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江南市公式ＬＩＮＥアンケート集計結果 

 

１．調査対象者  ＬＩＮＥ登録者 

２．調査期間   令和４年 10月１日（土）～10月７日（金） 

３．調査方法   ＬＩＮＥ配信（令和４年 10月１日午前９時配信） 

４．アンケート回答結果  ＬＩＮＥ登録者（令和４年９月末時点）  5,998人 

  回答数                  337件 

回答率                   5.6％ 

５．集計結果 

Ｑ１.あなたの年齢を教えてください。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ２. あなたのお住まいはどこですか 
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週１、２回程度, 9件, 3%
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Ｑ３．あたなは老人福祉センターをどのくらい利用していますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ４．あなた又はあなたの子どもは児童館（交通児童遊園内、古知野児童館、藤ヶ丘児童館）を

どのぐらい利用していますか 
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健康増進, 111件, 13%
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子どもたち、外国の方との
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11%

図書、学習室の利用,
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その他, 12件, 1%

利用するかわからない, 75件, 9%

徒歩,
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自転車, 
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バス, 

5件, 1%

いこまいＣＡＲ,

2件, 1%

その他, 

3件, 1%

わからない,

22件, 7%

Ｑ５．新施設はどんな目的で利用したいですか。（３つまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ６．新施設を利用する場合、主に何で行くと思いますか。 
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Ｑ７．新施設へ期待すること、新施設で具体的にやってみたいことなどありましたら、自由に 

記入してください。 

 

【交流】 

・誰もが(赤ちゃん親子〜高齢者、障害者など)安心して使える場所。教室(親子、高齢者など対象)

交流の場所。子連れで安心して行けるカフェなど(江南市で子育てしやすい拠点の場所)(30代,

古東小) 

・あぞびやお稽古を通して老人と子供の心と道徳と日本の伝統を守る育成教育の場(60 代,古北

小) 

・いろいろな年代の人達が交流できて、高齢者になっても気軽に利用できる様な施設。(60代,古

東小) 

・環境が良く老人ばかりでなく年齢を問わず誰でも来館出来る施設にしてほしい。(70代,宮田小) 

・子供、高齢者だけでなく、広く市民が使える施設にして欲しいです。(40代,草井小) 

・子育て中の親や子どもの交流の場所、高齢者が気兼ねなく集える場所として提供していただき

たいと思います(60代,宮田小) 

・いろんな人と交流して行きたい(60代,布袋小) 

・高齢の方々のみならず幼児やその親も利用できる有意義な施設を希望する。これからは世代関

係ない利用が出来る事が望ましいと思う。教え教えられる空間を(60代,古東小) 

・せっかく複合施設になるのだから、子どもと高齢者、外国人の方たちが交流できるような縦割

りでない施設を目指してほしい。(40代,古南小) 

・多世代及び外国人の交流による地域の活性化、地域福祉の学び(50代,布袋小) 

・外国の方との交流(70代,門弟山小) 

・人との交流(60代,門弟山小) 

・地域コミュニティの拠点として、地域共生社会の実現のため、地域生活課題を解決に向けたサ

ロンとして、整備頂くことを望みます。(70代,門弟山小) 

・地域の交流の場として利用(70代,門弟山小) 

・徒歩で来れる人が気楽に自由に集まれるサロンのような場が欲しい。(60代,古西小) 

・現在の老人福祉センターの健康増進の為のお風呂等の施設は残しつつ、市民が交流できる場と

して建て替えて欲しい。(40代,古南小) 

・年齢に関わらず幅広い人達が利用しやすい施設にしてほしい(50代,古西小) 

 

【趣味・サークル関係】 

・運動やサークルがやりたい。(50代,古南小) 

・いろんなサークルに参加したい(50代,古南小) 

・いろんなサークルに参加してみたいが今ではない(50代,草井小) 

・ヨガ、アロマテラピー、ちぎり絵、押し花、リズムダンス。(60代,古東小) 

・旅行サークルを作って欲しいです(70代,古南小) 

・健康増進、ストレッチ、筋力維持器具(60代,布袋小) 
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・健康増進関係に関すること(60代,宮田小) 

・サークル活動、打ち合わせ、地域交流、(40代,布袋小) 

・スポーツ、卓球(40代,古南小) 

・施設利用料金が安かったら、サークル活動に利用したい。ヨガができるようにしてほしい。こ

んなサークルに参加しませんかという勧誘活動を盛んにやってほしい。広報江南だけでなく幅

広く‼️(60代,布袋北小) 

・資格が取れる講座やヨガ、フィトネスジムの様な物があると有難い。(40代,古南小) 

・何をするにおいても健康でなければならないと思うので､スポーツや体力が出来る施設であっ

てほしいです。(40代,布袋北小) 

・太極拳、気功、ヨガ(50代,布袋小) 

・参加しやすい体操、料理(60代,古南小) 

・江南市が運営する､健康増進サークルなどがあれば利用してみたい。趣味のサークルなども気に

なります。(50代,古南小) 

・会議、集会(80歳以上,古西小) 

・講演会(80歳以上,布袋北小) 

・映画鑑賞(60代,布袋小) 

・図書館が遠くなるので、それに似た静かに勉強できる環境が欲しい。(30代,門弟山小) 

・図書館で読書(30代,古北小) 

・図書室（是非お願いします！)、サークル活動、採れたて野菜等の販売(50代,門弟山小) 

・読書、勉強など(50代,わからない) 

・読書他の人との交流(70代,宮田小) 

・リモートワークや自己啓発の学習場所として活用したい。(40代,江南市外) 

・予約をすればレンタルスペースになる事。図書館には漫画も置いてあると良いかも。レンタル

はさせない。盗難が気になるなら、受付の後ろに配置し、対人で図書館内のみで貸し出す。(40

代,宮田小) 

 

【イベント】 

・バザー、野菜販売、賞味期限近い食品回収(50代,古西小) 

・回顧できる日用品に触れてみたい。😀(70代,布袋小) 

・定期的に子育てのイベントをしてもらえたらありがたいです。(30代,わからない) 

・お年寄りと子どもが触れ合えるようなイベントがあると良いと思う(30代,古北小) 

 

【子ども関係】 

・雨の日、暑い日、寒い日(公園を利用しにくい天候の日)に子どもが体を動かして遊べる居場所

としての活用(30代,布袋小) 

・雨天時に子どもと過ごせる施設が江南市は少なすぎるので、全天候型のアスレチックがある施

設が欲しい。雨だと市外へ出掛ける事が多くなります。老人福祉センターへのアンケートとし

ては不適当かもしれませんが、子どもと過ごす一日が、江南市だけで完結するくらい充実した
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施設が欲しいです。今は休止していますが、小牧市や豊山町などの大型のプールや、春日井市

の「ぐりんぐりん」のような支援センターです。予約をしてでも行きたいと思える施設がある

と、江南市自体の魅力もあがるのに…といつも思っています。(30代,古東小)" 

・屋内遊具施設、子どもの体験教室(30代,布袋小) 

・子どもがガールスカウトでよく利用しますが、開放的で明るい建物で、ガールスカウトが終わ

った後にお友達と卓球や外遊びができたらなぁとよく言っています。(30代,古東小) 

・子どもと丸一日過ごせるくらい施設を充実して欲しい。お昼ご飯もそこで賄えるようフードコ

ートなども完備して欲しい。授乳室・おむつ替えが出来るベビールームが欲しい。低価格で利

用できる子どもの習い事を集めた施設のようなところがあったら素敵。(30代,布袋北小)" 

・子どもの学習支援や、遊び場、習い事など(40代,布袋北小) 

・子供が遊べる、学べる施設。(40代,布袋小) 

・子供たちが楽しくなるような児童施設があればなと思います。(30代,布袋小) 

・子供会など活動や子供グループでの何かお勉強的場所(40代,古南小) 

・土日祝も利用できる施設。夜間も利用できる施設。小さい子が安全に遊べる広い室内遊具施設。

（小牧の子育て支援センターのような）こども食堂。(40代,古東小) 

・放課後、子供たちが遊べるような部屋があると助かります(40代,古南小) 

・簡単な料理を作って皆で食べたい。子供たちも利用しやすい調理台が２台程あるといい(70代,

宮田小) 

・色々な世代が交流できる場や、どの世代でも通えるところ。小牧にあるこども未来館のような

遊べたり、勉強、工作、プログラミングが出来る施設が江南にもあると幼い子供から高校生ま

で通える。新しい図書館は布袋に出来るが、こちらの施設にもやはり図書館は欲しい。(30代,

古南小) 

 

【施設環境全般】 

・ともかく、明るくて用事がなくても顔を出したくなるような施設にして欲しい。緑あり花があ

り、笑顔で集えるような。(50代,古南小) 

・はいりやすさ、わかりやすさ(30代,古西小) 

・ふらりと立ち寄っても、安心して利用できる施設にしてもらいたい。(60代,布袋小) 

・気楽に立ち寄れる感じの、外観希望します。(60代,古東小) 

・気軽に活用できること(60代,古東小) 

・外に出るのがおっくうな人が行きたくなるようなものがあるといいな(50代,古西小) 

・街の発展につながるような施設になることを願っています。例えば大垣市は、駅にアピタもあ

るけれど商店街もがんばっています。(ヤナゲンはつぶれたけど。)老若男女集まれる施設、学

校、大学などと協働するなど、新しい風を期待します。(40代,古南小) 

・近隣の住人以外が、利用しやすくしてほしいです。(50代,布袋小) 

・誰でも入りやすく、交流が持てる場(30代,古北小) 

・誰もが利用できるような、多目的な施設にしてほしい(50代,古西小) 

・具体的なコンセプトが見えない。市の業務の一部がそこで行えるなら新施設 OK。(60代,古西小) 
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・建設前から施設の目的などを広く周知してもらいたい。建設後は当初の目的通りに利活用され

ることを願う。広く市民に理解される施設であってほしい。(30代,布袋小) 

・現在の老人福祉センターのように、高齢者にとって憩いの場となるような施設にしていただき

たい。(60代,宮田小) 

・江南市に住んでる方がこんな施設作ってくれるなんて住んでてよかった！移住してくる方が江

南市に住んでよかった！って思える施設を作ってください。僕は江南市に引っ越してきてまだ

そのようなことを感じたことがありません。僕の子供には江南市って良い街だなって思っても

らいたいのでよろしくお願いします。(30代,古南小) 

・今の利用方法も分からないので回答が難しい。福祉センターなら福祉に関する利用となるの

か？色々制限がある中で交流の場とは難しい訳できちんと利用目的、建て替える意味を明確に

して進めて欲しい。(40代,草井小) 

・町おこしに繋がること 

 

【施設環境（ハード面）】 

・無料 Wi-Fi 環境設備によるコワーキングスペース、若年者による自習室、サロンや飲食・小売

業を始めたいと思っている方へのイベントスペース。高齢者から子供までが交流できる地域コ

ミュニティスペース。(30代,古南小) 

・Wi-Fi環境が欲しいです。子ども会、町内会など地域の集まりでオンラインも導入したいのに使

える場所がありません。(40代,藤里小) 

・音楽室にピアノを設置していただきたいです。(50代,草井小) 

・楽器練習ができるように、小牧の公民館のような防音室が欲しい(20代,古南小) 

・鏡ばり部屋(70代,布袋小) 

・お風呂、体力向上の器具の充実、学びの部屋(70代,古南小) 

・リハビリ施設、リハビリプール。、健康年齢を上げる取り組みが多いといいです。(50 代,布袋

小) 

・趣味の踊りのお稽古で、和室を利用しています。ぜひ、今のような和室を設置してください。

(70代,門弟山小) 

 

【災害関係】 

・災害拠点(50代,古北小) 

・災害時の集合場所となるように、また障害のある方や、小児も使いやすいユニバーサルな建物

になっている、年齢問わず使用出来る内容の施設を希望します。自分は間仕切りのある半個室

の学習室があり、時間も 8:00 から 20:00 まで使えるようにしてもらうと、利用しやすいと思

う。(40代,宮田小) 

・災害時の対応ができる施設(30代,古東小) 

・現在の場所で建設なら水害対策をしっかりして下さい。(50代,古南小) 

・避難所(40代,古南小) 
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【交通、工事関係】 

・老人だけでなく色々な世代の人が利用でき、交流できるような場であるといいなと思います。

駐車場があると利用しやすいです(50代,古東小) 

・車でしか行けないのでいずれ免許返納した場合、コミニティーバスとか走らせて老人が行ける

ようにしてほしい。老人福祉センターなんだから。近所の人だけでなく市民が使えるようにし

てほしい。(60代,宮田小) 

・車に乗れなくなった時の利便性(70代,布袋小) 

・距離的に、無理なので、シャトルバス等整備して欲しい。(80歳以上,布袋北小) 

・近くであれば交流出来るから行けるかもしれないが、バスも乗り換えで本数も無いから行けな

い。(70代,布袋小) 

・駐車場を沢山作ってほしいのと同時に飛び出すお年寄りも多いので安全面の確保をしていただ

きたい。そろばんや習字教室など子どもが通える教室がほしい。一時保育などシングルママを

助けてもらえる場所があるとうれしい(40代,門弟山小) 

・付近住民です。現在お年寄りやサークル活動などで主に利用されていますが、新施設開設に伴

い騒音や安全面の確保に留意していただきたく思います。一方通行の多いエリアですので車両

の逆走や、子供の利用が増えることでの飛び出しやイタズラ等、近隣住民への配慮をお願いい

たします。(40代,古南小) 

・センターそのものもさる事ながら、通いやすい周りの道路整備がされることを、望みます。(40

代,古南小) 

・工事されている間の騒音等気になります。(80歳以上,古南小) 

 

【施設名称、位置付け】 

・老人福祉センターという施設名だと若い世代にはピンとこないので世代関係なく足を運べる施

設名がいいかな。と思います。(40代,布袋北小) 

・老人福祉センターという名前がいまいち(40代,門弟山小) 

・老人福祉センターはこれまで、高齢者など特定の世代や団体、地元が主に使っていたように思

われます。これからは、様々な機能を集約、複合化し、同じ目的の公共施設をただ建て替える

のではなく、今の時代にあった、新しい視点と価値を取り入れて、かつ一部特定の団体や地域

の施設としてではなく、多世代で全市民のニーズに応える、新しい公共施設に生まれ変えてい

たただきたいです。(30代,布袋北小) 

 

【既存施設】 

・交通児童遊園にある、ゴーカートは残していただきたいです。(20代,布袋小) 

 

 

・身近に感じないので全く興味ないです。(50代,門弟山小) 

・特になし、わからない 他９件 


