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日本共産党江南市議員団 2022.くらしの願い・市政アンケート（まとめ） 

日本共産党江南市議員団は、2022 年 1 月中旬～3 月にかけて、暮らしの願い市政アンケ

ートに取り組みました。ご協力大変ありがとうございました。 

議員団では、お寄せいただいた願いやご意見の数々をしっかりと受け止め、市政に反映さ

せるため、議会内外で取り組んでまいります。 

3月末までの回答結果をお知らせします。回答総数は、264通（ネット回答含む）でした。 

なお、アンケートは引き続き 6月末まで取り組んでいます。 

 

❶ あなたの現在のくらし向きはいかがですか。 

大変苦しいが 8.9％、苦しいが 38.8％と 

                       合計で約半数の方が生活の困難さを訴 

                       えておられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❷ 苦しい理由は？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

苦しい、大変苦しい、の回答の方にその理由をお聞きしたところ、「年金が少ない」、「介
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護保険料の負担が重い」、「物価が高い」が理由の上位を占めました。 

その他、具体的に書いていただいた回答では 

●共働きで必死に働いてなんとか頑張っています。ほんとうはもっと子どもたちとゆっくり

関わってあげたいのに。 

●精神疾患により自身が休職中の為、収入が減った。●税金の負担が重いタクシー料金が多

額 ●年金生活者だが、現役の時と負担額がかわらない。 ●高熱水費が特に高いと感じた。 

●年間１００万以下の人からは年金は減らさないように ●年金者の税金、介護保険料など

が高すぎる。 ●国保税が高い。 ●老人ホーム代が高い。 ●物価の上昇。薬代が高額で

す。 ●医療費が１割から２割になるのが心配。 ●コロナ禍で仕事がない。 ●医療費負

担、介護費の負担が重い ●介護費、１年間利用しなかったら１割返金して欲しい ●家賃

が高すぎる。給付金、マイナポイントがない。●病院や買い物の帰りの足がない ●社会保

険料が高い年間 71100 円です ●夫婦の年金があるうちはいいが、一人になると....？ 

●コロナの影響で客足が遠のいた。●電気代が高い。 ●年金が少なく、保険料、税の負担

が大きい。●介護施設に入所となると、年金だけでは払いきれない。●税制が公平になって

いない ●いくつもの病院の通院大変 ●主人がガンになり病院代など出費が増えた。税金

が高い。 

など、自民公明政権の庶民いじめの悪政のもと、実に様々な理由で生活が大変になっている

ことが良くわかりました。 

 

 

 

 

 

 

❸ 2 年にもわたるコロナ禍で、あなたやあなたのご家族の健康や生活、仕事
にどのような影響がありましたか。コロナ対策で国や県、市に求めたいことは
何ですか。 

 

・ 出かける機会が少なくなってストレスが溜まりやすくなった。検査をいつでも無料でで

きるようにしてコロナが広がらないようにして欲しい。 

・ PCR検査が、もっと低額で利便性よく受けられるようにして欲しい。昨年末、微熱があ

り、厚生病院の発熱外来で検査を受けたら、9000 円。かかりつけ医にかからなくとも、

この検査については、5500円という追加料金は発生しないようにしてほしい。 

・ 子ども達の育成にどの様な悪影響が及んでいるのかが、漠然として分からない。中央公

園など大きな敷地での身近なキャンプ許可。 

・ 市内でも、感染者数が多くて、心配です 

・ いつ罹っても安心出来る体制をとっておいて欲しいです。 

・ 明確な表現、早急な情報開示を願う。学校でコロナ陽性者が出ても、当該校ですら学年

が違うと情報が確認できない。学級閉鎖に関する文言も、遠回し表現で注意喚起も伝わ

りにくい。プライバシーを考えてのことかも知れないが、学校で陽性者が出れば、消毒
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の必要不必要関係なく、隠さず情報開示し、注意喚起をする事で、感染拡大を遅らせる

ことができるのではないか。情報開示によりいじめ等が起こることは無いと思う。先生

方や教育委員会などが隠すことで、憶測を呼び、かえって、いじめ等の元になる気がす

る。犬山市は、学校関係で感染者が出た場合、すぐに情報開示してくれている。すぐに

知らせてくれることで、こちらも気をつけようと思えるし、安心感もある。冷静な対応

がこちらもできる。 

・ P CR 検査の拡充 

・ 患者の対応が早く出来る様に病院の確保を願います 

・ コロナ後の税金上昇が気になる 

・ 特定の層だけに税金をばら撒く政策は辞めるべき。国会議員の経費の無駄遣いを無くす

仕組みを作る。 

・ そもそもコロナが悪いというより、コロナではっきり見えてきたということかな？と思

います。現場の皆さんがすごく頑張って見えるのもよくわかります。公務員を減らし、

保健所の数を減らし、今もすぐに検査もしてもらえなくて、不安の中にいる人がいっぱ

い。安心して仕事が休めたり治療ができるような制度に！ 

・ 家に篭りがちになった 

・ コロナワクチンの義務化が不安 

・ 受けていない事が悪、みたいな世の中はへんだとおもう。信用できないワクチンをなぜ

強制するのか？マスコミも毎朝あおりすぎている。 

・ 外出するのが楽になった。「他の人がいないので」 

・ 給料の減額 

・ コロナの影響もあり閉店した為、転職した 

・ 仕事が忙しくなった 

・ フリーランスで働く主婦ですが、コロナ禍で仕事は減っています。会社員のようになに

か補助を受けることは難しいのですか？ 

・ 孫や娘が時々家に来るので、とにかく PCR 検索を無料で気軽に検査出来るようにして

ほしい 

・ コロナによる夫婦共に仕事への影響はほぼなし。対策としては３回目接種の前倒し、ペ

ットにも感染するという注意喚起をより強調してもらいたい。 

・ 旅行に行けなくなった。マスクの義務化。抗原検査の無料化。 

・ 本当は仕事を増やしたいが、シングルなので感染したら生活が成り立たない。故に必要

最低限の収入でやりくりしている。単発ではなく、少額でも安定した補助金が有れば、

見通しが明るくなると思う。 

・ 子どもの仕事がなくなった。 

・ 特になし 

・ 自粛生活の為、精神的苦痛を感じる機会が著しく増えた。外出が減った為体力も衰えた。 

・ 旅行に行けなくなった。早く３回目をうちたい。 

・ 施設の面会ができない 

・ 仕事面ではボーナスの減少。生活では子どもの保育園でコロナ感染者が出ると仕事を休

んで在宅保育しなければならないため負担が大きいです。そのような家庭へ給付金など
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対策いただきたいです。 

・ 外出するのが楽になった。「他の人がいないので」 

・ 派遣先の仕事が減少し、何度も派遣先を変更することになり、大変だった。 

・ 旅行に行けなくなった。マスクの義務化。抗原検査の無料化。 

・ 理容の自営業です。客足が減少。飲食店のように補助が欲しいです。 

・ 給付金５～１０万の支給、家賃値下げ、マイナポイントの早期還元 

・ コロナ禍に対する対応が遅い。 

・ ワクチン接種等は早く実施して欲しい。 

・ 残業がなくなり収入が減った。 

・ 国産のワクチン、薬の供給 

・ ワクチン接種のスピード化 

・ 特定の層だけに税金をばら撒く政策は辞めるべき。国会議員の経費の無駄遣いを無くす

仕組みを作る。 

・ 自粛生活の為、精神的苦痛を感じる機会が著しく増えた。外出が減った為、体力も衰え

た。 

・ なかなか仕事がきまらない。 

・ 患者の対応が早く出来る様に病院の確保を願います 

・ 共働きの家庭で、保育園、小学校が休みになったときの対応が困った。 

・ 最低限の衣食住の提供 

・ 国の対応は後手後手。 

・ 先を見据えた政策を切に。 

・ 経済がなりゆかないのはお金持ちが出さない。子ども手当も現金ではなく、国や県で全

部やれば家庭から持ち出すお金がなく、子ども平等、親たちも。コロナのせいばかりじ

ゃない。 

・ 本当は仕事を増やしたいが、シングルなので感染したら生活が成り立たない。故に必要

最低限の収入でやりくりしている。単発ではなく、少額でも安定した補助金が有れば、

見通しが明るくなると思う。 

・ 非正規雇用の収入減をなんとかして欲しい。 

・ 福祉関係の仕事です。ご家族との面会も外出も出来ていない状態。 

・ マスクや消毒液の消費が多く、市販のものを購入するのが大変です。 

・ 発注量が激減。当然売り上げが減少。市独自の支援金が必要。 

・ 他県の息子に会えない。 

・ 水際対策の強化 

・ 仕事では売り上げが半分以下になり、飲食関係ではないので支援金もない。 

・ 消費税の軽減 

・ 情報がはいってきません。さらに遅いと感じる。情報発信力をもっと強くして欲しい。 

・ ３度目のワクチン接種をさせてほしい。 

・ 情報伝達は広報に頼らずにスピーディーにワクチン情報とうは災害情報の様にネットを

もっと活用して。 

・ 妻の会社が倒産 
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❹-Ⅰ 江南市政に望むことは何ですか。福祉・暮らしについて （複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多かった要望は、介護保険料や利用料の軽減、国民健康保険税の引き下げ、上下水道料金の

値下げでした。 

 

その他に、具体的記述として 

●人口増にも繋がる子育て世代への優遇 ●どの地域の高齢者も気軽に参画できる仕事環

境づくり。 ●介護の現場で働く人の待遇改善 ●プラスチック製のゴミ、ペットボトルな

どの集荷を一般可燃ごみと同じ方法で集荷回収を求む ●低所得シングル家庭には水道代

を補助してほしい ●市税（住民税など）の引き下げ 

●子どもに障がいがある。タクシーなどの補助が欲しい ●市長が主夫になればいろいろわ

かるのでは。収入をふやすにはどうしたらいいのか。 ●名古屋市のように高齢者にバスの

無料化(割引でもよい)にしてほしい ●江南市に他市から来てくれるような遊び、買い物の

施設が必要 ●市政の動きがみられない ●全部。といっても無理ですよね。●事故防止の

信号機の設置 ●高齢世帯で冬のゴミ当番などが辛い。●１８歳までの医療費助成(無料) 

●市民が参加できる教室やクラブなど定年後の居場所作りを構築してもらいたい。 

●子どもの医療助成中学から１８歳まで引き上げて欲しい。●負担は重くなるが、利用料は

あがる。厳しい。●扶助料の復活(親なきあとの子どもが心配) ●ケアハウスおよび、特定

施設の拡充。特養の入居規定の緩和。●高齢者一人世帯の支援 ●とにかく水道代が高い 

●いこまいカーを当日に来てもらえるようになると便利なのでは。●下水道工事を速やかに

実施して欲しい。●住民税の減税 ●バスの金額を下げて欲しい。●派遣労働者の賃金向上

をお願いします。●高屋町内の道路整備 ●水道代が高い ●サービスを利用する際基準が

あるとききました。保検料納めているのに ●特別介護保険料が高すぎる。働いているわた

しにとって給料がちょっと出たら多く取られる。 ●買い物バスの実現 ●補聴器の補助。

高すぎて手が出ない ●生活上どうしても必要な資金がなかなかできず、預金ができません。 

●利用料が高いので利用しない ●江南駅西口のロータリーが朝晩大変混んでいて危険。自
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家用車、バス、タクシーを分離して安全対策等して欲しい。 ●市障害者手当の復活 

●厚生病院の評判が悪い。この病院には税金が多く使われているだろうから、一度本格的に

調査する必要があるのでは。 ●見守りで個々の困ったことを拾って欲しい。●今後、高齢

者人口の増加 ●今回の子ども給付金には納得がいかない。少子化対策も大切ですが、年金

ももらいながらパートで働いているが２８万の壁で苦しい生活を強いられている。 

●介護費に補助金を出してほしい。介護保険料などの軽減。 

 

 

❹-Ⅱ．江南市政に望むことは何ですか。子育て・教育について（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多かった要望は、いじめ不登校の解消、教職員の多忙化解消、通学路の安全対策でした。 

ほかに、具体的な記述として 

●保育園の給食内容を充実させてほしい。●小学校、中学校がとても遠いので心配です。隣

接している学区へも通えるようにしてほしい。●コロナを理由に水泳等の授業を中止するの

ではなく、実施できるよう努力すべき。●8（インフルエンザ予防接種助成）があるのかど

うか知らない ●母子家庭への補助 ●今回支払いされた１０万円は子どものためになっ

ているだろうか？ ●私立高校生への助成 ●教員の質が悪い ●能力に合った評価と公

正明快な評価、若手を育てる気概が欲しい ●小中学校におけるジェンダー教育の推進 

●子どもへの教育にもっと熱心に取り組んで欲しい。●汚れのひどい学校などがあり、子ど

もたちの学校へのイメージが暗くならないか心配。夢のある場所に。●昔の子どものように

外で遊ばせたい ●岐阜から転入し、インフルエンザ予防接種の助成がないことに驚きまし

た。子育て世代の方に魅力的な市でなければいけないと思っています。正直、他市で受ける

方が(助成がなくても)安いです。●タブレット配布されているが、コロナが不安。休んでい

る子どもに対してのオンライン配信授業の検討 ●教員のレベルアップ ●子どもの数は

減っているので自然に出来ることは増えるはず。先を見てよく考えて欲しい。●部活動をな
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くしてしまうのは悲しいかもしれない。●娘が学校にいけなくなっています。先生との間に

確執。 ●学童について＞学童保育士の欠員補充要員の充実、以前保育士をしていたが、同

じ学童の保育士に代わってもらえないと休めないので、急に休むことが難しかった。 すい

とぴあ内に図書館を作って欲しい市の図書館が遠く、行くのが大変なので、地域の人たちで

本をあつめ、運営していくように。 ●通学路に移動式オービスを置くなど一歩踏み込んだ

対策をして欲しい。保育、学校教育に力を入れて欲しい。特色がないと感じる。 

●生徒に対し問題を起こした教師の免許取り上げをしてください。●犬山市は多子多胎の施

策があるそうです。なぜ江南市は子どもに対するものがすくないのでしょうか？ 

●老人施設と保育の合体を検討していただきたい。●年寄りが暇をもてあましているので、

農作業の仕事をやらせてみては？それを給料制にする。 いじめはもっと心を広くおおらか

な気持ちでいられるような学校生活を ●スポーツ少年団の拡充 ●教職員の質の向上を

のぞむ ●子ども手当を廃止し、学校給食費や授業料等に税金を使って欲しい。●学校の施

設全部にエアコン設置を ●子育て支援センターの充実 ●給食のミートレス化 

 

 

 

❹-Ⅲ．江南市政に望むことは何ですか。住みよいまちづくりについて（複数回

答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圧倒的に多かった要望は、便利なバス等の実現、資源ごみの排出を便利に、でした。 

 

ほかに具体的な記述として 

●今まで資源ごみ当番で、朝立っていましたが、寒い朝 6時から 1 時間がだんだんきつくな
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ります。体調が悪いときもあり、もっと便利な方法はないものでしょうか。 ●バス停まで

いくことが出来ない人の支援 ●病院にすら行く足がない。色々なコースを運行できるよう

に整備して欲しい。●資源ごみの回収に市民の立ち合いを求める制度は、市民の負担が大き

いため、早めの見直しを求めます。●市民の便利な足になるような政策を求めます。 ●高

齢者が楽しく暮らせるように ●市の巡回バスを運行してほしい。 

●巡回バスを走らせてほしい、少しお金をとっても良いから足がほしい。●不燃ごみの立ち

当番廃止を願いたい ●資源ゴミの分別でビックリ。わかりづらい。当番も朝から大変で気

が重いです。●年金生活ではタクシーも使えず、不便です。早く交通網を考えてください。 

●街の景観が向上するための施策 ●高齢の単身者でも申し込める、バリアーフリーのエレ

ベーター付きの市営住宅を建ててください ●コミュニティバスや合理的ゴミ出しができ

ていない...江南市は陸の孤島か... ●側溝が土でうまったまま、雨降りの時が大変です。 

●コミュニティバス等が駅、スーパー、病院等を運行できるように。●資源ごみを他の市区

町村のように袋で集積場にだせるようにしてほしい。資源ごみの当番で仕事を休まないとい

けないのでとても困っている。●施設の看板があり、見通しが悪いところでのミラーの設置 

●お年寄り家庭が増え、足が悪くてごみ置き場まで持っていけない方も多いです。●ごみ当

番の委託化 ●歩道の整備 ●生ゴミ、資源ゴミの集積の仕方の改善。カラス対策など。● 

生ごみの排出について戸数が多いため、場所の再考を ●ごみ捨て月 2回は不便 ●老人の

周囲を無視した歩行、走行が危険なのでどうにかして欲しい。●一宮のように、ごみ袋で資

源ごみやプラごみを出せるようにしてほしい ●車道の整備を。でこぼこで徒歩も自転車も

不便、特に駅までの道。 ●便利なバスがほしい。 ●病院の待つ時間が長くて病がひどく

なりそう ●ごみ当番は、仕事があるため大変。 ●資源ごみの集積場が遠く不便。一宮の

ように、ごみ袋購入で近くに出せるとよい。●住む家の保証 ●松竹周辺地区での町内会の

活動があるのか？ ●生ゴミの処理について。名古屋や天理市を参考に。 買い物もタクシ

ーになってしまい大変。●高齢化社会の進行。交通機関の充実を早急に。●野焼き防止の徹

底対策の確立。●道路沿いにすてられるゴミが多くなった。●市内循環バス。買い物、病院

などバス路線がないところもくまなく。●低い土地が多く、浸水被害心配です。●大型バス

がお客なしで運行しています。実態調査を。●高齢者が車社会のためバスなどがないと免許

返納せず、交通事故も減らない。●幼児が利用できる小公園を ●認知症の人の守りと声か

け ●町内の自動車のスピード減少 ●道が狭く自転車が走りにくい。●本町通りは早く道

路を広げてほしい。お金持ちの家は協力が足りない。●ごみステーションができたので、町

内の不燃ごみの立ち当番は少なくしてほしい。●空き家、土地購入に対する補助 ●すいと

ぴあ江南北の木曽川の地形が数年前からだいぶ変化している。●老人化。1人 2人世帯への

支援 ●資源ごみ（当番）は小さな子どもを持つ人にはできない ●電車を利用しようと思

ってもいこまいカーは不便で時間制限で料金も高い。●遊歩道のゲートを広げて欲しい 自

転車と歩行者の事故が起こり危険です。●市街地に緑が少ない、街灯が切れている、バスの

本数が足りない ●いこまいカーを予約なしで利用できるようにしてほしい ●信号機の

増設 ●免許返納がしやすい仕組みづくり●企業誘致 ●コミュニティバスは本当に必要。 
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❺ 江南市政の課題（すいとぴあ江南の存続、布袋駅東複合公共施設、新ごみ
処理施設の建設など）についてご意見があれば、教えてください。 

 

●すいとぴあ江南についてのご意見は、黄色のマーカーをつけました。存続要望が多かった

一方、冷静に判断するべきとの意見も見受けられました。 

布袋駅東複合公共施設に対しては、期待感の低さが気がかりな回答内容でした。 

以下に、回答をそのまま掲載します。 

 

すいとぴあ江南の存続 

ゴミ施設はゴミ減量で小規模なものにすべき 

布袋駅に図書館とはあまりに江南市の端すぎ、多くの市民にとって利用しにくいので、各務

原市のように川島ほんの家など、分館をつくって頂けたら良いですね。すいとぴあ江南はそ

の分館の候補施設ですね。 

すいとぴあ江南は民間で存続、ゴミ処理施設は必須、複合公共施設は不要なので市からの税

金は使わない 

プラスチックゴミの可燃ごみコースでの定期回収の実現 

布袋駅施設に一本化せず、すいとぴあ江南を改装して公共施設としてもっと活気が出るよう

に工夫して欲しい。 

どこかの政策の真似ばかりな感じがする。真似しても規模が中途半端なので、利用も中途半

端になって利益が上がらないように思う。幅広い年齢層で市民が利用しようと思える。誰も

が便利だと思える施設を作れば、その場所を中心に街が活性化するのではないか。江南市に

はアイデアマンがいないのかと思ってしまう。 

すいとぴあを市外にもっとアピールし収益が上がるように有効活用する 

本当に必要なところに予算を確保し、惰性で金食い虫となる施設を存続させない。 

布袋駅舎は相当お金がかかっているように見えます。税金のかけ過ぎです。複合施設もニノ

マエにならないよう、簡素でランニングコストがかからないよう頑張ってください。 

すいとぴあ江南は市民には、税金の無駄遣い。すぐさま閉鎖すべき。 

いらない 

処理施設ができたら、分別やゴミ出しが楽になるなら早急にして欲しい。布袋駅の複合施設

は必要ない 

すいとぴあ江南の建物が閉鎖しても広場は今まで使用出来るようにしてほしい。 

新ごみ処理施設は何年も前から聞きますが、実際の所建設はすすんでいるのですか? 

すいとぴあ江南は今後も存続してほしい 

ゴミ処理施設は必要だと思う。④‐Ⅰで書いたように現在の月２回の資源ごみ回収のやり方

では高齢者や共働き核家族には不便極まりない。隣接市である岩倉、一宮市を見習って一刻

も早い改善を求む。(当方はどちらの市にも在住歴あり) 

すいとぴあに関しては維持費の観点からして必ずしも存続させるべきものではないと思う。

改修をするならばフラワーパークの様な子供、大人も楽しめる自然公園にすると良いのでは

と思う。 

企業誘致をして、財政の改善。 
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ムダのチェック 

新しい図書館は、司書の専門性を給与に反映して欲しい。人と専門性を軽んじる雇用は止め

るべき。 

すいとぴあ江南のレストランの値段を安くしてたくさんこられるように 

すいとぴあ江南は必ず存続してほしい。布布袋駅東複合公共施設に金をかけ過ぎ。他に金の

使い道はいくらでもあると思う。 

PFI方式で無駄遣いはやめるべきだ。 

知り合いの、江南市のもうすぐ 50 代の公務員さんが、江南市は貧乏なのに公共施設をよく

作るので、自分達の退職金が支払われないのでは無いかと心配しているようです。老後の憂

い無く、仕事が出来るよう、これからも共産党さんには頑張ってほしいと思っています。 

私自身は、一人暮らしで貧乏に慣れすぎて、江南市に望むことが思いつきません。 

すいとぴあの存続は賛成ですが、やはり今の世の状況では問題もあると思います。サイクリ

ングロード遊歩等を有効活用し芝グランドもあります。どこかスポーツに関わる場所がある

といいと思います。 

すいとぴあは続けて欲しいです。高齢者の行く先がなくなる。すいとぴあに行って木曽川の

流れを見つめていると一日の嫌なことも忘れされる私の憩いの場です。 

くさい地区の「水車小屋」という喫茶店の北西にある広場に固定遊具と日よけベンチ等の設

置をして欲しい。愛岐大橋からすいとぴあへの間に道の駅を作って地域の高齢者が作った農

作物等売買できるような施設を作って欲しい。 

フラワーパークから扶桑線までの遊歩道沿いに高齢者が簡単に使えるようなアスレチック

の道具の設置をして欲しい。 

または遊歩道に、こすもすとか千日坊のような花を居れてフラワーロードなど作って欲しい。 

ゴミ処理施設の建設は賛成です。 

 

新ゴミ処理施設が完成したときの交通量の増加、環境問題が心配 

資源ゴミがなかなか捨てにくいので（時間に限りがあり）ゴミステーションとかあると助か

る 

ゴミ処理施設は必要 

細い裏道へのスピード規制。布袋の方ばかり税金を使いすぎ。北部の方も考えて下さい。 

すいとぴあはずっと存続して欲しい。もっとイベントなどをして活性化できないものか？も

ったいない。絶対すいとぴあはやめないで欲しい。 

 

すいとぴあ江南について 

・展望タワーに無料デーを作って欲しい 

・レストランをもっと人が集まるような場所にして欲しい。ありきたりのメニューがおおい。 

・イベントの活性化 

・子どもを持つ人がきやすいように。近くに公園があることを知らない人がおおいので、ア

ピールすべき。小さい子どもが遊べる遊具をいれるのもやって欲しい。劣化していたり小さ

い子どもが遊べないものばかり。 

・宿泊施設の活性化 
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市民は安く泊まれるなどの特典が欲しい。 

・お客さんはいないのに、受付に人が多い。さらに職員の対応があまりよくない。 

人件費が正直もったいない。人が来たくなる接客からはじめるべき。 

すいとぴあ江南の存続を考えて欲しい。 

布袋駅東複合施設はほんとうに必要？ 

新ゴミ処理施設は早くつくってほしい。 

すいとぴあ江南はぜひ存続して欲しい。 

資源ごみの当番が、本当に本当に負担が大きいです！！！！ 

子どもたちを学校に通わせる準備の時間だし、長い。名古屋市の様に自由に出せるようにし

て、当番をなくしてください(できるだけ早く実現してください！！！！) 

 

畑での野焼きをやめさせてください。 

回覧板での注意など高齢者はききません！！ 

すいとぴあ江南の存続を 

すいとぴあ江南の存続。市民からアイデアを募集するなどして収益アップの方法を模索する

のがよいのでは？ 

すいとぴあ江南の存続。絶対なくしてはいけない。草井には飲食店もありません。客が呼べ

る催し物等を考案して真剣に考慮してください。 

すいとぴあはフラワーパークとともにやっていけたらそうして欲しい。 

まず支出収入書き出して、市民の意見をみんなで考えてみたらどうですか？ 

今の高校生たちにも聞いてみるとびっくりするほど意見がでますよ。 

 

今の老人は元気ですし、これを上手に使って図書館の受付やらせたりしてみては？ 

仕事をあたえることで元気になれる老人もいます。 

地元の活性化につながればいいなと思います。 

ゴミステーションを増やし、不燃ゴミの回収日をなくしてほしい。当番がとても負担。 

農地の整備 

新ゴミ処理施設は地域でだせないゴミを受け入れること。受け入れできなくて、地域の大ゴ

ミにだしてくれでは、ふざけるなと言いたい。 

すいとぴあ江南の存続 

資源ゴミの当番が高齢でつらい。 

すいとぴあを利用したくても交通方法がないので利用できない 

他市町に比べ、江南市は幼児が遊べる公園が少なく、町内に１カ所もないところがある。大

きな公園でなくてもいい。気軽にいけ、遊べる場所を。 

市内には宿泊機能がありませんので、すいとぴあ江南は存続するのが望ましいと思います。 

もともとすいとぴあ江南作ったことがまちがっていたと思う。お金で持っていた方がよかっ

たと思います。 

すいとぴあの風呂に行きました。入れ墨が入った人が沢山でした。一般の人は使いづらい。

続けても赤字が続くのでは。メインの宿泊施設は忘れられているのではないですか。 

すいとぴあ江南は近くてゆっくりして遊べるから存続して欲しい。 
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図書館が遠くなり残念です。 

新ゴミ処理場を早く作ってください。 

予算が適切に使われているのかの厳しいチェック。 

温水プールの建設をして欲しい。 

新しい建物が作られているが財源はいったいどこ？すいとぴあも利用者少ないし、無計画で

税金を使っても子どもに借金残るだけ。図書館を布袋駅に移転しても中心地から遠すぎます。

体育館、図書館と続けて作るなら、高齢化社会に対応したインフラ整備をして欲しい。 

すいとぴあは宿泊施設としてではなく、子育て関連の複合施設にしてはどうか。使い道がも

ったいなさ過ぎる。 

少子化対策、ゴミ当番は共働き世帯には負担なのでかえてほしい。多子世帯はなんの支援も

ない。学童は二人以上かわっても割引もない。負担が大きい。 

 

フジッ子教室が古北でもはじまりますが、フルタイム共働き世帯は利用出来ません。学校ま

では遠いので例えば公民館をあけておき、子どもでも誰でも過ごせるようにするとか。子ど

もが家で一人なので、居場所づくりをして欲しいです。 

いこまいカーが柏森駅まで使えない。 

すいとぴあ→活用方法を市民から募ったら？ 

布袋公共施設→遊休施設にならないか？ 

ゴミ施設→早く進めるべき。 

公園が少ない 

すいとぴあ江南の存続 

 

〈市への不満です〉 

扶助料を突然廃止したのはなぜ？？ 

移動ヘルパーを利用する際の制限 

→趣味の場への移動介助が年に数回なら良いが通年はだめとのこと！ 

市長へパブリックコメントでメールをしたが返信が無い。 

布袋駅東複合施設について、ジムとかの体をうごかせる施設をつくっていただきたかった。

プールもあったらいいのになと。 

すいとぴあ江南、周辺環境を活かしたアイデアを提供できる方がいると思います。 

すいとぴあ→年間一億円の垂れ流しを止めて欲しい 

布袋駅施設→豪華すぎます。第２のすいとぴあにならないように。駐車場が有料とは？ 

資源ゴミの当番をなくして欲しい。 

今後の居住者の低下は明らか。とても住みにくい。 

集客施設は民間に任せて市は口出しすべきじゃない。 

新ゴミ処理施設は一刻も早くお願いしたい。 

すいとぴあ江南は要らないと思う。それよりスーパーなどのお店を増やして欲しい。 

すいとぴあ江南についてあまり利用していないのでコストがかかるならば廃止しても仕方

ないと思います。跡地の土地利用が気になります。布袋駅東複合公共施設ができるのは楽し

みですが、具体的に入る店舗が気になります。 
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すいとぴあを存続させる方向にした議会はどのように、そのほかで財源を生み出すのか、要

望ばかりでは子どもと同じである。 

すいとぴあこうなん２階の船はやめて、子どもと老人がゴロゴロできるような絵本を置いた

りマットを置いたり。せっかく体育館もあるのですいとぴあに泊まっての合宿ができるよう

になると嬉しいです。 

野焼きをしているところがあるのでやめて欲しい。罰金制度などを作って。子どもにも良く

ない。 

すいとぴあ江南の存続をしてほしい。 

屋根のある公園などがあると雨の日でも運動ができてありがたい。 

道路がガタガタなのが怖い。 

冬のミラー凍結も問題解決が必要。 

布袋駅公共施設の高齢者の利便化 

不燃ゴミ当番の意義がわからない。わざわざ年休取ってこなしている人もいる。 

現場に行っても特にコミュニケーションもないし、なぜ江南だけあるのか？ 

布袋駅東複合公共施設を建て、利用状況を把握しているのか。赤字になるなら小規模にする

べき。 

布袋駅東複合公共施設に商業的なお店をテナントとして複数入れて市の財源にして欲しい。 

すいとぴあ江南についてはキャンプ場を作って欲しい。 

江南市に居住していて自慢と言えるところは二三ヶ所すらっと言えることができう施設は

永久に。 

布袋駅東複合公共施設は上手くいけば子育て世帯の誘致や、わざわざ足を運ぶちょっとした

観光スポットになりうると思うので、もっと柔軟に対応して欲しい。SNSをつかった新規出

店の呼びかけや韓国最新スイーツ点など目先の財収にとらわれずやって欲しい。 

新ゴミ処理施設の建設について、議長、議員の対立だけでの延長はやめて欲しい。 

利用料金の安いバスが欲しい。 

公共図書館にもっと力を入れるべき。 

北部に施設が集中している。 

足がなく、免許が返納できない。 

すいとぴあ江南の民営化。 

布袋駅によく車がとまっており、迷惑。 

児童扶養手当を２０歳まで欲しい。もう少しお金が欲しいです。 

すいとぴあ江南の維持コストがかかるのであれば宿泊料金等を値上げしたらどうか。勤労会

館ではあるが、他県からの利用者でも同価格では利益が見込めないのでは。 

布袋駅東複合公共施設の完成を楽しみにしています。 

資源ゴミの立ち当番の負担が重い！お金を払ってもいいからなしにして欲しい！ 

すいとぴあ江南の存続。 

布袋駅東複合公共施設は区画整理し江南市の玄関口にふさわしい町作りを。 

新ゴミ処理施設の建設をすすめて。 

一宮図書館のように他市からの利用者が多い布袋駅東複合公共施設に。 

PR をしっかりするべきかと。 
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図書館や文化施設の充実を期待します。 

すいとぴあは現在のままでいい。 

図書館の充実を願います。 

和田町のリサイクルステーションのような施設が江南市の中心にもあるといいと思います。 

赤字なら廃止でいいと思う。 

江南市に総合病院を増やすべき。 

藤里小学校区の子どもの減少が著しいので、子育て世代が住みやすい町になったらいいなぁ

とおもいます。このままでは、小学校がなくなってしまいそうで不安です。 

企業誘致をして雇用拡大、税収確保できれば少しでも市政にいいと思います。 

バスの時刻表の改訂〈朝・昼〉団地/厚生病院 

すいとぴあ江南の存続。もっと利用促進策を進めて欲しい。 

公共施設の老朽化 

小さな図書館でもあればいいですね。布袋は遠い。食堂ももっと安くて気軽に入れる感じが

いい。 

 

 

❻ 市議会議員に望むことは何ですか。（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他、具体的なご意見として 

●具体的でわかりやすい活動報告を望みます。●このようにポストインして下さったりアン

ケートしてくださる方は活動がわかりやすいですが、他の方々はいったい何をしているのか

と思います。●議員数を減らしてもいいのでは  ●この前焼き肉屋でバンバン注文して帰

る時残して家族で来ているのに領収切っている議員さん見ました。 ●布袋より江南古知野

にも力をください。 ●議員定数を 10 人にする。 ●議会と市民のコミュニケーション不

足と思います。ネットの活用など。 ●市政報告は web 配信して紙媒体は極力少なくしま

しょう ●赤旗日曜日版、江南市の報告があるのを楽しみにしています。  ●市の公約、

方向性がわからない(市長)合併(周辺と)も検討してもらいたい。  ●議員のレベルを上げ

る。議員を減らし、少数精鋭市民の代表としての責務を果たして欲しい。  ●日光川浸水

対策の抜本的制作の立業検査のための市民協働組織をつくろう。  ●議員だけでなく、市

長、県会議員の報告会が必要。このような会で市民の声をもっと聞くべき。  ●ほとんど
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市民の意見も聞かずにいろんなコトが進んでいる今の市政に憤りを感じます。大口町を見習

って欲しい。昔からですが市政が「終わっている」と感じます。共産党の議員さんの尽力に

感謝です。応援しています。  ●一人暮らしの高齢者のことも考えてください。  ●も

っと市民の声を届けて欲しい。近隣の市町村のいいところをもっと取り入れるように頑張っ

て欲しい。選挙で考えると高齢者のふくしなどに目が行くと思うが、子育て世代のことをも

う少し考えて欲しい。  ●もっとすいとぴあに人が来るように市民からアイデアを募って

欲しい。毎回おなじようなイベントばかりでつまらない。人を頼んでアイデアをもらったら

どうか。議員の年寄りの意見ではなく、もっと市民の意見を聞いて欲しい。  ●議員や市

民のやりとり、つながりが見えにくくて少しもどかしい。  ●市議会議員は何をしている

のか何一つしらない。そんなに人数いりますか？  ●今までどおりではなく、どんどん新

しく代わっていってほしい。他市から来てくれるような目玉がほしい。動物愛護にも力を入

れて欲しいです。  ●子育てのしやすさがもっと欲しいです。  ●自民改憲案だけはス

トップさせて欲しい。コロナに必要以上に怖がるのをそろそろやめにして、経済を回すよう

にして行って欲しい。  ●市議会の内容を YouTube 等に上げてほしい   ●公共交通

が大変不便であり、免許返納ができない。 ●提案が否決された場合、理由と今後実現する

ための具体的な道筋の開示を要求します。 ●一日も早くバス利用出来るように！！！  

税金を安くしてほしい。●議員報酬の引き下げ。区長手当の新設。将来役員を受ける人がな

くなる。大口町を参考に。 ●議員定数の削減、要望する際はどのように費用を生み出すの

か自分で考えるべき。  ●議員定数削減   ●物見遊山か夜の宴会などの無駄な視察は

止めて、市民のために。  ●一人暮らしの人の支援、女性への性犯罪防止、生理用品が配

布されると生活が助かります。 ●議員定数の削減、資質向上。  ●市民の意見を吸いあ

げる仕組みを作っていただけたら。  ●市の財政は県内で下の方に位置するのに、市議会

議員の給与が高いというのは明らかに無駄遣い。 ●議員定数少ない方が良い。15 名ぐら

いで。 ●議員定数を減らす。  ●給料の減額。一般企業なら何でも節約します。お金が

必要だとばかり言わずに節約を。 ●教養と品位、正直さと謙虚さ、正義感と実行力をもっ

てお願いします。●人員 3割削減、何をしているのかわからない人が多い．●市民減少対策  

市議会議員が多すぎる 低所得者の税金を考えてほしいです。 ● 議会中に私事はしない

こと、9条を守るのは良いことですが、ロシアの国のような国が自分の都合で…  ●若い

と言っても中学生とかではなくて、20代 30代の意見を取り入れて近隣の市のように遠方か

らでも人が集まるように． ●ボランティア高齢者を活用してほしい。  ●気軽に声かけ

し、地域の小さなイベントに参加してもらっている話やすいのが一番です。  ●このアン

ケートは有意義だと思います。市民の小さな声、生の声を聞いてもらえるのはありがたい。  

●市役所職員のレベルアップ。回し電話が多い。  ●議員の管轄の場所は大雨の後など見

回ってほしい。  ●何をやっているのかよくわからない。  ●農政課の政策を見せてほ

しい。 ●思想に関わらず日本の国益となるよう市政を行ってほしい。 ●議員定数の削減、

議員の若年齢化。 
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