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会場：⻄部ふれあいセンター

①住まいづくり
強み ・名古屋市の地下鉄から直接名鉄小牧線がつながっている 

弱み ・空家が多い 

②移動環境づくり
強み ※意見なし 

弱み ・道路渋滞（県道犬山線） 

・城北線勝川駅との接続が悪い 

・名鉄の踏切による渋滞 

・春日井市役所、市民病院へのアクセスが悪い 

・名古屋の入口である味美駅の更なる整備 

③活⼒づくり
強み ※意見なし 

弱み ※意見なし 

④魅⼒づくり
強み ・中学校の治安 

・白山神社大祭で町内のまとまりができる 

弱み ※意見なし 

⑤安⼼・安全づくり
強み ・地域住民が仲良く防犯意識が高い 

・小学校の登下校時の見守り活動がよい 

弱み ・空家のブロック塀が古くなり危険 

・防犯カメラ・防犯灯の充実 

・街灯が少ないところがあり、夜は暗い 

・避難所まで遠い 

・避難所が白山小と味美ふれあいセンターですが、学供にきてしまう人がいる 

・一人暮らしの高齢者が多い 

・高齢者の独り暮らしの対応 

⑥その他
強み ※意見なし 

弱み ・若い世代の世帯・子どもが少ない 

・飛行場の騒音がひどい【西本町、上ノ町】 

シール
なし 

・一人暮らしの支援（高齢者） 

・空港のあり方と今後 
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会場：⻄部ふれあいセンター

①住まいづくり
強み ・工場が少ないから静か 

・先祖代々住んでいる人々の住環境は総じて良い 

弱み ・牛山区空き家が北地区に３件ある 

・旧４１号線、アパートは増えるが定住者が住むような家が少なく感じる 

・飛行音がうるさい（自衛隊の飛行機の同一ルートの繰り返し飛行） 

・最近建てられる住宅は分譲数が多い 

・住宅地の中に新たに碁盤の目状の道が作られ住環境が悪化している 

②移動環境づくり
強み ・高速道路が充実している【春日井全体】 

・名鉄春日井駅、年々利用者が増えているように感じる、活気が出てきた 

・西側に名鉄電車がある、駅に近い 

・主要高速道路ジャンクションに近く交通機動力に富む 

弱み ・春日井の弱み、特に春日井の西地区の道路整備が悪い（特に牛山町） 

・計画済みの道路工事が進んでない（土地区画整理） 

・バス停が町内にない【四ツ家町】 

・公共交通の不便 

・名鉄春日井駅の階段が長く利用が大変 

・名鉄春日井駅の階段、広場が無い 

・道路が少ない、狭い 

・バスの時刻表が無い 

・市バスのダイヤが荒すぎる、１時間１本では利便性低い 

・シティバスの路線間の連絡が悪い 

・JR 駅へのアクセスが悪い 

・シティバス PR 不足、タイムテーブルどこにある？ 

・コミュニティバス時間かかり過ぎ 

・シティバスが１日５便？と少ない 

・道が狭い 

・シティバスの PR や利用促進がされていない 

③活⼒づくり
強み ・大都市に隣接し潜在可能性が大 

弱み ・もっと西部地区に設備を整えるように 

・田畑について、道路付は良いが大型の工場が道路に面したところに出来て、裏の田畑の活

用が出来ていない【牛山町】 

・各企業が道路側に事務所を構えている【牛山町】 

・高速道路そばもっと活用できる、小牧程活用できていない 

・目に見える健康増進策が見えない（健康寿命日本一を目指せ） 

④魅⼒づくり
強み ・公園が多い（味美の方） 

・地域行事が活発 

・自然豊かな神社がある、行事がよい（両社宮神社） 

・遊歩道がよい 

・町内の文化が守られている（しかし、参加意欲が低下） 

・名古屋空港が近い 

・自然豊か 

弱み ・子どもが安全・安心で遊べる室内型施設が無い 

・春日井駅前の魅力 

・公園の管理を地域で受けられず市に返している 

・商業施設がもっと欲しい 
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・河川敷を遊歩道にしてほしい 

・公園が非常に少ない 

・街がゴチャゴチャしている 

・主要な道や交差点にゴミが多い、ゴミを拾っても持っていくところが無い 

⑤安⼼・安全づくり
強み ・水の被害が少ない 

・警察があって安心 

弱み ・道路が狭く、朝・夕のラッシュに困っている【牛山町】 

・通学路であるのに道が狭く交通量が多すぎる（抜け道になるため） 

・住宅街の道を通り抜け禁止にし、交通事故を防ぐ、静かな住環境を 

・町内会加入が少ない 

・歩道が少ない、道路が狭い【春日井駅周辺】 

・電灯が無い、暗い【名鉄春日井駅】 

・公衆電話やトイレがない【名鉄春日井駅周辺】 

・道路が無秩序、住宅地域は通り抜け禁止に 

・犯罪率が高い、監視カメラを 

・暗い所が多い 

・あいさつ運動、火の用心見回り運動が必要 

⑥その他
強み ・子どもが多い 

・自衛隊基地が近い 

・学供の存在 

弱み ・新しい住民と旧来からの住民の割合が多くなり住民連携意識が低くなってきて連帯感が低

い 

・地域の子供が少なくなっている 

・市の施設が非常に少ない 

・小牧市との連携が無い【春日井全体】 

・小牧市との道路整備の差を感じる（悪い） 

・西部地区への市の関心が低い（市政ウェイトが低い） 

・外国人の受け入れ、交わりやすく、交流会で仲間に 

・高齢化、少子化が着実に進んでいる、小学生が生き生きと遊ぶ環境づくりや施設が少ない 

・情報を出さない、隠す、市が勝手にやっている 

・市の予算を西部地区に使用しない、春日井市から切り離したら？ 

・空き農地が多い 

・葬儀場が近年急に増えた 

・町内会へ新規で入られる方がいない 

シール
なし 

・公共施設が少ない 

・地域で課題解決を考える余地がある 

・税金の使い道が知りたい 
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会場：⻄部ふれあいセンター

①住まいづくり
強み ・交通の便、住まいに適している 

弱み ・空港の騒音 

②移動環境づくり
強み ※意見なし 

弱み ・１９号がいつも渋滞 

・城北線を接続してほしい 

・電車、バスが貧弱 

・通学時、道路渋滞がひどい（味美小学校） 

・名鉄線路と道路の交差点の渋滞大、立体交差が必要 

・空港南道路、昭和自動車学校も大渋滞、立体交差が必要（裏道への車が多く危険） 

・農業用水路になっている側溝は、深さがあるもののフタが無いため、子どもや老人が通行

するのに危険（美濃町） 

③活⼒づくり
強み ※意見なし 

弱み ・商業施設がほぼない  

④魅⼒づくり
強み ・公園が広く美しい（主に二子山公園がシンボル） 

弱み ・美濃町公園のグランドのホームベース側に雨水が溜まり、グランドがなかなか乾かない。

ホームベース側の側溝が土砂で埋まっている。 

⑤安⼼・安全づくり
強み ・公園の立木を地上から２ｍ以下を切って見通しがよい、平成１８年から（美濃町公園） 

弱み ・水害が心配（地蔵川） 

・東海豪雨のとき、県道が川のようになった。集中豪雨のときは、美濃町から小学校への避

難は、子どもや老人には無理だと思うので、他に町内で避難場所を考える必要がある（美

濃町） 

⑥その他
強み ※意見なし 

弱み ・美濃町全体、U 字溝の入れ換え、道路埋設雨水管へ流す 

・側溝のフタが無い 

シール
なし 

・旧農家が多く手持ちの土地が多く新しく入ってくる人達の増加を妨げている？ 

・町内の自治体への参加が少なくなっているのでもう少し自治活動を努力したい 

・商業施設の予定があり渋滞しそう 

・避難所の位置が悪い 

・東海豪雨の時雨水があふれ道路を流れ小学校の避難場所へ行けない 

・市内へ向けたバスが少ない   

・名鉄をオーバーパスで通して  
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会場：レディヤンかすがい

①住まいづくり
強み ・近所に新築、一戸建てが多い 

・生活上必要な施設は徒歩圏内にある 

弱み ・空き地の草木、空家 

②移動環境づくり
強み ・バス停が近い 

 徒歩 5 分以内 

弱み ・バスの本数が少ない 

・町内道路 30km 制限であるが抜け道の為ルールが守られていない 

・買い物等に行くにはマイカーを使う 

 公共交通は使わない 

③活⼒づくり
強み ・柏原線 商業施設が多い 

弱み ・春日井市はベッドタウンであり、商工業施設が多いというイメージではない 

④魅⼒づくり
強み ・朝宮町は朝宮公園が有り、緑が多く住みやすい 

・公園が多い 

・保育園が近くにあり私生活 good 

弱み ・娯楽施設が少ない（映画館等） 

・町内道路の補修が少ない 

 雨降りなどキケン 

・公園はあちこちにあるが、子供たちが喜びそうな遊具は少ない 

⑤安⼼・安全づくり
強み ・パトカーの巡回 

駐車禁止の巡回多い 

・交番の設置により、安心感が大きい 

・春日井市はこれまで大規模な自然災害、地震が発生していない 

弱み ・泥棒（空巣）が多い 

・現在地周辺の空家が年々増加している  

⑥その他
強み ・朝宮町には各病院が有り便利である 

・スーパー等、買い物には便利である 

・八田町はスーパー、コンビニ等が多く買物に楽である 

弱み ・自転車の運転マナーが悪い 

・のら猫が多くフンにこまっている（庭、畑） 

・交通公園の近くにバス停がほしい 

・高齢者が増加し、町内会の運営が難しくなっている 

シール
なし 

・春日井駅の新駅が出来よろこばしいが、駅南に何の見所もなくさびしい 

 車が通るようにすると良い 

・バスが遠回り  時間がかかる 

・市マイクロバスの発着点が一定で不便  利用しづらい 

・交通自動遊園利用者は非常に多い  駐車場にこまっている 

・老人宅が増え、１人住まいが多く心配だ 
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会場：レディヤンかすがい

①住まいづくり
強み ・桃山区 災害（山くずれ、洪水）に強い 

・コンビニが増えている 

・商店街等一切無く静かな町内である 

・小さな町内で非常にまとまって生活がしやすい 

弱み ・高齢者が多く、今後のなりゆきが心配 

・公共施設を一ケ所にまとめる 

②移動環境づくり
強み ※意見なし 

弱み ・田楽区 小牧、犬山方面への通勤車両で朝夕の渋滞が多い 

・市内バス 65 才以上 フリーパス券がない 

・公共交通機関（特にバスの本数が少ない） 

・桃山区 公共交通が少ない  車がないと生活できない 

・車社会なのに車に乗れない人が増えている 

・交通に不便を感じている 

・バス停まで遠い 

・本数が少ない 

・通勤時に町内の細い道路が常に渋滞している 

・勝川駅行きのバスの本数が少ない、運賃が高め 

③活⼒づくり
強み ※意見なし 

弱み ・時に不便を感じる事がある 

④魅⼒づくり
強み ・緑が有る 

・自然が多い 

弱み ・町は古く高齢単身者が多く不安である 

⑤安⼼・安全づくり
強み ・小学校にはボランティア組織があり安心である 

弱み ・田楽区 通学路 朝の時間帯 車が多過ぎる 

・地域の公民館を活用してない 災害時に大手小まで行けない 集会場などを一時利用させて

ほしい 

・大手地区 耕作放棄地が多い 

・田楽区 住宅地内の道路を通勤車両の通り抜けが多い 

・大手橋付近 なし池方面からの子供の登下校が増え、車の抜け道になっているところが危険

⑥その他 
強み ・グレイスフル春日井の体育館で敬老の日にイベントやってる 敬老会 

・近くに大きな公園があり、子供を遊ばせるのに安心 

弱み ・農地が荒れている 放棄地が多い 

・桃山区 年配者多く、若年者少ない 

・田楽区 耕作放棄地が多く、田んぼの荒廃が進んでいる 
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シール
なし 

・町屋、田楽 バス停少ない、本数少ない でも名鉄バスあるから、シティバス来ない 

・バス停に自転車置くとこがあるといい 公共交通機関を使いやすい仕組みを時間や金額 

・会議を公共交通で来れるよう、時刻を調整する 

・バスがあるだけではダメ １日２本じゃ使いづらい 

・高蔵寺押沢台のブラブラまつりをこっちでもできないか 

・コンビニが多く便利 

・公共交通機関 乗る気にならない 

・グルッポふじとうのような施設があると 
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会場：レディヤンかすがい

①住まいづくり
強み ・公共施設は割と近くにある 

弱み ・子供が遊ぶ姿が見られない 

・近所同士の顔が分からないことが多い 

・町内会未加入者が多い 

・地域交流が少ない 

・下水道未整備 

・土地が低く、水害の季節になると、不安の生活が始まる 

②移動環境づくり
強み ・駅が利用しやすくなった 自由通路有 

弱み ・JR 春日井駅裏への道路がせまい 

・堤防道路から上条町の生活道路に車おろさないでほしい 

・【JR 勝川駅】 

南口のロータリーが小さいので自家用車で混む 

・コミュニティバスが充実していない 

・バスが座れない 

・移動はマイカーしかない（公共交通のバスが未整備） 

・【下条町内】 

道路の雨に対する排水が悪いため水がたまる 

・通り抜け道路が危険 

・河北線など大きな道路がほしい 

③活⼒づくり
強み ※意見なし 

弱み ・商業施設が少ない 

④魅⼒づくり
強み ・JR 春日井駅の橋上に伴い、南北の交流と利便性が生まれた 

弱み ・交通公園の充実を！！ 

・景観に対しては、元になるものがない 

・子供の遊び場がない 

・大きな公園がない 

・緑が少ない 

・公園が少ない 

⑤安⼼・安全づくり
強み ・地域の人が見回りをしている 

弱み ・道路が狭い 

・災害時に集まる場所がない 

・庄内川堤防が心配である 

・上条区内に病院（歯科医１）、介護施設１のみ 

⑥その他 
強み ※意見なし 

弱み ・ゴミ収集の場所が不当 

シール
なし 

・道路が狭く、すれ違いがしにくい 

・道路が狭く交通事故が不安である 

・目立った産業が少ない 

・区運営の費用が増えない 
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会場：グリーンパレス春⽇井

①住まいづくり
強み ・静かな良好な住環境を維持したい 

・比較的災害は少ない（狭あい道路があるため、延焼などは心配だが、水害などはない） 

弱み ・空き家が増えてきている 

②移動環境づくり
強み ・大きな駅やインターがあり交通移動に便利 

・買物には便利 

弱み ・幹線道路充実しているが、狭あい道路がある 

・19 号、旧 19 号等の渋滞 

・新しいモビリティを導入してほしい 

・コミュニティバス 潮見坂まで歩いていくのが大変 

・コミュニティバスが通勤通学の時間に走っていない 

③活⼒づくり
強み ※意見なし 

弱み ・商店街の見通しが暗い 

・農地を保存してほしい 

④魅⼒づくり
強み ・下街道の古いまちなみを保存してほしい 

弱み ・特長的な景観、地域資源はない 

・花壇をなんとかして欲しい 瑞穂通４丁目から東はあやふや 

・資料館が老朽化している 

・春日井駅周辺の活性化 再開発 魅力がない 

・観光ない 

・子どもが遊べるところが少ない 

⑤安⼼・安全づくり
強み ・災害に強い 

弱み ・コミュニティーが年々弱まってると感じる 

・狭小地域での火災に際し、3m 幅の道路に対応した消防車を 

⑥その他
強み ・利便性は高い 

 -買物 
 -交通・・・JR 駅、インター 

・なんだかんだ言っても市の中心地である 

弱み ・梅ヶ坪町に集会所がない 

・点在する農地 都市内農地の保全（観光に力を入れてほしい） 

・歴史・文化を生かしたまちづくり 

・子供の遊び場がない 

・商店街の活性化 

・商店街が衰退している 

・JR 生目橋の渋滞 

・コミュニティー、交通の整備 

・書のまちとして何かしてはどうか 
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シール
なし 

・市民にとって便利なコミュニティバスにしてほしい 

・学生にとって魅力がある街に 

・春日井駅前が栄えていない 

・リニアの工事が始まり交通渋滞する 

・移動販売を増やしてほしい 
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会場：グリーンパレス春⽇井

①住まいづくり
強み ・区画整理が済み、住宅が建て易くなっている 

・整備された住宅街で静かである 

・土地区画整理事業により、生活環境が良くなった 

・静かである！ 

・子育て世代が多い 

弱み ・アパートが多く、ゴミ環境が悪い 

 下水道化がされていない 

・住宅については、戸建てマンション、アパートが混在している 

 →ゴミ置き場のルールが守られない 

・中部大との共存、共栄が課題 

・空き家に加えて、空き地が多い 

・空家が多い 

②移動環境づくり
強み ※意見なし 

弱み ・大都市のベッドタウン（名古屋市） 

・通過交通による渋滞が多い 

・不二が丘交差点近辺の渋滞が多い 

・出川町交差点が朝夕渋滞する 

・交差点が渋滞、信号の問題の見直し（19 号線） 

・準幹線道路（鷹来線）が常時渋滞しており移動が困難 

・幹線道路の整備・・・河北線の計画推進 ※桜佐～上条 

・細い道路で渋滞がある 

・Ｒ19 号と交差する十字路を構成のＲ155 号を延進！ 

・町内では高齢化が進み市民病院へ通院するにも、名鉄バスを乗り変えて行かねばならない

ので、「はあとふる・ライナー」の乗降停があれば助かる 

・南城中学へ通学する為の安全なＪＲを渡る手段がない 

 神領駅自由通路は安全だが自転車で通ることが難しい 

 橋、地下通路は交通量が多かったり、不安が多い 

・線路の南側から北側に出る道が少ない 

 大きな道がない 

・区画整理によって神領駅へ渡る車が住宅街を走りまわる為、考えてほしい 

・駅までの公共交通機関が少ない 

③活⼒づくり
強み ・中部大学が近く、学生が多い 

・中部大学が存在する 

・内津川の遊歩道の整備 

弱み ・中部大学が存在する 

④魅⼒づくり 
強み ・区のイベントが多い（区民参加型） 

・大学があり、いかに共生するか 

・神領駅は大学１校、高校（商業、工業、普通科 2 校）計 4 校、中学１校あり、学生の街と

してアピールしたい（ＪＲの快速もとまってほしい） 

・内津川の散歩コースが大変素晴らしいので、桜とかもみじなど、もっと美しくして、ＪＲ

の駅もとても近いので、市民や他の地域の人たちの観光資源としたい 

弱み ・公園はあるが、利用者が少ない（不二ガ丘） 
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⑤安⼼・安全づくり
強み ・高台にあり水害の心配はない 

弱み ・内津川の堤防が弱っている、川床が上がっている 

・亜炭鉱の跡地の上の住宅で心配である 

・内津川の整備 

・避難場所が登り坂で高齢者にとって避難が困難 

・泥棒が増加 

・水害時、避難場所がない 

 3 つの川が近い 

 ※キケンな場所になっている 【神領小】 

・小学校の集団登下校道路が心配 

 ガードレールほしい 

・大雨の時に川があふれそう 

⑥その他
強み ※意見なし 

弱み ※意見なし 

シール
なし 

・放置自転車がなくなった 

・環状線をつなぐことが大事 
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会場：グリーンパレス春⽇井

①住まいづくり
強み ・戸建住宅の割合が多い 

・住宅地がまとまっている 

弱み ・10 年～20 年後、空き家が多くなるか？ 

・道路がせまい 

 -消防車等入れない 

 -自宅の新築が出来ない 

・マンション、コーポが多いが町内会に入らない人が多い 

・空き家や高齢者の独居老人が増えている 

②移動環境づくり
強み ・交通の便が良い 

・インターや駅やバス停など、交通の便が良い 

・下水が設備されている 

・交通至便 

弱み ・東西への移動手段がなくなっている 

 公共交通手段がほしい 

・155 号線は朝晩ともに渋滞がひどい 

・移動環境が不便である 

 バスの便が少ない 

・Ｒ155 号の渋滞 

 公共交通がわるい 

・（東山）北尾張中央道関連が進捗しない 

③活⼒づくり
強み ※意見なし 

弱み ・高齢化に伴い商店が近くにほしい 

・農業の後継者が不足してきている 

・農業の後継者不足 

 荒地が多い 

 特に東山、大泉寺町 

・農業の後継者が不足してきている 

・春日井市所有の土地が利用されていない 

 道路にそって所有されている 

・農業従事者が少なくなり、後継者の人がいなくなっている 

・以前からあった商業施設がなくなってきている 

④魅⼒づくり
強み ・ふれあい緑道があり、自然に恵まれている 

・近くに緑道があり、ウォーキングしやすい 

・公共サービスが受け易い 

弱み ・車がないと移動が難しい 

 バスが１時間に本数が少ない 

・ＬＩＶＩＮの店舗跡地の活用が心配 

⑤安⼼・安全づくり 
強み ・街灯は十分安全に配慮されている 

弱み ・狭い道路に抜け道のように車が抜けてくる 

・学校の所に防犯カメラがない 

・通学道路の交通量が多い（通学時間） 

・自動車盗難、住宅侵入盗難 多発 
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⑥その他
強み ※意見なし 

弱み ・町内会の加入率がどんどん低くなっている 

・歴史遺産への支援不足 

・リビンの閉鎖、環境劣化 



 

15 

会場：グルッポふじとう

①住まいづくり
強み ・バスが便利である 

・区民の団結力がある 

弱み ・町内会の加入率が年々減少している 

・空家が多くなっていく（全体的であるが特にネオポリス） 

・土地のスミ切がない。道路が問題である（坂下） 

・市街化調整区域のため、都市計画法の改正の影響をうけやすい 

②移動環境づくり
強み ・静かすぎるぐらい。住むのに良い 

弱み ・配送センター等の増加による交通量の変化、増大（19 号、白山線） 

・交通のアクセスが悪い（ネオポリスなど） 

・交通渋滞がある【坂下周辺】 

・危険な車（Ｕターン）多い（白山線） 

・トラック増、配送センター【東海記念病院付近】 

・渋滞、事故多い（特に 19 号） 

・道幅が狭い 

・免許返納者が増えた場合の移動手段が少ない 

・19 号の渋滞や神屋工業団地への通勤のための抜け道として利用され危ない 

・免許返納後の暮らしが心配 

③活⼒づくり
強み ※意見なし 

弱み ・住民の減少 

・農業のやる人が少ない、担い手不足 

④魅⼒づくり
強み ・【廻間地区】自然が保たれている 

・空家に新しい家が建って新しい人が来る 

・リニア通気施設の有効活用、公園 

弱み ・歴史的資源（坂下の旧街道など）が多数あるものの、それらが消失していく傾向がある 

・高齢化がいちじるしい 

・手軽に集まる所が少ない（コミュニティ活動） 

・春日井の魅力を発信する場が少ない 

⑤安⼼・安全づくり
強み ※意見なし 

弱み ・雑木林の手入れ不足、人間のにおいを 

⑥その他
強み ※意見なし 

弱み ・のらねこが多く、建て物内に進入、又、畑内等にフンをする 

・外人さんが住み、環境も悪くなりつつある。ごみのモラル 

・外来種（ヌートリア）いのしし、ハクビシンが繁殖している。増加傾向【マックスバリュ

春日井坂下店の東部付近】 

・自営に対する（農家）高齢化に伴う後継者が少ない 
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会場：グルッポふじとう

①住まいづくり
強み ・一戸当たりの敷地面積が広い（100 坪） 

弱み ※意見なし 

②移動環境づくり
強み ・老人会（会員 60 名）で“お手伝いしたい”組織を編成し、買い物、病院等への送迎 

弱み ・坂（起伏）が気になり始めた 

・車の運転が出来なくなり、車を手放す人が年に 3～4 人いる 

・メイン道路に面した所はバス路線がありますが、奥の方（中へ入る）はバス停までかなり

ある。高齢者にはきついし、人口が少しへってさびしさを感じる 

③活⼒づくり
強み ※意見なし 

弱み ※意見なし 

④魅⼒づくり
強み ・まわりを見渡すと緑がいっぱいのため落ち着いた気分になる 

・自然環境に恵まれ、美しいと思います 

・紅葉は財産【東海記念病院から春日井市保健センターまでの道路沿い】 

・自然に恵まれている 

・畑の野菜の余剰を“青空市場”を常設し、市価の半額程度で提供している 

弱み ※意見なし 

⑤安⼼・安全づくり
強み ・坂（起伏）が気になり始めた 

・防犯カメラの活用により被害が減った 

弱み ※意見なし 

⑥その他
強み ・地元に若い世代が入るのはありがたい 

（土地を分筆してでも） 

弱み ・高齢化が進んでいる（65 才以上が 60％となった） 

 全人口は 375 人 

・ごみ捨てに 100m 前後（坂の上り下り）かかるようになった 

・10 年先の生活を考えると、移動環境関連が心配になる 

・国の方針によるところの「立地適正化計画」とＮＴとの関連性 

 行く末が心配になる 

・町内会への帰属意識が今後心配になるのではと思い、対策が必要と思います 

・ニュータウン内における世代層が感じている問題点の把握が出来にくい 

シール
なし 

・防犯意識が高い 

・自治会の組織力が強い 
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会場：グルッポふじとう

①住まいづくり
強み ・戸建ての家が多いので街並みは整然と美しい 

・静かで住みやすい 

・静かな環境 

・（築 20 年）新興住宅街で世帯が平均的【玉野台】 

・緑が多く、公園も多い【玉野台】 

・静かな住環境、安心してくらせる【玉野台】 

・玉川小学校が近く学童保育もある【玉野台】 

・学区の評判が良いので、若年者や子供が住みやすい 

弱み ・歩道から車道につぎ目の段差が大きい 

・高齢化が進行している 

・空き家が多い（NT 全体） 

・知り合いが少ない（おやじ会 シニアサークルを作った）【玉野台】 

・買い物が不便、特に高齢者の買い物が問題になる【玉野台】 

・町内に移住してくる人や定住する人が少ない 

・NT は 65 歳以上が 30～40％であり、空き家の増加が顕著。若者を呼び寄せる施策が必

要。（移住・定住支援、子育て世代等住宅取得支援等） 

②移動環境づくり
強み ・道路は整備 

・バスはＪＲと名鉄の両線があり、便数も多い。交通の便も良い 

弱み ・免許証書返納後の移動手段が少ない 

・坂道が多く高齢者にとって移動が困難である 

・坂が多いため自動車がないと生活しにくい 

・坂が多く、車以外の移動が困難 

・坂が多く、足が悪い人、高齢者には負担が大きい 

・車を運転できないと移動が大変 

・市の中心部に出る公共交通機関がない 

・坂が多く移動が不便 

・中学生の自転車通学について 

 横並び通行や道路の幅いっぱいでの通行、角からのスピードだしで危ない 

・高蔵寺駅が遠い【玉野台】 

・石尾台中学まで遠い（自転車通学）【玉野台】 

・バスしかなく（時間帯によっては本数少）不便【玉野台】 

・高蔵寺までの道（高座線）の整備が進まない【玉野台】 

・都市部では進んでいるカーシェアリングが普及していない 

・NT は坂が多く、シニアにはこたえる。循環バス（シティバス）の拡充が必要（循環バスの

路線の増便や停留所の増設、ウーバーや LRT の導入） 

③活⼒づくり
強み ・公害が出る企業はない 

・町内会や子供会主催のイベントが多く、地域住民が関わっている 

弱み ・高齢化が最先端 

・商店が少なく不便 

・個人所有の農地が多々あるが、活用されていない 

・市のイベントや町内会に対する若い人（特に父親）の参画意識が低い 

・町内会の負担が大きいため、役員や組長の成り手が少なくなっている 

④魅⼒づくり 
強み ・地域活動が活発である 

・町内活動が活発でブラブラまつりや夏まつりなど盛んである 

・コミュニティ活動に熱心で行事などが多くある 
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・同世代多い、活動がまとまりやすい 

・大きい公園がある 

・周辺地域、農地に近い 

・散歩道になる 

・緑が多い 

・緑が多く自然がいっぱい 

・静かで自然豊か 

・大人の学校（800 人）活発 

・地域の「憩いの家」や「集会所」において、「ふれあい」の実行が継続できている 

・美しい自然あふれる農地をまもる（市民農園などの活用による耕作放棄地の解消、公募に

よる若年層の発掘） 

弱み ・地域活動が活発であるが、担い手の後継者が不足している 

・若者世帯（就学児童がいる世帯）が増えない 

・若者が住みたいと思うような魅力がない 

・ブランドがない 

・これといった産業が思いあたらない 

・散歩道が整備されていない 

・グルッポ遠い 

・飲み屋が少ない 

・飲食店が非常に少ない 

・イベントがない。盆踊り、バザー、老人会など 

・伝統行事、祭りがない。玉野町、木ヅキ町にはある 

・春日井市及び町内会のＰＲが不足している 

・高森山をみんなが楽しめ、利用しやすい里山に変える 

・オリジナリティーがある高蔵寺の魅力が必要 

⑤安⼼・安全づくり
強み ・毎週みまわりしている 

・街路や各家の門の前などに“花いっぱい”運動をくりひろげている 

・昨今の防犯対策や街頭犯罪の抑止のための意識が高まり、防犯カメラや啓発ポスター、啓

発看板の設置が進められている 

・治安が良い 

弱み ・一人暮らし高齢者が増えている 

・周辺農地荒れる 

・イノシシ出る 

・町内会に自主防災会がない 

・空き家の雑草やゴミが放置されており、放火の原因や近隣住民の迷惑になっている 

⑥その他
強み ・子供たちがピュア 

 あいさつが出来る子供たちに育成できる【玉野台】 

弱み ※意見なし 

シール
なし 

・近所に日用品や食料品を購入できるところが少ない 

・ブランド力、緑道、散歩道になるとこ多い 

・知らないだけでは 

若い人に向けての発信 

名古屋への便利 

空き家プラス何か 

静かさ、安全 

フロア 

押沢台の学費 

自転車の専用道路 

駅近に保育園 
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・イベント少ない【玉野台】 

 自分たちの住む所が 

通学時間危ない 

 ブランドない 

 市民農園 

 高齢コミュニティ拠点 

 保育園、子ども産むのに年齢によって住宅の支援 

・シェアリングビジネスの導入 

 -シェアカー（使ってないバスを利用してもらう） 

 -シェア駐車場（使ってない駐車場を利用してもらう） 

 -シェアハウス（空き家の活用） 

・太陽光蓄電を兼ねて電力相互供給（買い取りが終了するため） 

・自動運転レーン設置して実証実験拡大 

・高蔵寺駅の活性化 

 高蔵寺ブランド作り 

 高蔵寺カフェ、高蔵寺スイーツ等 

・農業体験 

 サラリーマンでも週末農業をやりたい人がいるのではないか？ 

・自然環境のブランド化（星、蛍、紅葉） 

・公園の共生化、緑の拡大、小学校校庭の共生化 

・大都市と違い身近に文化を感じる施設がない 

・図書館が移設し、押沢台からは直接行ける交通手段がなくなってしまった 

・ニュータウンで育った人が地区外に出てしまい、老夫婦、単身者の世帯が多くなっている 
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会場：グルッポふじとう

①住まいづくり
強み ※意見なし 

弱み ・空き家が多い 

・空室が多く、水質等心配があります 

・空き家が多く環境面、安全面で不安 

・空き家対策、放置された植木やのら猫の問題 

・（旧）西藤小の活用を早く進めて欲しい 

・高齢者と子どもが交流できる施設がほしい 

②移動環境づくり
強み ・バス、駅、交通手段 

・幹線道路 

弱み ・大きな道路がありながら、幹線バスがない 

・運行時間の問題 

③活⼒づくり
強み ※意見なし 

弱み ※意見なし 

④魅⼒づくり
強み ・森に幼稚園、学童がある 

・徒歩圏内に森がある 

・特別分譲東町内は木々が多く有ります 

 住むのにはとても良い所 

・藤山台を含めニュータウンには緑が多い 

・藤山台小学校は全国的にすばらしい小学校（建物）だと思う 

・緑が多く静か 

・緑が目に入る 

弱み ・介護相談施設（グルッポのような） 

・wi-fi を使えるところが少ない 

・旧西藤小の活用が未だなされていない（決定されていない） 

・公園はあるが古い（子供がいない） 

 トイレがきたない 

・公民会、待合所などコミュニティ施設を充実してほしい 

⑤安⼼・安全づくり
強み ・人がやさしい 

弱み ・ハザード地域がわかりにくい、ハザードマップの説明 

・空き家、子育て世代不足 

・公園内のトイレを洋式にして欲しい 

・アパートの町内会、未加入 

・公園にあるトイレ 

 道路の老朽化 

⑥その他
強み ※意見なし 

弱み ・地区にある公園（藤山台内の動物名の公園）の管理がはっきりとしていない 

・空き家活用しやすく、リノベーション可にしてほしい 

・高齢の人が公園にストレッチ遊具があれば利用出来る 
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シール
なし 

・ホッとするような歩いて行ける施設、店がない 

・坂が多い 

・交通計画の見直し 

・集めた意見をフィードバックしてほしい 

・神領みたいな駅に魅力づくり 

・市民病院へのバスが不足 

・バス料金が高い 
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会場：グルッポふじとう

①住まいづくり
強み ・自然豊か。緑が多く、鳥の鳴き声が心地よい 

・静かで自然が多い 

・住みやすい 

 高齢化が進んでいる 

 子供が少なくなっている 

・実は現状は何も問題はない 

・図書館が充実してきた（グルッポ） 

・公園が多い 

弱み ・団地の空き室が多くなっているのでは 

・ニュータウンをベットタウンとしてとらえるのではなく、職住が接近している街に造り変

えていただきたい 

②移動環境づくり
強み ・高蔵寺駅が近い 

弱み ・自転車の走る道をきちんと整備すべきだ（高蔵寺駅から新池） 

・岩成台から高座台へ行きづらい 

・歩道の整備が不十分で歩道、横断歩道が必要な所に造られていない 

・道路が車中心で歩く視点で造られていない 

・チカン出没マップを作ってほしい（看板がほしい） 

・交通手段がない、坂が多い 

・団地、マンション等集合住宅の駐車場が近くに少ない（有料含む） 

③活⼒づくり
強み ・自宅の近くに大型ショッピング及び医療機関があり、生活面で充実している 

弱み ・以前にくらべ、立ち話しがなくなっている 

・空き家をまた住宅とするのでなく、事務所、作業所、レストラン、喫茶店に変化していた

だきたい 

・商業施設がない、遠い 

④魅⼒づくり
強み ・豊かな自然が身近にある 

・ニュータウンは他の開発地（志段味）に比べると、道路も含めてゆったりとしている 

・小さな公園が多くある 

・子育ての環境は良い 

・自然が豊富ですばらしい 

弱み ・緑地帯に体力増進遊具がほしい 

・小さな公園が多くある 

・高齢者が大型店で休んでいる 

・自然はすばらしいが、「高木」となってしまった木はどうしていくのか 

・公園の老朽化（誰も遊んでいない）（遊具が古い） 

⑤安⼼・安全づくり 
強み ・介護事業者が多い 

 病院多い→選べる 

・洪水に強い 

・治安が良い 

弱み ・避難場所である小中学校が全くバリアフリーになっていない 

・外国人が増えている 

・歩道が暗い 

・自宅の近くの道路 
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 高校生の自転車通行があぶない 

・自転車専用道路を充実させてほしい 

・自宅の近くに自衛隊の基地があり、安全面で不安あり 

・駅から自転車レーンがほしい 

・自治会、町内会の勢いが減退している 

・歩道と横断歩道がない 

・人口密度が低いせいか生活必需インフラが少ない 

⑥その他
強み ※意見なし 

弱み ・戸建て、ＵＲ賃貸は行政等が面倒を見ているが、分譲は取り残されている 

・小学校の生徒数が減っている 

 １学年１クラスでは活気が出ない 

・安心して死を迎えられるための寺、霊園、納骨堂などがない 

・春日井市発展の為に所得増加の対策を導入していただきたい（雇用の場など） 

・移動手段は便利で不便である 

・人間関係が希薄 

シール
なし 

・買物環境は高年齢層や車を使わない層には不便である 

・商業の多様性が乏しい 

・高齢化の進展が止まらない 



 

24 

会場：グルッポふじとう

①住まいづくり
強み ・コスモガーデンは色々な店があり楽しいです 

・スーパー、飲食店が多く住みやすい 

弱み ・工業用地の空き地多い。魅力が低い？ 

・空き家が多く見える 

・子ども預かり場がほしい 

②移動環境づくり
強み ・ＪＲの駅がある 

弱み ・交通アクセスが円滑ではない 

・バスの本数（昼間）が少ない 

 名鉄バスは運賃が高いと思う 

・春日井インターチェンジから 155 号線にスムーズに入れる道路を作って欲しい 

・人の行き来が多い。車の行き来多く危険。事故多い。 

・橋をはやくかけてほしい 

・交通アクセス環境が進んでいない 

・道がせまい、橋が古い 

・バスの利用が不便 

③活⼒づくり
強み ・お店がたくさんある、安心 

・食品や日常生活に必要なお店があり便利です 

弱み ・（市内に）巨大スーパーマーケットがあってもいいのでは？コストコなど 

・地元の産業（商店）が活性化していない 

・産業の促進 

・細かな犯罪はあるが、概ね安心安全である 

・町内会離れ。近所の付き合いが希薄化 

④魅⼒づくり
強み ・公園がたくさんある 

弱み ・駅のにぎわい（マックスバリューなど） 

・子どもを連れて行ける施設がほしい 

・若者が来るようなにぎわいがほしい（勝川のような） 

⑤安⼼・安全づくり
強み ・病院があって安心 

弱み ・空き巣、盗難が多い 

・高齢化の増大 

・氾濫の危険性【内津川】 

・消防署（高蔵寺出張所）を今より西へ移動し、ふれあいセンターの充実拡大を願う 

⑥その他 
強み ※意見なし 

弱み ・高蔵寺区への加入率が減少している 

・駅の周辺に流行のお店があるといいと思います 

・町内会間のつながり少ない 

・公民館・ふれあいセンターに子供が集まれるスペースがほしい 

 トイレを多目的 

・町内会のメリットをだせるサービスを考えてほしい 
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シール
なし 

・自転車道ほしい 


