
平成30年8月18日　　意見交換会

●参加人数　　６３人 アンケート回収　４９枚

◎総括

20歳未満 0 男 25 古知野東 6 広報「こうなん」 19 参加しやすかった 42 1回目 28

20歳代 1 女 5 古知野西 5 市議会ホームページ 3 参加しにくかった 3 2回目 9

30歳代 0 記載なし 19 古知野南 6 地区回覧 14 無記入 4 3回目 7

40歳代 6 古知野北 2 議員・知人の紹介 19 4回目以上 4

50歳代 6 布袋 12 Facebook 1 無記入 1

60歳代 11 布袋北 3 その他 1

70歳代 22 宮田 5 無記入 1

80歳以上 1 草井 1

無記入 2 藤里 0

門弟山 2

市外 5

無記入 2

計 49 計 49 計 49 計 58 計 49 計 49

※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）

19時以降
日曜日のPM3:00頃

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 ６．参加回数について

単位：人

日曜日



全体会　アンケート結果（アンケート回収７枚）

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 無記入 男性 市外（大口） 市議会ホームページ
議員・知人の紹介

参加しやすかった 1回目 見たことがない

2 70歳代 男性 古知野南 地区回覧 参加しやすかった 1回目 ときどき見る 地域（町）の役員の選任方法について
高齢化に伴ない、地域の役員のなり手が少なくなっていて、
毎年選任が難しくなっている

3 50歳代 男性 布袋 議員・知人の紹介 無記入 日曜日、PM3:00頃 1回目 毎回見る

4 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 毎回見る
5 70歳代 男性 布袋 広報「こうなん」

地区回覧
参加しやすかった 2回目 毎回見る

6 60歳代 男性 古知野西 議員・知人の紹介 参加しにくかった 日曜日 1回目 ときどき見る
7 無記入 無記入 市外 無記入 無記入 無記入 無記入

議会のようすを
ご覧になります

年齢 性別 地域
意見交換会を何で知
りましたか。（複数回

開催日時について
参加
回数



建設産業委員会　アンケート結果（参加者３８人　アンケート回収24枚）

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 無記入 布袋 広報「こうなん」
議員・知人の紹介

参加しやすかった 1回目 毎回見る ・各テーマに対する説明等、ある程度丁寧にして欲しかっ
た。（テーマの多さによる時間的制限かも）行政マンによる
フォローがベターかもしれません。
・高齢化による農地保全が大変厳しくなっています。特に交
通安全の立場から、交通量が多い交差点近くでの雑草繁
茂による見通しが悪くなっています。また庭木等が道路に
はみ出し、大変危険箇所が多くなっている。広報効果は薄
く、行政が直接指導する（区長の協力を得て）考えでないと
改善されないと思います。（皆陰で批判し、人間関係を大切
にし危険防止が改善されない）

2 40歳代 無記入 古知野東 広報「こうなん」 参加しやすかった 3回目 ときどき見る
3 60歳代 女性 布袋 議員・知人の紹介 参加しやすかった 2回目 毎回見る 江南市の東西南北地域には交通機関が無く、駅のバス停

まで行くのも大変です。いこまいカーだけでなく、コミュニ
ティバス（小型）で巡回していただきたい
・今日、ホームページで調べてくれとの意見がありました
が、インターネットが繋がっていない人はどうすればいいの
か

4 70歳代 無記入 布袋 議員・知人の紹介 参加しやすかった 1回目 毎回見る

5 60歳代 男性 布袋 議員・知人の紹介 参加しにくかった 1回目 毎回見る

6 60歳代 男性 布袋北 地区回覧 参加しやすかった 1回目 ときどき見る

7 50歳代 男性 無記入 広報「こうなん」 参加しやすかった 3回目 毎回見る 全体会→分科会→全体報告会の流れで最後に各分科会
の簡単な報告が頂けると嬉しいですね、途中で他の分科会
に移動するのは少し難しいです。

質問時間が無かったので下記質問致します。可能であれ
ば御回答いただけると嬉しいです。
１．江南市に企業誘致するメリットを他の市町村と比較して
教えてください。行政だけでなく市民がそれを知りセールス
してもらえるといいと思います。
２．１同様まちづくりは先ずは人づくり、人を増やすことだと
考えます。江南に移住するﾓﾁﾍﾞがアップする様な、誰でも
説明できるセールスポイントは何でしょうか？

皆様のご意見に対して参考になるかどうかわかりませんが
防犯面について犬山の魚屋町（江南宮田出身の原県議が
住んでいる）が過去に空き巣が多かったのですが、この数
十年空き巣が減った経緯が有ります。一度訪ねてみてはど
うでしょうか？　たき火・野焼きについて、江南市独自の「た
き火マイスター」とか言う軽い資格（１～２時間の講習で取
得可能なもの）を作ってはどうでしょう。市の宣伝にもなりま
せんかね？

8 40歳代 無記入 古知野東 広報「こうなん」 参加しやすかった 3回目 見たことがない
9 50歳代 男性 草井 広報「こうなん」

市議会ホームページ
参加しやすかった 1回目 毎回見る

10 70歳代 無記入 布袋 地区回覧 参加しやすかった 1回目 ときどき見る
11 40歳代 男性 市外（大口北）その他（中日新聞） 参加しやすかった 1回目 見たことがない

12 20歳代 男性 古知野南 地区回覧 参加しやすかった 1回目 ときどき見る
13 40歳代 男性 門弟山 議員・知人の紹介 参加しやすかった 1回目 ときどき見る
14 70歳代 無記入 宮田 広報「こうなん」 参加しやすかった 4回以上ときどき見る １．議員の皆様方は現場をしっかり観て、市民本位の取り

組みをしてください。
２．側溝工事、ガス管工事、水道管変更工事等、バラバラな
時期に行うため、掘ったりうめたり、ほそうをその都度行
い、仕上がり具合も悪く、無駄な費用が発生しています。タ
イミングを合わせ同一に工事をやる様、実施してください。
３．松竹公民館の所にある防災スピーカーよりの声が小さ
く、又、声が消し合い、何を言っているか、分かりません。聞
こえるようにしてください。

15 60歳代 男性 市外（大口町）その他（尾北ホームニュ参加しやすかった 1回目 見たことがない
16 50歳代 男性 布袋 広報「こうなん」

議員・知人の紹介
参加しやすかった 1回目 毎回見る 非常に多くの意見があり驚きました。

次回も参加させていただきたいと思います。

議会のようすを
ご覧になります

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

開催日時について



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
議会のようすを
ご覧になります

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

開催日時について

17 40歳代 無記入 布袋 議員・知人の紹介 参加しやすかった 1回目 ときどき見る

18 70歳代 男性 布袋北 広報「こうなん」 参加しにくかった 2回目 毎回見る ・非常に難しい事ですが
　事が起きてから、対策を取る依然はその因となる事をなく
す努力をすべきではないか。
　これには行政の指導か、教育（講習・講座等）力の増加で
はないでしょうか、成果を得るのには、時間が要すると思い
ますが地味な活動が必要だと思います。
　我々も努力致しますが、我々より力のある議員さん達の
意識を向上して行政に”人づくり”の提唱をお願い致しま
す。
・思いやりの心、やさしい心、正しい心を”

19 70歳代 男性 布袋北 広報「こうなん」 参加しやすかった 3回目 毎回見る 愛知県との具体的な行政実施例を説明してほしい。
江南市自治基本条例が施行されて７年が経過したが、市民
によるまちづくりがどうすすめられているかみえにくい。最
近関市の実施具体例を聞いて感心した。
・まちづくり市民会議、市民活動支援センターの事業、学習
して活かして欲しい。

20 80歳以上 男性 門弟山 広報「こうなん」
地区回覧

参加しやすかった 1回目 ときどき見る 私鉄料金犬山線は本線と同等になる様要望してほしい。
私鉄のあり方次第で沿線の人口維持も可能になるのでは
ないか、公共事業して地域へのサービスを充実させてもら
いたい。

21 60歳代 男性 古知野南 議員・知人の紹介 参加しやすかった 1回目 見たことがない
22 70歳代 無記入 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 毎回見る 分科会場でも委員長のあいさつなどがあるが、少しでも有
効に時間が使われるために、省いてほしい。
参加者が少しでも多く意見がいえる時間を保障してほしい。

23 50歳代 男性 市外（岩倉市）市議会ホームページ
Facebook

参加しやすかった 1回目 ときどき見る

24 60歳代 男性 無記入 その他（事業レビュー）参加しやすかった 1回目 ほとんど内容を見たこと議会はどんな仕事をしているのかわかっていません。法令
を作っているわけではないと思ってます。
行政のチェック機能を持っていますか？
こんど議会を傍聴してみたいと思っています。

（議員のみなさんに）
・江南市は日本国内での認知度はたいへん低い
・認知度を高める（飛躍的に）ビジョンを策定してほしい
・人口増（減らさない）ためには医・食・住の充実は必須条
件です。
・人口減少の対策でなく若人が江南市に住みたくなる夢の
ビジョンづくりを考えて
・箱物造りでなくソフトを考えてください。



厚生文教委員会　アンケート結果（参加者１４人　アンケート回収１１枚）

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 無記入 布袋 議員・知人の紹介 参加しやすかった 1回目 ときどき見る

2 70歳代 無記入 古知野東 地区回覧 無記入 19時以降 4回以上毎回見る 定年延長に伴い、区役員や民生委員等の引き受け手が少
なくなってきています。その解消の一助として、市主催の会
合は平日の昼間を避け、土日や夜間に出来ないか検討願
いたい。

3 70歳代 無記入 古知野南 議員・知人の紹介 参加しやすかった 2回目 ときどき見る 各区ごとに集いの場の設置を行政から働きかけて頂きた
い。住民のボランティアをお願いして市の負担を必要としな
い方向で。

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 見たことがない 意見交換のとき、時間制限をかけるといいと思う。
5 70歳代 女性 古知野北 議員・知人の紹介 無記入 1回目 ときどき見る
6 70歳代 無記入 古知野北 議員・知人の紹介 参加しやすかった 4回以上毎回見る
7 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 毎回見る
8 60歳代 女性 古知野南 広報「こうなん」

地区回覧
参加しやすかった 3回目 毎回見る

市民からの請願については実現できる方向で検討していた
だきたい。
皆、切実な内容の多いことを考え議員の皆さんも賛成（とい
うか同意）を出来るだけして欲しい。

9 70歳代 男性 宮田 地区回覧 参加しやすかった 2回目 ときどき見る 分科会で取り上げる項目をもっときめ細かく記載してほし
い。例えば、図書館がどの分科会か判断できず迷った。

10 70歳代 無記入 布袋 地区回覧 参加しやすかった 1回目 ときどき見る 皆さんは色んな話をしたいなと思いました。質問の話が長
かったですね、活発な意見が出てよかったです。

11 70歳代 女性 古知野西 広報「こうなん」
地区回覧

参加しやすかった 2回目 ときどき見る

議会のようすを
ご覧になります

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

開催日時について



総務委員会　アンケート結果（参加者１５人　アンケート回収７枚）

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 50歳代 無記入 古知野西 広報「こうなん」 参加しやすかった 2回目 ときどき見る
2 70歳代 女性 古知野東 地区回覧 参加しやすかった 2回目 ときどき見る
3 60歳代 男性 古知野東 広報「こうなん」 参加しやすかった 2回目 ときどき見る
4 70歳代 無記入 古知野西 議員・知人の紹介 参加しやすかった 3回目 毎回見る 大変有意義な意見交換会でした。今後とも継続をお願い致

します。
5 40歳代 無記入 宮田 地区回覧 参加しやすかった 4回目 ときどき見る 学区毎等に効率のよいまちづくりを考えられる様な場もあっ

た方がよいと思います。（地区協議会）
6 60歳代 男性 宮田 広報「こうなん」 参加しやすかった 1回目 ときどき見る 空になっている寺、神社活用化
7 60歳代 男性 古知野西 議員・知人の紹介 参加しやすかった 1回目 ときどき見る 公共施設の再配置の検討について

小・中学校の建物の耐用年数のみ検討されているが園児
数（今後の）がわかる資料が必要。
特に保育園の数が多いと思われるので、今後の人口を教
えてください。

議会のようすを
ご覧になります

年齢 性別 地域
意見交換会を何で知
りましたか。（複数回

開催日時について
参加
回数
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