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○自然は多いと思います。その自然の整備をされている点では優れていると思います。 

○尾張旭は道がキレイだと思います。少し歩けば公園があり、病院もあります。岐阜では自動車に乗らないとど

こにも行けず、舗装されていない道をベビーカーで歩くのは苦痛でした。尾張旭に戻ってきてよかったと思っ

ています。道にもう少し日陰や休めるようなベンチ、より多くの水遊びができる憩いの場、雨の日や暑い・寒

い時期に子どもたちが使用できる施設があったら言うことありません。 

○自然が多くよいが、手入れはいきとどいてないように思います。道路の区画整備が良くない。また、道路の視

界が悪く、子供を１人で歩かせるには非常に心配です。いまだ下水が通っておらず、先進国の生活とはいいが

たい状態がつづいています。いろいろやろうとすることはいいと思いますが、まずは最低限の生活レベルに市

民全員がたっすることを切に要望いたします。 

○真夜中のバイクの騒音、どうにかならないものか。 

○以前、岐阜に住んでいましたが、そちらと比べて騒音が気になります。特に夜間の自動車やバイクの音が不快

です。子育て中ですが、子どもがとても恐がります。子どもたちが安心して過ごせる環境を願っています。 

○木を植えて緑を増やす事は大事なことだと思いますが、目に見えない空気の環境をよくすることをぜひやって

ほしいと思います。工場の廃気を浄化するための装置の補助金を出すなどに税金を使ってほしいです。 

○幹線道路の交通量が多いので、騒音や大気汚染に対策すべきである。また、小学校などの通学路には、ガード

レールを設置すべきである。 

○ポイ捨てが多いので、減らす努力をするか、あるいは自治体の活動での清掃活動を増やした方が良い。 

○整備された公園や道路など（新居町交差点から北の遊歩道のような）目に見えて美しくなれば、環境に対する

意識が向上すると思う。ジョギング、ウォーキングする人がとても多く、その人たちが通りたくなる公園、池

周辺、道路になればよいと思う。（街路樹や車の大気汚染対策など） 

○市内あちこちにあるビン、カンの回収箱がとても気になる。ヨーカドーやバローでもビン、カンの回収が始ま

ったので、ペットボトル回収のようにそろそろ回収方法を変更してはどうか。 

○古紙、缶、ビンの回収、ごみの収集などのサービスが祝日でも集めてもらえて大変助かっています。私の住ん

でいる場所の近くに大きい川がないせいか、あまり水についての関心がありません。生活していて困ることは、

工場から来ているだろうと思われるツンとするにおいです。冬は窓を開けないですが、夏の暑い日は窓が開け

たいですが、風の向きとその時ツンとするにおいの何かが風と一緒に来ているかどうかをたしかめてから窓を

開けます。 

○表通りは並木も歩道もきれいに手入れされているが、裏や林の前やゆき止まりなど細い道はデコボコになって

いるところがあります。個人の道ならば住んでいる人の責任ですが、公道ならば申請を許可して欲しい。尾張

旭も一年ごとに良くなってゆく様子に感謝。市役所、郵便局等、窓口の職員さんも親切で頭が下る想いです。 

○環境課のみなさん毎日お仕事おつかれさまです。これからもお仕事がんばってください。御活躍を期待してい

ます。 

○公共交通機関（電車）を使いたいが、階段しかなかったりと、子育て世代（ベビーカー使用）やお年寄りは自

家用車を選んでしまうかも。瀬戸電だと、三郷駅のようになってくれるとありがたい。 

○緑の場所（芝生）が少ないと思います。芝生（公園外でも）の上で遊んだり、ピクニックなどを通して住人が

知り合うキッカケとなるかもしれません。 

○森林公園、いま池等、散歩、ジョギングなど自然とふれ合う環境が良い条件で有るのですが、自然を破壊する

行為が有りますがそれは犬の散歩ですが、ふんをする、シッコをするので特に雨上がりは異臭が強く気持ち良

く散歩出来ない又衛生的にも非常に良く有りません。公園内での犬の散歩は禁止にしてもらいたいと思います。

環境保全の為と生活しやすい環境づくり。 

 

尾張旭市の環境についてのアンケート結果(自由意見) 

尾張旭市の環境の優れている点/劣っている点、今後実施すべき環境保全施策（市民） 
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○あらゆる点で言葉だけが先行して実態が不明。もっと明確、具体的に例認を出すべき。市民全体の無関心さが

気懸かり。行政の一方的な「上から目線」が転入以来全く変わっていない。環境問題を主体的、真剣に考えて

いるなら、地域懇談会などを積極的に開き、市民の意見を聞いたり、参加を促すなどが必要。 

○全体的に緑が多くて住みやすい町だと思います。樹木がもっと多いといいと思います。季節の花もいたる所に

あると心がなごむと思います。 

○歩道が狭い所があり、自転車とすれ違う時に危険だと思う。 

○緑の多い住み易い街です。瀬戸街道の街路樹の整備を進めて下さい。街路樹のきれいな路は心をおちつかせて

くれます。 

○行政機関の箱もの施設が少ないのが非常に良いと思います。 

○尾張旭市の住民の足としてコミュニティバスの新しいアイデアがほしい。どこも同じのシニアバスでは淋しい。

もっとみんなが利用できる楽しいバスの夢がほしい。 

○街としてのテーマがほしい。例えば緑を基調にした住民ひとり一人が参画できるグランドデザイン、ビジョン

がほしい。（例えば、時間が歩く街） 

○優れている点：・緑のカーテン作りの推進。・アサピーバスの普及、向上活動。・ごみの分別。・晴丘センター 

リサイクル広場（出し方がわからない時は電話で教えてもらえるところ。） ・業者による資源回収。・文化財

の保護、情報提供（広報、立て看板など）・市民へのアンケート（意見をくみとってもらえるところ）。・小学

区の安全パトロール隊（ボランティア）が活発。・消防署（救急車、消防、レスキュー車）がよく活動してい

る。 

○劣っている点：・子どもの遊び場（広い公園、広場）が少ない。・歩道の整備（がたがた、狭い）もう少しし

て頂けると安心。（歩行時や自転車運転時） 

○人間がまろやか親しみやすい心がやさしいあたたかさがたくさん感じられます。都会にはない愛情、新設がた

くさんあります昔から忘れてはいけない人情です下町の心意気です。 

○矢田川の草刈りは１年に数回行われていますが、いつもすぐ草が生えてゴミやあきカン、ビン等がいっぱいで

す。草が生えないように公園のようなものを造ったらどうか。 

○ダイエットプランの中で自家用車の利用を減らすとありましたが、私は昨年、障害者となり下肢が不自由な為、

公共交通機関の利用が難しくなりました。私が利用させて頂いている印場駅は、私の様な障害者だけでなくベ

ビーカーやお年寄りには利用しづらいと思います。健康体の時には感じなかったことでしたが、障害者の目線

で見ると、まだまだ福祉対策は足りないと思います。エレベーター、エスカレーター等の設置があれば、もっ

と多くの方が利用されるかと思います。歩道が無い道や狭い所も多く、車椅子を利用されている方も苦労され

ています。 

○市内に点在する不耕作農地、未利用地を市が借り上げ、市民に農園として貸出すことで緑を増加させる。・農

園での耕作を通じて自然とのふれ合いを実感。 

○緑の多い田園都市、交通機関で大都市へ適当な時間で出られる便利な住宅都市（とても、住むによい所だと思

っていたが、近年下記の点が非常に懸念されてきた）①田、畑を持った地主が死亡。空き家が近所に増加。（後

つぎの方は遠方で家などの管理は、まあ、されているとは思えない。）→樹木がおい繁り、蚊など害虫が発生。

家ののき下には、材木、不用品、鉄製のものｅｔｃ、山積し、くちて、害虫が発生。家にはつたなどの植物が

おいしげった状態。②近辺でも屋しきに植えた樹木がすごい大木になって、おい繁っている。→この蒸し暑さ

に蚊が発生。何とか、消毒など市で取組んで貰うことは不可能だろうか？数 A 年前迄は、夏以前の時期？（１

回位、消毒車が来てやってもらえ、大変助かっていたので、お願いできないものかと思う。） 

○自然、緑が多く住みやすい町。生物など自然に身近にまだふれ合うことができるので、小学生時代に今後も学

校教育の中でとり入れてほしい。（湿地の観察、田うえ…など） 

○都市計画？などのアンケート結果報告などの冊子が時々送られてきますが、とっても立派なものですが、読む

方は少数と思います。公共の機関に置いたり、パソコンで閲覧できるだけで十分だと思います。これも資源な

ので…。 

○犬の吠える（鳴き声）がうるさい。犬の奮の終始末をしない人が多い。 
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○天ぷら油の使用済油の回収して欲しい。 

○緑や公園に関しては面積や数など満足できると思う。道路については、一部、旧道など歩行する時、恐いと思

う場面がある。三郷駅の駅前広場の整備を確実に計画的に進めて欲しい。 

○自分の住んでいる地区に関しての範囲しかわかりませんが、環境で優れているという点においては住民が環境

美化の意識や気持ちを持っているので、特にゴミ出しなどはほとんどの人がしっかりとルールを守っているこ

とです。今後の環境保全対策としては、各家庭にもっとその意識を強化、徹底するように各家庭の門扉等に貼

れるようなステッカーを用意してほしいです。あと空き地や雑種地、農地等、空いた土地などに立て札があっ

たらと思います。未だに空いた草むらに、平気でゴミをポイ捨てする非常識な人達がいて、この間もその捨て

てあるゴミを見て自分の車にのせてゴミ捨て場に捨てにいきました。こういう非常識な人達がまだまだいるの

で、腹が立って仕方がありません。 

○矢田川河川敷の草や木が生いしげっており、視覚が悪く、犯罪が起きそうでこわい。 

○非常に自然が多く、また防災の観点からみて安心して暮らすことができる。 

○環境においてはとても住みやすい町だと思います。もっと新しい事に率先して挑戦してもらえると楽しんで取

り組めるかと思います。また、尾張旭市に住んでいることをほこらしく思えると思います。 

○身近な川、池、草花などを大切にする。省エネを進める。リサイクルやごみ削減に努める。地域の文化（祭り

等）への参加。 

○野焼き禁止例、畑や田んぼ（路上焼去）宅地内での焼去を禁止。 

○矢田川が工場地帯を超えると一気に汚くなるので対策をお願いします。水が綺麗な事は良い事だと思うので。

比較的市街地にも関わらず。水道水を直接飲める環境作りを。 

○矢田川等の川でのＢＢＱ、花火を行った後のゴミの対策。のら猫（かい猫）の対策。 

○尾張旭に住んで４０年程になりますが、まだ当時は田や畑が多く、又近くには森が残されよい環境と感じてい

ました。近年その森も伐られ住宅地として変化しました。クワガタを子供と採りに行った森は今ではなく、又

クワガタを見る事すら出来なくなりました。今後は休耕田の活用等により草花を植えるのも良いのでは。又、

矢田川の河川敷に生えていたヤナギが数年前伐られ今又育って来ています。都市部で自然が見られるのは河川

敷のみですので、今育って来ているヤナギは残してほしいです。・優れている点 １．森林公園等緑や豊かな

自然に恵まれている。２．医療機関等（個人病院）の充実。３．ショッピングセンター等の商業施設も多いよ

うに思う。４．交通の利便性（巡回バスを含む） 

○劣っている点 ・ゴミ等の不法投棄 市に望むこと １．市営老人ホームの拡充（安い年金でも安心して入居

できる）２．早期に警察署の設置が望まれる。（最近あらゆる事故が多発傾向にあり。） 

○新しく市民になられた方々のゴミ出しマナーが悪いと思われる。特にアパート等の単身者が多いのでは？ 

○自宅前に毎日の様にタバコの吸い殻が捨ててある。歩きタバコ禁止にしてほしい。 

○ごみ（火燃物）が他市に比べて何でも火燃物になる。面倒ではないが、反面、プラ容器など汚れた物もすべて

燃物となるのはどうか？といつも思う。紙製容器の収集がないのはなぜか？ 交通機関が発達していない為、

時間がかかり、結局、自家用車を使わざるをえない。瀬戸線、地下鉄の駅に行くのに２ｋｍ以上あるので、ア

サピー号も走っているが、一日に４回しか来ないので、利用できない。ごみも集積場所まで持っていかなくて

はならないので、玄関先に出す名古屋市がうらやましい。プラスチック容器のごみ袋も２０リットルくらいの

ものがあるといい。 

○学校、公共建物等の屋上を利用して太陽光発電を行ってほしい。 

○公園や道路に緑が少ない。また、緑が多いところ（森林公園など）の付近はあまり手入れがされていないよう

に感じる。かわいそうな野良猫が増えないような施策があまり行われていない。（避妊、去勢手術など野良猫

の手術を積極的に行ってほしい。） 

○緑地帯の保全確保に努めている。交通整備（まだまだ遅れいている地域あり）。 

○緑地公園など多く住みやすく環境が良いところが気に入り引っ越してきました。 
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○住宅用太陽光発電システムの耐用年数は２０～３０年と言われていますが、その後の廃棄処分の事を市役所は

どの様に考えているのでしょうか。現在は設置補助事業として補助金を出していますが、原発の使用済核燃料

と同じく、その時に処分方法を考えていけば良いと思っているのでしょうか。それはすべて設置した個人負担

と考えているのでしょうか。不法投棄が多くなるのではないでしょうか。家電の様にリサイクル料を支払って

いるのでしょうか。２０～３０年先の環境問題にならないか心配です。 

○保育短大の跡地に樹木葬の行える公園を造れないか？埋葬を希望する者には数拾万円の利用料を取れば採算

的にも損はないと思います。そうすれば、名古屋市を始め県外からも問い合わせが来ると思います。 

○人口が増えてくれば住むため、生活して行くために新しく住宅が（畑をつぶしたり、田んぼ、山をつぶしたり、

川を埋めたり）建設されます。そのためにそこに居た生物達も生活できなくなり、いなくなってしまいます。

共存できるような環境にして行ってほしいと思います。 

○生ごみ、燃えるごみの集積場所、出し方、マナーが悪い。不燃物、カン・ビンの出し方悪く美化にかける。ご

近所の方が大変困っておられること、広い道路なのに回収車が入ってくれない。遠くから持ってくる人あり。

当日収集されない物まで出すので。いつまでもそのままになっている。ネコやカラスが袋をやぶってちらかし

ます。 

○河川敷、公園などの整備に着手している所が優れている。こうあるべきという“ビジョン”が私には解ってい

ない。 

○優れている点 緑が多く、自然が残っている点。 

○劣っている点 公園などに犬のフンが放置されている点。 

○ゴミの分別が徹底されている所が優れていると思います。一番身近な所、地域で出来る事から充填を置き、全

体に広げて行ければ良いかと思います。 

○優 整備された公園がたくさんある。 

○先日、外来種の駆除（矢田川沿いに咲く黄色の花）の件 花屋さんで鉢植えで売られています。私も好きな花

です。育ててはいませんが、川沿いを車で走る時とてもキレイで見て楽しいです。この花が駆除される事で守

られる草花、環境はどの様な物、事でしょうか知りたいです。また現に花屋さんで売られている多くは外国の

物が多いです。今後この花による環境の変化は有りますか。私どもの地域は商、工、住すべてがあつまり活気

のある町です。その為、車の音、２４時間町は明るい。ゴミのポイ捨も多いです。なるべく、自分の廻り道路

のゴミ、草を取る様心がけています。治安の良さは町の美しさに比例すると思います。道路草を取りたくても

車の量が多くて危険で取れません。何とか出来ないでしょうか。 

○優れている点は、森林公園を含めた北部の緑地と矢田川の河川敷。「創出」は難しいと思うので、「保全」に努

めていただきたい。市民として、出来ることはお手伝いさせていただくので、長期的な視野にたっての施策を

期待しています。頑張ってください。 

○上下水道が完全に整備されていない。我が家もほんの数ｍまで上下水道が来ているのに、（お隣は上下水道）

いまだ浄化水そうです。（そんな田舎の地区ではありません）早く全世帯を上下水道化して下さい。（約３年前

に引っ越して来て「今どき」と驚きました。）夏近くになると、小虫が飛ぶし、不衛生です。 

○下水道の整備が遅れていて話しにならない。太陽光発電の補助金だけでなく、売電の単価を落とさない様電力

会社とタイアップすべき。 

○交通機関をふやす。 

○優れている点、ゴミの収集、地域のパトロール。 

○身近な公園、池の周辺を月一回の程度で学校区ごとに清掃をするとよいと思う。公園や池に花を植えると散歩

の時に癒される。 

○市バスを日曜、祭日も運転をお願い致します。 

○リサイクル事業や環境への取り組みが市の収益となるようなプラン作り。今ある線をしっかりと保護してほし

い。ＣＡＴＶをもっと活用して環境特集や保育園等の活動（環境への）を放送。地産地消をすすめるため、地

域の農産物を使用した料理番組、教室の定期開催。 

○とても住みやすいです。 
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○引っ越して来た当初は田んぼが広がっていていい景色だなあと思いました。日本人として田園とくに田んぼは

特別な意味合いがあるように思います。それも近年食料の変化とか後継者不足とか高齢化とかで困難になって

きているのでしょう。（維持管理が）さみしい事ですが、世の中の強い流れには逆らえません。それでも、心

とか芯となるいいところはしっかり保っていて欲しいと願うものの一人です。 

○タバコ、動物のふんのポイ捨てを強化。・溝にセメントや砂利を流さない。（業者） 

○ゴミ回収日にマナーが悪く出す人が多く、又、カラスにより散らかしが多々見かけるので、ネットのかぶせ方

等を積極的にＰＲ徹底して欲しく思う。環境は比較的優れていると思う。住み易い。 

○市で収拾したゴミを他県、他国へ依存処理するのはよくないと思います。できる限り市内で処理していく、処

理できないものはこれから製造しない、買わないようにする啓蒙活動が必要なのではないかと思います。 

○子供の遊ぶ公園は、どこも犬の散歩コースとなっており、フンは持ち帰るが、尿はさせっぱなしになっている。

犬用の部分を作り（ドッグランや散歩コースなど）人間のみの部分と教養部分を分ける方が良いと思う。尾張

旭は色々整備はされているが、ペットを外出させにくい所だと思う。 

○老若男女だれでもわかりやすい、出来る事を提案して、そのことのつみ重ねが環境保全施策に繋がる事を職員

の皆さんで考えられたらどうでしょうか？難しい事を最初から提案しても、尾張旭市民の何％の人が賛同して

もらえるのか。かなり少ないと思います。 

○優れている点 森林公園とその周辺の環境。 

○最近はカラスが増えてハトやスズメが減りました。公園へ行ってカラスばかりが鳴いているのに気味が悪いで

す。 

○尾張旭市環境基本計画 ⑤暮らしやすい快適なまちづくり・に関して ①三郷駅、森林公園行き道路の踏切の

騒音公害 新型車両の一部に、騒音基準を超える異常金属音を発生させるブレーキパッドの車両があります。

市・県・国土交通省、名鉄のいずれかで騒音調査をお願いします。 ②三郷駅前 ローソンでの深夜２時頃の

商品搬送による騒音と深夜買物の為にエンジンを切らずに停車するトラックのアイドリング音による騒音公

害 騒音公害等に関してすみやかに対処し、答えを出してくれる部署を設置してもらえる事を望みます。 

○自治会などの清掃活動でみどりのカーテンの無料苗の配布券とかはすごくいいアイデアだと思うし、毎年それ

を楽しみに参加する人もいると聞きます。年々、みどりのカーテンを実施する家庭が増えていて、良い取り組

みだと思う。 

○町がきれいで人たちがみんなやさしい人ばかり、私の住んでいる旭台という所は大変良い所です。何でも色々

な話を聞いてくれて本当に助かります。私は主人の介護をしています。皆が色々と助けてくれて本当助かって

います。 

○森林公園等、自然と触れ合うことのできる場がある。知名度があまり高くない（尾張旭市という市）。環境保

全活動の徹底。 

○夏になるにつれてバイクの音が気になったりします。駅のまわりにたくさん木が植えてあって緑が多く感じら

れるのでとてもいいと思います。少しお金がかかると思うけど、市役所の上などに太陽光を付けたりするとい

いと思います。 

○公園が多い。矢田川の水質。カラスがゴミをつつくなど、ゴミ収集の対策。子供達への説明をする場を作る。 

○優れている点は「水質パトロール隊」です。身のまわりで生きている水辺の生き物にふれる事も出来るし自分

とは違う環境で生きる魚とんぼの幼虫など思いやす心も育つのではないかと考えます。特に水は雨がふり川に

流れ海へ流れ雲になり雨となると私達の環境にとっても身近です。ぜひ続けてほしいと思います。劣っている

点は町中の公園でしょうか？小さい子がいないからかたまに公園を見ると草ぼうぼうでさみしく感じます。 

○環境を破壊する生産工場を他国に依存するような国が自国の環境のことだけ考えるのはどうかと思う。 

○池の整備等は自然を生かして行われていると思う。宅地開発が進みすぎ山林、畑、田がなくなりすぎている。

山中への不法投棄も多い。 

○継摩池の遊歩道が非常によく整備されており、気持ちよく利用しています。池をのぞきこむと緑カメが大きく

なったものが非常にたくさんおり、生態系が壊されていないか心配です。池干しをして駆除されてはどうかと

思います。以前見られた石ガメが見られなくなりました。とにかく外来種生物が多い。 
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○優れている点：緑が多い。 

○劣っている点：未だに田で野焼きかゴミを燃やしている人がいる。（稲場町付近） ・幹線道路の排ガスがひ

どい。（西中学校北の道路） 

○生物多様性の保全は重要な事と思いますが、家ネズミ、野の野菜を食べられる被害が出ておりますのでその対

策も考えて頂きたいと思います。 

○里山の保全、文化遺産の保護活動、エコ大学など外に出る活動が病気持の為に余り出来ないので「広報あさひ」

での情報をお待ちしております。 

○中央通りが高速（杁ケ池）に通じている為、渋滞がひどい。尾張精材（株）～前トキワ（株）の所に橋を欲し

い又その辺りの道路を瀬戸市まで続く様堤防の活用を願います。 

○環境、資源、リサイクル、等の言葉に依り指定日に出しています。定められた回収車の来る前に軽トラに研修

中みたいなステッカーを貼り金目の品物だけ持ち去ります。行政としての考え方は？ 

○矢田川のオオキンケイギクの駆除を、市をあげて実施したらどうでしょう。年々、拡大している気がして心配

です。隣家の庭に雑草として生えていますよ。 

○市民プール～稲葉町内の桜の木の剪定をしてほしい。伸びすぎた枝や枯枝が車と接触して事故が起きそうです。

→枯枝落下の自己で人がなくなった事件もあり（他地区ですが）心配です。 

○〇、緑が豊富、ゆとりが感じられる、城山公園を中心として彫刻が多い。市全体に増やし彫刻の都市をシンボ

ルとしてはいかが、山の辺の散歩道等にも置いたら。 

○×、計画的な都市づくりが弱い、文化的環境が不足。長久手を見習うと良いとおもうが。オペラ活動を企画す

るとか。 

○豊かな緑や水辺に囲まれたまちで住みやすい。 

○小さな市なのに大きな公園が多くある点は良い。森林公園、維摩池、城山公園の緑を大切にし、新居弘法、多

度神社、寺田地区の自然を保護しつつ、名鉄瀬戸線、瀬戸街道の沿線は開発が進むと良いと思う。 

○緑が多く、手入れも行き届いている。環境保全の重要さを日頃から子供達にも教えて、興味を持たせるといい

と思う。 

○以前、小牧市、名古屋市に住んでおりました夫婦です。何故ペットボトルが近所の指定ヶ所で捨てられないの

ですか？とても不便です。プラの回収日も少ない。紙の回収が毎週なのは良いと思います。改善お願い致しま

す。イメージキャラクターは、とても親しみがあって良いと思います。 

○各種のスポーツ活動を行える施設の整備をお願いします。（例 野球を本格的に行う施設は城山球場一ヶ所し

か有りません。）総合的な多目的グランド（体育館）等の整備を行えば市民が健康となりボケ防止、近隣との

つながりが深くなると思いますが。多少環境保全とはちがいますが、市民一人としての実感です。 

○緑（公園）が比較的多いという点は優れていると思います。人間の活動と生物多様性は相反するものと考えま

す。自然豊かな江戸時代に戻ることはできません。ただ公害には対応ができます。あとは、街路樹や公園、学

校などの木を増やす。子供達に昆虫やカエルなどと親しませる、それも自然館などの限られた場所で、という

ことでしょうか。 

○ＥＣＯ、環境、どれも大切なことで住みやすい市となってほしいと思いますが、超高齢社会を考え、高齢者支

援にも力を入れるべきだと思います。独居、日中独居の高齢者をささえるしくみ、また買物の場などとても不

便な環境があることにも気づいていただきたく思います。市のすみずみまで尾張旭の住民です。中心ではなく

幅広い目で見て下さい。住民からの声だけをたよりにするのではなく、市も実際に動いて見て対応する姿勢が

大切だと思います。よろしくお願い致します。お疲れ様です。 

○市の取組は良いと思うが、もっと各種団体に協力をもとめ共同での取組をして下さい。土地改良区の農地につ

いて約７割はオペレータに依存の人だと思う。その農地の管理状況は個人で営農している農地と比較し大きな

差があるオペレータに対し行政指導すべき。 

○主要道路の街路灯をＬＥＤ化にして欲しい。 

○市の土地の雑草の除去。 
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○この町（市）は比較的、緑が多く住みやすい町だと思います。友人が東に住んでおり尾張旭はきれいね。とい

われたときはとても嬉しく思いました。ただ、残念なのが、まだ、ところどころにペットボトル、お菓子の袋

等がすてて有るのが目につきます。幼小中高生に校内清掃だけでなくたまには道路におちているゴミ等を、ひ

ろわせる習慣を身に付けさせる授業をしても良いと思います。近隣自治体よりも何事も少し劣るといわれてい

ます。せっかくいい市民が住んでいるのに、それを使いきれない行政、市議会、皆さんの勉強に期待します。

市の土地（小さな花壇）が生えて有る所はいいですが、まだまだ手つかずの所に木を植えたらどうでしょうか。 

○歩道の整備（ガタガタの段差が危険です）。自転車の車道の確保＆整備。 

○緑地や、池が多く、近年整備もされてきている。 

○尾張旭市に転入して日も浅い為、環境保全に関する活動、取り組みについて、どの程度なされているのか、よ

くわからないので、アンケート事態評価できません。ただ、緑や花が多く美しい公園や道が多いという印象を

もちました。ボランティア団体の介入があると聞き、花壇の草むしりや花植えに参加しました。（情報は小学

校のたよりの中にありました）情報の発信が公共機関の中に設置のパンフレット又は広報しかなければ、みな

さんに周知徹底、関心の向上は難しいかと。又、プラゴミの１回／２Ｗ回収って少なくないですか？プラゴミ

の回収日が少ないので、可燃ゴミで出してしまう人が多いです。分別を！とうたっている割に、１回／２Ｗ回

収って矛盾していませんか？ 

○夜間騒音 特に暴走族対策。 

○森、林、田、畑、等がどんどん減ってきている。自然を残して欲しい。 

○尾張旭市と言っても地域によってまるで違う。本地のような道路による大気汚染、騒音対策。森林公園のよう

な自然環境の残っている地域。少なくとも自然環境の残っている場所は保全保護を進めるべき。愛知用水等の

利用方法（小規模な水力発電等）どうせ縦割り行政だから出来ないと思いますが。ごみ処理体制についてカラ

スの被害が多く（収集が遅い）時間又は場所を定期的に入れ替える等も必要では。 

○森林公園など緑がたくさんあるので、活用していくとよいと思う。ゴミ出しの際に、カラスや猫がゴミ袋を破

って中身を出すので、何とか対策はないでしょうか。 

○家の近くは緑が多くとてもいいと思います。反対に道路が広くなったところでバイクが騒音を出して、何度も

何度もしつこくて煩く大変です。それでももう少し便利になるといいですね。バスも（名鉄バス）も走らない

し、でも住みやすいとは思います。 

○この先、子供達が住みやすい町転入して来た人達が尾張旭に住んで良かったと云われる様な町に。 

○環境保全施策、水路の美化。 

○活動を維持するしくみとしてシェアのボランティアを市内より募集（５０人くらい）研修。 

○南原山町石原にも下水設備を設けてほしい。市の土地の草かりは早目に行ってほしい。 

○若い市長さんなので色々期待しています。あさピーを利用しています。（もう少し便が増えたら…）老人と若

者との出あいがもっと増えるといいと思います。良くなってきていると思います。 

○池のゴミをきれいにしてほしい。 

○安全に自転車にのれる様自動車、歩行者との分離、自転車用の道路がほしい。 

○優れている点、公園の整備。 

○劣っている点：利用者のマナー、特に犬の散歩による町中の電柱の汚染。住宅街や公園で犬はところかまわず

オシッコをするので幼い子供を遊ばせる時は、「電柱にさわらないで」「草の上にすわったり、ころげたりしな

いで」といつも言っています。私は動物が嫌いではありませんが、ところかまわずオシッコをさせている飼い

主のマナーの悪さにあきれてしまいます。ペットの散歩に関するマナー情報をもっと徹底して欲しいです。 

○劣っている点：下水の不備 三ツ池や平子公民館あたりの（私の近隣では）側溝の悪臭が強いです。 

○ペットボトルの個別回収を始めてほしい。 ・不燃ごみ（粗大ごみも）の回収日が少なすぎる。他県から引っ

越してきて尾張旭の知名度は全く低かったため住むにあたり不安はありましたが、今は自然も多く、環境もよ

く治安もよくてとても気に入っています。尾張旭のよい所をもっと広められたらよいと思います。（あさぴー

はゆるキャラで上位狙えると思うけど、動くマスコットにするとでぶなのでイラストのバランスで作り直して

ほしい。） 
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○歩道のレンガが斜めになっていたり、デコボコして歩きづらいです。 

○車が乗れなくなった（配偶者）方が（高齢であったり、病気や死亡されたり）とても不便だと言われています。

わが家でも車がない生活を考える事ができません。いずれそうなるとは思いますが、交通組の確保は必ずお願

いしたいと思います。 

○尾張旭市は緑の多いまちだと思う。尾張旭市は住み良いまちで、子育てにはすごく良い環境だと思う。 

○公園、道路など犬の糞の始末が悪すぎ環境を害していると思う。 

○まわりの木々がなくなる宅地を増す、反面空き家が多く出る。 

○尾張旭に来て５０年余り、当時に比べ、あまりの変わり様にびっくりしている。我が家の廻りも緑が半減。駅

まで青々した田んぼが続いていたが、今は全くなくなった。時代の流れか。 

○緑が多い、静か、過ごしやすい。 

○いま池周辺は見晴らしも良く、道路もキレイで優れていると思います。 

○１．緑化運動。２．安全で住み良い町づくり。３．健康保全都市活動の推進。 

○このアンケートを郵送して来た時の表から定形外の封筒として使えることが、大変おどろきました。普通なら

ゴミとして使うところ、それを再利用できることこそ、エコなことだと思います。つまり環境にもやさしい尾

張旭だと思います。 

○川沿いの柵の劣化 

○交通量（車の）の多い道路での歩道の確保。 

○ゴミの少ない街で綺麗だと思います。 

○既に取り組んでおられるのかもしれませんが、近隣自治体との連携した取り組みで市民の環境保全意識をもっ

と高めましょう。 

○まとまった広さを持った雑木林の安易な開発を抑制する。 

○当尾張旭地区は環境も良いし、災害もなく住みよい所だと思います。私事ですが高齢だし身体障害があるので

歩行も苦痛で時々体調も悪くなるので、心配で色々地域の行事等には出席しておりません。皆様のお世話にな

るばかりで心苦しく思っております。 

○名古屋市と比べて危険な害虫が多いことに驚いています。→（ムカデ、毛虫、毒ガ）“生物多様性”“自然とふ

れあうまちづくり”に取り組むことも重要かと思いますが、「安心して生活できる環境」を整えることが第一

ではないでしょうか。（・個人宅の庭木から降ってきた毛虫に刺され、子供が引越してきてすぐに病院にかか

りました。・せんたく物を干しているとチャドクガが飛んでくっついている時もありました。・隣家からムカデ、

ヘビ、ゴキブリが我が家の敷地に進入してきたのを見てしまい、毎日ハラハラ、ドキドキしています。）また、

蚊も多いと思います。たまり水をつくらせないよう衛生的に雨水を活用するためにも、雨水タンク（自家製で

ないもの）の普及に努められてはいかがでしょうか。→小牧・春日井・長久手はすでに制度があります。蚊の

対策用ではありませんが。早急な危険害虫対策の実施をお願いします。 

○尾張旭に住んでいる人（特に年配者６０才以降ぐらい？）の立ちション率がすごいです。この辺りの人は誰に

も注意されてこなかったのかと思うくらい酷いです。そういった基本のマナーを教えると言うこともとても大

切だと思います。あと、下水をもう少し早く整備して欲しいです。その点では遅れていると思います。 

○県森林公園に接する（有する）市でとても緑豊かなところが良いと思う。・「田園都市」として成長して欲しい

です。田舎？と言われても良いと思う。 

○ゴミ収集を個人宅収集にした方が、カラスの被害、ゴミの散らかり等が防げキレイな街づくりへつながると思

う。その辺の対策が劣っていると思う。収集業者が投げ入れるだけでなく、その場に落ちた（落ちている）ゴ

ミも清掃してくれるとよいと思う。駅周辺がさみしい感じがするので、もっと人が集まるよう便利なお店など

充実を望む。コンポストなどの無料配布、太陽光発電の無料設置ができるといいなと思います。 

○とても住みやすい街だと思っています。 

○森林公園＝すぐれている。 

○交通機関の発達。 

○公園用地として取得した土地が未整備のままにされている。 
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○トイレが完備されていない公園が多い。 

○環境問題として市民生活の足元にもっと配慮すべきである。例えば、排水溝の不備が多い。安全、安心な街作

りが先であると思います。（組織の縦割り弊害）都市計画課／環境課／土木課の連携。 

○私の地域は下水道整備がなく道路にどぶがあり、蚊やその他の害虫発生原因となっている。まだまだ区画整理

以外の住宅密集地に道路幅が狭く又、緑も少ない所が多々あり交通の危険も伴う。 

○公園が多いところ。ゴミが少ないところ。地域住民どうしで助けあって清掃活動を行なっているところ。森林

公園があるところ。 

○私有地の林が切られて行くのは何とかならないものかと思います。公有地は当然保護して行かなくてはいけま

せん。 

○家の前が生活道路であるにもかかわらず（柏井町公園通り）、朝夕の子供達の登下校時間にはかなりのスピー

ドで車がぬけ道として走行するので、時間帯を決めて通行制限をかけるとよいと思います。 

○空き家や空地の放置は環境の悪化と共に、防犯及び害虫の温床になりかねないと思います。その地域で生活を

している住人を守るためにも所有者に対し、管理責任を厳しく指導してほしい。 

○子供達がのびのびと遊べる公園がない。既存の公園は小さかったり、ボールで遊んではいけないと書かれてい

たりする。思いきりボールをけれる程の公園の確保・整備をしてほしい。 

○街中の道路がせまい所が多く、車道側に自転車が走れる十分な幅が無い。自転車が走りにくく恐い。特に子供

を乗せた状態で。下水道整備を作って下さい。川が汚れ続けます。 

○地元の人の考え方は理解できない点が多く、あまり指摘できない。長く住んでいるが、今でも不明なままの事

が多くあまり触れずにいるので何も…。すみません。 

○緑が多く、ゴミのポイ捨てが少ない美しい街を維持してほしい。「生物多様性」とか「ＥＳＤ」など、難解な

ことばを使わず、お年寄りから子どもまで参加しやすい施策を市独自の方法で実現してほしい。 

○１５年前からあまり町並の環境変化がない。一つでもいいので新しい目玉になる物がほしい。 

○市民にわかりやすく「環境保全」を教える。「一人一人ができる環境保全」「とり組み」意識の共有を目指す。 

○家の近くは高い建物が無く高台なので、北からの見晴が良く御嶽山も見えます。生垣の有る家も多く緑も多く

有る。少し坂を下ると矢田川に散歩道も有り、多くの人が利用しています。残念な事はバーベキューや花火、

橋などへの落書き、犬のフンが有る。新築の家の屋根にソーラーパネルが有る家が多くなっています。市でも

電力会社に場所を提供してはどうでしょうか。 

○公園都市だけに、公園の数が他自治体に比べて多い所は優れている点だと思うが、園内整備がもう少しできる

といいと思う。 

○下水道整備を早速に実施していただきたい。 

○道路の街路樹が少ないような気がする。街路樹に花が咲くものをもっと使うといいなぁと思う。道路ぎわの草

がいっぱいはえているのが気になる。空き地もよく草むらのようになっているので、どうにかならないかと思

います。 

○優れている点：都会も田舎もあるという感じ。住みやすい地域だと思います。 

○劣っている点：小学校のときからポイすてをよく見ます。たまにひろって帰ったりしていますが、コンビニで

ゴミ箱にゴミが入りきらなくて（これってコンビニに言うのでしょうか…）道？外？に溜まっていたり、ドブ

に捨ててあるのはさすがにひろえないなぁと思っています。 

○当市の立地条件にも起因するでしょうが、昨今の異常気象にも大過無く呉れて来たことに感謝する次第です。

今後は森林や雑木林、農地の保全など、宅地の開発等はバランス良く進める必要があると思います。一考を。 

○稲葉橋の下、河川の整備、公園、花を植える。 

○小学校、中学校の運動場、体育館もっと市民に開放できないか。スポーツ施設少ない。 

○緑が多く、道が整備されている所が多い。まだ整備されていないところもすみずみまでお願いしたい（特に名

鉄瀬戸線沿い）。 

○ゴミ処理施設も充実している。 

○優れている点－・緑が多い。 
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○劣っている点－・交通の便が悪い。文化的な催し物が少ない。 

○メイン道路がきれい。・公園が整備されていて、子供を安心してあそばせれる。・下水道を全てに通してほしい。 

○図書館があまりに貧相です。お隣りの長久手等、本当に整備されています。本も古いものが多すぎます。公園

や空地の整備をもっと行って下さい。特に私有地の整備は市と地権者が話し合い、キレイにしないと「ゴミ」

の投げ捨てのもとになります。 

○道路の樹木の剪定及び草刈りが他の市よりされている点がよい。森や田畑の減少化が進むため、保持する制度

があまり実施されていないのではないか。 

○緑（自然）については少しずつ田んぼが減っている印象と、自然な木が荒れている印象と、尾張旭市金田に道

ぞいに花だんが少ない印象があります。何十年住んでいる人が増えていることは、住みやすい市ととらえるこ

とも出来、大ざっぱに自分が住んでいてうれしい気持ちはある一方、バランスがとれなくなるのがこわいです。

あと、自然以外に事件や事故が増えない環境にも願います。いつまでもここに住みたいととても強く思ってい

ます。どうぞ宜しくお願い致します。 

○自然環境は豊かで、維摩池の廻りはよく散歩コースとして利用させてもらっています。国道３６３の沿線は交

通量多く、車、オートバイなどの中で爆音を出す事がよくあります。又、犯罪事件も多いようです。警察の方

がよく取り締まっていただいており、大変感謝しているがやはり気になります。 

○緑が多い。放置されている土地の除草や道路にはみ出している物や雑草を何とかしてほしい。危険な家屋、ゴ

ミ屋敷への指導をして改善してほしい。 

○公共交通機関の整備充実を実現させ、自家用車がなくても生活できる都市化を希望します。市営バスにて藤ヶ

丘へアクセス（三郷、尾張旭、旭前印場、各瀬戸線駅発着）、名古屋市営バスの乗り入れ（全市内）、南北移動

できる公共交通機関の整備。 

○水辺の自然が残っていて野鳥などがたくさんいる。 

○子どもが気軽に遊べる施設がある（児童館、ふらっと）。 

○交通が不便。バスの本数が少ない。 

○警察署がない。交番が少ない。 

○人の流入が増え、ゴミ出しルールを守らない人が目につき、ゴミの放置があります。 

○地域の環境問題で、住宅街で名義人の住んでいない家があり、庭も雑草で駐車場もゴミがあり役所にさいさん

連絡しても対処してもらえず、安全パトロールで見回ってもらっても対処できないと言われています。まわり

の家は火事にでもなったらと心配です。年末の地域のそうじはみんなで掃除していますが、本当にこまってい

ます。対応が悪いです。 

○尾張旭の空き地、たとえば工場のあと地、使っていない広い土地に市民が集える場所、たとえば長久手市のよ

うにござらっせスーパー銭湯兼農協の様な野菜を市民が作った品を地産地消で市民がうるおうような事を考

えて下さい。もっと尾張旭が元気がでるように。食事、商店街も私たちは全て長久手に行く事が多いので、尾

張旭でお金が使えるようにしてほしい。もっと市を元気がでるようにして下さい。 

○市西部調整区域の下水道整備が非常におくれている様に思われる。 

○矢田川河川敷の散策路について、両岸の整備が違い過ぎる（散策路の周囲）。夏場は特に景観が（北側）悪い。 

○森林公園があるからか、確かに緑はおおいです。が、私が住んでいる地区は区画整理中ということもあるでし

ょうが、緑に包まれている気は全くしません。空き地があればゴミのポイ捨ては当然のようにありますし、歩

道などにも平気でタバコの吸い殻、犬のフンなどが置き去られています。市で実施すべき環境保全施策は思い

つきませんが、自分の家内や車内だけきれいなら他はどうでもいいという考えを個人が変えていくことが、す

べてに繋がっていると強く感じています。 

○約２５年尾張旭で生活している。大変住みやすいところだと思う。私の家の前がゴミ集積所となっているが、

マナーの悪い人がいるので困ったものである。農地が宅地化されてきているが、農地も守る必要があると思う

が市はその気はないのではないか。地産地消まではいかないが、食料危機の場合には、農地がないと困るしそ

の為の用水も必要と思うが、市の対応はよくないのではないか。 

○農振地区の整備をして、環境を保持しながら店舗等の拡大をして欲しい。 
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○０ｙｅｎリサイクル。 

○ここ２０年位で随分と住みやすくなりました。緑も多く病院、スーパーも増え、都心にも便利でここに越して

来て良かったと思います。ただ私の町内は下水道が整備されていないのでそれが不満ですね。ゴミの分別はだ

いぶ進んできましたがもう少し細かくてもいいと思います。 

○環境保全という言葉は聞くし、ネット、雑誌等で情報は得られるが、その成果が目で見えない。もしくは小さ

い。３０代～ぐらいの方は環境保全の認識があるかもしれないが、子供、A 代、２０代の方にはあまり意識し

ている人は少ないと思う。体力のある年の子達に知ってもらう、行動してもらう事はとても意味があると思い

ます。学校行事等に環境保全に取り組む事をいれてみては？遠足などにうまく入れたりとか、大人達だけで取

り組んでもムリだと思います。小さい子から環境について教えていく事が将来につながると思います。 

○焼却した灰のリサイクルの取組み ・自家用車をなるべく使わないように、公共交通機関を利用する。そのた

めにはあさぴーバスの一日の本数をもっと多くしていただきたい。・子どもたちの遊び場として遊園地がある

とよいと思います。 

○森林公園がある！というのは優れていると思う！ 

○環境保全もいいですが、カラス等の害鳥・害獣の対策をしてほしい。特にカラスは最近多くて、ゴミ、農作物

にダメージが多い。駆除をしてほしい。 

○ゴミの分別は随分浸透した様に思います。カラスにつつかれない様気を配るなど、常にきれいにしておきたい

という気持ちを持つ人が多くなってきている様です。区画整理で以前は池があり、カエル、カモ、カメ、ヌー

トリアと色々いて楽しかったです。田舎育ちなので、夏にカエルの鳴き声が聞かれないのはとても淋しいです。

また池の水面に映る月がとてもきれいで…。できれば水を入れて頂き、そういった環境を残すことってすごく

大切なことだと思います。 

○最近、我が地区は瀬戸方面からの抜け道らしく住宅内道路の交通量（朝）が増え、高校生の通学路になってい

る為、速度を落して走行する注意看板設置を望む。空地に雑草が茂り、見映えが悪い。所有者（管理者）には

定期的に刈る事を指導。ポイ捨ての要因ともなっている。 

○リサイクル広場があるのはいいことだと思う。 

○住環境を整備するためには、市民の意識はもちろん、市の行政能力がどれほどのものかで充実すると考えます。

このアンケートを実施しただけにとどまらず有効に生かしてほしい。 

○全く関係のない意見ですが、夏の花火大会を続けて下さい。終了後、皆さんとてもよろこんでいますよ。毎年

見ております。いつも感じております。 

○優れている点：静か。空気がきれい。緑が多い。住宅地と商業地が分かれている。 

○劣っている点：地域に整備されている公園が少ない（三郷小地区、狩宿）。川辺がきたない。 

○下水道の整備を行なってほしいです。 

○リサイクルセンターの市民に対する認知度が低すぎると思います。施設の利用方法などを周知させる必要があ

るのではないでしょうか？ゴミ分別の冊子のｐｄｆを見られるだけじゃなく、ゴミの種類から検索できるシス

テムがあると嬉しいです。 

○●●な環境保全対策に対し、まず、前進なる行動できる人間作りとつねに心配りの実行なる集団的な参加を願

う。市役所の方々は本当にご苦労さまです。感謝します。 

○尾張旭市は森林公園があり緑が多い市ときいています！ところが公共施設・街路樹等は枯れていたり（放

置？！）、樹木が少なかったり…と残念に思います。散歩・ウォーキングをしていて常に感じます。 

○私の地域では、車、特にバイクの騒音がひどいです。日中ならいいのですが、夜間にすごい音で走行するとと

ても迷惑です。最近はエコカーが多く静かな車が多い中、バイクに関してはなかなか昔と変わっていない現状

なため、そこが何とかなればなぁ～と思っています。（問 C と関係ない内容になってしまいました。）尾張旭市

の環境は、緑も多く優れていると思います。深夜の車、バイクの騒音対策としてもう少し取り締り（違反のよ

うな改造車）を強化してほしいなと思います（←警察もふくめ）。いつもありがとうございます。 

○矢田川周辺の整備（公園、デイキャンプとか水辺の整備を県と一緒に）。 

○自然環境に恵まれ、快適な住宅地が沢山増え「健康都市」の実施で定着してきた事が良いと思います。大規模
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災害が発生した場合の備え方が心配です。 

○城山町の住人ですが、下水道処理施設の計画はあるのでしょうか？早くお願いしたいです。 

○地域猫の会があるようですが（会員ではありませんが）、市のご援助をよろしくお願いいたします。 

○町内みんなで協力して家の回りの草取りを行い、ゴミ出しルールをみんなが守り、きれいな町そして気持良い

町になるといいと思います。 

○ため池、河川などの水辺環境と整備・保全してほしい。理由：人間は海を含め『水』に対して精神的安定感を

求めるものであると考えている。尾張旭市もずい分とため池が減ってしまったが、水際まで入り込める環境を

整備すべきと思われる。「水際」は多様な動植物の生息域であり、「自然」というものの人間と最も身近に触れ

合うことができる場所である。 

○各町内の公園があまりにも小さい。（環境保全施策の質問回答ではない？）理由：都計公園の基準通りかも知

れないが子供の遊び場程度であり、災害等の避難場所にはならないと思う。小中学校の校庭が大きくてその代

替と考えればよいが、そこには「緑が全くない」状況で、人間無視と言わざるを得ない。緑で囲むと犯罪環境

を助長することになるように思われなかなかむつかしいものですね。 

○尾張旭市に限らないことですが、近年街路樹の剪定が早くなり、それもほとんど丸坊主のように刈り落されま

す。城山街道のナンキンハゼも数年前迄は紅葉が楽しめ、その頃になると紅葉を楽しみに皆しておりました。

しかしある朝、バッサリと切りおとされた木、葉に全くがっかりします。他の町でもいちょうの木も頭をたく

さん切られ、これならば紅葉樹を街路樹として植えればよいのではないかと思います。枯れ葉の苦情が来るの

もわかりますが、せっかくの緑、色づいた樹を楽しむことが近年できなくなっています。町は剪定業者に日に

ちを指定して頼むのだと思いますが、剪定された翌日の様子を写真にとって確かめてみて下さい。 

○（尾張旭市の優れている点）市域面積に対する緑化地域の占める率が高いこと。また高層建設物が少ない為、

空が広く感じること。森林、河川、田畑等が地域に分散しながら自然景観を保っている上にそこに生存する動

植物が多様なこと、良くいえば田舎の形態を保っている点が良い環境になっている。（劣っている点）都市形

態が中途半端（下水道、ゴミ処理、道路環境、コミュニティの形成、交通不便、住宅地域商業地域、工業地区、

公共施設群等の利便性が悪い）周辺自治体との協調活動、公共企業体との連携が悪い。 

○市道に木の枝をはみ出している所を早めにばっさいして欲しい。 

○プラスチックゴミの回収を１週間に１回にしてほしい。 

○ひまわりの種やゴーヤのなえをもっとくばってほしい。 

○公園があまりない。 

○矢田川への遊歩道への入口がベビーカーや車イスが入れるようにしてほしい（北側）。 

○バイクの音がうるさくて子供が泣いて困っている。 

○矢田川の遊歩道にトイレと外灯を！ 

○橋から見える風景がとても気にいっているけど、堤防がゴミだらけの時があったり、夏場は虫がいっぱい。 

○バリアフリーのお店などを広報で紹介してほしい。 

○矢田川の堤防道路に自転車専用道路を。 

○問題が煩雑に過ぎて解答が出しにくい。せめて項目を半分くらいにしてもっと解答が容易にできるように工夫

することが肝要である。これではアンケートに答える人が（たとえその意志があっても）、数が少なくなるこ

とは必至である。私のように８０を越えた老人にこのようなアンケートを課すのは余りにも苛酷である。 

○転勤職の為、京都、北海道を渡り歩き、定年を期に尾張旭市に終の住みかとの思いで三十数年になります。田

舎の風景と緑の多い城山や森林公園等、癒される場所です。特に城山街道の農道は、自動車を持たなくなった

私達の散歩道となりました。残してほしいスポットです。空地が無くなり住宅が密集し、少し気になる事もあ

りますが…。子供達の優しい誘いを拒み乍ら今日に至っています。 

○大変住みやすい街です。森林公園や市の中央に団地があり、結果として緑化等の環境向上に貢献していること

はグッドです。ただし、生活道路が狭く、特に歩行者の交通安全環境が悪い地域が多く、区画整理済区域との

差が大きすぎるのは課題です。街づくりにおいては道路、公園、緑化、交通安全、騒音等のトータルバランス

が重要です。今後ともこうした点での環境保全施策の実施に期待しています。 
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○商業、店舗のライト節電。夜中までついている。・子育て世代への配慮、市からのお祝い金、子供を次世代を

増やしやすい環境への取り組み、金銭のバックアップ＝少子化への不安軽減、環境作り、子供の未来が輝やか

しく育てやすい尾張旭市へ！保育園、日よう日も実施へ動いてほしい。土・日休みの人しか働けない、預けら

れない環境の打破を積極的に尾張旭市が他に先がけて実施！水野さん、よろしくお願いします。 

○ゴミ収集に関して、以前に比べると収集される時間が遅く昼すぎまで放置されているし、自動販売機等のペッ

トボトル、缶類など、整理されていない場所があり目に付く。 

○緑化の拡大と水の浄化から始める必要があると感じます。また、ゴミ、資源の有効利用を市の方針として長い

目で考えて実行することも必要です。市としての優れている点としては環境良化に向けての素地があり、可能

性を秘めている所です、市の規模がまだ大きくなくコストが少ないのではないかと思います。劣っている点は

街の造り方が環境を意識したつくりになっていないのでは。それは方針がない企図（目標）がない様に感じら

れます。 

○下水道網の拡大。自転車専用道の設置。 

○下水の臭い対策が劣っている。 

○今回のアンケートは内容が難しかったり、よく似た設問が続いたり…で、答えづらかったです。尾張旭市に住

んで一年になりますが、ゴーヤの苗の配布だったり（もう少し配布量を増やしても良いのでは？）、身近な所

で緑化の取り組みは感じて、我が家も（苗の配布は残念ながら間に合いませんでしたが）ゴーヤのグリーンカ

ーテンを育て中です。ただ、今の所はツルが伸びてる程度であまり上手く行っていませんが。他に、家庭内で

出た野菜くず等は庭に穴を掘って自分で処理しているので、生ゴミはとても少ないと思っております。子ども

（４才）も庭でバッタやカマキリを見つけて、名古屋でマンション住まいだった時よりは自然に親しめるよう

になっています。尾張旭市は池もたくさんあり、父親と魚つりに行ったり、矢田川に魚を見に行ったりしてい

ます。お城の前の田んぼ等、もう少し緑が多ければありがたいとは思っております。記念樹のプレゼント（３

千円分）などの取り組みには賛成しております。近々植える予定です。 

○森林公園、散歩道があったり、自然にふれ合うことができていいなと思う。このまま緑の多い環境をたもって

いくことができたらいいと思います。 

○環境保全と一口に言ってもさまざまな取り組みがあると思いますが、校区単位ではゴミ０運動などに参加して

おりますが、校区から自治会の団体へと細やかにおろしてくる事業などあっても良いと思います。自分達の町

は自分達の手で…そんな活動を皆がやる気を持って定着して欲しいです。ある例として、足助の町並みですが

年間おとずれる人も多いのですが、よく町の端から端まで道路中の草刈りを町の人総出でやっているのを見か

けます。そんな光景を見て、とても団結心のある素敵な町だと感心します。一人一人の心がけで、やれば出来

るんだと思いました。尾張旭市にも定着して行う何かがあるといいと思います。一人一人の力は寄せれば大き

な力に。〝炭焼きは地球を救う〟そんなイベントに参加もしました。炭の粉を山にヘリや人力でまき水質保全

に。又、炭を川に置き川をきれいにしたり。一人の運動が何千人の運動へと変えられた姿も見ました。まずは

アイデアからですネ。 

○健康診断について優れている。・高層建物が多い（市のイメージダウン、風通しも悪い）。 

○娯楽施設は一ヵ所に集める。 

○夜でもウォーキングが出来る場所を増やす。 

○犬のふんがいまだに落ちている。 

○瀬戸線周辺の防音壁の検討。 

○優：①誇れる文化財が一つの市として十分存在する。②多くの道路に街路樹などの緑がある。③ゴミの分別が

徹底されている。 

○劣：①優①が市民に周知されていない。②そもそもの道路自体の整備が不十分かつ樹木が整えられていない為、

通行する側にとって緑が「邪魔なもの」になっている。③ゴミを分別して何か成果が出ている実感は無い。 

○健康・環境面で市民として市の活動として、特に力を注いでいることを実感しています。 
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○尾張旭市に住んで満足していることは ①ごみ処理体制 ②下水道事業 ③静かな環境 一方不満足なこと

は ①市営バスが一時間半に一本。せめて一時間に一本としていただきたい。②総合病院が公立陶生病院だけ

で遠隔地過ぎる。近くの旭労災病院の建替えが遅々として進まず、西隣のグランドの有効利用など支援、促進

策が必要ではないでしょうか。 

○環境活動を実行した者にポイントを与える。１時間当り１ポイント。公共施設を利用する者は一定量の環境ポ

イントを必要とする。年金生活者で健康な人に環境活動に参加して頂くと一定のポイントを与える。ポイント

は公共施設の利用代金（費用）に充当できる。希望者には一定額で換金できる事にする。 

○分別でリサイクルできる物がたくさんあると思います。雑誌・プラ等、毎週収集ならば成果があがるのでは？ 

○早く市内全域に下水道を整備して河川の水質汚濁対策を図る（土地区画整理事業の推進）。・ドライバーによる

ゴミのポイ捨てが多く見られる。ドライバーのマナーの向上と市内一斉クリーン作戦（ゴミ０運動）を年に２

～３回実施する。・自治会（町内会）未加入世帯が増えており、地域コミュニティが不足。大地震発生時など

共助活動が難しくなっている。 

○環境について：危険箇所等に立て看板等の設置。 

○役所の対応が良い。近所にまだ浄化槽のままの貸倉庫が有り、大変臭いが気になる時があり、強制的に下水工

事をするようにして頂きたいです。 

○下水道整備の取り組みをすみやかにお願いしたいです。 

○城山地区に住んでいます。山林の保護、水辺環境は良いと思います。 

○自然環境は素晴らしいものがあり、維持していただきたい。・住宅地の道路が狭く、歩道がなく、見通しも悪

く何時交通事故が起きないか心配しております（山の手町付近）。 

○緑が多い市…というだけで、その緑を美しく生かした街並みなどが少なく残念。 

○道路も自転車などで安全にたのしく走れる道が少ない。なるべく自動車の利用を少なく…と思っているが、自

転車で移動するとうんざりする。 

○ごみ焼却熱の有効利用。 

○①道路の整備＝車道と自転車専用レーン、歩道とを分けた道路整備。交差点内に色を付け（信号なしの交差点）

交差点である事の確識度を上げ事故防止対策を行っていく。②下水の整備をする＝市全体が下水処理可能な施

設を設けて完全下水処理体制にする事。③市の財源の確保＝再生エネルギーを積極的に行い、シャープ、京セ

ラ、三菱などの大企業を市として招致し財源の確保につとめる。④文化活動の場作り＝文化会館も老朽化して

いるため、新しく建替えをして、多くの文化事業を積極的に行っていく。夏場には森林公園を利用してジャズ

フェスティバルの開催をするとか、他の市にはない文化事業に取り組みをしてほしい。⑤スポーツ活動につい

て＝市として陸上競技場やアリーナ施設を設けて、市民や他の市町村から競技大会が行える施設の整備を行っ

てはどうか。⑥交通の整備について＝名東区の藤ヶ丘から出ているリニモを印場駅まで直結し、人の流れを市

の方へうながす事で、南北の公共交通のスムーズな人の流れをうながす事になると思う。⑦再生エネルギーの

推進の為に＝市として大だい的な方策を行い、太陽エネルギー、風力エネルギーの活用の為に、補助金の大幅

な公布や市として独自に再生エネルギーを作るための施設の場所を確保する。 

○森林公園は環境保全という意味で、県でもトップレベルで認知されている場所だと思うので、維持・保全して

いって欲しい。ただ、その他の地区の公園の整備は手薄な感じがします。田んぼアートも全国放送で取り上げ

られたほど認知されてきているので、環境保全ピーアールも市民に認知されるような対策があると良い。子供

のうちから各保育園・小中学校などで環境問題について知識を得たり、体験できる機会を増やして、身近な物

である事をうえつけていく事が必要だと思う。（例えば、ゴミを捨てず水をキレイに保つとホタルや各幼虫・

魚などが成育する事を学び、実際にそういった生物に触れて興味を持たせる。）緑化に対する取組は積極的で

良いと思う。市民祭などで苗を渡して個人家庭から緑を増やすというのは素敵です。維摩池は夏場に子供の水

遊びで利用するが臭い（川の水が汚い）。 

○全然関係ありませんが、交通の便を良くして欲しい。藤ヶ丘行きｅｔｃ． 
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○環境マナーがきわめて悪い。市は条例を制定してもっと取り締りを強化すべきである。①散歩中の犬の「ふん」

を持ち帰らない。道路は「ふん」だらけ。②ネコを放し飼いにし、他人の庭で「ふん」をさせる。③犬が明け

方に吠える声がやかましくて寝むれない。④側溝にヘドロが流れてくる。個人の浄化槽は点検して使用してい

るのか？何を流してくるのか？⑤空き家の草木がのび放題で家主はまったく手入れしない。大きな環境問題を

議論する前に、以上のような身近な問題を解決し住みよい町づくりを行うべき。 

○近くの公園の雑草が子供の腰ぐらいの高さまで生えていて、せっかくの広場が草だらけで、奥にあるスベリ台

や鉄棒まで行こうという気持ちがなくなってしまう。広場や公園は不審者が出没しない雰囲気に常にしておい

て欲しい。地域で作業するｅｔｃ． 何か対策を考えて欲しい。 

○騒音が少なく静か。 

○近くに森林公園があり、さまざまな小鳥鳴声やキツネを見かけることもありいやされる。・河川がきたない。

親しみを感じない。 

○幹まわりが２ｍあるような大木や桜の大木が、何もかえり見られることなく切たおされ、さら地になっている。

一旦破損したものはもとにはもどらない。われわれの緑の保全に対する意識の低下が残念でならない。・樹林、

緑地がミニ乱開発により焼失している。 

○矢田川河川敷公園、遊歩道、サイクリング道等の整備。・電柱の地中化、市街地の再開発。区画整理の実施、

道路の拡張、鉄道の立体交差による交通渋滞の緩和等による都市景観、空問、ゆとり、安全性の改善。 

○市北部は県森林公園があるので緑地が多い。城山街道以南に緑地を増やしてほしい。 

○お城の前の田んぼのとりくみは楽しいし、すばらしいと思います。 

○印場公園の駐車場をつかえる様にする。通学路のそっこうのふたをしてほしい。全部に。鉄パンをしている人

やグレイチングの人、バラバラで見た目もわるいしあぶない。 

○ゴミ回収について ①プラ、缶、古紙などの資源ごみの出す場所が遠すぎる。“燃えるごみ”とは別の収集場

所で遠いため、小さい子どもを連れてのごみ出しが大変。②プラごみ袋がなぜ有料で４５リットルの袋しかな

いのか。リサイクルのごみですらごみ袋が有料で回収日も少ない。→ごみの分別に積極的に取り組む意欲が低

下してしまう。自然の多い街並みを今後も残してほしい。バスの運行を増やしてほしい。 

○（○）緑が多く公園も整備され住みやすい。（×）下水道の整備がされていない。（×）みぞやあき地が多く、

蚊が多く不衛生。 

○下水の整備を急ぎ、汚水が河川に入らない様にする。 

○環境について広く伝えたら良いと思います。発信しても受け取る方の気持がないと何もならないと思います。

いかに大勢の人が興味を持ってもらえるのかが問題だと思います。各々に自分の問題をいう意識が高まればい

いかなと思います。でもこれは随分むつかしい事と思います。 

○ＰＲ不足。このアンケートを見て初めて“太陽光発電システム設置費補助事業”について知った。今年取りつ

けをした所だったので残念。 

○矢田川の水質保全に力を入れていただきたい。 

○環境の事を考えるのなら、見栄えの良い街に工事をして直していく必要はないと思う。駅前のロータリー等、

わざわざ作る必要はない。瀬戸市の様にもっとバスを通すべきだと思う（長久手市の様に）。あさぴーバスは

全て市役所行きでなくてよいと思う。瀬戸電の車しか交通手段がない。 

○公共交通機関が充実していないので、自家用車なしでの生活は不可能。高齢になった時のことを考えると、周

りにコンビニくらいしかないので引越しせざるを得ないと思う。 

○交通：家～駅に行くのに本数の少ないバスを待たなければいけない事。色々住むには良いが毎日が不自由です。 

○緑の多さ→優れている点。 

○多度神社の交差点から瀬戸街道までの通りが、車や人の行き来が多い割に道幅が狭いと感じる。 

○城山街道の並木の（ナンキンハゼ）の街路樹の剪定を、紅葉がおわってからにしてほしいです。 
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○優れている点：歩道が以前よりずい分広くなった。道路わきの緑が充実している。ポイ捨てゴミをほとんどみ

ない。劣っている点：雑草で歩道が幅半分以上通行出来ない期間が長い。旭駅前の南西の緑化保全地区の木に

毎年葉を食べる音がうるさい程毛虫がつき、秋にはその土手のわたぼうしがはいて捨てる程、毎日洗濯物につ

く。ガードレールに木を使用する（杉）。プラスチックを油に変える機械を買う。休耕地や空地等の借農地へ

の増加。 

○歩行者の安全のため、歩道の整備と自転車専用レーンの設置。 

○公園の遊具が古い。長久手のように子供が楽しめるものがあると嬉しい。 

○住宅植木等が歩道上に出ている。市の中心部の環境が遅れている。下水道、歩道がない。 

○尾張旭市の住民となって１６年が経ちます。緑が多く、街が清潔で住みやすい等、とてもうれしく思っていま

す。各地域、団体でリサイクル等の回収も多く実施され助かっています。Ｂｕｔ 住宅が瀬戸街道に面してい

る為、車の騒音（特に夜半のバイクのふかし音）は悩ましい限りです。今後の期待する事は、尾張旭市の特徴、

誇れる物、これは自慢出来る何かが必要と思います。子ども出生率Ｎｏ．１ 緑化・美化Ｎｏ．１ ゴミ削減

率Ｎｏ．１ ｅｔｃ… 

○問１の行政の取り組みについて：色々な対策の項目があるが、それぞれの対策、取り組み等内容が分からない、

理解できていないため、満足、不満の判断ができないものがある（どちらとも言えないに印）。対策、取り組

み内容は“広報おわりあさひ”で紹介されてきているのか、又、後日内容を知ろうとすればどんな手段で行な

えば良いか。対策、取り組み内容を知らせる広報、教宣活動が定期的（例えば年１回）にされる事が必要と思

われる。 

○①自発林：ため池等の水辺。ため池等と連なる水田地帯の自発のネットワークの保全。②３Ｒによるゴミ対策

→住民参加の環境にやさしいまちづくり。③環境保全の施策を勧め行政の力強いご指導を期待します。 

○①市バスの運行を現在の倍まで増やして欲しい。 

○あらゆる所で“光”があふれている。“人工光”はやめて“自然光”を活用しましょう。放射線被爆に相当す

る“長期慢性光障害”が今の環境（通常の日中の室内、テレビ、夜ふかし）が今から３０～４０年後に大問題

になりますよ。とにかく“節光”の大切さを認識しましょう（光公害の●、レルシ、環境のために）。 

○あいがも農法を周知し、あいがもを保護する。最近、旭丘小近くの田んぼや畑が少なくなり、昔から住んでい

た身としては少しさみしい気がする。 

○優れている点は、居住地区の自治体の活動がとても一生懸命されていて、ゴミ拾い、くさとり等、環境活動へ

の取り組みはとても良いと思います。劣っている点は、市の中心部は市全体の環境問題への取り組みが充分か

もしれないが、場所によって市の隅の方の町内など、市の取り組みがあまり届いてない。自治会を通じてもっ

と市の職員の方が環境問題等取り組んでいることを伝えに来てほしいと思います。 

○今回のアンケート調査の封筒の再利用はすばらしいと思いました。もちろん、使わさせて頂きますのでありが

とうございました。 

○公園が小さい子供向けになっており、小学校高学年の子供たちが遊べる場所が少ない。こういう状況を市役所

に訴えても相手にしてもらえない。市民の訴えを聞こうとしない組織であり、市であることが劣っていると感

じる。 

○私は尾張旭市に住み始めて 42 年になります。当時は囲りは雑草が多くたぬきがいたり、くじゃくがいたりで

随分と驚いたものです。今はすっかりさま変り完全に都市になりました。市バスあさぴー号が走り、市民の足

となっています。発展したものですね。その分私も老いました。今は身体的障害を持ち病院通いです。あさぴ

ー号がせめて 1 時間に 1 本走ってくれたら・・・・ムリでしょうね。尾張旭市の「非核都市宣言」 これは

お友達に自慢できる事のひとつです。「安心して住める町」 素晴らしいです。私はこの町に住んで良かった。

そして生涯を終えることができた。といえるようなそんな町であって欲しいです。そしてもうひとつ、どんな

悪天候でも、毎回、毎回きちんと収集してくれる清掃者の皆さん、私は大きな花丸をあげたいです。あなた達

がいるから、町の中はきれいなのだと思います。ありがとう！そしてこれからもよろしく！ 
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○豊田市から引っ越してきたが、他の市は妊婦健診の歯科検診が妊婦健診と産後健診があった。以前歯科で勤め

ていたので、それが普通だと思っていたので一つしかないなんてびっくりしました。そこは妊婦と産後、両方

あるべきだと思う。あと新生児の訪問の回数も豊田市に比べて回数が圧倒的に少ない。もう少し子育て支援を

充実させるべきです。あとは、住むにしては尾張旭市は何でもまわりにあるし、いいと思うけど、いつも渋滞

している。二車線にするとかした方が混むのを防げるのにと思う。あと、夜ウォーキングしているとゴキブリ

をたくさん見ます。豊田に住んでおるときは外歩いていてそんな見ることなかったので、ほんとに嫌いです。

飲食店が多いのが原因なのかな？なんだか町が汚くみえます。 

○又、花火大会が出来るような環境作りを考えてもらえたら・・・・・ このようなアンケートを行っている市

は（市長）それだけで優れていると思います。 

○下水道の整備につきまして、もう少し考えていただけましたら幸いです。 

○ゴミのポイ捨て・タバコのポイ捨て等は法例で罰則を作ると良いと思います。 

○公園はとてもよく整備されていると思います。皆が散歩やジョギングを楽しめ、とても良いと思います。道路

幅が狭く歩道が整っていないので、車と歩行者の安全性が低いか・・・。あまり劣っている点は思いつきませ

ん。 

○矢田川の散歩道は素晴らしい。四季折々の景観。草木の移り変わり。いろいろな鳥の飛来は待ち遠しい。最近、

矢田川の上の方の自然林がどんどん伐採されました。あそこに住んでいた小鳥や小動物はどうなったのかと心

が痛みます。人間だけでなく全ての生物の事をよく考えて環境保全に取り組んで下さい。 

○自治会単位での取り組みが様々にあり、地域のそうした行事に参加しないと、ここに住んでいる事が心地悪い

時代・年代があった。区画整理の為、新しい人が増え新しい町になった事で、地域に対する思いが少しうすれ

てきた。それと共に年齢的にもひとつの時代が自分の中では終わったと思う。若い人を中心に大いに考え、取

り組んでいってほしいと思う。 

○こじんまりと、まとまりの良い街のメリットを生かし、一斉に環境保全に向けた作業等に取り組めるかと思う。

だだし、作業の細分化と目的・方向性を明確にして、進めていけると良いと思う。 

○下水道の完備 

○環境保全の取り組み、理解度が低いように思います。いろいろな活動を通して、理解を深めたいです。 

○森林公園があることで、緑の多さが優れている。 ・もっと便利で環境に良い交通機関が整備されると良い。 

○まだこちらに住んで日が浅いのですが総合的には住みやすいまちだと思います。ただ傾斜のある道が多いので

年を取って、自転車や車が使えなくなったら少し不便かと思います。（あさぴー号などのバスもそれほど本数

がある訳でもないので） ふだんはほとんど自転車移動ですが歩道がせまくガタガタなのが気になります。傾

斜で少々スピードが出てしまう時は自転車カゴの中身が飛び出してしまうほどです。あと所々、道路脇の雑草

が道を覆っているので刈り取りをして頂きたいです。四ツ角など雑草で見通しが悪いです。本来、自転車で歩

道を走ってはいけないのでしょうが、狭くて傾斜もあるので車道を走るのは怖いです。歩道の整備と雑草の刈

り取りの方、ご検討願います。 

○宅地が無秩序に開発されている点は、行政で条例を定める等して規制できないでしょうか。古くから住む家の

前に高層マンションが立つ等、住人の利益を害し、新住人を求める姿勢は考えが足りません。旧来からの市街

地、新市街地、緑化地区等で区分けして開発してもらいたい。 

○水は生命の源 水辺の環境整備（水質を含め）はとても大切な事と思う。（子供の教育上も大切と思います。） 

○環境保全に関する催しを広報等で紹介して下さり関心が持てます。なかなか集まりに出かける余裕がないので

広報等で読んで「こんなことをするといいんだな。」と思っています。またいろいろな情報を提供して下さい。 

○夜、車・バイク等騒音 

○町の中の看板が多すぎ、大きすぎで見苦しい。ヨーロッパの街のように上品な町にしてほしい。（車を運転し

ていても、じゃまなことが多い。） 

○森林公園は他の自治体にはない貴重な特色です。魅力あるものにして下さい。 

○下水道整備にもっと“力”を入れるべき！ 
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○街灯が少ない。道路の端がデコボコしていて自転車で走るときあぶない。矢田川沿いのポイ捨てがヒドい！。

畑で野焼きをしている人がいるので罰して欲しい。年齢など関係なく、注意ではなく処罰！ 

○瑞鳳地区の西山町一丁目の畑で野焼きが頻繁に行われていて、喘息の人や外で洗濯物を乾かしていると匂いが

ついてしまったりして困っています。野焼きに対する大気汚染についての問題の対策を強化して頂きたいです。

また、自動車が騒音を出しながら、夜だけでなく昼などでも徘徊をしているので、対策して頂きたいと思って

います。 

○優れている点は、森林公園など比較的大きな公園があり緑豊かな所だと思います。けれどもその一方で、私が

住んでいる所ではマンションなどが次々と建設され、今まで季節ごとに聞いた鳥の鳴き声がなくなってきたよ

うな気がします。住宅地では庭に木を植えて、あまり高さのある建造物にしないと良いと思います。以前ドイ

ツで見た街並みのように統一感があって、なおかつ文化が感じられ、景観も良く、自然も身近に感じられると

ベストだと思います。街がきれいな所ほど、人々の美意識も高いと思います。剪定費用の援助制度も効果があ

ると思います。快適な街造りに役立つかどうかは分かりませんが、車のナンバープレートも“尾張小牧”を辞

めて、“名古屋東”とかにしたら良いと思います。私の周りの人も「名古屋と一緒になりたい」という人がほ

とんどです。急速に発展して施設も充実している長久手もお手本になるかもしれません。あらゆる世代の人が

憧れる町になる事を期待しております。 

○ISOE001 の取り組みは結果を求められます。数値目標を決め、P・O・C・Aにより行動実施すべきかな。 

○住民への気づきをどうするか。又対象のうち独居世帯への周知指導は。とくにアパート入居者への意識がうす

いのではないか。ごみ出しが守られていない。→ポイ捨て防止はどうするか。入居斡旋業者（ミニミニ等々へ

の協力依頼は考えてみては。（アパート入居者の町内会加入は低いのではないか。） 

○私は毎日三郷駅を利用し、名古屋へ通勤しています。三郷駅は、沿線のうち最も利用客が多いと思います。し

かしながら駅及び周辺地域の環境は最も劣悪に感じます。市内での最優先課題は、三郷駅及び周辺地域の再開

発ではないでしょうか。全力で取り組んでいただきたいと思います。 

○下水道整備 A0％を早期実現して欲しい 

公園など緑が多いと思うが、維持管理を出来る体制を作って欲しいと思います。 

○ＥＳＤという言葉を今回のアンケートで初めて知りましたが、具体的なイメージが浮かびません。例えば既存

の活動で、どのような事例があるのか、広報・周知をお願いします。 

 ・尾張旭市の環境で優れている点は、水田や農地が住宅地の身近に残っている点だと思います。名鉄の線路か

ら城山公園にかけての水田や、旭小学校の南から旭南線沿い（西の野町、稲葉町など）の水田は風景として

魅力があります。夏の気温上昇抑制や雨水流出抑制にも役立っていると思います。野鳥や昆虫のすみかでも

あります。ぜひ水田・農地を保全して、次の世代に残して下さい。 

 ・実施してほしいのは、尾張旭市の身近な自然や生き物を市民に伝えるＰＲ活動です。とくに児童や生徒を対

象に、身近な地域の固有種や絶滅危惧種、里山などにふれる機会を提出してください。知ることで愛着が湧

き、行動につながると思います。 

 ・一部の河川には家庭の生活排水がそのまま流れ込んでいるようです。下水道の整備を進めてください。 

 ・時間はかかると思いますが、歩道を拡幅して街路樹を植えたり、その場所に合うサイズの樹木の種類に更新

したりしてください。町並みの美しさと、環境と、交通安全と、快適でゆとりある都市空間が達成できたら、

もっと暮らしやすい尾張旭市になると思います。 

○街路樹等の手入れが不十分で雑草が多い→道路の雑草が多く、車からの視界が悪い 
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○まず何よりも下水道整備を早急に行うべきだと考えます。未だにそれが行われない理由は何なのでしょうか。

こんなに過ごしにくく、無駄なお金ばかりかかる市は他に類を見ません。最初から分かっていたら、このよう

な市に移り住むことは考えなかったです。環境保全とか、リサイクルとか、市民の意識を変えるとか、他市か

ら評価されたいのでしょうがそんな分不相応なことを考える前に、日本人として生活する上での最低限の整備

くらいは行ってください。尾張旭市民の交通マナーは他市と比べても非常に悪く、もともと品位のない方たち

に「暗黙のルール」や「人として当然のマナー」を守ってほしいと考えても無駄なことなので、守らざるを得

ないような環境を作るべきだと思います。例えば長久手方面から市役所方面に向かう時、宮下橋北で右折をす

る車は多いのですが、対向車が（橋を渡った次の信号が必ず赤なのに）黄色信号でも、赤信号でも止まらずに

直進してくるので、こちらの信号には、右折信号が必要不可欠ではないかと思います。・・・・・・お言葉で

すが、「市役所東」のような、市役所職員の通勤のためだけの信号は、市役所職員以外の市民には、不要なも

のです。税金をたくさん払ってくれる企業の周りばかり、信号や道路を整備するのも、市民にとっての利益は

ありません。信号は、本当に必要な場所に、作って下さい。市役所から遠い地方には、整備しなければ危険な

道路が数えきれないくらいあります。本地ヶ原グラウンドの壊れた遊具はいつまでもそのまま放置されていま

す。市役所から近い順に整備していく今の体制は、市制として正しいことだとはどうしても思えません。市役

所職員が市民の声に耳を傾けなければ、市としては終わっていると言っていいでしょう。ただ、その腐った体

制がいつまでも改善されないままここまで来てしまっているのだから、もはや希望は無いと断言できます。早

いところ転居を考えた方が得策でしょうね。最後に、市民の活動として、紅茶の会には鼻で笑いましたが、シ

ュラバスターは評価できると思います。 

○町内で清掃活動や文化的行事を行っている所が優れていると思う 

○優れている点・・・森林公園があること 劣っている点・・・警察署がないこと（守山、瀬戸のように） 犯

罪が多い 自宅の向いに、マンションのゴミ捨て場があり、カラスやネコにゴミを漁られ、軽いゴミが飛ばさ

れて、家の敷地に入ったり、グチャグチャのゴミを見るたびに不快です。火・金のゴミの日に雨戸を開け、庭

にゴミ（ビニール類・ティッシュなど）が飛んでいるのを見ると、憂鬱で不快です。マンションのゴミ捨てに

一生（週 2 回）、悩まされると思うと憂鬱です。今まで貼り紙、持ち主・業者などと話ししたことがあります

が、、、軽くしか受け止めてくれませんでした。→近所の人が掃除するのがあたりまえみたいに感じた。ゴミ捨

て場は、業者の仕事に入っていませんと言われたこともあります。不快です。 

○優れている点 森林公園という広大な公園があること。 

○林や森があり、とても自然環境の良い所だと思っていましたが、近ごろ林や森が伐採され、新しいお家が建て

られていますが、下水やゴミ出し所、等々、計画されないまま建てられ、今まで住んでいた人達がとても迷惑

しています。市の方で、もう少し取り締まりを強くして頂けないでしょうか。子供達が遊んでいた森や林がな

くなっていく様子にとても心淋しく思っています。 
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○優れている点：森林公園を中心とした自然の整備された環境。他の市では出来ない森林公園内を利用した屋外

学習等を実施して市民にアピールする。 

○北部地域（城山方面）の環境整備は着々と進められていますが、南部地域（瀬戸川、矢田川流域）は遅れてい

る様に感じます。現在、河川敷の整備が行われていますが、完成した後々の保全、維持活動がおざなりになら

ない様にお願いします。 

○市内の飲食店（特に喫茶店等）での全面禁煙活動等を行ったらいかがでしょうか？大都市では当り前の様に全

面禁煙（分煙ではなく）となっているのが常識です。 

○瀬戸市を背に我が町尾張旭市は、ダンプカーや大型トラックの通過に伴う路上のゴミ、砂、土、砂利等が散乱

しているため、路面店での（窓ガラス）ガラス及び自家用車のフロントガラスの破損をする場合が多くありま

す。まずは、路上にゴミや石等が無い町。 

○公共施設を一ヵ所にまとめ、公共バスを市内各地より一ヵ所に集める事によりマイカーの使用を少なくして、

公共施設や生活に伴う物品販売施設、利用しやすく行政が仕掛ける。 

○長久手市の様に藤ヶ丘駅まであさぴーバスが朝だけでも運行すれば、マイカー利用が減り環境にいいと思う。 

○長久手市はすばらしい。庁舎よりも市民を大切にしている。 

○自然がまだたくさん有る。公共交通機関が不便。 

○長久手市と比較すると全ての面で劣っている気がします。目に見える広報活動が必要と思います。 

○緑等の自然がたくさんある町。道路、町の区画を整えて…。 

○生活環境面に見る形として印場・旭前のような区画整理が終った地域は、安全面環境面もすごく良くなってい

るため、市も今以上に力を入れて取り組む事により、環境保全に繋がると思います。変な取り組みを実施する

より早いかもしれません。区画整理と言う大きな取り組みを、各課が力を合せれば良い型が出来ると思います

が。 

○実態がわからないので書くことができません。 

○名古屋市のベッドタウンとして住みやすい快適な都市。市内を矢田川が流れ豊かな水辺環境の住宅都市。その

シンボル的な河川の水辺の保全（清掃）活動は大変だと思います。市民のボランティア活動はもとより、企業

の地域貢献として市民と企業の人々が同じ活動が出来る機会などの施策。 

尾張旭市の環境の優れている点/劣っている点、今後実施すべき環境保全施策（事業所） 


