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「日野町の地域情報化推進や光回線について、ご意見、ご要望がありましたら、

具体的にお書きください。（自由記載）」 

 

1 整備を推進すべき 

 

【根雨街部】なかば、あきらめてます。   

 

【高尾・金持・板井坂】今や超高速通信サービスはインフラでありその点日野町は他の市

町村に比べ最も遅れていると言わざるを得ない。このままでは企業からの誘致はおろか、

若者の地域離れ益々加速していくと思われる。日野町の存続が危ぶまれます。よって一刻

も早い光通信サービスの設備を切に希望します。 

 

【上管地区】なぜ今頃になってこんなアンケートをとるのか。若者安住、企業誘致などイ

ンターネット光回線もないところに魅力があって若者が来たり住みたくなったりするのか。

あるのがあたりまえのことではないのか。 

 

【本郷・奥渡地区】光回線はあったほうがよいと思いすが、全町に必ず必要だとは思いま

せん。現在私も少し不便を感じていますが、通信料金が安くなるのであれば我慢できる範

囲です。ただ町の中心部根雨、野田、舟場、黒坂地区周辺には主要施設がありますので絶

対に必要だと思います。全町設備には慎重な議論が必要です。ハブアンドスポークの考え

方で拠点設備からして欲しい。 

 

【貝原・三谷】あまりにも思い付きが遅いと思います。やはりこのような環境で設備され

ていなければ若者も安住してくえないと思います。日南町がうらやましい。 

 

【根雨街部】高齢化が進むが若い世代のためには必要と感じる。私たちも丁寧に教われば

できるかもしれないと思う。 

 

【黒坂街部】是非お願いします 

 

【根雨街部】早急にすべきです。年寄りに必要なくても世話するサイド又は、将来背負っ

ている世代にとっては必須です。速く予算をつけてくださいませ。 

 

【貝原・三谷】今更ながらの間の抜けたアンケートに驚いている。今回のアンケートは 10

年～15 年前に住民に聞くべき案件ではなかったのか。あまりにも町の対応は遅すぎる。町

の行政に対し憤りを通り越しあきれ果て失笑している。 

 

【下管】迅速な調査の結果の対応をお願いします。 
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【黒坂街部】数年後には、ISDN、ADSL 終了するとの事、早く光回線の設備をしていただき

たいです。 

 

【根雨街部】情報化施策を行うのがあまりにも後手にまわりすぎる他町村では先を見越し

ておこなっているのに対して日野町は他町が行った後に、このような事をやっているので

企業誘致なし、若者の安住も少ないのが現状である。 

 

【根雨街部】光回線のない地域に若者定住はあり得ない。情報過疎地域に I、J、U ターン

もないと思う。デジタルカメラのデータを送るのに 1 回に 2枚しかおくれないなんてとん

でもない話でした。企業誘致ができないのは光回線もなく、情報過疎だからである。 

 

【下黒坂】私が住む地域で加入できるインターネットは携帯電話の無線を使用する LTE モ

バイルしか選択肢がなく、NTT ドコモ系の LTE モバイルに加入しました。ところがどの会社

も通信容量に制限があり、制限を超えると使い物にならないほど速度が遅くなります。子

供が二人帰町しているときは、すぐに容量を超過してしまうので、もう一社加入しました。

それでも半月しかもちません。金銭的にこれ以上加入するのは困難です。また、速度も安

定せずとても満足できるような回線ではありません。若者が日野町を離れていくのは、IT

環境が整備されていないことだけが原因ではないとおもいますが、原因の一つに違いあり

ません。町内には他にもこのような地域がたくさんあるのではないでしょうか。これ以上

若者が日野町をはなれていかないためにも早急に整備をお願いします。 

 

【根雨街部】市街地から離れているという点について、こういった事でデメリットを軽減

していかないと人口増加につながらないと思います。 

 

【舟場・野田】現在未来の社会情勢の中では導入することは不可欠だと思う。ただ経費が

かかることであり、有利な公的助成があれば設置すべき時期だと思う。 

 

【根雨街部】予算の関係があると思いますが、なぜ今まで光回線にしないのか疑問に思い

ます。決して ADSL でも遅くないが、最近はデーター量も多くさらに夕方から夜にかけて回

線速度が極端に落ちストレスになる事もただある。光回線になればインターネット上でで

きる事の幅も増える。 

※日野町移住希望者がいましたが光回線がないということで移住をやめた方もいました。

最近の若い方は、インターネット環境に敏感の様です。一人でも若い方が移住してくれる

といいですね。 

 

【本郷・奥渡地区】少子高齢化、人口減少の中、利用のしやすい環境が求められると思い

ます。 
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【根雨街部】随分遅れましたが、他町との差を折り返すためにも、光ケーブルを早急に作

ってください。その際は工事費を補助するとか考えてください。  

 

【真住地区】以前は利用者が少ないことから整備がされませんでしたが、現代社会では生

活する上において必要不可欠なインフラ設備だと思います。金はかかりますが、早急に取

り組んでいただきたいと思います。  

 

【上管地区】ネット環境問題で実際に困っているのは ADSL の使えない黒坂上管の住民です。

ADSL が使える根雨の方が人口が多いわけで、根雨の人たちが光回線は必要ないとアンケー

トで答えて過半数をとるかもしれませんが、根雨の人が ADSL に満足しているかどうかの問

題ではなく、現状の一番の問題は ADSL も光も何も使えない黒坂上管ですから、黒坂上管の

住民の意見を重視してほしいです。  

 

【本郷・奥渡地区】光回線を使う人の人口の問題もあるのでしょうが、根雨や黒坂等の人

口が多い場所だけではなく全域に導入してほしい。  

 

【上管地区】若い人を呼ぼうと思うなら、必要だと思う。江府、日南はあって、日野町だ

けないのはどうかと思う。遅れていると思う。  

 

【福長地区】早く光回線の整備を希望します。  

 

【黒坂街部】光回線が便利と理解できたが、もう少し高齢者にわかりやすい説明があれば

よかったと思う。   

 

【根雨街部】インターネットは必須このままだと若者のいない過疎地に拍車がかかる。 

 

【貝原・三谷】他の市町村と比べても遅れていると日々感じる。U ターン、I ターン、Jタ

ーンにしても、若者の定住という部分にしても現代社会においてインターネットの充実は

不可欠だと思う。既存の企業や企業誘致に対しても仕事をする上でインターネット環境の

充実は絶対に欠かせないものとなってきているので、実現してほしいと思います。  

 

【貝原・三谷】早く光回線にしてください。  

 

【黒坂街部】インターネットは地域情報化の進展に欠かせない。行政だけのことではない 

 

【福長地区】企業と個人経営者が必ず必要となります。田舎こそ ITはあるべきです。 

 

【舟場・野田】他町村に比べて 10年遅れている。一番利用したかった年代が 60代、70 代
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となりいまさら必要ないとの声を聞く。これだけの人口が減ってさらに 10年後に導入して

も何のメリットにもならない。  

 

【津地・安原・下榎】米子市より土地の価格が安いので、光回線にして、ベッドタウンに

なれば、人口増加につながると思います。  

 

【高尾・金持・板井原】今どき光がないなんて考えられません。近隣では電話も無料化さ

れています。若い世代の後継者を帰らせたり、定住を考えるならなくしてはならないと思

います。現に、我が家でも光が無いから根雨には住めないと子供たちがいっています。早

急に進めてください。今や常識になっていると思います。光が使えないと企業的には困る

のでないでしょうか？町の未来がなくなるのでは？  

 

【津地・安原・下榎】光回線がないのは日野町だけである。江府町は、町内通話は無料、

TV も BS が全家庭でみれる。日南町は中海が全世帯でインターネットも光回線。日野町も江

府町、日南町と同じサービスを受けれるようにするべきである。  

 

【根雨街部】光回線やケーブル TVはもはや電気、水道などと同様の必須インフラであると

考えるべきです。将来に向けての地域づくりを進めるときなくてはならないものです。こ

のアンケートで、現在の町民の多くが不要と回答しても、日南町としてその必要性を住民

に説き、十分な投資をするべきです。住民にたずねるのではなく将来のために必要なこと

を説明するべきです。それがなければ日野町はまさに消滅していくのみでしょう。どうか

アンケートで逃げないでください。   

 

【中管・小河内】子供にスマホを持たせるのはどうかと思うし、パソコンで閲覧はいいと

思う。パソコンに慣れることも必要だと思うが、光回線がないとネットはスマホになって

います。お店で日野というと光が無いので少し恥ずかしい気がします。早期導入をお願い

します。 

 

【高尾・金持・板井原】近隣の町と比べても完全に時代遅れになっているので、早急に整

備してほしい。若い世代が必要というのは別問題で、他の世代でも必要という方が多いは

ずです。 

 

【根雨街部】要望に沿ってできるだけ早期の整備を望みます。財政的な問題があったとは

いえ、本来であれば 10年前に必要だったと思っています。  

 

【津地・安原・下榎】大至急光回線の整備をしてください。光回線がなかったため日野町

に移住しようと思う人はいない。また日野町からは若者は流出している。住宅ばかり作っ

ても環境が悪いので I ターンはできなくなるだろう。最後に今頃検討なんて遅すぎる。  
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【舟場・野田】早く光回線にして欲しいです。  

 

【根雨街部】将来的にも必要な設備、時代に取り残されないためにも推進してほしい。   

 

【根雨街部】できてないのは日野町だけだそうです。遅れてます。  

 

【津地・安原・下榎】若者定住というが、江府、日南と比べても格段に遅れている。最近

の家電製品はネット接続の物も多くその機能を生かせないのは非常にもったいない。ネッ

トが子供に悪影響なのではなく知らないほうがこれからの時代に悪影響である。言葉は悪

いが無知な人ほど騙されやすい。今どき町民にアンケートをとらなければ判断できないよ

うでは日野町の先が見えない。今更、町に企業もこないだろうが、ネット環境が整ってな

い場所には尚更来ないのでは？   

 

【下管】全国の自治体が行っている対策と比較してみれば日野町がどれだけ遅れているか

理解できるのでは？今更、このようなアンケートが実施されることが理解できません。ネ

ット環境をどのように活用していけるのかという視点を持ってみてはいかがでしょうか？

もっとしっかりしてください！   

 

【下黒坂】光回線を全家庭に接続可能にするべきです。若い人が住めません。サンプラを

買うよりも大事なことでしょう。   

 

【根雨街部】なぜ日野町は遅れているのでしょうか？若者世代ですので、早急につなげて

いただきたいです。若者に対して何の魅力もない町ですよ！早急につなげていただきたい、

それだけです。   

 

【根雨街部】1日でもはやく整備して頂きたい。他町で使用してみるとその不便さがわかり

ます。 

 

【黒坂街部】日野町以外の近隣町では普及していて便利だという意見を多く聞くが、日野

町に在住していては、それが実感できないのでぜひ整備して欲しいです。   

 

【不明】早期実現を望む。 

 

【舟場・野田】私の住まいは NTT 局から比較的に近い位置にあるため現在の ADSL でおおむ

ね満足できるが、根雨近辺以外の集落では満足できる通信速度は得られないと思う。町内

に大雇用の企業を誘致するのは、もうすでに働き手の絶対数が少ないため無理と考える。

だとすると、全国どこでも仕事ができる IT関連企業の誘致には光回線は必須と考える。空
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き家対策、ターン者定住促進にも必須と思う。あわせて、公衆 wifi の設置(役場・金持神

社・サンプラザ跡等に)を望む。  

 

【上管地区】若者が必要だと思う事は問１３だと思う。  

 

【真住地区】我が家は NTT の交換機より 5km 以上離れている為 ISDN 回線を引くことができ

ません。(ターミナルアダプターは可)小学生が米子方面の塾に行くにも時間がないため、

タブレット端末を使っての学習をしようとしましたが光回線にはいってないため断られま

した。やはり、子供にとって我が家では住みにくいなあと感じる日々です。老人の事も大

切ですが未来の子供の事も少しは考えていただいて住みよい環境を作っていただきたいと

思います。(孫と一緒に住みたいと願う祖母より)   

 

【根雨街部】光回線がないのは日野町。若者はやはり便利な所へ住みたいと思う。他との

格差を無くす為、他がしていることはするべきだと思う。ケーブルテレビも見れない日野

町。これも格差を感じます。何も無いというイメージになると思う。  

 

【根雨街部】今の時代光を導入してないなど、町長をはじめとする行政の怠慢としか言い

ようがない。Iターン市場？では最低の条件である。住民票などより重要な課題である。 

 

【下管】日南町と同等の通信設備を希望する(ケーブル通信等)   

 

【津地・安原・下榎】田舎にいてもいろんなことが楽しめるのは必要ですし、狭い世界だ

けにとらわれる広い世界を見廻したいです。便利ささえあれば、外観は素朴なままで自然

の美しい風景の日野町を見続けたいです。決して派手な町並みは望みません。  

 

【津地・安原・下榎】私、家ではパソコンやインターネット等使用しませんが、仕事場で

は利用しています。溝口も光通信はないので、パソコンの動きがよくないです。もっと早

く動かないかなと思う時がよくあります。グループ会社が黒坂にありますが、もちろんそ

の会社の社員もパソコンの動きが遅くて駄目だとよく聞きます。光になれば動きがよくな

ると聞きます。そういう地域でないと企業の誘致もなかなかできないのでは。  

 

【津地・安原・下榎】光回線ができないのは日野町だけです。江府町、日南町も光回線が

出来るのに日野町だけ時代遅れのような気がします。携帯電話でもインターネットが出来

る時代なのですから光回線があればいいと思います。  

 

【真住地区】光回線やインターネット環境が他の地域並に設備されていなければ若い人の

定住は難しいと思います。この先何事もインターネット環境の設備がなければ移住も検討

中。 
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【根雨街部】一刻も早い導入をお願いします。日野町の未来を明るいものにする為に！  

  

【下管】光回線が難しいのであれば、wifi でも良い。多数決で決めるのは意味がない。今

の中高生や大学生は、通信環境が悪いので卒業後、日野町に住めないといっている。過疎

化の原因にもなっている。  

 

【黒坂街部】年寄りには必要ないけど定住してもらうには必要だと思います。  

 

【未記入】情報だけが世の中の全てではないのですが、それでもやはり得たい情報が便利

に早く得られるようになれば私たちの気持ちや生活、それに日野町も豊かになることにつ

ながるのではないかな、と思います。楽しみにしています。 

 

【高尾・金持・板井坂】対応が遅い。直ぐする気が有るか疑問、パソコンが使えない人へ

の学習会が早急に必要、中海テレビの共有は無駄。 

 

【黒坂街部】どの地域よりもネットワークが不十分で情報が遅れているのでとても不便で

す。今更と思いますがもっと早く時代に沿った地域つくりをしてほしい。 

 

【下黒坂】UIJ ターン等の安住促進者の中にはインターネット販売等での事業活用を考える

方もおられる可能性があります。現在町内に住所のある方がそういった考えの方もおられ

ると思います。根雨周辺は ADSL 通信があるので、それも可能と考えますが黒坂、上管等、

根雨以外の地域は、情報格差地域と言わざるを得ません。2040 年に消える地域から脱する

為にも、高速通信網は必要です。数年前に同様のアンケート調査がありましたがその時と

同じ結果にならないことを期待します。 

 

【黒坂街部】他の市町村に光回線があるのに日野町にないのが不便であります。この際、

光回線をぜひともつなげてほしいです。 

 

【根雨街部】高速通信への対応が遅すぎます。他市町村地域との格差を無くすべく整備を

進めて欲しい。通信速度も対応に遅すぎです。 

 

【真住地区】高齢者の多い中、必要とされない人が多数かもしれませんが、これは多数決

ではなく絶対必要なものです。このような検討をされる事さえ、すでに遅れています。こ

のままでは、企業の誘致、若者の定住など見込めません。 

 

【根雨街部】町長は本当に日野の将来を考えているのか疑問だ、そもそもこのアンケート

は必要なのか？アンケートの結果、半数以上の人が光回線は必要でないと答えたら、光回
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線にする必要がないと判断されるのか・・・将来の日野町にとって必要なものだと説明す

るのが町長そして行政の仕事ではないのか？ 

 

【津地・安原・下榎】若者定住と言いながら光回線をつけていない。矛盾している。そん

なことでは先々若い人が住みたいと思えることがないと思います。人口も年々減少してい

る上に高齢化になり、正直先々不安です。光回線はもちろん、つけるべきです。遅すぎま

す。町も若い人の意見はどんどん聞いて少しでも発展するようにするべきです。 

 

【根雨街部】米子の電気店でインターネットについて質問した時「どちらにお住まいです

か？」と聞かれました。「日野町です」と答えると「じゃあ駄目です」と言われてまわりに

店員さんやメーカーさんもいてとても恥ずかしい思いをしたことがあります。その間に友

人たちは携帯電話やヤフーなどを契約、使いこなしています。私のネット環境は化石でウ

ィキペディアや検索で関連項目を調べたりするかメールくらいです。(ユーチューブや重た

いホームページは見られません)今はスピードが遅くて便利になればよろしいですが、契約

すると負担金が大きければあきらめます。日野町は孤島と言われているのをご存じです

か？ 

70 代くらいの方にインターネットのお話をしても無関心。議員さんにもおられます(またイ

ンターネットの話をされても勉強不足に感じます)言われることは必要なし。 

前回のインターネットアンケートで不要のほうが多かったのでだめでしたがあれから月日

が流れとりのこされました。アンケートが遅すぎました。 

 

【根雨街部】財政的に無理がないかどうか検討して、将来的には整備することが望ましい。

高齢者にとってはケーブルテレビ等で議会中継や身のまわりの情報が得られれば町政への

関心も持てるようになると思う。 

 

【根雨街部】このような調査を行っていただきありがとうございます。私は都市部からの I

ターン者です。自然豊かなこの日野町で地域の人たちのあたたかい人柄に接し大変楽しく

満足に日常を過ごしております。しかし、転入するにあたりもっとも心配だったのがこの

ネット環境についてのことです。転入前は光回線を利用しておりましたので、ストレスな

くネット通信をしておりましたが、日野町では光回線やケーブル通信をいった通信網がま

だ整備されてないとのことで、是非とも今後なるべく早くに導入していただければより多

くの移住にもつながるのではないかと思います。ご検討よろしくお願い申し上げます。 

 

【黒坂街部】もっと早くするべき。今やっとか？若者に見捨てられ老人ばかりとなりつつ

ある町。遅すぎ。もっと本気で取り組むべきでは。 

 

【下管】若い世代が日野町を離れる要因の一つなので早期解消を希望します。逆に日野町

に若い世代が転入してきやすい環境になると思います。都会からの大企業の誘致をする必
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要最低限の条件でもあると思います。独居、高齢化の日野町の全世帯に必要なのかは疑問

ですが少なくとも希望があれば導入できるような状態にはしてほしいです。 

 

【黒坂街部】対応、対策が遅すぎる、今頃アンケートを取っている場合ではなく、インタ

ーネット環境の整備を急ぐべきで、自治体としての義務ではないでしょうか。インターネ

ット環境の不備が人口減に拍車をかけているともいえると思っています。 

 

【黒坂街部】アンケートの結果にこだわらず早急に光回線等の整備をするべきです。日野

町はこの辺では通信網の陸の孤島と言われています。 

 

【本郷・奥渡地区】何故、他市町村に導入され、日野町に導入されてないのか？日野町の

今後のビジョンが明確になってないからだと思います。情報インフラを整備することは、

全国、世界につながり必要不可欠です。アンケートによる検討ではなく、行政が必要性を

認識し主導されることを期待します。 

 

【黒坂松部】日野郡でネット環境が整備されてないのは日野町だけで、江府も日南も出来

ることをしていないのは、行政の怠慢だとしか思えないです。 

 

【舟場・野田】日野町のみ光回線が通ってないのは恥！インターネットを利用している者

としては、通信速度が遅いのはとても不便および時間の無駄。公共施設のみ光があるのは

ずるい。回線の不便で移住も考えた。 

 

 

2 整備に反対 

【根雨街部】もうすでにインフラが 10年も遅れている。今更光回線に予算を使うくらいな

ら他の事につかってもらいたいものだ。今頃光回線をひいて、特に便利になるとも都市と

の格差をなくすとか、安住促進とかまったく関係ないと思われる。もう一度いうがおそす

ぎであり、光回線に使う予算は他にまわすべき。利用者が少ないから企業はもうけがない

と判断し現在があるわけで、これからもっと利用者が少なくなるのに目先のことだけで動

いて失敗するのは意味が分からない。赤字だしてもいいのなら勝手にやってください。住

民につけがまわらないようによしなに。 

 

【真住地区】実際には具体的な内容がわからないので将来的に財政的な面の不安なきしも

あらず人口減少に伴う財政収入の削減やランニングコストの面々等 

 

【舟場・野田】多額の街負担がかかると聞いているが、費用の説明がなされていないアン

ケートはどうなのか。ないよりはあったほうが良いという無責任なことになるのではない

か。インターネットがなければ若者が済まないという議員さんがいるのは果たしてどうだ
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ろうか。 

 

【根雨街部】予算は、補助金等、町の負担、個人の負担は？ 

 

【上管地区】数年前までは日野町に光回線がないのはおかしいと思っていましたが、ネッ

ト環境が変わり持ち歩く時代になりました。しかも LTE エリアも広がりライトユーザーに

は不便なく使用できるようになりました。もちろんヘビーユーザー向けにあったほうがい

いと思いますが保持、維持費を町民が負担することを思うと、考えますね。現在、日野町

のみ光回線がないと聞いていますが、オフラインの生活もいいと思います。40 代ですが、

今の気持ちは５０％賛成で５０％反対ですかね。個人的には無料の wifi スポットの設置を

各自治会にしたほうがいいと思います。 

 

【舟場・野田】利用料が安価で無ければ、光回線を整備したところで加入しないことも考

えられる。CATV は不要(金を払ってまで加入したくない)光回線がなくてもモバイル wifi で

大概のことができるが、通信に安定性がない(動画をみるとすぐに止まる、すぐにパケット

量オーバーする)光回線を有効に使える人がこの町にいくらいるのかを考えると、整備する

のは無駄な気もする。光回線がないと何もできないみたいな IT に疎い人が多い気がする。 

 

【津地・安原・下榎】導入(町及び個人)の費用と維持費用がよくわからないが、町財政で

負担が大きくないか、他にコストパフォーマンスが良い方法がないか考えてほしい。 

 

【根雨街部】光回線にするのはいいですが、そのために税金が高くなるなら今のままでも

いいです。 

 

【津地・安原・下榎】光回線でなくても、必要であるなら携帯電話ですればいいのでは。

無駄な投資ではないでしょうか。日野町の財政はそんなによくなったのですか。   

 

3 ケーブルテレビ等の整備について 

 

【本郷・奥渡地区】光回線だけでなくケーブル TVについても検討してほしい。西部地区で

江府町と日野町がケーブル TVを見ることが出来なく、職場などで話の話題についていけま

せん。人口の過疎問題だけでなく、情報過疎にもなっています。若者が今後も住みたい町

づくりを目指してください。 

 

【高尾・金持・板井原】テレビ朝日視聴したい。 

 

【舟場・野田】光回線もですがケーブルテレビも引いていただきたい。  
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【下管】ケーブルテレビもみれない、インターネット、パソコンによる高速通信ができな

い様な町に若者は安住したがらないと思う。田舎ほど都心部に負けない環境を整備する必

要がある。  

 

【根雨街部】中海テレビで日野町を取り上げても見れない。議会まで中継してくれとは思

わないが、日野町の情報番組はやって欲しい。広報ではない情報が遅い。  

 

 

4 その他 

 

【不明】入者が業者と契約時のトラブルを最小限にする為の情報発信をして頂きたい。光

回線プロバイダー契約に対して行政窓を一定期間でもよいから設置できればよいと考えて

います。町内スポット等の wifi３Gスポット化も合わせて検討が必要なのでは？すでに、

2020 年オリンピックには５G となることがほぼ決まっている様です。 

 

【舟場・野田】議会中継や町内のニュース等が発信出来るようになればよいと思います。 

 

【高尾・金持・板井坂】情報という点では、災害の時は、ラジオが有効です。日野町では、

日野病院でもおしどり荘でもラジオがはいりません。光回線と同時に、町内で、ラジオが

きれいに聞けるようになることも重要だと思います。 

 

【不明】高齢者の一人暮らしが増加している日野町、山間部には、見守りシステムが光回

線のサービスでできるのであれば、早く検討して進めていくべきではないでしょうか。 

 

【舟場・野田】議会の様子等を流せれたらよい、出来ますか？地域もようし物の案内やそ

の様子を流せれたらよい。定住促進には(若い人たちが町に増える)かかせない時代ですね 

 

【津地・安原・下榎】光回線に限った事ではないが、高齢社会に於いて老人世帯の見守り

システムとして情報網の活用を検討してもいいと思う。  

 

【不明】光回線の整備で環境を整え、それを使う人間の教育学習の場(パソコン教室などの

開催)の提供をお願いします。 

 

【黒坂街部】スマートフォン普及に伴い、wifi の整備もお願いしたい。  

 

【黒坂街部】推進するのであれば 10 年前にするべきであったと強く思います。このアンケ

ートは何故今されているのかその理由は何ですか？   
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【上管地区】 

１ 高齢化が５０％目前の町で、住民人口対利用者の UP は至難の業と考えられる 

２ しかし、I、J、U ターン導入を町の柱とする以上、又、企業(現在稼働・将来誘致)の立

置条件を考えるなら導入すべき 

３ 行政が在宅医療、介護、保険分野でどの程度入れるか、安全安心に向けた使い方が高

い投資に対する有効活用の生長分野と考える 

４ 特に若者はスマホ・タブレットが浸透、光パソコンに繋がるか、ここの動向が加入を

左右する。  

 

【黒坂街部】設問に専門用語が使ってあり高齢者にはわかりにくいところがった。少々ピ

ントがずれていると思いましたが書いてみました。 

○設置する場合町の持ち出しはどれ位ですか(維持費、管理費含む) 

○補助金はありますか 

○個人が加入する場合の費用はどのくらいですか 

○仮に事業所等を誘致する場合に光回線をそこに引くことはできますか 

○私たち世代はともかくこれからの子供や若い人たちには必要なものだと思います。 

 

【舟場・野田】年輩の方、不慣れな方を対象にした使い方講習会、出前講習会、出前説明

会を開催して導入後のフォローも必要と思います。使えてなんぼですから。 

 

【舟場・野田】公共 wifi スポットを多数設置してほしい。 

 

【黒坂街部】働いてる時でしたらお金をだせると思っていましたが、今、年金生活に入っ

ていると余分なお金がありません時期が遅いです。 

 

【根雨街部】日野町内のどの地区でもどこでも同じサービスが受けれるようになるのです

か？光回線尿に機器を買い替えて通信料も安くなり利用できるようになるのでしょうか？

ドコモの wifi 利用はよくなるのでしょうか？住民への説明がもう少し必要だと思います。 

 

5 わからない 

【上管地区】年齢的な事もあって理解することが出来ずあいまいな答えです。 

 

【上管地区】光回線についての知識不足でこれが日常生活にどのように使われるか不明で、

アンケートにも答えようがない。 

 

【真住地区】実際はインターネットを知りません今からでも勉強がしたいです。金のかか

ることとは思いますが残りの少ない人生をひとつでも体験したいとおもいます。 
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【高尾・金持・板井原】山間地域にはパソコンによるインターネットの接続環境の利便性

が非常に悪いため持ちたいとおもってもあきらめてしまう。また、光回線と言われてもど

のようなものなのかもよくわからない。年齢的にも新しい知識がなかなか入りにくいので

教えてほしい。 

 

【舟場・野田】インターネット、パソコンを使用しない、使用できない人を切り捨てにす

るような施策はやめていただきたいです。ネットを利用しなくても、サービスが受けられ

るような環境を残していただきたいと願います。  

 

【黒坂街部】年より家庭においては、インターネットは関係ありません。  

 

【根雨街部】この年齢ではこれから先も必要ないと思っています。  


