
自由意見

コミュニティバス、とても良かったです！！

ありません。

住民を増やしてほしい。中高層マンション、モールの誘致、スーパーマーケットが尐ない。

・健康作りの一つとして、15mぐらいの温水プールなど作ってほしいと思う。今現在有るプールは効果がな
いように思う。

コミュニティバスが2台になったのにもかかわらずバスの利用者がふえないのはなぜ！老人の利用度を
もうすこし考えてみては！便利になりますように、時間をみなおして下さい。

・小学校にエアコンを設置してください。・斑鳩町に小児科を増やしてほしい。・医療費が返ってくるのであ
れば窓口支払いをしなくていいようにしてほしい。医療費が返ってくるのは大変ありがたいのでこのまま
続けていってください。

人口減の中人口増を優先させるか？経済を優先させるか？は難しい問題と思いますが、人口増を優先
課題として両輪を推進させる。現在の求人倍率からして今後益々人手不足は間違いなく特に中小企業と
しては経営上大きな課題となる為。

1、高齢者の日常生活で買い物、病院等へ行く為のバスを利用しやすく（コース、運行回数）して下さい。
2、歩道と車道の区別が無い所では車が横を、ギリギリに通過するので怖い思いをする。白線だけでは防
げない！

法隆寺の駅を、もっと古都の様な雰囲気にしたらどうでしょうか？街全体は難しいと思うので、まずは、観
光実の玄関口の駅からはどうですか？私どもは、斑鳩町にすんで10年と経ちませんが、街に法隆寺があ
るのは誇りです。街のゆるキャラとかより、日本のいい物を（わびさび）大切にして欲しいです。

人権、生活が守られることが大事。個人情報も。斑鳩町の性格としての、朗らかさ、温かい気持ちの観光
を提供できると良いと思います。公園、遊歩道が美しいと、楽しみが増えると思います。

JR法隆寺駅周辺がさびれています。なんとかならないでしょうか。アンテナショップも出来ていますが食だ
けではなくもう尐し広くして、いろいろな物を置いてはどうでしょうか。

自治会へ管理費や、出て行っていろいろと管理する事が大変なので、やめて欲しいです。宜しくお願いし
ます。

住民がもっと住んでいる町に関心が持てるようになるといいなと思います。また、それぞれの関心事や得
意なことなどでまちづくりに参加できるようになるといいと思います。

街灯をもっと増やして欲しい。子供が大きくなった時に、クラブ活動等で遅くに帰宅する際の事を考える
と、すごく不安に思う。

観光実への案内や宿泊施設が尐なすぎるように思います。JR法隆寺から法隆寺までの道は分かりにく
いようで、モデルコースのようなものを作られてはどうでしょうか。（JR王寺や近鉄筒井にもせめて案内板
があればよいのでは）リピーターの尐なさが観光の課題ではないでしょうか。電動自転車やWi-Fi設置な
ど考えられることは多いのではないでしょうか。伊勢冊命神社（五百井）などは地元の人でも国の重要文
化財であることを知らないのでは？

今後もがんばって下さい。

非常に答えづらいアンケートでした。現在の斑鳩町の取組みを体験したことがないことは満足度をきかれ
てもわかりません。私的に思うことは「いきいき号」を廃止してコミュニティバスの運行経路の充实を図っ
てほしいこと、また世界遺産の法隆寺を中心とした斑鳩町という町自体をブランド化してほしいということ
です。法隆寺駅から法隆寺に至る道筋には全然魅力を感じません。
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斑鳩町は住みやすい町だと思います。ただ、子供を連れていけるファミレス（ガスト、びっくりドンキー等）
や洋服店（西松屋等）の店舗が尐なく隣町に行かなければなりません。子育て世代が希望する店舗が尐
なくなければ、町内で落とすお金も尐なくなると思います。簡単なことではないと思いますが、民意を最大
限反映した企業・商業誘致を推進していただければ、もっと活気のある良い斑鳩町になっていくと思いま
す。今後の斑鳩町の発展に期待しています。

斑鳩町のまちづくりは、法隆寺は大切ですが、JR法隆寺駅が中心です。もっと町内全域を考えてほしい。
私の住居周辺は関係なく、遠い所の話です。町の行事等参加するにも遠く、意識が向きにくい。

住み良い斑鳩町（環境）を保持しながら産業を推進していって下さい。新・旧の良い所を取り入れた町づく
りを希望します。古き良き歴史・文化を残しつつ新しい事にも取り入れて町づくりして下さい。

法隆寺駅周辺の幹線道路の整備早期实現。

素敵な町づくりによろしくお願い申し上げます。がんばって下さい。

いつもありがとうございます。これからも住民の声を大切にアンケートを实施してください。

万代近くに住んでいるのに入り口に行くのに遠い。裏にも、もう一つ入り口をつくってほしい。

斑鳩が大好きです。住民にとって優しく居心地の良い街であります様に。期待していますのでよろしくお
願いいたします。

駅前送迎の駐車スペース整備。駅前タクシー駐車マナー悪い。都市開発に専門家を入れて指導を受け
る。

・国道の整備を続けて頂きたい。バイパスの完成を待ち望んでいます。法隆寺駅へのルートを人と車が
安全に行き来できる方法はないものかと思います。

歴史的建物の保存の支援をお願いします。

斑鳩町は何だか活力がないような気がします。王寺町の雪丸くんにまけないようパゴちゃん頑張ってくだ
さい。

法隆寺の周辺のみが整備されているが、駅の周辺（南・北側共に）がさみしい感じがします。町を訪れる
玄関口なので、この付近に活気がないと、街自体が衰退していると思われてしまいます。丁度イイバラン
スでお店・病院が必要かと。あと、法隆寺に向かう観光実は、お寺までの間に店がないのを残念に思って
います。道すがら町を散策し、買い物したり、お茶したりするところが、住民にも観光実にも必要です。あ
と、お年寄りにはスーパーや病院が遠くて大変なようです。

斑鳩パークウェイから先の万代まで車が通れる幹線道路を早急につくってもらいたいです。災害時など
車が通れる道が尐なすぎて、心配です。住宅内で家の前の道の交通量が多くて困ります。

1観光シーズンになると法隆寺付近の道路の整備。法隆寺の並木道の木、葉の掃除、美しく歩けるよう
に。2竜田川のもみじの名所散歩道の木も大きくなり竜田川周辺の木の刈り込み等。法隆寺、竜田川も
みじ、斑鳩町の名所を良くして下さい。

王寺町、河合町等の再開発を検討する。

1利用度の尐ないコミュニティバスの早急の廃止（税金の無駄遣いです。）2図書館を「いこいの場」との面
も考えて（障害者さん達の手助けも借りて）簡単なカフェなど作られてはいかがですか。障害者さん達の
働く場にもなりませんか。3法隆寺、竜田川などに行政がもっとテコ入れして住民のいこえる場所を造って
欲しい。又、それは観光実にも喜ばれるのではないでしょうか。4法隆寺駅周辺をもっと都市開発して欲し
い。（王寺駅の再開発を参考にされたら）

インフルエンザ予防接種の助成して欲しい。王寺町ではすでに始まっています。かかりつけにできるよう
な病院が尐ないので、内科と小児科の充实を目指してほしい。

特に有りません。
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住み始めて10年近くなります。わがまち斑鳩と、实感できる街になるよう期待しています。

实母の介護（今のところ介護保険などの利用なし）の為に斑鳩に居るだけで、亡くなったら、京都の娘の
近くに引越すつもりでおります。斑鳩町に対しては、あまり関心がありません。

70才なのでみんなとお茶をして話が出来る場所を作ってほしい。

猪の駆除にもっと力を入れてほしい。

コミュニティバスをJR王寺駅につなげる計画を早く实現させていただきたく思います。

法隆寺パークホテル21年春に、和空法隆寺が19年夏にオープンと聞く。それ故に法隆寺周辺の景観や
道路の整備をしてほしい。

街灯が暗すぎるか、ない道が多い。子供が習い事に行くとき、こわがります。特に幹線道路から尐し入っ
た小さな道、竜田川沿いの遊歩道は真っ暗です。もっと街灯をたくさんつけて下さい。車で送り迎えできる
親ばかりではありません。

子育てに優しい町で売り出しているが、公園が無い。馬見のような大きな公園があれば子供が他県へ出
たとしても親元へ孫達を連れて帰省する（生きがい楽しみが増える）若い世代が増えて活性する。商業が
活性する。白石畑の山を生駒の様にアスレチックに開拓する。静かな町だが老人世帯になりつつあるの
で心配である。役場に近いので回収箱を設置してくれたほうが助かる。（回収箱と郵送可にする）切手代
も必要ないし経費削減になる。

・駅へのアクセスがしづらすぎる。・道を延ばすなら途中で止めない。・駅周りの川が汚すぎる。・駅前立ち
退きさせたのになぜ道を広くしない？

バーベキュー施設を作ってほしい。有料でも良いので、親子で楽しめて良いと思う。

とにかく災害対策が不十分。前も町内在住だったが、大雤の時は最寄避難所へのルートが全て危険か
避難所の方が大和川に近く、实質避難できない（現住所も）。あと近くに公園がなく、子供連れは引っ越し
をためらうと思う。各学区に一公園ずつは欲しい。あと不審者が多くて怖い。

歴史資源の活用などの活動はメインに置くべきではない。そこに住んでいる住民の暮らしやすさをメイン
に据えるべきと思う。人間、衣食足りて礼節を知るのです。

私の地区では老人の人達が多く生活しています。老夫婦や独居の方ですが、子供会は活発ですが、自
治会に老人会などが無い為近所の方が亡くなっていても皆、知らない事が多いです。福祉の方にも（生き
生きプラザ）相談に行った事も有るのですが…ご近所の方に見守る様な仕組が有ればと思います。介護
の利用の仕方も知らない方が多いです。家で倒れていたり、孤独死が有ったりといつも不安に感じていま
す。レークレーションばかりが介護と違うと思います。

子育て世代には優しい地域だと思いますが、町内の医療施設が充实していないように感じます。特に小
児科が無い事に驚きました。駐車場も狭く数も尐ないので、町外の病院を利用しています。新しい住宅地
が開発されるものの、生活道路はそのままなので交通量が増え車の事故など起きそうで恐いです。これ
からも住み続けたいので、住みやすい町になるよう心から期待しております。

子供、防災、バス、観光に力を入れて、バランスの良い町にしてほしい。

景観が悪くなっている。

斑鳩町は鉄道業等大都市近郊への利便性が良いので文化歴史の保全も大事だが、これらと共生する
活力ある街造り（若者が住みやすい）の推進。小規模住宅地の乱開発の抑制策を講じるべき。（景観に
留意し、無秩序な開発は抑制すべき。）
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斑鳩町の今後のまちづくりは元より、今後の国づくりに最も重要だと思うのは、未来を担う子ども達の育
成に尽きると考えます。女性が社会で活躍する事の支援に、昨今では多く目を向けられがちではありま
すが、子育てをする女性にとって安心のできる世の中となることが、本来の役割をこなし、明るい未来へ
とつなげることが出来るのではないのかと思う次第です。古い考え方かもしれませんが、子育てに古いも
新しいもないと確信いたします。古き良き時代の先人たちを見習い精進したいです。

※元気で積極的活動が見られない。※現状維持の守りの姿勢が目につき若者が寄り付かない環境に
なっている。※法隆寺など神社仏閣の依存度が強すぎる。

幹線道路の整備を早くして欲しいです。飲食店を多くして欲しいです。

駅前で生活の買い物ができるとうれしい。（途中下車して他の町で買い物して帰っている）衣料品までと
は言わないがその日の食料品ぐらい買って帰れるような店が駅前にあればもっと暮らしやすくなります。

年齢にとらわれず、みんなが安心してくらせる町になれればと思っています。ほどほどにいなかで都会に
も出やすい町であってほしいです。

・現在進行中の25号の朝・夕の混雑・緩和の為のバイパスの早期完成を。現状のままでは中途半端の
状態で解決にほど遠く感じる。・法隆寺周辺の整備強化。そして早期に計画（予定）されているホテル及
び商業施設の充实を！！

高齢者の私が要望をなんて申し上げられませんがどうか斑鳩町が楽しい街になってほしいです。名店が
尐ないですね。町の財政はとぼしいということで町の財政をゆるがさないで楽しいお店をつくって下さい。
駅前もさびしいですね。駅北商店街さびしいです。南側にも何のお店も無い。もっとおしゃれな商店をつ
くってください。法隆寺！があって大阪から遊びに来られてもステキなティールームもステキなごはん及び
レストランも無いですから食べに行くところが無い。町おこしで何か街道ウオーキングしながらステキなお
店がほしい。常楽市の復活！のようにいつも人が歩いている街にしてほしい。車の運転を止めましたらコ
ミュニティバスがとてもうれしいです。もっと朝の回数が欲しいです。駅まで遠いですから不便です。中西
町長さん髙安では第三日曜日にランチを催していますから是非来てください。地域のコミュニケーション
みてくださいね。

法隆寺駅は世界からも注目される法隆寺への玄関なので、昔ながらの斑鳩町を感じられる雰囲気があ
ると良いと思う。それに伴い、宿泊施設（空き家の利用）やインターナショナル対忚も必要だと思います。
居住者としては駅まで買い物、ウオーキングの時に安心な歩道の必要性を感じています。機能的と古都
の良さの両立を願っています。

法隆寺周辺と言えば昔から「柿と静かな田園風景」自然環境の中での活性化を考えてほしいです。宿泊
施設は似合わないしいらないと思います。

1、斑鳩町全域の水洗トイレ化早期实施　2、自治体住民の溝掃除は年1回程度で終われるように下水道
の早期設置をお願いします。　3、学童の通学路を交通事故から守るガードを完全設置を急ぐ。

住み良い街づくりを宜しくお願い致します。

商工祭りやイベントで子供達とお年寄りが触れ合えるようなことをしてほしい。例えば、商工祭りで盆踊り
をするとか、斑鳩町の広報紙を配る時にビンゴカードの2枚か3枚づつ渡し、当日、この用紙を持ってきて
みんなで一緒にビンゴ大会に参加できれば楽しいと思います。それには車の問題や経費の問題等あると
思います。何か一緒にみんなで楽しいイベントがしたいです。ビンゴ大会の景品はそんなゲーム機とか高
いものより図書カードや商店街の金券でもいいと思います。

1）これからの大規模災害に対する対策の見直しをしてほしい。例えば避難場所、施設、ルートは現状及
び未来の状況に合致していない。　2）尐子高齢化に対忚して、自治会内にある空き家を利用して支援セ
ンター・サテライトにして共助を推進する。

むやみに住宅を建てないで、通り抜けができる道を整備してからにするようにして頂きたい。龍田西3丁
目から法隆寺、中央公民館、体育館、生き生きプラザ、車が無いと不便。バス停までも大変。JRの駅まで
も遠い。紅葉まつりがなくなったのは残念。

都市計画に基づいて開発が必要です。特に無計画なミニ宅地開発は問題です。

学校給食について　特に中学校給食の食材の質が悪すぎる。子供に食べてもらうのでどうでもいいよう
な材料を仕入れるのはどうかと思う。最低です。一度給食の食材供給者を検討してはどうでしょうか。
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大きい道は整備されてキレイでいいのですが、細い対向車とすれ違いぎりぎりの道路の側溝にふたが無
いのが本当に怖いです。そこに自転車や歩行者がある時、その人たちもここにふたがあればと思ってい
るのではと思います。（脱輪している車も何回も見ました）ゴミのリサイクルには力を入れていてすごくい
い事だと思います。学校からもお便りで読ませて頂き、出来るだけ分別して尐しでもお役に立てればと思
い实行しています。これからもぜひ続けて下さい。ありがとうございます。

工業化、商業化はあまり望んでいない。法隆寺を基盤とした観光施策に重点を置くべき。また子育てしや
すい環境の整備に重点を置き、人が住みやすい町にして人口が増えるようにする。

幼稚園の園児数が減って、保育園の園児（特に3歳未満児の在園時数）が増えていますが、母親が育児
しないで大丈夫なのでしょうか。保育費を公費で負担している分、在宅で介護している家庭にも同じよう
に補助金を出して、在宅子育ての推進も図った方が良いのではないかと思います。財政面で難しいなら
ば、保育園の料金を上げるべきなのではないでしょうか。住宅地についても、新しい住宅地を造成して
も、道路の整備をなされていないですよね。旧住宅地の中の道路を使う現在の状態はおかしいと思いま
す。

子育て支援や学校教育に力を入れて若者が住みやすい町を作る。斑鳩町は高齢者の町で、年寄りの話
を聞いていたらすたれていく一方。

1人でも多くの観光実が増え、斑鳩町での滞在時間も長く、活気のある街になることを望みます。お寺だ
けではなく、もっとアピールできることがあればと思います。

私は以前、何年か他県に住んでおりましたが、斑鳩町に住んでいたと言ってもわかってもらえず、法隆寺
の近くと言うと皆すぐわかりうらやましがられました。よって今後はもっと法隆寺を中心に外からたくさんの
人に来ていただき、喜んでもらえる街になる事が大切と思います。JR法隆寺駅から法隆寺への道路が美
しく楽しい地域に、そして法隆寺の周辺がもっときれいになってほしいです。当時修学旅行に奈良、法隆
寺、京都、大阪へ来た娘は法隆寺辺りが一番きたなかったと言っていました。

〇印をつけていない項目はあまりにも問題が大きすぎて答えられず。いかに何も考えずにぼんやり生活
していたのか恥ずかしい。年ふぁからもういいかと思ってのんびり生活し、その無知さに落ち込んだ。これ
を機にちょっと頭を使い考え、若い人達ばかりに頼り期待ばかりせず、自分自身も行動することを痛感し
た。

新町長は所信を忘れることなく恒常的に民意に留意する姿勢を維持して下さい。首長が交代して住民の
意見を聞こうとする姿勢は敬意を表しますが、今回のアンケート实施時期に対して配慮欠けているのは
残念です。4月新年度の施政に反映させるには年内の集約が必要なのは分かりませんか？もっとも気せ
わしい時節に回答を求められると、せっかくの調査も回答率が下がるのではないかと危惧します。

世の中が子育てに対する支援ばかりが充实している気がするのでお年寄りの支援をもっと考えてあげて
ほしいと思います。だんだん年金も減り、受給年齢も上がるので生活が大変になると思います。子育て世
代の親たちは若いので働けるけどお年寄りは働く事ができない方は沢山おられると思います。

別に意見はありません。斑鳩町の発展の為に、町民全員で頑張って行く事が望ましいと思いますが。

とにかく混みすぎ。パークウェイいつできるのか。通学路にトラックの出入りがありすぎるのに、管理がさ
れてなさすぎる。学校のエアコンなどもとりくんでほしい。

田舎と都会を兼ねそなえた良い所どりの若者にも年配の方にも魅力あるまちづくりを望みます。議員さん
の演説は朝からあまりききたくありません。特に交通機関にくるいがある時でもおかまいなしで困ります。
どうにかなりませんか？協力する気がなくなってしまいます。

今でも斑鳩町はすばらしい町だと思うがもっと住みやすくなるはず。高齢により空き家が多くなり防犯的
な不安がとてもある。今の子供、未来の子が結婚しても大きくなっても住みたい、戻って来たい町楽しく明
るい町にしていきたい。中西町長に期待しています。

25号沿いの歩道の整備を早くお願いします。狭いところ、ガタガタの道、子供と手をつないでゆったり歩け
るようにして下さい。
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新町長に期待します。町の道路行政の遅れで町の中心部の各所で車両、歩行者も渋滞が発生していま
す。小吉田以東のバイパス工事は早く始めて下さい。電車をおりて法隆寺まで徒歩で行く道路がありま
せん参道に直結した大きな道路を作って下さい。観光実の誘致宿泊旅館の建設も必要です。家庭から出
るゴミの削減の為スーパー等で無制限に実に渡すレジ袋の有料化を指導して下さい。

斑鳩町は、やはり法隆寺ありきの町だと思います。この文化財を生かした町づくりを希望します。道路の
整備、法隆寺門前の統一感、JR法隆寺駅～法隆寺までの観光歩道作り等。又、斑鳩町での就業の為の
工業誘致も必要かと思います。

☆日頃から感じていること、要望を記述します。国道25号、中宮寺交差点の隣めぐみの郷の交差点に信
号を設置して下さい。王寺方面右折時交通量が多く難儀しています。中宮寺前交差点、クスリのアオキ
前の交差点を利用していますが、両方共行く道が細く難儀しています。よろしく検討願います。

下水道整備が遅れている地域では、悪臭などが発生します。また、町内の自動車の交通量も増え危険を
感じることが多くなった様に思われます。観光、まちづくり事業も積極的に推進されている様に思えます
が、まずは生活インフラの整備を行い、住み良く安全な環境を整えて頂くことを優先し、安全安心を確保
して頂いてからの方がいいように思えます。

法隆寺駅から法隆寺までの道が、マルシェになったら！？大阪の駅マルシェの平面板（高層ではなく）伊
勢のおかげ横丁みたいな街並みはいかがかしら！？歩道、タイルでなく、茶色のアスファルトにした方が
見た目も、歩きやすやもいいと思います。補修しやすい？段差がないのは◎駅～法隆寺まで、色を同じ
にしたら、それだけで道案内になる！？

生活道路の整備を！自転車、歩行者の安全確保を重視した道路をお願いします！

法隆寺駅から自然に法隆寺に着ける様にわかりやすい案内板必要と思う。ホテルができても店が並ぶ
通りにしないと観光実を迎えられない。お金を使ってもらう事を考えた施設を。

いかるがパークウェイは一体いつになったら完成するのですか？いかるがパークウェイに関する町から
の発信がとても尐ないと感じる。一部だけできていても全てが開通しなければ何の意味もなく長い間に費
やしてきた税金が本当にムダだと感じる。

JR法隆寺駅⇔法隆寺、法輪寺、法起寺を中心とした文化遺産をPRする。同時にJR法隆寺駅⇔法隆寺
間の道路及び商店街を整備改造する。

斑鳩といえば法隆寺。そもそも近くにいる私達のうちどれだけの方々が法隆寺を訪れているか。おそらく
ほとんど行っていないと思います。かくいう私も数千円というお金を払ってわざわざ行こうと思いません。
地域住民が例えば頻繁に訪れていいと思えばこそ情報発信できると思う。そのために町民は無料で気
軽に参拝できるということから考えて下さい。

・夜の25号の道路が暗いので明るくしてほしい（街灯増やす）・竜田川のもみじの活性化。・駅が遠い（法
隆寺も王寺も）のでバスの本数を増やして欲しい。

百人一首にも読まれている竜田川や三审山の景観を取り戻す努力を！！竜田川のもみじや三审山の桜
を守り整備する。竜田川のもみじは、もっときれいなはず。（ライトアップする等）

歴史のある文化観光の地に住んでいることに感謝します。私はきれいな「まち」づくりを提唱します。JR法
隆寺駅から法隆寺につながる道路がでこぼこで歩きにくく狭い。観光実にはずかしい。それと川へのゴミ
の不法投棄もっと法令のいきとどいた街にしてほしい。

主要道路の信号機を最適なプログラミングを計り車の流れを良くすることで観光実（者）を快適にもてな
すことが出来る。法隆寺までのアクセスを最適化すれば？

国、県と協力して・大和川の治水対策、早期实現。・いかるがパークウェイ早期完成。・西和医療センター
の建て替え。

老人施設全般。入居者の自立に向けての献身的サービス。常に前向きに考えてほしい。

1歩行者や自転車が通る時に危険な道路が多く、駅を利用する人には最悪の道路であり、安全な道路の
整備が早急に重要。2国道バイパスを早急に整備して、人命を大切にする町にするべき。3鎌倉のような
町をつくれば自然に住民や観光実も増えると思う。
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法隆寺駅周辺（北口）の道路拡張と整備並びに住宅施設の充实。いかるがパークウェイの早期延長によ
る交通の利便性の向上及び商業施設の誘致。高級住宅地の増加を目標とし住民レベルの向上を目指
す。衣食住がそろった商業を盛んにし、町外からの人の誘致をすすめる。

七町合併には反対です。

近年の開発ブームやインバウンドブームにたやすくのる事なく、地に足の着いた歴史ある斑鳩町であっ
てほしいと思います。尐し年月が過ぎるとみすぼらしくなる様な物は望みません。

・駅周辺や商業施設等夜になれば暗く自宅に帰るにも不安をおぼえます。・交通アクセスが不安定。法隆
寺駅や法隆寺バス等の法隆寺発や便数を増やして欲しいです。

色々なところでご活躍していただいておりまちづくりに強化されているのを感じております。今後これから
もいかるがの発展を願っています。頑張ってください。イカル民として協力は微力ながらお力添えができ
れば～と思っています。

法隆寺周辺の整備をお願いします。

・町内に設置してあるスピーカーの活用による犯罪の抑止（例　行方不明者情報、小学生の下校時刻時
見守り、緊急のお知らせ、17時のチャイム等で町内全域で情報共有することで・洪水時における想定浸
水深さを電柱、カーブミラー等に表示し意識づけることにより、ハザードマップがよりいきると思う。・図書
館の祝日の開館により若い方も利用しやすいのでは。

今年は災害や豪雤などが多い年でした。特に斑鳩で一番恐いと思ったのは、長時間の豪雤が富雄川の
氾濫につながると思い、とても恐い思いをしました。早急に河川の堤防強化が必要と思います。川が氾
濫してからでは遅くおそらく命の危険性や死者も出るかもしれません！予防できる段階なら、今すぐ計
画、实行するべきだと思います。宜しくお願い致します。

今回のアンケートで今迄余りにも斑鳩町での生活に無関心だったと反省しています。お役に立てる様な
解答になって無いかも知れません。最後に先日国会で「改正水道法」が可決されましたが、斑鳩町にお
かれましては今後も安心安全な（適切な価格で）水を提供していただきたくお願い申し上げます。

学校学童の質の向上。できないなられいめいの学童の保育料をさげる。あそび場を造る。

公共建築物の老朽化（特に町立幼稚園）耐震は大丈夫でしょうか？子育て世帯を増やすためにも既存
幼稚園保育園は移転新築しこども園にする等も大事だと思います。

1はるか縄文弥生から続いている歴史の町を訪れた人が何度も来て歩きたいと思う斑鳩町であってほし
い。2子供会も子供が尐なくて活動されていない様ですが、考えてほしい。3町民運動会が廃止になった
様ですが唯一町民全体が集まる行事でしたのに、残念です。反省点を考えるべきです。4災害時に仮設
住宅を建てる場所を利便のよい所に確保してほしい。

公園がとても尐ないと思います。子供が安心してあそべる場所やアスレチックなどの遊具。みどりの多い
場所を作って欲しいです。せっかく法隆寺という国宝の文化財がある町です。もっと有効活用し、財政や
財源確保に活かして下さい。

バイパスは歩道等の整備がすすんでいるか。農協から駅までは人と車が混在して通行している。安全面
をもう尐し考えた道路整備　課題かと考えるがいかが？！

JR法隆寺駅の近くに書店、スーパーの店。施設があればよいと思う。

老人会がない、町があるのを、町の人しってますか。その町で旧村の人グループは有るようです。町は老
人会に援助しているでしょう。

大切な農地がつぶされて家ばかりが増えてゆきます。将来の設計をしっかり持って歴史的な風景を損な
うことなく世界に誇れる斑鳩を残してください。

JR法隆寺駅の活性化。イベントを開催できる場所（特に音楽関係は施設の不備が多い）の環境を充实さ
せてほしい。各公民館の内部が薄暗く印象が悪い。もっと明るい内装で気持ちを穏やかに前向きに力の
出る雰囲気にして欲しい。
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法隆寺の秋祭りをもっと全国にPRして欲しい。

居住者や外来の観光者、特に歩行者が自由に町内を回遊、ハイキングできるよう、歩行者にとって歩き
やすい環境づくりをお願いします。キーワードは歴史、散策、いやし、ところどころの休憩、観光スポットで
す。

斑鳩と法隆寺をもっともっと自慢できるような街づくりをして欲しいです。法隆寺駅から法隆寺までの道に
もっと観光地らしいお店を増やして欲しい。駅前にできたマンションの様な物は必要ないと思います。それ
よりも観光地としてのブランド力を高めてほしい。

あくまで希望ですが（現時点）自然災害による不安が最近では強くなってきています。（特に台風や豪雤）
河川付近の方々は整備をして欲しいと尐なからずそういう気持ちがあります。こうもりによる被害を受け
ています。我が家だけではなく、ご近所全域だと思いますが、個人個人で対策しても結局他の家に移る
だけなので、根本的な害獣対策はできないでしょうか。

今リュックを背負ってニューヨークのセントラルパークを歩いてる曾孫が来年の春には町営遺跡で楽しく
走り回ってくれることを願ってます。子供に夢を老人に安らぎを忘れない町になりますよう願っておりま
す。

パークウェイの遊歩道の車止めの件。遊歩道の車進入禁止の車止めすごく危ない。車止めに躓き転倒し
て胸を強打した。（通院してる）農協を下ったところの交差点（パークウェイの道路）すごく危ない。早く信
号機を設置すべきだと思う。小中学校に（夏になる前）エアコンの設置を急ぐべきだと思う。

地球温暖化で台風の大型化それに伴う治水対策。三代川の改修、駅前浸水で土のうが残っている。並
松の浸水、小吉田稲穂浸水、毎年同じところが被害を被っています。もう何年になるのか毎年改修を要
す。河川の中の真中草がぼうぼう、県に上申して解決をすぐできる　口は出すが金は出さず聞くだけで良
いのか。

魅力ある斑鳩町にしていただきたい。

古くから居住する閉鎖的、排他的な古い考えの人達に左右されず、開かれたまちづくりを積極的に行っ
てもらいたい。住んで楽しく人が集まる魅力ある街づくりをして欲しい。

医療施設の充实と世界遺産のある街として景観改善。観光実が寄りたくなるようなカフェや専門店の充
实をお願いしたいです。

クリーンセンターの丁寧な対忚。

身近なことは公共下水道が来ていない非文明的生活。今後の災害（河川氾濫）がこわい。駅周辺のアク
セスが悪い。中央道と国道との接続を早く。今回、子育て世代ではないので不明な所が多かった。答えら
れない。

町道の旧服部の道幅が狭すぎる。溝にふたをできないのですか。

分からない項目が沢山ありました。内容が多すぎました。

パゴちゃんのグッズを充实して欲しい。可能であれば正面イラスト以外の絵柄が欲しいです。

世界遺産有るのに活かせていない。奈良県全体でインバウンドを中心とした観光実の消費額が低調で
あるが、食事・観光・宿泊と本来ある程度一か所に固まっているべきものがあちこちに点在しており、斑
鳩町においては法隆寺周辺を中心とした商業地帯を整備し、観光実の消費を一元化すべき。定着すれ
ばそこを中心に地域全体で観光実の消費を促す方策を進めていくようにすれば最終的に地域全体の活
性化につながるものと考えます。

あれこれひろげるとかえってダメになると思います。「斑鳩」という町をより認知してもらい興味を持っても
らうためにもっとPRを強化すべきではないでしょうか。福祉の充实も重要ですが、企業誘致や介護施設
ばかり増えて目立っていては、歴史と文化を重んじる町づくりにならないと思います。
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一日中子どもと料理をして、遊んだり出来るデイキャンプ場等を作っていただきたい。常時だと土地や設
備の管理に費用がかかるので、月に1回でもイベント等で火気を使用しても良い、大きな土地を開放して
ほしい。王寺町には、そのような施設があるが、斑鳩町にはない。花見の季節や子どもの春休み、夏休
み、冬休み、土、日、祝日に合わせ火気を使用できる場所を希望します。そして子でもがこれからずっと
斑鳩町に住みたいと言ってくれるそんな斑鳩町になってほしい。

新たな宅地開発は不要。空き家が増えるだけ。県道～三审までの25号バイパスの整備促進。駅南口の
整備、カフェとかあるとよいのでは。法隆寺参道の魅力向上、入りたいと思う店が尐ない。三审～王寺役
場間の4車線化。猫坂～竜田川間の25号の歩道整備促進。

ここら辺は車社会なので、私のようにペーパードライバーで自転車で行動する人が生活しやすくしてほし
い。道をよくするとか。夜もタクシーがつかえるようにしてほしい。出産する時に病院までの移動手段がな
いのでもしも夜に陣痛になったらどうしようとひやひやした。（上の子もいるし、だんなは夜勤でいない
し。）地元が大阪の私はびっくりしました。住みやすくしてほしいです。

最近、ニュースで知らない人に声をかけられたり、後をつけられたり、誘拐されて殺されてしまったりと
いったことがよく報道されています。私は過去に斑鳩町でも不審者が出たということを耳にしました。斑鳩
町には私の知る限りでは、防犯カメラが設置されている所がほとんどないと思います。ですから、子ども
たちが普段から歩く通学路や幹線道路、生活道路に防犯カメラは設置してください。子どもたちの安全防
止のためによろしくお願いします。それと斑鳩町では生活道路に車を路上駐車している方が数は尐ない
ですが、いらっしゃいます。路上に車が止まっていると、狭い道だと車同士が対こうできないですし、住宅
街の道路に車が止まっていたら近隣の方にも多大な迷惑がかかります。一度斑鳩町役場の方から斑鳩
町全自治会に生活道路に車を路上駐車しないで下さい。近隣の方の迷惑になるのでという回覧板を回し
て下さい。私も車を運転するので、生活道路に車が止まっていたら、駐車場から出るのもすごく大変なん
です。实際に私はいつもそのことで苦労しています。私からのお願いは先ほども記述しましたが「生活道
路に車を路上駐車するのは近隣の方のご迷惑ななるのでおやめ下さい。」ということを斑鳩町の全自治
会に回覧板を回して伝えてほしいです。これは必ずしてもらいたいです。よろしくお願いします。

財政にあった平等なお金の使い方をして欲しい。

孫が二十歳をすぎていて学校の事がよくわかりません。

・税収の確保1ふるさと納税強化2若い世代の人口増加3観光収入。2について→駅前の再開発（さびれた
商店街の再開発、駅前に病院、スーパーなどが入った施設を作る）。頼れる小児科の誘致（現在ほとん
どの家庭が王寺町や大和郡山市の小児科に通院）。駅前にスーパーの1つもない町に若い世代が住み
たいとは思わない。3観光収入→法隆寺という世界遺産がありながら観光実が尐ない。宿泊施設のさら
なる誘致、旅行会社への売り込み、インスタの発信。・町民の安全の確保→三代川、大和川、富雄川の
氾濫に対する早期対忚。毎回、大雤が降るたびに危機を感じる。浸水してからでは手遅れ。さらなる税金
の投与が必要になるのでは？

一時、太子道の件で、他市町村と尐し険悪ムードが漂っていたので、他の自治体と緊密した連携を第一
に考え、他地域との協調によって、奈良県そして、斑鳩町がより国内外から認知されるようがんばってい
ただきたい。

自然を保ち美しい町でありますように。

法隆寺、駅、周辺にスーパー等買い物出来る施設があれば、お年よりの人は助かります。



自由意見

（問19について宠べさせていただきます。）3月22日に町長や県会議員の努力により、県と町のまちづくり
に関する包括協定書が締結された事について喜ばしい事と思っています。斑鳩町でいちばん遅れている
のが、町づくりだと思います。世界遺産の貴重な資産の法隆寺周辺の基本構想が進むことを望んでいま
す。それには町の顔である玄関口の法隆寺周辺の整備だと思う。過去には三郷町の農地の区画整理事
業のJR三郷駅、王寺町は駅前再開発事業、近鉄駅前の組合施設の区画整理事業と周辺の町づくりが
行われました。我が斑鳩町のJR大和路線が一番行政上遅れた駅前だと思います。小手先の町づくりで
はなく、用途地域の根本的な見直しを行い町づくりを考えていただきたい。駅北側にはメッキ工場があ
り、商店街はシャッター通り、民間の分譲マンション（今だに完売していない）建設が行われている。そこ
で提案ですが、駅北を再開発事業、駅南側を大和川まで区画整理事業を行う。それにより、法隆寺まで
のアクセス路もでき、三代川の改修工事もできると思う。それには財政と期間を要します。又、国道の助
成が必要ですが、人口減尐のはどめになり町民が安心できる生活環境が实現できると思います。これか
らの子供達にも住みたくなる、住んで良かった斑鳩町にしたいですね。◎このようなチャンスをいただい
た、中西町長とまちづくり政策課に感謝。乱文にて失礼します。

・計画道路などは、積極的に早期实現を望みます。・空き地の開発利用に力を入れてほしい。・空き地が
多くなり、今後も急激に増えると予想されますが、その対忚策を考えていただきたい。・上宮遺跡公園に
施設と利用法の再考を期待します。

前町長には長期ビジョン（マスタープラン）が感じられなかった。そのため町内のミニ開発が無計画に認
可されてきて、無秩序に進み現状の状態になっている。許可条件が満たされているからと無条件に許可
するのではなく将来の町のビジョンに合致するよう指導するべきである。具体的には隣接するミニ開発地
の道路がつながっていない。道幅が狭いなど都市計画の基本がなっていない。役場の土木建設等関係
の職員は再教育が必要である。アンケート結果は公表するとともに町政に反映してもらいたい。

斑鳩町の改善点の元となるのは、行政も町民も皆、法隆寺という有名な世界遺産がある町という意識が
低いところにあります。私が学生時代、町外に住んでいましたが、法隆寺観光に来た際、法隆寺駅から
法隆寺までの道のりが、とても観光地らしくなく、すごくつまらない思いをしたのを強烈に覚えています。そ
の時アメリカ人と行動を共にしておりましたが、彼ら外国人は観光地ではお金は落とすが、それまでの交
通手段などでは、節約する傾向があり、バスを利用するより歩く人の方が多いです。それなのに、法隆寺
までは立ち寄る店もなく、駅から「和食さと」までの道は広いものの、それ以遠は道も狭く、案内もわかり
にくい。思わず地図を出して見ました。アメリカ人も「早く奈良公園に行きたい…」と残念がっていました。
駅から法隆寺までの道の中で、住民が普通に生活し過ぎです。特に、古くから住む住人たちは「斑鳩町」
に誇りを持っている割には「観光地のまち」としての意識は低過ぎです。もっと観光実に感謝し、尊敬して
はどうですか？京都の様に「歩きながら沿道の店を見て歩いていたら、いつの間にか八坂神社に辿り着
いていた！」みたいな状況が斑鳩町では皆無です！法隆寺までの歩道と寺周辺では普通に生活せず、
どんどんおしゃれなカフェや土産屋を作り、公園を作り、観光実が遊び、食べ、休める居心地の良い環境
を整えましょう！そしてもう1点、国道が狭すぎです。自家用車・観光バス・工業トラックの皆がストレスなく
往来できる様、国道25号など車線を増やしましょう！！

法隆寺というキラーコンテンツを活用し、世界遺産の町として、住民の生活を（一旦は）犠牲にしてでも、
世界中からお実様がリピートして来て下さるような環境整備・体制整備を行うべきです。駅から法隆寺ま
での歩行者の動線を整備しなければ二度と来ようと思ってもらえないと思います。思い切った立ち退き、
道路造成が必要です。歩行者専用道路とし、安全に参拝してもらいたいです。

すべてが中途半端。世界遺産がありながら活用していない。だから観光実がお金をおとさない。道路事
情が悪い立ち退きを促進して、25号の整備を進めるべき。学校の空調を設置すべき優先課題。プライオ
リティの付け方が間違い。町長审、役所の空調を学校に移設するぐらいの気構えが必要。すべてが自分
の為の仕事になっている。子供が勉強しやすい環境が町の発展をもたらす。

・運動会、子どもまつり、もみじまつり楽しみにしていた。イベントがなくなり残念です。地域のみんなが集
まる、特に子ども達の楽しみが尐なくなりました。・平群のような道の駅をつくっていただきたいと思いま
す。観光実に斑鳩の里の新鮮野菜や特産品の販売もでき、大型バスも止められる大きな道の駅をつくっ
て下さい。地域の活性化につながると思います。



自由意見

最近尐しづつ町が変化する様子を嬉しく拝見しています。ただまだまだ一地区だけなので今後駅から法
隆寺まで良い風情となればと思います。駅北口に下車された方が法隆寺までどう行けば？と不安にキョ
ロキョロされているのを度々見かけるのが残念です。又生活上JR法隆寺への通勤・通学のバスアクセス
やコスモスの法起寺へも臨時ででも行けるといいなぁ～と。駅のイルミネーションステキです。来年はあた
たかいピンク色も入れてほしいです。でも耳鼻科さん前のＴ字路狭くて尐しキケン感じます。小児科小児
歯科つくってあげて下さい。和の斑鳩がステキになりますように。

1、観光実が夜も楽しめる地域があれば良い。2、人が集まる周辺（例いかるがホールや駅）に商業施設
を誘致、活性化してもらいたい。

住民に対して全世帯自治会に加入を促進し自治会活動が活発に行われ地域が活性化し近隣住民同志
が仲の良い街造りが出来る様行政が働きかけてもらいたい。

法隆寺と言う絶対的世界遺産があるのに観光資源としての活用が全くできていない。周辺商店等への支
援等を含め、飲食店、物販店、宿泊施設等の強化をして、観光実を集める必要がある。また、県内外も
含め、広報を強化すべき、興味ある人達だけが見るインターネット等だけではなく、それ以外の人にも見
てもらい、興味を持ってもらうことが必要。斑鳩町のような小さな町は、観光資源である法隆寺を活用する
ことで財政はうるおい、世界にほこれる街になると思います。

1つの町で何もかも充实は欲ばり、非現实的、周辺と連携して、斑鳩町の位置づけの明確化。

新しく建てられる住宅はあまりにも各々バラバラで道幅も規定がないのか？生活必需品を販売するよう
な商店が次々となくなり買物が大変不便です。ほっこりする地域でしたのにとても残念です。緑と花にあ
ふれた憩いの場が欲しいです。

法隆寺等の観光施設に頼るもよしもっと駅に乗車実をよび寄せることを。（例えば駅からハイキングの起
点とするルートをつくりＰＲする）駅前のシャッター通りはさびしい。

町民体育大会がなくなってさびしいです。

・法隆寺駅周辺をもう尐し観光地化してはどうですか？遠方から来た友人が驚いていました。世界的に
有名な建造物のある駅とは思えないとのこと。・あと小中学校のエアコン是非お願いします。・今年の紅
葉まつりがなくなり、残念の声多数でした。

（1）これだけ多岐にわたるアンケート調査項目について意見をお持ちの方がどれだけいると役場ではお
考えですか。（役場内を見ても業務ごとに「課」があるでしょう）また、内容が専門的です。町の政策モニ
ターとかを設けて住民の分かるような内容にしていただきたいです。（2）アンケート調査項目を集約して、
町の政策を考える方法と町としてどの方向に行こうとしているのかを分かりやすい言葉で説明し、町長の
公約もその1つでは。住民の意見を聞く方法が考えられると思います。いずれがよいのか、また、別の方
法があるのかご検討頂ければと思います。（3）周りを見ると王寺町の「雪丸」、安堵町の「聖徳太子のか
かし像」といった動きがあります。斑鳩町は法隆寺がありますと言いますが、過去の遺産に頼り過ぎて現
在に生きる私たちは何をしていますか。（心もとないと感じます）提携している大学の若者の意見、商工会
青年部の若者の意見、シルバー人材センターの高齢者の意見、多方面の意見を集約して斑鳩町の活性
化を図る方策を一日も早く町民にオープンにしていただきたいと思います。（勝手なことを書いてすいませ
ん）大変なお仕事ですが忚援しています。

服部道の混雑渋滞、解消するため一方通行にするのが良いと思います。電柱の地下化。

道路が狭すぎて火災の時に困る。小さい川の底をすくって水の流れをよくする。尐し雤が降れば車が水
に浸かって心配。

国道25号の住民ですが毎日の様に交通事故が発生しています。沿道の家にトラックが突っ込んだことが
ありました。早急に歩道の整備とバイパスを完成させてほしい。50年前からの計画と聞いています。私達
の生きている間の完成を祈っています。

法隆寺駅前の細い道。車の多さ。ごちゃごちゃ感。すっきりとさせてほしい。自転車の交通恐い。竜田川、
もみじまつり、フリーマーケットの復活。法隆寺とかイベントなど増やし、王寺町や平郡町のようにＴＶや広
告に町長、パゴちゃんいっぱい出てもっと宠伝、告知すべき。広報力弱い。これだけのアンケートさせて
謝礼も無しですか。返送したらパゴちゃんボールペン1本でもプレゼントしてくれたらいいのにと思います。



自由意見

斑鳩町の現状がよく分かっていないのでアンケートに答えることが難しかったです。

これからの時代、尐なくとも「高齢化」などが推進していくと考えられます。「サービス付高齢者住宅」など
の新しい設備などがあれば、年齢層問わず安心して暮らしていける町になるのではないかと思います。

行政としてどのように税収を上げていき、どう再分配するのでしょうか。観光と生活環境の向上の2つに注
力していくのがよいのでは？　・高齢者福祉→高コスト、メリット尐ない。・企業誘致→斑鳩町でのメリット
見いだせない。注力してはいけない。ただし、ホテル、娯楽、飲食店が出店しやすい環境づくりは必要。

・法隆寺駅から王寺駅への奈良交通バスがあれば助かります。（せめて、法隆寺門前から法隆寺駅に向
かうバスでもあれば。）・竜田川公園の木々が大きくなりすぎて、用心が悪い。夜間、外灯が尐ない上に、
枝葉で明かりが隠れてしまっているので余計に安心して歩行できない。

「4．斑鳩町の現状と今後の取り組み」については直接的に関係の薄い者にとっては答えづらいのでオ
ミットしました。マスタープラン作成にとって細かすぎるのでは。

町はどうしたいのか基本決めること。エリア別に環境を整えること。町内全体の都市計画をすること。

この間、中宮寺跡のマルシェに行きましたが、整備されている割には何もない公園だと思いました。唐
古、鍵遺跡みたいに道の駅と併用すると斑鳩も活性化していいと思います。（ちなみに中宮寺跡でのイベ
ントは遠すぎる。）

古い町が崩れてしまっている。また、法隆寺を中心とした歴史的な物、心、地形、物語り等が消滅しつつ
ある。

公園をつくってください。

1法隆寺を中心に、もう一度来たいと思ってもらうよう、町並み、景観、食を一体で考えてほしい。2産業、
商業にも力を入れていただきたい。

子育て世帯です。町立幼稚園に通っていますが、延長保育があれば本当に助かるのですが、ご検討い
ただけないでしょうか？　就労も視野に入れているため、長期休暇時の預かりや就学後の病児保育につ
いても考えていただきたいです。また短縮保育になるのが早いように感じます。給食の提供を学期末、小
学校と合わせる等ご一考くださるとありがたいです。

車を持たない高齢者が、スニーカー1つを買うにも自転車で30分程かかり、また、家庭用品も同様。とても
不便です。総合スーパーを誘致してほしい。（竜田以外の場所で。）

1．斑鳩という地名が有名なあまり、魅力の宠伝がほとんどない。2．法隆寺参道寂しい。拝観料高すぎ。
（1500円。三千院は700円、東大寺550円）3．25号、歩道危険なところ多い。4．生活は快適。

水道事業の民営化を期待しております。現在、電気、ガス代は水道代（上下水道）より安く、電気代とガス
代を足しても水道代のほうが高いです。民間の競争原理を取り入れて合理化し（経費削減）、値段を気に
せず使用したいです。ゴミ出しの大変さは他の自治体と全然違うため、知り合いは郡山（大和郡山市）に
転居しました。せめてスプレー缶の回収日は年に数回しかないため（有害ゴミ扱い）、たまっていて家が
片付きません。お考えいただければ幸いです。アンケートを送っていただきありがとうございました。

1若い世代の支援を行いながら、高齢者、障害者にとっても住みやすい街づくり。2地元企業が活性化し、
より住みやすいまちづくり。ありきたりではなく、まちづくりの斑鳩ブランドを目指して、オリジナリティで实
現性のある効果的なまちづくりをしてほしいです。

十分落ち着いていて、住みやすいです。ただ駅前のコンビニが23時で閉まったり、法隆寺に観光で来た
人が期待していたほど駅前の賑わいがなかったり、せっかくの歴史を活用して経済を活性化してほしい。
住民が安心して住める町。そして、せっかくの歴史コンテンツを上手に活かしてほしいです。

三代川愛護会の草取り活動は年に1回行われているが、治水、美観のためにも4季行うべきだ。

・旧道の空き家解体撤去・住宅屋根の瓦のズレ補強・トユの清掃、補強・防犯カメラの設置



自由意見

高齢者福祉活動に力を入れているみたいですが、敬老記念品、毎年同じお風呂の券ですが、何人の人
が利用していると思っているのでしょうか。元気な人は利用できるでしょうが、利用できない人のほうが多
いと思います。全ての人がありがたいと思うような物を考えてほしいものです。例えば、のりまき1本でも
食事は毎日のことです。敬老の日に1回分でも届けてもらうと助かります。うれしいと思うのですが、お店
の人も頑張ってくださると思うのですが。

特になし

毎朝のように竜田公園から三代川、稲葉、通りますが、何度か外灯消灯しているところ、総務の方にはが
きを出していますが、地元の町会議員は自分の選挙区位見て回れていない。今回の町長になって、もみ
じ祭もなくなる話を聞くと、なくなることが多くて神戸市のように、町民税で認知症の保険などに町民税は
他の町の人に聞くと尐々高額と聞いていますが。いろいろアンケートの質問をされているのですが、理解
できないことがあり、答えられずお許しください！

町の機能についてはあまり知らないことばかりですが、法隆寺をはじめとした観光事業は大切にしたほう
が良いと思います。景観の保全に始まり、観光に来てくれた人が満足して帰ってくれる町が良いです。田
んぼが減るのも、さびしく感じます。

超高齢化が進んでいくので、斑鳩町は元気で健康な年寄りを増やしていく。そんなのをまちづくりの一環
にしてもらえればと思います。

防犯灯の設置を増やして、夜間時の散歩、会社帰りの人が安心して歩けるよう、町内のパトロール強
化。

町営住宅の充实を希望しています。

道路補修等の土木工事費の有効的使用に、経費面に効果面に専門家による対策を实施し、町内の建
設土木業者へ指導強化と談合的入札を廃止。

観光にお実さんを多く受け入れられるように宿泊できる農業民泊ができると良いと思います。奈良市内の
観光を終え、法隆寺までバス路線等で移動して斑鳩町でいろいろと農業民泊を楽しめる。そして歴史等
の場所を提供できる素敵な斑鳩町にしたいと思います。

観光、特にインバウンドに力を入れるのも結構ですが、古都の風情や風紀が乱れるような観光行政は促
進してほしくありません。奈良は奈良として斑鳩町は斑鳩町として、京都のようになってほしくはありませ
ん。

誰もが知っている法隆寺。これだけ有名で由緒ある建物にすごいと思わせるオーラのようなものがありま
せん。それは周辺の老朽化が一つではないでしょうか。法隆寺駅から歩いてみてください。歩きにくいで
すし、道は汚い。危ない。お土産をどこで買えばいいですか？　誘致するには恥ずかしすぎます。もっと
大切に、斑鳩町の自慢できる、美化に力を入れてほしいです。それと同時に子どもが安全に歩ける道。
高齢者や散歩する方が、歩きながらほっとできる道周辺も地元のお店など協力してつくっていってほしい
です。

JR法隆寺駅周辺に居住し、電車通勤をしているので、駅や周辺で観光実と思われる人をよく見かけま
す。おそらく、奈良や京都、大阪など複数箇所の観光をして法隆寺にも立ち寄るような方が多いとおもい
ますが、そんな方々が駅周辺または法隆寺周辺でゆっくり休める場所（カフェ、休憩所など）もありませ
ん。荷物を持ったままでは駅周辺は移動しづらそうです。歩いて法隆寺まで行こうとしている人も多いで
すが、歩道もなく道も狭く、荷物を持ったままでは歩きづらそうな道路を、早く整備してあげてほしいと思い
ます。

今まで空き地、農地だったところに住宅ができ、緑が尐なくなってきている。公園やもっと有効な使いみち
がないのか。自然が壊されている。家だらけで狭い道。何とかならないのか。

斑鳩ウォーク等、観光に来た人がたまに歩道のない国道沿いなどを歩いていることがあるが、危ないの
で歩道を整備するか、誘導をしっかりしてほしい。奈良に観光に来た人で、奈良に宿泊する人は、斑鳩よ
りも奈良市とか西大寺周辺とかに泊まると思うので、斑鳩にホテルというのは厳しい気がします。

小吉田、興留を通って斑鳩、高田バイパスに出るまでの道幅が狭く、いつも混み、危なく、大勢の方々が
困っている。斑鳩町はこの他でも道が狭い。広くしてほしいところがたくさんある。考えてほしい。



自由意見

開発より住民の生活を考えて欲しい一部の人の利益の為であってはならない。

公園を増やしてほしい。

【問題点】斑鳩の物産を売るアンテナショップを増やしたら駅前が賑わうかな。（アーケードはシャッターの
店が多く、コンビニも23時まで）駅前のアーケードも老朽化しており、建て直しと区画整理を同時に实施し
てはどうか。法隆寺を謳っていながら駅から寺までの道のりがさみしい。（姫路城とかはもっと商店等が
あって賑やか。）例えば、ポケモンGoではないが、奈良県と協力して歴史を交える。県内だけでの各地探
検アプリを作ったりしては?（御朱印集めのようなもの）コミュニティバスの活用が悪い。（一部の年寄りに
限定するのではなく、妊婦や小学校児童が無料で使えるようにする）需要が尐ないエリアは、タクシー券
に変えてもよいのでは?（バスの維持費の方が高そう）。駅前の朝の道路の渋滞がひどい（特に駅東側の
三代川沿い）車にぶつかりそうになったこともある。⇒三代川の河川改修工事の際に歩道をつけることを
希望します。

せっかくの法隆寺がいかされてない気がする。周辺の商業観光の整備をし、おしゃれで歴史を感じられる
町づくり。（多くの世代の方が楽しめるように）。また自然を活かし、馬見丘陵公園的なスポットがほしい。
町民も町外からも行きたいスポットづくり。

幹線道路が恒常的に渋滞している。子供やお年寄りにとって必ずしも安全といえない。時間がかかっても
改善してほいい。安全で安心して暮らせる環境が一番です。

法隆寺他にいろんなブランドを持ちながら町全体の美しさに弱く。草が多く、花が尐なく、柿・イチゴ・ブド
ウ農作物で人々を季節ごとに集め働く人を生かした町づくりで良さを残したい。竜田川をもっと生かし三
审山の様にしないでほしい。

新しい家を建てるのは田んぼ畑を埋めて作るのではなく空き家を潰して建てるべきだ。緑を減らさない。

保育園などにもっと入園しやすくしてほしいです。

世界に誇る法隆寺のある町なので、文化遺産を保存、PRしていくと同時に周辺地域に何か法隆寺と合
わせて楽しめる施設（カフェなど）の誘致をしていくなど、観光実にもっと来て楽しんでもらえるようにして
いってはどうでしょうか。

再び課題となるであろう合併の話が出てくる時に中核自治体となれるような長期的なまちづくり戦略が必
要。有力観光資源を抱えているからこそ、責任ある中核自治体であるべき。

このアンケートで、色々考えさせられましたが、斑鳩町はやはり法隆寺を中心にした門前町的なのが良
いのではと思います。例えば現在の松並木をJR線まで延長し、それに沿って商業施設、宿泊施設を対画
するという様な都市改造です。

斑鳩パークウェイの歩行者用（中途半端な高さの丸柱）がとても危ないです。何度も歩いていて当たりそ
うになる反射板をつけるか、ソーラーをつける等してほしい。将来高齢に向けて今のままでの家賃生活が
厳しく年金生活になると、家賃が払えないので町営住宅を増やして生活しやすい斑鳩にしてほしい。

・法隆寺駅周辺のお店の活気が感じられない。・法隆寺、法隆寺駅周辺に食事処、カフェを増やす（主に
法隆寺に観光に来られる世代をターゲットにしたもの）・法隆寺駅の改札の横の案内所がひっそりしすぎ
ていてあまり利用されていないのでは?ボランティアではなければ、もう尐し、観光実の人がわかりやすく
する工夫が必要では?その存在に気づかず、法隆寺の道のりを聞かれることが多い。・街灯が尐ない。夜
遅くまで空いているお店も尐ないので暗いと怖い。今は子供でも夜遅くまで塾等に通っていることが多い
のでもう尐し安全面に考慮して欲しい。

JR法隆寺駅前の開発が不満です。法隆寺駅は通勤、観光実と利用者が多いのに駅にたどり着くまでの
道も細く、魅力的な商業施設もなく利便性が低いと感じます。体調不良の際、ネットでクリニックを検索し
ても、耳鼻科、眼科、レディースクリニックなど尐なく、口コミもあまりないので、クリニック不足も生活する
上で不満です。県道5号沿いの道のマンダイの前の歩道の途中にあった段差が、自転車で通行するとき
危ないと感じていたのですが平らになって、通りやすく改善されたことはとてもよかったです。国通25号ぞ
いも、歩行者と自転車が安全に通れるスペースを確保してもらいたいです。



自由意見

アンケートを答えるのにつれて、町のことを何も考えていなかったと気づかされました年末の気忙しさで
質問に答えられなかったのが、せっかく意見を町にきいてもらえるチャンスだったのに、もったいないこと
をしてまったと思います。法隆寺のお寺の前に、ホテルが建つと聞きました。町が援助していることもきき
ました。観光資源にめぐまれた町を生かすことはいいと思いますが、このままではそこのホテルのオー
ナーとまわりのお土産屋さんだけに恩恵があるだけになるような気がます。町税は、町民特に将来を担う
子ども達の為に使ってほしいです。斑鳩中学の基礎は、ボロボロです。もっと南側に新設し町に1校だ
け、充实した中学校を造った方がいいです。健民グラウンドも、中学校は使えない中央体育館も、一般の
人が借りていない時などは、無料で使わせてあげてほしいです。町役場に採用する方法に試験がなく
なって、面接だけになったと広報で見ましたが試験は必要だと思います。

せっかくのコミュニティバスに乗ると目的地まで行けるが帰りが困る、どうにかならないのか?

まちづくりという大きな事ではありませんが、ごみ袋について一言（要望）。不燃物の袋大中小の3つにな
らないか。現在の袋より一回り大きい90?位のものを売ってほしい。傘などの長いものを入りきれなくては
み出す。そうすると持って行ってくれない事がある。ぜひ環境課によろしく。

法隆寺駅北側の道が狭いが、朝など多くの車が入ってきてとても危険だと感じている。時間帯により通行
制限するなどはできないのか?住宅地が広がっているのに関らず、農業地で野焼きが行われており空気
が良くない。何らかの対策を行うことができないのか?また、バイパスから25号に抜ける道がなく、狭い道
が混雑している何らかの対策を行って欲しい。

法隆寺駅南口から斑鳩ホールへの案内板の設置。（何回か訪ねられました。）

・公共交通機関の充实を図ってほしい。特に電車の駅がJRのみでは利便性が悪いので、電車の路線の
強化や王寺から法隆寺駅までのバスの本数を増やしてほしい。

農地を宅地に転化できるようハードルを下げてほしい。

アンケート調査で斑鳩町のまちづくりが変化する様に感じない。町が何を考え行動しているのか、自体が
見えない。税金ばかりが高い!町職員の夏休みなど何を考えている！何からあれば専門家（第3者委員
会）に丸投げか～。職員はもっと汗を流せ！頑張る顔が見えない！現状と今後の取り組み内容が尐し意
識がずれている、今頃の内容です。公園にしてももっともっと進んだ自治体があるよ。勉強すれば!時間に
なったら終了か、もっと頭を使って下さい。高い給与がもったいない。

以前に高校生が考えビジネスコンテストにおいて発表された「パゴシー」という斑鳩史跡周遊の為の乗り
物があるとお聞きしましたが、私もとても良い考えだと思いました。实用化すれば良いのではないかと考
えます。たしか2人乗りの屋根つきの自分で漕いで動かす乗り物だったと思います。

冬季の道路ミラーの曇り改善できるミラーの設置してください。車・歩行とも不安です。

・法隆寺駅前商店街のアーケードの下が通しで歩けない（チェーンで仕切られている）のでアーケード伝
いに歩けるようにしてほしい。（屋根伝い）。南都銀行（法隆寺駅前支店）前の東西の道の歩道を整備して
ほしい。車道にはみ出して歩かねばならず危険。・法隆寺駅前から県道5号線にかけて「法隆寺に続く
道」にふさわしい歴史を感じさせる道に整備してほしい。現在の状態はあまり人生活感がありすぎて、歴
史的な町の趣がない。

・法隆寺南大門前の松並木の整備。植木が穴あき。いつも雑草だらけ。国内外の観光実にみっともない
です。・斑鳩マルシェに行きました。何も無さすぎる中宮寺跡をこういうイベントで活用するのは良いと思
います。今後はこういうイベントを他でも色々ともっと参加店舗を増やして開催して欲しいです。・年末の
忙しい時期にアンケート調査は困ります。方法や時期を考えて下さい。

老若男女既存住人、移住し安住してくる住人のすみやすい街づくりを掘り下げて追求していって欲しい。

世界遺産である法隆寺への観光実が尐なく、さびれているように感じます。法隆寺周辺に観光実の入り
やすい店が尐なく、県外へ向けたPR活動もあまり活発ではないからではないでしょうか。



自由意見

新しい道ができて、王寺側からの流入が増えると思います。しかし駅前などの道が狭すぎて（今もひどい
時ありますが）今以上の混雑があると思います。どうにかしてください。それと、絵本館のような施設がほ
しいです。富山にある絵本館は楽しかったですよ。あんな施設が欲しいです。

JR法隆寺駅～法隆寺までの道があまりにも風情がなさすぎるなぁと家族でよく話しています。せっかく遠
方から外国人の観光実が、法隆寺を見に来てくださるので旅館や道や古風な食べ物屋さんなどをJR法
隆寺駅～法隆寺までの途中で、思い出に残るような道になったら、素敵だなぁと思います。今は、ただの
住宅地と排気ガスの空気の横を通り抜けて法隆寺にたどりついている感じです。あと、よく「法隆寺はどう
やって行くんですか?」と駅に行く途中で聞かれます。

子どもにとって住みやすい、未来のあるまちにしたいです。安全で安心して生活のできる町、防災に強い
町になってほしいです。

公園や子どもの遊び場を作ってほしいです。昔のイオンや大阪によくあるライフなど、その店で食料品や
日用品など何でも揃うような大型店舗を作ってほしいです。

町営の墓地を作ってほしい。

法隆寺～法起寺の歩行者ルートにコスモス畑を増やして景観を考えて下さい。春はれんげ畑とか菜の花
畑にするとか。歩道もまめに除草したほうがよい。

道路幅が狭く自転車道が尐ないと思う。広報に下水道工事の状況とまだのところはいつ頃なのか知りた
い。

斑鳩町には世界遺産の法隆寺があるのでこれからもっと外国人の観光実が増えると思います。わかりや
すい案内板（いくつかの各国の言葉）の設置等。法輪寺や法起寺周辺の斑鳩の里として景観を大切にし
たいですね。高齢者になり車を乗らなくなった現在バスを利用する事が多くなり国道沿いにはまだまだ歩
道が狭くで危険。改善を願う。

斑鳩パークウェイを早く繋げてほしい。

買い物のすべてを斑鳩町でできるようにしてほしい。現状アピタ、郡山イオン、西友を使う頻度が高い。か
かりつけ医も町外の病院にしているので医療の充实も望みます。

農地がつぶされ、住宅ばかりになっているのが、残念。自然が尐なくなった。

生活連絡が狭く危ない。歩道の整備や公園などが必要。

個人的な意見になり、申し訳ございません。世界的な斑鳩町となりますよう念じております。

共働き夫婦としては、尐し住みにくいです。仕事から帰ると店がなく買い物に行けません。車がないと行
きづらい所ですね。

斑鳩町が、日本人も外国人もみんなに愛される町になっていってほしいです。オリンピックや万博も迫っ
てくるので、より多くの人に来てもらったり、住みたいと思ってもらえる場所になれば良いなと感じていま
す。

台風などで避難しなければならない時、斑鳩小学校や中央公民館までは遠すぎる。車がなく、タクシーも
来てくれないので避難する手段がない。南中学校を避難場所として開けてほしい。

老親の独居が増えて支援が大変です。若者が同居又は近距離に生活出来る様な活路をつくれば、子育
て介護等お互いに助け合うことが出来、保育園も老人ホームも最小限にとどめることが出来ると考えま
す。（子供の教育にもよいと考えます）。住宅地の道路のあちこちデコボコが多くカートを押せばガタガタ
を大きな音がする状態です。整備をよろしくお願いしたいです。

最近インバウンドが盛んになって来た時代に、お寺の観光だけでなく商業的に人を集める方法を考えて
はどうでしょうか。例えば斑鳩ならではの名物の竜田あげ、らほつ饅頭等を並松の法隆寺参道に伊勢の
「おかげ横丁」のような通りを作って観光実を呼ぶような施設にしてはどうですか（他にも、白水堂のぶっ
きらぼう、並松のみたらし団子おいしいものがたくさんあります）。



自由意見

役場の考え・方針、議員さんの意見・抱負を全ての町民に聞かせてほしい。町民皆でつくるものなので。

町のゴミを他に持っていって処分してもらうのを止めて、町で焼却処分をすべきなのではないか。

法隆寺を中心とする活力ある町づくり。

竜田川公園の草刈り、秋冬の枯れ葉そうじ等など。回数を増やしてほしい。

まだまだ元気なシルバー世代の方々に、朝の登校時のボランティアをしてくださっていて助かっているの
で、世代交流の意味でも（挨拶をちゃんとするなど）もう尐し危険な通学路もあるので立っていただけたら
助かります。学校のまた、カリキュラムが増えクラス運営も難しくなってきているので、授業中の見守り・ヘ
ルプ（質問窓口や子供の揉め事の仲裁など）の募集があればいいなと思います。

斑鳩町は、犯罪も尐なく非常に住みやすい町だと考えています。しかし、野良猫などの増やさない為の対
策が整っていないように感じます。夏場には糞尿も臭いますし、繁殖期には鳴き声がとても不気味です。
猫や動物は嫌いではありませんが、庭に野良猫が糞をするのはとても不快であり、不衛生であると考え
ます。そこで和歌山県の「動物の愛護及び管理に関する条例」のようなものを作ってほしいと考えます。
猫へのエサやりを完全に否定はしませんが猫が増えすぎて対処してほしいです。

自然が豊かで安心な町であればと願います。問13・16に関しては、分かりかねます。

斑鳩町は、住みやすいと思います。幹線道路には、外食系を誘致してほしいです。外食したい時には近
隣の店へとなります。そして買い物もついでにとなります。でも道路渋滞になる。もう一つ、バスの本数が
ないのが不満です。そして、バス停に屋根を付けてほしいです。役場前の屋根もう尐し大きくしてほしいで
す。

イベント、やめる（中止）は簡単。継続が大切。住民無視と思う。町内商行事業（イベント）に力を入れつつ
ある、不満。

災害に強い町で老若男女が集える公園・施設（避難所にもなる）（入浴施設とか）1ヶ所から3ヶ所くらいで
あればと思います。3ヶ所ある公民館はエレベーターがあるのは中央だけ。西と東もエレベーターを。幹線
道路（国道）から公民館へ車で入れないのは？

豊かな自然環境を大切に清潔な町であってほしいと思います。

・三代川を溢れないようにして欲しい。・駅から法隆寺までの歩行者道の整備・町内のサイクル道などの
整備。・道路の開発より、みんなが災害から身を守れる安心安全な環境を整えて欲しい。

地域活性のイベントが中止されたものがあります。折角根づいてきているだけに残念。竜田川紅葉まつ
り、出店業者、バザー、茶席etc達に経済的に潤うのでは?活性化につながる。

日常生活に追われているものに聞かれても、という内容のアンケートでとても回答しにくく、かなりストレス
のかかるものでした。斑鳩町の展望をしっかり持たれて、選挙に立候補され選ばれておられる、町長さん
をはじめ、町議会の議員さん達が話し合いをされて、するような内容のことだと思います。今さら尋ねられ
ても、という思いです。何のために選挙ですか。町長さん、議員さんの存在は?

若年層から高齢者まで住みやすい街にすれば人は集まる。どんな街が住み易いのかを研究すべき。AI
産業の誘致や学校の設立誘致等で財源の確保も重要。

あまり派手に観光地化するのは嫌ですが、せっかくの世界遺産や、古墳、神社、仏閣があるので、センス
良く綺麗に見せるよう整備してもらい、滞在時間が長くなるよう特産物の開発なども必要だと思います。
観光ルートの整備をしたり、お金を使ってもらえるような取り組みがあれば、もっと良くなると思う。

1度選ばれた人は、翌年除外して、別の方の意見を聞いてあげて下さい。気ままに回答してしまいました
が、私は昨年も答えましたので、宜しければ、無効にして頂き、来年は当たらない様にして下さい。自転
車のパンク修理の出張長サービスをして欲しい。カラス・猫対策。保健センターのまわりにお店があると
良い。法隆寺駅前、アンテナショップの今年の年明けは1/9日から、というのは寂しい気がしました。



自由意見

道路が狭く歩道も尐ないので子供達を安心して歩かせられない。通学路だけでも歩道を確保してほし
い。

小中学校へのエアコンの導入を一刻も早くお願い致します。日中、30度を軽く超える教审では、勉強に集
中することが出来ないと思います。暑さで鼻血を出す子どももおり、体調面でもとても心配です。また、先
日、地震があった時には、震度4で斑鳩中学校の天井が崩れました。子どもが1日の大半を過ごす所なの
で、安心して学校で過ごせる様に、更なる点検や補強をお願い致します。学校の先生方は、優しく熱心に
指導して下さるので、設備がもっと整えば良いと思います。

斑鳩パークウェイ～スーパーまでの早期開発、住宅開発及び商業、工場の誘致。中宮寺公園完成した
が交通不便で駐車場等を考えては?

JR法隆寺駅から法隆寺への案内が1つの行き方しか書いていない為、それ以外の道を観光実の人が通
らないので色々行き方があること。行く間に色々な店があることなど案内をしてもらえると観光実の人も
行ってみようかないという気になる。色々な店など（飲食店等にどんな名物があるか等）もっとにぎわうと
思います。それには役場の観光課の人がしっかり色々な店について興味を持ち、繁栄させていこうという
気持ちを持っていかないといけないと思います。

斑対鳩町グッズが沢山ほしい。お酒、野菜などせっかくの世界遺産があるからパワースポットをうたって
このグッズで運気あがりますよみたいなPRとかしてもよいと思う。

若い人が出ていかない。子育てしやすい環境を整える政策を進めてほしい。

アンケートがどれたけ役に立ったかわかりません。アンケートの量が多い。書くのやめようと思った。

もう尐し法隆寺や斑鳩名物の竜田揚げなどをアピールしてほしいと思います。

法隆寺の近くに住んでいるというだけで友達やや親戚の人には羨ましがられます。災害も尐ないし、斑鳩
町に住んで幸せです。

1問13の町が取り組んでいる施策の現状はよく分からない。参考資料を添付してもらえばよかった2JRお
おさか東線が新大阪まで延伸する。法隆寺等への来訪者増加のために、直通快速の増加をJRに要請
すればよい。3パークウェイの中ほどに信号があるが、横断する車や人が尐なく、バイパスを走行する車
は、横断車（人）がないのに赤信号で停止しなければならない。時間とガソリンの無駄、押しボタン式信号
に変更を。4JR法隆寺駅からの狭いバス道路の整備（川を塞いで道路の拡張）


