ですか。

学力テストで見える点数の学力より、見えない学力（生きる力、豊かな心、創造力）などを伸ばしてほしい。

杵築中学校は移転しないでください。

杵築中学校はどこに建てられるのでしょう？市長の個人的な思いで大内になるのはいかがなものでしょうか！！

杵築中学校の図書館の改築工事を急ぐこと。

杵中の移転は絶対反対。学力に応じた個別指導。学力が伸びないのは現場に問題があるのではないか。中学までは先生の指導力次第。

登下校も含め、いじめのない楽しい学校教育を目指してほしいです。

学力向上を。

子どもがいないため、理解できてないかもしれませんが、図書館レベルが、国東、安岐、別府にも大きな差があるため、現在でも他
の市に行っている。教育に直結する図書館の充実を。

②（幼稚園・小中学校施設の耐震補強）が大変気になります。

現在杵中は城跡なので、歴史を学ぶには良いと思います。自分たちが今どこで勉学に励んでいるのか教えて、文人を見習い頑張るべ
きだと思う。

全国的に見て、大分は学力が低下しているとのことで、学力テスト等全国レベルに少しでも近づくよう希望します。

杵築中学校の老朽化。避難施設にもなれるように。

山香中横のサッカー場の収支明細を年度毎に発表してください。

学校が多すぎる。学校を減らしてスクールバスなどでの検討は？

杵築中の移転先が問題視されているようですが、災害の時（有事に備えて）、少しでも高台に計画したらどうですか？

徐々にしていけば良いと思います。

杵築中学校の耐震が心配。

小中幼への施設整備の増額を！

子供の人数が少ない時に新しい中学校はいらないし、中学校はひとつでもいいと思っています。

学校の○○の人数

教育は本来地方性も重要ですが、財政的制約もあり、いたしかたないと思います。耐震補強は充分お願いします。学力テストは、あ
まり神経を使う必要がないかと。

杵築中学校は移転をしなくてよいのでは？

中学校は今のままでは避難所にもならない。

北杵築小学校の工事は不満でした。無くなるのが分かっているなら、工事ではなく別の学校とさっさと合併すべき。

杵築中学校建設は、地震等を考えれば少しでも高台に場所を移転すべきではないか?現計画では全てにおいて問題が多い感じがする。

杵築中学校は現在の所が良い。移動すべきではない！もっと税金の使い道はあるはず！

学校の通学路の整備。

子供同士の事件がないように。

子供の数が減り、子供の競争意識がない。

子供の教育は親の責任、親を育てることです。

杵中は遅いくらいです。

杵中の適正配置をお願いします。

杵築中学校はどうなるのか、まったく知らされていない。

親の再教育が必要なのでは？

幼稚園の老朽化が目立ちます。

山香幼稚園が古い。運動場の水はけが悪い。

杵中の移転、建て替えは現在地が最も良い。大内地区に移設など大反対です。

将来のため、学校教育の充実を要望する。

統合した中学校、校舎の空きがあまりにも雑に感じます。再利用等などの考え方や方針を。地区の発展のために前進してもらいたい。

杵築幼稚園の建て替えを早急に！

地域での子育ての人材活用（一部の人に集中している）親の啓発も。

もっともっと子ども達のためにお金をかけてほしい。山香町は子育て支援が充実していると他町の人からいわれるくらい、子供のた
めに、山香に住みたいと思われるぐらいにしてほしい！

子どもの数が減って、学校、学級の人数が少ない。教育が十分できるのか。
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地域の特性を活かした配置が大切。少ないから学校・園をなくすことは地域をさらに過疎化へと進めることにつながると思います。

一度リーダーになると、いろんな会でも役が回ってくる。役をする人が同じ顔が並ぶ。

杵小校区ばかりに子どもが集中しているので、できれば、バラけるといいです。

学校を増やす？なぜ？

杵築中学校が今問題になっていますが、生徒数も減っているので、宗中と一つにしたらどうかと思っています。

中学校の建設は、今でも塩が出る所（塩田）はダメ、高い所へ建設すること。

学力テストは無駄な気がする。他県や他市町村と競う必要が分からない。

耐震補強の建設は早く進めるべきと思う。

中学校（杵築）を大内に移すと言う噂を聞きました。あっちにやったりこっちにやったりして、よくお金があるなと思うだけです。

児童数の偏りがあるので、校区の見直しはできないだろうか。学力テストを活かしているかが最も重要である。

杵築中学校の問題をなぜ放置してきたのか？新庁舎など考える場合ではない。

杵築中学校の早期完成、小学校の適正配置、杵築は３、山香は１、大田は０でよい。合併後いつまでも地域に学校を残すのは逆に不
公平感を感じる

小３以上も３０人学級にしてほしい。杵小校区が杵中・宗中に分かれて入学するのはいろいろ問題があると思う。

山香の小学校の統廃合がどうなるのか不安。山香へ統合した場合、登下校はどうなるのか？

杵築中学校は今の場所で建て替えを行うべき。※災害時の避難所としては遠すぎる（大内）

もっと教育にお金をかけて、市全体で子どもを育てる意識を高めてほしい。

学力レベルの低さはびっくりします。

学力テストをした。結果がでた。検証した。その次が問題です。行政は何をしてくれるのですか？教育委員会のシリをたたくだけで
はダメです。

耐震化整備を急ぐべきである。

学力の強化。大分県一を目指す。

杵築中学校の移転は特に必要ない。現在地でよい。時間がかかっても。ヘドロのような沼地に建設をしますか？税金の無駄使いで
は。大雨が降れば水につかるような所です、海抜０ｍ地帯ですよ。宗近中学校との統合は考えませんか。

杵築中学校は天井が落ちてきそうだし、壁に穴が開いているし、とにかく恐い。早急に対処してほしいです。

園児や児童数名に、担任が一人ついて入場してくる入学式の模様をＴＶで見て驚いた。アットホーム過ぎる少人数の学級集団では、
逞しい人間力や物怖じしない表現力、情報発信力の育成は困難である。大人数での楽しい遊びや様々な個性との出会いを経験せず、
小中学校時代を過ごさせることについて、早急に検討すべきだ。

杵築市だけでも、小学校、中学校、納めなくてもいいようにしたらどうでしょう。

いじめ、登校拒否等のケア教育にも努力を願う。

いつ天災が襲ってくるか分からないので、サバイバル的な自然の中での応用力が大切だと思う。その辺は学校でどう取り組んでいま
すか？大都会ではないので、普段の生活と絡ませて覚えさせれば、自然を大切に思う気持ちも心に根付くと思います。合宿所を作る
と、市外、県外からどんどん（？）来ますよ。修学旅行生を呼ぶのは難しいかな？夏キャンプはもってこいですね。住吉浜以外にあ
りますか？

大内地区の建設は反対する。

市の小、中学校の子供さん達の成績ＵＰを祈る。

杵築中学校大内地区建設には反対します。（低湿地）

杵築中学校は今の所に建て替えるのがいいと思う。

杵中卒業生として伝統ある現在の場所の移転など考えられない。

学校の生徒が極端に少ない学校がある。保護者の意見をもっと聞いてほしい。英語教育、都市の学校に負けない教育体制。

杵築中学校はまず現在地で建設が可能であるかどうか徹底して調査・検討すべき。他への移転は最後の手段とすべき。不満が高まり
前に進まなくなる。
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（ご意見・ご提言）

41 5.2無回答 39

図書館の整備（杵築地区）長崎県諫早市の図書館みたいなのが欲しい。

山香図書館の図書過少。

施設は各地区別には充実してないと思います。地区ごとの公民館等にある程度の調理室等設置、維持費の補助金、各施設が維持して
いかなければならないと思うが、その指導徹底（区長への認識）

サークル活動は活発で良いが、早期に図書館を開設されたい。

無回答

子どものために図書館は大切です。

杵築図書館の司書があまりに身勝手。その横暴を許してきた市の問題も大きい。市民も知っている人は知っています。

わからない 1 7.2

4.9

楽しく利用しています。

杵築地区の図書館の整備を早くしてほしい。

杵築の図書館が狭く、暗い、使い勝手が悪い。

山香・大田の図書館には市民の持ち込みはできるのですか。寄贈したい本が有ります。

新しい杵築市図書館を楽しみにしています！

杵築の図書館、分りにくい、狭い、設備の充実、本の種類も充実していただきたい。現行では少々厳しさを感じます。

杵築図書館は、よその市に比べ、狭く、利用しづらいので、わざわざよその市へ行ってます。

杵築に図書館は欲しいが、無駄が多くて予算がないであろう。

早く図書館を！

重要で
ない

2 12 1.5

あまり重要
でない

3 26 3.3

1

やや不満

やや満足

57

3

※ 

74 9.3

ふつう 4

わからない

不満 2 55 6.9

97 12.2

38.2

193 24.3 公民館教室等の各種講座の開設

③ 地域づくりリーダーの養成、社会教育関係団体の育成

満足 6 3.9

68 8.6

②

5

具体的なご意見、ご提言があれば記入してください。

429 54.0 ご意見・ご提言

① 山香・大田図書館の整備・充実

【ひとが育ち、輝くまちづくり】

問１９　社会教育の充実と生涯学習の充実について伺います。

重要度 満足度 例えば、こんな事業をしています。

杵築図書館の整備。

杵築の図書館を時々利用させていただいてますが、これが市の図書館？と思うほどに貧弱で残念です。

杵築市立図書館をもっと誰でも利用しやすくする。地域の公民館講座が少なすぎて学びたいものがない。

回答数 率(%) 回答数

重要 6

率(%)

31

やや重要 5 164 20.6

ふつう 4 304

193
164

304

26 12
57 3931

68

429

74 55
97

41
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気軽に参加できる教室を作ってほしい。

各図書館の整備と充実が必要。本の種類が少ない。

アパート入居者には何の情報も入らないのが残念です。

公民館祭りの時など、日舞とカラオケ大会のようで、一度見たら次回は行く気にならない。

いろんな地域づくりリーダーの養成を望む。

利用する人が多いですか？

杵築図書館は20年前からお粗末と思ってます。

発表の場である文化ホールが必要です。

杵築図書館はひどい。

杵築図書館を明るく使いやすい建物にしてもらいたい。

各公民館をうまく使っているところは地域がまとまっていると思う。もっと公民館の講座を増やすとか、中学校に外国人先生が2年3
年といるので地域の公民館で英会話してもらうとか。

夜間などの高齢者の移動手段を予約制などで便宜を図ってはどうか。

もっと予算を増やして活動を推進してほしい。

図書館の本が少ない。

図書館の充実。

山香・大田地区の図書館の本を増やしてほしい。杵築図書館、土足で入れるようにしてほしい。また、車を停めるスペースがあまり
ないと思うので、広げてほしい。

杵築の図書館の整備拡大希望。

市になって、○○活動が盛んになって来ている。これからもこれを維持できればと思う。

公民館は役に立ってますか。

利用したことがありません。

図書館を作ってほしい。

杵築の図書館を何とかしてほしい。

公民館教室が１か所で発表できるような文化会館の建設を！

山香・大田図書館もさることながら、杵築地区の図書館は早急に取り組んで下さい。社会教育団体の育成を強化してください。

以前は図書館の情報が市報に入っていました。あれで関心を持った知人もいました。PRも大切だと思いました。

図書館の市内建設の充実を早急にお願いしたい。

中央公民館の集まりに行ってますが、もっと集まると良いと思います。少しです。

図書館の利用者がどれくらいいるのか、整備する前にいろんな検討を。

いろいろな教室など結構やっていますが、平日の昼間ばかりなので、平日の夜もしくは休日にもやってほしいと思うのですが、無理
ですか？！

杵築市図書館はひどい。新築を望みます。箱物は反対ですが、図書館だけは財産になるし、広く市民のためになります。

学習館に近い所にバス停を作ってほしい。

図書館が古くて雨漏りがする。私も利用させてもらっています。新しく作って下さい。

体育館やグラウンドより杵築図書館を何とかすべき。今どき市立図書館があんなでは…

学校に行かない子供のためにあるだけなら、無い方がいい。

公民館教室が少なく昼間に多い。庁舎の中に公民館が入って利用しづらい（調理室がない）旧中学校を利用することはできないので
すか。

公民館教室を趣味の場として公平、自由をモットーに内容のラインを分り易く、月謝等、入会継続がイージーであるように。

町内には校長先生や教師あがりの人が多いので、リーダー養成や教育の方法、講座の開設など本気になればすぐにでも実践できるの
では？

公民館教育？地域づくりリーダー？街の人たち（一部の人）でやっているとしか思えません。

山香、大田図書館にも週刊誌、マンガなども置いてもらいたい。

地域づくりリーダーの養成。元気な高齢者の先輩方にはまだ頑張ってほしい。若い人たち（後継者）の養成を早くしてほしい。

各種講座も遠方では参加したくとも参加できかねると思いますが、誘い合って行ける位の場所。用は交通手段（車）

私は宇佐市の図書館を利用しています。何故？充実しているから。宇佐市は近いから。

地域づくりリーダー役員等が２～３人の人に片寄っているように思える。

時々山香図書館を利用しますが、あまり新刊がないのが残念です。

大きい核より小さい核をつくること。

図書館は必要。公民館を開放してしまえば良い。

杵築の図書館をもっと広く使い易いつくりにしてほしい。

利用度をより充実なものにしてほしい。

自分が必要と思えば、今は、パソコンでも学習できるから。

杵築の図書館も場所が分りにくい。陰に隠れた感。市でもっと分かりやすい場所へ。

山香図書館の整備。

文化体育館では講演会や文化行事が企画しにくい。市民会館800人～1,000人収容施設を検討すべき。

図書館がお粗末です。

図書をもっと充実させてほしい。公民館教室は、土日や夜の教室を増やしてほしい。

図書館をもっと使いやすく充実させてほしい（杵築）

ど～んとテレビなどのケーブルテレビを利用したりインターネットの活用など、広い杵築市をつなぐための連携について端末の普及
なども行ってほしい。

杵築図書館の整備、充実。

何も目的がなくてもぶらっと行ける。広場的館があるとなんかホッとします。市役所の近くにベンチ、広場（要するに公園？キャン
プｏｋ（笑））みたいな、人がぽつぽついる空間。そこから何か生まれてくるかも。

山香庁舎3階大ホール一般市民の出入り口が1箇所しかなく災害の時、心配です。

図書館がかなり小規模。
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図書館はとても良くて利用させていただいています。たくさんの本が読めるので良いと思います。

図書の充実、退職者等による講演会の実施。

生涯学習は確かによいと思います。元気の源だと思います。

市立図書館を早期に建設を。大田図書室の図書を充実、行きたくなる空間になるよう整備を。

杵築にふさわしい図書館の建設を望む。

山香、大田図書館の整備、杵築には？

杵築図書館はもう少し何とかした方がよい。暗い、狭い、それに開館時間が短すぎる。あと社会教育施設は先のことをもっとよく考
えて造るべき。文化体育館や山香中沿いのサッカーグラウンドなど。

市民の自覚。

もっと広い講座の新開設を。生涯学習館と駐車場が狭い。

分館もだが、図書館については、まず本館の整備が先では？利用率などを良く見て検討すべきこと。

生涯学習館の各種講座は大変役立っていると思います。継続してもらいたい。
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（ご意見・ご提言）

1

332

重要で
ない

無回答

わからない

35

5.2

不満 2 26 3.3

やや不満 3 414.7

140 17.6

35 4.4無回答

わからない 1 77

4.4

9.7

同和は今さら蒸し返す必要は無い。ただ再確認するだけ。

同和問題をあまり前面に出してほしくない→逆差別？

※ 

やや満足

ふつう

61 7.7

58.9 ご意見・ご提言468

5 124 15.6

41.8 4

2 22 2.8

やや重要

あまり重要
でない

3 37

ふつう 4

【ひとが育ち、輝くまちづくり】

問２０　人権が尊重されるまちづくりについて伺います。

重要度 満足度 例えば、こんな事業をしています。

今の時代、同和問題で何？って感じです。学校での研修で同和問題で参加しましたが、いまいちピンとこないし、同和のことでいろ
いろ言っている人など聞いたことも見たこともありませんが…

具体的にどういう活動をしているのか見えてこない。

いまだその問題があるんですか。

被差別地域や在日コリアンに対する差別思想を持ってる人がかなりいる。

今どき同和教育はナンセンス。同和問題を知らない世代に改めて教える必要はない。差別する事を教えるようなものだ。

回答数 率(%) 回答数

168 満足 同和問題の解決をめざす人権教育の推進

③ 人権フェスティバルの開催
5

具体的なご意見、ご提言があれば記入してください。

人権教育・啓発活動の推進

重要 6 21.1 6

率(%) ①

24 3.0 ②

今の社会では同和問題は必要ないのではないか。

上記事業についてあまり耳にしない。ＰＲをもっと充実した方がよいのではないか。

子ども達に人権教育を望む。

あまりする必要はない。関係者の負担が増えているだけの現状。

具体的にどんなことを？

いじめの問題が一番大変だと思うが、まず家庭教育ではないかと思います。

子供の時に人間平等をしっかり教えること。

強いてあげずとも助け合いの心を持っている方が多いと思います。

他県からの移住者に対し、よそ者意識が強いので難しい。

同和だけなんで良くするの。おかしい。これこそ差別だ！なんでも一緒にしないと解決はありえない。

人権意識が全体に低すぎ。平気で悪口が横行する。

168
124

332

37 22

77
3524
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41 26
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同和問題は難しい問題で、すぐには解決できないでしょう。強いて取り上げず、放っておいたら。

行っている事業内容が伝わってこない。

幼小中への人権教育推進のため補助金を！

継続した教育、啓発活動が重要と思います。

人権が尊重されるのは当然のことです。自分たちのことばかり考えている者が多い。

大人が子どもに対し不言実行あるのみ。

人権問題がこんなに意識されているとは知らなかった。

一年一回のフェスティバルでは不足ではないでしょうか。もっと活動した方がよいと思います。

これまでの運動でかなりの効果を上げてきていると思う。

市が何をしているのか知りません。もっと本気でした方がよい。市役所の人は教育されてますか？

人権問題、同和問題って必要？杵築市に人権問題が起こっているか知らないので。こういう事業をすること自体、人権問題になるの
では…？

人権も大切だが自分は何をすればよいのか義務を与えること。

今は昔のことを知らない人が多いのでいいんじゃないですか。

人権委員の選任の仕方がよく分からない。近所の人がエーッと言う人がなっている。もっとよく周囲の評判を聞いてみてはどうです
か。

声高に叫ぶ必要はなくて、地域のつながりや連携がとれていれば補えることだと思うし、情報が出ない、伝わらないことから疑心暗
鬼が生まれることになると思う。

人権教育の推進。

人権教育も大切だが、逆に何も知らない若い世代が差別意識を持ってしまう。（同和問題など）

いつまでも人権とか同和とか、解決されていると思う。

一般の人々、地域で、家庭で、話し合えるなどの工夫も必要ではないか。

人権教育充実が必要と思う。

人権に対する非常に大切な問題だと思っています。

同和とはどういうことか、分かっている人が少ないように思われます。そして、同和といって甘えている人が多いんじゃないです
か。

同和問題は年配の方々に勉強していただきたいです。

名前もいらない、同和、同和と特別に何もしない方がいい。同和問題、何でこんなことがあるの、昔のことです。若い人達に何も知
らせなくても良いのに。同和に関係してる人だから住宅も安く手に入ったり暴れたらうるさいので、行政がそのままに黙ってたり、
変なことです。

人権問題を頭で考えては難しいだけ。そもそも同和問題が杵築にいまだにありますか？勤勉・真面目で正直者が報われて、横着者・
怠け者が悟されるように。

その期間だけである。

一人一人が人間らしい生活ができるように支援していくことが大切と思う。

必要以上に同和問題をテーマにすると、逆に差別となったことがあります。

充分だと思います。
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