
第６次桂川町総合計画策定のための

まちづくり住民アンケート

問34　自由記述一覧
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問34　今後の桂川町のまちづくりに対するご意見・ご提案がありましたら、ご自由にお書きくださ

い。

今の保育の充実ができていない。（少子化なのに）保育士が不足しているので、増やして欲しい。→健

全な児童を育てるのに必要。保育所の整備をしてほしい　児童公園の整備をしてほしい

豆田伏貫酒屋横の川土手の道路と橋から床屋さんまでの間はせまくて通るのがこわいです　はやく広げ

て下さい　お願いします　第一豆田女性より

コミュニティバスの充実を計ってほしい。桂川駅に直結した便を多くしてほしい。福岡からの移住され

る方も、増加する一助になるのでは。とにかく一番困っています。（役場で一旦乗り替えなし）

道路（通学路）草木が生い茂っているところ、水溜りが出来やすいところに対策を取って頂きたい。

高校、大学への奨学金制度創設

・桂川町の主要産業は何か→農業なのか？→法人化？　・住民の不便さは何か→買物、病院、産業（就

労先）がない　・住民の年代構成は？→老人が増加→住みやすい（安心できる）町作り　若者の流出→

地元に産業がない→産業を活性化させる　・桂川町は回りの市から孤立してはいないか？地域サービ

ス・行政サービス　周辺自治体との連携　むずかしい課題が山積みしていますが、よりよい町作りをお

願い致します。

新しい道路は不要に感じます。既存の道路の整備が必要と思います。バスの廃線で移動に時間とお金が

かかり、高齢者には大変きびしいものがあります。

コロナの影響でこれからの生活事情が変わると思われます。孫の、これからの方々のため、パソコン、

インターネット等の経済的援助や教育をしてほしいです。

高齢者一人家族に関するお弁当の提供やがん検診などの実施についての案内などとても助かっていま

す。桂川町は充実していると思います。

子ども達の遊ぶ公園等が少ないので増やして欲しい

観光等で有名になっても、一時的なものとなりやすい。安心して住める、環境整備と人との交流も密に

できるようにすることが、重要と思う。更に近りん市との交流も密にすることが重要と思う（住民は、

当町だけでなく、他の市町村ともかかわっている人が多い。）

わからない。

小学校整備に力を入れてほしい。桂川には幼稚園が1つしかないので、幼稚園を増やしてほしい。保育

所整備もお願いします。

外灯が暗いのでもっと明るい外灯町づくりして欲しい

住居周辺に夜になると暗い所がある　明かりをつけて頂きたい。それと道路が悪いので整備を実施願い

たい!

高齢者が多いにもかかわらず交通の便が悪く、バス停も車とふれるような、すれすれのところに待って

いなければならない。雨をしのぐ屋根もない、本数も少ない、桂川はこれといったスポットがないから

うすいの道の駅とかにすどうりされてしまう、結局やる気の問題だと思います。ちくすきのようにもっ

とPRすれば。ほんとうにいい店がたくさんあるのだし集客できると思います。私達家族は桂川の自然

と町化していないところがいいと思います。市内のようにマンションがたくさん作られてほしくない。

何と云っても桂川町は交通の便が悪い　一人暮しや老人には生活に不便です。
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トライアルは、できたが、まだまだスーパー類が少ない。地域振興券など、つかう所がない。スポーツ

をしたいが、する所がない。温水プール、公園などせっかく駅をきれいにしているなら、まわりを、

もっと栄える施設がほしい。

広報を全世帯に送付していただきたい。隣組に入っていない世帯が必要な情報を入手できない。歩行者

の安全確保を最優先でお願いします。

中屋に親せきがおり、時々行きますが桂川駅の中程から豆田の橋までが狭くてなかなか離合もできず、

こわいです。何とかなりませんか。広くしてほしいです。

桂川駅の駐車場から橋まで広くならないのですか、橋の方から車が来たら床屋さんの前で待たねばなり

ません。駅裏は筑穂町で駅前の通りの方が大事です。又、道がせまく橋の手前から左に曲がるのがあぶ

ないです。

子育て支援の一つとして、桂川町からJRで通学している子ども達の通学費の負担を嘉麻市のように取

り入れていただきたい。

古代くん・未来ちゃん人形の製作と販売

町会議員の給料を削減し、住民税をさげてほしい。他の市町村にくらべて高い。

お仕事御苦労様です。より良き町作りに取組みに感謝致します。私自身30数年前を考えますと、人と

人の絆がきうすに成り自分は自分人は人という感じが多く見うけられます。一人一人顔が違う様に考え

も違いがあります。こんな事平気でするの？という人等アンケートの結果色々な意見が出ると思われま

す。若い世代の人が安心して住める町勿論学校を終えて結婚、子育て、何にしても大きな事業です。ど

うぞより良き桂川町に成る様、何も出来ない一住民ですが、お祈り致します。時代は明治・大正・昭

和・平成・令和と移り変わりました。同和問題も終りを迎えて良いと思います。私は桂川に来て始めて

部落問題を知りました。忘れている子を又おこす差別はどこでも有ります。※差別問題もう相当な時間

も金もついやしています。全国でパワハラ等で新聞テレビで報道されています。お金も全国で相当な金

額だと思います。もうそれをとやかく時ではない、と思います。圧力に負けないで下さい。思い切った

決断をお願い致します。

・荒れた公園の遊具を子どもが多い地区の公園に廻して再利用する。　・町道の整備・補修・雑草の草

刈り。　・外灯のLED化（防犯）　・体験の杜の周知不足。　・河川、道路の管理が維持出来ていな

い。

企業誘致等の雇用対策が一番、若い人等、働く場所が有れば、町内を出る事もなく、親と同居しなくて

も、近くに住む事で親の見守り等社会福祉の軽減、人口減少にも就業人口が増えれば、色々の面で良い

方向に向うと思います。企業誘致が桂川町だけで無理な場合、飯塚市、嘉麻市、共同でも町内の人々が

（桂川町、飯塚市、嘉麻市）で就労出来る様努力していただきたい。遠方で働いている方が帰って地元

で働く事が出来れば幸いと思います。

駅が近くて便利なので引っ越して来ました。農家でもないのに地元の行事に悩まされています。地元の

人は負担が軽くなると思いますが、新しく来た人は困っています。地元の人は子ども、孫に継承するべ

きです。
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桂川町役場前（きど葬祭）～吉隈にぬける道ができたけど、あれは必要でしたか？車も少ないし、あま

り使われていない様な…あれば便利かもしれないが、道路は充分なので他にお金を使ってほしい。子ど

もたちがあそぶ公園は少ないし、遊具も少ない。歩道がない場所や死角になる場所（車から）の整備を

優先すべき。危ない所がまだまだあって自由に行動させられない。通学も危ない。ましてトライアルが

できて車の交通量も増えたから気をつけないといけない。それから小・中学校のプールが汚なすぎる。

小学校のプールや更衣室、トイレなどの衛生面が気になる。新しくしてほしい。他の市町村では学校が

新しくなったりどんどんしているのに桂川だけ汚ないまま。きれいにすれば子どもも通わせたくなる

し、住人も増えると思う。汚ないイメージが人口が増えない理由では？子どもを産む世代としては、保

育園や学校をチェックして住む場所を考えたりするから、子どもを通わせたくなる様なきれいな学校に

してほしい。子どものための街づくり‼（通学路の整備、公園の充実（草ボーボー　遊具がこわれてい

る）、学校の建てかえ→じゃないと若い世代は桂川に来ない。老人ばっか。私は産まれ故郷だから住ん

でるけど、じゃなかったら住まない。駅周辺の交通整備マナーの悪い車が多い。路駐が多い。それから

このアンケートで、何がどこが変わるようにしたのか、結果や、計画をきちんと教えてほしい。広報で

でも。

P6、P8、P9、12、13、16、18に書きました

福祉バスは桂川町内だけでなく飯塚市（ジャスコ、市立病院、バスセンター近くの）なども回れる路線

があると助かります‼※特に市立病院、麻生病院、（高齢者なので）

学校が古い。屋上には草木が生えているとの情報も。駅舎工事に莫大な費用を掛けるくらいなら、教育

施設にお金を掛けて欲しかった。その事も含め、もっと住民にちゃんと説明すべきなのでは？町作りは

行政主導でやるべきではない。あくまでも、主役は「住民」です！

福祉の充実した町にして行ってもらいたい。

1町では限度がある。

健康でだれでも参加できる町政を！

大規模な災害が起こる昨今、ハザードマップの見直し、避難所の見直しを根本的に再考をお願いする。

トライアルが進出してスーパー等の充実は良いが地元の商業の振興をもっと進めてもらいたい。合併等

をするより当町の行改革を推進し故郷は桂川だという良きものを残しこれから先も行政と住民が一体と

なる町づくりを目指してもらいたい。

王塚古墳について、日本でもまれな立派な古墳があるのにあまり町は力を入れていない様な気がしま

す。犬養孝先生の万葉歌碑（書体）和歌は読人しらず。こんな立派なものが桂川町にあるのにもう少し

力を入れて町を盛り上げて欲しい。私は万葉集フワン、犬養孝先生大フワンです。現在は上野誠先生の

フワンです。本も注文致しました。

妊娠した際に、桂川町より母子手帳を交付していただきましたが、まだ性別も判明していない時期に

「ピンク色」か「ブルー色」を選ばせるのはあまりに配慮がないと感じました。男女どちらでも違和感

のないイエローなどにすべきではないでしょうか。性別を希望させることを町が率先しているような、

後味の悪さを感じます。また、子どもが物心ついても手帳は検診のときに使います。「僕（又は私）は

希望の性別と違ったの…？」とカンの良い子なら気付くのでは。そしてこの時代にピンクとブルーの色

分けもジェンダー差別になるのかなと思います。　★今、妊婦は”出産前診断”や”産みわけ””無痛分娩”

など様々な選択肢から決定すべきことが沢山あります。考えても仕方のない”性別”を、選択することを

課すのはやめたほうがよいと感じます。（他の地域で母子手帳の色分けなど聞いたことがありません

が、リサーチされてみてはどうでしょう）
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教育にもっと力を入れて欲しい。若い人たちが定住してくれるようにしないと高齢化がすすみ、衰退す

る。学校は住みたい理由のひとつ。合併も一つの選択。同じ生活圏内に同じような施設を作るなら合併

した方がよいのでは。知名的にも認知度が低い。職員の数も減るのでは。

西鉄バスの廃止により小倉や博多への外出時桂川駅に行くことが不便で困っている。車がないと外出も

できない町になっている。年配者にも利用しやすいコミュニティバスを増やしてほしい。笹尾二区から

桂川駅に行くには嘉麻市のバスを利用するしかなく、（町のコミュニティバスに乗っても、ひまわりの

里で降車するしかないので使えない）嘉麻市のバスも一日の数（便数）が少なすぎる上にバス代が西鉄

バスより高い。

※問1迄記入しました。介護施設（本人）に入所していますので家族で記入。

人口減少・過疎化・少子高齢化・福岡市及びその近郊への人口一局集中は今後、更に拡大していくとこ

ろであり、それを見据へ、桂川駅という通勤・通学に最適な環境を活かし、駅周辺の開発と学校教育の

充実に力点を置いた町づくりが重要であると考えます。

桂川町役場企画財政課殿　住みやすい環境を継続して下さい。みんなで協力します。

役場や駅周辺だけが良くなるのではなく、末端地域の環境を良くする事も考えてほしい。（道、水路等

の環境の悪い所が見受けられる。）末端地区が良くなってこそ町全体が良くなると人が集まって来るの

では、町の未来が開らける。

しよう●●●●はどこあるの

①問26で、道路の整備、草刈りをして下さい。コーナー（角が見ずらくてキケン）福祉バスの運行は

ムダ（ほとんど乗っていない）　②町から送付される封筒が小さい。用紙を切ってしまう。改善して下

さい。　新型コロナウィルスのため大変でしょうが、頑張って下さい。

桂川町に定住者を求めるには、団地ではなく（治安が悪くなる）町の分譲地等を開発すべきで、土地代

金を安くして定住者を増やす。田も大事だが（農業）宅地化して、商工業又は住民を増やし、住みやす

い土地柄に努力すべきである。新桂川駅を福岡との交通利便性をPRし、人を誘致、企業を誘致すべき

である。新駅を無駄にしないためにも。

地球温暖化の進展により、Hazard Map（50年確率洪水？）の浸水深は今後大きくなると考えられる。

現在の指定避難所には、次の問題があります。長期的な観点で、改善すべきです。①役場周辺に集中し

ている。②河川の氾濫原に位置しているものがある。

特にございません。

財政力の弱い中で充分良好的な活動がなされていると思います。人口減、高齢化が進みますが、地道な

活動をお願いします。現状を感謝しております。

交通関係。足がない人は不便な町になっている。

さっさと飯塚市か嘉麻市と合併した方が良い。桂川町のみ商業、農業、工業、全ての面で劣っている。

JR桂川駅ウラの田畑をゆうちしそこにアパート等建設の上、外部からの人々をゆうちする。（ベット

タウン化にする）　☆これが最優先（町が潤う）

桂川町はマスクの配布や給付金の手続きが早くていいねと言われました。住みやすい町だと思います。

そして生活しやすいまちをお願い致します。

通学路なのに草をかる事もなく、子ども達が草をかきわけて通る道が多い。山から竹がかぶって、離合

できない道路、反対車線に車が出て走るしかできない道路が多い事。
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人口を鑑みて、町議の数が多すぎると思います。10数年前に住民投票で合併は飯塚市との票が多かっ

たと思いますが、あれから合併の話はどうなったのでしょうか。合併をしていない小さな町は、財政破

綻の心配はないのでしょうか。「まちづくり」は大切ですがそれを進めるにあたってお金がかかるので

は？豪雨対策も考えてほしいです。

もう少しアンケート内容を簡単にしないと、意味がわかりにくい、難しい言葉がある。

今日桂川町のみで町づくりを考えても不充分なものにしかならないと思う。旧嘉飯山を一つとしてA地

区は商業圏、B地区は文化圏C地区は自然豊かな居住圏等々地域の特性も生かしながら大きな範囲を対

象として考えていくべきではないか？

町として第5次総合計画（実施）をどう評価しているのか？成果と課題を焦点化してあると思います

が、アンケートのはじめに示していただきたかったです。町民としてはその課題を克服していく上で、

各自がどう町づくりに参画していけばよいのか、その考え方を問うようなアンケートになればよかった

と思います。町行政として自信をもって町づくりをリードしていってほしいと願っています。

子育て、福祉に力を入れることで、色々と解決できることは多いと思う。

桂川町の学力の低さを痛感する。この事は親にも問題があるのではと考える。少子高齢化、過疎化が急

激に進んで行くのは、日本の大半の自治体も同じだ。しかし今後差がつくとすれば「今」何かをやった

かやらないかだ。「何か」とはいろいろあると思うが…　PS:やらなければ桂川町も「ジリ貧」だ。

桂川町職員の皆さん　Use your brain!

桂川町の水も、嘉穂町におとらない位、美味しいと思います。水と駅が近く、博多まで30分たらずと

いうのは、魅力だと思います。土地も安いので、若い世代の方に、住み続けて欲しいと思います。

現在の桂川町の行政の在り方に満足しております。近隣都市との合併をしなかった事は、よかったので

はと思います。

桂川町にきて6年目になります。桂川町に住むきっかけは居住アパートを探していた所、物件が多数

あったためです。住んでみて、コンパクトな町内で顔見知りになりやすいと思いました。反面、昔から

の付き合いやコミュニティができあがっているため、新しく来た人は入りにくい印象もあります。桂川

町はスポーツ施設が近く利用しやすく、毎週利用できて良かったです。非常事態宣言中に小学生の子ど

も達が、自宅でも学べるよう、インターネットを使った授業が受けられたら良かったと思いました。

桂川駅の裏に企業誘致をする。雇用も

・商業施設を増やしてほしい。飯塚まで行っているので…　・保育園（土師）を新しく建て直してほし

い。　・子どもが安心して遊べる公園の整備。　コロナ等で大変ですが町民の為、頑張って下さい。

・教育の充実　オンライン授業、ネット環境を全世帯へ　私学に負けない学校教育（公立学校の不安解

消）

問33全部が桂川町で取り組あればそれが出来た時良い町に成ると思う

他地域の方からの通り道で終わらないような町づくり、名産、名所をつくってほしいです。

健全な町財政をお願いします。

交通の便が悪い、車がないと生活できない、病院が少ないのを改善してほしい。

安易な民営化や統廃合を行うべきではない。公でやるべきものは直営で守っていくべき。自然災害がひ

ん発する中にあって公の役割が実感できるはずだ。
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桂川駅は、福岡市内に近いのでもっと福岡の人が桂川に住めるような町になってほしい。

高速道路までの時間短縮ができればもっともっとはってんする場所と思ってる。

大型スーパーが出来て、本当に便利になりましたが、車のある人はですが、近くのお年寄りは、中村

スーパーが無くなり、ファミマのお弁当を買うしかないと不便になったと言われてました。福祉バスが

あってもそれに合わせて、生活しなくてはならないと。何度か近くのお年寄りはトライアルまで車で乗

せたことがあります。小さいスーパーでいいので下土師、上土師のお年寄りの為にスーパーを作ってい

ただきたいと思います。　50才主婦

現代世相を観ると、コロナ、自然災害等、何か人間に対し忠告し、悟しているのではないでしょうか。

自分一人の幸福はない、一国のみの平和もあり得ない。強い物が弱者を苦しめ、面白がっている。教育

だと云って我が子を虐待。考え方に依れば、アメリカ、中国、北朝鮮、アラブ諸国等は、人を殺して正

義と誇る。自然と人間、貴男と私、共金、共存してゆく所に、平和●が実現可能ではないでしょうか？

桂川町は、自然豊かな、人も豊かな町づくりを私は希望します。希望とは、諦めない事、勇気のいる仕

事です。町の政治家、行政の方々と、町民一体でやりましょう。

町のガン検査で、乳ガン検診マンモなど毎年してもらいたいです。（役場の人は病院でして下さいと）

一年どこの医療で検査していいか、わかりません。年金で病院にはいけません。（友達は1年マンモし

なくて、次の時は乳ガンがみつかったと。）

他の自治体、居住者から桂川はいいなと言われます。しかし、学校、環境等から引越しするまで考えな

いと思います。若い世代が、桂川に住みやすい様、入学前の転入者に対して、補助などあればと思いま

す。高齢者に対しても公的な福祉場所があると安心します。

トライアルのような大型スーパーをもっと誘致してほしい。町民老若男女が集ってゆっくり過ごせる遊

具やアスレチックのある広場を増やして交流の場になると良いと思います。

桂川町に居住して20年に成りますが、町作りの声は以前より計画案として聞こえていましたが、全く

変化も無くきている様です。今さら…と思うのみです。今は災害が多く、やはり防災が第一と思いま

す。命の大事さ、きめ細い防災案をお願いしたいと思います。先日の大雨の時、声がけして下さったの

は●●町議でした。他の議員さんはどんな考えで町議をされているのでしょうか？町民のためどんな事

をされているのでしょうか？

・精神的側面の部落問題は良い方向に向かっているが、外見や街並が物語っているかなと思います。ク

リーンなイメージの街づくりをお願いします。

桂川駅JR九州と協力して、使いやすい駅へ　駅へのアクセスを西鉄は無理だから福祉バスで駅への道

路の整備（歩道不十分）

これからは、もっと明るい町づくりに本気でしていただきたい。（お手伝いしたいです。）私達、年よ

りはこれからの桂川をいつまで見る事が出来るかわかりませんが、今以上に良くなり悪くなる事がない

ようにしてほしいです。桂川町は悪い町ではありません。淋しい町です。悲しい町です。これでは足り

ません。もっともっともっともっともっと話しを聞かなきゃ、ダメですよ、発展はありませんね。…

健全な人づくり

町の良さを残しつつ、近未来的なとりくみをしていく、天神ビッグバンや博多コネクトとまでは言わな

いですが、おおまかな大きな目標があれば、何か住んでみたいなと思うかもしれません。また、資産作

りのセミナー等も大事になってくるかもです。
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このアンケートを見て感じたのですが、ひと昔前のアンケートをベースに作られているように見えま

す。本当に住民の意見を聞いて住民が暮らし易い町作りをする気持があるのかとうたがう様な設計で

ガッカリです。今の日本の状況を鑑みれば設問が上滑りだと思いました。良く考えて、設問を考えて下

さい。（当役場職員が作られたのですか）

まちづくりも大切なことですが、町民を大切にして欲しい。以前、家の前の道路が雨で凹になり、車の

往来が大変なので相談したが「あなたひとりの為にできません」と何とも冷たい言葉、夫婦で住民税6

万強／月支払う町民です。もっとひとりひとりの思いに寄り添って欲しいです。とても悲しかったで

す!!!子どもが吉隈保育所でお世話になりましたが、飯塚市まで仕事に行っている妻は18:00にギリギリ

のおむかえだったようです。時間ギリギリでは、息子はリュックを背負わされ、靴をはかされ、教室の

電気は消し、「早く来いよ」と言わんばかりの対応で涙していました。「すみません遅くなりました」

と言えば「〇〇クンママやっと来たね、淋しかったね」と子どもに嫌味のように言ってました。これで

はママ達は仕事も出来ず、住民税納められないですよ、収益が減りますし、子育てのしにくい桂川町で

す。今は改善されたのでしょうか!?

合併

・子どもの公園が充実してほしい。　・産婦人科を整備してほしい。

空家問題　空地問題

何時までたっても、町の生きのこりの施さくが無い　誰が町の長になっても同じこと。町の職員もサラ

リーマン。町の議員もサラリーマン。アンケートの前に町の考えを町民におしえてください。町のロー

ドマップを指して、町民の意見をもとめて下さい。それが行政です。

●●●●の移動（工業団地）してほしい。大型トラックの出入も増え危険と騒音悪臭で安心して暮せな

い。外国人もふらふらしていて子どももあそべない。

住みよい町になる様、頑張って下さい。

今回の水害は本当に恐ろしかった。①情報が完全に伝わること。テレビの報道だけでは自宅の横がどう

なのかわからなかった。ケーブルがあるので報じてもらったかな？利用してはどうでしょう。　②防犯

が心配　防犯カメラを設置してもらいたい。個人でも設置したいくらい。　③自給自足　”地産地消”を

ほう令、援助してもらいたいー宣伝も。　④ふれあいバス　他地区にほこれるこのバスを大いに利用で

きる様、要求に従い町民の要求にしたがい流動的に変更されると助かります。　⑤町村合併絶対反対

今回の水害でも考えたけどキボが小さいから行届いた処置ができたと思う。小回りの効いた行政はやは

り小キボが良かったと。テレビでどこかの学者が発信していました。住民の生活、生命を守ることは小

キボな細かく世話のできることがまず第一です。　⑥桂川町に住んで　ほこれる町です。現在の町政で

85％～90％満足しています。町職員の態度も良好です。他市で冷たい寒い思いをしました。

桂川町においては、これといった特産物、観光地もない。桂川町を住みよい町にするには子どもを育て

る環境が充実することが、重要と思います。

1～6になるためには、7～11までを頑張らないと。

公共施設の利用率に合った運営方法をお願いします。環境整備にもっと力を入れてもらいたい。公共施

設等の利用率（稼働）を公示して欲しい。

桂川町は…都会にはなって欲しくないが農業だけの町にもなって欲しくないです。商店街も有り、50

人～100人位の工場や会社も有り、森？も有り、きれいな川（池）もある町になって欲しいです。タ

イ・ベトナム・フィリピン・ロシア・インド・メキシコ人等外国人は住んで欲しくないです…
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・常時、プールが利用出来る様にして欲しい。　・下水道（トイレ）が利用出来る様にして欲しい。

桂川駅、近くにATMがかならず必要です。

・環境美化の日が年に2回ありますが、各行政区、取り組み方はバラバラでゴミ拾いが主になっていま

す。散歩をしていて気付くのですが、空地や道端に雑草が多い事です。景観が損なわれています。町民

での、各行政区の草刈を実施してはと思います。　・桂川駅前の道路が狭いので広く整備をして欲しい

です。

全ての施策において、他市との合併が必要と思われる。災害発生等の場合の対応にかなり不安がある。

産業振興を推進する町

役場や図書かんなどにいる人たちがあまりに多いと思う。相だんに行っても役にたたない人もいる　親

身になってくれる人　力がない人も　あれほど（議会ではまだ多いのでは？）

はこものはもううんざりです。金もかかるし、効果は薄。現在ある（いる）資源を掘り起こすべきで

す。資源は、人田畑山林だと思います。金をかけずにできることを最大活かし、金がかかってもやるべ

きは、人、農業等に思いきりかけるべきです。期待しています。

ホームページのお知らせ（重要なお知らせ）が、いつ（日時）掲載されたものかがわからない。件名の

後に、日時を入れてほしい。

寿命に住んでいます。街路灯、防犯灯を増やしてほしい。防犯カメラの設置も希望します。

アンケートの中でノーコメントの部分がありますが無責任に〇は付けられませんのでパスしました

新らしく出来る桂川駅を皆が楽しく便利につかえる様にしてほしい。例えばATMを設置してほしい‼

”広報けいせん”に桂川町の平均年齢や年齢別の割合、1人の高齢者に対し、何人で支えているのか、ま

た、保育園や学校（小中）の取り組み等を詳しく載せてほしいです。

・桂川町には、小児科だけの病院がないので町外の小児科病院に通っています。数年後に病院ができて

ほしいです。　・保育所の預かりが18:30まで預かりできるので大変ありがたいです。

桂川町が住みやすくなるようがんばって下さい。

市町村合併の必要はない。町単独での方が良い。合併した旧町民は大変な事になっているとのこと。

街も老人ばかり多く園に入るにはお金が高いし店がないので大変、一人ぽっちだと、認知になる人も多

くびっくりします　みせがあったらいいなと思います　お金がないとタクシー代大変です　年金の少な

い人は園に入れない大変だよ

特にないです

好きです。桂川町　より良くなり、住み続けたい町になる事を願います。

30数年住んでいますが、住みやすいと思います。今で充分満足しています。他方ではなかなか街であ

りながら居住スペースが少なく、桂川町では、のんびり出来る、生活が出来ています。他方にはない

リッチ感をつくっていくと得色があるようになるのではないかと思ったりします。思いきって他の町に

はない特色を、造り出すのもよいかと思います。ありがとうございます。

道路横の草刈り、特に現在梅雨時季により、非常に見苦しい。

特になし
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私は穂波・楽市で生を受け、生後すぐに当時存在した明治鉱業天道事業所の社宅に移ってからは60数

年、桂川で暮しています。数年間平山2区に転居しましたが、「桂川人」といっていいと思います。明

治や麻生の炭鉱のあった時代もよく知っています。それだからこそ、街の将来には関心があります。後

悔をしない街作りをやってほしいと思います。役場の方々の頑張りに期待しています。

住み良い町であってほしい。

桂川町は飯塚市に入る

①福祉バスの件ですが、行政が進めているスポーツ・レクレーション・その他始まる時間は調べておら

れるのでしょうか？何人もの方は一便早く来て帰りは途中で帰られて帰らない時は一時間半も待って

帰っておいでです。交通の便利が悪くやめてしまっています。前の便は、とても良かったとの事です。

よろしくお願い致します。　②希望ですが、ひまわりの里に朝は10時に着、昼は13時着と希望しま

す。

ふくぎんのATM、町内に一つもないんですけど…。JR桂川駅が新しくなったら、以前みたいに設置さ

れるんですよね？

特にありませんが、私達の希望がなるべく実現される様に願います。

私は77才です。病院の泌尿器科が桂川町の近くにないので、来てほしいです。

町の活性化の為には若者世代の流入が一番だと思う。そしてこれまで桂川町を支え続けてくれた高齢者

の方々を手厚く保護、見守もれる体制作りが大切と思う。教育、福祉の充実した所へ転入者も増えるだ

ろうし、桂川の近隣、又は福岡への勤務が可能になれば、人口も増えるのでは…空家対策などでも若い

人を呼び込めるのでは。

頑張って下さい！

桂川町は、とても住みやすく、良い町です。飯塚市の合併もしなくて良いと思います。小さい町です

が、環境も良く、このまま（住民にとって良い町で）あってほしいと思います。

いつもお世話になってます。ありがとうございます。

嘉穂町から内山田方面、泉河内の川へ流れている川に、牛の尿を流している。臭いはしないように薬品

などをまぜていると思う。水質検査を一度してほしい。雨の日に流すのが多い。分らんように、まぜて

いる　こんな水を飲んでいたら、子ども達がどんな病気にかかるか分らないので。嘉麻市も流してい

る。小石原の牛をかっている所もしている。雨降りに流している。50年以上流している　碓井役場と

国土交通省に言ったが今だに水質検査はしてないようだ。臭いがしないから分らんとでしょう。

防災・防犯のための外灯が少ない。夜は真暗。ここ数年自然災害がふえている中で、整備の見直しや設

置が急がれる。（各家庭へ防災ラジオの設置等）

温水プール等の施設を創ってほしい。

・道の駅のような場所が必要　・飯塚との合併　・工業団地にドックラン作る。　・浄水場の民間委託

住民と行政が協働し、桂川町の還境を活かしたイベント等で、周辺の市町村から桂川町に呼びこむ。

桂川町といえば、町として、残ったけれど、とても、便利で、住みやすいと、思えるような、町づくり

を、期待しています。

泉河内川浴いに住んでいます。今年も雨で増水し不安な日々を過しました。川底は土砂や草木で浅く

なっており、あっという間に増水します。河川の整備を毎年行ない、安心して暮らせるようお願い致し

ます。九州豪雨の被害が桂川町で発生しないようお願いします。
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これからもよりよい桂川町にしていけるよう頑張って下さい。唯一の嘉穂郡私は大好きです!!

・移店したスーパーなかむらの後に何かの商業施設を町が誘致して下さい。　・福祉バスの時間をもう

少し増やしてほしいです。　・農業における鳥獣被害をどうにかしてほしいです。

「広報けいせん」について、思うこと。　1.区長会での協議で話題になっていること、苦労されてい

る、等の内容の紹介。　2.ピンボケ会の写真は郷土に関連した写真が欲しい。　3.町民の声として、投

稿された内容の紹介が欲しい。この為、投書箱を役場に備えて欲しい。　以上、意見を書かせて頂きま

した。

美しい町、活気のある桂川町をとりあえず県内で一番居住したい町にしてほしい。町民を大事にする行

政であってほしい。

特になし。

空き巣被害が度々ある為町の至る所にカメラを設置

桂川駅周辺何ヶ処も大雨降水の際冠水して人も車も通れない　マンホールのふたも恐いほどプカプカ浮

いて、小さな河、測溝、大きな川も水があふれて改善の見込み無し、あきらめ状態どうにかして下さ

い。

桂川町の嘉穂郡桂川町大字〇〇〇は時代遅れすぎる、田舎感がですぎている、近隣市との合併が困難な

のであれば住所表記だけでも変えることはできないのでしょうか。桂川駅に頼るのは理解できるが、総

合高校も定員割れをしてきている。道路まで作って今後が心配になる。小学校や中学校を新しいものに

する等しないと義務教育での差が生じると思う。

毎日新聞（はがき随筆に投謞してゐる私1人のようですから多くの方も投謞して頂きたい。

PCR検査を町全体でやる。安心がないと経済や健康活動を積極的にできない。人のマネばかりする町

政ではダメ！

役場の人たちはとても丁寧に対応してくれるのでうれしいです。

桂川に県外から移住しましたが、理由は、福岡市内にJRで快速で35分で行けるから。福岡市内の人へ

向け、自然、利便性、ベットタウンとしてのPRを行い住民を増やし、財政を健全化すべき。筑豊は人

口も減るが福岡市は今後40年人口が増え続ける。そちらをターゲットとしたPRを強化すべき。土地も

安いので、家も建てる人が多いのでは？

高齢者が日常生活の中で困った事が起きた時相談出来るシステムを構築して欲しい。例えば低料金で引

き受けてくれる団体の存在等　急に体調をくずした時とか、家庭内の重い物を運ぶ時にいつも無理をし

てしまう

ショッピングモールや、大型スーパーを町内に作って欲しい。

まちづくりは、行政が行うものではなく住民1人1人が意識して、行政と協力して発展していくもので

す。大切なのはコミニケーションを高めて向上していく意識を忘れず、新型コロナに対応し、三密を避

けて、辛抱強く諦めず住民、行政が一体となり、住んで良かった桂川町を!!

町の事が全部しりたい良い方法はないか

小学2年の時に大阪から引越して来ましたが特に住みにくいとか住みやすいとかあまり考えた事は、な

いですが家を建てる時には桂川町で建てたのでどちらかと言えば、住みやすい方だと思います。でも便

利とは、思わないし買い物をするのも町外に行っていたけど最近トライアルさんが出来て大変助かって

います。これからも色々なお店が増えるといいですね。

おおきな施設等の整備を取りくんでほしい。交通を福岡市のように便利に整備してほしい。
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・定住、移住が望まれるような町づくりをしてほしい。　1.子育て支援～保育園、幼稚園の無料化、増

設、家賃補助　2.児童、生徒家庭への補助　3.髙齢者の介護、施設の充実　※バカの一つ覚えみたいに

「古墳」を前面に出すのはおかしい。町民に何のメリットもない。古墳の収支を明確にしてほしい。

・王塚古墳の活用法、お金を生み出す施設への変換

行政として様々な事に取り組み進めて行く事は良い事だが、町職員の負担も増えたり、色々やりすぎで

質が下がる事の方が大きいと思います。なので、何がしたいかを明確にして進めて下さい。桂川町を有

名にしたいのか、今住んでる町民に満足して欲しいのか、桂川町に若者が移り住む町にしたいのか、高

齢者か子どもか、決めて対応して欲しいと思います。最後にアンケートをネットで対応出来るようにし

て下さい。

公共の仕事を町民の生活に困っている人にさせて下さい。町配布物や、国勢調査等前は町民がしていま

した。今は職員が全部してます。退職職員もです。

桂川町だけ、飯塚市、嘉麻市、にとり残された。近隣の市と合併すべきだ!!

桂川町総合計画策定後の桂川町自治基本条例に基づく行政評価の公表もよろしくお願いします。

今、駅周辺には、一戸建てやマンションが建ち並んで来てますが、若い世代が住みたい町の1つは、や

はり教育の充実だと思います。子どもを安心して預けれる、保育所・学校・学童の充実ではないでしょ

うか。悲しいかな今の町内では、学童にしても評判は良くありません。町全体を考えるのは大事ですが

各課の、それぞれの分野の細かい所から見直すべきです。町民の声を聞くこと!!何よりそこからすみよ

い桂川町ができることでは～？町の要の役場職員、保育士、幼稚園の先生、学童の先生方、それぞれの

人をよく見直すべきです。世代をこえていろんな人達の生の声を聞くべきで、このアンケートの内容だ

けでは、おそらく意味がわからない人も半数はいることでしょう。住民の不満が少ない町になれば人口

も増えるでしょう。

きらいな役所用語？「タテワリ」

町、行政に関わってる者の（3年以上）職員の配置表を公表してほしい。（職員の配置表と同じ各戸に

配布）　区長名又、各団体の役員名を広報に載せて下さい（個人情報と離してほしい）→（地区で推せ

んされた人達です）

自然が美しく、すばらしい町だと思います。今後も変わらず、上手く移住促進やIT化で住みやすくなる

と良いと思います。このアンケートは、とても良い取り組みだと思います。がんばって下さい！

税の収納などコンビニで支払えるようにしてほしい。コロナの関係で作業が遅れているのかもしれない

が、河川敷付近が雑草が生い茂っていて虫が沢山飛んでいる。散歩するときに困っているのでなんとか

してほしい。

町全体で行事にも良い面で取り組んでほしい。

福祉バスの月曜日休み日曜日休みをかえたら、月曜日に病院行く人が多いと思います。

地区内の道路舗装工事を積極的に行なう事を希望します。

12ページの問18で回答したこと（田畑や庭で家庭や農業で出たゴミ（？）を燃やしている人がいるの

を取り締まって欲しい→洗濯物ににおいがつくので困っている。）についてぜひ検討して頂きたい。給

付金の迅速な対応ありがとうございました。助かりました。

博多、北九州から車、JRで乗り込んで来て、ゆったり出来る遊えん地、郷土料理の提供など近くで遊

べる町を、前面に出す地域にする、その為には工業団地造成などに歯止めをかけ広域広場（他町村にな

い）づくりをすすめる　しかもその広場の中で桂川町を表現することが望ましい。
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現在、町にはこれと言った産業や特色が見当らない。「桂川町ならこれだ!!」と言える何かを持つこと

が人口の増加や住みやすさ（職場が近くにできる等）につながるのでは？

それなりに住みやすい町だと思います。最近トライアルも出来て良かったと思います。もう少し生活に

関するお店等が充実したら良いと思います。桂川町には衣食住に関する店が少なくてそういう点が

（－）だと思います。福祉バスの無料提供はありがたい事だと思います。（特に車を持っていない人に

とって）

全部解答できず残念です。又わからない事ばかりです。

交通量の多い桂川・碓井線の道路の整備を早急にしてほしい。

福岡市への交通の便利さをアピールして、JRを利用する乗客が、足を止めるような観光施設や、地元

企業を活用したエコツーリズムのような観光の目玉となるものが欲しい。新しくできた駅に、ぜひ王塚

古墳の大きな看板を作り、古墳までの道を謎ときのように楽しくして欲しい。暗いので明るくして欲し

い。

大型の車の往来がはげしく道がせまいので傘をさしては通れません　車も人も待つ時間が多くなってい

ます　バス停にバスがとまれば後がずらり車がつらなっております　なるべく通らず遠廻りしておりま

す

身障者のトイレを多く　一人で立つことのできない人の為

町内の一部のまちづくりではなく、町内全域のまちづくりを希望します。

合併は必要と思います。

水道…他地区と比べ、飲水として安心してそのまま飲めるよう改善してもらいたい。　道路…脇道の整

備…大通りから入ると、道路がよくない。舗装・線引（白ライン）、歩道の区分をよくしてもらいた

い。　税金…他地区に比べ住民税、介護保険料が高い。　町の職員の上から目線、態度がよくない。

（特に若い方）。住民サービスが悪く、17:15に帰っている。町施設内に喫煙所があるのはおかしい。

各行政区が独立して事業を行っているが各区の交流が必要と思う。

飯塚市、嘉麻市の取り組みを勉強すべきだ。

子育て支援を充実していただきたい。他の地域にない支援を行うことで、そこに魅力を感じ、居住して

くると思う。人口増加にもつながると思う。例：子ども手当とは、別の手当等。

弥栄区付近は、路線バスがないため不便です。福祉のバスだと、色々と都合が悪い。

住民と行政が意見を出し合う場を多く開いて欲しい　住民あっての町づくりを取り組んで欲しい

銀行のATMが必要!!なくて不便です　買い物等がすごく不便です　商店が少なくにぎわいがない　町の

人口減少で不安を感じます　町に元気がない！以上

川に「よい子は川で遊ばない」と立て札が立ててあります。私達が子どもの頃は川で元気に遊んだもの

です　よい子が遊べる様な川、ほたる、など自然に触れて遊べたらもっと子ども達は伸び伸び元気、素

直になると思います。護岸工事で自然が損なわれていると思います。地域の人達と話し合いをもって川

を大切にしてほしい。子ども達が遊んぶ姿があったらいいナ。

瀬戸在住の者ですが、国道200号の車の増加、大型化により、最近騒音が増加しています。同じく200

号線、瀬戸交差点の陸橋は3年前に歩行中止になったままです。今後の方針を。

住みやすい町づくり又、福岡市のベッドタウンを目指し、福岡市へのアクセスの良化。ベットタウンと

して、医療・教育の充実。自然災害の少なさ、（地震・河川のはんらん）アピール。
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JR桂川駅からも近い王塚古墳をキーポイントとして何か人が来てくれるような施策がないですかね。

桂川駅から古墳館までの道路を整備して「古墳ロード」とし両脇にお店をつくる。古墳の公開を1ヵ月

1回にする。古墳内の照明をLEDにしたり古墳内のジャッキを細くして壁画を見やすくなる、等々いか

がですか。

・教育施設の整備…時計の止まった中学校・廃校のような小学校を見て、とても愕然としました。保育

所は雨漏りしていてカビが生えているとも聞きました。子どもにお金をかけなければ、町の発展は有り

得ないのではないでしょうか？　・桂川駅周辺のマナー啓発…送迎車の路上駐車は、一刻も早く改善し

ていただきたいです。改修工事にも期待しますが、一時駐車場の大々的な案内や、路上駐車禁止など呼

びかけを行うことも大事ではないでしょうか。

農林業の振興が、必要だと思う。企業誘致も大きな企業が進出してなく雇用に結びついていないのが現

状である。今ある産業への後押しが望まれる。農業に関して、本気で考えているか疑問がある。土砂災

害で地滑りが発生している農地を町に予算がないと言って、崩れたまま放置していて、自然環境や景観

的に見て町民は、やる気をなくしている。

・学校教育（生徒の能力向上）の充実

70才位から、ひまわりの、●●●先生の体操に行ってたけど、月謝が高い　3～4回で3,000円　町にし

ては高いので、今は行ってません　1,500円位いにしてほしい（77才の年金生活だから。）

総合計画をどのくらいの住民が知っているのかという基本的な視点が抜けているアンケートで、その回

収率や回答結果に意味があるのかという疑問がある。合併をせず町として運営していくのであれば子育

て世代が増えないと町としての存続は難しいと思う。子育て世代が働きながら暮らせる環境（病院、病

児保育、ファミサポ、学童など）作りを早急にやるべきだと思う。アンケートをするのであれば、せめ

て現在の計画を同封するか、せめてHP上のUPで見れるという事を記載すべきである。せっかく作成す

るのに、今の計画を知ってなくて、新しい計画への意見が出てくるのでしょうか？送料かけてするより

も、HP等でパブコメ募集でいいのでは。

瀬戸区ははなれているので福祉バスの利用が大切、時間が大事です!!

井上町長をはじめ桂川町の発展に期待をしています。今後10年間、これまで通り、暮らしやすい桂川

町でありますようにと願います。桂川駅が新しくなり、トライアルスーパーができ、明るい話題が続い

ています。「おおとう桜街道道の駅」のような皆が楽しめる場所が出来ると良いと思います。

安心して住める様に、防犯カメラの設置を進めるべきだと思う。

財政的に許されるならば、人口の増加は希望しません。何時までも水のきれい空気のきれい、人情豊か

な町であってほしい。

子育て世代の定着化を推進する上で子ども達が遊べる場所や施設が無い。特に幼児等。その様な環境が

充実していれば町内の定住者は増加し町の財政も安定するのではないかと思う。

飯塚市との合併が望ましい。

福岡市の衛星都市になるには、どうしたら良いか？目標を立ててほしい。

近隣との合併は必要だと思う

駅周辺の開発を中心に桂川町が発展していくように住民の意見をしっかりと聞いていくことが大切であ

ると思う。

よくはわからないが桂川町が良くなればいいと思っています

駅周辺の再開発、駅前商店街の復活。

陸の孤島を脱出しましょう。
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自然環境を充実させる。ゴミ問題の解決。（自然を守る為に）

子育て支援という言葉をよく聞きますが、保育所の老朽化、又、人数以上に教室運動場がせまいので1

部～3倍制の入れ替えでの観覧などで子ども達の成長を見たりが、できない　もっと、広い所に建築し

てあげてほしいです　又、桂川にも、道のえきができると、町外からも来てもらえて農業の方達も頑

張って、作物作る機会が増えていいと思います。

桂川町の長所・強みは何ですか？桂川町の短所・弱みは、何ですか？このアンケート以外にも情報はた

くさん有ると思います。例えば桂川町には「ふるさと納税」ってありますか？有る？無い？何故…？こ

れからのまちづくりに期待しています。

桂川町内地域ごとの浄化漕整備を希望する

・町に核になるエリアが無い。（駅、役場、学校、商業エリア、等）、長期計画で主要施設を集合させ

てはどうか。（例：駅を移動、等）。世帯数増の住み易い町の必須条件。　・桂川町は福岡県の中央に

位置し、福岡、北九州、久留米への通勤利便性を発信し移住、定住の促進、若い世代の住宅、出産、子

育て（例：全額負担）等を併せて世帯数増を計る。　・福祉バスの利用率、搭乗率の向上（例：通勤、

通学にも活用。朝夕は駅、小・中・高学校中心のダイヤ）　・王塚古墳を含め、たとえば、老松神社、

ヒエ神社、土師の赤とりい稲荷、等ネット発信し桂川町アピールを!!

トライアルができて町の野菜がかいやすくなった。役所の人たちもみなさん感じが良くて安心する。あ

る保育所は衛生面が気になった。保育の内容も。小学校はあれていると聞くのでこのまま桂川にいて進

学させていいのかと悩みます。（ウワサですので実際は分かりませんが）

飯塚市・嘉麻市・桂川町が地域振興のため一体となって取り組んで欲しい。桂川町だけでは難しいと思

われる。住みやすい町づくりを完成させ、駅から博多まで約30分という好条件の立地をアピールして

いくべき。

私は桂川町に住んで13年になります。正直、住みやすく便利（交通）であり、子育て支援が充実して

おりとても良い町だと感じています。近隣市との合併は不要です。この町の良い所をアピールできれば

人は住んで頂けると思います。

大変な時期だったので夢を語ることはしませんが、スローライフを子ども達に体験してもらいたい。便

利なものやことが大切にされ、手作業がつらいことがいやな人が増えていくことに気をつかっていま

す。今はコロナのことが主ですが、終息に向け、正しい情報を多く発信し続けて下さい。

・現・駅前道路はいつまでたっても狭くて危ないです。広くする話もあったでしょうが、駅がきれいに

なったら、裏が駅前になるとの事ですので、もう道路整備はされないということですか？　・生涯学習

の枠が少なすぎて入れないことが多いのでもう少し、年齢幅や枠を広げてほしいです。

桂川町は良い町作りに皆なと力を出しあって手と手をしっかりと、取りあって私は桂川町に住んでいま

すとじまんの出来る桂川町に環境や景観が誇れる町に

人口が減っている中、本当に桂川町だけでやっていけるのかが不安です。10年後、20年後、桂川町に

は、何が残っているんでしょうか??桂川町には、今一つ魅力を感じる事（特別なインパクト性）が出

来てないような気がします。目先だけの事じゃなく、10年後、20年後、もっともっと先の事を考え

て、良い町作りをしてほしいです。

桂川駅南側からもプラットホームに行ける様、又、身障者も南側からホームに行ける様にすると、南側

周辺の利用が増えると思う。

きれいに整備された運動公園があれば嬉しいです。
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県内の大都市（博多、小倉、久留米）に1時間以内で移動できる桂川町。この「地の利」を生かして

「文化と歴史を体感出来る町」、「美しい自然環境や景観を楽しめる町」等々が実践出来る街づくりを

企画運営してもらいたい。

・高齢化がすすむ中、身近な所に食・医があることが重要　・若い人が増える方策が重要。　・人間性

（情や根性）を高めることが重要な時代。

弱者を守れる町になる事が一番だと思う　このアンケートがどう発達するかが、見て分る様にして頂き

たいと感じる

毎夕広報スピーカーから、毎回同様の内容の放送がウルサイ。良い子は一度聞けば理解する。桂川町民

はバカではないよ。騒音公害はヤメてほしい。

桂川駅の工事が早く進むよう…たのしみにまっています。本当に長い間待っていたのですよ！博多も近

くなります　うれしいです　力を入れて下さった方たちすべての人たちにお礼申し上げます

私はこのままの桂川でけっこう住みやすいと思っております　これからもよろしくお願い致します

土師三バス停から郵便局に行く橋の上、とても怖い。大型車がたくさん通り、まきこまれそうになる。

高齢者が安心して歩ける道を作ってほしい。

景観が悪く成っている場所がある。桂川町の方で、注意勧告して欲しい。自分の所有地でもないのに私

物化している。

・桂川町の現状を知らなさすぎました。反省してます。　・桂川町の水はマズイと思います。町の魅力

ということではかなりのマイナスポイントだと思います。　・ふるさと納税の発信力が弱いと思いま

す。返礼品をもっと工夫してほしい。A店とB店とのコラボセットなどを町側から提案したりしていま

すか？（王塚古墳グッズならすぐにでもセット化可能では？）積極的ではないお店（企業）に町側から

（アイディア持参で）アプローチをしつこくしていますか？毎月新規返礼品を出したりして、検索に

ひっかかりやすくする工夫も必要だと思います。お店（企業）に過負担にならない範囲で、ぜひやって

ほしい。

なし

アンケート調査結果は、ぜひ、公表して下さい。この調査が、町の施策にどのように、活かされていく

のか、ぜひ知りたいです。

昔は桂川町にもプールがありましたが、現在はありません。飯塚市までプールに行ったりしているのが

今の現状だと思います。もう一度、プールを作っていただきたいです。飯塚の市民プールは飯塚の端っ

こにある為、飯塚在住の方でも遠いと言われてる方が多数います。桂川だと旧穂波町・嘉麻市の方々が

来やすいのではないでしょうか。御検討下さい。

福祉施設の利用について。例えば、「ひまわりの里」について、いえば…風呂に入る時は、町内とか町

外が、110円と330円で、3倍の違いである。これを同じか、せめて、倍位にする。年令で決める。（稲

築は年令で差をつけている。）何故かといえば、桂川町の人でも、筑穂町（現飯塚市）の人に車にのせ

てもらって、きている人もいる。近隣の市町村は、手を組んでいくべきではないか。桂川町で何か、困

まった時など、協力要請をしてもらうこともあると思う。

犬やネコのペットを飼う人の意識が低くすぎです。犬のさんぽでフンがそのままです。ひどい時には、

玄関の前とかにあります。リードなしでとか放し飼いも多いです！犬は毎年の更新の時に注意換起して

ほしいです。ネコもこの1,2年すごく多くなり、家のまわりでけんかが絶えずうるさいです。“サクラネ

コ”活動に対する補助金等の支援をお願いします。
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子育て支援及び教育関係の充実を図る事で人口減少にいくらか歯どめがかかるのではないでしょうか。

人口減が最大の課題ではないでしょうか。飯塚市の取組みを参考にしていただければと思います。

駅前にスーパーがあれば良いと思います。桂川駅前にスーパーがなかったので新飯塚に住んだという人

がいました。

アンケートの集計結果と今後の総合計画の（案）の報告がほしい（町報等で）　アンケートを求めるだ

けでなく、町民参画のためにも必要と思います。

町内は古墳群遺跡等がありますがそれらを整備し観光事業の目玉とし町外へ発信、広報する。

体を大事にして人も大事にしましょう。

商業施設の振興を推進し町全体が活気ある町になってほしいと思います。

今後の町の運営は厳しいものとなりましょうが、町民1人1人が当事者意識を持てるような行政を期待

致します。

河川の側に住んでいます。雨が大量に降り、河川が増水すると、とても不安（怖さ）を感じます。水害

発生危険個所の整備等、しっかりとした対策をお願い致します。

交通の利用　スーパーをふやしてほしい

道路整備企画が一部の所に集中して地域格差が大きい。

☆子どもがあそべる公園を作ってほしいです。（足りない）　☆道路横の側溝をすべて、蓋をして下さ

い。→（散歩される方、子どもたちの安全確保の為です。早急に対応おねがいします!!）　☆必ず対応

おねがいします。

高齢者が、家にこもりがちにならない様、気軽に出歩ける様な、場所があり、仲間と、一緒に過ごせ

る、所があれば良い。

桂川町は一部の住民又は議員だけがいい目にあっているだけで、これで改革とはちゃんちゃらおかし

い！ほんとにこれで桂川町は良くなるんでしょうか？絶対に良くならないと思う。それなら早く合併が

必要だと思う。

町をあげて不妊治療の助成に力を入れていただきたい。

桂川町の住民があんしんしてすめる場所ずくりをして下さい

・家を建てたいと思っている人達に補助金制度などがあるといいです。　・公園・広場等でも、小さな

子ども（1才～3才くらい）が遊べるスペースがほしい　・町内放送が聞きとりにくく困ってます。

※桂川小学校が建って40年程経つと思います。トイレの整備もかなり遅かった（ずっと学校のアン

ケートなどにも書いてましたが）ですし、そろそろ外壁もかなり汚いので塗り換えてもらいたいです。

あと地震が起きた時、大丈夫なのかも心配です。　※住民税が高いのでもう少し減税してもらいたいで

す。

どのような取り組みをやっていくにせよ、町が金銭面での援助を積極的に見せる必要がある。

町民と職員（町長を含む）が何事も協力して物事を進め常に町民から信頼される関係である事、職員の

方は町民の手本となり、自分に出来る事は何かを考えて頂き、自分の仕事がどの様に役立っているかを

自問自答して頂き常に向上心を持って仕事に取り組んで頂き、常に町民から見られている事を忘れな

い、唯れからも尊敬される人材になって下さい。
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若い人が増えることにつながる町づくりが理想であるが、一方、高齢者にとってもより住みやすい町づ

くりを目指していただきたい。私は、高齢者2人世帯で現在は住みやすいと思っています。しかしなが

ら、近年中には運転免許を返上した方が良いと考えているものの、マイカーに代わる足の確保が難しい

ので、長期居住できるか不安です。問10,19,26への回答が実現できることを願っています。

王塚古墳の近辺に食事もとれる休憩所みたいな所があると良いと思う。

隣接自治体の路線バス、福祉バスの充実。

王塚古墳にたよりすぎてはダメです。

王塚古墳の利用方法を、もっと考えてほしい。駐車場は、いつも空いていることが多い。

飯塚市との合併は出来ない事でしょうか？

防犯対策の強化（カメラ設置やパトロール増加）

ファストフード店を作ってほしい。

町としてのビジョンが不明確。平均点を目指しているのか？カラーが無い。桂川町にしか出来ないこと

を考え工夫しては?!意見に対してNo.と言わず、Yes.にする為の工夫をしていこうとする意識改革が必

要。

町のところどころの空き家、手の入っていない草や雑木が生えている場所、整備されていない道路が多

くあり、通りかかると気になります。お金をかけず工夫して町をきれいなところとイメージでき、住み

やすくしていけたらと思います　行政の発信で住民に働きかけできたらいいのにと思いました。

コロナがまだまだ終息するようにないので、物価が上がるばかりです。6月に配布して頂いたマスクは

とても助かりました。まだまだマスクも値下りしていません　今年はマスクの購入にお金がかかりすぎ

ています。又、マスクの配布を希望致しますが…無理ですかね？（町）まちづくりには関係ない事です

が

町政よくやってもらってると思います。感謝。

子どもの遊べる広場や大人が趣味で体を動かせる施設（ゴルフ練習場など）を造ったら町内で楽しんで

暮せる場面が増えると思う。

町内を走るバス、ガラガラがほとんどで、バスを小型化するか回数を減して、遠い中屋・瀬戸等の児

童・生徒の送迎に利用するとか再考を。

・居住地区が広いので出来るだけ交流を深めて行ければ

福祉バス　帰路は遠回りになるので下車の際は希望の所で下車したい。九郎丸から乗車→帰りは中屋方

面まで回って九郎丸に着く！帰りが遅くなるので希望の所で下車したい！

・小児科の誘致

桂川町は王塚古墳というすばらしいものがあるにも関わらずあまり知られていない。もっとPRするべ

き、他の市町村からも来てもらえる様にした方がいい。他の町から（学校・生徒たち）きても泊まれる

様な合宿施設など作って（農業体験や勉強合宿など）みたら、人があつまると思う。町内にお金をおと

したいのに、買い物など全て町外。お金のまわりが悪くてもったいない。田んぼも多くきれいにしたら

景観も良くなって良い。堤の中の水が汚くてくさい。外来生物もたくさんいるので駆除して美しいきれ

いな水にしてほしい。あの汚い水でお米を作っているのかと思うと…ちょっと嫌。固有種の保護に力を

いれて子ども達に日本の生物へのふれあい関心をもってもらいたい。

王塚古墳の付近に「道の駅」を作ってほしい。
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企業の誘致で税収入を考える方が良い。トライアルが出来たことは良いことだと思う。飯塚には映画館

がない。桂川にTOHOとくっつけて商業施設や、コストコ、スタバ等たくさん誘致してほしい。税回収

が見込める企業。

老人の住みやすい町づくりをしてもらいたい。

小中一貫校の設立で教育環境を充実してほしいです。コロナで大変でしょうが頑張って下さい。

放送が聞きとれない。

・毎年の投資の割合を5％等に設定　・地方自治体の収入を税収以外から得られるように、地方自治体

が持つ、土地、水、山などの見直し、活用方法を考え、税収入が上がるように事業を進める

子ども達が安心して遊べる大きな公園を作ってほしいです。

・交通手段はバス又はタクシーという方は、やはり西鉄バスの交通網の削減は、とても厳しいものでし

た。西鉄バスとコミュニティバスの連携が良くない為、とても不便な思いをしていると言われていまし

た。福岡市のように、タクシー券の配布（？）で、助かるように少し考えてみては、いかがでしょう

か。

今回のアンケートもスローガンや言葉だけが飛び交い、漠然としている。①近年の豪雨災害を省みて、

果して桂川町は大丈夫なのか？避難といえば「住民センター」。100年に一度とも言われる想定外の豪

雨に耐えられるのか？強固な避難施設を町内数ヶ所に新設する事が今、大切ではないですか？それが桂

川町の住み良い町になるのではないですか。今何が必要で急務なのか、答えは明白。余計な（ムダ）事

を色々とする必要はない

問23にも一応書きましたが、銀行のATMを設置してもらいたいです。桂川町役場でもトライアル桂川

店でも良いので。出かけてる時は出先でお金をおろせばいいですが、急にお金がいる時もあるので、そ

ういう時に近くにATMがあると便利だと思います。

働きての人口を増す為に工場誘致を進める　医療体制の充実。災害に強い町作り（河川道路、災害時の

非難所の充実）　商業の充実。福祉の充実。

保建　医療　福祉の充実した町づくり。生涯、住んでいて良かったと思える町づくり。よろしくお願い

します！

将来町内健康マラソン大会等のイベント実施をお願い致します。

折角のプレミアム商品券だけど、使いたくなるような店がない。（少ない）商工会にもう少し工夫をし

てほしい。

・小数（1～5名）の高齢者が文化活動を新たに作るときに、積極的にその活動を促進する様なことを

やってほしい。　・自然環境を今以上に整備をやる。

現在のところ特に意見や提案はありません。行政もしっかりしてありますし、小さい（コンパクト）と

いうことは、住人にとって、とても安心して暮らせることにつながります。役場にも時々、行きます

が、職員の皆さんもとても良いし、「顔見知り」というのも、住民にとっては、とても安心できるもの

だと思います。これからも町長さん、職員さん、無理をしないよう体に気をつけて、仕事を楽しんで下

さい。いつもありがとうございます。受付に手続きに行った時なども、とても感じが良くて、ホッと安

心して目的がうまく進みます。※これからもみなさん体に気をつけて、仕事を楽しんで下さいね。いつ

もありがとうございます!!

各質に2つまでなどと言われると選びにくい　考え方で数規制はしない方がよいのでは☆内容によりま

すが　・駅の駐輪場が非常にきたない。イメージダウン　・駅周辺～王塚古墳までの整備、交通便。
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博多から、JRで30分の町を生かし、福岡のベットタウン化と、企業の誘地（若い人への働く場の提

供）を早くやって下さい。

これだけのアンケートで人口が減少する中で、果して、その、役割が推移（現状）出来るのか？町議員

の方、民生委員の方々がいろいろと取り組まれ、その目標に向ってやっておられると思いますが、専問

分野の役場の皆さんの中には、マニュアルの事しか受け答え出来ない職員もおられ周知を髙かめる意味

できちんと、答えられる様にして貰いたい。

嘉麻市のまちづくり実行委員会が活発に、聞こえて来ます。シンクタンクの青木宣人氏他、行政と一体

となって活動されてます。嘉麻─桂川─飯塚3行政区1体となって、ボリュームの有る〝筑豊まちづく

り〟計画されると、比の桂川町も活発化出来ると考えます。単一ですと町づくりスケールが小さすぎま

す。以上

将来、苦難なことがあっても、桂川町独自で進まれることを望みます。

公共料金の支払い方法としてコンビニ支払いや電子決済（LINE payなど）を導入して欲しい。

今桂川町の住民があんしんできる所、たとえば、農業をもっととりくむ事。→（全体である）

つまらない施設（ゆのうら体験の杜など）をつくらない。

嘉麻市みたいに、子ども医療費を中学3年生まで無料化してほしい。病院行く度に、お金払うの無駄な

きがする。嘉麻市にもどりたい。時々感じる！後学校がきたない。ふるい。建て替えたがいいとおも

う。公園もないし。不便です。

飯塚市と協同で大将陣アタリに道の駅を作り筑豊の名菓などの店など…（オートキャンプ、温泉他）

ひまわりの里福祉のお湯にシャンプー、ボディシャンプーを置いてほしい　他の施設はあるのになぜ桂

川町だけは無いのですか？人がもって帰ると言うのは言訳で節約では無いですか。福祉バスは無料です

が、それに運賃を取り回せば良いのでは。他の福祉バスは有料です　お風呂のお湯は上が流れる様に切

り込みを入れて下さい　あみですくったってそのときだけで軽い物はいつまでものこっております。そ

れは皆様の意見です

子育て支援や年配の方への支援って多いいが独身にとってなにか有効な事例が、病院などでの何らかの

特役などあってもよいのでは？税金はしっかり支払っているのに何もない。

二反田団地の場所を選んだのはなぜでしょうか？便利の悪い所に建てるのはなぜでしょうか？

桂川町内でのイベント等をもっと増やして町内を活性化して欲しい

子は親の鏡、子を持つ親の育成が急務。

新しく生まれ変わるJR桂川駅を基軸とする町づくりが今後の桂川町の最重点課題だと思います。民間

資本の活用・誘発を促す仕掛けが出来るかどうかが桂川町の未来に大きく関係してくると思います。一

攫千金のこのチャンスを是非とも生かして欲しいと思います。教育・子育て関連施設の整備と併せて、

子育て世代の移住定住の取組みを充実させていただきたいと思います。期待いたしております。

長年桂川町に住んでいます。自然環境や景観はもうしぶんないのですが、やはり町内に大型商業、工場

など雇用などの面で働く企業が無いので若い子達は福岡の方へ就職していきます。何か大型企業がきて

くれたらと思います。

小学校、中学校の環境整備

もう一度桂川町と嘉麻市と飯塚市が協議して合併しませんか　もっと他地域と密になってやれない事も

やれるんじゃないでしょうか。
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桂川町のマスクはアベのマスクよりとても良かった　助かりました。今年は10万補助があったがマス

クが高くてマスク代に消える

アンケートをもっと簡易的にしてほしいです。

昔にくらべ、住みやすい町になったと思う。この町が好きなので、利便性のある町になる事を希望す

る。

問32の2で小規模な自治体…近隣市との合併…が提案されていて、一考しましたかつて2市8町時代に合

併問題があり、桂川町は離脱しました。私はこの時離脱反対でしたがその後、飯塚市・嘉麻市の情況は

周辺自治体の衰退につながったところがありました。王塚古墳という至宝で桂川は町づくりに成功　住

民も行政に依存しない自律心ができたと思います。人口の減少は自然のなりゆきです。行政が婚活など

に力を入れると女性は子を産む機械などとのそしりを受けかねません。老婆心からひとこと！

─税金が高いと思います。─

・桂川小学校や保育所の建物がかなり古いので、できるだけ早く建て替えを願います。　・桂川駅は立

派になっているのに、駅前の道路が狭いので、広くなればいいなと思います。

・桂川小と保育所が古いため建て替えをしてほしい。　・桂川駅前道路が狭いので拡張してほしい。

子育てにもっと力を入れてほしいです。よその町からは、ガラが悪いと有名です。教育現場をもっと力

入れるべきです!!子どもの将来があります!!!どんな子にも、きれいな心があると思います。大人の関わ

りで変わるのではないでしょうか???

昨今天災が多く、人の命が奪われています。自然の多い桂川町では、最も自然との共存を考えるべきだ

と思います。何も出来なかった…とならない様、ご尽力頂きたく思います

交通が不便

・各年代の人々が、充実感を持って過せるまち。　・夫々の年代が柔軟な交流を持てれば。　・施設を

利用するためには、家で出来る、家の周囲の作業も出来ない（してはならない）というのでは、考え方

が狹ますぎるように思う。

町の若返りをするために若い人が住みやすい、長く住み続ける町作りを考えることが大事と思います。

福祉バスを町外へ

教育が充実した、子どもが育てやすい町でないと人は集まってこない。福岡都市圏との距離の近さをい

かしたベットタウン化ができたら

安心して子育てが出来、学校教育が充実し若い世代が住み続けるためにどうしたら良いかを考えること

が重要だと思いますがまず子ども達の学力の向上（都市部に遜色のない学力）により一層努力すべきだ

と思います。

桂川駅舎および南側の開発について来年明けには素晴らしい町が出来上がることと思います。期待して

います。しかし、北側の駅前の伏貫酒店前まで、道路幅が狭いままに残っているため、南側開発後は、

是非北側の道路拡張について、特段の開発を期待したい。したがって総合的に桂川町の玄関である駅周

辺（南北）とも桂川に転入してよかったと云う思いができるように、取組願いたい。

空家が増加している地域の為、今後（10年後）には、さらに増え高齢化が加速して大変苦慮していま

す。廃屋等の解体促進や、解体後宅地の固定資産税UP等に手立てができないのか、又、一人暮しの高

齢者宅の監視設備の提供等検討。又、若い世代の為に子育て支援の充実（助成金等）検討。
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人口減少を心配しております。既存企業の育成、振興は勿論ですが、優良企業等を誘致し地元の若者が

働きやすい環境を作ってほしい。

コミュニティバスなどで王塚古墳などをアピールして行く（バスにシールなどで王塚古墳をアピールす

る。

とにかく一人一人がおもいやりの心を持って生活すれば良い町になると思います

重大な課題に行政が気づく事が必要。この現状のままでは、推定よりも早くに人口減少は加速します。

①高齢者が通院するための手段がない。本数が少ない。②休耕地のアパート化。空き家があるのに新し

いアパートが増えている。桂川駅前の空き家を町が買い取り、都市部からの住宅や、商店にする。仕事

帰りに寄れるスーパーが駅前にない。③自然災害対策←起きる前に予算組んで先に対策し、安心な街づ

くりを。　定住するためには、子育ても重要だが永く住める事も考え、高齢者が安心して住める街づく

りを期待しています。高齢者（介護）をかかえながらの中高年の負担軽減策を考えて欲しい。離職率が

上がっている事で生活保護世帯も増える。生活保護世帯が減る街づくりも、人が入ってくる安心、安全

な街と言えるといっても過言ではないと思います。　・学力の向上も必要（全国平均まで上げる）　・

特技や才能のある子どもには未来への育成金などで応援し、プロになる道を広げる。有名人・著名人が

出る街に。

・下水道の整備（臭い、虫など改善）　・通学路の十分な歩道（自転車含む）の整備

R.2年6月5日に町長に質問？提案？の封書をお渡しして、2日後に返答が有り全体的に無難に回答されまし

た。先づはお礼申し上げると共嬉しく思っています。次にこのアンケートに依り更なる桂川町の発展、安

心、安全な住み良い町にして欲しいと思います。遠い将来を見透して!!更なる提案として4項目程記めま

す。①ここ近年地球の異常気象？異常と言うけれど地球の営みから見れば正常だと私は考えます。地球の誕

生から現在の山や川が出来てます、が人間が自然に逆らって都合の良い様に開発した決果が先日の大雨によ

る球磨川等の大災害になったと私は考えます。元々山間の川底に人が住む事、事態が災害の元と考えます。

そこで桂川町は近郊の飯塚、嘉麻市に比べると地理（地形）条件が非常に災害が起きにくいと思います。危

険箇処は豆田川、内山田、中屋等が考えられますが飯塚、嘉麻市に比べると危険度が大体ワンランク下ま

わって伝達される事が多いのでは？以上の様な事から災害の少ない町として外に向けてアピール出来る材料

の一つと私は考えます。一笑に付されるか、検討されますか。②町人口問題は上記①にも関連します。又こ

のアンケートにも有る様に偏差値（拘わる分ではない）上げると共に品位を高める小中学校づくりに英気を

養なって欲しいと思います。③毎日18:00全町に放送される中で振込め詐偽問題（最近は放送は無い）の時

に「警察に通報しましょう」文言をお年寄りの方にも分りやすく「21-0110番」電話しましょうと、放送さ

れれば耳にコビりついて警察に電話しやすくなると思います　御一考如何なものでしょうか。④国道322号

の千手～秋目のトンネルに関して　私は実際走行して行交う車の少なさに驚きました僅か10台で帰りも9台

でした、たまたまだったかもしれませんが。そこで県道穂波、嘉穂線の大型車通行に依り騒音、振動の激し

さが解消されると思っていました、が、以前と少しも変りません。以前役場を通じ県の土木の方が、トンネ

ルが開いたら少しはと、様子をみましょうと言われました。これからは新しく役場、小中学校前を通過する

車がどの位か、楽しみ、不安？を感じているところです。　最後にトライアルの進出は活性化の一因になっ

ている様に思え非常に良かったと、思っています。長々と記めましたが一つでも参考になれば幸いに存じま

す。　余談ですが大雨災害を少しでも防ぐには山全体をダム化する。それは、針葉樹を橅等の水を多く吸込

む木を植える等を考える。人工のダムも必要だが自然の山を利用する。この事は国の問題とは思いますが。

いつもありがとうございます　大変お世話になりました。お疲れ様でした。

高齢者宅への訪問時の業務内容の見直し。例、掃除の時は屋内のみに、限定しているサービスの内容を

少し拡大して利用者、サービスの向上につなげてもらえないだろうか。
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桂川町の小ささが好きです。町のできごとや、変化などが、見える広さだと思います。ある意味、この

コロナウイルスさわぎは、いい機会になるのかもしれません。ただただ進歩を求めるのではなく、文明

をも利用しつつ、地球の温暖化を止めることができるような、くらし方ができる町であったらいいな…

と思います。

避難場所としても利用できる公共施設の建設

少子高齢化の進む中、桂川町の財源は益々厳しくなり、交付税があっても事業の展開には限度があり、

問32にあるように、早く飯塚市、又は嘉麻市と合併協議を行い将来を見据えたまちづくりの推進。

・一番は役所認識を改めること。（かんたんなことを難しく説明する。）→町民を馬鹿にしている。

福岡市のベットタウンとして駅周辺に公営住宅群を建てる。

安全・安心な住環境の整備と子育て支援の充実を優先していかないと、若い人達は、住まないと思いま

す。

安易に合併はしない方がよい。

①以前から感じていたことですが役場の正面（表）玄関が気になります。掃除の後が見られない様に思

うのですが？ベンチが有る囲りはいつも落葉の吹き留りがあってわびしく思います　うまく言えません

が全体的にもう一寸とスマートな桂川の顔玄関に…有様はないものでしょうか。②脇道溝側の縁　雑草

が夛く草むらの中にポイ捨・ゴミ等見かけます　地域の指導に手をのばしてもらいたい。③感動してい

る事も有ります。時折小学生と出逢った時「こんにちわ」と挨拶されあわてて交した後でほっこりした

気持にさせられています。

判断の難しい問題が多い。もう少し設問を考えて欲しい。

・トライアルの誘致は大変ありがたく思う。　・住民の高齢化に伴い、地域での行事や清掃活動が難し

くなっている。行政の介入や行事の減少が必要だと思う。　・きちんと納税できる大人を作るための子

どもたちの教育を充実させて欲しい。

たまに体育館を使用していますが、仕事が月曜日に休みになる時があります。みんながつかう体育館は

いつでもあいてほしい。町外で体育館の休みはありません。

小さな子どもが遊べる遊具の有る公園や場所が有ると良いと思う。町中に街灯を増やして欲しい。それ

と町中の道の舗装をしっかりして欲しい　小児科や皮膚科病院を増やしてほしい　洋服や子ども達のお

店が有ったら良いと思う。

よか～券を買おうとしたけど、使う店が見つかりません。買い物は、トライアルですませます。買い物

のバスがでてるので助かるけど、よか～券が使えない。よか～券使って楽しく買い物しようとワクワク

する店がない。以前は介護用品に使っていたけど。自然豊かで静かに暮らすには、最高ですが、買い

物、遊ぶとなるとワクワクして行こうとする場所がほしい。

今回の新型コロナに対する町の対応は、給付金、マスク配付、水道料金引き下げ等周囲の市町村より、

早く良かったと思います。今後も小さな町の利を生かして、動きの早い行政を続けていただきたいで

す。

児童たち等が遊べる場（大人も含む）の充実した施設があれば良いと思います。現在はそういった所が

無いため大型複合施設などがあればもっと良くなると思います。

下水道の整備を急いでほしい。合併処理浄化槽の管理費が高すぎる。
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近接市に比べて子育て支援や助成金が劣っている。一時預りなど月1になっているが、もう少し回数を

増やして欲しい。キャンプ場など、たいして利用できない施設に投資して大事な所にお金が回っていな

い。公園の整備、雑草など生い茂り、とても使える状態でないところがある。公園ある意味ない。

・子どもの医療費を中学生まで全額負担してほしい。（外来も）　・住民税が高すぎる

交通の便が悪いと思います。駅周辺の整備に力を入れているようですが、駅までの道はUP DOWNが大

きく、自転車通学、通勤にはつらい。嘉麻市へ向かうゴルフ場前の道も、自転車通学の高校生が危な

い。歩道に統一制がないので遠足で通る時も横断が困難。町の自慢出来るものが王塚古墳しかなく、年

2回の公開時は盛り上がるかもしれないが、それ以外の発信がないように思います。

一般人が、桂川町目的で来訪する、施設、観光地が乏しい状態のため、シンボル的な施設や、行事等

が、必要と思う。子どもが、遊べる公園や、アスレチック等がなく、遊具が、古く、汚れて遊ばせたく

ない。有料（少額）で子どもの体力向上等を目的に大規模アスレチックや、河川等で釣りや、水遊び可

能な、水辺公園の整備をしてほしい。

・ゴミ焼却施設の焼却熱の利用（AI管理のビニールハウス、温泉、温水プール）等　・桂川町学校隣に

有る、溜池周りの利用（遊歩道やジョギングコース）等

トライアルが出来て、桂川町が活気が出てきました。人の動きが、町が明るく感じます。他に負けない

様に明るい町づくりをしてほしいと思います。冬のイルミネーションも、もっと前みたいに役場から大

助の所にイルミネーションをしてほしいです。福祉バスの利用、トライアルから内田病院の前の利用が

出来るととても嬉しく思います。直接は行かないみたいなので利用出来ません。利用出来る用にお願い

します。

いつでも相談窓口を…安心できる生活、自まんできる桂川町であることを願います

高齢者には、問題がむつかしいのでせめて、70代以下の人に解答させて下さい。

①使用されていない土地が多くあると思われる。そういう土地をどんどん有効利用すべきです。

・町長をはじめ議員、役場等の職員の質が悪い。ひまわりの里で若い人の職員の対応が住民サイドでな

く自分達の都合で行い理由を問うも、対応が悪かった　やっと●長が来て説明された　・本当のリー

ダーがいない事が、一番の問題である。　・ホームページの作成を見やすくしてほしい（他の市町村を

参考にすればできる）

桂川町の地図がほしい。健康寿命が延びているので、シルバー人材の活用をしてほしい。

◎信良い桂川町をお願いします。

街灯の明かりが少し暗く感じます。桂川小、中（登りと下りの所）の間の道は、特に回りに家が少ない

ので、怖く感じます。福祉の充実は、桂川町は、とてもいいと声を聞くので良いと思います。コロナの

企業への対応も、一番桂川がいいと言う話も聞こえてきました。これからの、さらなる町の発展に期待

しております。

高齢者社会。町の人口も減少し人材不足。大手企業も統合する時代　小規模な自治体は近隣といっしょ

になり現状を維持する必要が求められると思います。桂川町だけの発展、現状維持はこれから先、無理

かもです。

桂川町の強みは、何と言っても“JR桂川駅”を持っているからです。飯塚にも近いし、博多も近い。この

強みを生かして、町作りに取り組むことが重要と考える。

年に1回10万円支給
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30年・50年先に限界集落にならない為には、町民の知恵で打開して行く必要がある。営利目的でない

知恵を募集し、それをまとめるリーダシップのある人が行政人にかかわらず、行政の為、ひいては町民

の為に行なっていく人を育てて、町外の人に魅力ある町づくりを推進していく必要が有る。

・このようなアンケートも良いが、町長は町民全体に目を向けてほしい。コロナ助成金、国と同じよう

なことをして、ひとり親ひとりあたり30,000円はいかがなものか？　・年金で孫を育ててる老夫婦。

・コロナで、バイトもなく小遣いもままならぬ大学生　・夫婦でいてもコロナで、収入がなくなった人

以上の人達をどのように考えているのか？ひと家庭で30,000円ではダメだったのか。現役でまだ働い

て、税金をしっかり収めてますが、税金を収めている者、誰もが納得するような使い道をしてほしい。

☆町内の空家が、目立ちますが、町として空家に対する対策を考えているのですか。

町のスローガンである「文化の薫り高い」心豊かな町づくりの為には先ず、町民全体が自から住む桂川

町の歴史を理解する事。と共にこれ等を推進する為の人材育成並びに各団体の長が積極的参加と理念を

以って行動する事。行政だけに頼らず、自力行動、知力開発を常に意識する事。町、行政に於ける住民

参画の公報はあるが、実際に提案、施策に関する住民個々の意見の集約の場所が多い。特に一部町議の

勉強不足が議会等で感じられる、これは我々町民にも責任がある。　〝追伸〟※今後行われる桂川町総

合計画について、住民参画が先ず基本である。各団体の責任者、学識経験者の参画はもちろんですが、

ここに一つ抜けている事があります。それは未成年者、小学生、中学生、高校生これ等の人々は今後の

桂川町を担う貴重な人材です。是非とも住民参画を基本とするならば将来を担う小、中、高生の参加を

願い、総合計画審議会のメンバーに参画出来る様、切に取り計らひの旨、御願い申し上げます。

企業や工場を誘致して人口を増加してほしい又、若い人がたくさん住む町にしてほしい。

飯塚市、嘉麻市と合併しないで桂川町として行政が展開していけるなら今の所は良いと思います

桂川町基本条例の活用をお願します

高齢化社会に対する準備と共に定住する人達がより集まり易い魅力のある町作りを目標にしてほしい。

その為には、観光や、自然を利用した楽しみのある地域として他より認知される様な地域であってほし

い。又、イベントや文化活動、芸術などの文化的な事業（音楽イベント等）も町の呼びものとしてあっ

てはと思う。楽しみや魅力のある町づくりに協力したいと思うので、啓発して下さい。

外灯を増して夜でも安全で安心して出られる明るい町にして欲しい！

現状を維持しつつ、安全、安心な町づくりの推進をお願いします。

王塚古墳に遊具等が充実すれば、子どもが喜び、もっと人が集まると思います。王塚古墳＝立派なお墓

から王塚古墳＝町民の憩いの場（緑地）となれば良いと思います。対象年齢も低い子ども向きの遊具が

あれば、（保育園児や幼稚園児）大将陣公園（小学生向き）などとも差別化することが出来るのではな

いでしょうか?!

☆毎年同じ行事の繰り返しでなく、新しい企画が出せるような、若い年代の声が出せるような行政に

なって欲しい。　☆予算の消化の為でなく、将来につながる、税金の使い方をして欲しい。　☆スムー

ズな世代交代が必要であると感じる。

町役場の職員（町長も）、議員が住民の意見をまじめに聞く。給料分は働け！

人口が減少傾向にあるが、アパート等の建設が多すぎるように思う。廃アパート等が増えない様になる

事をのぞみます。
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・各家庭に防災無線及び町内放送そして地域内放送が聞ける受信機があれば良いと思います。家の中に

入ると、外の放送は聞こえません。特に風や雨が強い日、夜だと中々、聞く事ができません。

車両の多い道路沿いに道の駅などを作ってほしい　農家の方は野菜、果物、花など作っておられると聞

きました。いろいろ竹細工、や手作りなども有り道の駅などに置いて販売（地元産）もいかがでしょう

か。私事ですが花だけの為にうすい道の駅迄行きます。

お願いします　町営バスを塚本病院のところでとまるよにしてください　あるけません　お願いします

麻生太郎氏に力がある内にJRの複線化をめざし、福岡市への便を良くする事は出来ないのでしょう

か？

学校教育の充実、小中一貫。AIやネット、パソコンを導入しての授業　学校の老朽化のため、改築。通

学バスの導入。学校教育に力を入れてほしい!!駅が近いため、通勤、通学しやすい環境づくり、マン

ションや住宅がもっと立てやすくなればいい。

今後は、予算を箱物建設につかう時代ではない。やはり若い人が他の市町村より、桂川町をチョイスし

たくなるウリになる町づくりを生みだす必要を感ずる。地理的には福岡にも通勤可能な所。その立地＋

αの魅力を作って、アピールする。

今回のコロナの点で小規模な自治体では、何も出来ないと感じている。早く近隣市との合併を進め、大

きな組織の中で今後の町づくりを考えた方が良い。今後の10年間で大きな災害も考えられます。

猫の被害多発。家屋は傷つき尿やフンで植物を枯し、土壌を駄目にする。病原菌も心配　楽しめない

始末してほしい　ウツになりそう。この2～3年前頃からどこへ何の用事で走っているのか多くの大き

なトラックが道幅ギリギリで走っている。普通車が気を緩めたら即事故。恐ろしい。（避けて走る）

※県道444号線吉隈一区バス停付近は、上下とも登り坂で歩道もなく時速40kmにも拘らずスピードを

上げて通過して行く。60～70kmの速度で走行している車は多く、ましてや大型自動車（トラック、ダ

ンプ、ミキサー車等々）同士では離合もままならない。危険極まりない。通学道路にもなっており、大

型貨物自動車の通行規制を強く要望する。事故が起こってからは遅い。新しいバイパスは役目を果して

いない。又、大型車通行時には道路南側の2～3件の家の揺れがひどい。眠れない。　※桂川駅付近の

開発がなされているが、駅が新しくなり、表・裏に乗降口が出来るのは便利になって良いことですが、

駅駐車場前の道路（ふしぬき酒店へ抜ける道路や橋の間）427号線の延長線と思われるが、狭くて危険

性大である。せっかく駅周辺がきれいになっているのに、狭くて危い道は残ったまま。住やすい町の道

路行政とは思えない。

特にナシ

町所有の土地や建物、公園等の管理を定期的にして欲しい。草等伸び放題になっている。出来ないなら

売却や貸与して欲しい。空き家対策をどうするのか。町が把握するようにしているようだが、その後ど

うするか見えない。法律上の問題等あり、難しいとは思うが町が仲介に入って、有効活用できるところ

に無償譲渡や低価格で販売する等したらどうか。法人なら会社寮等にしてもらえば人口も増え、税収も

増えると思われる。町の税収を増やす事が急務と考えられるが道路整備しても税収が増えるとは考えら

れない。町全体を一つの会社と考えた時に金儲けが下手すぎて呆れる。

1.海外、特に東アジアとの交流を図る　㋑中国、韓国、台湾等との、スポーツ、文化、歴史を交え若者

との交流。　㋺語学を含め、人間形成の向上心を育てる。　㋩姉妹都市の確立。
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スポーツには取り組みやすい環境やと思います。数年前、桂川町へ引越して、住民税が高いと感じまし

た。もう少し、企業を誘致し、若い人でも働ける環境を作れば活性化につながるのではと思います。

桂川駅前の道路拡大

桂川町くらいの大きさの町で、成功している町の知恵の活用を図る。

農業を中心とした静かで田舎の景観がかもしでる町で商業的でにぎやかにならなくてよいと考えていま

す。

・通学路（駅ウラ）の外灯が少ない。防犯等に不安がある　・中小企業を誘致し、町住人が働ける環境

を増やす　・河川の整備、水草を撤去し、流れのキレイな川にしたい。　・小学中学校の建直し、一貫

校にして町外からの移住を狙う。　・AIやドローン等を活用し、農業を幅広く充実させ、町の特産物を

新規生産しネット等ふるさと納税で全国的に有名にする。

生活をして行くのが精一杯である。（体調不良の為）行政の皆さんの活躍を願います。

◎自治区のあり方の見直しが必要　（隣組に加入する者も減少し、区長や役員になることを希望する者

も少なくなる現状で、自治区自体のあり方を考え直し見直すことが必要ではないか）　区制度の限界に

ついて今から考えておく必要があると思う。

現在、新駅舎建設整備中の桂川駅完成竣工が待ち遠しい限りですが、広報けいせんによれば、完成予想

イラスト（パース）によれば飲食、物販はないようなので残念それから駅前整備が今一つ不十分ではな

いか？あとJR九州との協議の場があるかわからないが、定期（定時）特急運用が不可欠と思います。

水害の心配や住宅の心配が有り古い所ばかりなので安心して住める住宅を用意して下さい。買い物や、

医療の充実、交通の便もよろしくお願い致します。

特になし

・福岡市内で働く若い世代（子育て世代）へ、周辺地域よりも安価で居住できて、待機児童もなく子育

て支援が充実しており、駅から博多まで30分程度で通勤可能である事をPRしていく。そのためには、

駅周辺開発・子育て支援の充実は重要であると思います。（新飯塚駅周辺は発展しています）　・桂川

町は、どこへ行くにもいい位置にあると感じますのでその点ももっとPRを。

コロナで経済状況が悪化し生活が不安定になってます。今後の桂川町も大切ですが今の状況を助けてい

ただける町でありたいと願います。

駅からも遠く西鉄バスも廃止、車がないと買い物も学校も行けない。駅までの交通手段が不便

農業第一。

交通網の整備。

・高齢者が増えているので、庭の手入れや、雑草・木々の片付けを町でする様な施策をしてほしい。

小さな町だからこそ、出来ることがあると思うので合併などせずに今後も桂川町として頑張ってほしい

です。コロナ支援での各家庭へのマスク配布等とても助かりました。ありがとうございます!!

・Hen7月号で企画財政課の企画新婚さん応援を見ました。財源確保でしょうが、今住んでいる住民に

還元して欲しいです。長い間、税金を納めています。また、独身者に還元がなく、何か還元できる事を

検討して欲しいです。　・災害の避難場所を増やして欲しい。高齢で車も乗れずこのままでは避難出来

ず大雨の度に怖い思いをしています。住民センターも体育館も遠すぎます。

子育て支援と農業及商工業の振興策を検討し直し。
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第6次桂川町総合計画への要望　最近、各家庭で車利用者が増えている状況にはあるが、狭い桂川町に

これ以上の道路建設計画を進めることは望ましいことではないと思う。従って調査段階の計画は見直し

て、その予算をもっと緊急な課題へ振向けることを求める。桂川町にとっては、桂川駅周辺の再開発は

緊急課題と考える。桂川駅南口の道路は整備され今後、その恩恵を受けるのは、町民より周辺住民と思

う。桂川駅の改築も来春完成予定で進められている。駅周辺の一部に住宅建設が行われているものの、

ほとんど駅周辺の再開発は未着手の状況にある。駅舎が完成すれば、南口周辺に一部の地主による駐車

場が新設され交通量が増加して地域住民の危険が増すことになる。一方、駅北口の多くの駐車場は利用

者がほとんどいなくなり、地元住民にとってはメリットよりデメリットの多い生活環境になる。地元住

民にとってメリットの生まれる駅周辺の再開発は、車を利用できない高齢者や主婦が歩いて行ける店舗

（中型スーパー等）を駅近くに誘致して設置する必要があると思う。それを民間任せにするのではな

く、必要あれば法的対応をとりながら、道路予算等をそちらに重点的に投入して店舗設置の借地料の助

成や店舗固定資産税の減税を行い店舗設置の推進が望まれる。桂川町ではこれから車を利用できない高

齢者や主婦が年毎に増え、歩いて買い物に行ける所に店舗がないという厳しい生活環境が目前に迫って

いる。この課題を解決する一つの方策として町内の各地域に適切規模の店舗（スーパー等）を設置する

ことが求められる。そのためにも店舗設置の借地代の助成や店舗の固定資産税の減税等に予算を使う中

期的計画が望まれる。　以上

飯塚市と合併しない事　小さな町でも良いから住みやすい町にする

桂川小学校の外観がきたなすぎる。あの見た目じゃ小学校への期待感や、わくわくする気持ちが一切も

てません。正直こわい。駅周辺にスーパーかろうじてあるが早くしまるし意味があまりない。コンビニ

がないのがとても不便。

王塚古墳の広場にもう少し遊具を増やしてほしい。町民グランドのトイレを、水洗トイレにしてほし

い。日々の町への取り組みお疲れ様です。色々と大変だと思いますが、よろしくお願い致します。

桂川町の町民のみなさん特に次世代を担う若者や子どもたちは、行動力があり活力に満ちあふれた魅力

あるまちであると言われるまちにしていきたいと思います。

日々の業務ご苦労さまです。よりよき桂川町のため、実行性のある総合計画の策定を期待しています。

子育て世代が住みやすくなる町づくりをすることで人口増加が見込めるので保育施設や学校の設備を充

実させてほしいです。町全体での地域交流等は今後も続けてほしいです。

新しい町造りにするのであれば、小学・中学・高校の若い者達の意見をちゃんと聞き入れ、実効すべき

である。それが今の日本の欠点である。おろかでもある！

福岡県は中高一貫校を、飯塚市は小中一貫校を進めていますが、桂川は人口13,340人に対し、小学校2

校、中学校1校と3校をもっておられます。これから先に、爆発的に人口が増えることなどないでしょ

うし、小・中一貫校を導入し、人件費の節約、土地の有効活用を進めたらどうでしょうか、学校建設に

かかる初期投資はあるでしょうが、長い目で見れば節約になる気がします。

桂川町に移住して早くも50年　半世紀なにごともなくこの世をおさらば出来そうです　ありがとう
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・444号線の並木のイルミネーションが人気だったので復活させてほしい。（太陽光で）　・桂川町の

ハザードマップを配ってほしい。（洪水）　・公園の遊具の塗料の剥がれ、サビでケガする。劣化して

いて壊れそう。（土居の公園）　・朝の高校生たちの自転車が危ないので、道路整備してほしい。　・

444号線比叡神社（カーブ）あたりの草木が道路に向かって生い茂っているので危ない　・コロナ影響

でのマスク配布や給食費免除は隣市の人からかなり羨ましがられていました。ありがたかったです。

休耕田の活用（貸し農園なども）…等、魅力ある桂川町にし、都市部の人が癒しを求めて来たくなる活

気ある町作りを考えていただきたい。住人も元気をもらえる。

家が河の近くなので雨が降るたびに不安になるのと側溝の水がすぐあふれて通りにくくなります。

コロナ対策のマスクは良かったです。

・現在、町内のお知らせをマイクでされてますが、風の向、雨に防ぎられて、内容を正確に知ることは

困難です。それで、今、消防署で行っている電話でいつでも聞けるテープを流すということを採用され

てはどうですか？日中留守をしている人、帰りの遅い人も、現在の桂川町の様子を知る機会が持てて良

いと思います。

西鉄バスは交通手段として大切なものであるので、無くならないよう桂川町には取り組んでほしい。

若年世代が定住したくなる町づくりを望む

住宅が古いので新しくしてほしい。

私は50年以上桂川町にいますが本当にすみやすいと思います。さいがいもないし楽しくすごしていま

す。

・人権を大切にした町づくり　・安心して働ける子育て支援の充実　・町が安定していくための企業誘

致1年で1件以上。　・小規模な商店の育成　・住みやすい町公共料金の見直し、安く安全な水、他市

との合同も視野に入れて　おつかれ様です。

・学校設備が悪い。子どもの医療費が自己負担（近隣は中学までなのに、今だにない）。　・回覧板の

回数が多い。まとめて、ネットで配信してほしい。　・街灯の数が少なく、駅から住宅街など暗くて物

騒、子ども・女性の駅利用も多いのに夜は歩いて帰れないぐらい、何か有ってからは遅いと思う。

幹線道路の歩道が狭くて、危険を感じる。歩道を歩いていると車のスピードが速すぎて、怖い。車、ト

ラック等の騒音がうるさい。家が揺れる‼

年1回特定健診があり大変感謝しています。

いよいよ車の免許返納を考える年齢となった時、毎日の生活の為の足となるバス等、今の交通状況での

生活を考えた時、先ず、本数が少なく思う時間運びが出来ないのだなあ…と、少し淋しくなります。も

う少し本数が多くなると、嬉しいです。こうやって生活のリズムが違って行き、あの世とやらが近く

なっていくのかなあ…と。最後迄自分らしいリズムでいたいです。

今は、淋しい町だから、もう少しにぎやかな町作りをしてほしい。

無電柱化（台風時倒れる）雨降り時放送が聞こえないので各家庭に届くような方法をお願いします。通

学路部の車道と歩道間にガードレールの設置。

嘉麻市の合併により、公共料金が上がるのは、やめてほしい。

福祉バスについて　住民の生活圏は広域化している。実際に合った運営をすべきである。
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人口が減少していくとどんな取り組みをしたくても限界があると考えます。まず、人口減少をどのよう

にして防ぐのか？又、どのようにして増やしていくのか？この桂川町は住めば都と思います。ただ、知

らない所から来られる方が桂川町を選ぶとなれば、条件は少ないのでは…。よって桂川町の立地条件を

考え、駅前のさらなる開発。福岡方面へ通勤する方の（若い方）囲い込みを一段階。住み心地の良さ、

利便性を感じて頂く（二段階）子育て環境の充実、地域活動の活性化（三段階）そうすると自然に桂川

町民になっていくのではないかと考えます。

・町の至る所での、ゴミのポイ捨てが、気になります。　・町の至る所での、樹木が生い茂っているの

も、気になります。（防犯上）

安心安全に努め、住みやすい町づくりを目差す。王塚古墳を活用して、観光・文化の発活の基に、外貨

を稼ぐ。高速などを延長させて、インターチェンジを作る。

福祉バスの利用は桂川町住民であれば利用できるようにして頂きたい。制服を着用中に乗車できないの

は非常に困る。雨の日、西鉄バスの利用もできない（西鉄バスは本数が少ない）。

支え合う地域づくりに、参加者が少く（特に男性で70才前後の方）行政と分館が協働で進めていくべ

きと思う。又、このアンケートで、どの様に進めるのか。これ迄の事を考えると、何も変らないのでは

ないかと思う。是非結果を出してもらいたい。

・生活環境整備、住宅団地内道路が穴だらけで又舗装が剥離してほこりが多い。　・側溝U溝のメジ詰

部分がなく水漏れ状態で溝掃除が出来ない状況で早急に対応願いたい。町に対応を区長を通して打診し

たが対応してくれない、安全性に問題があると思う。

なし

現在桂川町は町長のお蔭ですみよい町に感謝しております。

トップが変われば方向も変わる、次のトップは？明日の事がわからないのに10年先を見る？災害の少

ない町づくりを‼

・待機児童の状況改善　・授業内容に〝お金〟がほしい　←※投資や利率、物事に対する様々な施策を

学べる環境がほしい　・土地開発　・貸借戸建ての充実　・治水　・キャッシュレス推進　・高齢者の

再雇用先斡旋　・先進的な農業　・製造業発展　※桂川内で商業は苦しく感じる…観光もピンとこない

です。古墳に魅力は私は感じないです。商業の部分は、桂川町内の人が求めてるモノを供給するのが良

いと思います。トライアルは非常に便利なのでありがたいです‼

バイクがうるさい（200号線）改造バイクによる騒音　駅前に交番がない（大抵の主要駅には交番があ

る）　治安が悪い、イメージが悪い　落書きが汚い　先進性がない　女性やLGBTへの配慮が足りない

（遅れている）

この辺で王塚古墳は静かにしてあげて下さい。「何もない町桂川、でも住むなら桂川」を主にしたらど

うでしょうか。

町民一人一人が「ありがとう」と云う「カンシャ」の出来るような、あたたかい笑顔が生れる町に…。

・まずJR桂川駅の周りの集積を計る。また八木山バイパスの複線化による交通のスムーズさからの車

の往来を桂川に●ける設備（カート場とか）の創生。　・AI、IOTを大学（九工大）と組んで実験都市

（町）への立候補
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除草剤の使用についてのお願いです。公園近くに住んでいるのですが除草剤の散布を予告なしに行う人

がいます。農薬（除草剤）使用の「注意事項」を守らせて下さい。1.洗たく物、フトン等に風向で吹い

てきます。1.除草剤散布後に草が枯れる（10日位かかる）までの間子ども達が遊んでいるのを見かけま

す。公園内は薬散布禁止にしていただければいいのですが出来なければ予告、散布中の立札をして下さ

い。　・町報、区長会等でお願いします。

せっかくの施設があるので近くに集めて欲しい。例えば体育館、グランドの近くにお風呂（ひまわりの

里）、王塚古墳の横にいいバイ桂川等。路線バスが減便、廃線のため、福祉バスを有料にして学生通勤

利用でも使えるようにして欲しい。また夏休み等小学生が遊べるような屋内施設があれば良いのではな

いか。

・町の状況確認の為、町職員との接触が少い。（生の声が少い）　・町職員は町民をお客と思うことが

少い。　・既存の商工、農業者の要望を大切に。

バスの時間が少なくなり、遊びに行く際に不便になりましたので桂川町で対応出来ないでしょうか？よ

ろしくお願いします。（コミニティバスでの運営）誘致企業が少ないので、働く場所の確保が必要では

ないでしょうか？もっとスーパーマーケットの誘致が必要。（地区単位）

合併しないところに魅力を感じています。元々、桂川の人間ではないですが、とても住みやすい場所‼

いろんな所に住んで来ましたが、一生懸命されていると思います。住宅環境さえ合えば住み続けたいと

思ってます。

子ども医療費高校生まで引き上げてほしい。通院・入院の限度額今まで通り600円／月等に改善をして

ほしい。

・職員の方の仕事ぶりが前面に出てないので、もっと前に出た仕事のやり方に変革してほしい。　・行

政合併を考慮して、大きな仕事を考えてほしい。悪い例が桂川駅前の改良が進行してない。時代おく

れ。原因の一つとして、平成の大合併のつまずき、2つ目に都市開発に対する知識集団がいないか、ま

たは関心がないのか、疑問を感じ都市開発が進まないのでは？

私は農業の事は全く解らないので記入していません。

小規模の自治体として色々取り組まれてる事は評価出来ると思う。今後共頑張って戴きたい。

・高齢化が進む中、病院・買い物に行く〝足〟がない。飯塚へ行くのに、乗りかえが必要。とても不

便。福祉バスだけでは…　・道路の草刈りは、年に2度程されているが、竹や木が道路に覆いかぶさり

車での通行に支障あり。　・トライアルが出きた事は良かった。若者が集える様な場所があればいいと

思う。子ども達も。

子ども医療制度について、無料化にしてほしい。

高齢のため回答出来ません。

荒れかけた里山、徐々に増える耕作放棄地、自然の豊かさも手入れを怠ると手がつけられなくなりま

す。身近に農業高校があるので若い力を活用して後継者の育成が計れゝば良いのですが、何か目玉とな

るものが欲しい。例えば観光農園、河川敷のコスモス、湯の浦キャンプ場、「フジバカマ」の群落を作

り春・秋にアサギマダラを呼ぶ等々。以上。

桂川町にも屋内プールなどを作って欲しい

JR桂川駅の改修は必要なし。
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桂川町の「まちづくり（行政）」は、地方自治の基本的理念が無視されているように思う。即ち「情報

の共有・参画・協働」の「まちづくり」になっていない。一般町民が「まちづくり」に対する意見を述

べる場も全くない。「桂川町総合計画」「桂川町自治基本条例」など、「まちづくり」にとって、重要

なことが決めてあるが、多くの住民がその存在さえしらない。なにがどうなっているのか、全く知らな

いまま「まちづくり」が行なわれているように感じる。※コンサルタントに頼り過ぎる計画・行政はや

めて欲しい。

・町のとりくむ範囲を超えているかもですが川のそばに住んでいるため毎年ビクビクしています。堤防

のようなものを希望します。　・近隣の小学校ではロボットを導入したりしてAIにかかわっているが桂

川小ではこの辺りが遅れている感じがしています。また、小・中学校ともにオンライン教育ができるイ

ンフラ整備を望みます。　・せっかく駅が新しくなるのでもっとお店（飲食店）を増やしてほしい。

子どもを遊ばせる公園等を作ってほしい。勝盛公園や大将陣のような、色んな市の人が来るような公園

を作ってほしいです。本当、桂川はこのような場所がないです。

高齢化に伴い放置された田んぼや畑、山があり、雑草や、木や蔓が伸び放題で、道路まで出たり電線に

届こうとしたりしている。どうにかならないでしょうか。

豆田に住んでいるものです。昔からの習慣になっているのでしょうが、家の前で物を燃やしている人を

よく見ます。子育て世代も比較的多い場所ということもあり、子ども達への影響が心配です。町として

も今一度、呼びかけ、規定の強化をしてもらえないでしょうか。住みやすいまちづくりのためにどうぞ

よろしくお願い致します。

独居の高齢者（ひきこもりの独者高齢者への声かけ、または健康等の安否確認。）、障がい者、社会的

弱者（DV被害者や、母子家庭）相対的貧困で困っている方達への援助が必要。フードバンクや相談窓

口（24H対応ではなくても、LINEで助けが必要と言えるような）を設けるべき。昨今の貧困格差は命

を奪う。精神を破壊する。言いたいけど言えないような相対的貧困者を見逃さず、フードバンクや精神

的な支え、援助、支援が絶対必要。この桂川町内に相対的貧困で苦しんでいる方が絶対いると思う。

NPO法人立ち上げ援助等をして、早急に弱者を救うべき。

アンケート以前にもあったと思いますが、どのように改善されたか今改善中なのか町民にどのように伝

わっているのか？

本気で輝やかしい町づくりをやるならば、総合的なものでなく、もっと年次的に「的」を絞って、重点

的な取り組みをすべきである。例えば、教育施設・環境の充実とか、財政上思い切った観光開発とか、

科学器機（先端）等の導入・製造工場誘致・看板の設定とか、川を中心に四季折々の世界の花木が鑑賞

でき、イベントを開催するなど…思い切った取組みを、もっと行政人が動いてほしい。

桂川町は農業の目立った特産物はなく、又生産者も高齢化し、廃業する人も増加し、人口減の原因でも

あり、大きな商工施設も少なく、若者の帰省する人も少なく、空家も増加している。トライアル等の誘

致などして、若者の働く場所を呼んで来ることが将来の人口増加に継ながる。桂川町に空地・空家も多

く、町でリホーム等を行っていけば、若者の定住につながり、子ども増える、町の活性化になるのでは

ないでしょうか。

部落解放同盟の解体が差別の解消の第一歩に成ると思う。

他の市町では行っている中3生までの医療費の補助をやらない町には「いたいと思わない」し「転入し

ようとは思わない」と思っている
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都市基盤の整備・環境の整備　桂川駅周辺・町営住宅の整備も大切ですが、県道桂川下秋月線（桂川役

場から碓井方面）の歩道整備が必要です。町のメインロードにもかかわらず、高齢者も子ども達も安全

に通れません。県事業だとは思いますが、町にとり重要課題であると思います。

総合高校周辺の街路灯の整備を行って下さい。

より良い町づくりのために町民の意見をすい上げることは誠に意義あることと存じます。また同時に計

画作成から計画進捗～完成と結節時点での経緯の報告等透明性は欠かせないものと思っております。

（5次計画とは何だったのか？）ご苦労お掛け致しますが、皆の町づくりの中心となって皆で協力して

まいりたいと思います。

安心して楽しくすごせる環境があれば、人は集まって来ると思う。そこに加えて仕事（安定した収

入）、信用できる子育て支援や学校施設があれば、若い人達もすみやすいし選んでくれると思う。そし

てそこに住んでいる人、1人1人が大切にされ、ライフステージに添った、1人1人のおかれた状況、考

え方が尊重され、閉塞感なく生きていけたら、ここに住み続けても良いと思える。

1.交通網の整備。　2.現況では食料品などの買物が不便です。

桂川駅南側に道の駅が欲しい。ATMの設置。豆田改良用地を高層化して人口増加を図る。個人の家が

増えるのは喜ばしいがビル化も必要と思う。最近病院が減って来た。町庁舎出口道路にカーブミラーが

欲しい。王塚古墳の回りに何にも無のは寂しい。可愛いキャラクターや町を宣伝出来る様な柄のTシャ

ツ等の販売をしてはどうか。桂川町南側の開発と達成した町長を讃えて銅像の建立をしてはどうか。も

う少し外灯を増して欲しい。等

桂川町は自慢出来るものは王塚古墳ぐらいしかない。農業にしろ、産業にしろ、日本一と云う物がな

い！何もない、白いキャンパスに絵を画くのは町民なのか、役人なのか？大人しい町民の中に隠れた人

材が居るかもしれない。埋没しかけない桂川町において、希望の星は現われるのだろうか？

県外から来た者にとっては、学校行事等の親が集まる場所での保護者のマナーの悪さがとにかく目立

つ。運動会での親どうしのケンカは毎年の様に目につく。駐車場でのマナーも悪い。他県や、他の市か

ら来た者はなかなか町になじめない環境は早めに改善するほうが良いと思う。

問32の②小規模な自治体では効果的な事業展開が難しい、その通りだと思います。桂川町はよく頑

張っておられると思います。新聞を見ても桂川が出る事が少なく、何か出ると嬉しいです。今からでも

合併がかなえるのなら努力してほしいと思います。王塚古墳、桂川駅等、地の利を利用して人口を増し

て大きくなってほしいと思います。

桂川町の花はひまわりの花ですよネー。休耕田に向日葵を植えたらどうでしょうか。

老化した年よりは判ない事ばかり町の人材の方にたよりにする事ばかり　これからもどうぞ親切におし

えて下さい‼

保育所・学童が日・祝休みであり、どうしてもゲームをする機会が増えてしまう。又、日・祝仕事であ

りゲームに頼ってしまうことがある為、土・日・祝も子どもを預かって頂けるサービスが出来て欲し

い。

トライアルが出店して、とても便利になりましたが、現在は車での移動が出来ますが、やはり、福祉バ

スの利用が多くなるかと思います。ぜひ、土師四区にも、通ってもらいたいと思います。

飯塚市とサークル活動が一緒にできるようにしてほしい。

生まれてくる子どものための支援を詳しく知りたい。出産金などあれば誰でももらえると嬉しい。出産

後、すぐに働けないので、その後も支援してくれると助かる。

・桂川駅周辺の整備こそが大命題なのでは。　・博多駅からの距離が宗像東郷駅とほぼ同じであるとか

イメージアップを図るべきでは。
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・各所造成団地が有りますが、入口が一方向のため緊急対応不可の場所ある。2方向入口を都市開発と

してほしい。　・農水路及排水路がフタ並びにサク等が無い場所が多くある。水害時人が落ちたらどこ

までも流れてしまうのでフタ及サク等の設備が必要と思う。

高齢者が自動車を運転しなくても、買物や病院に行けるような町になってほしいと思います。

保育園の送迎ルートやその他での●●●●さんがスピードを出してる光景を良く見るので気をつけてほ

しい。

防犯カメラの設置

桂川町は博多にも近く、利便性はいいが、駅周辺をはじめ、店の整備もされていなく、ただの駐車場と

しての通り過ぎる町になっているのがもったいない。パン屋の1つもなく、駅周辺にゆっくりできる場

所もない。お金を落としていってくれる商業の支援や、ネットを無料化する等、会社を企業したくなる

条件を整えてはどうか。

桂川町は元気な町だとアピール出来て、子や孫の代までずっと続いてほしいです。

桂川町に近い店舗でゴミ袋の販売をしてほしい。保育園の預かり時間をAM7:00からにしてほしい。

桂川駅の利用者は町内住民だけでなく近隣市からの利用者も多い。また、福岡市への利便性も高いこと

を考えると、「駅」を活用したまちづくりは、重要であると考えます。とても、大変なことだと思いま

すが、是非、鉄道”駅”を活かした”まちづくり”をお願いします。

福岡より転居して7年目です。福岡との近接性、自然環境に満足しています。地政学的には福岡都市圏

としての位置づけ、ベッドタウンとしての機能充実が不可欠であり、JR桂川駅、周辺道路整備には賛

同します。一方若年層の定着化のためには産業基盤の充実、企業誘致が不可欠です。飯塚市などとの合

併については判断材料を持たないものの、財政的に問題がないのであれば桂川町独自路線には魅かれる

ところがあります。

福岡市まで1時間弱、飯塚市まで15分程度の好立地だと思います。JR桂川駅を核とした交通インフラ

（町内バスや道路整備等）で利便性をさらに向上し、インターネット環境整備による在宅勤務促進など

（赤間駅のコワーキングスペース「febbit宗像」のような形も考えられます）を進めることで、若い世

代が住みたい、住み続けたいと思い、通学・通勤を含め住み続けられる環境をつくっていただければと

思います。

若い家庭は車があり良いが一人暮らしの年寄り、困る。福祉バスは自由乗り降り出来ない　無駄利用し

ている人いるかな空ではしっている。もったいない。それよりタクシー券2割～3割とか発行しても

らった方が良いと思う　皆さん年寄りは云っていますよ。広報けいせん等もこない民生員の方風のたよ

りと一緒にお願いしたい。年寄りは膝・腰が悪い暮らしやすい町にしてもらいたい。民生員の方は良く

してもらっています。

桂川町で生れて、育って、小、中学校、就職をしていますが、桂川町の中の環境と美化、ドブ溝など生

活に一番大切な事が出来てない。道路はデコボコもうすこし、川の溝、道など小さな事から、ドブ溝な

どから蚊が出て来ています。とくに夏ば、大変です。公民館などの大きな所の草取もよいですが、小さ

な所、道路、ドブ溝、川のポイステ、田畑、ごみ、などです。

私達夫婦にとっては、住みやすい町です。現在、県営住宅で生活をしていますが、大人も、子どもも、

ゴミを散らかして、困ります。ここの団地は、生活のマナーがなっていません。もっと、町と県が協力

をしていただいて、草刈りなどをしていただきたいです。
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桂川町には核（中心）がない、ダラっとした町だ。駅も新しくなり、駅～●●●●、新茶屋、このスト

リート沿を充実させること、桂川町に行ってみたいと思う人は皆無だと思う。人を呼ぶ街づくりをする

こと、目下典型的な田舎町、福岡市のベッドタウンとして最高、小生も福岡市列車で通勤していた時期

があったが、非常に便利であった。とにかくメインのストリートを発展させることだ。

桂川町の教育施設の老朽化に特に不安を感じる。子どもが安心して教育を受けられる環境にないことや

学力低下に不安を感じる。子育て世代は特に気にする部分なので、そこが改善できれば、人口減に歯止

めがかかると思う。教育に感する質問項目の少なさにも町の力の入れ方がうすいのを感じます。町の担

い手は地元の子どもたちが担うのが一番発展につながると思う。狭い桂川町単独で教育委員会を良くし

ていくことができないなら、合併して改善するのも良しとします。

今年から居住を始め思った事は、・緑が多く、のんびりしている。・夜はしずかで落ち着く。・道で誰

かと会った時必ずあいさつをかわせる。　不便に思っている事は、・スーパーがほとんどないので、飯

塚市まで行かなければ…　・病院も少ないので飯塚まで行かなければ…　・バスなど、通勤時間にはな

いので交通が不便です。　でも、今は、車があるので、生活には、不自由してないです。「しまむら」

とか「西松屋」があると、子育て世代にはとっても助かるし、安心して、子どもをまた産める。

桂川駅などは、もういいのでは、子どもたちの学校に行く道を整備してほしい。

歩道の拡大

町営や県営住宅を充実させてほしい。何度も落選し、こまっている。本当に大変な人が必要な補助がも

らえる町にしてほしい。

桂川駅周辺で図書館の本を返却出来れば、もっと図書館を有料でも利用する。（町民以外も利用可）大

きな家に1人暮らし又、少人数で住んでいらっしゃるお家を見ると使われていない部屋とかスペースを

町主導でシェアハウスとか下宿（オンラインスタジオ）とかで利用したら人口が少し増えると思う。

年をとって車の運転が出来なくなった時を考えると不便で生活しにくいと思います。福祉バスはあるけ

ど買い物の荷物も重いしバス停から自宅までの移動、バスの待ち時間など不便です。足の悪い老人でも

自宅で生活が出来る様な安心して年をとれる様な町づくりをしてほしいです。

人や自然などに触れあえる故郷として愛されるまちづくりをしていきましょう。

現在、除草した草や樹木の枝などを戸外で焼くことは禁止されていますが、焼えるゴミ袋に入れて出す

のも大変で非常に困っています。TVで見たのですが、町や市が施設を作り、住民が草や枝などを持ち

込むと、有機肥料に再生され、住民は安価にそれを購入することが出来る。そのような自治体がいくつ

か各地に誕生しています。桂川町でも、是非作っていただきたいと願っています。①生ゴミの減少で燃

料節約　②燃やしたゴミを減らし、ゴミ埋立地を長保ちさせる。

桂川町の職員（地方公務員）はもっと、体をつかって働くべき。

大変な時期ですが、住民と行政が協力して頑張っていければ、良いなあと思います。

・桂川町に道の駅　・原付などのご当地ナンバーの作製（王塚古墳）

企業も産業もない桂川町。税収もなく我が家の固定資産税は今年も横ばい建物古く歳をおろし支払が難

しくなる。何とかならないものかと思う。

広報「けいせん」は、十二分に活用しています。県の広報誌と比較して、格段の差異があります。近隣

の市報を検討し、経費節減に努めて下さい。
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桂川町として誇れるものがない。私が知らないだけですばらしいものもあるのか分からないが…。図書

館は周辺自治体の中では一番と思っている。新刊もはば広く揃えており、本棚も背が低く見やすいしレ

イアウトが良い。町外にもアピールはして良いと思う。老若男女、おいしいものがあれば、どこでも足

を運ぶ食をテーマにした外食産業に力を入れたら良いのでは。

地区自治会に入会している方は社協、赤い羽根など協同募金など半ば強制的に支払いをしていますが自

治会に入会していない家庭は何の制限も受けずボランティア活動、協同募金などの事もしていません。

町としておかしいと思いませんか？いずれ自治会離れが進んでいくと思いますがいかがですか。

・町のバス、逆回りがほしいです。　・魅力や利便に難のありそうな湯ノ浦の施設が税金のむだ使いに

なるのではないかと心配しています。　・癌が血液や尿でわかるようになっていますので検討してほし

いです。　・「くわしくはホームページで」って年よりには無理‼わかりやすく説明してほしい。

高齢化社会となり、福祉・介護に力を入れがちとなるが、若い世代（子育て世代）や現役世代が行政か

らの十分な支援を受け安心して定着できる環境作りを行わないと長期的には、町は衰退していくと考え

る。そのため、若い世代や現役世代がくらしたいと思える町作りを行っていかなければならないと考え

ます。具体的には、①今回のトライアルさん誘致の様な生活の利便性向上（商業振興）　②低所得の若

年層向けの町営住宅の新規建設・推進。　③休日等に人が集まる様な商業施設や飲食店等の積極誘致や

支援が重要と考えます。

住民と行政の距離がもっと近くなると良い　地域づくりに行政がもっと積極的に取組むべき

道路側溝の水の流れがわるい

バス路線の廃止等、通勤通学の手段が減ってしまっている。特に通学に対しては、送迎が前提でなけれ

ば通学がままならない状況です。各地域から駅までや、主な学校への送迎バスがあってもいい思う。財

政上の問題もありますが、住みやすさを考えると解決すべき問題と思います。

今回の新型ウイルスの影響でマスク配布や給付金の振り込みなど、周辺市町村と比べ、桂川町は取り組

みが早く、とても有り難かった。感謝致します。周辺地域と比べ、税収等の関係でなかなか予算が立て

られない等あるかもしれませんが、桂川（町）として無理なくできる取り組みなどで持続して欲しいで

す。具体策が浮かばず申し訳ないです。これからも桂川町に住み続けたいと思っています。

個人的なお話にはなりますが、家の裏山の木々が電線を覆っていたり、道路の草等で危険な箇所があり

ます。裏山にはイノシシが何頭もいたりとイノシシの件については以前役場にご連絡させて頂きました

が、その他環境整備をお願いしたいと思います。大雨が降った場合に木々が倒れてこないか（業者にお

願いするにも補助があれば助かります。）、土砂崩れが起きないか、電線を覆う木々で停電（関連し

て、外灯を増やしてほしいです。通学路＋習い事に子どもだけで通わせるのは不安です。）にならない

か、道路にはみ出している木々の草かり（草がおいしげっていて散歩する時や、車での曲がり時で確認

するのが困難です。）はどこに連絡したらいいのでしょうか？見えるところばかり整備をするのではな

く、桂川町全体をよくする為には一歩踏み入ったところにも目を向けて頂ければと思います。※吉隈二

区です!!!
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町の中心地は、にぎわいもあり景観も良いと思いますが、中心部から外れると、危険な所や町の土地か

個人の土地かわかりませんが、草木がおいしげっている所特に自宅周辺は目立ちます。工業団地への抜

け道になっており事故の危険は大です。特にスピードを出して走る車もいます　いのししが道路を歩い

ている事もあり子どもの通学時は危険です　以前TELでお伝えしました。いのししの数も多く多い時十

数匹が、山から出てきています。

町長　職員　議員；町を運営している人々の「やる気」「意識」の低さには驚く。このアンケート、

10年前と変化がないのでは!!本当に町を良くしていきたいのなら、自分の意見を言える10代からの老若

男女の生の声を聞いて、町政に生かしてもらった方が良い。学校の校舎一つ見ても汚くよごれている。

朝子ども達が学校を見てやる気楽しみの起きる様まず外側からでも変えてほしい、と思う　又元気な高

齢者がたくさん生活できる町にどうしたらできるか「生の声」を聞いてほしい。

（まちづくりとは、少し離れるかも知れませんが、）腐蝕したガードレールで、小さい子どもが怪我を

しています。腐蝕した物が手にささるのです。地域の細かい危険個所の点検、などが、本当の意味の安

心、安全な子育て支援です。まずは、こういったところからお願いします。

色々な事にチャレンジして下さい。失敗してもいいと思います。

小学校の統合し、建て替え希望（小中学共）　統合しない場合は、大規模な修繕が必要。又、学童保育

所の建て替え、広さの確保。幼稚園は、必要かどうか疑問

よその子どもがうちのアパートの敷地内で遊んでいるのが気になります。特にボール遊びは車に当たる

のでやめてほしいです。そういう子ども（小・中学生）が遊べるように学校のグラウンドや公園等を使

用できるようにしてほしい。大きな声も出ているので赤ちゃんがいる家は気になっていると思います。

いまのままで良い

きれいな町にしたい！ごみのポイ捨てをなくしてほしい！

外出は余りしないので桂川町まかせていますが暮しやすい町です。

桂川で育った人や、近隣市町村の若い人達が、「結婚して住むんだったら、桂川町」と選んでくれるよ

うな町になってほしい。このアンケートは、世帯主回答ですが、若い独身の方達の意見が反映されづら

いと思いますが、大丈夫でしょうか

福祉バスで桂川駅に行く時に使えないなど、福祉バスが便利に利用できない。皮フ科や眼科など地域の

病院が、少ないと思う。

インフルエンザの予防接種に関してですが、お年寄りだけではなく子ども達にも補助があれば助かりま

す。

桂川町は大好きな町です。とても住みやすい所だと思います。ですが最近とても不便な思いをしていま

す。第一にバス（西てつ）が利用できない。そして緊急時の放送のスピーカーの悪さ、声が届かない。

エコーききすぎで聞き取れない。町のもよおし物の放送も無い。　・街灯も暗い（言っても改善されな

い）　・空き地の草の件、空き家のゴミ・草の件。　※国民一人々の10万円給付金の手続きは早かっ

たです。ありがとうございました。マスクも…。ですが、これは子ども用ですね。はめれません。

桂川小学校の外装の修復（塗装）をお願いしたいです。外から見ると廃墟のように見え、子ども達がか

わいそうな気がします。マスクの配布や給付金への対応など早く行っていただき助かりました。マスク

1人10枚も他の市町村では聞かないのでいい町だなと改めて思いました。これからもよろしくお願いし

ます。
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福岡市内など通勤利用で桂川町に、住んでもらうようになれば人口がふえるのではないかと　人口がふ

えて、税収があがればいろいろ、やれるのではないかと思います。

・教育・治安に注力すれば、もっと若い世代層が増加すると思う。博多までさほど遠くなく、自然もあ

り、子育てには良い環境であると思うが、学力や治安の面を考えると、現在の状況では子育て世代の選

択肢には入らないと思う。　・九工大と連携し、AIやIoTを手がけるのは、特徴的な取りくみになるの

ではないか。（教育現場や生活面において）

福岡市と関係する町作り。

パチンコ店をなくす。長崎街道や秋月街道を日曜日など車止めして町民の散歩（健康作り）天道～九郎

丸まで

長崎街道・秋月街道を充実させ町民の散歩コースにする

深夜人通りの少ない道はとても暗く心配なため、街灯を増やしてほしい。

自由な発想とオープンマインドが好きです、そこからはじまると思います。でも今は思いつきません。

・道路脇の草がしげりすぎている所が多すぎる。とてもキケンです。　・上下水道の整備を進めてほし

い!!　・年に一度、『トライアル祭』なんて、どうでしょうか？　・どろんこまつり、復活!!祭で町民

が親ぼくをはかる。

健康ランドのようなスパを作ってほしいです。てるはスパみたいに岩ばん浴と温泉があって、子どもも

遊べるようにプールがあるといいと思います。あとは、マツエクや整骨院とかも中にあると、若者受け

もすると思います。近くに、ご飯系のお店もできると、活性化すると思います。

当地に移住したとき、住民税が高いですヨと云われました。安い方がいいですね。

生活保護の不正受給が目に余ります。車に乗っている人もいれば、毎日パチンコ屋に通ってる人もいま

す。納税している者としては、その人達のパチンコ代を支払っているようで気分が悪いです。飯塚市の

方では厳しく罰し、返還した事例も多々あるようです。桂川町も同様に厳しく取り締まって欲しいと思

います。本当に必要としている人にのみ支給するようお願いしたいです。

高齢者なので不明な点は記入していません。

町会議員の選挙時誰が何をしたいのか等まったくわからない。きちんとわかる様にしてほしい。通学の

便もわるく、おくりむかえが必要。登下校の便を考えてほしい。子育てしにくい。

□農業に力を入れてはどうか。嘉穂総合高校もあるし、農業のスペシャリストもいらっしゃるので。

・あいがも農法による米作り。無農薬・有機栽培による野菜作り等。　・農業体験。1年、3年研修

（作物作りの指導。住居の斡旋等）　・会社組織を作り、社員として働く。　□新型コロナでは、公共

施設の使い方、給付金の支給について、適切で迅速な対応をしていただき、安心できました。ありがと

うございました。

人口を増やしていく上で、若い世代へのPRが重要となるので、子育て環境の改善、充実には早急な対

応を望みます。住みにくい町だとは思いませんが、住みやすい町でもありません。全体的に中途半端な

感じがしてしまい、発展するでもなく、衰退もそこまでしていかない印象です。出身は県外ですが、今

後の桂川町に期待しています。宜しくお願い致します。

・他町村と合併しないメリットを感じない。役場の業務も他町村に比べて、電子化に遅れをとってお

り、煩雑である。給食費、学業費も、いまだに現金を学校に持参している。効率化できることをせずに

他町村に遅れをとっている印象があります。　・やみくもに毎年人権問題を掲げるのではなく、未来志

向で、高齢者の住みやすい福祉の充実した町づくりに流れをスライドさせてはどうでしょうか。同じよ

うな人権啓発にうんざりしています。
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行政の窓口に行っても、係長レベルでの対応。奥に課長がいても、私たちの話に耳をかたむけようとも

しない。行政区の区長を通して、やっと話のテーブルにのるのか。（立場や役職でしか行政は動かな

い。自ら動け!!）本当に行政は、住民のこまった声を聞こうとしているのか。こんなアンケートするぐ

らいなら行政区単位での直接対面して話すこんだん会をした方が有意議ではないか。人は、ちゃんと対

面して話さないと真意が伝わらないと思う。

福岡市周辺のベットタウンとして、若い世代の方に来てもらいたい。

職員の質の向上とムダを無くしてほしい。税金で給料をもらっている自覚をもっともってほしい。

町報によりますと、毎年人口減少が見られます。このまま行きますと、何十年先に桂川村と成り消滅す

るのでは、と思われます。ついては、一家の主人の職場を、開拓して行かねばと思われます。

特に思うのが中・高校生をもう少し育成に力を入れたほうが良いかと思います。

コロナが大変な時マスクが手に入らない事になやんでいたら、マスクが桂川町より送って来ました。同

時に水道料金が半額になり、とてもうれしかったです。今後も町民の気持ちに寄りそった町づくりをが

んばって下さい

・この機会に「第5次桂川町総合計画」（桂川町のホームページで）に目を通してみました。また、こ

の10年間に、この総合計画を具体化する各計画（「人口ビジョン」「財政建全化計画」「地域福祉計

画」など）が策定され実施されています。しかし、計画は公表されているが、「活動の点検・評価」が

公表されているのは、「『農地改革プラン』推進のための活動計画」についてだけのようです。「第6

次総合計画」の策定計画に当っては、「第5次計画」の実施の点検・評価を町の責任において行い、計

画（案）のパブリック・コメントに付して欲しいと思います。　・現在、新型コロナが、東京・大阪・

福岡市、世界ではニューヨークなど大都市で多数発生しています。コロナ後の日本や世界では、行きす

ぎた大都市への一極集中やグローバリズムの見直しが求められると思われます。地方・田舎の大切さが

見直おされる時、それに応えうる町づくりとは、を意識いただき計画を策定して欲しいと思います。

私も妻も桂川町出身ではなく、縁があり在住しております。妻が良く言うこと、「この町は高齢者や実

家が近くにある人には住みやすいよね。」「私みたいに頼れる人がおらず、子育てしていくには、子育

て支援があまりにもなさすぎる。」子育て支援や教育環境が整うことで、新たに子育て世代をこの町に

取り込めるのでは？保・幼ともに古く、（嘉麻市、飯塚市）は建て変わり、幼保一元化が進んでいるの

に対し、桂川町は遅れすぎとも感じます。妻は、小中学校周辺の歩道もとてもせまく、送迎の車も入り

乱れ危険であるが、町役場が目の前なのに、積極的に動かないのにも不満のようです。幼稚園も定数割

れが続いていると聞きます。空き教室を開放して、一部屋子育て支援に使うなど、新しい取り組み、新

しい風を吹かせなければ、この町に未来はないと思います。未来ある子ども達のためによろしくお願い

します。

問29、31に関連し、古墳、道の駅、季節の花（花でも人を呼べる。）を植える等でプチ観光に近隣の

市町から桂川町に来てもらえる場所を作る。また福岡市のベッドタウンとして若い家族が住んでもらい

住民を増やす。税収を上げ桂川町を残し、元気な町になるといいと思います。

住民センターより桂川駅迄の直通のコミュニティバスを運用してほしい。

駅と町の中心の連携を図ることが必要と思います。

公共のバスと福祉バスの連携を作ってほしい。服関係の店を作ってほしい　歩道がせまいので広くして

ほしい
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・高齢者宅に部屋に有線放送設置して欲しい。外では聞き取りにくいです。　・湯ノ浦に地主に相談し

てツリーハウスとか探検設備して欲しいです。俺はツリーハウス造りたいです。　・子どもは3才迄は

母親が育てるべきです。だから母親に援助するといいと思う　お願いです

子、親、高齢者の視点、働く世代、働きおえた世代の視点、色々な視点で困ること、次につながること

をだし、お互いにつながっていく問題の明確化、優先順位。⇒各課の連携、問題点の共有で気づくこと

もある。福祉と行政運営が離れた場にあり、どのようなやり取りか可視化もすることは広報にもなる

し、町づくりの発信にもなる（？）

少ない年金暮しで生活困窮者です　桂川町税金が高いので近隣の市と合併した方がよいと思います

桂川駅の駐輪場で盗難、鍵の破壊が多いと聞き、実際私共も被害に遭いました。泣き寝入りになります

が修理費・自転車を買い直す事になる等安心出来ない状況です。出来る限りの対策をぜひお願い致しま

す。こんな事をする人に弁償していただきたいです。

申し訳有りません。意見を出すには、年を取り過ぎました。（時代おくれ）　桂川駅の完成を楽しみ

に、して居ります。

・大企業を呼込まないと人は集らない。人の流れを作らないとすいたいするだけ

高齢者や障がい者が生活が出来るよう考えて下さい

古き良き街並みや大自然といったものは日本各地にあるため、IoTを活用した利便性の良いまちづくり

を目指していただきたい。トヨタが発表したウーブン・シティも今後のまちづくりを考えていくうえで

参考になると考えている。

大雨の時に自宅周わりの側溝が毎回オーバーフローします。区長さんにもう何年も前よりお願いしてま

すがまったく改善されません　立派な駅を建設するより安全な地域にしてほしい

こころ豊かな人が多い町　人々がやさしい町　他人の事を考えられる人が多い町

特にありません

自然災害が毎年のようにおこっているので、河川の掘り下げや、川を広くするような工事を、早くして

ほしいと、いつも思っている。

利用者の少ない福祉バス、何かいい運行方法を願います

・桂川駅につながる道路等もふくめて、あれだけのお金を使うなら、大助パチンコのところに桂川駅を

移てんした方がよかった。（道路の幅がちがうので…）　・道路の幅を広くして、桂川町のイメージを

上げる。　・飯塚市や嘉麻市から見た桂川町を考えて、どうすれば連携を図りたい、利便性があると考

えるかの視点も大切。交通量を考えるべき!!　・歩道が切れているところは歩道をつくる。　・新しい

道ができたが、豆田─稲築線の交通量、大型車の通交が多い。道幅を開げてほしい。そして、嘉麻市の

新庁舎から桂川駅までの町づくりを連携して考えていく。

嘉穂郡桂川町としてまとまりのある、子どもたちがここに産まれてきてよかった、また帰って来て暮し

ていきたいと思える町、発展しなくてもよいけど、安心できる優しい町にしてほしい。

身体不自由者、高齢者等に、優しい町作りをお願いします。

なし

嘉麻市のように頑張ってほしい。色々な面で努力している　桂川町はどうなっているのですか。町長は

もっと若い人がなってほしい。年寄は、やる気がないのでしょうか　桂川は、暗い。もっと活気がほし

いと思います。全国的にコロナでも若い人達が意見を言っている。（札幌、大阪他）　役場の人達も、

もっと働いて下さい。

福岡市迄の通勤、通学の好環境（時間）を活かし、インフラを充実させる事。（住みやすさのアピー

ル）
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アンケートの質問がむずかしいので、わかりやすいものにしてほしい。今回、アンケートした結果を集

計して、配ってほしい。また、アンケート率がどのくらいだったのかは知りたい。役場の人たちは今後

桂川町をどうしていきたいのかをお年寄や、子どもにも分かる言葉で教えてほしい。おねがいします!!

桂川駅周辺の改革、駅前に商店や食事、お茶を飲んでゆっくりできる場所をつくり、観光者も休み処を

つくる。王塚古墳を観光に来られても、食事するところも、喫店もないでは、ちょっとした買い物をす

る店をつくってほしい。

飲食店、スーパー、コンビニを増やして欲しい。バスの量を増やして欲しい。

夜遅くまで、大声で外で遊んでいたりする幼児や、不必要であろうと思われる明るすぎる個人宅の外

灯。必要と思わない元給食センターの雑木（新しい）。どなたが税金を使用しているのか。むだなもの

がじゃまで仕方ありません。新しい小学校や、中学校の校舎に、未来の子どもたちのために、むだをは

ぶいて、お金を大事に使ってほしいです。40代、50代でも参加できるサークルなどが欲しい。

①問27-9と重複するが、ふるさと納税事業は、町財政上重要である。この事業について町民にＰＲし

てほしい。この事業を町の大きな柱として特化し、各界の意見を取り入れてほしい。

②各地区の文化財を観光に生かせないか検討してほしい。

桂川町は頑張っています。最々、町内に定住していただきたいと思います。

大宰府天満宮にあれだけの観光客が来ていることを考えると王塚古墳の魅力をＵＰさせて流れをここ桂

川町に持ってくることは可能ではないかと考えます。

交通が不便なため、自車がないと移動が難しい。バスの数が少なく特に学生等が乗れるバスがほとんど

ないので桂川駅から帰宅する手段がなく困るときも多い。免許を持っていない高齢者や学生達へのサ

ポートを増やし負担が減るようにしてほしい。

・今ある自然を大切にしてほしい。　・水害（大雨）が近年ふえているので対策（排水）をしっかりし

てほしい。

桂川町役場に地銀のＡＴＭ設置をして欲しい。主幹道路添いにスーパー他飲食店を充実させて欲しい。

不登校の子、親への温かい支援。草が生い茂っている所が多数あるので整備して欲しい。

博多駅まで電車で30分というのはとても魅力的なポイントだと思います。特急●止まるという点も含

めて利便が良いということをアピールできると思います。

近隣市との合併を行えば良い点も沢山あるとは思うが、ずっと町で頑張って来たので、桂川町がなくな

るのは、嫌な気がします。町だけでは、正直市より無理な事も有り、〝なぜ〟と思う所もあったがやは

り、生まれ育った町をずっと残していきたいと思う。大型スーパーもでき、集客もあり、少しずつ栄え

て来てると思います。井上町長、大変ですが、桂川町を変える事なく頑張りましょう。

・いいバイ桂川の跡地の有効な活用（飲食店や販売店の展開）　・キャンプ場の新設、既存キャンプ場

の大規模改修。ゆのうらキャンプ場を子育て世代（町外含む）が利用したくなるような施設にする。

・小・中学校近辺の土地の整備（定住したくても土地がないと聞く）　・主要道路の周辺の商業振興

・おしゃれな街の景観

桂川駅周辺は利用者がとても多いのに周りに何もない（お店等）のがとても不便。現在工事中だが、桂

川駅周辺にコンビニやスーパーがあれば、駅の利用者も寄りやすいと思う。通勤で利用しているが、

スーパーなどが車で行かないといけない距離にしかないので本当に不便。
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桂川町を車で走っていると大きな樹木・雑草が気に成ります。場所によっては、樹木・雑草等で近づい

て来る車が、全く見えなくて、恐い時があります。桂川町の景観の為にも、どうにか成りませんか？

移住して2年になります。静かな町です。環境よく、博多までアクセスも良い。

行政手続きの電子化等、町役場へ訪問しなくてよい体制の整備（共働きのため仕事を休まなければなら

ない点を改善）。行政としてのＩＯＴを整備し、ＩＴ企業と共働して街づくりを行う（町を実験場とし

て企業に貸し出すことで、産業振興を行う）。

未婚者・ひとりぐらし・介護・高齢・家族・親類・兄弟姉妹・近所づきあい・ひきこもり・時代の変化

と人間関係のむつかしさ・民生委員・ひまわりの里・未婚女性として相談出来る場所がない・おなじ悩

みや問題をかかえた仲間の相談や集まりの会・これからの時代で新しいかたちでの相談や集まりの会の

場所がほしい
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