
平成28年1月23日,24日　　意見交換会

●参加人数　１１９人　　　アンケート回収　８５人

◎総括

20歳未満 0 男 51 古知野東 6 広報「こうなん」 47 参加しやすかった 64 1回目 34
20歳代 1 女 16 古知野西 3 市議会ホームページ 1 参加しにくかった 8 2回目 22
30歳代 2 記載なし 18 古知野南 10 地区回覧 24 無記入 13 3回目 17
40歳代 4 古知野北 9 街頭配付チラシ 6 4回目 7
50歳代 4 布袋 16 議員・知人の紹介 26 5回目 0
60歳代 27 布袋北 5 Facebook 1 無記入 5
70歳代 40 宮田 29 その他 1
80歳以上 6 草井 0 無記入 2
無記入 1 藤里 3

門弟山 3
市外 0
無記入 1

計 85 計 85 計 85 計 108 計 85 計 85

※意見等については、各会場別アンケート結果参照
５．開催日時について　自由記入（参加しやすい時間帯等）

1
1
3
1

曜日等
土曜日
夕方
春・秋（暖かい日等）
自営業者へ配慮してほしい

ア　ン　ケ　ー　ト　結　果　

１．年　齢 ２．性　別 ３．地　域
４．意見交換会を何で知りまし
たか。（複数回答可） ５．開催日時について ７．参加回数について

単位：人



中央コミュニティ・センター（老人福祉センター）アンケート結果

番号 参加しやすい日時 今後の意見交換会等の運営・取り上げてほしいテーマ等について ご意見・感想・自由意見

1 70歳代 男性 宮田 議員・知人の紹介 参加しやすかった 2回目 参加して本当によかったと思います。
勉強になりました。

2 70歳代 無記入 宮田 広報「こうなん」
議員・知人の紹介

無記入 春か秋が良いと思います 1回目

3 70歳代 無記入 藤里 広報「こうなん」
市議会ホームペー
ジ
議員・知人の紹介

参加しやすかった 3回目
①税収増の項目を具体的に明確にして、マイルストーンを決めて進める
システムの構築
②市長のマニフェストについての進捗

4 60歳代 男性 古知野南 地区回覧 参加しやすかった 会場に来る途中、商店主が店を開けてい
る所をみました。
自営業者の参加が困難と思います。

2回目

5 70歳代 男性 古知野北 広報「こうなん」
議員・知人の紹介

参加しやすかった 3回目

1.治水対策をお願いしたい
2.巡回バスの充実

1.年間7～8回、家の前の小さな水路がオーバーフローして、車庫が水びたしになり、車が水没した事があっ
た。
又、外出してた時は家に入れない（水が引く迄）
意見
1.新ゴミ処理場の建設を早めて下さい。
2.補助金の見直し（古いものは必要ないものがあると思うから）

6 60歳代 男性 古知野北 議員・知人の紹介 参加しやすかった 2回目 新ゴミ処理施設の早期建設
7 60歳代 無記入 古知野北 地区回覧 参加しやすかった 3回目
8 60歳代 無記入 古知野南 広報「こうなん」

地区回覧
参加しやすかった 1回目 初参加させて頂きました。

本日はありがとうございました。

9 40歳代 男性 宮田 広報「こうなん」 参加しやすかった 2回目 テーマの多さに比して、時間が少ないと思います。地区ごとに問題が異
なるので、各地区に応じた意見交換が必要。

10 70歳代 女性 古知野南 議員・知人の紹介 参加しにくかった 3回目

11 70歳代 女性 古知野南 広報「こうなん」
地区回覧
議員・知人の紹介

無記入 2回目

12 70歳代 男性 古知野南 広報「こうなん」
地区回覧

参加しやすかった 2回目 皆さんの意見を具体にどうやっていくかを考え実行するときに来ていると
思います。（市民の皆さんは課題をつかんでいる。分かっているはずで
す。）

13 70歳代 男性 古知野東 広報「こうなん」
地区回覧

無記入 3回目

地区の区長、町内会長、他役員さんの積極的参加を促し、自治会で住
民生活に生かしてほしい。

雨水対策の一つとして、道路の（Ｕ字溝）について
畑や空地が道路より地盤が高い所から流出した土砂で埋もれている所が多く見受けられます。
◎地主さんと土木課で話し合って対策して下さい。
・土留の費用や清掃の促し（大雨での土砂流れ）
・耕運機で（耕し後）畑土で道路を汚している

14 60歳代 男性 門弟山 広報「こうなん」
地区回覧

参加しやすかった 2回目 本日はありがとうございました。
江南市の将来、明るく楽しく住みやすい町にしていくためにも、高い志を
もち市議になられた皆様の活躍に大いに期待します。
（花霞町住民として、門弟山小学校の交通安全みまもり隊として活躍し
ています）

市長タウンミーティングも、議会との意見交換会同様、複数日程で開催してほしかったです。

15 60歳代 男性 宮田 広報「こうなん」 参加しやすかった 1回目

豊かな人材の育成の為の対策
税収増加の手法検討！
人口増加の対策、雇用確保、継続した対策可能な事で結果を出して下さい。
具体的な意見交換、１日予定して下さい。

16 50歳代 男性 古知野北 Facebook
その他（布袋駅で
の街宣）

参加しやすかった 3回目 とても素晴らしい会だと思います。
今後もひんぱんにこういった会を催して頂きたいと思います。
ありがとうございました。

17 30歳代 無記入 古知野南 広報「こうなん」 参加しやすかった 1回目
意見交換会の内容自体を見直して頂きたい。
会話になっていない。

18 60歳代 男性 古知野北 広報「こうなん」 参加しやすかった 4回目
19 70歳代 男性 宮田 議員・知人の紹介 参加しやすかった 2回目 議員の数を15人ぐらいに（多いと思う）してほしい。
20 40歳代 無記入 古知野東 広報「こうなん」 参加しやすかった 1回目
21 60歳代 男性 古知野北 広報「こうなん」

議員・知人の紹介
無記入 2回目 私は農業ですが（植木生産）、現在不景気で、売れない。→農地を借り

てますが空かない。
まだらな空地が多い→残りをばっさいしています。
空き地が多い。利用者にもっとあっせんしたら？

農地の有効利用
休眠農地を利用者にあっせんを
例.大根、サトイモ

22 60歳代 男性 古知野北 地区回覧 参加しやすかった 4回目 5ヶ年計画、10ヶ年計画についても実施して下さい。
23 70歳代 女性 古知野南 地区回覧 参加しやすかった 3回目
24 80歳以上 女性 古知野南 広報「こうなん」 参加しやすかった 4回目
25 80歳以上 女性 古知野南 議員・知人の紹介 参加しやすかった 無記入 江南駅近くの道路整備
26 70歳代 男性 古知野南 広報「こうなん」 参加しやすかった 1回目
27 70歳代 男性 門弟山 広報「こうなん」

街頭配布チラシ
議員・知人の紹介

参加しやすかった 2回目

28 70歳代 男性 古知野北 街頭配付チラシ 参加しやすかった 4回目

参加
回数

年齢 性別 地域
意見交換会を何で
知りましたか。（複
数回答可）

開催日時について



布袋ふれあい会館アンケート結果

番号 参加しやすい日時 今後の意見交換会等の運営・取り上げてほしいテーマ等について ご意見・感想・自由意見

1 60歳代 男性 布袋 議員・知人の紹介 参加しやすかった 1回目 ・図書館について　前半は箱物の議論であったように感じましたが、後半に出たプロデュース方法に始まり、
書籍の種類・内容・数量等、特に文化芸術等に関する物等、ソフト面の充実が一番大切な事と思います。
・現在の図書館においても蔵書の充実を行ってほしいと思います。

2 70歳代 男性 布袋 地区回覧 参加しやすかった 2回目
3 70歳代 男性 布袋 地区回覧 参加しやすかった 1回目
4 70歳代 無記入 古知野東 議員・知人の紹介 参加しやすかった 1回目 意見がたくさん出て有意義。このような会は度々開くとよい。声をすい上

げて良い江南市づくりをお願いします。
5 70歳代 男性 布袋 広報「こうなん」 無記入 4回目 今迄意見交換会に出てきたが、今回の様なまじめな意見を参加者から

も聞く会は初めてと思う。多忙中で申し訳ないが、回数を増やすことを希
望する。

6 70歳代 女性 古知野東 議員・知人の紹介 参加しやすかった 3回目 防災について（ひとり暮らしの対応） 区域が違っても非常に良かった（布袋地区）
7 70歳代 女性 布袋 広報「こうなん」

地区回覧
議員・知人の紹介

参加しやすかった 1回目

8 80歳以上 男性 布袋 広報「こうなん」 参加しにくかった 1回目 保育園のトイレについて、子供たちにとって、トイレは成長の第一歩でも
あります。おかあさんおとうさんは大奮闘してみえます。トイレの洋式化
（トイレしやすい環境）是非、全ての保育園を回って下さい
手洗いの衛生は保母さんに負担させないように

9 70歳代 無記入 布袋北 広報「こうなん」 参加しやすかった 2回目
意見を聞かせて頂きありがとうございました。ごみ処理施設の話を聞かせていただきよくわかりました。高齢
者の方達の勉強会を市で色々やって頂きたい。

10 70歳代 女性 古知野東 地区回覧 参加しやすかった 2回目 18才から選挙権が与えられました。若い人たちの顔が地域の行政の
ミーティングの顔が見られる様になったらいいかと思います。”我が故
郷”を思う気持ちとか未来の”故郷はどんな姿になったらいいのか、10年
先20年先を描く若者の気持ち・希望”とか若いから言えるということもあ
ろうかと思います。若さゆえに知らないことも多々あることも有ると思いま
すが、未来への若者を育てることもみんなで考えるという姿勢を示すこと
も大切です。

・図書館　市民より募集して委員会設立
・福祉委員の設立（民生委員だけでは問題解決は無理）

11 60歳代 男性 布袋 広報「こうなん」
地区回覧
議員・知人の紹介

参加しやすかった 3回目
・図書館だけで交換会ができそう（別途計画されたし）
・言い足りない事ばかり（もっと議員の声を聞きたかった）

空き家対策、昨年法制定されましたが、江南市の取り組み状況、市民が知っておくべき内容等を情報提供さ
れたし（広報などで）

12 60歳代 男性 布袋北 広報「こうなん」 参加しやすかった 1回目 もう少し回数と時間を増やしてほしい
13 50歳代 男性 布袋 地区回覧

街頭配付チラシ
参加しにくかった 土曜日

夕方
1回目

14 70歳代 男性 布袋 広報「こうなん」 参加しにくかった 3回目
15 70歳代 男性 布袋 広報「こうなん」

地区回覧
議員・知人の紹介

参加しやすかった 4回目

布袋の新しいまちづくりについて、地方の皆が是非布袋に行って見よう
か、それらが誘い合って来てくれる特徴づくり、集客力を高めるには

市民と議会との意見交換会は、限られた時間ではあったが生の声がこんなに多いとは思ってもいませんでし
た。それだけ市民も考えているのだと痛感させられました。本当に有意義な時間で建設的な意見・要望が出
たと思われますので、議員の皆様が検討していただけますことを切にお願い申し上げます。市民の代表者で
ある市議会議員各位の更なるご尽力を強くお願いします。
風通しのいい江南市役所であるように指導をお願い申し上げます。

16 70歳代 男性 布袋 街頭配付チラシ 無記入 3回目

各区運営上の住民とのトラブルに行政も介入する仕組みづくりを

・ふれあい会館については受益者負担で多少の負担で徴収すべき、利用者一人100円、１団体1,000円位は
可能か
・区政に対して住民トラブルも行政は相談に応じてほしい。
・一時業を行うに対して市民の寄附を募集しては
・図書館も内容を公開して利用しやすい内容をＰＲする
・街づくりについても行政も積極的な協力を

17 70歳代 男性 古知野東 広報「こうなん」 参加しやすかった 3回目 行政に対する意見が多いことから議員では説明できないことも多いと思
います。市職員が同席しておれば納得いく説明が得られるのではと考え
ます。

18 60歳代 男性 布袋 広報「こうなん」 参加しやすかった 1回目 出産に関する医療費の援助（検診etc実費扱い）、企業誘致に関する情
報公開を

19 70歳代 男性 布袋北 広報「こうなん」
地区回覧

参加しやすかった 2回目
安心安全を確保するには、何が効果的であるかを全ての角度から検討
する場を設けてほしい。

・図書館新設には賛成でありますが従来の観念を捨て図書館を中心にした総合のものにして欲しい①サロ
ンの開設②図書を中心にした諸行事、弁論、お話し方大会、書道・絵画展、ボランティア教室、手話等の教
育的な広場の併合的行事の会館等を③すべて無料化はしないで欲しい。安価で施設維持費は徴収すべき。

20 70歳代 男性 布袋 広報「こうなん」
地区回覧

参加しにくかった 厳しい冬の時期は避けて欲しい 1回目

21 80歳以上 無記入 古知野西 広報「こうなん」 参加しやすかった 4回目
22 30歳代 無記入 布袋 広報「こうなん」 参加しやすかった 3回目

若い世代も呼ぶ工夫をお願いします。（学校で子ども、学生にも呼びか
けなど）

図書館、学校図書の市民利用の可能性も検討できるならお願いします。（子供への防犯、対象のかたよりが
課題）

23 20歳代 無記入 布袋 街頭配付チラシ 参加しやすかった 2回目 若い世代も参加しやすいよう、詳しい報告や、資料の充実化をはかって
ほしいです。

24 70歳代 無記入 布袋北 無記入 無記入 無記入

参加
回数

年齢 性別 地域
意見交換会を何で
知りましたか。（複
数回答可）

開催日時について



宮田地区学習等供用施設アンケート結果

番号 参加しやすい日時 取り上げてほしいテーマ等 ご意見・感想・自由意見
1 60歳代 女性 布袋北 議員・知人の紹介 参加しにくかった 2回目 やはり、ごみ処理施設のことは早く解決してほしいです。

切にお願いします。

2 80歳以上 女性 宮田 広報「こうなん」 無記入 1回目
3 70歳代 男性 宮田 広報「こうなん」 無記入 1回目 各意見が長く、もっと簡素な方法をとったらどうですか。

１人の方の意見が長く、要領を得にくいので、進行をスムーズにお願いし
たいです。

4 70歳代 男性 宮田 街頭配付チラシ 参加しやすかった 無記入
5 80歳以上 無記入 宮田 地区回覧 参加しやすかった 3回目 ごみ処理施設・ごみ減量について

6 50歳代 無記入 宮田 議員・知人の紹介 参加しやすかった 1回目 50名以上の参加者の中、意見交換の時間が少なすぎます！ 苦しい財源の中、すこしでも市税負担額を軽減させてほしい！

7 70歳代 男性 宮田 広報「こうなん」 参加しやすかった 2回目
8 60歳代 女性 宮田 議員・知人の紹介 参加しやすかった 3回目 子育て支援についての質問がなかったが、若い世代はこのような場には

なかなか出て来ないが、インターネットで声を聞くなどの方法もあって良
いのではないかと思う。

9 60歳代 男性 宮田 広報「こうなん」 参加しやすかった 1回目
10 70歳代 男性 布袋 議員・知人の紹介 参加しやすかった 1回目 一人一回の質問・意見に制限されると消化不良。進行係は質問・意見を

要領よくさせるよう指導すること。
11 60歳代 男性 宮田 広報「こうなん」 参加しやすかった 2回目 質問の内容に明確な回答が得られなかった。分りにくかった。

いこまいCARの利用率、利用状況等数字が分りにくかった。
質問の解答者について、議員のかずけあいが見られました。
図書館の利用状況は？
　→年代別？地域別は？利用率は？→人口に対し
　→図書館は必要なのかな？　現在の場所の見通し
　→複合施設の中に図書館を
宮田地区は、サンライフ・ジョイフル等老人施設があり、近くに救急車がぜひとも必要と考えます。
共通テーマの中に新体育館建設についてとあり、予算はという質問があり、解答で「現在予算は正確に分り
ませんが39億から32億位とありましたが、もう少し正確な数字を示して欲しい。
減額になった理由は？

12 60歳代 男性 宮田 議員・知人の紹介 参加しやすかった 3回目
13 50歳代 無記入 古知野西 地区回覧 無記入 無記入 図書館について

現図書館には限界がある。
学校と同じくらい大切な学びの場である施設は、行政だけでなく、市民も加えた「検討の場」を作って欲しい。
（江南市にあった図書館を市民の声を反映させて近い将来建設して欲しい。）
すでに新図書館をあきらめている人も多いのですが、新図書館の構想を見えるかたちで示して欲しい。

14 70歳代 男性 古知野西 広報「こうなん」 参加しやすかった 2回目
15 60歳代 男性 宮田 議員・知人の紹介 無記入 1回目
16 無記入 無記入 無記入 無記入 無記入 無記入 配布資料の不備が残念

運営、内容はよかったと思う

17 40歳代 女性 宮田 議員・知人の紹介 参加しやすかった 2回目 今回2回目ですが、議員の方の意見はもちろん、市民の方がよく勉強さ
れて発言されている内容を聞いて、感心しています。地域や年代によっ
ての問題の違いを知ることが出来てよかったです。

18 60歳代 男性 古知野北 広報「こうなん」 参加しやすかった 3回目 最初の時間が短かったのは良かった。もっと短くしてもいいと思う。
議員の発言をもっと短く、意見や質問に的確に答えられるようにして欲し
い。

①「１つのテーマでの発言に限定」は改善を！
　むしろ、１人の発言時間を3分とか5分以内とかにして、その間はいくつのテーマでも自由にする、方がいい
と思う。
②再質問、もしくは再意見（1分以内とか）の機会も欲しい
③テーマを限定した「交換会」も考えて下さい。
　毎月（定例議会月を除き）1回程度あってもいいのではないか。
　今回掲げてあるテーマは1つずつでも、充分意見を交換する価値はあるでしょう。

19 70歳代 男性 宮田 広報「こうなん」 参加しやすかった 1回目 意見交換はうまく運営されていて、内容もよかった。
20 40歳代 女性 宮田 議員・知人の紹介 参加しやすかった 1回目
21 70歳代 男性 宮田 広報「こうなん」 参加しやすかった 1回目
22 70歳代 男性 藤里 広報「こうなん」 参加しやすかった 1回目 市長のマニュフェストと予算計上について

ごみ処理施設について、市議の合意形成ができていないとの回答です。
合意形成が出来ていなければ進みません。合意形成を進めていただき
たい。

23 70歳代 男性 宮田 広報「こうなん」 参加しやすかった 1回目
24 70歳代 男性 宮田 地区回覧 参加しにくかった 1回目 高齢者の時代です。各地域の高齢者に対する、いろんな意見を聞いて

ほしいです。行事をやってほしい。
地域の公共交通機関について
私は県営松竹住宅に居住して14年になります。
以前（2～3年前）は、いこまいCARが来ておりましたが、それが中止・変更され、現在は大変困っております。
何とか巡廻バスでも考えて下さい。厚生病院、江南駅、文化会館へ行くにも大変困っております。ぜひ巡廻バ
スを考えて下さい。特に高齢者が困っており、交通の便を考えて下さい。

25 60歳代 男性 宮田 地区回覧 参加しやすかった 2回目 駅の活性化　団地URの活性化

26 60歳代 男性 宮田 広報「こうなん」 参加しやすかった 1回目

27 60歳代 男性 宮田 広報「こうなん」 参加しやすかった 1回目 大変分りやすかったです。
今後も続けて頂きたいと思います。

28 60歳代 女性 宮田 地区回覧 参加しやすかった 1回目 初めて出席させて頂きましたが、出席された方々の意見を聞いて江南市
の為に色々な意見を市づくりに、こんなに真剣に考えている事におどろき
ましたが、残念なのが議員の方のお話に必ず「市の財政が」とても残念
におもい、次回は出席しても意見は言えないのかな？

29 60歳代 女性 宮田 地区回覧 参加しやすかった 2回目 固定資産税の歳出の出し方について
介護保険の歳出の出し方について

30 60歳代 男性 門弟山 広報「こうなん」 無記入 1回目 自由質問の形式は広範囲の意見が出て良い。 市議会の傍聴を逃している市民にとっては良い機会となり、各議員との距離も感じなく話が受け易い。定期
開催を継続願います。

31 70歳代 無記入 宮田 広報「こうなん」 参加しにくかった 寒い日なので暖かい日の方が良いと思う 1回目

32 60歳代 女性 藤里 議員・知人の紹介 参加しやすかった 1回目 専門的な話をされている方が多く、勉強不足の私にとっては、かなりハイレベルな意見交換会でした。でも勉
強になり、参加してよかったと思います。

33 70歳代 無記入 宮田 広報「こうなん」 参加しやすかった 1回目

参加年齢 性別 地域 意見交換会を何で 開催日時について


