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王寺のこれからを話し合う「町民ワークショップ」開催報告 

◎開催概要 

エリア 日時・場所 参加者数 

①北エリア(舟戸・王寺・久度・葛下) 
１０／１（土）１０～１２時 

やわらぎ会館 ４階 多目的ホール 
２６名 

②中央エリア(本町・元町・藤井) 
１０／１（土）１４～１６時 

いずみスクエア ２階 会議室 
２０名 

③南エリア(南元町・畠田・明神・太子) 
１０／２（日）１０～１２時 

文化福祉センター ２階 会議室 
３０名 

参加者数合計 ７６名 

 

◎内容 

  エリアごとの人口データや特性、公共施設などの情報をまとめた「地域カルテ」を題材とし

て、ワークショップを実施。 

  各エリアの「良いところ」「悪いところ(課題)」「こうなってほしい地域の将来像(10年後の

すがた)」を班別(５～６名)で話し合い、最後にグループ発表をして意見を共有した。 

 

◎ワークショップで出た意見の概要 

１ 住民に開かれ自立するまちづくり 

 ○参画・協働、コミュニティについて 

  近所付き合いや挨拶など、人・コミュニティのよさ、清掃活動や花いっぱい運動、見守り活動など地

域活動への活発な取組が、全エリアで良いところとしてあげられた。 

  一方で、住民の高齢化、地域活動の担い手不足、コミュニティの希薄化、マンションや賃貸の住民、

地元の人と転入してきた人の交流が難しいという課題もあげられた。 

  地域の将来像としては、「世代間をこえて、つながる、集える、顔が見える町」「「互近助」がある町」

などのビジョンに加え、若い人の地域活動への参加や多世代の交流の場、交流イベントのアイデアも出

された。 

 

 ○情報・ＩＴデジタル、行政運営について 

  メールや LINEでなく、回覧板で情報伝達を行っている地域もまだ多い、高齢者は IT化についていけ

ない、新しい住宅地は IT化もできるが、高齢者が多い古い住宅地では難しいという声もあった。 

  中央エリアでは、気軽に相談できる窓口を、南エリアではいずみスクエアを役場出張所のように申請

手続きができるようにという意見があった。 

 

 

 

２ 快適で暮らしやすいまちづくり 

 ○土地利用、住宅環境 

  町域がコンパクトで、行政施設や店舗が集まっていてアクセスしやすく、利便性の高さが住みやすさ

につながっている。王寺駅前には商業施設・利便施設（大型店、銀行、塾、飲食店等）全てが集まって

いることから、特に北エリアでは利便性が高く便利であることが良いところとしてあげられた。 

その一方で、中央エリア、南エリアでは買い物が不便との声が多くあがっていた。空き家の増加や管

理の問題は、全てのエリアであがっていた。 

  将来像としては、住み続けられる町、すべての世代の方が安心して暮らせる環境があげられた。北エ

リアでは、王寺駅の北と南を一体化していく整備、旧小学校や中央公民館の跡地活用、中央エリアでは

大型病院の早期設置の意見が出ていた。空き家・空き店舗の有効活用については、地域の活性化につな

げるため、リフォームして店舗に活用、地域で運営、色んな人でシェア、美大生に貸し出しアートに

活用など様々なアイデアが出された。 

 

○道路・交通について 

  道路が比較的広い、道がきれい。交通の便が良い、鉄道の町（近鉄・JR）、電車が便利でアクセスし

やすい、大阪や奈良に近くて便利ということは、全エリアで良いところとしてあげられている。 

  一方で、北エリアや中央エリアの一部では、道路幅・歩道が狭いという課題もあり、道路の混雑・渋

滞、交通量が多く危険を感じるという声は全エリアで共通していた。南エリアでは特に、坂、傾斜が厳

しく、移動が困難であるという課題が多くあがった。 

北エリアは駅が近く便利だが、駅から遠い地域では、公共交通が十分ではなく（バス本数が少ない、

公共施設に直結する交通がない、電車・バスの本数が減った）、車を運転しなくなると交通の便が悪く

なるという意見が多かった。 

将来は、人も車も通りやすい安心・安全な道路整備、道路状況の改善・渋滞の解消が、全エリアで求

められている。また、車がなくても住みやすい町となるよう、美しヶ丘で実証調査中のグリーンスロー

モビリティなど公共交通の充実が求める意見があった。 

 

○環境美化・都市景観 

  良いところとして、自然が豊か、自然が多い、豊かな河川、緑が多い山は、すべてのエリアであげら

れた。特に南エリアでは、明神山・畠田公園・冒険の森があげられた。 

  一方で、川の上流から流れてくる水が汚い、雑草が多い、樹木の手入れ、イノシシやアライグマなど

の害獣対策が課題としてあげられた。 

  将来は、王寺町がリーダーになって川をきれいにする、地域で自然を残す・生かす取組が提案された。 

  

資料２ 
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３ 安全で安心に暮らせるまちづくり 

 ○防災について 

  北エリアでは、大和川が近く水害の危険性が大きい、地滑りへの不安、避難場所が遠い、自主防災会

のスタッフがそろわないことが課題とされていた。避難所を近くする、公園を防災公園化などの取組が

求められていた。 

  中央エリアでは、葛下川があり、地形から水害が起きやすい。イエローゾーン（土砂災害）が多い、

避難場所が遠い、スペースが不十分、避難経路が分からないという課題があげられた。顔見知り程度で

もいざという時に協力できるよう、現状に即した柔軟な避難体制が求められていた。 

  南エリアでは、自主防災組織の活動ができていない自治会もあるなど、防災体制の地域差が課題とな

っていた。災害死ゼロを目指して、大地震などに備えた体制の整備、防災公園を増やしていくことが求

められた。 

 

 ○防犯・交通安全について 

  全てのエリアで、治安が良いことがあげられている。一方で、街灯が少ない箇所や人通りの少ない道

では危険を感じることなどが課題としてあげられた。夜歩く際などの不安を減らせるように、歩道、街

灯の整備や、わんわんパトロールなどの取組の充実が求められていた。 

 

４ 健やかに暮らせるまちづくり 

 ○福祉について 

  高齢化が進んでいる地区があり、一人所帯のお年寄りを守る体制が必要とされている。地域自体が介

護施設になるような地域づくり、高齢者を若年層世代がサポートできるしくみを整える、若い人は高齢

者を見守るという、世代間の相互の助け合いの提案があがった。 

 

５ 人を育みみんなが学べるまちづくり 

 ○子ども・子育てについて 

  全てのエリアで、子育てしやすい、子ども関連のイベントが多いことが良いところとしてあげられ

た。南エリアでは子どもが多いが、北エリアでは子どもが少ないので活気がないと感じられている傾向

があった。南エリアでは、子どもが遊べる場所・公園（ふわふわドームなど）があることが良いところ

としてあがったが、中央エリアでは、子どもの遊ぶ広い場所がない、小さい子どもが遊べるような施設

が少ないという意見があった。 

  将来は、子育て世代の増加、子ども増やす、人口が増えること、高齢者と生産年齢人口のバランスが

求められている。子どもたちがのびのびできる環境、子どもの遊び声が聞こえる、子育てしやすいまち

づくりを目指していくという提案があった。 

 

○教育について 

  義務教育学校が開校され、教育が充実しいている、教育環境が優れている、施設が新しくきれいと評

価されていた。一方で、中央エリアでは学校が遠くなった、南エリアでは畠田校舎への通学路はアップ

ダウンがあり遠すぎるという声もあった。 

  将来には、学校サポーターとして町内在住の研究者・大学教授など人材の活用など高度な教育を求め

る意見があった。また、王寺南義務教育学校については、学舎を一つにすること、通学路に登下校バス

を導入するなど安心して学校に通える環境を整えることを求める意見があった。 

 

○歴史文化について 

  文化財、歴史的資源が多い、祭りなど古くからの習慣が残っている、聖徳太子とのつながりなどが良

いところとしてあげられた。 

  将来は、北エリアでは、昔の久度商店街・久度神社の文化的活用、中央エリアでは、達磨寺など歴史

的文化財・祭り・太子道などを保存と活用、南エリアでは明神山の活性化があげられた。 

  

６ 活力とにぎわいのあるまちづくり 

○産業振興 

  王寺町は産業（働く場所）が少ない。南エリアでは、荒れた土地・耕作放棄地が増えていることが課

題としてあがった。将来は、「職住近接のまち」「新しいチャレンジを応援するまち」を目指し、町内で

仕事をしたい人に空き家等を活用した店舗・カフェや、オリーブを特産品にオリーブを使った町おこし

の提案があった。 

 

○観光・交流 

  良い所として、北・中央エリアでは達磨寺、南エリアでは明神山があげられた。昔からの祭りだけで

なく新しいイベントも多いこと、雪丸キャラクターが定着していることが良いという意見もあった。一

方で、観光場所・観光施設が少ない、王寺町の土産が無いのが残念という課題もあがった。 

  将来の姿として、町を出ている人も必ず参加しに戻ってきたいイベント、多様なイベントをきっかけ

とした交流の増加、周辺町(斑鳩町、三郷町等)と連携した観光プロモーションなどの提案があった。 
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町民ワークショップ意見【エリア別比較】 

カテゴリ  良いところ 悪いところ こうなってほしい地域の将来像・自分たちのできること 

参画・協働 

コミュニティ 

北
エ
リ
ア 

 

○地域活動に熱心 

＊まちづくりに熱心な方が多い 

＊シニアの方が町のために働いてくだっている(花植え、駐輪) 

＊見守り活動が活発 

＊地域のボランティアの方があいさつしてくれる 

＊人が集まる会館が多い 

○人・コミュニティがよい 

＊子どもたち、あいさつがよい 

＊良い人が多い 

＊人が温かい(草花が飾られる。手入れがされている) 

＊ご近所さんとの会話が多い 

＊高齢者が多いが助け合う気持ちが強い 

＊地域の見守りがあたたかい 

＊地区全体が気心がわかっているので話しやすい 

＊地域でまとまりがある 

 

 

○地域活動の担い手不足 

＊地域で活動しているメンバーが固定化 

＊各種団体委員や自治会会員が少ない 

＊自治会の班長・役員のなり手がいない 

＊子ども会がない  ＊子ども会存続の危機 

＊子どもも親も忙しく、子ども会に入会しない 

○コミュニティの希薄化 

＊若い子が定着しない。子どもが出ていく 

＊マンションはどんな方が住んでいるのかわからない。コミュニケ

ーションが取れない 

＊賃貸に住んでいると自治体からの情報が入ってこない 

＊地元にもっと話して 

 

＊皆がやさしくなれる仕掛けがまちにあるとよい 

＊つながりのあるまち、子どもの多さを活かして身内から盛り上がる

まち 

＊赤ちゃんからお年寄りまで明るく楽しく暮らす町 

＊高齢の方々が安全に買い物に行けるような、見守り合いができる人

懐こいまちに 

＊人にやさしさをそのまま次世代を育てる。 

＊マナールールを守る次世代育成 

＊町と住民の一体化協力、一緒にやっていきたい 

＊地域活動がより多く、地域の様々な世代が関わるようになってほし

い 

＊自治会の若い世代の積極的な参加 

＊年代別に集えるきっかけのアナウンス 

＊若い人が集まる場所に年配の方も入れる環境づくり（様々な世代が

関われるように） 

＊各自治会に集会所（会館）があるとよい 

中
央
エ
リ
ア 

 

○地域活動が活発 

＊自治会単位のクリーンキャンペーン、レクリエーション、防災委

員会などに取り組まれている 

＊住民による清掃活動。クリーンキャンペーンで町がきれい 

 ＊緑いっぱい運動、花がいっぱい 

 ＊「街をよくしよう！」という人が多くいる 

 ＊ 女性が活躍 

 ＊新しく若い人が入ってくるようになったので、自治会から出産祝

金を出すようにしている 

 ＊小さな自治会→親近感 

 

○人・コミュニティがよい 

 ＊近隣の人とあいさつを交わせる 

 ＊良い人多い 

＊近所付き合いが良い 

 ＊昔ながらのつながりがあるところ 

 

○自治会の高齢化、担い手の不足 

 ＊自治会の高齢化・超高齢化 

 ＊サロン、子ども会、後継者問題 

 ＊自治会の後継者が少ない 

 ＊自治会長の負担が重い（日中の連絡、防災委員） 

 ＊自治会脱退者数増 

 ＊自治会活動で旧住民と新住民の親睦が難しい 

＊自治会以外のつながり、団体がない 

○コミュニティの希薄化 

 ＊ライフスタイルが違う旧村と新興住宅が入り混じっている 

＊近隣あいさつがあまりされていない(新町民)  

 ＊地元の人と転入してきた人の交流が少ない 

 ＊賃貸の方とコミュニケーションとりにくい 

 ＊地域とのコミュニケーションが難しい 

＊単独で住宅にいる人多くなっている 

 ＊高齢者の増加 

 ＊ジェネレーションギャップがある 

  

 

＊「互近助」がある町に 

＊自治会活動の継続 

 (クリーンキャンペーン、レクリエーション、防災活動) 

＊子ども会で空き缶集めやラジオ体操などの活動を行っている自治

会がある。こうした仕組みを広く取り入れて子どもたちが地域活動

にもっと関わるようにしたい 
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カテゴリ  良いところ 悪いところ こうなってほしい地域の将来像・自分たちのできること 

参画・協働 

コミュニティ 

南

エ

リ

ア 

 

○世代が違う家族が住む町 

 ＊親・子ども・孫が近くに住んでいるところが多い。子どもたちが

大きくなって一度は町から出ても、帰って来る町なのが王寺町の

いいところ 

＊アパートが建っているので、若い人が増加している 

 

○地域活動 

 ＊イベントなどにも積極的に参加してくれる町民が多く、お互いが

知り合いになることが多い 

 ＊PTAの方も地域の方もとても協力的 

 ＊ボランティア等見守り隊や地域の方の多さ(協力的) 

 ＊住民の方が見守りに協力、地域全体で子どもたちを見守り 

 ＊地域活動、自治会の活動がさかんに行われている 

 ＊あいさつ＋１運動が実施されている 

＊花がいっぱい 

 

○人・コミュニティがよい 

 ＊地域の方があいさつをしてくれる 

 ＊あいさつしてくれる人多くて安心 

 ＊人が優しい  ＊良い人が多い 

＊年配の方が元気 

 ＊皆さん地域のことを考えて行動している 

＊住民の意識（王寺町愛が高い） 

 

○高齢化 

 ＊高齢化が進んでいる（良い悪い） 

 ＊シルバー人材はくすぶっている人がいっぱいいる 

 ＊高齢者が多くなったので、若い人とも一緒にできる楽しみ方があ

るといい 

 

○地域活動の担い手不足 

 ＊高齢化が進んでボランティアなどの担い手が少なくなっている 

 ＊古い自治会では、自治会加入率が低下 

 ＊王寺町と自治会のつながりがもう少し強いとありがたい 

 

○コミュニティの希薄化 

 ＊近所付き合いがちょっとずつ減っている 

 ＊住民間の付き合いが希薄になりかけている 

 ＊生産年齢世代の交流が少ない 

 ＊旧村と新興住宅地との交流、一体感がでる体制になっている？ 

 ＊ある意味みんな顔見知りなので、新しく来た人は入っていきにく

いかもしれない 

 

○多世代がつながる 

＊町民一人一人が王寺町を大好きと思えるまちへ 

＊若い学生世代や生産年齢、高齢者世代といった様々な世代が地域活

動を通して関わる 

＊「世代間をこえて、つながる、集える、顔が見える町」に～子ども、

青年、壮年、高齢者がお互いに仲良く暮らせる 

＊家族みんなでずっと王寺町で幸せに暮らしたい 

＊若い世代の方が増え、活気のある地域になってほしい 

＊地域で行う行事を継続して、子どもたちが戻ってこられるように 

○地域活動の活性化 

＊若人の力を活用する地域活動 

＊地域活動の担い手をもっと増やす 

＊自治会単位から南エリアのつながりの強化 

＊学校との連携協定を結んで一緒にやるなど、地域活動への参加を拡

大する仕組みをつくる 

＊防災訓練とバーベキューを一緒にやることで楽しみを持って参加

できるようにする 

〇コミュニティの活性化 

＊声掛けができる町（犬ペット散歩中など） 

＊互いにあいさつ(声かけ)ができる 

＊近所づきあいを大切にして、何かあった時でも声をかけやすく気づ

きやすい地域に 

＊ご近所同士支え合える街 

＊みんなが気軽に声掛けできる近所づきあいがある街 

＊人の楽しい声が聞こえる町～孤独を感じないコミュニケーション

をとれる町 

〇交流イベント 

＊住民が交流できるイベント、住民同士のつながりが深まるようなイ

ベントや集まり 

＊異なる世代の人が話せる場が増える（若い方たち、高齢者の方たち

が楽しめ、集えるイベント、機会、場） 

＊自分たちができる事では、地域イベント、子どもと一緒に参加でき

るイベントへの参加 

＊屋外での定期イベントや園・校舎と協力したイベント 

＊小学校・畠田公園を舞台に住民同士が交流するイベント（キッチン

カー等） 
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カテゴリ  良いところ 悪いところ こうなってほしい地域の将来像・自分たちのできること 

情報 

ＩＴデジタル 

北
エ
リ
ア 

 

＊広報が読みやすい 

＊有線放送が役立つ（メール・ラインも） 

  

中
央
エ
リ
ア 

  

＊メールや LINEでなく、回覧板で情報伝達を行っている 

 

＊行政に声が届く（文句・要望） 

＊気軽に相談できる窓口(例:LINEで相談できる)。役場職員だけでな

く、ボランティアで相談員を募る。 

南
エ
リ
ア 

  

＊紙の回覧板が多い。LINEでほしい。 

＊お年寄りが多いとスマホを使っていない人が多く IT 化についてい

けない。新しい住宅地は王伸の IT 化もできるが、高齢化率が高い

古い住宅地では難しい。 

 

＊情報をすぐにゲットできる。わかりやすい 

＊王寺町の情報が LINE で見られるが、情報が入ってくるような広報

公聴の充実 

＊いずみスクエアを役場出張所のように申請手続きができるように 

＊子どものインフルエンザワクチン等補助申請の IT化 

行政運営 

北
エ
リ
ア 

 

＊行政サービスが先進的、使い勝手が良い 

＊役場の人が親切 

 

＊水道代が高い 

 

＊行政でユニークな取組みを見に来てもらって視察料をもらう 

中
央
エ
リ
ア 

 

＊現在の行政サービスは良い 

  

＊10年後も行政サービスが現状のまま続くようにして 

南
エ
リ
ア 

 

＊役場の窓口での苦情なども少なく町民全体が優しいと感じる 

＊まちづくりに積極的 

＊役場職員のフットワークがよい（住民との距離が近い） 

 

＊税金が高い 

＊役場が遠い 
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カテゴリ  良いところ 悪いところ こうなってほしい地域の将来像・自分たちのできること 

土地利用 

住宅環境 

北
エ
リ
ア 

 

＊北エリアは商業施設が整っていて買い物が便利な町 

＊駅近くに店が多い、商業施設が充実している 

＊駅周辺が賑やか、娯楽施設が多い 

＊買い物の利便性が高い、買い物（生活用品など）がしやすい 

＊駅前に全てが集まっている（銀行、塾、飲食店等） 

＊公共施設が近くにある 

＊利便施設が徒歩圏に集まっている 

＊狭い範囲で生活が完結している 

＊公園がたくさんある 

＊東公園が多様な世代の憩いの場になっている 

 

＊駅の北と南で分断している感じがある 

＊駅前から少し外れるとお店がまばらになる 

＊病院が多いもののどこに行ったら良いのか分からない。 

＊子どもの夜間診療ができる病院が近くにない 

＊旧小学校の校舎、校庭が活用しきれておらず、もったいない 

＊公民館が手つかずになっている。 

＊小さい公園が多数あるだけ大きな公園がない。 

＊ボールを扱える公園がない 

＊古い民家が集まっている所があるが空き家が多い。駐車場に代わっ

てしまう所も多い 

＊戸建ての空き家が増える（10年後） 

＊空き家の管理が悪い 

 

 

＊駅の北と南を一体化していく施設ができるといい 

＊駅の南北はトンネルでつなげることができないか。 

＊JRと近鉄王寺駅の合同施設を作る 

＊王寺小学校を多様な施設が入った拠点としたい。 

＊ボール遊びできる公園 

＊中央公民館を何とかしてほしい 

＊古民家を活用してアートに触れられたり店があったりするまちに

したい。 

＊空き家・空き店舗活用（お店作り） 

中
央
エ
リ
ア 

 

＊コンパクトで駅に近い、便利 

＊商業施設がある  ＊病院が多い 

＊役場に近い  ＊消防署に近い 

＊公園が近くにたくさん 

＊遊び場（公園）がある 

＊静かで住みやすい 

 

 

＊古いまち（道が狭い） 

＊買い物が不便 

＊駅周辺に商業施設はあるが駐車場のある店舗が少ない（買物は車で

行くことが多いので利用しにくい） 

＊コンビニはあるが買いに行くのが遠い 

＊空き家が増えている 

＊空き家の問題 

 

＊大型病院の早期設置を進めて欲しい ＊病院作って→西和移転   

＊駅前商店街がにぎわっている 

＊商業施設、大型のショッピングセンターが欲しい 

＊住み続けられる町  ＊いつまでも家で過ごせる 

＊これ以上開発しない→静かに暮らしたい 

＊空き家の有効活用 

＊空き家を利用して施設を作る（避難所とか） 

＊空き家のマッチング等を王寺町でも考えて 

 

南
エ
リ
ア 

 

＊人口が少なくてコンパクトで利便性が高い 

＊コンパクトな町域、頑張れば電動自転車で回れてしまうくらい、住

みやすさにつながっている。 

＊町域が小さいため、行政施設や店舗が集まっていてアクセスしやす

い 

＊新旧共存するすばらしい街 

＊駅前に飲食店が多く利用しやすい 

＊買い物など日常生活が送りやすい 

＊住環境・生活環境がよい 

＊落ち着いた住宅地 

＊住んでいて落ち着く町  ＊静かで住みやすい 

＊きれいな公園がある   

 

 

 

＊王寺駅周辺に主要な施設が集中  ＊畠田駅前に店がほしい 

＊商業施設が少ない  ＊高齢化が進む中買い物をする店が少ない 

＊産婦人科がない 

＊畠田公園のグラウンドはあまり使われていない。もっと活用したほ

うがいい 

＊公園のフェンスが不安 

＊空き家が多い  ＊空き家が増えている 

 

＊10年後も住みたいまちランキング上位 

＊いなかの雰囲気が残ったまち、帰ってくるとホっとなるまち 

＊すべての世代の方が安心して暮らせる環境であってほしい 

＊公園を増やす 

＊（畠田公園）トランポリンの所に屋根が欲しい（夏は表面が熱すぎ

て遊べない） 

＊空き家を街づくりに再活用 

＊空き家の有効活用（京都の空き家制度） 

＊空き家の課題を解決すべくリフォーム 

＊空き家をリフォームして店舗に活用、地域で運営できないか（マス

ターが毎日変わるカフェとかもいい） 

＊空き家をみんなで使える作業場として活用しにぎわいのある町に 

＊空き家を使って色んな人でシェア 

＊空き家を美大生に貸し出して地域の活性化につなげる 
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カテゴリ  良いところ 悪いところ こうなってほしい地域の将来像・自分たちのできること 

道路・交通 

北
エ
リ
ア 

 

＊道路がきれい 

＊運転する人が優しい。運転が穏やかな人が多い 

＊交通の便が良い。（大阪に行きやすい。駅から近い。） 

＊電車が便利で行きやすい（移動）、アクセスしやすい 

＊駅が近い   ＊駅周辺が便利 

 

 

＊道が悪い、狭い   ＊道路幅・歩道が狭い、歩道が欲しい 

＊道が狭いと開発もできない。土地がない 

＊鉄道あることによる地域内の不具合（道の拡幅） 

＊車の交通量が多い  ＊駅の北側交通量が多く危険 

＊道が悪くていつも混雑している 

＊車を利用する人も多く道路の混雑がひどい 

＊通学路が心配（道が狭い、人も車も多い） 

＊バスが少ない 

 

＊人も車も通りやすい道を作ってほしい 

＊安心して歩ける道が欲しい 

＊道路(歩道含めて)の整備、拡張、色分け等 

＊道路の幅員を広くする 

＊道路状況の改善・渋滞の解消 

＊バス増で自家用車減→渋滞減 

＊誰でも乗れる地域バスがあるとよい ＊シャトルバスは絶対必要 

＊コミュニティバスの運行 

＊高齢者の足になるデマンドタクシーやバスなどの運行 

中
央
エ
リ
ア 

 

＊道路が広い  ＊道がきれい 

＊歩く道が多い 

＊町の鉄道、駅が便利なのが魅力 

＊交通の便が良い 

＊バスがあって楽に移動できる 

 

＊旧村の道はせまい  ＊道が狭い（里道が多い） 

＊道路の混雑・渋滞  ＊迷惑駐車が多い 

＊車が多い(スピード早い)  ＊交通量が多く危険を感じる 

＊新しい通学路（ガードレール、信号） 

＊高低差が多いので徒歩・自転車移動は大変 

＊車を運転しなくなると交通の便が悪くなる 

＊交通が不便（交通の便が悪い）  ＊電車の本数が減った 

＊公共交通のバスの本数が少ない 

 

＊安全な道路整備 

＊通ることに不安が多い道路に自転車通行帯 

＊鉄道以外の公共交通網を充実 

＊バスの便数を増やして 

＊王寺町内の循環バスをコミュニティバスで 

＊交通対策をしてほしい(車を運転しない人の移動のためのバス） 

＊王寺駅へたどり着く・デマンド交通 

＊日々の移動で困らないシステムづくり（バス・乗合制度など） 

南
エ
リ
ア 

 

＊道がきれい  ＊道が比較的広い 

＊道路にごみが落ちていなくてきれい 

＊交通の便が良い  ＊大阪や奈良に近くて便利 

＊大阪に近い、大阪へのアクセスがいい 

＊鉄道の町   

＊駅が 2種類ある（近鉄・JR） 

＊グリーンスローモビリティ 

 

＊道が狭いところが多い 

＊道が狭くベビーカーが通りにくい 

＊坂、傾斜が厳しい場所があり、移動が困難なところがある 

＊高齢者には移動、買い物の荷物を持っての坂道の上り下りが大変 

＊坂道が多いから登校が大変 

＊アップダウンが多いことはハンデでもあるが、子供の体力がつくな

どメリットにもなる。 

＊坂になっていて車のスピードが出やすい 

＊見通しが悪い道が多い  ＊道が悪い、歩くのが怖い 

＊道路が込みやすい  ＊駅前の渋滞  ＊週末道路が混雑 

＊（住む地域によって）駅から遠い 

＊交通インフラが十分ではない（バス本数が少ない、公共施設に直結

する交通インフラもない） 

＊電車が単線で畠田駅の本数が少ない 

＊王寺駅からのバスの本数が少ない ＊バスの本数が減って不便 

＊住宅地はバスが少ない（1時間 1本くらいしかない） 

 

＊王寺町の条例で道を綺麗にしなければならないが罰則は何もない。

罰則と罰金があればいい 

＊鉄道以外の公共交通が充実したまちに 

＊地域内の交通の充実 

＊町バスが運行されて町内きめ細やかに廻り、外出、買物が便利にな

る（特に高齢者） 

＊高齢化が進むのでコミュニティバスがほしい。車に乗らなくても住

みやすい町に 

＊車を持っていない人が安心して過ごせる環境が整った街 

＊高齢者の外出環境の充実の街 

＊バスの本数を増やす 

＊無料バス・無人タクシーのモデルシティに 

＊美しヶ丘の電動カートが困っている地区へも導入されている街 

＊町のシャトルバスみたいなものがある 

＊スカイヒルズ、美しヶ丘に駐車場を（それぞれに駐車場をつくる場

所がないので、空いている土地を王寺町で買って駐車場を整備し月

極で貸すのはどうか） 
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カテゴリ  良いところ 悪いところ こうなってほしい地域の将来像・自分たちのできること 

環境美化 

都市景観 

北
エ
リ
ア 

 

＊ゴミ等が落ちていないからきれい（拾ってくださる方がいる） 

＊豊かな河川がある  ＊周辺が自然豊か 

＊自然が豊か(メジロやカワセミが庭に来る。虫がたくさん、カブト

ムシやタマムシなど) 

＊景色がきれい    ＊町がきれい 

 

 

＊喫煙マナーが悪い 

＊樹木の手入れ 

＊池があり注意しないといけない 

＊自然の緑（田畑など）なくなった 

 

＊喫煙マナーの向上 

＊イベントに人が集まっても、ごみが減るようなアイデアを考える 

＊川の上流から流れてくる水が汚い。王寺町がリーダーになって水を

きれいにする取り組みができるといい 

 

中
央
エ
リ
ア 

 

＊ごみを捨てるのにお金が掛からないところが良い 

＊ゴミ分別が楽 

＊自然豊か   ＊自然が多い 

＊緑が美しい、緑が多い 

＊緑が多い山がある   ＊ため池 

 

＊ゴミ出しのマナー  ＊水路にゴミがある 

＊イノシシやアライグマなどの害獣もよく現れる 

＊(夏の)草が多い、掃除がされていない 

 

＊地域で手入れしながら自然を残していく 

＊自然あふれる街で外に出て歩くことが楽しい、道・施設がある 

南
エ
リ
ア 

 

＊自然が豊か  ＊自然が多い 

＊川があって堤防がある   

＊のどかな風景が残っている    ＊景色がよい 

＊イチョウ並木がキレイで静かで住みやすい 

＊明神山など自然がたくさんある  ＊明神山絶景 

＊畠田・明神山など自然を近くに感じることができる 

＊明神山は登山しやすくてステキ 

＊畠田公園は広くて緑が多い 

＊畠田公園、菩提キャンプ場など自然がたくさんある 

＊冒険の森をはじめ自然的な資源がある 

＊町内の里山を活用した事業が拡大しつつある 

 

＊犬のフン   

＊雑草が多い   

＊猪が出る 

 

＊川、池をきれいに 

＊雑草を定期的に刈ってほしい   ＊歩道の雑草がない 

＊季節を楽しみたい 

＊自然を生かす（自然の維持、農家の維持、自然に囲まれた町） 

＊まちづくり協議会の枠で森のピザ屋（地域食堂）運営できたら 

＊王寺町から出た間伐材で薪ストーブを使う町民が増えたら（障碍者

が薪わりします） 
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カテゴリ  良いところ 悪いところ こうなってほしい地域の将来像・自分たちのできること 

防災 

北
エ
リ
ア 

 
 

＊大和川の水害が心配   ＊川が近く水害の危険性が大 

＊浸水が怖い       ＊地滑りが不安  

＊用水路は雨の時、子どもが流されそう 

＊小学生が集団登校の際に川を歩行者専用橋で渡るが、水害時に対応

ができているのか不安 

＊防災に対して少し遅れている 

＊避難場所が遠い  ＊北小では設備が無く長期避難ができない 

＊災害の際、決められているように地域で活動ができるか、避難でき

るか気になる。 

＊自主防災会など少人数なのでなかなかスタッフがそろわない 

 

＊水害の心配のない環境 

＊避難場所が増えてほしい 

＊避難所を近くしてほしい 

＊公園を防災公園化 

＊防災知識を広げる・町民のほとんどが AEDを使いこなせる 

中
央
エ
リ
ア 

 

＊大きな災害を受けたことがない 

 

＊地形から水害が起きやすい  ＊葛下川がある、水害の危険性 

＊イエローゾーン（土砂災害）結構多い 

＊避難場所が指定されているが遠い、スペースが不十分、避難経路も

不明 

 

＊柔軟に避難しやすい建物などにまずは避難できるような仕組みを

作った方が良い 

＊避難体制を現状に即した柔軟な体制で考えて欲しい 

＊親から祖父母の世代の状況の話を聞き、災害時などに役立てる 

＊顔見知り程度でもいざという時は協力する 

南
エ
リ
ア 

 

＊気候が穏やかで台風・大雪の被害が少ない 

＊防災意識高い 

＊自主防災会の方々の活動 

 

＊水害は大和川の氾濫などが意識されているが、線状降水帯などによ

る豪雨では明神の池など山側でも危険がある 

＊旧村では自主防災の活動組織ができていない所もあり、防災体制が

十分ではない 

＊防災について避難等の訓練されていない 

＊防災訓練や避難場所の連絡があまりできてない 

 

＊災害死ゼロ 

＊水害に限らず様々な災害に対応できる体制が整ったまちにしたい 

＊ベンチなどに防災グッズが入っているような防災公園を増やして

いく 

＊避難所付近に防災用品（個人）をストックできるトランクルーム的

なものを設置してほしい。（避難するくらいの緊急避難度が高い時

では自宅へ防災グッズを取りに行けない） 

防犯 

交通安全 

北 

＊治安が良い 

＊街灯が多いから夜も明るい 
＊防犯灯は自治会がなくなったら費用が出せない  

中
央 

＊治安が良い 

＊絆防犯パトロール 

＊緑のおじさんがいる 

＊街灯が少ない部分がある ＊達磨寺付近夜暗くて歩くのが怖い 

＊（文化財が多く）いろいろな人が出入りするので治安が悪くなるの

では 

＊（夜は歩道が結構暗い）168号線を明るく 

＊わんわんパトロールを進めたい 

南
エ
リ
ア 

 

＊安全面がきちんとしている 

＊街の作りが安全 

＊治安がいい 

＊緑のおじさんなどの活動が活発に行われている 

＊交通安全活動 

 

＊高校生が増えて夜に駅周辺などでたむろしている 

＊街灯が少ない   

＊人通りのある道とない道の差が大きい 

＊通学路など危険を感じる場所もある 

＊危険運転が増えてきている 

＊駅周辺の車の集中が更に進んで、交通事故等が増えることが心配 

＊南側は道が広いので車と歩行者との事故は少ないが、車と車の事故

はよくある 

 

＊夜歩くのが怖くないように、人通り、歩道、街灯 

＊交通量が多くても、子どもが安心安全で歩ける、自転車で移動でき

るまち 

＊車の通行譲り合える 

＊交通事故ゼロ 
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カテゴリ  良いところ 悪いところ こうなってほしい地域の将来像・自分たちのできること 

福祉 

北   ＊この地域自体を介護施設に、そういう地域づくり 

中
央 

＊だるま苑（老人ホーム）がある高齢福祉拠点  ＊高齢化が進んでいる地区があり、独居老人対策が必要 

南
エ
リ
ア 

 

＊高齢者の方が楽しめる機会・場所が多い 

 

 

＊高齢福祉の充実 

＊高齢者の方を若年層の世代がサポートできるしくみを整える 

＊高齢者福祉、一人所帯のお年寄りを守る体制をカバーする 

＊高齢者は子どもの見守り、若い人は高齢者の見守り活動 

＊高齢者が多い地区に移動販売（重い買い物（米・水・調味料）を持

って歩くのは大変。高齢者が多い地域はニーズがある） 

 

子ども 

子育て 

北
エ
リ
ア 

 

＊子育てしやすい、環境がいい 

＊子どもをやわらぎトラスト（子どもの習い事）に行かせやすい 

＊学童に行きやすい 

 

＊子どもが少ないので活気がない 

 

＊子ども増やす 

＊子どもたちがのびのびできる環境であってほしい 

＊子どもたちが住みやすいまち 

＊学校から登下校中にトイレ、日よけがないので作ってほしい 

＊子どもが好きにできる広場増やす   ＊室内遊び場をつくる 

 

中
央
エ
リ
ア 

 

＊片岡のこども園 児童福祉拠点 

＊子ども関連のイベントが多い 

 

 

＊小さい子どもが遊べるような施設が少ない 

＊子どもの遊ぶ広い場所がない 

＊旧王寺幼稚園跡をどうする（子ども園とか保育園とか） 

 

＊子どもいっぱい   ＊人口が増えること 

＊子育てしやすい   ＊子育てのまちづくり 

＊時間単位での子どもの預かり所が駅にあると便利、取組を進めて 

＊自分の経験を子どもたちに話してくださる方と子どもの交流。 

＊赤ちゃんが生まれたら手当を渡す人口を増やすために町が施策 

＊子どもが遊べる公園などの遊び場所をもっと作ってほしい 

 

南
エ
リ
ア 

 

＊子どもが増えている   ＊子どもにやさしい 

＊子どもたちがおだやかで優しい 

＊子どもが地域の大人たちに見守られているという安心感がある 

＊子どもの予防接種が手厚い 

＊学童もたくさんあり、子どもたちがたのしそう 

＊子どもたちの遊び場が多い 

＊子育てしやすい環境（大きな公園がある） 

＊子どもが遊べる公園がたくさんある（ふわふわドームなど） 

 

 

＊（コロナで）子育てイベントが減っている 

 

＊子育て世代の増加、高齢者と生産年齢人口のバランス 

＊子育て世代を増やすためにも産婦人科が近くにあるといい 

＊子どもの遊び声が聞こえる 

＊子育て世代のつながりが活発    ＊子育て広場の増加 

＊就学前からママ同士のつながりをもつ 

＊子どもの見守り活動への参加 

＊挨拶や子どもへの声掛けを顔見知りから広げていく 
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カテゴリ  良いところ 悪いところ こうなってほしい地域の将来像・自分たちのできること 

教育 

北
エ
リ
ア 

 

＊教育が充実しいている     ＊教育環境がいい 

＊義務教育学校が立ち上がった   

＊王寺義務教育施設が新しくきれい 

（給食、おいしい、トイレが洋式） 

＊学校がキレイ（王寺町に引っ越してきた決め手となった） 

 

 
 

＊教育都市へ 

＊不登校やいじめをなくしたい！（早急に対策） 

中
央
エ
リ
ア 

 

＊教育環境が優れている 

＊学校がきれい  

＊教育への関心が高い 

 

＊子どもの学校が遠くなった 

 

＊子どもたちの将来を描く(知らない世界を広げる)サポートを 

＊王寺町は研究員・大学教授が多いので、学校にサポーターとしてい

ろんな人材の活用 

＊高度な教育 

 

南
エ
リ
ア 

 

＊小中学校９年間子どもたちが一緒にいられるのは素晴らしい 

 

＊９年一貫の義務教育学校のメリットが出ていない 

＊スカイヒルズ地区から畠田校舎への通学路遠すぎる。アップダウン

を考えて。 

＊畠田校舎へのバス通学の禁止（距離の問題） 

＊学校が山の上で、1年生は荷物を持って上るのは体力的につらい 

 

 

＊王寺南義務教育学校を一つに   ＊南・北校の格差なくす 

＊５・６年の扱い方を考え直して発達に合ったカリキュラムに。９年

なら学舎を一緒にしてほしい 

＊高度な教育  

＊畠田学舎の部活動に使用できる体育館ができれば、義務教のイベン

トにも 1000人程収容できると◎ 

＊安心して学校に通える環境を整える 

＊通学路に登下校バスを導入 

 

生涯学習 

スポーツ 

北
エ
リ
ア 

 

＊図書館に近い   ＊図書館の本が充実している 

＊子どもから大人まで体育館アリーナで、クラブ(運動)ができる 

＊川沿いのランニング・ウォーキングロードが整備されている 

 

 
 

＊屋外プールつくる 

＊ゲートボール場じゃなくスケートボードパークにする 

 

中
央
エ
リ
ア 

 

＊地域の人が主となって活動が盛ん 

＊いずみスクエア（防災・スポーツ・会議） 

＊テニスコートなどの運動施設はできている 

  

南
エ
リ
ア 

 

＊キャンプ場、冒険の森  

 

＊冒険の森の利用料が高い 

＊プールがなくなった 

＊体育館がせまい 

 

＊素敵な図書館、大きい図書館、充実した図書館ができてほしい 

＊若い世帯と高齢世帯が一緒に活動できるイベント（公民館） 

＊畠田公園と健民グラウンドを人工芝（サッカーができる）にしてほ

しい 

＊冒険の森は料金が高いので年間パスがあると、もっと行くと思う 
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カテゴリ  良いところ 悪いところ こうなってほしい地域の将来像・自分たちのできること 

歴史文化 

北
エ
リ
ア 

 

＊文化財が多い 

＊歴史や文化があるまち、いろんなお祭りもある。 

＊神社の境内の空気がいい  ＊久度神社 

 

 
 

＊昔の久度商店街、久度神社の文化的活用 

＊神社やお寺の散策 

中
央
エ
リ
ア 

 

＊歴史的文化財、寺神社が多い 

＊祭りの提灯台が残っている 

＊文化財・達磨寺 

  

＊歴史的文化財・祭りを残す 

＊古きよきもの（太子道など）が残っている 

＊歴史的文化財、寺や神社のいわれについての看板を設置して次の世

代に伝えていきたい 

 

南
エ
リ
ア 

 

＊文化財、歴史的資源が多い 

＊祭りなど古い習慣が残っている 

＊神社や寺、明神山など歴史文化で地域がつながっている 

＊天皇陵、近くに法隆寺があり、歴史のまちのイメージ 

＊聖徳太子とのつながり 

 

 

＊歴史は、近すぎてかえって見えないこともある。 

 

＊明神山はきれいになった。活性化することで、若い人も来るように

なる 

産業振興 

北
エ
リ
ア 

 

＊地元だけでなく、途中下車して王寺で買い物をしてから家に帰る他

市町民がいる 

＊個人経営の店が多くて特別感がある 

＊飲食店が増えた    ＊ラーメン店が増えた 

＊ニチアスに働く外国人が増えてきた 

＊斜面を有効活用してオリーブ畑がある。 

 

＊駅前店飲み屋ばかりになった 

＊産業が少ない（働く場所） 

＊王寺町の特産品がない 

 

＊職住近接のまちを目指す。王寺町内で全て完結しているまちに。お

金もうけができる町でないとダメ。 

＊新しいチャレンジを応援するまち（三郷町では町内で仕事をしたい

人に事務所を安く貸す事業を行っており、似たような取り組みをし

ても良い） 

＊子ども用品の店ができてほしい  ＊もっとラーメン店 

＊店の種類増えてほしい(散髪屋、電化、本屋、コンビニ、大型施設） 

 

中
央 

   

南
エ
リ
ア 

 

 

＊荒れた土地が増えている 

＊使ってない田畑で雑草が増えてきて鬱蒼としてきた 

＊（営農している）田んぼがいっぱいあるエリアで他に出にくい所が

ある。（道が整備されていると農作業もやりやすくなる） 

＊工場がニチアスだけ。 

 

＊ショッピングモールを    ＊バイト先がほしい 

＊近くでカフェや服を買える気分転換ができる店が欲しい 

＊空き家を活用してカフェなど、大阪に近いのを活かした使い方を 

＊買い物する店を空き家活用、出店したい人を募る形で。 

＊オリーブ特産品（キッチンカーでオリーブ特産品を売り出し） 

＊オリーブを使った町おこしをして活力あるまちにしたい 

＊オリーブに続く土地活用   ＊耕作放棄地の減少 

＊空いている土地（農地）をほかの人に貸していけるような仕組み、

町がサポートしてほしい 

＊農機具の共同保有     ＊みんなで農園（作る楽しみと共助） 
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カテゴリ  良いところ 悪いところ こうなってほしい地域の将来像・自分たちのできること 

観光・交流 

北
エ
リ
ア 

 

＊達磨寺がアートイベントやマルシェなどの開催地となっている 

＊町の行事で交流できる機会が多い 

＊花火大会がよい 

＊王寺町は大阪と奈良を繋ぐまちであることが特徴 

＊雪丸キャラクターが定着している、かわいい 

 

＊観光場所が少ない 

＊観光地同士のつながりが深くないように感じる(ルートなど) 

＊観光の拠点としては王寺町の土産が無いのが残念。 

 

＊昔の花火大会みたいなにぎわいが、またあるとよい 

＊イベントが多くなれば、人も多くなる。 

＊見て面白いイベント等 

＊多様なイベントをきっかけとして他の色んな人との交流を増やす 

＊周辺町(斑鳩町、三郷町等)と一体となってまちを売り出して整備し

ていく 

＊王寺町を起点に色々な奈良を見てもらうように 

＊夜の賑わいがある拠点性を生かす 

＊大阪と奈良間でもっと立ち寄りたくなるまちを目指す 

＊交通の利便性を生かし、多方面の地域から人が集まる場所になって

ほしい 

 

中
央
エ
リ
ア 

 

＊雪丸など、わかりやすい歴史的エピソードがある。 

＊達磨寺に出る道がわかりやすくきれいにされている 

＊達磨寺があるので様々な人が訪れる 

＊太子道は観光に活かせるだろうか 

＊雪丸ロードが楽しく、雪丸を使ったまちづくりをしている 

＊昔からの祭りだけでなく新しいイベントも多い 

＊だるまさんがころんだ選手権 

 

 

＊イベントが少ない 

 

＊文化財をＰＲして観光客を増やす 

＊旧小学校を道の駅としてさらなる観光エリアに 

＊イベント・まつり 

＊イベントの開催と参加の呼びかけ、交流のきっかけづくり 

南
エ
リ
ア 

 

＊観光面（明神山・寺） 

＊雪丸というキャラがいる 

＊参加しやすいイベントが多く開かれている。ウォークによく参加。 

＊明神山を登る人が多い 

 

＊観光施設が少ない 

 

＊町の皆が明神山に登るように（交通の便など） 

＊今空いている王寺小学校を使って、地域の方々が本を持ち寄って図

書館、カフェにして、世代がつながる場にしてはどうか 

＊町を出ている人も、必ず参加しに戻ってきたいイベントがある 

＊住む、働く以外でも来たくなる町（イベントがたくさんある） 

＊イベントがほしい、公園で青空映画祭とかを企画することで、子ど

もたちや地域の高齢者も集える 

 

その他 

北
エ
リ
ア 

  

＊「王子」と間違われる 

＊「王寺」がどこにあるのか分からない人が多い。いつも法隆寺の近

くというと分かってもらえる。 

＊王寺町は奈良からだと通り過ぎてしまう。 

 

 

＊「おうじ」表記にしても良い。ひらがな表記で柔らかい感じに 

 


