■第４回 WS 対応策検討シート

西小学校区
地域のいいところ
・広い道路で通りやすい（58 号線）
・渋滞さえなければ便利。153 号線

道路

・交通の便が良い

地域の気になるところ
●渋滞
・プライムツリー周辺の渋滞がひどい
●暗い
・プライムツリー近くの交差点が暗い
・遊歩道に灯りがなく怖い（赤池車庫前）
・平針～梅森台一丁目の幹線道路で天白川沿いの
ところが、夜怖くて大人でも 1 人歩きできない
●道路が狭い
・道がせまく、車が多く通るので広げて欲しい
・浅田全体的に道が狭い、歩道がない
・中部保育園周辺道が狭い
・道が狭い、竹が道路に出てくる
・道が狭いのに通り抜けに使う車が多い。
・右折車で詰まり渋滞する（浅田南交差点）
・歩道が狭く、砂利がはみ出し危ない
・くるりんばすが不便である
・名鉄バスをさらに便利に

まちづくりの取り組みアイデア
市民

安全・安心

土地利用

●河川の水害対策
・災害時の避難所が西中ですが水没するので、水
害時に安心して避難できる場所が欲しい

●新しい移動手段の検討
・歩けるときは歩く。
・公共交通を利用する努力をする

暮らしやすさ

・西中の生徒が多すぎる。もう１つ中学校が必要
だと思う
・渋滞困る！！

・緑が多い。空が見える

景観
(歴史・文化)

公園

緑・水

●歩行者優先の道路づくり
・道路の穴ぼこに見つけた人がスマホで写真をと
ってすぐに管理者へ伝えられる仕組み

●歩行者優先の道路づくり
・歩道の整備
・歩道と道路の段差をなくす
・歩行者優先でもっと横断歩道を確
保する
・登下校時の徹底規制すべし
・一方通行とし歩道をつくる
・自転車道をつくる

・野方三ツ池公園憩いの場
ボール遊びができない等公園の規制が多い
・多くの公園がある（梅森台公園、西山テニスコ
・三ツ池公園日陰がない。産廃埋めたて地と聞い
ート、株山中央公園、上納池スポーツ公園）
たけど大丈夫？
・休日にもにぎわう公園、
（野方三ツ池公園）
・浅田多目的広場野球禁止になった。じゃあどこ
・子どものお気に入りの遊び場（野方三ツ池公園）
で野球するの？
・上納池公園も野球禁止
・浅田ちびっこ広場なくなって残念。子どもの遊
び場なくさないで
・公園が暗い（旧市川家裏の公園）

●利用マナーの向上
・子どもの声がうるさいとか苦情を
言わない努力、言われない努力
・交通規制を守る意識（駐車禁止な
ど）

自然が豊か
・田んぼや畑がたくさん残っていて良い
・天白川と折戸川の合流点が親水ポイントになっ
ている
・静か（天白川周辺）
・ため池がある
・田が多い・青田が広がる夏が良い

河川の環境が悪化してきている
・川に降りて遊べる場所が少ない
・川の水質が良くない
・川の水生生物に外来種が増えている
・川の中に草木が繁茂
・天白川沿い、市民のいこいウォーキング等が楽
しく出来るように除草

自然（生態系）
・西小のビオトープ、子どもたちが大好き
・カワセミやキツネが見られる

・西小のビオトープ壊れている？直して欲しい
・草が伸び放題（旧市川家住宅側の川、交差点）

●市民ができるイベント開催
・ザリガニ釣りイベント
・自然観察、ウォーキング、水遊び
など川を活用したイベント
・田んぼの中で遊ぶイベント
●生物多様性への配慮
・ペットに飽きて池や川に放さない
ようにする

その他

●渋滞対策
・プライムツリー周辺の大渋滞対策
●新しい移動手段の検討
・デマンド型（予約）タクシー
・企業や学校が保有する車両バスの活用・連携
・レンタルサイクル（自転車）バイク等
・電動車イスのレンタルする

●防災意識の啓発
・日頃の備え。アイデアコンテスト。
商品は防災グッズとか

・プライムツリー
・店がない（梅森台公園隣の住宅街）
・子どものの遊び場（ハウジングセンター）
・買物が不便（スーパーが近くにない）
・めずらしい施設（レトロでんしゃ館、赤池車庫）

・周辺の住人に年配の方が多く、子どもが小さい
が優しくしてもらえる

行政

●交通マナー遵守徹底
・路上駐車をしない

公共交通

・凶悪事件はあまり起きない

協働

●くるりんばすの利用向上
・公共施設の前に停留所
・ルートを分かりやすくする

・くるりんばす 100 円に
戻せば、利用する人は
出てくる
・くるりんばすの運賃を
下げる

●防災意識の啓発
・ハザードマップの整備
●誰もが便利な施設整備
・高齢者と子どもが集えるような空家利用
●駅周辺の再開発
・日進駅、赤池駅を駅ビルにして高齢者住宅にす
る
●学生と共に進めるまちづくり
・大学生が参加しやすいイベントの開催
・行事の PR をもっとしていくべき
・日進市内で就職する支援
●地域のコミュニティづくり
・新しい人と昔から住む人融合
●地域文化を高める
・日進の○○再発見探訪
・まち歩き的な、ブラタモリ的な、史誌の活用
・岩崎川の桜並木を存続

●誰もが便利な施設整備
・空家をリフォームして市営住宅に
・民泊利用を促進
・西中にサブグランドを

●公園の美化
・トイレを美しく(管理する側も使う側も)
・花壇がきれいだと心が潤う
・公園に花を植える
●公園の美化のＰＲ
・町内のウォーキングのような催しで草刈りなど
を行う （参加景品を豪華に）
●地域の公園利用ルールづくり
・公園利用運営のルールづくり
・時間を決めて公園を使用する
●補助事業の活用
・国交省の川まちづくり支援制度の活用
●愛着がもてる体験や取り組み
・シビックプライドの醸成
・天白川土手に桜の木を植える
・日進市の花のアジサイを町中に植える
・清掃活動に積極的に取り組みたいと思えるよう
な環境づくり
・保育園や学校で田植え、稲刈りなど体験したい
・ホタルの保全活動、行政のバックアップ
●保全だけでなく活動もセットで考える。
・使うから大切にしようと保全する

●公園整備
・公園は借地ではなく市で買って欲
しい
・町内単位で最低限でも１ヶ所以上
のちびっこ公園が欲しい
・どんどん予算を投入してほしい。
環境が整ってこそのまちづくり
・公園の水道の元栓を止めないで欲
しい
・公園の近くに押しボタン信号をつ
ける
・各公園にトイレが必要
●親水スポットの整備
・親水スポット（遊び憩いの場）の
整備
・トイレの整備

●地域文化を高める
・西小学校区を文化遺産にする
・オリジナルスポットを公募する

・東西南北で病院・病後
児保育所をつくる

・中学校を市内大学のフ
ァッション学科にデザ
イン募集
・選挙に行く努力を
・ふるさと納税の PR 返礼
品の向上
・にっしん体操を推進し
て日進のオリジナルに
する
・ふるさと納税で吹奏楽
の楽器を寄付
・にっしーくんを全国の
人気者にする努力
・公園とは何ぞや？（定
義づけ）

■第４回 WS 対応策検討シート

東小学校区
地域のいいところ

道路

・愛知池、遊歩道が気持ち良い
・道が広くて便利になった
・歩道が広い（223 号線）
・東名高速道路がある

・駅が近い（米野木駅）

地域の気になるところ

まちづくりの取り組みアイデア
市民

協働

・歩道がない、街路樹がない
・新地の周囲を回る道が通れない
・東部丘陵を歩く道がない
・歩道がない（58 号線他）
・歩道が狭い（米野木交差点付近）
・道が通りにくい（東小側の住宅街）
・東名の側道、スピード出す車両が多い
・スマートインターが建設による交通対策
●くるりんばす
・くるりんばすの料金が高い
・くるりんばすは不便
・くるりんばすが不便になった

・歩道に草木が多い、夜暗い（海老池）

・ゆうほえん
・日東子育てセンター
・東部福祉会館
・高校大学があるのが良い
・病院や高齢者施設が整備されているのが良い
・アジア保健研究所や愛知牧場が和む

・放置水田、放置田畑の活用（地主さんが困って
いる）雑草
・休耕田が増えている（あちこち）
・放置水田がある。せっかくの場所なので有効活
用したい→浄水場？（市営の）
・竹林の整備が必要
・竹林が荒れている
・買物に行ける所が近く欲しい
・米野木交番
・体育館が欲しい（日進総合運動公園付近）
・どこかにスーパーが欲しい
・東部福祉会館を大きくして欲しい・お店がない
（58 号線）
・工業団地開発反対

・学生都市であることをもっと有効活用するべ
き！

・田畑をやれなくなった人の土地を引き継ぎ、個
人でも NPO でも新たな就農者がやれるような対
策をして欲しい
・米野木台地区の人たちが投票にとても行きにく
いと聞いたことがある
・遠い！！（東小、東中）
・学校が遠い（日進高、中部第一高）
・公園などでできた草枝を堆肥化して利用する

その他
●スマート IC
・自然はかなり痛手を
被ると思われるの
で、そのエリアは開
発すべきではない。
・費用対効果がない

●くるりんばすの利用向上
・高齢者に使いやすくする
・くるりんばすコース見直し→バス
停、本数・ドライバーに聞き取り
して効率 UP
・行きは良いが帰りが大回り過ぎる
為、コース交差ポイントを増やす
ことで解消して欲しい

公共交通

・湧き水を利用して、防災などの時に活かしたい

行政

安全・安心

土地利用

暮らしやすさ

景観
（歴史・文化）

公園

緑・水

・駅にも近く広い池が見える!!

・岩崎川、ネコヤナギある川原
・東部丘陵、生き物が多い
・東部丘陵、クロミノニシゴリ大群落がある
・いこいの場の環境がある
・もっと自然の恵を活かそう
・湿地がある
・田んぼ、緑が多い
・日進市総合運動公園

・生物をもっと住みやすく、子どもがワクワクす
る公園へ

・庭や空地に植物が多く、四季を感じられる
・昔ながらの植物が見られる
・田んぼの広がりがある、守りたい、大切にして
いきたい
・田んぼが多く、気温を下げている
・緑が多く、夏の夜涼しい
・湧き水と湿地がある（藤島）
・三本木、湧き水がある
・東部丘陵、湧き水がある
・東部丘陵があるのが良い
・愛知池の景色や遊歩道が良い

・日進の花、あじさいがない
・米野木駅に緑が少ない
・天白川に大きな樹木が育ち過ぎている

●水田・畑・竹林の有効活用
・市民参加による緑化事業。各家庭
で花・樹林を 2 本栽培、1 本は各
家庭で残る 1 本は公共施設・道路
の街・街路樹として利用。プラン
ター残より再生処理し東部丘陵の
保全林再生で有効利用
・地域内にどのような市民活動があ
るのか把握する
・市民にいろいろ求められても高齢
化しているので出来る事は限られ
る

●水田・畑・竹林の有効活用
●水田・畑・竹林の有効活用
・水田地帯に冬も湛水する地域を設けて水生生物
・竹林に対して市として強い問題意
を守り育てる
識を持つ。雑木林の常緑樹の整理
・今ある生産緑地は大切にすべきで、農業政策に
をしないと暗い林になっていく
もっとアイデアを盛り込む（・家族農業を大事
に・若者の就農先を増やす・小規模農業家普及）
・竹林管理隊を市民から募集し、定期的に管理を
お願いする（高齢者の仕事にする、など）
●買物が便利な生活
・買物で不便をしている場所には小規模なお店を
作ってもらっても良い
●エコな暮らしの推進
・草木だけを燃やし灰にする焼却所があるとよい
・自然の多いところなので、木や草を分別し堆肥
化するように(燃やして処分するというエネル
ギーの無駄遣いはやめる)

●緑地活用
・森林公園＋喫茶店、人の集まりや
すい場へ

●多様で目的に合った公園づくり
・多様なコンセプトの公園があって良い
・目的別公園を使い分ける
・公園の市民活動の活性化。市が加わる。
●東部丘陵の自然公園的活用
・東部丘陵の自然公園の活用を！
・北山公園丘の上の公園は良く利用される

●若い力の導入
・高校生クラブ活動授業として参加
・観察隊ゴミ拾い
・大学サークル活動と一緒に
・市民企画でエコツーリズム子ども
も参加！
・若い人の声を聞く参加しくみ作り
・新しい活動団体が生まれるように
●田んぼやビオトープの活用
・マイ田んぼすすめ
・ビオトープでコミュニティづくり
の仕掛けとして

●市民・行政・専門家・企業等の協働
・アイデアの共有化合意形成
・市民・行政・専門家・企業が参加
・市民活動に市の職員が参加して理解を深めて、
行政に活かして欲しい
●環境教育の啓蒙
・観察会等を開催し、環境との関わりを学べる講
座を設け、日常的に人育てをする。
●企業との協働
・竹を使った商品開発
・企業も協力⇒お金より人の確保
●あじさいの植栽
・日進の花あじさいを各地で植える（市役所が音
頭をとって）
・もっとあじさいの町へ！

●公園整備
・新池の周りに周回路をつくって散
歩できるようにしたい
・とにかくキャッチーで集まりやす
い公園が良い！
・駐車場が少ない（多目的な公園）
・御嶽山をもっと憩いの場として使
えるように
・公園の PR が足りない
・水道やトイレ
●緑地保全・現計画の検証
・東部丘陵保全に向け（自然公園に
する一歩として）保全指定区域を
設定する
●川
・河川の名称を看板で明示し、管理
者明示する
・岩藤川上流にあじさいが植えてあ
る（ネコヤナギの成育場所）
●ハード整備
・行政のポリシーを持つ
・緑の保全に関する予算の確保
・緑のフットパスをつくる
●しかけ
・休耕田・畑の活用・耕作放棄地⇒
農業者の確保。生産緑地を大切に

●工業団地
・工業団地を作れば雑
木林がけずられて
しまい、持続可能な
緑地とはならない
・工業団地を作ること
により、多くの自然
が失われることは
よくない、

■第 4 回 WS 対応策検討シート

北小学校区
地域のいいところ

道路

公共交通

安全・安心

土地利用

・名古屋への交通の便が良い
・近距離高速バスで名駅に行ける

地域の気になるところ

まちづくりの取り組みアイデア
市民

・高針-岩崎の県道と梅森からの県道の交差点の渋
滞がひどい
・道路が狭い、歩道の整備
・南北の橋が少ない
・名古屋・岩崎線・石兼交差点が混む
・交差点近くのみ広げる
・瀬戸道路早く開通させる
・57 号線の朝・夕の混雑
・最近渋滞する、右折見にくい、危ない
・渋滞が発生、渋滞がひどい（白山交差点）
・道の駅渋滞大丈夫？（日進消防署隣り）
・道が狭い、通り抜け道になっている（保健セン
ター付近、瀬戸大府東海線を挟んだ住宅街）
・道路が狭く、通学路なのに、車が多い。危ない！
車のマナーが悪い
・グリーンハイツなど、高い場所にある住宅地の
交通の便をどうするか（高齢者を考えて）
・くるりんバスの一方通行で不便

・安全・安心の場所ではないかな
・岩崎交番

・市内の交番が少ないので不安
・防犯カメラがどこにあるのかが分からない

・岩崎区北部は買い物に便利
・北部福祉会館
・ふれあい工房
・大学がよい（名古屋外国語大、名古屋学芸大）

・東部買物不便（アオキスーパー撤退）
・保健センター新しくして欲しい
・ガスタンクどうするの（竹の山小隣のガスタン
ク）

●地域防犯対策
・大人から児童への声かけを
・防犯見守りパトロール活動

協働

行政

●歩行者優先の道路づくり
・歩道整備
・横断歩道だけの所に感応押ボタン信号
・通学路、日進中学校危ない

●道の駅をつくる前に渋滞対策
・道の駅は日進ジャン
・白山交差点渋滞解決が先だよ
クションから白山
・日進市に人を多く集めたいのは分
交差点までが開通
かるが、すると渋滞（白山交差点）
するまで凍結
はどうするか？
・渋滞の原因、道の駅
・道の駅渋滞解消策を示してから道
はやめる！
の駅に取り組むべし
・香久山都市開発。近
・白山交差点につながる道路整備
くに同じようなも
・交差点付近の車線を増やす
の不要

●くるりんばすの利用向上
・くるりんばすを以前の方法に戻す
・くるりんばす見直し、利用者の意見聞く
・区や自治会単位で、助け合いのしくみを考える
●地域防犯対策
・交番を赤池駅、日進駅、米野木駅に設置

●くるりんばすの利用向上
・バスの運行は別会社に一括丸投げ
したら良い

●地域の居場所づくり
・ガスタンク地をプレイパークに

・静か、人との交わり良好

・住宅確保要配慮者に
対する住宅の確保
をどうするか→公
営住宅のない日進
市の大きな課題

暮らしやすさ
景観
(歴史・文化)

公園

緑・水

・御嶽山の緑、岩崎御嶽山
・岩崎城が良い、
・眺めが良い（岩崎城址公園）
・白山宮
・妙仙寺の門・松
・緑が多い（岩崎城址公園）
・歴史があって良い（岩崎城址公園）
・緑が多い（株山中央公園）
・おにごっごがしやすい、春につくしが生える（弁
天池公園）
・サッカーがやりやすい（神明神社隣のグラウン
ド）
・北高上緑地

・北高上の里山が保全されていて良い
・岩崎川の桜
・市有地の緑がある
・小さな公園が多い
・中央に川があり、自然に親しめる
・ムーミンハウス＆緑多い
・桜がきれい（岩崎川、岩崎城址公園）
・田んぼが多い（日進中隣）
・みどりがゆたか（北小付近）みどりがおおい（名
古屋外国語大学から日進消防署まで）

その他

・児童公園に水飲場だけでなくトイレを設置して
欲しい
・いまいち何やってるかわからない（北高上緑地）
・砂利が多い（株山中央公園）
・小さな公園が多い。必要か、管理が大変
・道の駅の広場、ボール遊びの場のためだったが、
それはどうなった？

●公園利用者による手入れ
・公園の草が多いので利用者が除草
・市民が気軽に入りやすくする
●楽しいイベントの実施
・石ころ拾い大会
・賞品がもらえる
・自分たちの公園だとの意識を持つ
（持たせる）自分達（住民）が公
園を担う
・花壇オーナー制度（企業、CSR）
・各ライフステージでのイベント
●公園の紹介
・公園を知ってもらう

●公園のマップづくりやＷＳ
・住宅地に近い場所にあまり大きくならない木を
植えて声等が住宅にとどかないようにする
・学区内の公園の所在マップをつくる
・公園の現況、設備にもふれる
・プレイパーク（市民がつくる、市民のための公
園ＷＳ）
・時間で区切って公園を使い分ける
●公園にキャッチフレーズや名称をつける
・公園の入口に特徴等の案内を設置し市民が関心
持つようにする

●公園整備
・大きい公園にトイレ・児童のよく
利用する公園には男・女のトイレ
の設置
・障がいのある子どもも使える遊具
設置
・道の駅の広場ボール遊びの場のた
めだったがそれはどうなったか？
●公園の管理運営
・公園の大小にわけて使い方を考え
る
・小さな公園が多いが必要か、管理
が大変
●市民からの相談への対応
・市は市民の安全に予算がないの一
言で片付けず相談にのる

・岩崎川の自然が活かされていない
・もうちょっと整備必要（岩崎川）
・桜の並木があまり活かされていない（岩崎川）

●子どもが楽しめるイベント
・子どもの時の体験は大事、親子で
楽しめるイベント
・子育て世代
・中、高、大学生
・障害者（福祉）
・高齢者
・防災

●岩崎川の公園化
・岩崎川の桜を守る（活動？）
・岩崎川の自然を河川公園として活かす
●体験、イベントの実施
・米づくり体験 ・野菜づくり体験
・青空キッチンや自然観察等イベント
・シイタケ菌打ち緑地観光
・桜の木の保全、観光協会へ委託→まつり、国と
交渉、イベント
・小中高と行政（緑）協働（水）イベント（文化）
●意識啓発の推進
・当事者性に気づけるような啓発
●観光資源として位置づけ
・天白川（河川）を日進市のメインの観光資源に
・天白川と岩崎川はともに源流であることを活か
して利用（PR）する
・彼岸花の川岸を作る
・観光水田をつくる

●トイレや橋の設置
・岩崎川コース、トイレの設置
・岩崎川、散歩コース、木の橋をか
けて歩いて渡れる所を作る
●川の管理
・日進インターチェンジ、県道新設
と、岩崎川の保全との関係で愛知
万博公園の問題点の点検と総括が
必要
・岩崎川の河川公園化を進めるため
にあたって県がどう考えているか
・外来植物のオオキンケイギクの拡
大を防ぐ
・そこに生息している生物の表示
・天白川をきれいにする（川床の掃
除）

■第 4 回 WS 対応策検討シート

南小学校区
地域のいいところ

地域の気になるところ

・153 号線、広くて走りやすい
・信号がない交差点、なんとなく譲り合う暗黙の
ルールがある
・国道 153 号線
・サイクリングロード良い（藤枝町、天白川沿い）

・153 号線、交通量多くて排気ガスがすごい
・153 号線渋滞がひどい
・153 号線常に 80Km/h 超えるスピード、赤信号で
止まれない
・郵便局の前で路上駐車が多くて危険
・道路を自分の駐車場とか庭とかと思っている人
がいる
・西高周辺、通学の自転車と通行の車が危ない
・蟹甲交差点狭い危険
・街灯がない、夜はまっ暗、153 号線沿いの歩道
・藤塚、どこへ行っても道が狭い
・歩道がない、福祉会館に行く高齢者が危険
・アガペクリニック前の 2 本の道路、出入りが危
ない
・折戸病院前付近朝夕の通学時間歩道から子ども
があふれている（中学生の自転車）
・名鉄バス（赤池⇔豊田）渋滞で遅れる
・名鉄バス、終バスが 22 時では早すぎる
・くるりんばす、本数が少なくて使えない
・車がなかったら本当に困る、どこにも行けない
・駅が小さい（日進駅）
・街路樹が大きすぎて、電線にかかっている（日
進駅）
・雑木林から道に樹木がはみ出ている
・夜暗い
・お店がない（153 号線沿い）
・空家が増えている→南が丘→新しく住民が
・市街化調整区域のため、制限があり自由に出来
ない所がある
・店があったが衰退している（東山グラウンド隣
の住宅街）
・駅のまわりに何故マンションなのか？普通は商
業施設があってその周りに住宅街のはず
・エコドーム、市役所、にぎわい交流館、中央福
祉センター、図書館、スポーツセンター、
・近くにスーパーがあった方が良い

道路

公共交通

・名鉄バス（赤池⇔豊田）便利
・くるりんばす赤池行くのに便利
・くるりんばす時刻どおりに来る
・名鉄豊田線
・日進駅
・怪しい人が少ない

安全・安心

土地利用

暮らしやすさ

景観
(歴史・文化)

・市の中心機能が集まっている
・田畑が多くて心地よい
・都市機能が集まっている
・駅があり、公共施設も多い
・賢者の森、良い所
・ジム利用しやすい、喫茶店もおいしい
・市民会館
・利用しやすい、近くにあり良い（エコドーム、
市役所、にぎわい交流館、中央福祉センター、
図書館）
・南部福祉会館
・子ども食堂プログラミングができる
・車を持っている人にとっては便利な地域
・車さえあればとても住みやすい
・静か、納税家が住んでいる

市民

●既存の公共施設の利活用
・使い方のアイデアを考える

協働

行政

●将来像を共有する
・自転車のまちを目指す！
・
「10 年後の自分」を想像して必要な交通手段を考
える
・自家用車に依存している現状を市民 1 人 1 人が
意識するべき
●できることから実践する
・市の職員さんが率先して車に乗らない生活をし
てみる
・大型商業施設が送迎バスを設置する
・地域ごとに毎月○日は車に乗らないデーにして
みる

●歩行者優先の道路づくり
・遊歩道の整備（約 2～3Km）
（名鉄線を利用に整備する）

●自転車道の整備
・車道をきれいに→アダプト
・自転車道整備（全市）
・道路の雑草がひどい→アダプト

●自転車道の整備
・ハード整備

●渋滞対策
・道路渋滞についての市民の意識や
要望を調査して欲しい
・交通量調査を早急にして欲しい
・民間事業者へ協力を仰ぐ

●市役所周辺のにぎわいづくり
・市役所周辺のにぎわいの場（中心地）の再検討
●既存の公共施設の利活用
・福祉会館→老朽化→子ども、大人の交流拠点に
する
・高齢者がアクセスしづらい→公共施設の再編

●既存の公共施設の利活用
・考える場づくり

●歩いていける公園づくり
・地域で歩いていける公園を整備す
る
●プランづくりの場や機会づくり

・和合ゴルフ場から多分除草剤が飛んでいる
・153 号線沿い、市の境界線上なので、忘れられて
る感がある
・ゴミ捨て場のモラルが悪い
・子どもが少ない（蟹甲町、笠寺山）
・私有地の雑草がひどい

・宝泉寺を中心に風情ある町並
・マンションが少ないので、景観が良い。空が見
える
・和合ゴルフ場の緑が見える
・ホタルが見られる（折戸川ホタルの里）
・小さい公園がまあまあある
・スポーツができる（東山グラウンド）
・よく遊ぶ（東山グラウンド、出屋敷公園）
・野方三ツ池公園 交流館

公園

緑・水

まちづくりの取り組みアイデア

・空や緑が見える
・折戸川、桜並木、アガペクリニック北
・春にうぐいすの声が聞こえる（福祉会館）
・緑が多い（折戸川）
・田んぼが多い
・わき水があった！良い所（中日新聞日進折戸専
売店内山新聞店付近）
・田んぼの草刈りがしっかりできている（折戸町
高松、中屋敷）

・公園全体管理が悪い
・公園、犬のふん、ゴルフの練習
・藤塚あたりは子どもが遊べる公園が少ない
・町内に公園がほとんどない（藤塚 7 丁目は 1 つ
もない）
・公園、子どもたちが歩いていける公園少ない
・大きな公園がない。公園であそぶところが欲し
い
・東山グラウンド
・公園が少ない。あっても小さい

●ホタルの保全と農地活用
・ホタルの保全活動の輪を広げる
・市民農園(農地バング)で楽しく農
作業
●快適な公園づくり
・公園やグランドは全て禁煙
●駅前緑化の推進
・日進駅前をみんなで緑を増やすよ
うにする

●シンボルとなる公園づくり
・稲荷山をシンボルに公園をつくる
・藤塚のシンボル公園をつくろう！（地域住民）
・自然体験型の公園

・田畑、わき水、自然、風情あり
・緑がどんどん少なくなっている
・桜並木が繋がると良い
・折戸川沿いと天白川沿い、愛知池などウォーキ
ングできるところがない

●地域で管理
・管理を地域に任すとよい
●プランづくり
・自分達でプランを考える（ネット
ワーク）

●民地の緑の管理
・雑木林の落ち葉が高木化の問題（私有地）
・雑木林の落ち葉が高木化の問題（私有地）→条
例化（罰則規定）

●鎮守の森の保全
●サポーターの募集
・
「緑とホタルのサポーター」を募集
して、エリアを守る意識を高める

・高齢者向け、青年向けの散歩コー
スの整備
●緑と公園を活かした区画整理事業
・日進駅西区画整理は「緑」と「公園」活かす

●水と緑のネットワークづくり
・気候の変動、環境への配慮
・ツーリズム、歩く水と緑のネットワークの桜と
ホタル

●〝緑の住環境都市″に向けた取り
組み
・市民アンケート結果「緑を大切に
…」
「緑の多いまち」→まちづくり
の方向性
●緑に関わるしくみづくり
・緑に関わるようなしくみづくり
●プランづくりの場や機会づくり
●長い（3～4Km）散策コースづくり
・JR 矢田川名鉄がやっているハイキ
ングコースを作る

その他

■第４回 WS 対応策検討シート

相野山小学校区
地域のいいところ

地域の気になるところ

まちづくりの取り組みアイデア
市民

協働

●細街路の不足
・未接道地が多い（北新町）
●通過交通の危険
・五色園内の幹線道路の通り抜け交通が多く、危
険
・抜け道、相野山小学校南の狭い町を広げてくだ
さい

道路

公共交通

安全・安心

土地利用

●治安
・自治会によるパトロール等防犯活動がさかん、
安心して生活できる
・治安がよい！落し物をしても戻ってくる
●施設
・イオン（長久手）アピタ（長久手）ありあり、
買物に便利
・小学校区に福祉会館という地域住民の集う所が
ある
・歯科医も五色園内にあり便利
・相野山福祉会館
●環境の良い住宅地
・五色園
●若い人がいるコミュニティ
・若い世代の人たちもけっこう多く住んでいる（米
野木台、栄地区、赤池など）

●車がないと暮らせない
・今はいいが、車の運転ができなくなったらとて
も困る、どこ行くにもくるりんばすもちょっと
不便、リニモも遠い
・近年、高齢化が進行し、老人にとっては車がな
いと買物・生活に支障が出る
●防災
・大地震が発生するとガケ崩れ等が発生する急斜
地が数ケ所ある（五色園区）
●防犯
・道路が暗い（北新町、金萩）
●自然と都市のバランスがとれているか？
・東部丘陵保全の一環として日進北部地区区画整
理は不要
●空き家
・五色園に空き家が増えている
・近年空き家が増加、少子高齢化が顕在化
●道の駅
・道の駅、SIC は都市計画とリンクしているのか？
●買物が不便
・五色園地区はアオキスーパーが無くなってしま
い、買物に困る。不便。特に車のない高齢者
・集会所が高いところにあり、一部地区からは遠
いところにあって行きにくい。

●新たな移動手段の検討
・地域交通五色園内の人たちのニーズに答える、
地域タクシーとか

景観
（歴史・文化）

緑・水

・総合運動公園が良い、プールが特に良い！
・子どもたちを育む視点からの公園が、もっと細
・夏はプールもあるし、テニスができたり散歩が
かく地域にあったほうが良い
できる（日進市総合運動公園）
・プールは夏季のみ、休館時は春秋冬、ローラー
・五色園隣接を日進市が購入したが、子ども向け
スケート場として利用することを検討しては？
の総合公園にして欲しい。現在更地
・のんびり散歩できるしピクニックもできる季節
の花もきれいで見どころあり（五色園周りの池）
・とてもにぎやか（どんぐり公園）

●交流イベントの実施
・もちつき大会ふるさと祭り
・地域のお祭りに若い人も！（試験
場）
・五色園区と北新町の人々の交流
・自然に興味のある若い人に来て欲
しい
・盆踊りには子どもがたくさん来る
・日進市内の子どものホームステイ

●交流イベントの実施
・わいわいフェスティバルの活性化

・身近な所に自然にふれあえる所がすてき！（む
かご、わらび、アケビがとれます！）
・「東部丘陵」自然を活かした散歩道をつくる
・自然が豊かで静か、住環境としてとても良い

●五色園―北新町の交流・いろいろ
な人が集まる場づくり

●岩崎川の緑づくり
・岩崎川堤防の桜の再植樹を！！
・岩崎川の土提+雑木・雑草の整備を
●大学との連携
・脱農薬無農薬の研究の場に
・ローズマリーの栽培→健康
・農業試験場や県芸デザインとのコラボ
・東部丘陵地西部区域の整備。愛学大との協働で
公園（樹木葬できる）
・東部丘陵西部地区＝20Ha-（内 4Ha の）⇒緑の自
然公園 ⇒樹木葬のあり方、過去と共に出来る
公園、芝生の園に
●緑と共に生きる。市民共有の緑地：現有緑地の
確保：農地⇒並木道の確保

・東部丘陵の保全が気になる（きちんと保全され
ているか心配）
・雑木林、竹林（北新町、林）
・竹林（相野山小学校裏）

行政
●渋滞対策・抜け道対策
・速度制限をつくる、厳しくとりし
まる
・30Km/h ゾーンを団地内に
・岩藤南交差点と岩崎橋の交差点を
結ぶ道路を早く作る
・名古屋瀬戸線のアンダーボックス
を通し渋滞を少なくする
・抜け道通過交通（車）対策、住民
外通行制限、30Km～40km バンプ
・岩崎交差点の重点的対策（道路拡
幅、右折レーン、信号機高度化等）
●くるりんばすの利用向上
・本数増やす（小型車でよい）

●買物が便利な生活
・まとめ注文で買物を宅配
・五色園内にスーパーを作る（元気朝市を拡大）
●既存の公共施設の利活用
・空家を活用した集会所の設置
・小学校を中心に地域と連携した生活学習、子ど
も支援活動
・今も公共施設が比較的多く活用されているが、
世代間の交流ができる機会をふやす
●学生と共に進めるまちづくり
・小学生と大学生の交流
・学校・福祉会館の活用→外国語大学の海外学生
との交流促進
・近くの大学とコラボして五色園の課題を地域住
民、または子どもたちと取組みをしていく

暮らしやすさ

公園

その他

●自然・田舎体験

●景観をよくする
・野立てカンバン規制（景観）
・景観条例で大きな看板等を中止し
ましょう
・禁止→取り外して景観の確保
●公園整備や管理
・公園の整備、樹木の剪定もやって
欲しい
●北新町公園確保
・北新町の開発で充分に緑・公園の
確保

●市有地の活用
・市の買われぬ土地は緑地化する。
緑を戻して欲しい
・東部丘陵地西部地区を緑の多い公
園整備を
・五色園隣接地の保安林解除しない
●北新町で緑・公園確保・子育て
・北新町の開発で充分に緑・公園の
確保
・子育て支援（幼稚園）確保
・子育て世代に人気のあるまちに

・口論義公園での自衛
隊の訓練は絶対反
対して欲しい（市と
して県へ）

・特：別件：市へ←北
部土地は整備南部
は止め（リョクリン
の騒音）

■第４回 WS 対応策検討シート

香久山小学校区
地域のいいところ

・バス停がある
・名鉄バスですぐ栄・名駅へ行ける

・くるりんばすで香久山に行けるように！
・市全体の公共交通網が整備されていない
・日進駅にバスが欲しい
・市役所へのアクセスが悪い
・豊田新線に行く公共交通機関が無い
・のりあいタクシー
・くるりんばす、日進駅⇔藤が丘横のルートがない
・日進市から隣の町へ行けない
・地下鉄のアクセスが良くない
・バスで病院へ行けない
・北高上、子どもが遊ぶには暗くて危ない
・緑は多いけどうす暗くて通りにくい、街灯が少な
い（水晶山緑地）

●新たな移動手段の検討
●くるりんばすの利用向上
・交通網を補う為に、市民タクシー、 ・どうすれば利用するのか市民の意見を反映する
バスなど市民力の活用をする。

安全・安心

公園

緑・水

協働

●交通マナーの遵守徹底
・駐禁パトロール→警告期間をおい
てから→今は駐車罰金が主

・治安が良い、きれい、自然が良い
・恐い人がいない

景観
(歴史・文化)

市民

・メイン道路が混むため、ワキの道路（住宅街）に
入り込む車が多い
・車が危険、町中でもとばしすぎ、30km 規制が欲
しい
・香久山交差点の渋滞
・道の駅構想がみえない、中途半端でなくやるから
には徹底的にして欲しい
・瀬戸大府の横断が危ない（北小学校）
・道路がボコボコ（221 号線）
・車の流れ良くない（香久山南交差点）
・赤池駅への道路が狭い（香久山南交差点）
・信号がない、危険（北部浄化センター前道路）
・香久山テニスコート付近の道路

公共交通

暮らしやすさ

まちづくりの取り組みアイデア

・学区内の道路は整備されている

道路

土地利用

地域の気になるところ

・ショッピングセンターがあって良い。生活利便
・街路樹きれい
・医院がいろいろあって良い
・ピアゴがあって良かった
・商業施設がある（香久山交差点）
・店が多い（香久山小付近）
・岩崎台・香久山福祉会館
・ウォークラリー（5 月）ぼんおどり（8 月）など
地域の行事が 20 年以と続けられている
・自治会の活動が活発である

●規制づくりと規制を守る意識
・30km 制限規制をするゾーンを定める

・ATM しかなく銀行がない（香久山交差点）
・眼科が 1 ヶ所しかない
・岩崎台に保育園がない

●既存の公共施設の利活用
・親子で楽しめる文化活動を広げると良い
・今ある講座のバージョン UP！！
・誰でも弾けるピアノを…
・文化面の補強を！！

・犬のフンが多い（香久山小前道路）
・虫が多い（北高上）
・学校区の見直しを。新ラ田、岩崎、石兼→北小学
校は遠い、危険
・学校区の見直し、北小学校区まで 40～50 分かか
る。学校選択（瀬戸市）

●住民の眼による抑止力
・犬のふん→防犯カメラを隋所に設置→ポスター
を徹底させる
・犬のフン問題は飼い主の問題、住民の眼が防止
力

行政
●交通規制の工夫が必要
・脇道への車の進入は、一方通行規
制などを検討する
・脇道の朝、夕の通りぬけ、せめて
スピード規制・信号渋滞を避けて
走る車対策を！
●道の駅を拠点とした賑わいづくり
・やるからには徹底した便利な道の
駅に（刈谷ハイウェイオアシスの
生鮮食品販売など）
●くるりんばすの利用向上
・くるりんばすの交通網は市全体規
模で見直す

●学校区の見直し
・瀬戸、大府線を横断
する学校区
・生徒、親の効率を考
え意見吸収する

緑がある景観
・香久山小からの平針方面の眺め
・景観が良い（香久山 3 丁目）

・UR の一社開発、道路・公園がきれい、水晶山、
北高上中央公園、緑多い
・北高上、家族でよく利用する
・新緑、つつじがきれい、駐車場も多く便利であ
る
・公園が多い
・みはらし散歩に良い（香久山テニスコート）
・よく整備されている（株山中央公園）
・緑がある。高台で気分が良い。公園が広い、広
い公園で良いと思う（株山中央公園）
・緑が残っている（こもれび公園、そよかぜ公園）
・元の山が残っている、緑が多い（水晶山緑地）
・緑の街路樹があって良い
・元の山が残っていて良い
・野鳥は集まりやすい
・緑が多い
・自然～岩崎川が良い
・緑がある。高台で気分が良い（香久山古窯、香
久山小）
・緑がたくさんある（香久山 4 丁目）

・水晶山緑地
・北高上緑地
・すべり台が古い（株山中央公園）
・北高上、子どもが遊ぶには暗くて危ない
・北高上は整備されて開放された、灯は無用では。
※夜はしまっている（第 2 回ＷＳ追加）
・土の場所が多い（人が歩きやすい）階段が欲しい
（水晶山緑地）
・刈って刈りっぱなし
・肥料がくさい
・除草剤は体に悪い

●楽しいイベントの実施
・公園をイベント会場で活用
・盆踊りを継続
・区がイベント
・楽しくやれるといい
●花壇の活用
・町内ごとに公園・花壇の手入れを
行う
・中央公園の花壇の手入れを行う

・山の木が混みすぎているので、間引きして風通し
の良いように
・緑や野鳥が減少している
・キレイだと保育園の子どもがきてくれる
・香久山西部開発で緑がなくなる
・あまりきれいではない（香久山テニスコート隣の
池）
・街路樹があり見えにくい（香久山北交差点～香久
山交差点）

●岩崎川の自然の管理
・岩崎川は自然を大切にする（魚放
流など）
・外来種の駆除は『天白川を楽しむ
会』が活動中

●雑草等の管理
・雑種地の草の清掃を
・公園の下草をきれいにする、見通しが良いよう
に
●適切で美しい眺めの維持
・美しいながめ、紅葉、微妙な管理
・下草刈り、森で公園みたい
・犬の散歩の人達のコミュニティ
・きれいにしてると利用される、きたないと利用
されない
●犬のふん害対策
・犬の登録制度
●街路樹の適正な管理
・街路樹をくずの木が覆ってしまっているのを取
り除く
・街路樹は紅葉が済んでから伐採をする
・それ迄はシルバー住民で清掃を行う
●声が大きい人の意見に左右されないようにする

その他

●健康的でゆったりした施設整備
・ベンチシートと並べて、背もたれ
イスの設置（高齢者用）
・ストレッチ器具の設置（ex:ランニ
ング、丸太シーソー、ロープウェ
ー、ジャング
ルジム）
・ストップウォッチ時計
・回転ブランコ

■第 4 回 WS 対応策検討シート

梨の木小学校区
地域のいいところ
・街路灯がなくて夜暗くて危ないところがある
・道路が新しくて通りやすい

道路

公共交通

・米野木駅のロータリーはきれい
・日進駅、ロータリーきれい
・日進駅に近く名古屋に出るには交通の便が良い
が、市役所、赤池方面は若干不
・マンション周辺は管理されていてきれい

安全・安心

景観
(歴史・文化)

・飲食店がほとんどない
・お茶するおしゃれなところがない
・ドラッグストアが多すぎる
・高齢者施設（福祉会館、公民館等）が無い
・荒地が多い（梨の木小前十字路）
・区画整理できないか（日進駅北交差点付近）
・日進駅前にお店が少ない（日進駅）
・小学校に余剰地を利用したい
・梨の木小を文化センター的にもっと利用したい

・日進駅を中心に開発されて来た新しい街なので、
生活していく上で便利である
・ゴミ出しルールが守られている
・犯罪が少ない、安心して住める
・新しい住宅街は落ち着いている
・豊田線の駅が 3 つとも日進市にあるのが良い
・まち起こしの 1 つとして、栄地域にお祭りを立
ち上げて欲しい
・田園風景の残るエリア（廻間）

・愛知池周辺企業と住民との関わりが少ない
・ルールを守らず、迷惑するところがある
・住民同士の交流が少ない
・ゴミが多い。コンビニ周辺
・マンション街の為市民の交流の場が少ない
・溝の清掃をやって欲しい

・楽しい公園（福池公園、東山公園）
・米野木中央公園付近
・公園整備はしっかりやれている

公園

緑・水

・開発されている中にも自然があふれている
・緑（トヨタ自動車日進研修センター付近）
・緑が多い（枯木交差点付近）
・子どもが虫取りで遊べる森（緑）がある（米野
木台西保育園）
・桜きれい（V･drug 日進栄店付近）
・愛知用水の遊歩道が散歩するのに良い、自然が
多い

まちづくりの取り組みアイデア
市民

・計画的に道路ができていない
・交通ルールは守るべき
・坂道が多く、信号がつけられない場所が多い。
・日進駅前の道路は交通量が多い
・車がすれ違いしにくい
・比較的坂道多く、自転車が運転しにくい
・日進市～押草団地に行く道が狭くて危ない
・名鉄の駅がさびれている
・これからは送迎バスの検討をお願いしたい
・駅周辺がさみしい（日進駅）
・くるりんばすが繋がっていない
・名鉄日進駅のエレベーター周辺は朝の通勤時間
にタバコを吸っている人が多く、困ります
・住民同士の交流が少ないように思うが、これか
らは少しずつ解消していくと思う
・交通量が多く、児童、通行人が危険を感じる
・栄地域折戸区より独立した区長制度が必要
・夜は人通りが少なく防犯面で不安がある（梨の
木小学校東交差点付近道路）
・人通り少なくてこわい（梨子ノ木公園隣）

・子育て支援センターがあって幼児には良い！
・静かな住宅街（米野木中央公園付近）
・病院（クリニック）が徒歩圏内
・米野木台西保育園

土地利用

暮らしやすさ

地域の気になるところ

協働

行政

その他

●歩行者優先の道路づくり
・小学校交差点を朝の時間帯を区切
って時間差で通行止めにする

・PTA の延長で卒業した
親も含めた組織づくり
・地域で緊急に電力や水、
ガスを確保できる仕組
みづくり
・マンション屋根壁面に
太陽電池パネル貼り災
害時の停電に対応する

●地域防災コミュニティづくり
・梨の木小学校での防災訓練に一般市民参加

●駅周辺の再開発
・ターミナルビルを作る（高層マンション＋店舗）
・音楽堂をつくる
・名鉄日進駅に、喫煙ルームを設置する
・日進駅から各マンションまで直接歩いていける
歩道橋ネットワークを作る
・駅に商業施設、ホテルがあると良い（日進駅）
・駐車場（立体）を整備。調整池あたり
・駅周辺の地権者に説明し再開発につなげる
●交流の場をつくる
・梨の木小学校に公民館のような集まれる場所を
・米野木駅北側空地に交流の場を設ける
●地域のコミュニティづくり
・地域全体を統括する自治会
・梨の木小学校区全体で 1 つの自治会をつくる
●企業との連携
・企業を子どもが見学できる取組み
●地域おこし企画
・梨の木小学校学校林のナイトツアー（星空観察）

●駅周辺の再開発
・日進駅のターミナルビルには、公
共公益的な施設、団体事務所が入れ
るようにする
・名鉄との協力が必要。右側ロータ
リー、トイレなど

・子どもがのびのび遊べる公園が少ない！（大き ●公園づくり
な緑の広い公園が欲しい）
・公園づくりは最初から市民が関わ
・福池公園
ってつくることが大切
・公園が少ない（東山公園付近）
・暗くて誰もいない、遊具もない（梨子ノ木公園）
・米野木中央公園付近
・歩道の樹林は年 3 回以上刈り込んで頂きたい

●農園、樹林がある小学校を中心としたい

・雑草の手入れが不十分
・氏地の林（森）が管理されていない、倒木の恐
れあり
・緑は比較的恵まれていると思う。沿道の緑化も
っとやっても良いと思う
・何もなく木が多い（日進駅ロータリー隣）
・ため池の草刈りが頻繁に行われていない

●緑・自然の活用
・自然のきれいな場所に街路灯を設置し、日にち
を決めて遊歩道として市民の参加を促す
・梨の木小南側の民有林の一部を借地して遊歩道
を整備する
・梨の木小の裏山に展望台及び散歩コースを設置
●緑の維持管理をする市民の取組み
・梨の木小の農園を市民に開放して、児童と一緒
に野菜づくりをする
・緑の大切さをアピールするようなイベントを開
催すると良い
・地域と学校との連携

●地域と学校との連携
・子供の運動はまず小学校のグラン
ドで遊ぶようにする
・学校林を地域で活用できるように
・学校林農地をモデル事業にする
●公園のネットワーク
・新たな遊歩道を整備し、ネットワ
ークを作る
●公園の計画、運営
・公園も長い目で全世代が使えるよ
う計画時から考える必要有
・行政が運営の方向整理すべき
・公園、広場にかりられる場合は固
定資産税を無税にするなどが必要
●梨の木小モデル事業の推進
・梨の木の森の借地については、行
政が地権者と交渉してほしい
・借地のためには、保全配慮地区を
指定して、市民緑地として開設す
る
・学校林の活用（子どものあそび場）
・グランドについては、管理の問題
をクリアしながら子どもの遊び場
にまず開放

●地域のコミュニティづくり
・コミュニティの再生が必要。老人
会など折戸区（管理）になってい
るが独立して作ることができる。
・市民が頑張るしかない

●緑に係るイベント開催
・自然観察会や森のイベントを開催
・子供がドングリを育てて植えられ
るように緑を創っていく活動を
●市民による運営
・学校に負担をかけず、市民による
運営とするようにできないか
●多くの人が楽しく参加できる組織
づくり
・会を設立するよりも、気軽に参加
できる仕組みとする
・保全と自然活動、仲間づくり

●地域のコミュニティづくり
・栄地区がもっと自由にまちづくり
ができるようになるために、区とし
て独立するのも方法

■第 4 回 WS 対応策検討シート

赤池小学校区
地域のいいところ
・最近道がきれいになっている（赤池駅付近）
・公園、道すいてる（たかねやま公園）

道路

公共交通

・公共交通（地下鉄）赤池、平針駅に近く便利
・地下鉄駅があり、名古屋都市部に出やすい
・赤池駅
・道路から電車が見える（赤池 2 交差点～浅田南
交差点辺り）

安全・安心
・開発が進みそう（箕ノ手付近）
・南部浄化センター
・西部福祉会館

土地利用

暮らしやすさ
景観
(歴史・文化)

・いつも行っていてハッピー（赤池小）
・集落（西組）

・昔ながらの田園風景や集落をみることができる
（貴重）ぜひ守って欲しい

まちづくりの取り組みアイデア
市民

・道の混雑がひどくて、153 号線に出れないので（赤
池からでられない）困っています
・朝、右折できない。赤池南 2
・国道 153 号線、浅田交差点、矢印信号欲しい。
右折危険
・横断歩道がない（山寺のとこ）東西
・歩道上に電柱があって、歩行者が危ない
・休日に車が多くなり渋滞が発生
・信号の青の時間が長くなると良い
・道が混んでいる
・事故多発。子ども心配！
・歩道がなくなる（福祉会館南交差点）
・くるりんばすで市民会館へ行けなくなった
・名鉄バスに「ドニチエコきっぷ」が使えるよう
になると良い
・バス停の位置（豊田方面、駅方面ともに）
・赤池駅

・ボール遊びをのびのびできる広いグラウンドが
欲しい（赤池南部）
・箕ノ手地区公園（大きいの）の整備を期待
・公園の社のふん対策を
・公園が少なく、せまく、子どもの行き場がない
・3 号公園に砂場、日かげが欲しい。幼児があそべ
るように
・もうちょっと遊具をふやして欲しい（3 号公園）
・水遊びができると良い（上納池スポーツ公園）
・ゴミ箱つけて欲しい、草が多い、虫とねこが多
い（たかねやま公園）
・水遊びができると良い（中島公園）
・水道がない公園は、愛護会など活動しにくいの
で水道はやはり必要

・田園（風景）があるのが良い
・畑・田・多少残っていて、のどかである
・天白川、西部福祉会館付近

・畑、田んぼの放置（耕作放棄）されている所が
多くなった
・巨大なコイがたくさんいて気になる…（大きい
カメ）
→コイが多くいるのは良い水質、環境とは言え
ない
・繁盛川、雑草木がおい茂り、きれいではない
・この池がなくなって欲しい（赤池南 2 号公園近
くの小さな池）

協働

行政

その他

●歩行者優先の道路づくり
・歩道の整備
・歩行者優先でもっと横断歩道を確保する
・登下校時の徹底規制すべし
・一歩通行とし歩道をつくる

●くるりんばすの利用向上
・デマンド型（予約）タクシー
・バス待ちの時の楽しみが必要、女性
・くるりんばすの現状を共有し対策を検討する

・水害のとき危険な地域の人が全員避難できる場
所はあるのですか？
・街灯がなく暗い、電灯をつけて欲しい（霊鷲院
前の道路）
・歩道がなく、通学する学生が交通事故に遭いそ
う。早く歩道を整備していただきたい（56 号線）
・小学校の隣の広い土地がマンションになり、残
念だと多くの人が思っている
・箕ノ手の南の方に保育園がいるのでは？
・西部福祉会館が遠い。子どもが行きにくい。も
っと赤池小学校の近くにあったらいいと思う。
・箕ノ手に集会所がいるのでは？
・駅前なのに食事するところが少ない（赤池駅）
・店がない（プライムツリー周辺）
・畑が少なくなり、住宅化している（天白川、西
部福祉会館付近）
・消防署が欲しい（赤池小隣）
・赤池小の子どもたちが増えていて心配、新設が
必要では？
・集積所にゴミが集まりすぎ。5 丁目
・ゴミ出し場が少ない
・プライムツリーが混雑
・明治記念館せっかくあるのに開いているのを見
たことがない
・山寺、もっと地域にひらけた寺になって欲しい
（子どもの自習教室開くとか）

・緑があり環境が良い、大きいからとても良い（上
納池スポーツ公園）
・いろんな遊具があって楽しい（赤池南 2 号公園）
・いつも遊んでいて楽しい。3 号公園が好き。すべ
り台がはやい。
・大きい公園だから良い（たかねやま公園）

公園

緑・水

地域の気になるところ

●くるりんばすの利用向上
・くるりんばすは高齢者に使いやす
いようそこにポイントをしぼる
・若い人は車があるから使わないの
は当たり前。高齢者に利用しても
らう
・ルートを分かりやすくする

● く る り んば す の 利
用向上
・くるりんばす運賃を
下げる

・小学校が足りないの
ではないかと心配
している。本当
に！！
・相続の問題で宅地化
は進むが土地はあ
る？
●学生と共に進めるまちづくり
・大学生が多いので、いろんなイベントに参加し
やすいように知恵出して下さい
・行事の PR をもっとしていくべき

●自分事で考える公園づくり
・散歩して楽しい木が多い公園が欲
しい
・遊び上手な子供を作ろう、この子
たちは大人になって大いに活躍
している人が多いそうですよ
・公園で子どもを集めたイベントを
実施。イベント主体はどうするか
・自分ごとにしていく

●公園をきれいに維持管理
・公園の近くに住む人で（自治会？）掃除、草刈
り作業を当番でする
・愛護団体が活動している（ふん対策）
・公園の草
刈り、整備をもっと進めていくべき
●花壇のオーナー制度
・花が好きな方に花壇を整備して、
（整備は公共で）
1 年とか、オーナーになってもらう
●施設整備と管理
・東屋も必要、公園愛護との関係
●地域の公園利用ルールづくり
・ルール（時間帯・曜日・掃除）をつくり運用
●行きたくなる公園づくり
・地元の人が行きたくなる大きな公園が欲しい
→欲しいのはどのような公園の機能なのか？
●川の有効活用
・天白川緑地有効活用
・桜並木の整備
●休耕地の活用
・休耕地を行政が借上げ、市民に貸し出す（市民
農園を増やす）

・子育てしにくい環境
を変えていかない
といけない！

●公園の活用の地元化
・公園の利用を地元で考える機会を
つくる
●公園整備
・公園の基本的設施設を整備（トイ
レ,東屋、手洗い場）
・整備すると管理するの関係を考え
直す
・ボール遊びしていい所はフェンス
で囲む
・公園のトイレ必要だが、管理の徹
底が必要
●広い公園の確保
・短期的に、学校のグランドを活用
・長期的に、家が建つ前に公園用地
の確保
●管理
・樹林の枯葉収集。行政で年 2 回程

・タバコを吸える場所
を確保（ポイ捨てや
マナー違反を減ら
すために）

■第 4 回 WS 対応策検討シート

竹の山小学校区
地域のいいところ
・歩道を作ってもらえた（弁天地北側）
・歩道ありがとう（弁天池公園付近）

道路

土地利用

暮らしやすさ

まちづくりの取り組みアイデア
市民

協働

●くるりんばすの利用向上
・くるりんばすの再編、市役所中心の再開発、道
の駅構想をリンクさせ機能的に運行できるよう
にする（セントラルパーク構想）
・駐車場は既存スペースの活用で工夫
・既存施設の活用でコストダウン

・北部保育園があって良かった
・竹の山以外で住んでいますが、家族で食事をす
る機会が多い、飲食店が多い
・竹の山自治会館ができて良かった
・障害者センター会議室使わせてもらってありが
たい
・スーパービバホーム、スバル、マウントベル、
カーマ、ボルボ、エディオン、ピアゴ、本屋
・名古屋学芸大学子どもケアセンター
・障害者福祉センター
・竹の山小、北中
・色んな店があるところ
・便利な店が多い（岩崎竹ノ山西交差点～岩崎竹
の山交差点）

・芦廻間の住宅街
・交番が増えると良いな

●空家対策
・学生参加してもらう
・シェアハウスで暮らす
（外国人、母子家庭）
・地域活動に参加
・災害時の避難場所として改修

・全体的に静か
・シャレオツ（岩崎竹ノ山西交差点～竹ノ山中央
交差点）

・学校のプール、夏休み解放がなくなった
・ゴミ置き場が少なくなっている
・寿司御殿の前、マンホールの水気になります
・ゴミ個別収集が良い（芦廻間）

・弁天地公園一度是非寄って利用してみたい
・たのしく遊べる公園が多い、遊具がおもしろい
（弁天池公園）
・みゆき公園
・ウォーキングコースとしても良い（弁天池公園）
・公園がある

・弁天地、小さい子ども用の公園にもトイレが欲
しい（トイレは良い）
・各公園とも駐車場が少ない
・ごみきれいに（弁天池公園）
・217 号線近くの小さな公園
・公園に駐車場・トイレがない。トイレきれいな
のを作って欲しい（たけのこ公園）

・通学の時に見守りシルバーさんがたくさんいて
くれる

行政

●地域防犯対策
・交番を増やす

・大学の参加、空家情報を生協で

●親子の居場所+文化

景観
(歴史・文化)

公園

・老齢化に伴う活動グループの維持が困難

◎管理
・市民農園の草が伸びている
・草刈りやって欲しい
・北中グラウンド（南）と駐車場の間、歩道の草
刈り
・北中学校グラウンドの砂ぼこりを改善して

緑・水

その他

・アオキスーパー横、道路が狭い（車のとおりが
多いわりに）
・週末時交通量が多い（岩崎竹ノ山西交差点～竹
ノ山中央交差点）
・土日など道が混む（岩崎竹ノ山西交差点～岩崎
竹の山交差点、岩崎竹ノ山北交差点付近）
くるりんばす
・くるりんばすありがたい、でも香久山に行ける
ように！
・通過交通が多いため、渋滞が起こりやすい交差
点がある
・くるりんばす、ピアゴへのアクセスを
・名鉄バスとの統合
・バス停がなくなり不便、復活して欲しい（石兼
交差点）
・小学生が広がって歩いており、危ない（日進北
中学校東交差点～岩崎竹ノ山西交差点）

公共交通

安全・安心

地域の気になるところ

●清掃活動
・各地域の自治会、住民の清掃活動
とリンクさせ、補助する形で改
善・実施、五色園では実施

●花いっぱい、小学校と連携
・小学校のあさがお栽培との学習を活用し、プラ
ンター栽培による緑化を一般家庭で実施
●公共施設や道路にプランターを設置
●市民と行政（＝市民でもある）の協働

●活動グループの助成や補助の数値
しくみづくり
・市で助成・補助のしくみづくりが
必要
●公園のテーマパーク
・緑と水のテーマパーク（弁天池に
ボートができるように）

●緑に係る活動グループの活用
・緑に関わる市民団体、地域自治会
の活用

●「自分ごと」という意識
・落ち葉は他人事ではない→自治会
で清掃→維持
●学校や子供の参加の推進
・子どもが多い
・子どもが参加できるといい
●プレーパークや木を使った遊び
・プレーパークを地域の人の手で
・大きな木を 1 本寝かせておいてお
くと、子どもは勝手にあそぶ
・木のぼり OK の木をつくる
・アスレチックのように木で遊べる
遊具
・ストリートピアノで楽しく

●農とのかかわり
・学校で楽しめるように
・田植え休み
・田んぼの貸し出し（市民田んぼ）
・活動団体の更新（仕組みづくり）
●食につなげる
・食につなげる
・焼きイモまつりをする（公園・広場で）
・くり・かき・びわの木を植える。誰が食べても
OK
・アサガオ・ヘチマ・ゴーヤプランター

●活動の支援
・農家の価格保障（農業で生活がで
きる保障を！）
・草かりをした後の草を回収してく
れる場が欲しい（無料で）
・草を 1 袋 10 円で買いとってくれる
等のシステムづくり
●開発と緑
・開発するときはそれにかわる森・
田をつくる計画をもつ
・緑は誰が守るのか、これ以上の開
発が必要なのか

