
まちづくり全般

若い世代のイベントとか、話し合いの場をもっとふやしていただきたい。(婚活など)(２０代から４０代ぐらい)　近い場所
でもっといろいろなイベントがあると楽しい。(手芸とか、絵とか、ほか、色々社交の場があると良いと思います。)

どんなことでも情報発信していくと更に活性化するのでは。

旧市街地の過疎化で若者がどんどん少なくなり、高齢者ばかりの町になりつつあるので、若者に魅力ある町づくりをお願い
します。

いきいきサロン、さわやかサロン、子育て支援、ふれあい祭り等の奉仕、手伝いなどすべて同じ人ばかりで閉鎖された感
じ！人材育成まででなくても、もう少し間扉を広くしてほしい。奉仕や参加したくても参加出来ない。支部社協もトップ、
役員等一考する必要があるし町内全体で少しかかわるとよいと思います。地蔵祭りは子供達の役割活動・つながり・絆とし
てとても大切だと思います。

少子高齢化、共働き世代及び高齢者のみの世帯の増加等、昔とは状況が変化してきている中で、今までの制度やとりきめな
ども少しずつ現在の状況に合うように見直しをしていく必要があるのではと思います。(例えば元気な高齢者の方が増えて
いることをふまえ、敬老会の参加対象年齢や内容の見直しなど)全ての年代の人が安心して住むことができる旭ヶ丘地区で
あり続ける事を望んでいます。

近年の旭が丘地区は特に子供が少なくなり年寄り地区になっていると思います。各町内ごとの触れ合いがが必要。

自治会自体が一脆弱化しつつある中で、市への要望等、市と自治会がもう少し密接な関係を期待したい。
地域委員会については、地域の有力者が委員となるように思えてならないので一般的な意見を聞けるような体型を期待しま
す。

私の住んでいる地区は他地区との交流が少ないので、気楽に参加できるイベント等があるといい。人が定期的に集まる施策
を考えて下さい

若者世代、子育て世代が少ない。今まで通りの自治会の負担が大きいと不安を感じている。

子供が大勢いた時や所は子供会や行事があり連絡とり会う事があるけど卒業するとめっきり少なくなる。元気な高齢者のす
ごし方、公民館の利用の仕方など。

旭ヶ丘地区というとかなり広い範囲だと感じますが、自分が住んでいる町内と考えた時に子供が小さいうちはお父さんお母
さん達ともつきあいがあったり、顔を合わせる機会ありますが(運動会、子供会等)子供が成長していくとなかなか顔を合わ
せることも少なくなります。高齢の方の一人暮らしともなるとなかなか外に出て…となりにくいものだと思います。それぞ
れに予定があったりとなかなか難しいかもしれませんがみんなが外で顔を合わせる行事などあるといいかなぁ。ふれあいセ
ンターは行事があると利用しています。

旭ヶ丘地区は地の方が多いので、近所づき合いもあるのでとっても住みやすいです。

若い人を取り込むために「紙」にたよらず、WEB　Emailなど、旭ヶ丘地区ポータルサイトのような情報発送が必要ではない
か？知りたくても仕事でいそがしくて知れないだけで、いつでもどこでも活用出きるインターネットも活用してみては？

・今あるものを大切に守る。次世代に良い部分が伝わる様大人が楽しんで行事に参加する
・各自治会で人が出逢える場作り(花植え作業も子供も一緒に参加する、花の名札をつける、木の名前をつけるなど)　通学
路、散歩道も花や木に名前があれば関心が広がり街を愛する心が生まれる(ベンチを設置する、町の名の由来を知らせる札
など)
・公園の端に裸足で歩ける健康の道(石作り)を作り、そこで遊ぶ子供を自然に見守れる目にしてはどうでしょう？
・地域マスターを発掘してください。旭小や旭中にボランティアで活躍できる元気な大人が幼保も含めて見守っていくの
は？

古くからある行事など大切なものもあるかと思いますが、今は女性も働く時代です。行事が多いと役員の方も大変です。
もっと簡素化出来る所はした方が良いと思います。お祭りなど、寄付を伴う行事が多く負担も大きいです。旭ヶ丘地区に
は、小学校も中学校もあります。子供達を見守る事も大事ですが、きちんと指導する事も大切だと思います。通学のしかた
など子供達の方にも問題が多いと思います。



旭ヶ丘地区は、とても住みやすく感謝しています。朝夕、毎日横断歩道で見守って下さっているボランティアの方。旭中の
子供達もあいさつを大きな声でしてくれます。行事など大変な時もありますが、みんなで協力して良い方に行くように私達
世代もがんばっていきたいと思います。地域委員会様、よろしくお願いします！

最近若い方々が、家を新築して入町され、子供さんも増えて町内に活気が出てきたと喜んでいます。しかし全般的に高齢者
が多く、昼間外に出ている人はほとんどいません。私の若い頃は、夕方になると子供達を外で遊ばせ、大人(母親)は子供達
を見ながら、おしゃべりを楽しんでいました。他人と話すことは、ストレスの発散になり、認知症の予防にもなると思いま
す。近くに、誰かと井戸端会議をしてこようと気軽に行ける(集まれる)場所があったらいいなあと思います。どこの町内に
も立派な集会所が(公民センター)ありますから、集会場を有効活用したらいかがでしょうか？

旭ヶ丘は可もなく不可もないところ。旭ヶ丘地区といっても広い、自治会がいろいろあると思うが、それぞれの自治会の特
色、良さ、ダメなところ、問題点をチェックして、どうしたら旭ヶ丘地区として他にはない上手い取り組みができるか、発
想も広がると思う。子供の見守りとか生涯学習がどうとか…子育てがどうとか…。子供居ない人もいるし、病気の人もいる
し、本当に住みよいところって、安心できる、何かポジティブになれる、何かいいなあ～って思える　ところ！

私はこの場所に住むようになって２年しかたっていないのであまり分かりませんが、地域の一人一人を大切にできる地区で
あってほしいと願っています。

自宅より歩いて用を足せる地域になることが大切と考えます。年配者には特に。また市の事務的手続等、山裏に集中させる
のはいかがなものか。今の市街地に効率的なるものが必要では。あさくらふれあいセンターの大きな物は必要なく、住民の
声を聞いた上での建設すべし。高齢者のいこいの場所(小さい施設、空民家を借りる等…)の工夫が欲しいですネ。新しく建
てればよいというものではないのでは。そこでの高齢者の筋トレとかが出来れば、健康につながるとしたら結果として医療
費の減少に役立つのでは。茨城県ではその結果、医療費の縮小に貢献しているはず。一度、調査されてはどうですか。今の
市街地を大切にして下さい。管理運営はボランティアを募れば、必ずあるはずです。

旭ヶ丘地区の取組が少ない！行事があっても、リードしてまとめる人がなかなかいないのでリーダーを育てると良いと思い
ます

何だか親子とか趣味をもつ一部の人のためだけの場所作りとかイベントとかやってもしょうがない。いろんな悩みをかかえ
ている人もいるし、寂しい毎日をひとしれず送っている人も多い。いろんな環境の人がいるというのが原点です。オープン
カフェとか、限定されるのではない。いつでも何か人とのコミュニケーションがもてる場所とか、おもしろい企画とか、や
れば良い。

もっと魅力ある街作りをしてほしいと思います。

多数の人達が顔を合わすイベントみたいな事が有ると良いかな。

２０２５年を迎えるにあたり課題はいくつもあっても大きくは３つです。①少子化②高齢化③治安等安全な町づくり　で
す。このアンケートから、この３つを具体的に想定できる設問はありますか？せいぜい問１４くらいです。このアンケート
から何を得るのでしょう？Ｈ２７年介護保険法改正による高齢者アンケートの結果をふまえ福祉計画、介護事業計画との関
連から関市の課題方向性はわかっているはずです。行政の中での横のつながりからどうまちをつくっていくのか？横のつな
がりがない、これが１つの×です。自治会長へのアンケートもとても乱暴です。回収は大変ですよ。それでもやらせるな
ら、アンケート内容の説明などもっとていねいに願います。２０２５年問題は関市が１つとなって取り組む、今後の人口含
む高齢化対策へは行政、自治会が１つにならなくては…もっとていねいな説明を…。共に協力したいですね

旭ヶ丘地区に限らず、高齢化、少子化にどう対応していくかを真剣に考えないといけないと思う。地域の行事云々と言って
みても、守る人受け継ぐ人がどんどん減少している現状からみて、難しい問題が出てくると思う。

私達は仕事の拠点が岐阜市である為、関市、町内等々での付き合いがご無礼する事も多いのですが、年齢的にも近い将来地
元での生活が始まります。町内も代替り、新築等で若い世代も増え高齢者のみの家庭となると少々肩味の狭い気がします。
若い人達も高齢者の人達も何かコミュニケーションの取れる場が有ればと思います



旭が丘地区に限らず、関市は自然豊かで住み易い環境が整っていると思います。ただ他地区に比べて突出してアピールでき
る設備や活動があるわけではないので、何か１つでも差別化をはかれるものがあると、より良い地区になると思います。

基本の自治会体制をきちんとしたほうがよい。現在、旭ヶ丘の課題をさぐり、それに向かって、どうしていったらよいか。
地区全体の方々が全員参加をしていただくような仕組づくりが大切だと思う。皆で話し合い、住みやすい旭ヶ丘にしたいと
思います。ごくろうさまで、ございます。よろしく、お願いいたします。

最近よく岐阜の柳ケ瀬に行くようになりました。昔の映画をやっているのでそれを見て、お好み焼きとか食べて帰って来ま
す。最近の柳ケ瀬は、少し前とは違い、お年寄の服、お菓子、カバン、靴等のお店もいっぱいあって、東京の巣鴨みたいに
なって来ています。関の本町通りもいろんな店が出来、年寄が歩いて散歩しながら買い物が出来る所が出来たらいいと思い
ます。車に乗れない物は、歩いて買い物に行ける八百屋、お店があったらと思います。

若い男性女性たちが土台になってスクラム組んでやってほしい。（アイデア出し合って）

絆を深めるために昔市民運動会が中池でありました。それを思い出し旭ヶ丘地域で年齢別で競技する運動会はいかかです
か。

最近は町内の中でも親睦が難しくなってきています。旭ヶ丘2丁目は、長年自治会、子ども会が一緒になって関まつりのみ
こし作り、もちつきもちまき、町内対抗野球などへの参加をしています。若い人に交じって年配の人たちも楽しく輪を作っ
ています。これからも人と人とのつながりを大切にと思っています。

少子化・高齢化・人口減・人口都市集中の流れから、旭ヶ丘地区は市内で一番の静寂なまちづくりを望みます。
「安心・安全・暮らしやすい地域の構築」
・子育て環境が充実した施設整備
・弱者の見守り及び支援体制
・防災・防災・防犯の推進
〈例〉
・児童の見守り。登下校メインルートの防犯カメラ設置
・「どこでも止まるバス」などアクセスビリティを考慮した交通の便(買い物など外出しやすい)
・ＩＴ技術などによる弱者の見守り体制(特に高齢者)
人口減が出てくる30～50年後に安桜山の北側の公共機関・施設を南側に引き出す。

自治会、町内会に入るためのお金だ高すぎる。この不況の中で昔の感覚でお金は払えません。何に使っているかも明確にし
ないと納得いかない。だから人がどんどん減っていく。町内会年会費それぞれいくらか公表してください。旭ヶ丘地区だけ
でもかなりバラツキがありどうしてと思う。何をしているかわからない。

・吉田川周辺流域を主としたイベント、ボランティアによる清掃活動、ウオーキングコースの設定、整備など、人の集まり
やすい環境、景観づくりを。
・活動やイベントのＰＲ方法を、例えばインターネットを使って配信するとか、見て、読んで、楽しく伝える事が大切。従
来の町内回覧のチラシだけではもう古いのでは？

”地域委員会”設立の趣旨が不明。今まで班、自治会組織が有効に機能していたにも関わらず、このような組織を改めて作
るのはなぜかよくわからない。”自治会”はあくまで”市”と、まったく別のものである。二重行政のようなものを、貴重
な税金を使って新たに立ち上げるべきものか疑問である。自治会組織は、歴史的に見ても（室町・戦国時代より）”惣”
（結）、”寄り合い”として発展してきたものである。”地域委員会”の位置づけを明確にして欲しい。（名古屋市でも再
検討されているのでは？）

黒屋へ行くまでの川沿いの土手を桜並木にしてはどうかと考えます。中池公園まで桜道で行けたらと思います。皆がハッと
する所を造るといいと思います。

みんなの意見を聞いて、まちづくりをするのは大変いいと思いますが、最終的にはどうしたいのかまったく見えていませ
ん。このようなアンケートを書く意味がまったくわかりません。まず未来像をしっかり決めてとりくんではいかがでしょう
か。



旭ヶ丘地区だけに限らず関市全体として若者が楽しめるような施設などがなさすぎると思います。また、公共交通機関も少
なすぎる気がします。仮に岐阜駅へ行こうと思った時に今は岐阜バスでなら直接行くことができますが、電車の場合、わざ
わざ美濃太田まで出ていかないといけません。旭小出身、旭中出身者の若い人も高校までは地元に残るが、大学へ進学と
なったらほとんどの人がこの町を出て行っているというのが現状です。しかし、公共交通機関がもっと発達したり、若者が
魅力と感じる物がこの町にあれば、少しは変わってくると思います。地方の若者が減ってしまうのは日本全国の問題です
が、これからを担っていく若者をどうこの旭ヶ丘地区に残していくかも大切だと思います。例えば何かしら今の中学生だっ
たり、ひとり暮らしをしに来ている大学生とかが進んで参加できるようなイベントを開くなどしたほうがよいと思います。
今だけではなく、これからの旭ヶ丘地区、関市のことも考えて、若者を残していくためのような町づくりをしてもらいたい
です。

自治会と地域委員会との関係がよくわからない

旭ヶ丘地区の情報・各行事等のパンフレット等の配布もよろしくお願いします。

安桜山（市の中心です）を見直してはどうですか!!遊歩道、駐輪場、公園、軽スポーツ等・・・・又イベントが少ない!!
関市の夢がほしいです。

旭ヶ丘地区のイベント行事には町内全体（全員）で参加するよう協力すること。

最近外を人が歩くのが少なくなり、少し淋しい気がします。特に子供があまり外で遊ぶ姿が見受けません。もっと町に活気
が出るよう、みんながもっと外でなにか活動出来る様な楽しめる様なことがあるとお互いのコミュニケーションも取る事が
出来るので、なにかいいアイデアがあればいいと常に思っています。

公園や空き地に運動できる器具や遊具を設置してもらえたら…（又は整備してもらえたら）
→　引きこもりがちな高齢者の方々のコミュニケーションの場となる。健康づくりの一環
→　近隣住民の方の集える。顔見知りになれる。
→　大人が集まることで、子供も外で遊べる。　いかがでしょうか。

あまりアイサツをしてくれないのでせめて歩いていたりして目が合った時などアイサツを返してほしいです。

国でも既にその傾向はあるが、この地区でも少子高齢化の問題が顕著になって来ている。近い将来には自治体の存在すら懸
念される状態にある。間違いなく進む方向に検討していく必要がある。

準備会に民児協の会は入っていないのか。不思議です。

旭ヶ丘地区に住む様になってから20年近くなります。慣れ親しむのに時間がかかりました。何故なら仕事をしていたので近
所の方の名前と顔を知るのに大変でした。そういう時に町内のイベント等があり、少しずつ覚える事が出来ました。子ども
会に入っている方々は子供を通じて知り合うそれがつながりになって行くと思いますが、40代、50代となるとなかなか難し
い所もあると思います。

今の旭ヶ丘地区は若者がこの町に残ろうと思うきっかけとなる“もの”が少ないと思います。高校を卒業して就職する人は
地元企業に就職することが多いので地元に残る事は多いが、大学への進学となるとこの町を出ていく人がほとんどです。大
学や専門学校がこの町にほとんどない事はしょうがないですが、もっと若者が魅力を感じるような町であれば、一人暮らし
をするのではなく、この町に残って家族と暮らす人も増えると思います。また同様に公共交通機関がもっと発達すれば隣の
県の大学などに通うとなった時に一人暮らしではなく家から通うという事にも繋がると思います。これからは若者向けの活
性化をテーマにしてほしいと思います。

高齢者のみの世帯が増加し子供が減少傾向にあることに不安を感じる。
自治会単独では難しいので旭ヶ丘地区全体で青年団のような組織を造ってみたらどうか。

地区（含自治会）の行事や役などは過度にならないように、必要最低限に留めてほしい。
人口減少の今、地区独自行事を行うことは難しいと思われる為、他地区との連携も視野に入れてはどうか。（例）ウォーキ
ング　地区だけでは限られてしまうから。

ごく一部の（でしゃばり老人）の天下！！学校及び官公署上りがデカイツラして、自己満足しているだけ！！
保守的すぎる！！若い世代とか、我々のような〈よそ者〉にはとても住みにくい！！



強制的ではないとのことですが…
アパートでもあるまいし、大きな一軒家を借りて見えるのです。時のあいさつもないし、、都会でも、あるまいし、…この
ことは、よく話し合って、強制的に、町内にはいって、町費をはらって、ほしいです。町費をはらっていないから、あいさ
つもしなくてもよということでしょう。－それでは、いい町内とは、いえないではないか。今までは、そのような人はいな
く、とても、いい町内でした。

自治会単位で各種イベントを実施し、顔の見える関係を作ることが重要ではないでしょうか。
また、子供が少なくなる中、今後を考えると、子供が楽しめるイベントを（予算）確保し、大人になっても、旭ヶ丘地区に
留まってくれるようにするべき。

高齢化、少子化が進み町内までなくなりつつあり、寂しいです。近所付き合いがしづらくなりつつある。個人情報が邪魔し
てなにもできない。

若い夫婦に住んでもらい、子どもたちの声がもっと多く聞こえるような地区になってほしいと思う。

神社の世話当番の年度は一年間とても大変だと思いました。仕事を強制的に休むことはとても負担に感じました。毎週の神
社掃除も子どもが小さいので大変でした。定年くらいの年齢ならできますが、土日が休みでもないので、今後不安です。

自治会の行事が多すぎる。そうじなど自治会みんなで行うのは大切だと思うが、昔から続いている食事会(顔合わせ)を家で
行う必要性がわからない。当番になった家の人の負担が増え迷惑なだけ。そうじで顔合わせしているから、意味がない。昔
からの行事の必要性を自治会で話し合うべき。せっかくの休日を自治会のどうでもいい行事でつぶされたくない。だから若
者がアパート暮らしをするのもしかたないと思う。地区によっては人口が減っているので多少の行事や風習は減らすべきだ
と思う。

塔ノ洞地区は若い世代が少なく子どもも大変少なくなっています。高齢者だけの自治会にまもなくなりそうです。いろいろ
な点が不安ですが、うまく高齢者が活躍できたらと思います。農業のできる人たちばかりなので、小学校の農業体験を含ん
だ交流ができたらいいかもと思います。

地区にもよるが、地元の人間関係が難しい。例えば年功序列、外からの転入者を認めない。

旭ヶ丘のふれあいセンターが小さいと思います。ほかの地区のふれあいセンターは広いです。旭ヶ丘地区にももう少し広い
ふれあいセンターがあると使いやすいと思います。旭ヶ丘地区にはお年寄りが多いので、小学校などで町内でのお年寄りと
の触れあう行事などがあるとお年寄りと子供の顔名前などがわかれば挨拶もしやすく、何かあったときは、お互い助け合え
ると思いますが…。

日頃、生きていくためにいろんなことで不安になったり心配になったり苦しんだり悩んだりすることがあります。（誰でも
悩みはあると思います）市役所内でも相談できる場所はあるかと思いますが、本当に誰でも気軽に真剣に相談できる場所を
お願いいたします。（相談して適切なアドバイスも…）災害について、日本では地震が多いですがこの世の中いつ大きな地
震が起きても不思議じゃない時代ですが不安です。災害が起きてしまった時の衣・食・住が心配です。住民の絆を深めるた
めには、」一人ひとりが思いやり、優しさ、親切さ、助け合い、人の心の痛みがわかるような人間になりたいですね！（私
は心がけているつもりですが…）読んでくれてありがとうございました。

自分が住む町内が嫌いです。特に人間関係。文句を言われる。

区域割を小分割し活動したほうがいいと思います。例：学校での区分を考えずに、地域で細かく分割する。旭ヶ丘、関口町
などに細分割したほうがいいと思います。

今回のアンケートの目的がわからない。町づくりなのか、環境であれば吉田川には以前、鮎が泳いでいたのが現在は汚れて
いるのをどのように思いますか。町内の人々が連携できる必要はありませんが、資源回収ひとつみても回収する人は一人で
回収して、手つだいもしないし、回収日が終わって一週間過ぎると市の回収に新聞誌等がでています。(回収日の前に市の
回収にだしてしまう人もいます)　子供達のために協力しているのに地域の協力がない

私たちの自治会は「新しいものは黙ってろ！」という雰囲気がありなじめない

ふれあいセンターの理事(常任委員)や自治会役員の若返り。青年部の設立。



安心・安全

自宅の近所の通学路に、空き家で放置されている家がある。屋根が落ちてきており、かべも少し道路側にかたむいている。
かわらも道路側に落ちることもあり、たいへん危険な状態だと思う。対策をお願いしたい。通学中の子供がいる時にくずれ
ると、大事故になると思います。

近年はゲリラ豪雨等による水害(道路冠水等)の危険性が高いため全町内に側溝の設置を希望します。また防災に関しては地
域の消防団の役割が大きいと思いますが、同じ旭ヶ丘地区内でも消防団員を出していない町内もあるため公平性に欠けると
思います。町内任せにするのではなく地区で統一していただくと良いのではないかと思います。

川崎市で起きた事件、他人事ではない世の中になりました。住みよい地区にするためには、住民の絆を今真剣に考える時だ
と思います。ひとりひとりが目くばり、気くばりそして声かけを実践したらどうかと思います。

広い道路整備されますが狭い道は草木が道にはみ出して雨の日などは困っています。

防犯の為２０時すぎると(ミツボシ、サンポーロ)の通りがまっくらになります。歩く人もあぶないので検討下さい。

川崎の事件など今では想像もつかない出来事でした。人事のように思わないで、明日は我身です。地区の問題より個々の家
庭にもあると思います。自分の子、他の子、思いは同じです。防犯カメラなどの設置を！　夜間パトロール、昼間パトロー
ル。この一声が君を救う

歩道に段差があったり電柱が歩道に面したりして歩きにくい。全面的に改修して美しい町並づくりを実現して下さい。一般
生活道路にしても南北の道路が途中で狭くなっている所もありますので、少しで改繕して下さい。歩道、生活道路等を見直
して改繕する事が重要ですから行政にお計らい実現のほどお願します。

以前、町内の自治会長をやらせて頂いた時、関広報の旭が丘地区の放送があり、有線放送の機会を利用させて頂き私共の耳
の遠い事もありまして、個人で用意して(希望者に)頂ける事が出来ないかと市役所でお願いしたところ、納得の行く説明が
なく断られ、その後三度市役所へ行きましたが、ダメでした。(男性の方でした。名前は申し上げられませんが…)有線放送
の男性の声が私共には大変聞き取りにくく、窓をしめている時等は放送が終わっている事も！このアンケートに書く事では
ないかも知れませんが、有線の機はお金がいると言う事もありましょうが、年寄りがよく聞こえる声で放送をと希望をしま
す。勝手な事を書きました。すみません！

しっかりとしたハザアードマップがあるので防災面での不安は特にない。

防犯、災害、対策強化(空家、危険個所チェック強化)

災害時に自主防災組織が出来ていない！災害時に避難指示が出た場合どこへ行ってどうすればいいかわからない。

事故防止、防犯のためパトカーの巡回を沢山やってほしい。

道路がせまく従って一方通行が多くなり(物、車輌等が往復出来るのが道路の定義だと思います。)道路とは呼べないのでは
ないですか。

黒屋地区ですが、朝夕とテクノハイランドの通勤の車が農道、村道の近道をするので怖いので、信号の辺りを広くして田ん
ぼの道は通ってほしくない。すごいスピードで走るので犬の散歩など本当に怖い。病院へ行く車も農道を走るので、厚生病
院の東から北へ良く車が通り、事故が多く田に車が落ちガラス等、本当に大変です

夜の防犯燈が少ないので夜ウォーキングに出かけても８時すぎはとても怖いので歩きに行けない。ちょっとしたあいさつで
いいからしあうことがいいと思うけれども相手がどういう人かわからない時はあいさつが出来ない時がある。

黒屋に住んでるんですが、小中学校までの道のりに、民家や街灯もないので学校に通うようになると少し心配…。



国道２４８号から、南北に抜ける道が極端に少ない。安桜山に、２本もトンネルが生かされていない。関高から、円保通り
までで、左右に回らないと中池、黒屋に行けない。近くにインターチェンジが３か所もあるのに。他府県から来た人にわか
りずらい。合併で大きくなった関市役所や農協などに来る人にもわかりやすい道をつくってほしい。

子どもが自転車で通学していますが、地区によっては歩道に昔の高い草が茂っており、通りにくいと言っていました。(時
には車が多い道路を通らないといけない時もあったようです)　また季節によっては、歩道に草が刈りっぱなしになってい
たり、土が盛り上がっていたりしているようです。小中学生の通学路はそれなりに整備されていると思いますが、他の道も
子ども達の休日や散歩する方、高齢者など　利用する時妨げになると思います。地区ごとに整備はもちろん、道路に接して
いる田んぼの所有者の方にも気くばりしていただけるとありがたいです。(黒屋ココストアから本郷までの歩道で黒屋は整
備されているようですが、本郷よりの道が気になります)　　子どもが部活で帰りが遅くなった時、街灯が少ないため暗く
て怖いといっています。(黒屋のクラブから天王池、中池方面など)

黒屋、塔ノ洞の通学路、田んぼばかりで家が無いので、防犯面で心配です。車も沢山通るので、ひき逃げ、誘拐なども心配
です。せめて、通学路に防犯カメラを設置してほしいです

・通学路を用のない車が頻繁に通りすぎるため危険。それもかなりのスピードで走る
・黒屋への道に外灯が少なすぎて暗い。夜歩くのが怖いくらいである
・黒屋の前の道　下有知方面から中池方面(東西の道)に歩道が少ないため危ない
・ココストアの前の信号に右折の矢印の出る信号にしてほしい。朝、右折車が何台もいると渋滞する

西本郷通５丁目の四ツ角の所ですが、草がボウボウはえていて困ります。車で一旦停止しても、草で見えません。事故につ
ながる危険性がありますので早めに草を刈る様にお願い致します。よろしくお願い致します。

交通安全、特に車のスピードや夜のバイクの音などもう少し気をつけると良いのではと思います。お知らせ(市役所などの)
スピーカーでの音声が聞き取りにくくわからない時が多い。

市の広報無線音は聞こえるが何を放送されているか全然わかりません。聞こえるようにならないでしょうか？宮地町の道路
一方通行、大変不便だとの声が多くきかれるが改良出来ないものか？

道路を広くしてもらいたい。西町。

歩道をもう少し整備して、高齢者にやさしい道路が作ってほしく(歩道がでこぼこ)で悪すぎます。

市道、農道、自動車が８０キロで走るので取り締まってほしい

防犯対策(警察官との連携で)

昨今の青少年の事件に心を痛めています。よその子も自分の孫のように見守り声かけをして行きたいです。そしてお年寄り
の１人暮らしの方も…皆で協力し合います。住みやすい町づくりをして行きたいと思います

大門の道路からふみきりのあたり、白山神社の前の道はせまくて交通量が多くて自転車なども朝夕多くて、あぶないと思い
ます。

災害が少ない(昭４吉田沖集中豪雨)防災面が不安(明治濃飛大地震)について。この地区は災害が少ないから幸いである(七
右衛門桜)が吉田川改修後に植えられた。災害があってからは遅いから一言。障害者、寝たきりの老人の方々の避難の方法
等待機場所について、先の阪神大震災の後、平和通り福祉会館にてお話があり、その時質問し提案した。大災害の時は、地
域の方は大辺あります、依って他所から援助される時、先でこの方々の所在の意において、家の目安の処に、障害者マーク
とか等はって置くとか、下しになった場合の対応に音のでる笛とかを持たせるとかして、外部の方に知らせるとか提案した
おり、役所の方はプライバシーにかかわる事だから、いけないと云われました。隣り近所の方々は存じていられるが大辺で
す。遠方からの救助の方労をお願いしたい。又待ち所についても不自由な方に対して、役所も現在おおまかなで、具体的な
表示無シ。どうか、旭ヶ丘地区だけでもよいから、心から応援して下さい。お願いします。



人どうりのすくないみちをあるいていたら、６０さいくらいのおじさんが「せんべい１つ１００円やけどかう？」ときいて
きて、そのあと「学校どこ？」としつこくきいてきました。こわいので、みまわりをしっかりおねがいしたいです。あさひ
がおか小学校３年生女子より

静かで住みやすい街だと思います。学校が近いので、通学時間帯にマナーや道幅でヒヤリとしたり、不快に思うことがある
ので、道路の改善が進むともっと住みやすくなると思います。

○水道工事でアスファルトの質によって、道路ほそうがデコボコで小石が一杯おちている。しっかり検査し、悪い所はやり
直して欲しい。

子供が横断歩道では無い所を横断するのは、子供のせいだけでは無く親の問題がありそう。(親が子供を連れて横断してい
るのをよく見る)　防災に関して…町内には消火器が設置してあるが、いざという時に気休めにはなると思いますが、消火
器だけでは不安がある。消火栓の近くに、ホースと筒先を備えたＢＯＸを置いてはどうか？(消防団ＯＢ等　使用出来る人
が居ると安心)

昔の吉田川はとってもきれいな川でしたが、現在の吉田川は石が多く積み重ねて、また汚れもひどく水の流れも悪いので川
の「セキ」を取って、もっと川底を掘って水の流れをよくしてほしいです。増水した時に心配ですので、よろしくお願いい
たします。

昔ながらの家が多いので、家と家の間隔が狭く、火事などの災害が怖いので、定期的に注意喚起・意識する機会があると良
い。

近所づきあいがほとんどなく、災害時に不安です。

住み良い地区にするため、交通安全に関してこれは危険かなと思うところは直したりしてほしい。

高齢化が進み、どの家に独居老人がいるかなど把握しきれていなくて、いざという時の対応には不安があります。

交通事故が多発するため、車、単車等スピードに気を付けてほしい。

どの地区にはどの災害の危険度が高いのか知っておきたい。（予想はむずかしいでしょうけど、過去に有った災害からヒン
トのマップ）

暗い道に街灯を増やしてほしい。

町内の照明も暗いです。もっとふやして明るくしてはいかがでしょうか？

自宅回りの道は、狭いわりに交通量が多く、朝などは小中学生、自転車の量が多く、車でのすれちがいも危ない。特に自転
車の2人並んで行ったり、中学生の2人ならびで両側に分かれられると危い！！と思うことがよくある。

スーパーなどの近所は細い裏道でも交通量が多く、けっこう走るのであぶなく思います。

道幅が狭く、スピードを出している方が多く、キケンです。

長時間の路上駐車はしないよう気をつけたい。

関保育園周辺、テニスコートや日吉神社の辺りの防犯をしてほしいです。日没後、暗くてこわいし、不審者情報もあるの
で･･･

地域の人達ともっと知り合いになりたい。わざわざ訪ねていくのではなく、すれ違う時に声を掛けあう程度で良いのですが
…
これが防犯や子供お年寄りへの見守りになると思います。

観音山の残木をなんとかしないと今後大災害が起こる（崖崩れに注意）。安心安全が住みよい所になるので、もう少し市役
所も目配りするべき。

旭ヶ丘地区に限ったことではないが、犯罪の巧妙化、多様化を強く感じる昨今である。自己防衛には限界があるので、地域
ぐるみで防犯強化対策ができると良いと思う。



ウォーキングで黒屋・塔ノ洞の方面へ行くと道路の歩道がないので、歩くには車が気になって危ない。子供が歩くのも危な
いような気がします。

前述したが、歩道に駐車はおろか走行までする車やバイクが多いことに絶句する。ドライバーマナーが最悪なのは、一人一
人の意識レベルが低いことにある。「皆やってる」ことで危機意識が希薄なのだと思う。警察も怠慢だが、一人一人ももっ
と注意すべきだ。
市民バスや役所の車（車両にマークが入っているから分かる）が、歩行者が待っているのに横断歩道でも停車しない。こん
な街に期待することなど何もない。

自然災害が全くない安全なまち

地区の場所によって、防災・広報無線が聞き取りにくいので、改善を求める。防犯灯の充実。

災害対策活動の充実。

もしもの災害時等、ふだんから近所住民達との絆を深めておくと助けになると思う。日常のあいさつはかかせないと思う。

高齢化が進む中での見守りや声掛けが充実できることを願います。私が住んでいる場所は家が解体され空き地が多くなりま
した。新しく若い世代が安心して生活できる環境を整え、地域が活気に満ちた街づくりを目指していただくよう願います。

災害について、日本では地震が多いですがこの世の中いつ大きな地震が起きても不思議じゃない時代ですが不安です。災害
が起きてしまった時の衣・食・住が心配です。

防犯灯をＬＥＤにしては（電気代、蛍光管替え代・虫の集まる度合いを考慮して）

市職員・中濃病院職員が通勤時、西本郷通5丁目・6丁目の北進を車でスピードを出して走る。主要道路にて通勤してほし
い。

市の広報の声がとても聞きとりにくいですね。

高齢者

認知症の高齢者への理解の促進や、地域での見守り体制がより強化されたらと思いました。住民どうしの絆が強いというこ
とが、この地域の強みであると思うため、それを活かして、どのような健康レベルの人でも住みやすい地域となったら…と
思います。

老令の一人ぐらし不安な時もありますが、地区の皆さんに声をかけて頂き幸せにくらして居ます。お世話になりますがよろ
しくお願い致します。火の元には気をつけます。

年をとった方が楽しんで近くへ出かけられる行事などがあればと思います

高齢者同士の交流が少なく感じる

学校が近く環境も良いのに、子どもが年々す少なくなってきている様です。私の町内でも、高齢者の世帯が多いので心配で
す。

町内も高齢化が進んでいるので、まずすぐできる事として、一人住まいや高齢者世帯には回覧板などを渡す時に声かけや直
に渡すよう特に心がける

高齢者が生きがいを持てるような講座、携帯電話やパソコンを楽しんで覚えて使えるようになる教室やおばあちゃんから若
者に伝える料理教室等、年令関係なく高齢者と若者、子供とふれあう機会が沢山あると良いと思います。

高齢者の生きがいを。

少子高齢化が進んでいますが、高齢者でも地域の役に立つようにな係を持って交流ができるとよいと思います



歩いて行ける東新公民センターで健康体操とかをやってほしい。高齢者を寝たきりにさせない予防など指導してくださると
有難い

町内が老人化し、見守りが大切ですが、深入りし過ぎ(弁当とかいらない人もある)もあると思います。自立する年寄りを目
指したいです

お年寄りがゆったりとできる縁の多い公園があればよいと思います。

高齢者世帯・単身世帯の孤立化に互いに気を配る

私が５０才頃、老人の人達が今日は老人会でどこへ行くと言って見えたので私も７０になりました。どこか参加出来るかな
と思いましたが近所の人は、だあれも出かけないしそんなの無いのかなと思いました。他の地区の人はそんな会があるの
に、旭ヶ丘は今、老人会はないのですか。生涯学習があるのですが、老人には通知が来るのですか。

旭ヶ丘地区は高齢化が進んでいると聞くが、自治会やボランティアなど６０代、７０代の方が活躍されている。将来、世代
交代が上手くいくのか少し心配です。

若い人が結婚していなくなり、高齢者のみの方が多くなった。お互い声をかけあい、助け合っていけるとよい。

高齢化が進む中、老夫婦世帯が増加している中、どう見守りをしていくのか、また、どうされるのか、家族の方がどのよう
に考えているのか、地域の方々に見守りをお願いするならどのような形でお願いしたらいいのか。またお願いされた側はど
うしていったらよいのか考え物です。独居老人の見守りも同様にとても心配です。特に火災についてはとても心配していま
す。

高齢者の方の生活が充実するような趣味だったりセミナー等の活動を増やす。勉強であったり、一人で作業できる場所、施
設を作ってほしい。

高齢化が進み、どの家に独居老人がいるかなど把握しきれていなくて、いざという時の対応には不安があります。

寿命がのびている今、お年寄りが安全を確保しつつ、気兼ねなく集まって、おしゃべりできる場所があるといいと思う。

高齢者ですので、近くで話し合える場所や安全で動き回れる所があれば良い。

旭ヶ丘の後期高齢者が「光輝高齢者」と思える町づくりを。

高齢者が増えています。高齢者は健康への不安と寂しさを抱えています。近所の人たちと軽い運動とおしゃべりができる場
所があるといいです。

だんだんと高齢化が進み、高齢者数が増加しつつある現状。住み良い地区にするため、交通安全、高齢者や家族が安心でき
るような環境(信号、歩道の整備など)を行っていただきたい。

高齢者になると遠くの催しにいけないので、各公民館などであるとうれしい。

仕事をしているため、いろんなイベントに参加できない。高齢になったら気軽に参加できる、健康教室や脳トレ教室などが
あればいきいきと暮らせると思います。

安桜地区では本町通りの施設で原さんという方の指導のもと、紙芝居劇団があり、地区の老人の方々が集まり、紙芝居や朗
読、ビンゴゲームなど楽しんでらっしゃいます。そんなことがあるといいと思います。

敬老会について、町内会の敬老者が全員集まれる会にしてほしい。現在は数人の集まりです。老人も何かひとのためにお互
い助け合えるつながりが必要だと思います。

高齢者の独り暮らしの方には時々声掛けをしています。近所の方々と気を付けて見守っています。

子ども



学校、ＰＴＡとの協力(子供達の安全安心な学校生活)

子供やお年寄りを大切にする地域になるとよい。地域で子供を育て、見守ることができることが理想です

まつりやイベントは、子供の参加が多いと盛り上がるので、子供参加型の企画が多いといいと思う。旭ヶ丘地区の子供が
減ってきているのが心配。

子供が安全に暮らせる地域であってほしいと思います。しっかりと大人が見守っていきたいです

公共施設の見直し、使用されてない物にお金を使うより、子育て資金に回し、若い世代にゆとりを持たせることが大事では
ないでしょうか？

住み良い環境作りが大切で少子化対策として子育て支援が重要と思います。

旭ヶ丘地区には、小学校も中学校もあります。子供達を見守る事も大事ですが、きちんと指導する事も大切だと思います。
通学のしかたなど子供達の方にも問題が多いと思います。

・子供や高齢者が安全、安心してくらせる町づくり
・子供達が安心して遊べる公園作り

岐阜ファミリーパークぐらいの遊園地を作ってほしい。子供と遊べる場所が少なすぎる

子供が安全、安心に遊べる様公園等の遊具の設備の点検や、子供が魅力を感じて遊べる公園作り(昨今の公園は遊具も少な
く殺風景に感じる)をしてもらえるとよいと思う

家の近くに公園がない為、子供を遊ばせる所がほしい。みどりが多くある公園がもっとあれば休日などに連れて行きたいと
思う

子どもの数が少なくなり、旭小の新入生も減っていると聞きとても残念に思います。ドーナツ化現象でしょうか。子どもの
元気な声が聞けるいきいきとしたまちづくりをしてほしいです。

子どもがいる世帯ですが、子どもが少なくなっている中で、お祭りや学校行事への参加機会が多い事は子どもにとってとて
も良い事だと思います。

子供ができて、散歩中によく話しかけて頂いて、温かいなぁ･･と感動しつつ、子育て支援のさらなる充実に期待します。

最近外を人が歩くのが少なくなり、少し淋しい気がします。特に子供があまり外で遊ぶ姿が見受けません。もっと町に活気
が出るよう、みんながもっと外でなにか活動出来る様な楽しめる様なことがあるとお互いのコミュニケーションも取る事が
出来るので、なにかいいアイデアがあればいいと常に思っています。

毎年、雪が降ると、近くに歩道橋があるのですが、子供達のために雪かきを少ししますが、学校側はその辺はどう思ってい
るのでしょうか。ここ２～３年は姿を見ませんが…

旭ヶ丘小学校のクラスの数が年々減っていると聞きました。卒業生としては、いつまでも残してほしいと思っています。何
か対策があればいいと思いますが。

朝、夕方の中学生の挨拶が気持ち良いです。
地域の方々に声かけ、やさしくして戴いて安心しています。

・地区によっては、子どもが全然いない所もある為、子ども会など、合同で行なってもらえるようにしてもらいにくい。
・子育て支援センターでのイベントなど、もう少し分かりやすく、いつ何があるのか教えてほしい。

子供さん達に対してやさしい気持ちで接してあげられる大人でありたいと思います。

町内の人々が連携できる必要はありませんが、資源回収ひとつみても回収する人は一人で回収して、手つだいもしないし、
回収日が終わって一週間過ぎると市の回収に新聞誌等がでています。(回収日の前に市の回収にだしてしまう人もいます)
子供達のために協力しているのに地域の協力がない。

地域で子供を育て、見守ることができることが理想です



健康・スポーツ

健康づくりのイベントを企画してほしい。「ウォーキング」等できれば日曜日に。年代を問わず参加できるもの。

グランドゴルフを開いてほしい。

体操などで体を動かし、運動のできるような場所(公民館など)利用させていただき、皆の集まる場所ができましたらうれし
く思います。

・子供たちにもっともっと、スポーツや様々な体験ができる機会を増やす。
・バスケットのストリートコートを増やす。中池にも、市役所のほかに作る、開放している、スポーツできる場所を作って
ほしい。→そうすれば、自然と人が集まる。→ストリートコートを増やすことは、青少年のみならず社会人にもいい。※最
近関の旭ヶ丘はｃafeやストリート系の文化も少しづつ出てきている。若者の行動力や、センスを利用しながら新しい街を
作れる！
・中池の周りを開拓する、caféを作る、マラソンコースの見直し、木を植える。イベントをして人を集客する。中池は見直
せばもっと活用できると思うし、人が集まる場所になるとも私は思う。出来るか知りませんが、たくさん書かせてもらいま
した。

東新町の公民センターの利用してほしい(運動)(出前講座)

福祉

高齢者の見守りの充実。子供が小さくて十分に働くことのできない母親への強化。実際自分の子供たちの生活を見ても、夫
婦共稼ぎでないと生活が成り立っていかない様子です。

安桜と比べると全く違う。特に福祉関係、遅れている。

公共交通

平和通りのバスをもっと増やしてほしい。

関市の特徴でもあると思うが、市内での活動にかんしてはまだ良いが市外へ行こう(学校仕事で通おう)と思うと全く不便で
ある。名古屋へ行こうと思うと、岐阜や鵜沼(各務原)など別の市の駅からでないと行けないのは全く不便であると思う。

岐阜大学病院へ定期検診に行くのですが、そこへ行くには岐阜駅まで行って乗り換えて…車で行ける時ばかりではなのでバ
スがあれば(大学病院行き)うれしいです。

公共交通機関(今の所、バス)の停車所や時間をもっと分かり易い地図、時刻表にしてほしい。

電車（岐阜行き）がないのは、とても不便！

公共交通機関が少なすぎる気がします。仮に岐阜駅へ行こうと思った時に今は岐阜バスでなら直接行くことができますが、
電車の場合、わざわざ美濃太田まで出ていかないといけません。旭小出身、旭中出身者の若い人も高校までは地元に残る
が、大学へ進学となったらほとんどの人がこの町を出て行っているというのが現状です。しかし、公共交通機関がもっと発
達したり、若者が魅力と感じる物がこの町にあれば、少しは変わってくると思います。

〈長良川鉄道 様〉鵜沼駅までの直通便があるといいな。できれば名古屋まで１時間くらいで行ければ最高だ。

車がないとどこにも行けない為、公共交通機関の充実化を図って頂けたらと思います。



昨年10月から試行されている「デマンドタクシー」も計画された市民協働課の方々もタクシー業者の協力も感謝していま
す。
そこで利用者の立場から申し上げたいのは、“もう一歩進んで”デマンドの乗り継ぎの場所設定を考えて戴けたらと切望し
ます。
基本線は「乗るところから５分は歩いてほしい」「降りてからも５分歩いてほしい」のでと言うことでした。病人や病人を
抱えた介護者や80才を超えた者が寒さ、雨、風、日照りの中を例え5分であろうと乗り継ぎ場所まで歩くということは、ま
して介護の場所まで重い荷物を持って歩くということは本当に辛いことです。
お陰様で私は80歳を過ぎても今のところ足腰は大丈夫なので、今まで何とかやりこなしていますが、限界も感じそういう時
はタクシーを利用していますが・・・・。
市職の方々もタクシー業者の方々も皆親切で有難いのですが、折角のいい企画なので“もう一歩進んで”是非よい案をと願
い、思い切って書かせてもらいました。

公共交通に不満がある。電車が必要である。（岐阜市内へのアクセス）

公共交通機関を充実してほしい。

鵜沼行きのバスを運行してほしい。

伝統文化・まつり

祭りや行事が毎年小規模化していることに寂しさを感じます。何とかして守っていきたいです。

地域の歴史や文化について、多くの人があまり詳しく知らないのではないかと思う。自分たちが住んでいる場所や、そこで
生きてきた人たちを知ることで土地や人々への愛着や誇りを持って、よりよい町へ変えていけるように思う。又、社寺はそ
うしたものを知る良い場所であり、祭事はそのきっかけにもなりうる、絆を深めるよい機会であると思うと同時に、尊崇や
畏敬の念を持つ事は、謙虚に生きるということにおいて、今必要なものに思う。大人や子供も読みやすい冊子やコラムなど
を行事やイベントで配布したり、寺社にもう少し人が来てもらえるよう工夫して、まずは興味を持ってもらうことが一番だ
と思う。これは、町おこしや環境の面でも必要だと思う。(私事の意見ですが、少しでもお役に立てば幸いです)

あんどんみこしも毎年楽しく参加させて頂いています。子供から大人まで楽しめるおまつりも多くあるのでこれからも受け
つがれていってもらいたいです。

昔夏に良く有った野外映画の試写会とか

まつりやイベントは、子供の参加が多いと盛り上がるので、子供参加型の企画が多いといいと思う。

大きなイベントをやってほしい

旭ヶ丘１丁目自治会は、お祭りのだし物とか敬老会等他の地区とくらべると何事も貧弱です。もう少し力を入れて皆がたの
しんでいける様にしてはいかがなものでしょう。

せっかく行事があるのに全く知らないことが多く残念。

関まつりのパレードを仲町まで延長してほしい。

日本の伝統、文化、を大切に…という思いから　(例)明治、大正、昭和につかわれていた物(茶ワン、鏡台、かいものか
ご、きもの、和がさ、トケイ、髪かざり、帯、おもちゃ、…いろいろ…ｅｔ…)　　こういった物を、展示したりして昔話
に花を咲かせるのもいいのではないでしょうか。(手で触ってよい物を、展示した方が良いと思います)

歴史ある建物や、祭りなどの由来とか知っている人も少なくなってる事と思うので身近な物には興味が沸きやすいと思うの
で、今一度、知る機会も欲しいです。

シンボル

吉田川の桜がきれいなので維持していければいいと思います。



関市には吉田観音という立派な観音様がありますが、それを私は旭ヶ丘地区に(７０年近く)住んで誇りに思っていました。
最近の観音様はカメラの持込ダメ、裏への通過ダメその他いろいろダメではお参りの方々がありません。昔の観音様は良
かった。子供から年寄りまで皆の集まる観音様でした。反対に善光寺はすごく人が集まります。私は週１回は行きます。で
も目の前の観音様へは行きたくありません。遠くても善光寺の方が楽しいです。皆の集まる観音様にして下さい。淋しいで
す。

吉田観音、三年前位から裏門が閉めてあるため参拝者が大変減っている

子どもの頃は地蔵まつりや観音さまのお祭りがあったおかげで楽しい思い出がいっぱいです。何か一つでいいから、古きよ
きものをみんなの力で残していける旭ヶ丘地区であってほしいと思います。

おみこし、お十七夜が自慢できると思います。

吉田観音について。今の時代国宝に値する寺院仏閣等、文化的遺産に準ずる所でも門戸開放し人々が往来でき、観音観賞出
来るのに何ともはや現住職の行動は如何なものか。大方の市民の声と思う。昨今は市の観光が仆等には吉田観音は姿を消し
ていてとても悲しいこと。　　一ツ、大門は入口にあった総門を境内の仁広門の奥に移転　　二ツ、カメラ持参の人々に排
他的行為　　三ツ、以前あった各町内への通り抜け道の封鎖等々、表に出したら次々と出てくる。住職の私物化的行為に対
し、市からの猛省を求めます。善光寺さんを見習って欲しい。本山と言うべき所でれば住職の交換等も考え、昔の様な門前
町の活気にもつなげ市民の憩いの場としても出来ることを切に希望するとともに、毎年これに対する市の回答なく公表して
ほしい、一度もない

昔から吉田観音と言えばかんのん様かんのん様と子供達や老人達の憩いの場、そして学校の行事で遠足や写生をしたりしま
したが今は子供達が来るとおこられ又大人が写真を撮ると叱られます。だから誰も近寄らなく淋しくなりました。どうかみ
んなが集まれる様な所にしたいと思います。

子供達が小さい頃は散歩と言ったら吉田観音でした。今はすこし立ち寄りにくい様に開いています。残念です。

観音様が市民を寄せつけないようになって、観光客も来ない。参道の桜や境内の緑がなくなったのもさびしいが、孫をつれ
た老人が行くのも出来ないのはいかがなものか。行政の指導がほしい。

・(吉田観音について)旭ヶ丘地区にあって最たるシンボル。老若男女、善男善女の信仰の場として多くの人が参詣集まる場
所として、三、八の復活もあっていいのでは？
・(吉田七右衛門門桜について)吉田川の七右衛門桜は、桜鯉育会の皆さんのボランティアで世話されていますが近隣の自治
会も、イベント等に協力を惜しまず、これからも守っていっていただきたいと思います。
・(吉田沖の田園風景について)旭ヶ丘ふれあいセンターから黒屋を通り抜け中池へ通じる吉田沖の田園、私は農政、減反の
規制、詳細は知るよしもありませんが昔の懐かしい田園風景が見られなくなり(田植えの後の一面に広がる早苗の緑の添が
見れなくなり)田園は実りなきまま秋へ迎へ!!の感があります。寂しいです

善光寺様は多彩なイベントが行われているようです。そこで一案ですが吉田観音様を以前の様に開放して頂き、昔の様に三
八市とか縁日を復活して集客に繋げればと考えます。

地区の魅力や自慢できることは吉田川の桜まつり、観音様、地蔵祭りの伝統文化を守り続けてほしい。それがまちの活性化
にもなり住民の絆を深めるためになるような気がします。住み良い地区にするため、交通安全に関してこれは危険かなと思
うところは直したりしてほしい。

昔からの祭り（地蔵祭りやお十七夜など）が活気は少なくなりつつも続いているという事は良いと思います。伝統行事を大
切にしていってもらいたいです。吉田川の桜も毎年花見をするのが楽しみです。老木だけど整備などしてもらいながら少し
でも永く咲き続けてほしいなと思います。

吉田観音、今はひどいですネ。昔は良かった。

吉田観音の件、昔と違い人のお参りが少ないです。一度市の方から話をして下さい。昔に戻して下さい。お願いします。お
寺が私物化している様です。

年に一度しかない地蔵まつりが楽しみ（人が集まり楽しい）。吉田観音の対応が悪い。



残念なのは夏の“地蔵まつり”が昔にくらべて規模が小さく寂しくなったな、ということ。ホームページの立ち上げや、学
生参加など規模を大きくし、開催展示期間も一週間ほどにするなど、改善すると良い。また、吉田沖の田園のれんげ畑を復
活させてほしい。

やはり吉田観音が閉鎖的になってしまったのが残念で仕方ありません。

吉田観音を自由に行けるよう開放して欲しい

観音様をお参り出来るように開放して頂きたい。

桜のお花見をやるとよい。

関まつり、九万九千日、お十七夜、地蔵祭りなど、子どもたちが毎年楽しみにしている。これらは本当に続けてほしい。他
の地区にも自慢できる魅力のひとつなのでぜひ残していきたいです。

以前は観音様の参道を日課で散歩していたが、人に合わない。寂しいですね。桜まつりを店などでにぎやかにしてほしい。

春に桜祭り（西本郷４～７）が行われ多くの市民が観桜に訪れます。夜桜のため自治会で配電線をぼんぼりや電球の買い替
えを電気料金を支出していますが、これらの費用は公費で支出するものではないでしょうか。市民のため、市観光事業発展
のために行われている各地の事業を見直し必要経費を準備していただけるよう、市当局地域委員会（準備会）へお願いいた
します。

以前は吉田観音へよく出掛けていた。三八市も楽しみだったが、近年、吉田観音はとても感じの悪い態度をとられるので、
行く気がしない。活気あり、良い意味で子供たちの集まる場所であっただけに落胆も大きい。

ドーナツ化

本町通り、何とかなりませんか？若い人がよれるお店の出店とか…目玉になるようなお店があればお客さんが来ると思うけ
ど…同じようなお店があって、買い物する気になりませんね。イベントがある時だけ、にぎわっててすっごくさみしいで
す。

本町通りには特に空家が目立つ感があり、街づくりと言うより空家対策や高齢化の進んだ中で独居老人対策についてもう少
し市が助成等をして自治会活動の充実を図る必要を感じる。

高齢化が進み、地区内の個人商店がどんどん減っていることを淋しく思います。街中が歯抜けになってきており、櫛のよう
にボロボロと地区が崩壊していくのではないかと心配しています。子どもの頃は地蔵まつりや観音さまのお祭りがあったお
かげで楽しい思い出がいっぱいです。何か一つでいいから、古きよきものをみんなの力で残していける旭ヶ丘地区であって
ほしいと思います。

旭ヶ丘地区については、子供が少なくなりお年寄りの方が多くなった様に思う。いわゆるドーナッツ化が進んでいると思
う。あき家とかに若い人が住めるようになれば少しはよくなるのではと思います。

古い空屋をこわすと固定資産税が高くなるなんて法律をなくさないとますますさびれる感じがします。

空家が多くなった。

空き屋の空き部屋の利用は如何でしょうか。

空き家が、市全体でもずいぶん増えている。景観も良くないので、改善策や両利用計画を考えて欲しい。

空き家をへらしてほしいです。特にうちのとなりの家は瓦が落ちて危ないので早急に対策をねって下さい。

子どもの数が少なくなり、旭小の新入生も減っていると聞きとても残念に思います。ドーナツ化現象でしょうか。子どもの
元気な声が聞けるいきいきとしたまちづくりをしてほしいです。

町の中に気軽に立ち寄れる様な空家を利用した道の駅みたいな所があったら良いなと。



空き家が近くにあると火災の心配がある。

私が今特に訴えたいことは、ドーナツ化現象は今更避けられないことです。ならば方策を考えるより仕方ない！！

子供の人数が減少しさみしいです。ドーナツ化を防ぎ地域に活気を取りもどしていきたい。

高齢化が著しいため、今後廃墟となっていくであろう、住宅の問題が心配です。治安も悪くなりそう。まぁ、先の話ですが
…。

空き家が多く地域の景観が非常に悪いので早急に対策を進めたほうが良い。

住みよい街にする第一は空家を作らない。空家ができたら早く解消努力。

私が住んでいる場所は家が解体され空き地が多くなりました。新しく若い世代が安心して生活できる環境を整え、地域が活
気に満ちた街づくりを目指していただくよう願います。

ふれあいセンター

ふれあいセンターは、休みが多すぎる。また時間(空いている)が短くて利用しにくい。

旭ヶ丘ふれあいセンターでもいろいろなイベントが行われているようですが知らない事が多い様に思われました。広報や回
覧版だけでなくもっと目に付きやすい方法などないのでしょうか。

ふれあいセンターの利活用をもっとＰＲするとよい。

ふれあいセンターは行事があると利用しています。

ふれあいセンターの行事にも参加したいと思います。

旭ヶ丘ふれあいセンターって何が良いんですか？子供連れの人と一部の元気なシルバーの人のためだけのものなのですか？
いつか前を通ったら、シーンとしていましたが???それなら終活セミナーでもやって欲しいね!!人のソフトな面をどうする
か、安心した毎日がいいですね。

旭ヶ丘ふれあいセンターでのイベントが色々あることを知りました。是非イベントの数を増やして頂きたいと思います。参
加でそうなもの、日程が合えば参加したいと思います。楽しい町づくりをお願いします。

私は第四土曜日のいきいきサロンに参加させてもらって居ます。５～６年位前は約６０人位出席でした。最近は４０人位に
成りさみしい。もっと多くの年寄りにお出掛けいただくためご近所の方々をさそう方法があったらいいなあ。最近は住民の
絆がうすれて来た。

ふれあいセンターを週１回程度利用させて頂いていますが、２階のレースのカーテンが破けていて、他の地区の方がみえる
と、少し恥ずかしい気持ちになります。レース１つでもきちんとしていれば気分良くふれあいセンターを利用できると思い
ます。

ふれあいセンターをもっと地域で活用できると良い。

地域住民がもっと利用できる様に施設内容を充実させ利用できる様にしていただきたいです。

旭ヶ丘地区で月に２回ふれあいセンターにて第２土曜はモーニング、第４土曜には食事で私達は大変楽しみに居ります。
よその地区では旭ヶ丘の様なイベントもなく大変うらやましく思われて居ります。

旭ヶ丘ふれあいセンターや公民館が安く、できれば無料でお借りできればいいと思います。冷暖房費は会員で負担します。
会の運営は会員があたります。

ふれあいセンターに従事される方はコミュニケーションが第一だと思います。

旭ヶ丘ふれあいセンターの１２～１３時閉めるのを考えてください。



旭ヶ丘のふれあいセンターが小さいと思います。ほかの地区のふれあいセンターは広いです。旭ヶ丘地区にももう少し広い
ふれあいセンターがあると使いやすいと思います。

旭ヶ丘ふれあい祭りとして年に一度、秋に運動会夏に盆踊り等子供も老人もみんな揃って楽しんだら住民の絆も深まり近所
の人も分かり合えるでしょうか？

環境

家の前の道路をきれいにしていただきたい

・吉田川のごみが気になる。小学生がためらいもなくポイ捨てをするのをたびたび見かけ悲しくなった。逃げるように去っ
ていく子もいるので、だめな事だと分かっている子もいるようなので、よくよく”何故”ということを家庭や学校、地域で
考えさせて認識を改めるように働きかけることが大切に思う。大人になっても同じ事をしないよう、今ちゃんと教えて、行
動できるようにさせてあげるべきだと思う。これは実際に見せてあげたり、体験させてあげることが、実感として有効だと
思う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・地域の歴史や文化
について、多くの人があまり詳しく知らないのではないかと思う。自分たちが住んでいる場所や、そこで生きてきた人たち
を知ることで土地や人々への愛着や誇りを持って、よりよい町へ変えていけるように思う。又、社寺はそうしたものを知る
良い場所であり、祭事はそのきっかけにもなりうる、絆を深めるよい機会であると思うと同時に、尊崇や畏敬の念を持つ事
は、謙虚に生きるということにおいて、今必要なものに思う。大人や子供も読みやすい冊子やコラムなどを行事やイベント
で配布したり、寺社にもう少し人が来てもらえるよう工夫して、まずは興味を持ってもらうことが一番だと思う。これは、
町おこしや環境の面でも必要だと思う。(私事の意見ですが、少しでもお役に立てば幸いです)

円保通のいちょう並木落葉対策をなんとかしてほしい。車はスリップ近所迷惑

せっかくの中池公園他円保、東本郷、西本郷他小さな公園も含め雑草がのび放題。～禁止～禁止ばかりでなく整備し、利用
できるようにしたい。定期的なボランティアを行うのも良いと思います。

スーパーが近くに有ると良いと思う。

田舎のようなつきあいはありませんが、問題もないので住みやすいと思っています。

他人の土地へゴミ、空カン等を捨てない様PRして下さい

環境については、吉野町のある店の騒音が非常にうるさく、近所でも話題にあがっています。騒音の法規制をクリアしてい
るのでしょうか？この近くには若い人は今後住むことはなく、他に住むことになると思います。

西本郷付近に大きいスーパーができるとありがたい

新堀町、大門町、宮地町、上利町、太平町、観音前、月見町、相生町、住吉町　一軒もスーパー有りません。車を持たない
家庭では大変不便をして居ります。８０才過ぎて足を悪くしている家庭では本当に毎日苦労して居ります。尚溝板のガタガ
タ音が夜中まで響きますので修理願へますれば有難いです。

住みよい地区であるため、１人ひとりが助け合って生活していきたいです。

・西本郷通５丁目の四ツ角の所ですが、草がボウボウはえていて困ります。車で一旦停止しても、草で見えません。事故に
つながる危険性がありますので早めに草を刈る様にお願い致します。よろしくお願い致します。
・中濃病院の手前の川、よごれていますので美しい川にしたいと思います

中池周辺の設備がとても良くなったと思います。

観音公園のゴミが気になっています。前はゴミ袋があり、子供達もお菓子を食べたらゴミ袋に捨てていましたが、ゴミ袋が
無くなり捨てることができず、そのままにしてしまう子が多いようです。市でゴミ箱の設置を考えて頂けたらと思います。
子供には持ち帰るように言っていますが、持ち帰る子ばかりでは無いので。ゴミをボランティアでひろわれている方がきっ
といると思うので考えて下さい



私達の住む旭ヶ丘地区は住み安く、心の負担(町内つき合い)、市役所、病院等へも通い安く、学校も近く利便性の良さは申
し分の無い所ですが…発展性が少ないと思います。

草引き、せんていしても燃やせない為生ゴミ袋に入れてます。格安で草引袋がいただけたら助かります

吉田川の側に住み始めて４０年近くになりますが、年々川が汚れています。２０年位前にホタルが住みつくようにとこの川
を整備されたようですが、今ではホタルではなくゴミが住んでいて前より汚くなっています。市会議員の方に上記の事をお
話ししたのですが、何も音沙汰もありませんでした。旭が丘地区の将来像も大切ですが、後々もこの川をきれいにして残す
事も大事だと思っています。一人や二人では限られていますので大勢の人で取りくんではどうでしょうか？

夏休み期間中に、夜遅くまで旭中体育館駐車場内で遊んでいる学生がいる。

７０代の夫婦です。旭ヶ丘に引越しして来て３年目になります。近くにお店、クリニック、バス停などあり、車のない私達
にとって有難い地区です。又近所の人達が”あいさつ”してもらえるのが嬉しいです。皆さんお世話になります

住み慣れた町なので暮らしやすい。

昔の吉田川はとってもきれいな川でしたが、現在の吉田川は石が多く積み重ねて、また汚れもひどく水の流れも悪いので川
の「セキ」を取って、もっと川底を掘って水の流れをよくしてほしいです。増水した時に心配ですので、よろしくお願いい
たします。

吉田川の水が汚れていることがよくある。（清流長良川をうたうなら、支流からよくしていくことだと考えます。※農作業
によると思われる茶色の水は全く気にしていません。泡や緑っぽい水→”最近はいつもです”は工場が原因？）

環境が良く住みやすい。

旭中グラウンドの砂埃が飛ばない様に、何とか改善していただきたい。

のどかなところが良い

今でも十分住みやすいいい地区だと思う。

吉田川の水がきたない。

町内に小通があるが清掃されてない。

街路樹を撤去しようと運動していらっしゃる方がいるが、とても賛成できないが、意見ができない。

春に咲く桜はとてもきれいだと思います。大切に守っていけたらいいなと思います。

無理に考えたり作ったりしなくても良い。このままで落ち着いた住みよい地区だと思っている。

ハトの巣が気になる。

吉田川沿いに住んでいます。川の清掃の区域が班の人数の割合にしては広すぎて大変です。班の中も高齢化が進んでいます
ので、今一度清掃区域を見直していただきたいと思います。

大学卒業後、さまざまな土地で暮らしてみましたが、帰郷してはじめて関市がとても住みやすく素晴らしい環境のまちであ
ることに気付きました。

ゴミの集積場に不法投棄する人がいる。掃除当番になった人が困っている。

小学生の数が年々減っています。若い世代が新たに住めるようなところが少ないのが現状です。他の地区のように居住区画
の整備に力を入れてもらえるといいのではないでしょうか。



今は自動車の運転ができるから買い物、病院通いもよいのですが、のちの心配があります。近くにもう少し店屋さんがあっ
たらいいと思います。

今のままでも十分住みやすい地区ですが、自転車道の整備とかするとより住みやすくなると思います。

ごみ集積所が少なく集積かごなどの整備もされていない。・防災無線がまったく聞こえない。設置個所の増設又は各家庭へ
の受信器設置が望ましい。

あまり関係がないかもしれませんが…。野良猫が多すぎて困っています。動物だからかわいいのですが、あまりにも増えて
…。もう家の周り、ご近所にもいっぱいフンをして臭くてたまりません。野良猫に餌をやる人がいて、猫が増えるばかり
で・・・一番のお願いです、猫対策をしてください。よろしくお願いします。

私は毎日といっていいほど犬の散歩をしていますが、なぜ道路に「タバコ」「カン」「ビン」が散乱しているのでしょう？

円保公園はごみ良く散らかっている。草が良く生えている！！早めの草刈りをする。夏になるとバーベキューをよくやる方
が見えるがやかましい、夜遅くまでやっている。

西本郷通４丁目の川添いの花は年間を通してきれいに手入れされています

街路樹の高さが気になります。電線より低めでも良いのでは。枝も少し間引いたら…。台風など災害被害、落ち葉も少なく
なりそう!!

吉田川には以前、鮎が泳いでいたのが現在は汚れているのをどのように思いますか。町内の人々が連携できる必要はありま
せんが、資源回収ひとつみても回収する人は一人で回収して、手つだいもしないし、回収日が終わって一週間過ぎると市の
回収に新聞誌等がでています。(回収日の前に市の回収にだしてしまう人もいます)　子供達のために協力しているのに地域
の協力がない

美しい自然に恵まれ、生活環境がとても良く快適な日々をおくっています。

その他

今の地に引っ越してきて２０年以上、その前も他の地の旭が丘地区でしたが、子育時代は子供を通じての付き合いがあり、
楽しく交流できたけど今の所へ来た頃は子育ても終わり、会社と家との往復が日常になり、地域の人々との交流があまりも
てず、休日は家事に追われ近所の人と顔を合わす事も少なくなりました。新しく入ってこられる方々とも話す事なく世代を
感じます。唯一公民センターの掃除位でしょうか、顔なじみを見るとホッとします。

毎年あるＢＢＱは近所の人と会う良い機会でもあるのでこれからも続けていってほしいなと思います。
以前、一度だけ西仲町で野球部を立ち上げてやりましたが、結局人数も集まらず(試合の時に)終わってしまい残念でした。
東仲町も野球をやっているので、合同で出来たら楽しいだろうにと思いました。
空き地や田んぼなど沢山あるわりに家も建たず、子供の人数も少ないので、住宅が増えたら良いなと思います。

具体的にどうすればいいのかはわかりませんが、住民の絆がもっと深まればいいなとは思っています。

旭が丘に来て日が浅いのであまり良くわかりません

私共、老夫婦で毎は何方も病気をしない様に町内の皆さんに迷惑を掛けない様心掛けて暮らす事だけです。最近の若い人は
見て見ない振りする人が多くなって来てとても淋しく感じます。私達若い時は随分年配の人達を労わって来た積りだが…古
い考えかもしれないが？残念です。いずれにしても私共は先が短いので何も参考になる事が書けなくて失礼します。

仕事で土日にある行事は参加はむずかしい

よく頑張って実施されていると思う。ご苦労さんに思っている。私は高齢者につきなかなか参加できないのでさみしい

住吉町は良い町です。関市に住んで５０年になります

安桜地区のえいきょうをうけないようにしてほしい



夫婦とも病気がちで行くところは医者通いのため行事に参加することができません。

役の方は大変だけど頑張ってください。

今のままで満足しています。

住みよい地区にするための活動に深く感謝します。何もできない自分が恥ずかしい。何も知らない事も同じく。応援しま
す。がんばってください。

現状に不満はありません

市のゴミ袋の値段が高い気がします。。

なんの組織か機関か知らないが下有知地区と一緒になっていてしかも中心人員配置も下有知にあるのは何故か？（旭ヶ丘地
区人員の多い思わる）

私達はシニア四人組で時々お茶をしたり一日一人暮らしの家で楽しい時間をすごしています。残り少ない人生です。お医者
さんと仲良しですごしています。良くも長生きしたもんだ。　今の世の中本当にありがたく感謝でいっぱいです。

自治会長さん大変動いて下さって良い方だと思います

このアンケート自体意味が無いと思います。誰が書いた物か判ってしまうし、ここ最近市役所からのアンケートは、あなた
たちの望む回答が欲しいだけの物でしかないと思われます。
地域委員会は必要ですか？一部のＮＰＯ法人と同じく必要性を感じません。

このアンケート用紙　もっと質を落としてもいいんじゃないですか。税金がもったいないです。

最近、関口駅が話題となっているので、今後も人の興味を引きつける企画を行なってほしい。

子どもが小中学校でお世話になっている間は、地域行事に参加したり、近所の方々にお世話になったりと、地区の一員であ
ることを実感しておりましたが、子どもを通してだけではなく自分自身がもっと関わっていけるといいと思い、今回のアン
ケートを記入しながら反省しました。旭ヶ丘地区はとても住みやすい地区だと思います。そんなまちであってほしいと思い
ます。

このアンケートの意図は？何か行事をさせたいのでしょうか？若い世帯などライフスタイルが多種多様であり、昔の行事を
安易に復活させるのは難しいのでは。多くの人と付き合うのが苦手な人もおります。

とくにありません。まだ居住1年足らずなのでこれから知っていきたいと思います。

20歳の選挙のパスポートがあるが投票率はどんな結果なのかわからない。投票率が悪ければやめれば？（これは市のほうか
な）

土・日も仕事をしているので、各行事に参加することが出来ないのが残念です

今回のアンケートの目的がわからない。

住民票はありますが、仕事の関係で遠くに住んでいます


