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（２）自由意見 

問20 今後の加古川市のまちづくりについて、ご意見などがありましたら、ご自由にお書き

ください。 

 

有効回答数1,274件のうち、記述があったのは427件で、テーマごとに分類して集計した結果、

意見の延べ件数は704件となった。分類した結果は以下のとおりである。（主な意見を掲載） 

 

１ 子どもの健やかな成長の支援について 92件 

a 結婚・出産・子育てに関する支援 55件 

 ・ひとり親家庭の子育て支援に力を入れてほしい。 

・子どもを連れて行きたいと思える場所を作ってほしい。 

・子ども達が育ちやすいまちにしてほしい。 

・子育て世代が子どもと一緒に参加できる催しや、勉強会等をさらに増やしてほしい。 

・子育て世代への経済的な支援のさらなる充実をお願いしたい。 

b 就学前教育・保育 8件 

 ・保育所をさらに増やしてほしい。 

・３年保育を実施する公立の幼稚園をさらに増やしてほしい。 

c 義務教育 8件 

 ・学習環境をよくすることと、基礎学力の定着により一層力を入れてほしい。 

d 特別支援教育 2件 

 ・発達障がいのある子どもへの支援など、特別支援教育をさらに充実させてほしい。 

e 教育を支える体制や学習環境 19件 

 ・学校設備（エアコン、トイレなど）を充実させてほしい。 

・リモート授業の整備に力を入れてほしい。 

・いじめ防止に向けた教育に一層力を入れてほしい。 

・ICTを活用した教育を充実してほしい。 

・中学校給食を早期に実現してほしい。 

２ 地域における教育・学習環境の整備について 8件 

a 生涯学習の機会や環境 2件 

 ・加古川駅前の図書館に期待している。 

b 青少年の健全な育成 6件 

 ・青少年団体の育成、活動への支援を充実させてほしい。 

３ スポーツや文化・芸術の振興について 11件 

a スポーツ・レクリエーション活動の機会や環境 8件 

 ・スポーツ、レクリエーション施設をさらに増やしてほしい。 

b 文化・芸術に接する機会 3件 

 ・市民や市民団体との取組をさらに充実させてほしい。 

４ 互いに尊重しあって暮らせる社会の実現について 2件 

a 人権に関する教育や啓発 2件 

 ・差別の解消に向けた取組を推進してほしい。 
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５ ともに支えあう福祉社会の実現について 64件 

a 地域福祉の推進 16件 

 ・福祉施策をさらに充実させてほしい。 

・コロナにより、生活が厳しくなっている現状を把握してほしい。 

・ひきこもりや認知症介護者への支援を充実させてほしい。 

b 障がい者に対する支援 11件 

 ・障害の有無にかかわらず、誰もが過ごしやすいまちになってほしい。 

・発達障害についてのサポートに助けられた。 

・手続きが分かりやすく、利用しやすい窓口をつくってほしい。 

c 高齢者に対する支援 37件 

 ・独居高齢者が増える中、不安と孤独で悩んでいる人への支援を充実させ、長生きしたいと思えるまちをつ

くってほしい。 

・高齢者が、よりわかりやすく丁寧に相談に乗ってもらえる窓口を作ってほしい。 

・自動車運転免許証の返納に伴う、各種交通機関の割引サービスを実施してほしい。 

・高齢者が活躍できる場を増やしてほしい。 

６ 健康づくりや地域医療の充実について 13件 

a 健康の保持・増進 2件 

 ・受動喫煙やたばこのポイ捨てに関する規制を実施してほしい。 

b 安心できる医療体制 11件 

 ・加古川中央市民病院など医療機関が充実しているので安心できる。このまま病院を維持してほしい。 

・若い世代の健診をより充実させてほしい。 

７ 市民生活の安全・安定の確保について 58件 

a 地域の防災体制 9件 

 ・ハザードマップの入手方法が分かりづらい。 

・大雨による加古川の浸水対策を強化してほしい。 

b 防犯・交通安全対策の推進 42件 

 ・見守りカメラが市内各地に設置されているのがありがたい。 

・治安の良い住みやすいまちづくりをさらに進めてほしい。 

・交通事故の未然防止に向けた取組を充実させてほしい。 

・防犯対策を強化してほしい。 

・交通安全の啓発をさらにしてほしい。 

・交通マナーが悪い印象がある。 

c 就業機会の確保や働き方改革の推進 7件 

 ・働き方改革に関する取組をさらに進めてほしい。 

・就業機会の確保に向けた取組を充実させてほしい。 

８ 農業・水産業の振興について 2件 

a 農業の振興 2件 

 ・耕作放棄地や就農者の高齢化への対策が必要だと思う。 

９ 工業・地場産業の振興について 3件 

a 工業の振興 2件 

 ・工業団地を作り、工場を誘致し働く場を作ってほしい。 

b 地場産業の振興 1件 

 ・地場産業をさらにＰＲしてほしい。 
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10 商業・観光の振興について 48件 

a 商業・サービス業の振興 34件 

 ・買い物や遊びを十分楽しめる商業施設、レジャー施設を増やしてほしい。 

・大型ショッピングモールを建設してほしい。 

・商店街の活性化など地元商工業者に対する支援が必要である。 

・地域の個人商店を応援するまちづくりを期待している。 

b 観光の振興 14件 

 ・市特産品をさらにＰＲしてほしい。 

・観光スポットが少ないと感じる。 

・「風土記」等をはじめ、歴史的な土地や伝承が多いため、これらを活かしてほしい。 

・加古川市内をめぐる観光ツアーを実施してほしい。 

11 機能的・効率的なまちの形成について 112件 

a 地域特性を生かした効果的な土地利用 8件 

 ・市北部や西部の地域におけるインフラ整備や土地活用をさらに進めてほしい。 

b 加古川駅周辺の都心としての魅力 33件 

 ・駅前から寺家町商店街において、活気が出てほしい。 

・活気のある加古川駅前づくりを計画的に進めてほしい。 

・駅周辺の利用時における、駐車・駐輪が不便である。 

c 幹線道路の整備 10件 

 ・播磨臨海地域道路の早期着工・完成を期待している。 

・東加古川駅周辺の渋滞を解消してほしい。 

・国道２号線の対面通行化の早期実現をお願いしたい。 

d 鉄道の便利さ 6件 

 ・JR線と山陽電鉄との連携方法を検討してほしい。 

・JR宝殿駅の発着便の本数を増やしてほしい。 

e バスの便利さ 55件 

 ・バス停やバスの本数を増やしてほしい。 

・バスの始発を早くしてほしい。 

・北部地域のバスが少ない。 

・「かこバス」について、全市に細やかな配置をしてほしい。 

・自動車運転免許証を返納すると、交通機関が不便なため困る。代替手段を検討してほしい。 

・高齢者のバス利用を無料にしてほしい。 

12 安全で快適な暮らしの基盤の整備について 93件 

a 景観や、まちなみの美しさ 2件 

 ・画一的な整備は、外観が整っているだけであり、美しさにはいささか欠けている感じがする。 

b 生活に身近な道路の安全性や便利さ 68件 

 ・自転車用道路の確保を早急に進めてほしい。また、生活道路にも確保してほしい。 

・街灯を増やしてほしい。 

・生活道路の道幅が狭い。 

・道路の整備をさらに進めてほしい。細い道、入り組んだ道など危険を感じる箇所がある。 

・維持管理が行き届いていないと思われる箇所について、改良や修繕をしてほしい。 

・歩道の雑草をよりきれいに刈ってほしい。 

c 良質な住宅供給の促進 10件 

 ・田畑に家を建てたいと思っても手続きが大変だと感じる。 

市街化調整区域でも住宅を建てられるよう、規制緩和をお願いしたい。 

・空家をリフォームする等、活性化に向けた取組を進めてほしい。 

d 水道水の供給 5件 

 ・水道料金が高額である。 
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e 下水道の整備 8件 

 ・下水道の整備をさらに進めてほしい。 

・下水道料金が他自治体と比べて高額である。 

13 地球環境と地域の環境の保全について 7件 

a 大気や水質などの環境対策 5件 

 ・加古川南部は、工場などが多くあり大気汚染が進んでいる。工場からの騒音もひどい。 

・臨海部工場の排ガス、排煙により空気が悪い。 

b 地域の自然環境の保全 2件 

 ・加古川北部は自然も多く、自然環境保全に力を入れてほしい。 

14 資源の循環と環境美化の推進について 24件 

a ごみの減量・不用品のリサイクルの推進 13件 

 ・広報かこがわなど、タブレット等で読めるものについて、紙は要らない人もおられるのではと思う。 

・ごみの分別や減量にできる限り協力していきたい。 

b ポイ捨てやペットのふん害防止 11件 

 ・散歩をすると、ごみなどのポイ捨てが目につく。 

・道路にペットのふんが残されていることをよく見かける。 

・川や池、溝、道端に落ちているごみ、紙、缶等が多く、対策してほしい。 

15 水と緑の空間の形成について 33件 

a 公園・緑地の整備・管理 29件 

 ・公園を綺麗にしてほしい。 

・子供を遊ばせる綺麗で大きな公園を是非作ってほしい。 

・トイレがあり、駐車場があり、遊具のある公園が少ない。 

・自然豊かな公園をつくってほしい。 

・公園の手入れ（雑草等）が他の市町村に比べて悪いと感じる。 

・公園の遊具を充実してほしい。 

b まちなみの緑化や河川敷等の活用 4件 

 ・加古川河川敷の有効利用について考えてほしい。 

・うるおいのあるまち、緑のあるまちづくりを進めてほしい。 

16 まちづくりの進め方について 112件 

a 市民活動や行政との協働 18件 

 ・ウェルピーポイント制度を初めて知り、ボランティア活動をする方へのポイント還元制度は素晴らしいと

感じた。 

・PTAや少年団といった地域の活動的なものは時代に合っていないと思う。 

・地域交流の場が縮小・減少しており、個人として参加したり、交流する機会がほとんどない。 

IOT、ICT、SNSを活用した新たな地域交流の活性化等が望まれる。 

・町内活動の停滞が進んできている。特に役員の成り手の確保が非常に難しくなってきている。 

b シティプロモーションの推進 53件 

 ・「加古川って何があるの？」と聞かれた時に、明確に言える何かが必要だと思う。 

・全国的に見て、加古川と聞くと治安の悪いイメージがあり、イメージアップをしてほしい。 

・もっと市をアピールするような企画をし、市外から人を呼びこんでほしい。 

・加古川市に特に目立った魅力や特長がないことが残念だと思う。 

・魅力ある町、住んでいてよかったと思えるまちづくりを期待している。 

c 行政の効率化 40件 

 ・他都市を見習ったり民間活力を導入したりして、行政組織を変えるべき。 

・定額給付金の申請時のように手続きの簡素化と事務の効率化が図られるなど、行政と市民がwin-winにな

る事を期待している。 

・駅前の開発だけでなく、もっと市内全域に目を向けた市政をしてほしい。 

・市議会議員を削減してほしい。 

・職員の資質向上や、残業時間の管理を含め業務の効率化をもっと進めてほしい。 

・税金を大切に使ってほしい。 
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d 近隣都市との広域的な連携 1件 

 ・加古川市だけでなく他市と協力したまちづくりを進めてほしい。 

17 その他 22件 

a アンケート 6件 

 ・調査項目が多すぎる。 

・調査対象人数が3,000名では少ない。 

b その他 16件 

 ・市役所のトイレを綺麗にしてほしい。 

・保健所の犬猫の殺処分を減らすため、里親を見つける努力をしてほしい。 

・６月から指定ごみ袋制度が始まるが、ごみ袋の価格がスーパーによって違い過ぎている。一律にできない

か。 

・路上喫煙を禁止してほしい。 

延べ件数 704件 

 

  


