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2017日本共産党市議団くらしの願い・市政アンケート《集計結果の特徴》 

回答総数は４５９通。回答者の年代は６０代以上が 67％と、高齢者層が多数でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【1】くらし向きは？ 

  全体では、「苦しい」「大変苦しい」を合わせて 67％。 

  地域差が大きく、藤里校区では「苦しい」「大変苦しい」

が 82％にも上ったのに対し、古南校区では「苦しい」「大

変苦しい」が 45％、古東校区では 49％でした。 

 

 

 

 

【2】苦しい原因は？（複数回答） 

  回答者の年齢層を反映し、「年金

が少ない」が 37％と最多。続

いて「介護保険料の負担が重い」

「国保税が高い」が続きました。 

 

 

 

 

 

 

 

主な自由意見 

●年金から高額な国保税を徴収されている。年 256,500円。介護保険料 141,400円（古北、６０代男性） 

●②（ある程余裕がある）ですが、共働きをしているから余裕があるだけです。共働きは大変です。残業が

多く、家事のできない日があります。推進するならば、残業なくしてほしい。（古東、３０代女性） 

●苦しいと考えたら生活がめいってしまう。いただいた年金でいかに生活するか、貯金を大きな行事の時は

とりくずし、つつましく、でも希望を持って生きています。（古南、７０代女性） 

●年金だけの生活ですので一杯一杯の遣り繰りはキツイです。（藤里、８０代男性） 

●高齢者になり、年金生活収入はなくなり、免許を返納、その為行動範囲が限られ、今では病院通いが大変
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です。他県では免許の返納者に何らかの特典があると知りまして市役所に尋ねて行きました。ところが江

南市は貧乏だからと終わりました。車の免許は市ではなく県管轄ですね、不公平ですね、本当に淋しい限

りの江南ですね。真実が知りたくて、乱筆ですがよろしくお願いします。（宮田、７０代女性） 

●年金が満額でないのに（介護保険料が）高い。介護保険を年金からひかれるようになって使わなかったら

５年間隔ぐらいで少し返還するようにしたら自分の体にも気を付けるようになるのでは。私も主人も年金

は満額ではないのに、市から介護保険やら高齢者の保険が来るたびに上がっています。たしかに年を取れ

ば保険は使う事が多くなって来ましたが年金は下がる一方です。わずかな年金でやりくりしていますが、

国、県、市町村の議員、公務員、国会議員の公費が多すぎると思います。皆とは言えませんが税金で生活

してみえる方にムダな金が使われているように思われてなりません。大きな災害が起きればそちらを先に

しなくてはなりませんが、先にやって頂きたいことを後まわしにしてこんな事と思われる事をやって自動

車を止めて渋滞させて迷惑この上ないと思います。高齢者が多くなり５月の側溝掃除のやれる方が少なく

なり畑のまわりのミゾは土でうまり水はけが悪く、それがあふれ民家に入ってきます。青木川の底のヘド

ロをすくい上げてもらいたいです。私たちが納める大切な税金をむだに使わないでほしいと思います。お

友達とよく話をするのですが高齢者は先が見えないので心配でお金を使わないようにして自分の事は自

分で守ることを考えているのです。国がもっと高齢者に安心できる政策をすれば年寄りはもっとお金を使

い消費税もふえうるおうと思います。そうすれば税を上げなくても良いと思います。（布袋、７０代女性） 

 

【3】公共施設の有料化の影響については 

 「大変困る」「困る」が 22％。「場合によっては影響がある」が

24％に対し、「別に影響なし」が 44％でした。「別に影響なし」

と回答した方々の多くは、公共施設を利用しない方々と考えら

れます。 

主な自由意見 

●使用をした事がない。（古北、30代、女性） 

●知りませんでした。（古東２０代、女性） 

●値上げが必要であればやむなし（草井、６０代男性） 

●現在施設を利用していないので実感がない（古西、７０代性別不明） 

●使用している人は市民の一部である。使用する人が、使用料を負担することはあたり前だと思う。（宮田、

５０代女性） 

●ふれあい会館の暑さはとんでもなく、今時どこにいてもエアコンの中で生活している体にはきつく、お茶、

アイスノン、うちわと対策は取っているものの、運動から帰るころには全身汗まみれでフラフラです。高

齢者ばかりなのに万が一の場合、自己責任で終えるつもりでしょうか（布袋北、６０代女性） 

●今の所、私には影響はないが知人がパークゴルフに元気で楽しく過ごすために行って、大会や草取りなど

にも進んで参加していたが、会員をやめて、パークゴルフには行っていますが大会などには出られず、少

しガッカリしています。（藤里、６０代性別不明） 

●時間の枠が２時間なので、今まで３時間利用していたが利用しにくくなった。（草井、年代不明女性） 

●バウンドテニス、ハーモニカ、書画、登山サークルとたくさん活動していますので会費等支出が増えた。

１１月の公民館フェスタのステージ、作品共激減しています。サークルの数は減っていませんが、会員が

減っていると思います。（古北、７０代男性） 

●有料化は仕方がないが時間には問題あり。料理実習が短縮のため後片付けに時間がほしい。大人の場合は、

なんとかなるが、おやこの教室の場合時間がない。（古東、８０代女性） 

●有料化、値上げの原因をつぶす。指定場所の草取り、掃除などで利用券を発行する。例として公民館等に

おいて管理補助のボランティア化、管理者は複数掛け持ちなど。（門弟山、６０代男性） 

●障害を持っている人の使用料を安くする、50％。（校区、年齢性別不明） 
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【4】江南市政に望むこと （Ⅰ福祉・暮らし）では（複数回答） 

  「介護保険料や利用料の軽減」が最多で 41％。続いて「国保税の値下げ」が 38％、「介護サービスの

充実」24％。「運転免許返納者への助成制度」が 23％でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な自由意見 

●1 人暮らしの人が増えるので歩いて行ける所に、皆が自由に言って話し合える場所がほしい。（宮田、７０代

女性）（ほかに同趣旨１人） 

●地域サロン、今後益々高齢者が増え、医療の負担も個人、市共に増えると思うので、そうならない様に健康体

操を今より多く取り入れてほしい。健康都市をめざしてほしい、専門家を招いたりして。（藤里、７０代女性） 

●介護施設をもっとたくさんにし年金で入れる安い所をもっと増やしてほしい。今後老人が増える一方だと思う

ので。（草井、５０代女性） 

●要介護度の低い高齢者も老々介護の家が多くなってきています。少ない年金で入る施設がなさすぎます。老健

も３～６ヶ月で退所せざるを得ない時代です。低収入でも利用できる施設を作ってください。介護度の低い人

でも認知症発症している人もいます。要介護２以下の人の行く所がない状況です。自宅で介護も日中独居高齢

者世帯又は単独高齢者Ｈ３０年介護保険法 改正です。もっともっと介護度の低い人の行き所がなくなるので

は？と心配しています。（藤里、５０代女性） 

●主人８８歳、介護サービスをうけていますが２８年７月から利用料が２割になりました。大変きびしいです。

現在要介護２です。私の年金（妻）額を加算に限度額を超えたみたいです。（古東、８０代女性） 

●上下水道工事をしていく地域について補助してほしいと思う。又、税金をとるのはやむを得ないと思うけど、

有効に使わないと納得できません。貧困差等もなくして欲しいと思います。（古東、３０代男性） 

●江南市は高齢者の恩恵が、よその市町村に比べて悪いですね。市の健康受診も費用は高いし、車のない人はバ

ス代が高い。（藤里、６０代女性） 

●年金から引き落とされる保険料が高い。（藤里、７０代女性） 

●事情によって、市営、県営住宅に入れなかった母子家庭に住宅手当がほしい！（布袋、３０代女性） 

●バスがあまりないので、タクシーチケット等を返納者に毎月給付して少しでも高齢者のドライバーを減らして

欲しいです。（古北、４０代女性）（ほかに同主旨の意見７人） 

●公共交通の改善（古東、６０代男性）（ほかに同趣旨１人） 

●歩行者の道幅が狭く危ない。高齢者の車の運転が危ない。信号や横断歩道が少ない。（布袋３０代、男性） 

●厚生病院などへ行くのに大きなバスでなく他の市町村のように１５人のマイクロを一律料金で走らせてはど

うでしょうか（布袋、７０代女性） 

●公立小中学校にクーラーがなく、子ども達は大変苦しい思い、命の危険さえある。先進国で教室にクーラーが

なく、汗だくで集中できない国が他にあるか？恥ずかしいと思ってほしい。ムダな複合施設を建てる前に、子
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ども達の苦痛を受けている現実を即改善すべき！議員を減らしてクーラーを設置すべき。（地域年齢性別不明） 

●資源ごみの分別が非常に分かりにくく無駄が多いように思います。例としては、ビニールは現在２種類に分け

て出しているが本当に必要でしょうか、一説によればいずれも焼却されるとも言われています。他の自治体で

はプラスチック、ビニール等だけを週１で回収をしています。プラスチック等を別回収すれば、資源回収の回

数が減らせます。資源ゴミの立会いについて、町内会単位で資源ごみを出しています。その際に当番制度によ

り立会いをしていますが、夫婦共稼ぎの住民にはかなりの負担があります。他の自治体のような委託等も市側

は考えて欲しい。市職員の巡回も今まで出会ったこともない住民任せである。（布袋６０代男性） 

●資源ごみを２週間に１回はアパート暮らしにとってゴミを貯めておけないので不便。センターに持っていくの

も車ありきの場所。（地域年齢性別不明） 

●人口減少により下水道事業の見直し、コストが高くなる。（門弟山、７０代男性） 

●市の税収アップの政策、産業誘致。税金を増やすことを考えないと福祉に回す金がない。（宮田、６０代男性） 

 

【5】江南市政に望むこと（Ⅱ子育て・教育）では（複数回答） 

  「いじめ問題の解消」が 27％。続いて「小中学校にエアコン設置」が 26％。「トイレの洋式化」23％

「教職員の多忙化解消」22％でした。 

   エアコン設置の要望については、別途自由記入欄に切実な声の記入が見られました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な自由意見 

●いじめ問題で、学校側の対応が遅い。（古東、８０代男性） 

●学校の空調化は早急に行ってほしい。トイレの洋式化はあたりまえ。（布袋、８０代、性別不明） 

●学校にエアコンがないのは、子どもにとって勉強に集中できない。愛知県は特に設置率が低く、子どもへの負

担が大きすぎる。子どもが過ごしやすい環境作りを考えてほしい。（古北、４０代女性） 

●一宮市でもエアコンが設置されると聞きました。大口、小牧は以前よりあるようです。この暑い中エアコンな

しでは、学習効率があがらないと思います。早急に対策をお願いしたい。（門弟山、４０代女性） 

●猛暑の中、小中学校にエアコンがないのはかわいそう。（宮田、５０代女性） 

●とにかくクーラー設置を。勉強どころか、給食時に気持ち悪くて吐く生徒が続出でそれを見て気持ち悪くてさ

らに被害者が出る有様。他市はクーラー設置されているのに、なぜ江南市は出来ない。江南市から出ていきた

い。住民税はやたら高いのに、トイレが信じられないほど汚い。（宮田、４０代女性） 

●子供の通っている小学校のトイレがあまりにも悪臭等がしていて驚きました。子供に聞いたら皆汚くて悪臭が

するのでガマンしたりするとも聞き何とかならないかと思いました。（古北、４０代女性） 

●布袋小学校のトイレの古さにびっくりしました。一番気持ち良くしたい場所が、あんなに古くては子ども達が

かわいそうだと思いました。（布袋、４０代女性） 
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●学童の利用料を上げすぎ。値上げしても質は変わらない。古北学童を学校内にしてほしい、移動も大変だし、

外あそびも出来ず、あまり良くないと思う。(古北、４０代女性) 

●学童を早く６年生まで受け入れ可能にして欲しい。女性が安心して働けるようにして欲しい。（古東、３０代

女性） 

●長期学校の休日だけでも小学校の高学年の学童保育をしてほしい。（布袋北、３０代女性） 

●制服が何十年も昔のデザインで最近の猛暑化に適していない。何万も払わせて機能性を考えていない制服を廃

止すべき！誰のためのものか？少しは子どもを優先に考えてください。（地域年齢性別不明） 

●特に⑬、江南市は病児保育がない。市は助成はしているが（１日 2000 円まで）小牧市や大口町に住んでいる

方が優先となり、朝あきがあればあずけることができるが、まずあずけることができない。それは、形だけの

助成にしかならない。ファミサポがあると以前市から言われたが、フルタイムで仕事をしている為１日あずけ

るのにいくら負担しなければいけないのでしょうか？他の市は、何か所もそういうところがあり、他の市でも

提携してあずけることができるのに、本当にすみにくい市だと思う。（古北、３０代女性） 

●日曜日の保育園が必要。共働きでこまります。支援センター、一宮のように日曜もやってほしい。こーたんの

所にランチルーム欲しい。学食だとベビーチェアがなく食べさせにくい。（古東、３０代女性） 

●保育現場への市役所からの支援。保育士が子どもにもっと向えるように、保育以外の業務を対応する様に体制

を作るべき。（草井、４０代男性） 

●保育園児がいるが、他市に比べ保育園は入りやすいが、働く親にとっては保育時間、病児保育などイマイチ。

３世帯同居などでないと働きながら江南市に住むことは難しいと感じています。（地域年齢性別不明） 

●保育料も高すぎます。子育てしていて魅力が江南市にはありません。私みたいな人たくさんいると思います。 

（布袋北、３０代女性） 

●近隣市町での図書館のレベルが最低。エアコンのない教室は江南だけと思っているが、先生に余分な事を負担

させないことは出来ないのか？（古西、７０代性別不明） 

●図書館の場所が踏切向こうと、とても不便に思います。是非新図書館の建設をお願いしたい。（草井、６０代

男性）（他に同趣旨 2人） 

●駅に図書館を建設、勉強するスペースも併設して欲しい。一宮駅のようにイートインできるスペースもあると

便利。コミュニティーセンタとしても利用できるようにしたら良いと思う。手話ｅｔｃ。（門弟山、４０代女

性） 

●４年前に江南市に引っ越してきましたが、図書館がどこにあるかもわかりません。江南駅近く又は市役所に近

くにできるといいですね。（門弟山、５０代女性） 

●図書館は例え新設しなくても、もっとサービスの充実はできるはず。向き合い方の問題。子どもが小さかった

時、保育料の負担で苦労しました。（宮田、５０代、女性） 

●中学校の部活動について無理に教職員を顧問にするのではなくて専門指導者を市が導入する必要があると思

う。子どもの能力向上と教師の負担軽減の為にも。（地域不明、５０代女性） 

●⑪教職員の多忙化解消、学級事務分野に事務職員を配置し、クラスを担任する教員が学級運営に専念できるよ

うにし、子どもに目配りできるようにする。⑬病児保育、土日働く母親も多い、市がやってくれると安心でき

る。（藤里、５０代女性） 

●中学校の部活に先生でなく、外部のコーチをやとって先生の仕事を減らすようにして欲しい。（草井、５０代

女性） 

●適応指導教室の充実（移転後の外遊びする場所）（地域年齢性別不明） 

●⑫について、子どもは接種回数も２回のため、家族全員が接種するとけっこうな金額になります。せめて、子

どもだけでもあると、とても助かりますので強く望みます。（古南、４０代女性） 

●お金が掛かる事ばかりの事例なので進みが遅い。何々を止めて○○をする、を提案する活動をしてほしい。（門

弟山、６０代男性） 

●負担軽減より改善に目を向けて欲しい。（布袋、３０代男性） 

●母子家庭なのですが生活状態を子どもが理解できる訳もなく、習い事をしたがります。習い事などに何分の１
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などの負担でもして頂き、習い事をさせてやれる環境を作ってあげてほしい。母子の子にも習い事をさせてあ

げてほしいです。（宮田、３０代女性） 

●学校指定品（衣類、靴など）が高価すぎるのでもっと安いものにしてほしい。ほとんど使わずサイズが合わな

くなって捨てる体育館シューズなどは１足１５００円する。（地域不明、４０代女性） 

 

【6】江南市政に望むこと（Ⅲ住みよいまちづくり）では（複数回答） 

 「便利なバスの実現」が 50％と圧倒的に多く、地域別では布袋北地域で 67％と切実な要望であること

が確認できました。自由記入欄には、生活の足がなく困っている声の記入が大変多く寄せられました。

続いて「道路、歩道、側溝の整備」が 30％、「浸水・豪雨対策」が 24％、「江南駅前の活性化」が 24％

でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な自由意見 

●畑の草を生え放題にしている人からは、税金をたくさん取るなり、罰金を払わせるべき。畑で草、ゴミを燃や

し、まわりに迷惑をかけている年寄りに罰金を払わせるべき！通報する部署、役所に設置してチェックすべき。

（地域年齢性別不明） 

●名鉄バスの本数が少なすぎて利用できない。江南駅近くの無料駐輪場が狭い。(草井、４０代女性) 

●朝の出勤時は名鉄バスで良いが、昼間は小型のバスで良い。昼間はバス利用者が少ない。（草井、７０代性別

不明） 

●①古知野北は、バスがない為不便。⑥江南市はとにかく道がせまいのにカーブミラーがないし、歩道が少なす

ぎる。これでは事故がおくてもおかしくないのに改善せず「事故をゼロに」とか理解できない。月に２度ほど

ある資源ごみ当番は時間も６：３０～２時間と長いし平日。今の世代は共働きが多いのに何とかならないか？

また季節によってはお年寄りにも負担。（古北、３０代女性） 

●車の運転が出来なくなるが、市としての対応がない。（古東、８０代男性） 

●①バスの時刻見直し、厚生病院行き、電車到着の１分前にバスが発車します。30分に１本なのだから電車到着

後５分くらい後の発車でもよいのでは。②畑や田の保水力が多い、住宅地にしないでほしい。⑤堀市長以前か

らゴミを各家の前にだしてよい地区とまとめた場所におかなくてはいけない地区がある。（草井、５０代女性） 

●公共交通機関が少ないから高齢になっても車に頼る。その割には道路の整備が全くできていない。白線がかす

れた地域が多すぎる。（古西、７０代性別不明） 

●③高齢者の中にはインターネットを使えない人も多いと思います。車に乗れなくなった時どうしたら良いか今

から不安です。是非小回りのきくマイクロバスの巡回の実現をお願いします。（布袋北、７０代男性） 
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●６５歳からタクシー半額回数券があると良いです。駅東側（江南）にスーパーがあると良いです。（地域不明、

５０代女性） 

●現在は車に乗れるが、いずれ運転出来ない日が来ます。買物など考えると不安です。安くて便利は交通をお願

いします。（布袋、７０代女性） 

●厚生病院へ行くのにバス料金が高い。遠い。（布袋、６０代男性） 

●名古屋市は老人無料パス等、老人が交通機関をうまく使える制度が充実しているが、江南はないので残念です。

税金をいっぱい納めてきたのに（古西、６０代女性） 

●車いすでも乗れるコミュニティーバスの運行。（布袋、４０代性別不明） 

●力長北地区の高齢者老夫婦１人暮らしの人が一番困っている事は日常生活品の買い物です。（大口町の）巡回

バスがありますが（力長と今市場の間）遠く、１本北の若宮神明前を通るようにして頂くと助かります。（週

１回でも）大口のアピタ、ヨシズヤを利用する方も多いですが、いこまいカーは使えません。高齢化が進み、

車の免許証を返納する人も多くなり、１日も早い対策をお願い致します。出来れば皆さんにアンケートをとっ

てください（布袋北、８０代女性） 

●車の免許証が返納できない（布袋北、６０代女性） 

●厚生病院へ行くバスを、ＡＭ７時～８時までにほしい。団地西のバス停の回りの銀杏の木を切ってほしい。臭

く、雨の日は、特に歩くから踏んで、あぶない。大変迷惑です。なくしてほしい。すぐ切って根からなくして

ほしい。（藤里、５０代性別不明） 

●厚生病院のバスが少ない。１０時代は 1本もない。午前中は１時間位１本でもいいから、１２時は走らせ

てほしい、困っている、帰りも 12 時前でなくなるので困る、車優先らしい？もっと車を減らして、市の

方でバスを走らせてほしい。（ 藤里、６０代女性） 

●信号機の矢印等の整備。（宮田、６０代男性） 

●いこまいカーとかではなく、小型バスなどが市内を回ってくれると助かる、江南団地でも病院などへいく

不便。（藤里、６０代性別不明） 

●高齢で車が乗れなくなった時の交通機関に困って外に出られない。空き家を利用して年寄りの集まれる場

所を作ってほしい。（宮田、７０代女性） 

●江南団地 → 厚生病院。朝８：３０までに行きたいがバスがない。（藤里、８０代男性） 

●①便利なバスは、交通弱者、高齢者免許返納者に必須だと思います。⑨江南駅の活性化は交通渋滞解消も

念頭に市の経営者として真剣に考えてください。江南で駅前に１階から住宅用途だけなどありえないと思

う。また市政だけでなく商人のやる気があまりかんじませんけど。いつまで時計が壊れたままなのか。（ふ

（藤里、４０代男性） 

●前野に住んでいます。買物不便、今は歩きになりましたので、たとえ一時間に一本でもバスがあれば町に

行けます。１人暮らしは困難。イコマイカータクシーは金が高い。少ない年金生活では無理。今の状態が

続けは孤独になって、認知症になる可能性があり。（古東、８０代女性） 

●市内巡回バスを出して欲しい。江南駅 → 西アピタ → フラワーパーク → すいとぴあ江南 → 

ピアゴ江南 → 厚生病院を定期的に回るようにして欲しい。（草井、５０代女性） 

③買物難民、自分ではどこへも行けない。⑨江南駅の活性化、一応特急の停車する駅前としてはあまりに

も貧弱すぎ、夜を通して賑わうのが本来の市駅前ではないか。（古東、８０代男性） 

●免許証を自主返納する時期が来ているが交通の便がないので出来そうもない。（古北、８０代男性） 

●公共交通機関の充実。図書館や体育館など子どもが使う施設にすらバス路線がない、貧弱すぎる。歩道に

草が生えています。通れない所もあります。改善してください。側溝にフタがないので危険。

 （地域不明、４０代女性） 

●歩道の拡幅。自習室の充実、時間の延長、場所増設。（古南、50代女性） 
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●江南駅前の渋滞はひどすぎます。特急の停車する駅にしては狭すぎる。駅前ロータリーを通過しないと進

めないなんて、無策すぎませんか？（ 藤里、６０代女性） 

●江南駅に向かう時、西ロータリーの反対側に車とタクシーが、スピードが速いです。（古東、２０代女性） 

●バロー付近がいつも渋滞している。道路は広がらないのでしょうか？（古東、３０代女性） 

●市外から現在江南市に住んでいますが街灯が少なく危険。江南駅前は古くさいが駅も古くさいのでキレイにし

てほしい。図書館は学校の図書館レベルで残念。（地域年代性別不明） 

●⑨江南駅前の活性化、特に、駅東のアーケードがボロボロすぎるので、早急な対応をしてほしいです。（古東、

３０代男性） 

●市街地に公園がとても少なく思う。特に私の住んでいる村久野地区には公園が一つもない。対応をお願いした

いです。ゴミの不法投棄がとても多い、きれいな街にしてほしい。（草井、60代男性） 

●１つの班の軒数をだいたいでいいので決めてほしい。軒数が多すぎで、班長の仕事が生活にかなり負担。可燃

ゴミの場所が遠すぎ、市役所に何度も要望してもだめでした。（地域年代性別不明）   

●空き地を利用して太陽光発電を推進してください。太陽光発電の売電額をローンの支払いにあてる方法を検討

してください。（古北、６０代男性） 

●親から相続された土地、責任を持って、雑草をはやしたままに何年もされている方に指導して欲しい。（古北、

７０代女性） 

●調整区域の空き家は更地にすべき、古い家が多い。側溝を整備してほしい。（布袋、８０代性別不明）  

●豪雨が増えてきている昨今、浸水対策、排水対策を早急お願いします。（門弟山、７０代女性） 

●未耕作放棄地の除草に除草剤（ラウンドアップなど）をまくのはやめてほしい。放棄地に太陽光発電を設置す

るなど市が対策を進めてほしい。（地域不明、５０代女性） 

●プラスチックゴミも回収してほしい。（地域不明、３０代女性） 

●江南市は街が崩壊している。手がつけられないでしょう。２世帯住宅を格安で作ることのシステムが要る。単

身赴任は家庭の崩壊と企業の勝手。むつかしい問題。（地域不明、７０代男性） 

●ゴミの回収回数が少なすぎる。（特にプラゴミ）。放草地が多く、害虫が多い。（布袋、３０代男性） 

●すべて該当、浸水対策で公園に貯水槽を設備したり、高齢者のボランティアを有効利用する等はたらきがいの

場を作っては。（布袋、７０代男性） 

●住みたいまちづくり、何をイメージしているのか？例えば市から放置されて来た南部で今起きている事、世代

の変化による田、畑の耕作放棄！五条川沿いの田畑は遊水池として重要です。早急な対応を！流路に家が建ち

ます。（布袋、６０代男性） 

●企業誘致して、市民税を下げるように（布袋、４０代性別不明） 

●浸水する場所、多すぎ。（藤里、３０代女性） 

●大雨が少し続くと、すぐに浸水してしまう。災害があった時いつも大雨の時浸水しましたと言うしかない。対

策していると思えない。（地域年代性別不明） 

●４年前に岩倉市から引っ越してきました。家の前の道路が大雨が降るとすぐに冠水します。家は高い所に立っ

ているので水が来ることはないのですが、駐車場には水がきます。そのたびに車を移動させなければなりませ

ん。今までは隣が貸し駐車場だったため大雨の時はそこに車を移動させてもらっていたのですが、今度家が建

つことになり、もう置かせてもらうこともできません。年に何回かの浸水の為にずっと貸し駐車場を借りるこ

とも出来ず車の置き場に困っています。この先ずっとこのことで悩まないといけないと思うと、江南市引っ越

してくるのではなかったと後悔します。近所の人にお聞きすると、もうずっとこういう状態だと言われました。

道路が冠水しないように、早く対策をしてもらえませんか？（門弟山、５０代女性） 

●駅に行く道が全て冠水してしまう、大雨が降ると駅に行けない。まず足を確保してほしい、施設の充実は

それからだ。何もできない。（宮田、４０代女性） 
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●なぜ、ふだんの雨でひんぱんに冠水するのか。なぜ布袋駅は整備されつつあるが、江南駅前は何の商業施

設もないままなのか。自転車で移動すると市内に段差のない整備された道路がほとんどない。バリアフリ

ーにも逆行している。（宮田、５０代女性） 

●布袋区から（子育て）支援センターへ向かう道は歩道が安全とは言いがたく、ベビーカーでは車に要注意が必

要です。また小中学生たちが段差の多い歩道を自転車で走っていて危なく思う時があります。通行量が少ない

道がいつまでも整備されなければ、そこを利用する者も少ないままではないでしょうか。ぜひ整備の必要性を

知っていただきたいです。（布袋、３０代女性） 

●道路幅がせまく、平らでないので、自転車や歩く人があぶない。（宮田、６０代女性） 

●江南市は道路が狭く、歩道が危ない所が多いと思います。（門弟山、４０代女性） 

●名古屋市に長く居住していましたが、江南市の道路がガタガタボタボタには驚きました。体育館より先に

道路を整備すべき。（古東、３０代男性） 

●車イスでの歩行の路面の整備。（藤里、年齢性別不明） 

●夏になると堤防の雑草がすごくて歩道を使うことができなくなる程です。除草の回数を増加するなどして

欲しいです。（ 草井、年代不明女性） 

 

【7】澤田市政についてどう思われますか（自由記入） 

  就任してまだ２年半ということを反映し、「まだよくわからない」「変化が実感できない」「何がしたい

のかわからない」との意見が目立ちました。また「子育て、福祉に力を入れてほしい」「もっと元気な街

にしてほしい」と今後に期待する声も。 

 

【8】市議会や議員に望むことでは 

  「ムダ使いのチェック」が 64％と最

も多く、続いて「市民要求の実現」47％、

「積極的な政策提案」が 31％でした。

「議会だよりの発行・充実」は 6％でし

た。 

 

 

 

 

【9】安倍内閣が企てる「憲法９条に自衛隊を明記し武力行使を無条件で可能にする」改憲案についての意

見では、「反対」が 61％、「賛成」が 7％、「わからない」が 27％でした。 

  自由意見では、「９条を絶対に守りぬくべき」との趣旨が多い一方で「平和について書いてある９条に

自衛隊を書き込む意味がわからない」「自衛のための軍隊は必要ではないか」など、安倍９条改憲につい

て十分に理解されていないことがわかりました。 


