
問27　倉知地区について、あなたの意見をご自由にお書きください。

【ふれあいのまちづくり推進委員会・ふれあいセンター】

倉知ふれあいセンター行事について、向山からは遠いためどんな時も参加者が少ないのが現状です。倉知
といった大きなくくりではなく、どの地域も歩いて参加できるふれあいの場をつくるべきだと思います。２キロ以
内といわれても高齢になると２キロがつらいので、その場になると考えこんでしまいます。送迎もなるべく人に
迷惑を掛けないようにと常日頃から思っています。集会場単位で色々な行事が自由にできればいい。それ
には鍵を借り、お金を払い、また返さなければなりません。さらに、その前に申込みが必要となりますが、アン
ケートに○を付けるようなことで済むようにできないでしょう。どこか空き家を利用して、世話してくださる人が１
人いらしゃるとかなら、大人、子ども、若者が楽しく集うことができるでしょう。いつか実現できますように願って
います。

以前各務原に住んでいましたが、ふれあいセンターのようなところで週に一度集まり、健康談話やイベントが
ありました。人が集まることは良いことが多いと思います。

自然が多く治安もよいが、若者向けの施設やイベントが少ない。広報活動や届く情報が少ないためイベント
に参加しにくい。

年をとると足腰が弱い。集会場での正座がつらくなり困っています。

基本的には現状の行事やイベントを地域のニーズに合わせ内容を検討すればいいと思う。増やす必要はな
く、各町内、各世代における地域との関り方も様々なので精選して効果的に行えばよく、コミュニケーションを
とることが大切であるので、一年を通じた内容で子どもや高齢者が一体となってコミュニケーションが図れる
行事を実施していけばよいと思います。ボランティア的な行事はお金が不要なので有効的です。人生にお
いて地域社会とのコミュニケーションをとって成長してきた人間はその関りの重要性が自ずと備わっていると
思う。人間関係や地域社会との関わりが大切であることを子ども達に育んでいくことが大切です。

倉知ふれあいセンターは、歩いて行くには遠く、足が痛い時は出かけられない。高齢者には参加が難しいで
す。

倉知地区の現在の活動や行事、イベントなど、いつ、どのように行われているのか知りません。すでにあれば
申し訳ないのですが、年間行事などのお知らせがあればよいと思います。

健康が一番のキーワード。老人だけでなく中高年も健康不安がいっぱい。予防に力を入れてほしい。心も体
も健康であれば、笑顔があふれ、他人にも優しくなれる。住みよい地域、まちづくりができると思います。まず
は、イキイキまちづくり実行委員で、イベントを企画し、たくさんの人が集まる「健康（ヨガ、ストレッチ）」をテー
マにした催しをして、活動の場を広げてほしい。仲間を増やして、みんなイキイキ笑顔に！

倉知ふれあいセンターでどのような行事をやっているのか、情報の入手方法があまりわからない。

地区というわけではないですが、先日岐阜市の保健活動に参加して岐阜市の健康づくりの施策のクオリ
ティーに驚きました。公民館やコミュニティセンターを利用して市主催のヨガや運動づくりを行っていました。
平日の午前中は高齢者の参加は望めても、成人、若年者、働き盛りの方は参加できません。しかし税金を納
めている方々です。もっと若者を対象にした地域の健康増進に力を入れていただけるよう期待しています。

地域が安心で安全なところになるために、一人でも多くの人と顏見知りになる。そのきかっけとしてイベントを
開き参加してもらう。イベントはすべて防災、防犯につながると思う。

地域のみなさんが気軽に参加できるイベントがあるといいと思います。例えば運動会みたいなこととか、強制
にすると賛否両論あると思うので気軽にできるよう、地域対抗リレーとか綱引きとか、何をするにも大変そうと
か、危ないからとか、やりにくい時代なのかもしれませんが、みんなが集まることができる行事やイベントなど
何かあると楽しそうですね。

桐谷台２自治会は、高齢者が多く行事に参加することが少ない。

以前住んでいたところでは、子どもの行事の関係でふれあいセンターへたまに行っていましたが、現在地へ
来てからは縁がなく倉知ふれあいセンタｰへ行ったことがありません。年に１回作品展示などがあることくらい
しか知らないので、もし生涯学習講座等があるのであれば、もっと広報していただけるとありがたいです。
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高齢化が進む社会なので、子供達とのふれあうイベント、ボランティア活動などが増えると良い。世代問わず
参加出来るようなイベント（グルメ祭り、ｸﾗﾌﾄ、手作りマーケット）を年に数回、毎月1回など恒例イベントみた
いなものがあると良い。子供達が安心して、外で遊べる施設を有効活用する。曜日や時間を指定したｲﾍﾞﾝ
ﾄ、遊びを作る。又、土日祝日には、親子でもおじいちゃん、おばあちゃんでも参加できるような健康体操、ヨ
ガなど。

車に乗れないので、倉知ふれあいセンターまで遠いので出かけにくい。

車に乗れないし、ふれあいセンターが遠いので参加できない。

ふれあいセンターが遠くて何も参加できない。

【公共交通】

地域の情報不足、交通の便がとても悪い。地区全体が暗いイメージ。

公共交通が不便である。歩道がなく通学時に事故が起きそうで心配な箇所がある。

電車があると便利だと思う。

関シティターミナルから栄町１丁目までのバス停が近い。栄町３丁目にしてほしい。

最近住宅が増加しているのに、バス停が新田と赤土坂しかないので遠い。

バス停がほしいです。子どもが大きくなり自転車で通学できなくなった時にバス停が新田や赤土坂では遠
い。

交通が不便です。デマンドバスがありますが、電話で頼みづらい。小型バスでいいので巡回して目的地まで
乗りたい。今後高齢になり運転できなくなるととても困ります。住民票などの窓口がほしいので、支所や出帳
所があると便利です。

交通の便が悪いため、ふれあいバスを増やす。

公共交通機関の充実（高齢者向け）を望ます。

向山地区はバスの本数も少なく、病院や買い物に行くのに不便なのでバスの回数を増やしてほしい。

公共交通を考えていただきたい。

倉知地区で生活していて思うことは、やはり交通が不便なことです。私のように若い世代は自転車や車での
移動が可能ですが、高齢者の方は移動手段に困っているのではないかと感じてます。それ以外のことは、倉
知地区には大型ショッピングセンターなど様々な施設があるのでよいと思います。

公共交通機関がもう少し良くなるとうれしいです。

交通手段が限定され、公共交通の充実をお願いしたい。市役所、図書館まで遠いので支所を近くに設置し
てほしい。
１日に午前、午後と２回くらいバスを走らせてほしい。

将来運転できなくなった時に買い物、病院に行くことが不便になる。バスに乗るには、アンビエンテ倉知まで
行かなければならず、重い荷物を持って歩くのは大変だと思う。そのことを考えると少し不安になる。

子どもが、これから進学しますが、もう少し交通の便が良くなってほしいです。高校に行くために、自転車、バ
ス、電車を利用するので、このままでは各家庭の負担が大きいと思います。

【生活道路状況】

渋滞する道路と見通しが悪い道路を改善してほしい。野焼きが行われている環境を改善してほしい。
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国道の抜け道として、朝と夕方に利用する他地区の車が多く、通学路として歩くのに危険なため対策をして
ほしい。また、必要以上にクラクションをならしながら走る車もあり、住宅地なので騒音と事故防止、安全運転
を訴える看板等があると良いと思います。

とれった広場からＪＡくらち支店の道路が大変交通量が多く、またスピードﾞの出しすぎの車が多く早急に整備
をしてほしい。

ショッピングモールができて交通量が増え、歩行者、自転車がいるととても危ない。子どもの登下校の時間帯
は特に危ない。安全な道路の整備、歩道をつくる。

登校に利用する道路の整備、自然保護が必要です。

生活道路の交通マナーが悪いので、注意を呼び掛ける標識がほしい。

赤渕地区市道より北進し国道２４８号線一本木交差点までの間、朝夕の時間帯にかなりの車両渋滞がみら
れる。要因は寺内町の中道が一方通行だからだと思う。渋滞にともないえだ道から出る車が困難を期してい
る。できれば右折ラインを増設してほしいが、難しければ直進右折指示の矢印信号を設置してほしい。

市と交渉し歩道を確保してほしい。狭い道なのに車が多く、スピードが出すぎているので高齢者、子どもが心
配です。交通制限をしてほしい。

津保川沿いの雑木林を切ってもらいたい。一本木町の信号に右折信号を設置してください。または、青色の
時間を長くしてください。

自宅前の道路が広い範囲デコボコで、すぐに水たまりができ、車が通るたび自宅の敷地内に泥水がかかり
大変迷惑している。市役所にも自治会にも連絡してるのに何もない。とても狭い道なのに裏道で交通量が多
く、深い水たまりができている。できるだけ早く直してください。

住宅街での車の走行はスピードを控えめにしてほしい。もう少し広い啓蒙運動をして、地区のコミュニケー
ションの拡大を希望します。

特に週末は路上駐車が多い。時々パトロールし、警告をしてほしい。回覧板だけでは改善されない。

熊之神社周辺を横断する際、カーブになっているため見通しが悪く危険です。特に夕方はスピードを出す
車が多く、公園で遊んでいる子供たちもいるため事故が起きないか心配です。

倉知地区は道幅が狭く、今後自動車の往来も増えると思う。事故が起きないようにと思います。

東西に大型スーパーができ、昼間の交通量がこの10年で増加した。一方道路整備は行われておらず、歩道
のない道路は危険極まりない。大型スーパー誘致と同時に、地域住民の安全な生活環境は整備されなけれ
ばならない。

通学時間に、仕事に行く車がすごいスピードで走っていくので、通学路のエリアだけでも段差をつくり減速で
きるようにしてほしい。子ども達が危ないので対策をお願いします。

郊外型スーパーが多くできたためか、生活道路を通過する車が増えている。スピードを出し過ぎの車もあり、
子どもや老人が心配です。春のけんかみこしがなくなって残念です。下倉知裏山の不法投棄を取り締まって
ほしい。
数年前よりスーパーや住宅の増加で交通量も増えて、子どもや高齢者の歩行者の危険度が高くなってい
る。速度規制もなく、道幅も広くなく、いつ大事故が起きてもおかしくない。早急に対処していただきたい。

車の量が多く、スピードを出す車も多くて、子どもとお年寄りは安心して歩けない。子ども達が遊ぶ場所があ
るとうれしいいです。認知症の認定のお便りが本人宛に届きますので、紛失の恐れがあります。本人の横に
介護者の名前を書いてほしいです。他の家族がその通知をみてショックを受けました。

車のスピードの出し過ぎ、子どもの飛び出しなど心配です。

国道４１８号線における大洞から栄町３丁目までは、店舗が多く歩行者の横断が非常に厳しいです。福野地
区は国道２４８号線の岐阜方面への動線が悪い。関市内全般に、交差点や道の曲がり角に旗などの障害物
が立っており、歩行者の見通しが悪い。特に自動車事故を含めて危険を感じます。警察と相談して安全確
保のご指導、規制をお願いします。

横断歩道をもっと増やしてほしい。子どもの通学路に歩道がほしい。子どもの通学時間に通学路をすごいス
ピードを出して通る車をどうにかしてほしい。
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困っていることは、ベイシア、カインズからジャスコ、ＪＡ倉知支店まで抜ける道の交通量が多く、またポイ捨て
もあり困っています。この道は小中高の通学路で、朝夕だけでもスピード規制はできませんか。また、熊ノ段
やJAまで、歩道のグリーンベルトを伸ばせませんか。ふれあいのまちづくり推進委員会主催のイベントは良
いものがたくさんあります。地元住民や新しく転居してきた方々にもっと参加できるように周知したいもので
す。いつもありがとうございます。

巾には公園がない。学校に行く子供が多いので、中道も車がよく走るので子供達の安全に行ける道路がほ
しいですね。倉知の方もｽﾋﾟｰﾄﾞを出して走る車があるので何とかならないでしょうか

巾地区は子供がたくさんいるため公園の整備を希望します。道幅は狭く、登下校時にスピードを出す車が多
く危険を感じています。

交通ﾙｰﾙ（ﾏﾅｰ）が悪い車が最近多い。狭い道路でｽﾋﾟｰﾄﾞの出し過ぎや、交差点をノンストップで突っ走る
車が多くて非常に危険。夜遅い時間にも関らず、爆音で音楽を聞きながらの運転する車がいて迷惑！（ｱ
ﾊﾟｰﾄ住人に多い）

子供の通学路の歩道が狭いのでもう少し広いと危なくない様に思います。ｽｰﾊﾟｰやﾎｰﾑセンターへ向かう車
の速さが国道よりこわい気がする。

建て売り住宅が増えても、道路が狭く十字路等でミラーを見ず通過しようとする若者が多く、ﾏﾅｰが悪い。交
通ﾏﾅｰの指導をお願いしたい。もう少し、年齢に関係なく向上心をもち前向きな話ができる人達とお会いし
たいが、残念なことに世俗的な人が多い。

22年前越してきた頃は、静かで住みやすい場所でしたが、近くに24時間営業の運送会社ができ、空気は汚
れるし、音はうるさいし、早朝から道路に11トントラックが駐車していたり大変迷惑しています。どかこへ移転し
てほしいです。

（困っていること）　近所の住人の車が日常的に路上駐車してあり、車の出し入れがやりにくく困っています。
見通しが不良状態。夜間長時間路上駐車状態です。

大型トラックが多く走るようになって、どうしてもｽﾋﾟｰﾄﾞも出ている為とても怖い。学生の通学路でもあるので心
配である。道路へのポイ捨てが気になります。

近所に遊び場がなく公園を作ってほしい。夜になると真暗で危険なので外灯を増設してほしい。夜、マーゴ
やパチンコ屋に暴走族が集まりとてもうるさく困っている。小さい子供がたくさんいる地域なので対策をお願
いします。

子どもが自転車に乗りますが、主要道路の歩道が狭すぎる。整備がされていないので、子どもや老人が転倒
しているのを見かけます。ベビーカーも押しづらいです。歩道の整備を強化してほしい（特に関江南線）

【公園整備】

新しい住民も増えて子供たちが遊べるような広い公園などがあるといいと思う。

子供の人数が増え、今後も増えていくと思うので、子供が遊べる公園があればいいと思います。

子供は環境によって左右されるとも言われます。楽しく遊びを通じて学べる所を作ってやって下さい。倉知と
いえば祭り奉納みこしです。この素晴らしさ、その勇姿が私の心に残っています。いつまでも続けてほしいで
す。

子供たちが外で安全に遊べる場所の造成

子供が遊べる場所がなく、道路や他人の敷地に入って遊んでいるため、危険であり他の人に迷惑になる。
子供が遊べる公園などを作ってほしい。ゴミステーションのカラス対策。

子どもは地域の活動に興味を持ちにくいのではないかと思います。子供たちに昔の遊びや歴史を伝えてい
くことは大切ですが、色々なイベントでつながりを増やしてあげてほしい。これにより不登校やいじめ問題を
未然に防ぐことが出来るのではないかと思います。買い物や遊ぶ施設を増やすといいのではないかと思いま
す。
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地域の方々はとても親切で助けられています。倉知地区は、子どもたちが遊べる公園が少なく道路で遊んで
いる子供を見かけます。子供たちがのびのびと遊べる公園が増えるといいと思う。夜間の安全を考え、外灯
を増やしてほしい。

住み良いいい町だと思います。より子供たちが安心して学校に通ったり遊んだり出来るよう、道路の危険個
所に点検や公園ができると有りがたいです。

小学生の遊び場、公園などの広場が近くにほしいです。

上倉知の周辺は、子供達の遊ぶ所も無く道路で遊んでいるので本当に危ないと思って見ています。堤防の
草を刈っていただきたいです。

子供達が車の心配無く遊べる公園を、公場でもいいので是非作っていただきたい。（できたら各地区に1つ
位の割合で）

小さい子供がいるので公園がほしいです。

身近に子供達が遊べる公園や広場があるとよい。

子供がのびのびと遊べる公園を作ってほしい。巾地区は子供が多いが公園がなく道路で遊ぶ子供も多く危
ないと思います。

子供を遊ばせることが出来る公園が欲しい。

公園がほしい。ネットのゴミ捨て場をしっかりしたものに。

子供達を自由に遊ばせるための公園が非常に少ない。毎年、市に要望を出しても「土地を提供していただ
けたら考慮する」との一点張り。また、永年住んでいる方の自治会意見が強く、後から入ってきた若い人の意
見が反映され難い等住み難いと思う時がある。子供会の育成や地域のルール化など意見集約の場が多い
ことは良いことだと思う。

最近上倉知に住宅が多く建てられ子供の数も多くなりましたが、上倉知の自治区には公園がないので、子
供達の遊ぶ場所がありません。ぜひ公園を作って下さい。

倉知南地区は、学園が多数、緑豊かで、大型ショッピング、百年公園と環境に恵まれていますが、南ヶ丘小
学校校下に多目的広場のある公園施設を希望します。

当地区でも高齢化が進んでいる。廃校等の利用して介護施設を充実してほしい。東海北陸道関サービス
（上り）に、駐車場を広くし軽スポーツのできる公園を造るともっと利用者が増えると思います。

庄内河川公園の多目的利用を考えて下さい。地区住民による清掃、草取り。テニスコート、ソフトボール場、
バトミントン等も出来るようしたら。川原に出て魚釣りも出来るように、子供達が集まる場所を。

広い公園と緑地があれば・・・一戸単位の広報無線。生活道路の凸凹整備。

もっと子供が遊べる場所がほしい。公園も遊具をもう少し工夫してほしい。

倉知地区には、他の地区と比べて気軽に行ける公園が無く、子供達の遊び場がありません。中池では子供
達で遊びに行くのは遠すぎるので、是非作って下さい。

気軽に遊べる公園が少ないし、かといって、大型レジャー施設があるわけではないのでつまらない。

子供が安心して遊べる場所の確保。

場所はとても良くｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞや交通の便も良い。子供達が遊べる公園が出来たらいいと思う。外灯が少なく夜
は真っ暗なので設置をお願いします。

向山団地3丁目公園の遊具がないので、子供達が集まりません。子供や高齢者が一緒に遊べる公園にして
ほしいと思います。鉄棒は少し高いのはぶらさがり健康にもなり、ぶらんこはゆったりと座れたりで、子供にも
高齢者にも利用できるのがいいです。土手の方に近所の方と水やりをしなくても育つお花を持ち寄り植えて
いますが、お花が咲くと皆さんが集まってきて、井戸端会議ができて楽しいです。
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【生活環境】

外灯が暗いのでLEDに変えてほしい。

倉知は外灯が少なく暗い所が多いので、整備をしてもっと安心して暮らせるようにしてほしい。

外灯があまりにも少ない。実際に犯罪が起きているのに何の対策を立てていないのはおかしいと思
う。

外灯・歩道の整備をお願いしたい。

防犯灯の設置（外灯）。携帯電話がつながりやすいように。

街灯が少ない

外灯が少ないです。夕方～夜間にウオーキングやランニングをするのに不安です。

子供の通学路に外灯が少なすぎる。夜暗くて帰ってくる時怖い。

子供を大切にするために、街灯をもっと増やしてほしいと常に思っています。暗い所が大変多いと
感じます。

外灯が少ないので子供など遅く帰る時に危険です。コンビニがほしい。

夜歩いているとあかりが少なくて怖いのであかりなどを増やした方がよいと思った。

野焼きの廃止

様々な年齢の人達ががそれぞれの場で生き生きと活動してみえる様に感じます。例えば、ｼﾆｱ巾や
畑作りなどされているお年寄り。自然豊かな住宅街ではありますが、ゴミを燃やされる方がいて煙
やにおいが気になる事があります。時には夜中にプラスチックが燃えるような匂いがする時もあり
ます。ゴミ袋が有料化されるともっと増えるのではないかと心配になります。

量が少ない時だけでも、畑の野焼きを自由にさせて欲しいです。

現在家庭内のゴミは燃やさない事になっていますが、今でもﾋﾞﾆｰﾙ等を燃やしてみえます。

とにかく畑での焼却をやめてほしい。灰、けむりに困っている。

田畑が多いのは良いことだと思いますが、畑や自宅の空きｽﾍﾟｰｽで枯れ葉やゴミを燃やしている方
を見かけます。臭いや煙が洗濯物についたり、家の中に入ってきたり非常に困ります。

【倉知祭】

倉知といえば倉知祭が思い浮かびます。復活は無理だと思いますが、地元として、実際を見ていない若い
世代が増えつつある今、リアルな形で体験するイベントを行うといいと思います。

倉知祭（みこし）を広くPRして存在を明らかにしていく。夏祭りを、盆踊りを取り入れて夜遅くまでやってほし
い。

倉知祭は続けてほしい。

倉知祭やみこしなど伝統あるものは残して、今の子供達に教えてもらいたいし、続けてほしいと思います。学
校や保育園とコラボした夏祭りや行事を行うともっと費用も少なくていいのかも・・。

倉知祭を地域全体で参加出来るようにして、盛り上げていったら良いと思います。

倉知祭の復活・・倉知地区に誇れること、自慢できることがあると活気ある町になると思います。山野豊・・前
面に出し町作りを始める。産業のPR等に使ったら？倉知の昔話を集めた本の発行。
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【自治会・コミュニティ】

公共交通の便が比較的良いと思います。引越してきた時、公園がなくて驚きました。高齢者の方がゲート
ボールをされているとボールが転がり近くで遊んでいる子供達が転んで危険なので、別の場所でやってほし
い。これからの日本は、国際化を目指すとか学校でも外国語教育に力を入れ子供に幼いころから英会話を
習わせたりしているのに、地域の人々と共存することを考えないで子育てしてはたして国際人に育つだろう
かと思います。
自治会の集まりは男性が出席するので、女性の集まりを班15人で年１回食事会をやっています。近所仲良く
助け合うのが、生活していく上で大切だと思います。

出かける事があまりないので、部落近くで皆と話し合える事が出来れば良い。

お隣の方とも仲よしですし、町内の方も気を使うことなく平穏な毎日を過ごしています。このまま夫婦共、なる
べく世話をかけることのない様に、自分たちの体に気をつけてゆきたいと思います。

気持ちの良いあいさつから始めて、地域皆が仲良く、助け合い励ましあって、自他共に健康で何かがあって
も負けずに、一人一人が勇気ある生活をするところに平和が生まれると思います。どこにも負けない、モデル
地域に倉知がなっていくことを希望します。

若い人が少ないので、今後の地域の活動に負担がかかる。

若者の意見の言える場作り。町づくりワークショップ

老人、子供に対して廻りの方々の配慮により助けられていると思います。他人の家族にも気を使う姿勢が皆
様にあると良いと思います。他地域の方々との交流があると良いと思います。

倉知南部に病院・公共施設・公園等の設置

高齢者が入所する色々な施設の内容を詳しく知りたい。

安桜地区より倉知地区になり、遠くなり残念。80歳以上になると今のままで良いけれど仕方ない。暮らしには
困らないが安桜地区に戻りたい。空き家などを利用して気軽に参加できるサロンなどが出来れば良い。

最近は犯罪が身近にあり、少しでも減少する為にも防犯ｶﾒﾗを設置してほしい。

これから高齢化が進みます。各地区で、子供から高齢者までが集まれる場所があったら、孤立を防ぐことが
出来ると思います。交流を深めることがたくさんあると良いと思います。

大型ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰがあることは魅力。道路の整備・歩道の確保・防犯灯を（LED)もっと増やす。用水路や
側溝に蓋をしていない箇所があり増水時は特に危険を感じる。
昨年開催されたゆるきゃらフェアは、人気のあるくまモンなどに会え、子どもたちがとても喜びましたが、もっと
集客できたのではないでしょうか。広報活動に力を入れると地域活性化につながり活気づくと思います。

皆様ご苦労様です。私は後期高齢者です。多くの人たちにお世話になり生活をしていかなければなりませ
ん。行事を計画し一人でも多くの人に理解をしていただき、参加していただくことが大事なことです。今私は
出来る限り近所の人と行事に参加するようにしています。無理に誘う事も出来ず、又楽しみにしておられる人
もいます。難しいですね。これからも地域の事を宜しくお願いいたします。

倉知地区マンモス化のため区割り不可欠

犬のしつけ、ゴミ袋を持って散歩してほしい。明るい地区でどなたもあいさつできる事、これは本当に気持ち
が良い事です。買い物は近くにあり便利で住みやすいし、静かでいい所です。

道路の脇の草むらにゴミを捨てない。お年寄りが増え町内の運営に支障が起きている。

地域も活性化して、付き合いの無い人が増え、隣の人が何をしているのか、顔もわからないという事が増えて
います。何らかの形で、町内会・子供会・老人会などで顔をあわせるとお互い安心できるような気がします。
子供・老人が犯罪にまきこまれないように願います。
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私は倉知小学校を卒業して18年ここに住んでいます。買い物も、娯楽も近くにあり住みやく、とても良い所だ
と思います。ですが、夜中に爆音がひどい時があります。倉知地区だけではないと思いますが、少し考えて
ほしいです。

現在は特に問題点は感じられない。今後、仕事をリタイヤして家に居るようになると多くの問題点が出てくる
かもしれません。困った時に、気軽に相談したり取り上げやすい雰囲気を地域で作っていき、孤立しないよう
にする。

ゴミ拾いに参加したことがあります。自分たちの地域は、自分たちで綺麗にする。皆ですることは非常に良い
ことなので続けたい。

普段車に乗らないので自転車で行動しています。自転車で、買い物、病院などに行き、日常生活の不便さ
は感じます。自然環境はとても良いですが、これから高齢に向けて不安です。高齢者の見守り、生活支援の
充実をお願いします。

空き店舗、高架線下のコンクリートなどに落書きしてあるのを見ると本当にムッとします。防犯カメラを設置し
た方が良いと思います。空き家は倉知地区に限ったことではなく、火災など発生すると隣家にまで及ぶと怖
いです。

寒くなり雪が降ると木の枝が折れたり垂れ下がってくる前に道路にかかる枝を切ってほしい。歩道まで草が
のび、すべるので安心して歩けるようにしてほしい。歩道の整備。

歩道等のごみが少なく、雑草や枝がいつもきれいにされている地区づくりを望みたいです。歩道等の清掃は
行政が実施する業者だけでは回数も減り、一時的に綺麗なだけです。地区の老人は増えているので自分た
ちで綺麗にしようとする気持ちを持たせる事が必要です。老人は大多数の方が自分の世界を狭くする傾向
が強いので、全体を取り込むことは、いろいろな手法が必要です。地区がきれいになると心も少しは変化が
でてくると考えます。

第５ブロックに住んでおり、第４ブロックにも近いです。私は普段から津保川より南地区は非常に不便を感じ
ています。公共交通機関も極めて少なく車がなければ住める所ではありません。今後、高齢者が増え子供の
数は少なくなります。南ヶ丘小学校を存続させるためにも、若い人たちが住める環境、対策を考えていただき
たいです。人が増えれば便利になり、より住みやすいところになると思います。地域の真ん中だけでなく、そ
のまわりを見てほしいです。１０年度がとても心配です。

関の花火大会の時、上倉知地区の路上駐車がひどい。警備員を配置するのではなく、開催場所から何Km
範囲はしっかりと管理してほしい。マーゴ付近の暴走車両を取り締まってほしい。津保川の堤防をもっと広い
道路にしてもらいたい。自治会内の道路の交通量を堤防側へ変えれば安全な道路になるはず。

南ヶ丘小学校から桜ヶ丘中学校に進学するため、倉知地区と言っても子どもは倉知地区のイベントに参加し
にくいです。倉知ふれあいセンターは倉知小学校が使用する感じで、桜ケ丘小学校のイベントも参加しずら
く、倉知地区といっても南ヶ丘小学校は中途半端な立場です。

年配の方々が、登校時について歩いて下さる人が沢山みえて安心して学校に行かせる事が出来ます。心温
かい方ばかりですので、安心して生活することができます。

地区ごとのわがままな意見、自分の部落だけのエゴ的意見が多い。一人一人が全体的な視点に立つ必要
がある。

これから高齢者のみ暮らす家が増えていくと思いますが、お互いに気軽に助け合える町になったらいいです
ね。

住みよい地域にするための話し合いが必要だと思います。

現在、当自治会の消防団は倉知分団に所属させられています。毎年上納金ごとく5万円を徴収されていま
す。その他にも戸数割も納めています。このお金は団員の親睦旅行の費用に使われているようです。過去、
当自治会のボヤがあったが、一度も倉知消防団は駆けてきません。何のための消防団でしょうか？

今回のアンケートに1度も‘障害者‘という言葉が出てきません。障害者が住みよい地域にするための取り組
みも考えてほしいです。

自然があって環境は良いと思いますが、暮らしていくには不便さを感じます。車がないと生活できない。

元気のある町へ努力してほしい
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風のある日に野焼きはやめて欲しいです。自宅の中に煙が入るし、外には灰が飛んでくる。栄町4丁目交差
点付近で爆音のバイクの取り締りをしてほしい。倉知まちづくりアンケート用紙が誤配されました。各自治会
のゴミ集積場に持ち込むように指導して下さい。

毎日健康のためにウオーキングをして病気予防に努めています。歩道幅が狭く自転車とすれちがう時危険
を感じます。塗装面の段差、側溝の蓋のガタツキが多い。

子育てに対する支援が具体的にわからない。フルタイムで祝日も出勤の為、平日のみ利用できても結局使
えない。

まずまず住みやすい環境で満足しています。防災に関しての備えと、震災への具体的行動が地域として明
確になっていない気がします。防災に対する不安が強いので、ブロック、地域ごとに大規模な避難訓練を
行ってほしいと思います。ゴミ減量化の実践調査と意見交流会も行ってほしい。他地域から引っ越して9年目
になりますが、倉知の活動がよくわかりません。転入してきたときにサービス活動など一目瞭然わかるようにあ
るといいですね。

現在、子供が中学校まで自転車通学をしているのですが、関商工の下の信号の側の曲がりカーブ～コンビ
ニまでの道が狭くて、交通量も多く危険なので通学路を何とかしてほしい。

最近、高齢化が特に進み空き家が目立ち始めました。そのままの状態で放置してある所が多く、放火、防犯
等危機感を持って住んでいます。行政処分とまではいかなくとも、最低限の管理を持続する処置をとっても
らいたいと切に願っています。

料理、編み物、習字、粘土作り等特技のある人から大人から子供まで知らない事を教えてもらうのは嬉しいと
思います。頭を使えば、認知予防にもなるし、教える方も習う方も励みになると思う。これからは人とのつなが
りが大事になる時代、顔を知ってもらうのも大事です。公会堂などをもっと利用し、炊き出し訓練などを一度く
らい行うと良い。

犬のふんをそのままにする人が多い。農道を通る車が多く農作業の邪魔になる。用水の傷みもひどい所が
ある。農地をつぶし家を建てすぎで、景観を損ねる。市役所は土、日曜日こそ開いてほしい。土・日曜日休
みの方が多いのだから。

自治会の行事や活動が毎年そのまま引き継がれており、課題を見つけ改革していこうとする姿勢が弱い。
今、何が必要か、もっと全体で自由に意見交流をして前向きに取り組んでいけるようになると良い。これから
は高齢化社会になり、高齢者が生きがいをもって健康で元気に生活できるような活動や活動場所があるとよ
い。歩いていけるふれあいｾﾝﾀｰや各地域の公民館を有効に使えるとよい。未来を担う子供達に、倉知を
知ってもらい愛着が持てるように、郷土のよさをＰＲしたり、歴史を学ぶ機会を作るといいと思う。

ゴミの放置が多い。

子供も大人も自然に親しみながら交流できる場を持つ。人が集まった時に、子どもや若い夫婦が学べるよう
応急手当てや水難事故などの講習の機会をつくるとよいと思う。

緑が多い環境の中で、日々充実した生活をしています。有りがたいことです。

町内に公民館がない。隣の町内の場や、ふれあいｾﾝﾀｰなど借りる事に不満がある。町内ごとにあると思う
が、お日待ちの意味がわからない。

アパートに住んでいます。自治会に入らないと子供会には入れないと言われましたが、子供会だけでも入れ
るようになれば嬉しいです。

倉知小、倉知保育園の避難訓練は親の迎えが必要ですか？毎年歩く必要ありますか？リサイクルセンター
のような休日でもゴミが出せる場所があると助かります。

アパート住まいで長く居ますが、移転も考えているので地域のことは何も知りません。地域の清掃や防災に
関しては、参加するべきとも考えています。

アパートに住み始めて5年間、自治会に加入していない。アパート暮らしの人にもイベントの案内などがある
と行く人はいると思う。足を運んだことで自治会に加入する人も出てくると思う。自然豊かで落ち着いた町な
ので、犯罪のない安心して暮らせる町に進化して欲しいと思います。

田、畑の草刈りが高齢者で困っている。

32



調理室の改善

近所に空き家があるので不用心

不法投棄の撲滅

高齢者が多くなっているので、交流の場や高齢者が孤独な時間を過ごさないように交流の場を多く作ること
が、認知予防や詐欺などの被害を防ぐことにつながると思う。一人さびしい時間を過ごさないことが多くの被
害や病気予防になると考えます。

地区の公共施設の利用方法、管理方法を見直してほしい。管理費が多いが、さほど活用されていない。

倉知地区は、不便なほど田舎でもなく、騒がしいほど都会でもなく、普段生活したり子育てするのに、ちょうど
いい環境だと思います。特に困っている事もなく、この住みやすい環境が子供達世代へ変わらず続いてくれ
ることを願います。もしもの災害に備え、ご近所との交流、避難の方法を家族で話し合う事は必要だと思いま
す。

小学生の頃は、倉知小の行事や放課後の時間等を使って駆けまわってたけど、中、高になって倉知地区で
は行動しなくなった。だけど、たまに通ってみると懐かしく感じ良かったです。小学生までのイベントはよくあ
るのですが、中、高向けのイベントはないので、地元の友達にも会う機会がありません。たまには中、高など
のイベントも考えて、積極的にPRしたらどうでしょうか？　そこそこ忙しいのですが・・・。

今住んでる地区は、たいした行事も無く負担が無く嬉しいです。私達は60代になり、自然に自分の好きなこと
がやれるのが一番かなと思います。世代ごとに考え方が違うので難しいですね。

側溝掃除の時、側溝の蓋が非常に重く、高齢者が多いため若い人に負担がかかり腰を痛めてしまった。市
の方で行ってほしい。

県外から来たので全然この地区になじめていない。子供が小さいので、イベント等の時、子供もOKなイベン
トがいい。

敬老会の全体開催。子育て世代の充実。負担軽減。

まちづくりアンケートに参加させていただきありがとうございます。結婚を機に関に住み15年。下倉知の少し
の情報はありましたが住んでみていろいろなことを知りました。魅力は、自然に近いことです。津保川・山・田
んぼと多く散策するとき、車のとおりをさほど気にせず歩けます。ただ、県道の裏道として車の交通量が年々
増えています。夜間の外灯が暗く夜道は怖いので、もう少し外灯を多くしLEDに変えてほしい。津保川付近
は暗くて怖いです。子供達のためにもぜひ検討をお願いします。自治会の総会に若者の参加が少ないで
す。息子世代に変えていった方が、子供達の事も考えられるのではないでしょうか。共働き家庭として、夏休
みだけでもコミバスの数を増やしてほしいと思います。

コミュニティ―バス、タクシーを必要としてる人たちにもっとわかりやすく伝えてほしい。ゴミ袋有料化で、せめ
て今手元にあるものは使用可にしてほしい。

名前を聞いてもどこに神社があるかわからないことがありました。地域の地図が有るといいと思います。このエ
リアが○班だとか、このエリアの方が同じ自治会だとか知りたいです。

山あり川あり自然の恩恵を受けて有りがたいと思っています。商業施設も出来て人々に役立っています。ふ
れあいｾﾝﾀｰに階段に変わりエスカレーターが欲しいと祖父が言っていました。津保川に目を向けて美しい
山・きれいな川のふるさとになってほしいです。

下倉知公民館前にミラーをつけてほしい。ケイズ電気前の田んぼの草を刈ってほしい。道路が細くなってる
所は、川のほりに蓋をしてほしい。高齢者が押し車を押して歩けるラインを引いてほしい。

子どもをとても大切にしている地域と感じます。子供の無限の可能性を生かせる関市であってほしい。子ども
の教育環境にもっと重点をおいて行政も関わってほしい。子供は国の宝です。高齢者は今は十分と考えま
す。ふれあいセンターが子どもの居場所になれば良いと考えます。

倉知は充分に住み良い環境だと思っています。防災など地域で取り組むこと、健康など個人で取り組むこと
と分けて考えています。どこか、みんなでという言葉がなじまないのです。「してもらう」ことばかり考えるのでは
なく、個人として、長い人生を生きる知恵を学びたいです。このように考えられるのも、倉知が十分に住みよ
い地域だからのことです。
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子供達は桜ケ丘地区と思っているけど、大人になると倉知地区となるので矛盾していると思うので矛盾の内
容整備してほしい。子供達が自治会に入った時の絆につながると思う。

家の前の山は10年以上工事をして長すぎます。ダンプが入ると、ほこり、音、ヒビキなど、どこに言ったらいい
のかわからない。何がしたいのかもわからない。急に始めるのはやめてほしい。自然破壊、早く終わってほし
いです。

南ヶ丘小校区には、危険な場所が多すぎます。登下校時には、安全にすみやかに歩けるようにしてほしいで
す。老人や子供達を見たらスピードを落とす、止まってあげてほしいです。関商工方面に抜け道として使わ
れている方は、ご老人や邪魔者みたくすごい勢いで抜けて行かれますが、歩行者優先で良いくらいです。
江南線で２人しか横断しませんが、見かけたら止まってあげてください。横断歩道が無理なら、看板や注意
をうながす工夫を何かお願いします。事故が起きていても何も変わらないのが現状です。

昔の風習にこだわりすぎる気がする。もう少し広い視野で世の中を見てほしい。他人の事を気にしすぎ、ほっ
といてほしい。

親がいるので住んでいるだけ。自分が子供の頃は安桜学区で、倉知地区という感覚がない。

倉知地区は、緑がいっぱいで自然がいっぱいで、私達高齢者にとっては暮らしやすい所です。

若者が活躍出来るような場、事業計画を共有、高齢者は参加になろう。

笑顔であいさつをする事が大事。困った時に助け合い、明るく豊かになってほしいです。

交通の便が悪い。道路に歩道の無い所がある。歩道が無いため学生と自動車が接触する危険がある。

新しく入ってくる人に親切にするといい。

自治会の中に公共の施設が無いので、集まる場所があったほうがいいと思います。道路に草木が飛び出て
る所があるので、安全に通行できるようにしてほしいです。

ファミリーマート倉知店付近や向山町前の大きな道の歩道に街灯が少ない。倉知東・西の交差点の表示が
わかりにくい。市役所に働いている人の人数が多すぎる。税金の使い道がわからない。

地域の方々が優しくて親切。防犯パトロールを多くしてほしい。祭りをみんなで盛り上げていく楽しさがある。

他世代の人たちが暮らしやすい、少子高齢化が進んでいるので高齢の方を支援できる住みやすい環境づく
りをしてほしい。

向山より東、迫間へ向かう道路は、少しずつ上りカーブがあり歩道がなく、大型トラックは通り、関商工生が通
学するのに危険で大きな事故が起きる前に何とかならないものか。

248号線からアパート周囲道路に、運送会社の大型トラックがかなりのｽﾋﾟｰﾄﾞで入ってくるので危険。カーブミ
ラーがないため左折しずらい。アパートの周辺に子どもが遊べる場所がない。

まだまだ自然が美しい。雨や雪が降ると、道路の側溝から水があふれ事故につながる箇所がある。パトカー
の見回りなど一度も見たことがありませんが・・・

春の祭りのみこしは、年々参加人数も減り開催するために、時間とお金がかかり必要性が低いと思います。
もっと有意義なイベントを開催した方がいいと思います。

南ヶ丘小校下、倉知小校下合同のイベントを計画し今後続けてほしい。（ｽﾎﾟｰﾂ大会、軽ｽﾎﾟｰﾂ大会、文化
交流等）

高齢者の自分がアンケートに参加させていただく事に少し難しく感じた部分がありました。　若い世代に自治
会行事も交代しているので余りわかりません。子供も小学生の内は倉知の子、卒業すると同時にそうではな
くなっている様に見えます。本人たちには意識が元々無いのですね。

昨年から、安桜地区から倉知地区と変更になりました。倉知地区の活動に慣れるまで、まだまだ時間がかか
ると思います。

治安も良く子育てしやすい地域だと思います。ただ一時保育などの施設がなく、小さい子供がいると、どこへ
行くにも、何をするにも、イベント、行事、奉仕活動に参加するにも子連れだと参加しずらいと感じることがあ
ります。
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倉知地区には限らないがとにかく草、ゴミが多い。毎日ウオーキングをしているが、自分の地区は自分で綺
麗にするように皆で掃除するようにしたらいい。もう少し地区民を使い綺麗な地区にしたいと思います。マー
ゴ周辺の堤防道路を整備し、ﾊﾟﾀｰゴルフ場付近を皆が集える場所になる様願っています。

1.南と北が同じ地区になっているが、常に北中心の行事になっている。南と北はそれぞれ独立したらいいと
思う。このまま推進しても多分同じ。　　2.行事等参加者は常に決まっている。広がりがない。広く参加出来る
企画を考えないといけない。

下倉知の人達は平気で野焼きを行い、近所の迷惑を考えていない。（煙など洗濯物に匂いが付く)大きな自
治会ほど周りとのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを取らない。風評が強いので新しく来た人達はどうしたらいいのか悩む。各自
治会の世代が変わったら、昔の考え方を見直し現代社会にあった地区になってほしい。わがままな高齢者
が多い。

道路の修正を市に何度も要望しても直してもらえない。生活に不便を感じる。用水路の整備がされていない
所があり子供の安全が守られていない。　　ゴミや草などを燃やす高齢の方が多く、煙や匂いにすごく迷惑
がかかっている。防災の面でも大変危険だと思う。もっと認識してほしい。　　地域づくりの取り組みに温度差
を感じる。内容も興味をひくものがない。

34年前階段付きの土地を購入しました。その階段を利用して家を新築して34年余りたちました。、今では70
歳を過ぎ足腰が少し衰え始めていることに気が付きました。この先、階段の上り下りが出来なくなる事が心配
で不安に思っています。

歩道等の整備をしてほしい。街灯、公園を増やしてほしい。治安が悪くなっているように感じるので、パトロー
ル強化に力を入れて安心な地域にしてほしい。

倉知はﾏｰｺﾞも色々な店も出来、小学校、保育園も近く住みやすい場所だと思います。分譲地もたくさんで
き、新しく入居される若い世帯も増えてきました。でも、関の中では独特で有名な倉知です。昔から住んでみ
える方々は、新しくきた人達を受け入れない所もあり、自治会にも入れてもらえない所もあるのに、町作りの
前に新しく来た人々を受け入れることのほうが大切ではないでしょうか？私は生まれ育った地区ですが、新
しく来た方々には、そのあたりが住みづらい場所となっていると思います。、‘よそ者を嫌う‘風習はもう終わり
にしてほしいと思います。

コンビニが無いから1件位ほしいです。自然豊かで暮らしやすいです。託児所付きのイベントがあれば参加
しやすいですし、料理教室などあればいい・・イベントを知らせるポスターがあればいいと思います。

南ヶ丘小地域は、子供の数が少なく高齢化がかなり進行しています。子育て世代が少ない為、当該世代の
負担が大きく、このままではますます子育て世代が減ってしまうと思います　また、公共交通機関も乏しく、車
がないと生活が成り立たない状況なのでもう少し利便性を向上していただきたいです。

関市民は地方に行って表現できる関市民としてのアイディンティーがない。刃物について語れない。歌も踊
りもない。小中学校で教えない。他の地方の人は十八番があってうらやましい。市民全体で創り出す。

もっともっと楽しく、安全に暮らせる倉知地区にしてほしいです。

最近治安が悪い、ゴミ放棄、自転車へのイタズラ、盗難、車上あらし等。車の運転ﾏﾅｰの悪い人も多く不安
が多い。歩行、自転車の人も夜は真っ黒の服の人も多い。道が広いばかりでなく歩道が無いので怖い。今
は個人で動きたい人が多いので集まらないと言っているだけでは仕方がないと思う。仕事も忙しいし、「出来
ないけどこれだけはやろうかな？」と思わせる新しいアイディアが無いとムリだと思う。　自治会の上の方の人
が威圧的すぎて意見どころの話ではないし、新しいく住んだ方は周りを見てｲﾍﾞﾝﾄの参加をためらうかもと思
う。
ゴミの不法投棄、違法駐車など人に迷惑をかけて行動をする人が多いと思う。私達学生は、そのような大人
の姿を見ると情けなく思います。大人なら子供の手本になる様な行動をして下さい。

数年前に引っ越して来ました。仕事の関係で休みが平日だったり、帰りが遅かったりで近所の方と話したり
する事がありません。孤立するのではと、淋しい気持ちになります。

老人のためのイベントがあっても家族の送迎がないと出かけられません。車がなくても一人の時でも、鍵の見
守りを含め送迎していただけると良いと思います。母子、父子家庭では、子供が病気になった時預けられる
所が少いし、また有料時間制限があるなど困る事が多いようです。何か良い方法はないでしょうか？

みんなが気楽におしゃべり出来る、井戸端会議的なサロンがあったらいいと思う。
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道路の整備　　道幅が狭い、雨水の流れが悪い

私の自治会の班の中で、自治会に加入していない家があります。高齢者でないのに加入しないのはおかし
いと思うのですが？

側溝の清掃　　自治会で年に1度やっていますが、高齢のためどぶ板が上げられなくなった。何かよい方法
があればお願いしたい。

子供の遊び場の充実。個人の負担が少なく、みんなが同じように楽しく生活できる地域となりたい。地区が
もっと独立し、市の補助金で様々な事が出来ると良い。

旧安桜地区の人にとってまだ倉知地区という呼称になじみがない。小金田中校区が西部地区という名前で、
まとまりが見られるようになってきているという事を考えると、倉知地区をまとまりのある地区にしたいなのなら
呼称から変えていくという考えをもつ必要があると思う。倉知小を卒業した旧安桜地区の人々が大きくなりま
とまりを作っていられるのを祈るしかない。いずれにせよ、私にとっては心地のよくない名前である。

第6ブロックで違法駐車をする家が1件有り、車の出入りに非常に困っています。自治会にも入っていないの
で回覧板でも注意用紙がまわらない。

巾地区には子供達が遊べる公園や広場のような物が皆無です。最近は小学校のグラウンドですらも、放課
後の中学生がｻｯｶｰをすると追い出されます。中学生といっても悪い子ばかりじゃないはず。ほとんどが体を
動かして遊びたいだけなのです。

1年を通して人が集まりやすい公園や施設があるといいと思う。軽食があったり、茶屋だったり、そこでｲﾍﾞﾝﾄ
があると楽しい。軽ｽﾎﾟｰﾂ大会とかﾊﾞｽｹ3on3とか・・

巾のｶｰﾌﾞミラーがある所をもう一度見直してほしい。なぜなら角度が曲がってしまっているから。

大災害が発生した場合の避難場所として、公民ｾﾝﾀｰ、倉知小が指定されているが、自治会の世帯数、人口
からみて充分な広さがあるとは思えない。関市は公園の設備、整備が他の市と比べて遅れていると思う。中
池公園の整備に予算を使うのはいいが、そこへ行く足は私有車を使うしかない。通常時は公園として或いは
自治会のたまり場として、非常時には避難場所として利用するように、少なくとも自治会の人口に合わせて自
治会内に公園を作ると考える。

巾に住んでいます。新しい家がどんどん建ち人口が増えて大変よいのですが、施設が全くともなっていない
と感じます。子供達も増えたが集まれる場所が無い。予算が無く公園など作れないなら、公民ｾﾝﾀｰを開放
する日を設けると良い。人口が増える町内は珍しいのでモデルケースになると思います。

1.倉知地域は東は山崎地区から西は百年公園のあたりまで広い範囲にわたり津保川が流れ、川に沿って山
が道なり田園が広がって風光顕微な自然環境が素晴らしい。春は山桜が美しく咲き、夏は緑がいっぱい、秋
は紅葉、冬は雪景色と四季の風景を楽しませてくれる。この様な自然環境の中で地域住民が憩える散歩、
ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞ、休憩所等楽しみ交流出来る回廊散歩ｺｰｽを作ってほしい。田園に沿う津保川の右岸、山麓に沿う
津保川の左岸をめぐる小道を期待します。　　　2.倉知地区は全域的に道路が狭く見通しが良くありません。
安全な道路の実現のため区画整理事業を実施して、道路整備をし賑わいの期待出来る施設の誘致すれば
地域住民にとって、もっと住みやすい将来に向かって期待出来、若い人たちに住みたくなる地域になると確
信します。

マーゴを中心に周りに店舗が増えて土、日が賑わっています。若者が関に住んで未来に向けて、倉知が今
以上に良くなるように市の方でも取り組んでほしいと思います。　　老人施設（介護）に週1.2回幼児や小学生
と交流する施設で遊んだり、昔の遊び等をお年寄りから子供達に教えていく場があれば、お年寄りも生きが
いにもなると思います。

高齢者の家を月1回でもいいので、班長さんか民生委員の人が見回るといい。これから先年寄りだけの家庭
が増えてくると思うから。安心して子供が遊べる公園作りを望みます。

余りにも地域が広すぎます。私の意見は、旧倉知地域とそれ以外の二つに分けて、二つの地域委員会を
作った方が運営しやすいと思います。私には地域委員会の構成とか権限が、何も説明がなく判っていませ
ん。この点もよろしくお願いします。

自主防災会の高齢化対策

36



西福野地区に住む者として、倉知との連帯ましてや一体感は無い。そこから始めることが大切ではないか。
何をもってそれを具現化していくか、出来ることから始める。メインになるもの、メインにすべきものは何だろ
う。朝夕の子供達と大人の挨拶は非常に良い。特に子供達の声は活気もあり嬉しい限り、自然と挨拶が出来
るようになれば、そこに得もいえぬ温かい雰囲気が生まれる。会話がないところに、いよいよ人と人との冷た
い関係が高じて悲劇を生みだす。心の通う街作りを願う。

高齢化が進む地域が、少しづつでも明るく皆が住みやすい地域になるように期待しています。

1.情報が届きにくい。2.種々の広報誌で内容に斬新さが無く無駄である。3.住居が散らばっていることに留
意すべきである。4.住民の本音をもっと探るべきである。5.種々役職があるが民意をもとに選ばれているのか
反省すべきである。

高齢で独り暮らしの方で障害があり一人で買い物に行けないひとの手助けの仕方。木の枝、草取り等。

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ、ｽﾎﾟｰﾂ、ｲﾍﾞﾝﾄ、交流会等、各専門団体を活用し、地域住民は参加者を集め楽しむことに集中
したらどうか。

私はｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙに付いて倉知地区で起きた事を一言申し述べます。倉知地区大会（ｹﾞｰﾄボール）は倉知地
区の愛好家の皆が平等に参加出来るものと思います。今年の大会は一部の人達を出られないようにしまし
た。（向山地区）　この様な事があっても良いものでしょうか？私はこの事があって以来、向山自治会が余り好
い方向に向かわなければ良いと思うようになりました。悲しいことです。何とか良い方向に向く様に皆様の力
でお願い申し上げる次第です。

向山は障害者が多いです。ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ、施設、支援学校、学園などたくさんの方が見えます。障害者のこと
を、もう少しアンケートに加えて下さい。理解をお願いします。

このアンケートには答できません。この地区（向山）は学園ひまわりの丘などの障害者が多いので、障害者に
関するアンケートをしてほしいです。私の子供（１４才）の息子も脳性マヒです。自分も障害があります。支援
学校も2校ありますので、もうちょっと障害者のことを考えてもらえたらうれしいです。

活動を減らして役員の負担を少なくしたらいかがでしょうか？

皆様ご苦労様です。たかがアンケート、されどアンケート、答えづらく、倉知地区といっても向山はもはや陸
の孤島と感じました。向山に長年住んでいて今年4月頃初めて知りましたが、向山入口2丁目地区の低い住
宅地区ですが、向かいの資材工場が出す煙が臭い。風向きや時間帯により異なりますが、窓も開けられず
洗濯も干せない状態だそうです。どうしたらよいのでしょうか。西本郷から移転して12～13年近所の住人に
とっては苦痛だと思います。子育て中40～50代のお母さん、お父さんを上手に育てて下さい。子育て中の若
い方の行動力、思考力を信じて生活に負担なく小、中学校役員方を時間をかけて育てて下さい。

地域の夏祭りや盆踊りはこれからも続けてほしいです。高齢者の方もお子様も公園に集まることで、会話が
あったり遊ぶことが出来たりと、とても賑やかな時間ができて良いと思います。ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙやｶｰﾌﾞﾐﾗｰがゆがん
でいる所を良く見かけるので修繕できればと思います。

暮らしやすくて悪い人のいない、治安のいい地区にして下さい。

それぞれ各地域、各町内、各家庭色々な生活形態や家族構成があるから、考える事柄や問題や不安も違う
と思います。自分のことでいえば子供がまだ小さいので、家の周りの車の走行や危険個所、登下校時の安
全、治安の面やいじめ等です。各世代間の不安や問題は当事者にならなければなかなか深くは理解出来
ないと思います。より地域の密着やコミュニケーションを取るなら、世代間を埋める不安や問題の共有だと思
います。世代間によるアンケート等で。今何が不安や問題なのかを取り上げ、話し合う場所を設けたらいいと
思います。

私は今年婦人会の役が回ってきました。盆踊りの練習にという事で行きましたが、足が痛くて踊れませんでし
た。息子に嫁もいないので町内の人に「婦人会を辞めたい」と言いましたが、「婦人会はやめられない」と言
われました。同じ班に3人位何もやらない人がいます。今年は何とか生きていますが、家の様な家庭はどうし
たら良いでしょうかね？　自治会に加入しなければどういう事になるのですか。変人あつかいになるのか。

少子化、高齢化が進む中でいかに高齢者と子供がふれ合う場が必要だと思う。高齢者から子供へもっと関
市の町を伝承してほしい。

巾地域はどんどん住宅が建ち並びますが、公園及び災害時に避難する広い場所が近くにもありません。田
畑があるうちに、そのような場所を設けてほしい。
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歩行者にとっては、道端にはえてる草木は邪魔で避けるように通らなければならない。年に数回、草刈りをし
て歩行者に迷惑をかけないようにほしい。

無作為に選んだそうですが、無作為すぎます。子供もいない、高齢者もいない中年夫婦には、正直関心の
無い質問が多すぎます。他人事ではないのかもしれませんが、そもそも考えた事がないので答えられませ
ん。

住んでいる人も環境もいいが、昔の風習やプライドがあるのか、多数が集まるとなかなか中に入ることが出来
ない。

倉知という名前がつくだけでも、現在は関市中西南部地域の様子を呈し全く親しみが持てず関りたくない。
何でも軽費節減の為大きくすれば良いというものではないと思う。現在の地域を3つ程度に分割し、顔の見え
る組織にしないと皆が参加しない、できない。倉知の名の通り、旧倉知の字がつく地域のみでまとまった組織
にしていただきたい。

国道248はきれいになりましたが、多くのポールが立ち自転車を乗っていて大人でも危ないと思います。木が
植えてありますが、今後その周りの掃除が問題だと。

私の家の表道は下水管は通っていますが、上水道は通っていません。裏のよその土地を上水道を引いてい
ます。ﾒｰﾀｰ器もよその土地に使わせてもらってます。そのﾒｰﾀｰ器の周りに草がはえるのでいつも草取りをし
ていますが、となりの犬のフン尿で困っています。とても臭いです。どうしたらいいですか。注意してもその場
のみでききめがありません。最近、除草剤をまいたようで草が枯れています。上水道によくないと思います
が。
日本全国で災害が起こり、今後も大きな地震が発生すると言われていますが、近年急激に宅地化され住民
が増えている状況ですが、避難場所に指定されている場所は狭く、逃げることも難しいと思います。また万が
一、被災したとしても収容出来るとは思えません。そちらの充実も視野に入れて欲しいと思います。

関市について敬老会をなくしてほしい。市からの1人3000円1人1人にお祝いして、町内では大変なのでやめ
てほしい。
独居老人対策。老々世帯対策。

地域活動を積極的に活動して下さる方々のお陰で日々安全で豊かに生活させて頂いていると思います。こ
れからも健康に充分お気を付けの上、生活して下さる事をお願いさせて頂くのみです。

防災についてー巾地区は全戸数268世帯で高齢者も多い中、災害時に巾公民ｾﾝﾀｰには入りきらず倉知小
へも遠く心配しています。巾地区は市の中でも大きい町内と思いますが、公園もない状態です。市への要望
書の提出にも先送りです。子供の遊び場、老人達の出会いの場があればいいと思います。

倉知地区も次々住宅が開発され相当数の若い人達が家を構えています。住みやすさ、利便性を求めている
事と思います。昔からの居住者とその方達を如何にうまく抱き込んでいけるのか・・・　若い人達にも参加して
もらえる様に現在かかわっている方々の叡知を期待したいと思います。

旧倉知と新倉知地域の交流が今一つ不足している。

京都から帰ってきましたが、比較的住み良い所だと思います。お祭りなどのイベントの盛りあがりが私が子供
の頃より淋しくなったようですね。他府県からこのあたりへ来られる方々は、泊る所、観光所車を止めるｽﾍﾟｰｽ
などわかりにくいと聞きます。先日、市内巡回バスでおもしろいと聞きました。夜に子供向けの塾巡回バス、
飲食用の食べ処巡回バス　あるといいねとのこと、おもしろいですね。

私達が住んでいる倉知も新興住宅が増えました。昔からの倉知の人達も心を広げ受け入れ、新しい人達も
そろって盛り上げていく事が大事だと思います。この先一般に言われているように老人が多くなり行事etcも
難しくなっていくと思われますが・・・道幅が狭いです（ちょっと入ると）曲がり角と言うか道が多くも通しも悪い
と思います。（これは何ともならないですネ）

見直してほしい風習について・・酒類の提供は是非とも止めて欲しい。この地区では、総会や自主防災等の
活動の後に酒類を出されますが、酒にからむ事件事故、特に飲酒運転が問題となっている中、自治会が酒
類を提供するのはいかがなものでしょうか。活動出席者が飲酒事故をおこした際に責任は取られないので
しょうか。見直すべき風習と思いますが。

まずは、となり近所の助け合う心を大切にしたい。最近では、お盆でも盆踊りの音楽もかかることもなくさびし
くなりました。葬儀では、近所でもすべて終わってから連絡を頂く事が多くなりました。これも時代かもしれま
せんがさびしいですね。

38



関市はVの字をした市に再編され縁起がいい。よろいのVと日本一にある刃を合わせたｷｬｯﾁﾌﾚｰｽﾞで、観光
の市としてもっとｱﾋﾟｰﾙするとよい。ﾏｽｺｯﾄはどこにもあるので、遅れてｷｬﾗｸﾀｰ作りもよいが、刃の形をしたお
菓子、Vの字お菓子販売なども。自転車のﾂｰﾙﾄﾞ西美濃と同じように、ﾂｰﾙド関もお願いしたい。今の自転車
ｻｲｸﾘﾝｸﾞをﾊﾞｰｼﾞｮﾝUPして欲しい。

野良ネコが多い。家の庭などでフンをするから困るし、車の上に乗って足跡がつくのでそれも困る。広報関
の放送が聞きにくい。

草が茂って道路にはみ出し車で通行しにくい場所が数か所ある。（道路側又は個数所有の土地）　野良ネコ
又は飼いネコが庭にフンをしていく事がある。　防災無線の内容が家の中では耳をすまさないと聞こえない。

人が多くなってﾏﾅｰが悪い。

歩行者、自転車が通りやすいｽﾍﾟｰｽを増やして欲しい。（場所によって車しか通る事が出来ない場所があり
とても困る）　　外灯（防犯灯）があまりにも少ない。

倉知祭りをもっと広く伝えてほしい。ウオーキング大会を年２回、春と秋に行ってはどうか。倉知ふれあいセン
ターの行事といっても特定の人に限られてしまう。難しいことではあるが、もっと気軽に参加できるような、夏
は盆踊りなど楽しい場所ができると帰省中の人の参加が増えると思います。ペットの糞を持ち帰らない人が
いる。散歩、ランニングﾞしていても、大きなフンが至るところにあり長続きしない。

【その他】

住民になって間もないので特に意見はありません。

隣人が外で煙草をすうため、煙が自分の家に入ってきてとても嫌な気持ちになる。０歳・３歳の子どもがいる
のに煙が入ってくる。関市に住むのではなかったと思う。いやなまち。

南ヶ丘地区内で生活用品が買えない事

私達の地域は高齢者が多くて、しばらく側溝の清掃がありません。２～３年にいちどでも市の方で・・・？

生活する環境が良く便利で安心して暮らしております。

防災無線の放送が聞きずらい時がある。市役所の放送も同じで聞きずらい時がある。

私の住んでいる地域は安桜地区から、つい最近倉知地区へ編入しました。私は倉知小学校に通い、自治
会は安桜地区・・・そんな状態が何十年も続きました。なので「何で今さら？」って感じが否めません。今後、
倉知地区の一員としてやっていけるのか、もともとの倉知地区の中に埋もれてしまわないだろうか心配です。

刃物祭りをもっと盛大にやってほしい。夏祭りの花火をもっと派手にやってほしい。

特にありません。良い所です。

プレミアム商品券について、余裕のある人は10冊でも買えるかもしれないが、12月まで使用できるなら一家
族2・3冊にするべきではなかったか！市役所の人は朝出勤して夕方帰るが、民間の仕事は大変なんです。
早朝、夕、深夜まで働く時間は色々です。広報を放送している時間に寝ている人もいます。公平にするので
あれば、どんな時間でも放送をすべきでは。深夜勤務の人にとっては、昼間の放送で眠れない人もいます。

関江南線の4車線化を望んでます。（R248～R248ﾊﾞｲﾊﾟｽ）

これといった問題はありません。ペットを通じてお隣さんと仲よくなりました。

弱い立場（動物の命も）の物に優しくする地区にしたい。

昔ながらの祭りやイベントが今でも行われている事が自慢の地区です。年配の方々が奉仕で分団登校につ
いて下さってるので安心です。
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町内の一部の箇所で、草や木の手入れが無くて道路まで出てきて防犯・衛生上困っています。交通量が多
く危ない。土地所有者は無関心で、何度も手入れをお願いしましたが、取り合ってもらえません。

このまま平和でいたいです

交通の便・岐阜鵜沼方面の直通バスがない。本町通り、248通りは明るいが、団地の中や1本道に入ると暗
い。関商工、中部学院の生徒はあいさつはしてくれますが、交通ﾏﾅｰが悪い。

行事・イベントばかり考えないで、個々をあまり干渉しないほうがいいのでは？自由が1番。但しルールは守
る。エチケットは守る。相手の気持ちがわかることは最も大事な事。若者の自由を奪うことなく良識を鍛える方
が大事。

尾関市長様へ　　　汚水の処理場について、大変古く（50年程？）異臭がかなりひどいです。倉知地区のみ
んな同じ思いで日々暮らしています。上下水道代も値上がりしました。近隣市などは、新しく処理場を作り変
えたり、最新処理方法で異臭を放たない方法を取り入れています。関市も、他の市に劣ることなく新施設の
導入するべきだと思います。早急に考えていただけませんか？外部からの見てくれの施設ではなく、関市の
処理場を最新にするのは、関市にとって大切なことです。

以前にもアンケートの依頼がありましたが、無作為なら何度も回答する必要があるのか？

関江南線（県道17号線）の改良。片側2車線化、道路の拡張。坂道の軽減化（藤谷坂の傾斜フラット化。桐
谷坂のトンネル化）。倉知地区の道路計画は？

倉知地区内の小学校の統一してほしい。

‘詳細はインターネットで　‘とか‘必要な書類はインターネットから‘と言う。パソコンを持っていない家庭、
持っていてもインターネットと接続していない家庭、使えない高齢者、ダウンロード出来ない家庭もある。

アンケート楽しく書かせていただきました。倉知に生まれ、倉知に嫁ぎました。倉知には本当に住みよい良い
所です。皆様に感謝一杯です。ありがとうございます。

結婚してからずーっと33年間、向山に住んでいます。当初は買い物も病院も市内から遠く不便を感じてばか
りでした。団地内は静かで環境も良く、子育てや住みごこちの面ではは良かったと思います。自分が車を
持ってからは、交通の面では不便を感じませんが、自分を含め団地内は高齢化してきております。普段気軽
に使える公共の送迎バスの数を増やしてもらえるともっと便利になりお年寄りにやさしい町になるのではと思
います。病院や買い物など、お出かけが負担にならず楽にできればありがたいです。独居老人の世帯もある
ので心配です。町内で地域で協力し合うことがこれからは大切になってくると思います。　　　　57才主婦より

家の周りには、大学、ひまわりの学園などの生徒が多い中で、大学生のﾏﾅｰの悪さが目につきます。一部の
人だと思いますがゴミ捨てが気になります。

これからも何事もなく安心して生活できたらよいと思います。

買い物に便利。店が近くにたくさんある。保育園、産婦人科が近くて安心。倉知祭りは男の人が集まってお
酒を飲んでるイメージがあり参加したいとは思えない。内々で盛り上がるようではなく、子供達も参加して楽し
める行事だといいと思う。このままでは、悪い意味での古いイベント。

今は忙しいので、ゆっくりできるようになったら参加したいと思います。

東海北陸道の防音設備が貧弱でかなりの騒音です。もう少し何とかならないでしょうか？

特に困っていることはありません。自治会費を毎月払ってますが、自治会の行事などに参加したことはありま
せん。

わりかし、家の近くにｽｰﾊﾟｰがあって便利です。

ｽｰﾊﾟｰなど多いのは便利ですが、その店の床などが汚れていることが多く、食品を扱う店なのでもう少しきれ
いにしてほしい。

用水路に魚がいなくなってきていて悲しい。

保育園が少ない。道路が狭い場所が多く危険。
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正直、関市には大きな都市になってもらうより、今みたいな雰囲気でも十分良い。理想は隣の岐阜市に大き
な都市になってもらって、関市はその郊外でベッドタウンみたいな働きをしてもらえれば良い。

アンケートをするのであれば、全員でないと意味がないのでは？　一部に負担がかかるのは困ります。

アンケートの設問の意図が良くわからず、回答選択肢も設問に合っていないので、この結果がどのように使う
ことができるのか疑問です。意見は回答の　その他　で述べましたのでご参照下さい。

別にありません。

若い世代の意見を聞き人口減少に歯止めを掛けたいものです。

家族より・・・本人意思の表明等一切出来ません。
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