
 

 

             

第６次犬山市総合計画 

地区別タウンミーティング意見まとめ 

 

 

  

 

 開催時間 開催場所 参加者数 

池野地区 
令和３年 10月９日（土） 

10：00～12：00 
池野老人憩の家 集会室 13名 

犬山地区 
令和３年 10月９日（土） 

14：00～16：00 
市役所 ２階 205会議室 32名 

楽田地区 
令和３年 10月 24日（日） 

10：00～12：00 

楽田ふれあいセンター 

多目的ホール 
21名 

羽黒地区 
令和３年 10月 30日（土） 

14：00～16：00 

エナジーサポートアリーナ 

多目的室 ABC 
24名 

城東地区 
令和３年 11月３日（祝・水） 

14：00～16：00 

城東地区学習等供用施設 

集会室 
19名 



【池野地区】 

1 

グループ  

◎2031未来物語 「まちづくり川柳」 

やさしさと 笑いあふれる 池野の里 
◎発表内容 

■10年後、なったらいいね！こんなまち【池野地区】 

・空き家と新規入居者とのマッチングを行ったりすることで、空き家が少ないまち。 

・人口が多く、子どもも多く、学校や病院の不安・心配がないまち。 

■10年後、なったらいいね！こんなまち【犬山市全体】 

・利便性のよいまち。 

・犬山城が世界遺産になり、観光客がにぎわうまち。 

・道の駅があるまち。 

■【自らできること】 

・あいさつをする。 

・近所との声掛けたり、助け合ったりすることで、近所づきあいをよくする。 

・入鹿池周りの掃除や施設の草刈りなどをする。 

 

◎参加者の意見 

 
10年後、なったらいいね！こんなまち 

【池野地区】 

10年後、なったらいいね！こんなまち

【犬山市全体】 
自らできること 

土地利用 

・空家のない地区 

・入鹿（池野）、調整区域でも家が建てられる

特区を！ 

・空家の持ち主と交渉し、新規入居者とマッ

チングさせる 

・高速インター近くを特区で物流センターの

エリアとする 

・道の駅、経費を抑えて開業させる 20 億も

何故かかる？ 

・道の駅が欲しい 

・飲食店に食事をしに行く 

・環境保全事業取り組みに参加 

・ゴミの分別 

・入鹿池周りの掃除 

・施設の草刈りをする 

・ウォーキング活動の手伝い 

・ICT活動への協力 

・できる範囲でボランティア 

・イベント企画へのお手伝い 

・集会場を利用してお茶会を開いて誰でも参

加できるようにする 

・野菜を作る 

・「田舎暮らし」応援、希望者へ野菜づくり 

・その人の家へ時々顔を出す 

・あいさつをよくする 

・サイクリングにみえた人にあいさつをして

います。これからも続けたいと思います。 

・日頃から近所付き合いを意識的にする 

・「カネスエに行くけど」と買い物の御用を聞

いて買い物をする 

・買いものに行く時、隣近所の人に声かけ、

「買いものに行くよー」声かけ一緒に行く 

・近所同士でのグループ買いもの、運転手 

・八曽ハイキングの道ガイド 

防災 
・子どもが少ないため、遊ぶ場がないのはわ

かります。避難場所 

 

交通 

・コミュニティバスに合わせデマンド交通を組

み合わせる。土日も動くように。 

・自由に停められる駐車場 

・移動手段が確保されているまち 

・岐阜県側へのアクセスが良いまち 

（リニアへ） 

・もう少し交通の便が良いといいなと思いま

す 

医療・福祉 
・学校、病院に不安、心配のないまち 

・老人が気軽に集える施設や場所 

 

運動・健康 

・入鹿池一周マラソン、ウォーキング、マウン

テンバイク 

・入鹿池一周散策道 

・市内にウォーキングコースの設置 

買い物・飲食 
 ・飲食店を増やす 

・にぎわいのある商店街の犬山市 

自然保護・ 

景観・観光 

・道路にヒトツバタゴの咲く道 

・マメナシ、ヒトツバタゴ、ハナノキの保護育

成 

・明治村北口パーキングより 10 分で朝日池

のマメナシ自然林（絶滅危惧種） 

・森林エリアの活用 

・池野周辺の山に自然を生かした公園づくり

ができている 

・入鹿池の周辺が整地され、駐車場、トイレが

あると良い 

・花のある町 

・多くのため池の楽しみを住んで知る 

・チャートの世界的地質遺産 

・犬山城が世界遺産になっているまち 

・城下町だけでない、全市の史跡の楽しみを

見つける 

・観光客のにぎわう犬山市 

その他 

・子どもの多い地区 

・子どもや孫が気楽に帰ってこれる魅力的な

町 

・公共トイレ 

・空気が良い所なので、人がもっと住めるよ

うに考えたい 

・笑顔の絶えない地区 

・生活（日常）に困らないまち（地域） 

・利便性の良い地区 

・自給自足を考える 

・池野地区コミュニティ 

・ゲンキのある市 

・笑顔の絶えない犬山市 

・オンラインで相当のことができるまち 

・犬山全体に生活が豊かになるようになって

いてほしい 

・地域、地区内で日常の生活が普通にできる

まち 



【池野地区】 

2 

グループ  

◎2031未来物語 「まちづくり川柳」 

にっこりと みんなであいさつ 池野っ子 
◎発表内容 

■10年後、なったらいいね！こんなまち【池野地区】 

・お互いにあいさつができるまち。 

・入鹿池で施設が整ったまち。 

・山など、自然豊かな場所がきちんと整備され、保全されるまち。 

■10年後、なったらいいね！こんなまち【犬山市全体】 

・子ども、高齢者にやさしいまち。 

・住民へのサービスが充実するまち。 

・道路環境などが良く整備されているまち。 

・空き家が再利用されるまち。 

■【自らできること】 

・みんなであいさつする。 

 

◎参加者の意見 

 
10年後、なったらいいね！こんなまち 

【池野地区】 

10年後、なったらいいね！こんなまち

【犬山市全体】 
自らできること 

土地利用 
・空家の増加 

・空家の活用、集いの場ができると良い 

 ・自分のまちを知る 

・やれる事は、まずやってみて役所に助けを

求める 

・「役所のお膳立て」だけでなく、利用者参加

で創りあげていく 

・やれることをやってみてモデルをつくって

みる 

・集う為にラジオ体操をはじめる 

・これからも託児を利益を考えずに続けたい

（ボランティアでもよい） 

・子育て中の親の話を聞いてあげる 

・傾聴してあげる（特に一人暮らしの方） 

・精神を病んでいる人（子どもも大人も）の話

を聞いてあげる 

・下校時の見守り（一緒に歩く） 

・伝統の継承（神社） 

・散歩をしながら出会った方とあいさつをす

る 

・「あいさつは自分のため」にする 

・あいさつ、声かけ（田舎の良さ） 

・町内の顔が見えて一致団結できる人間関係

づくり 

・いけのまち、いつもあかるい 

・知ってることを伝えます・畑でとれた野菜で

イモ煮会（等）を行う 

・地産地消で畑でとれた野菜を持ち寄って売

る 

・あいさつ 

交通 

・池野の車道が通りやすい、目印がわかりや

すい地区 

・移動手段で心配したくない 

・移動支援のドライバーさんとして協力でき

ると良い 

・池野地区にデマンドバスを導入してほしい 

・池野小学校の通学路の確保をして欲しい 

・静かに走行できる道路整備 

・移動支援の手段が確立できると良い 

・五郎丸周辺の環境整備 

・道路環境の整備 

・車イスで動ける歩道を 

医療・福祉 

・子どもを見守ろう 

・年をとっても住める町 

・高齢化、単身が増えている 

・子どもに優しい町 

・年寄りに優しい町 

・子どもに頼らず生活できる町にしたい 

・観光より住民サービス 

・病院受診のお手伝いをしていただけるボラ

ンティアさんがいると良い 

・一人暮らしや高齢世帯の見守り 

買い物・飲食 

 ・商店が明るい繁栄できる地元の人も多く訪

れる城下町 

・買い物の代行支援の制度ができると良い 

自然保護・ 

景観・観光 

・池野地区の山林、登山中周りに倒れた木が

ない環境であること 

・キャンプ場、荒廃している 

・入鹿池に公衆トイレを作ってほしい 

 

その他 

・あいさつのできる町 

・近隣の人達との和を深めたい 

・顔見知りをたくさん 

・若い人と共通の話題で話したい 

・多世代で交流できるイベントがあると良い 

・若い人が住めるまち（入鹿） 

・犯罪が起きない町づくり 

・田舎の良さがなくなる 

・私は宝物 

・池野の特徴をもう一度 

・「みんなが希望をもてる」町に 

・犬山の他の地区に比べて、池野は後回しの

様な気がする 

・観光以外の地方の特色を活かしたい 

・町で若い人が仕事ができる町 

・町全体で学びができるといいな 

・知らない人でもお互いに助け合える市 

・特に母親が子どもの悩みが早くなくなり、

いつも笑顔で 

・地域に誰が住んでいるのか知る 

・犬山の町に人があふれるようにしたい 

・まほうのおくち、ことば 

 



【犬山地区】 

3 

グループ  

◎2031未来物語 「まちづくり川柳」 

多様性 ITで繋ぐ コミュニティ 
◎発表内容 

■10年後、なったらいいね！こんなまち【犬山地区】 

・市街化調整区域など、城下町以外の所にも飲食店や買物をする場所があるまち。 

■10年後、なったらいいね！こんなまち【犬山市全体】 

・高齢者と協力できる施設が整うまち。 

・IT技術が活かされているまち。 

■【自らできること】 

・みんなで掃除をする。 

 

◎参加者の意見 

 
10年後、なったらいいね！こんなまち 

【犬山地区】 

10年後、なったらいいね！こんなまち

【犬山市全体】 
自らできること 

交通 

・車がなくても必要に応じ移動できる体制 ・市内どこへでもバスや電車で移動できるま

ち 

・自転車と車と人がそれぞれ安全に通行でき

る道路整備 

・地域コミュニティの開催や参加 

・障がい者施設の運営を高齢者の方々の力

を借りながら行い、活躍の場を増やす 

・栗栖地区にまちの保健室をつくりたい、薬

草カフェ 

・教育機関がゆるせば、協働した取り組み 

・掃除（公園等） 

・地域ボランティアへの参加（掃除やゴミす

て、イベント手伝い） 

・街や川の清掃 

・道路わきに花を植えます 

・市内はゆっくり走ります（車で） 

・栗栖小学校の良さを伝える 

・ITリテラシーを自主的に学ぶ 

・SNSで積極的に情報発信 

・ふるさと納税の誘致 

・犬山市内の飲食店を利用する 

・困っている方に声をかける 

・近隣住民とのコミュニケーション（あいさ

つ） 

医療・福祉 

・子育てしやすい町、町全体が子どもファー

スト 

 

・救急時に受入れができる医療機関が設備

されているまち 

・バリアフリー化 

・子育てしやすい 

・子どもに優しい市 

・高齢者が子育て支援できる体制、シルバ

ー、ファミリーは有料なので使えない人有 

・高齢者、障がい者、多様な方々が住みやす

い町 

買い物・飲食 

・城下町に遅くまでやっているカフェがほし

い 

・城下町の営業時間の延長 

・市街化調整区域でも飲食店が増える 

・飲食店の種類を増やす 

・目玉になるような商業施設があるまち 

・買い物ができるショッピングモール 

自然保護・ 

景観・観光 

・木曽川で安全に遊べる地区 ・道路の生け垣などを近所の人にまかせる、

自由に植物を育てたい 

・伝統行事の活発化 

・観光客の増加 

その他 

・子ども達の通学に様々な目が行き届く体制 

・川を生かした街づくりが進むと良いなあ 

・環境が変わらず市民全体で守る活動が広

がるといいな 

・動物との良い共生、カラスに困らない環境 

・人口の 1/3が 20歳以下の若者 

・にぎやかで人が集まるまち 

・住民が集まる集いがあるまち 

・困った時にどこに相談できるか。官民関わ

らず見える化 

・全世代、国籍問わず住みやすいまち 

・桃太郎公園でキャンプや BBQが楽しめる 

・新しく犬山に住みたいと思う家族が苦労し

ないで住む場所を見つけられる環境になっ

ている 

・インフラ充実 

・栗栖、今井の小学校がどの地域からも通え

る学校になっているといいな 

・野山を生かした保育園ができるといいな、

栗栖今井地区 

・誰もが活躍できる町であってほしい 

・困っている人に気軽に声を掛け合えるまち 

・ITによる行政手続きの簡略化 

・夜遅くまで遊べる施設を作る 

・天候に左右されない室内施設 



【犬山地区】 

4 

グループ  

◎2031未来物語 「まちづくり川柳」 

総動で 未来へトライ 人づくり 
◎発表内容 

■10年後、なったらいいね！こんなまち【犬山地区】 

・商店が活性化し、起業支援が充実し、市民が主体としたまちづくりができるまち。 

■10年後、なったらいいね！こんなまち【犬山市全体】 

・農業生産に支援が充実し、耕作放棄地が少ないまち。 

・電気 100%の自給自足が実現されたまち。 

・防災に強いまち。 

■【自らできること】 

・自らの力で商店を活性化する。 

・自らまちづくりに活躍する。 

 

◎参加者の意見 

 
10年後、なったらいいね！こんなまち 

【犬山地区】 

10年後、なったらいいね！こんなまち

【犬山市全体】 
自らできること 

土地利用 

・道の駅ができている ・市が一体となって地域格差なく開発されて

いく 

・山間部の積極利用 

・企業誘致が進んでいる 

・まちづくり、どこまでできる？ 

・人と人とのつながり、デジタルでも 

・市民全員で災害対策 DX、きめこまかい情

報共有 

・防災グッズを揃える 

・町内会のつながり、災害時などの助け合い

ができる⇒ボランティアなどのマップ 

・違う立場の人、異業種との情報共有 

・知らない人と話をする⇒市民同士で手をつ

なぐ 

・市内の行事に参加する 

・人見知りをしない 

・地域を超えた話し合い 

・官と民、手をつなぐ 

・対話 

・高齢化や担い手のいない農地の整備⇒草

刈等 

・移動販売や乗り合いタクシーの整備 

・個人商店で買い物をする 

・自己実現ができるまち 

・新しいまちの未来をイメージ、共有 

・市民一人ひとりが主体となる 

・市民活動に参加する 

・市民総ボランティア⇒子どもから大人まで

何かできること、得意なことで週１日地域貢

献 

・犬山の行ったことのないところに行ってみ

る。魅力発見 

・犬山を知る。犬山を案内する（見る、食べ

る、体験）市外の人を 

・市外の友達を犬山に呼んで楽しんでもらう 

・趣味や特技を活かす、歩きながらゴミ拾い、

防犯パトロール 

・なるべく犬山市内で食事、買い物をする 

・地元資本の会社設立、ex）古民家の活用、

世界の料理が食せる飲食街 

・起業 

・起業支援 

・ベンチャー創出、若手人材育成 

・農業、商店、若い人たちが夢を実現できる 

・政治家になる 

・年齢関係なく友達になる 

防災 

・大きな災害、水災害、大雨 

・すぐに状況が把握できる（災害） 

 

・ハザードマップ作り 

・アウトドアと防災 

交通 

・車に乗らなくても生活に困らない 

・明るい広い歩道 

・交通機関が整備され、車がなくても外出で

きる 

・道が広い 

医療・福祉 
 ・バリアフリー（身体とこころ）な町 

・総合病院がある 

運動・健康  ・ウォーキングコース（複数）5～10km 

買い物・飲食 

・歩いて買いものにいける 

・必要なものは全部買える町 

・地元の商店が活き活きと商売を続けている 

・おいしいお店、外食できるお店 

・おいしいパン屋 

・地域の商店が集結した城下町に 

・わん丸君バスに地元の野菜も乗せて、地域

（市内）に流通させる（自動運転？） 

・どのエリアに行っても商店街がある町 

自然保護・ 

景観・観光 

 ・観光がもっと充実し、全国から皆が来てく

れる 

・自然の中でゆっくり遊べるまち 

・石上げ祭が活発になっている 

その他 

・お隣、近所と顔見知り、犯罪がないまち 

・住み人が公園に集える町（たまには静かに） 

・古さと新しさ、両方味わえる町 

・城下町の古民家がホテルやコワークスペー

スに 

・地域の人達が地域をつくっていると実感し

ている 

・地区に住む全員がガイド＝地区民と観光客

の融合 

・自然と文化と教育がしっかりと出ている 

・コミュニティ組織（？）ができる 

・地域コミュニティが密に接している 

・電柱をなくす 

・子どもたちが犬山に住みたい！住み続けた

いと思っている 

・子どもが遊べるまち 

・就職を地元で出来て、地元にて生きている 

・地産地消を体感している 

・すみたい（移住）まち 

・人口が増えている 

・食もエネルギー（電気）も自給自足できる 

・子育てする人が増える町 

・外国人も一緒に仲良く住める町 

・農業従事者が若者も進んで増えている 

・シルバーと子どもが一緒に農作できる町 

・高齢者が自動運転車で自由に動ける 

・税金が安いまち 

・お金がなくても楽しいことが沢山できる町 

・インスタ映えスポットが城下町以外にも出

来ている 



【犬山地区】 

5 

グループ  

◎2031未来物語 「まちづくり川柳」 

外出れば ゆるいつながり たすけあい 
◎発表内容 

■10年後、なったらいいね！こんなまち【犬山地区】 

・子どもが元気なまち。 

■10年後、なったらいいね！こんなまち【犬山市全体】 

・高齢者が活躍できる元気なまちづくりができているまち。 

■【自らできること】 

・高齢者の見守り隊を作ったり、畑活をしたりする。 

・ボランティア活動を通してみんなでつながり、助け合いができるようなシステムを作る。 

 

◎参加者の意見 

 
10年後、なったらいいね！こんなまち 

【犬山地区】 

10年後、なったらいいね！こんなまち

【犬山市全体】 
自らできること 

土地利用 

・町全体が過疎になっていく 

・空き家の少ないまち 

・町中の空き地が増える 

・町中の空き家 

・空き家を有効活用 

・木造建築物密集地区の解消を 

・犬山市の建物管理を町内、ボランティアに

委託する 

・ご近所で預け合い、コミュイティづくり 

・近所と仲良くする（地域活動への参加） 

・子どもが病気になったら、ボランティアの

方々に手伝いをしてもらう 

・要介護者の見守り隊 

・通学路での見守り活動 

・年寄り近所で困った時に助け合える関係づ

くり 

・地域ぐるみで困りごとを相談できる場をつ

くる 

・ボランティア活動への参加 

・交通安全活動 

・まちづくり、とんぼも見守る交通安全 

・市民の方々からの自然写真を受け付けるホ

ームページを作成 

・地域立的学校づくり 

・アクティブブレインで大人も子どももポジテ

ィブになる 

・エルム、勉強会で子育てを楽しく 

・竹林の管理の為、竹炭作り 

・インクルーシブ教育づくり、ごちゃまぜ 

・ホタルを呼ぶ清流の回復（ゴミ清掃） 

・個人事業主を育てる塾 

・畑活 

・市のことをよく知る 

・畑活がバッタ観察会に発展し 

 

防災 
 ・消防活動がどのように出来るか各地区で実

演を 

交通 

・駅から城下町までに歩行者用道路が欲しい 

・町中の駐車場が増える 

・街角剪除が出来ると良い 

・4mに足りない通路をなくしたい、歩きやす

くなっている 

・バスが使いやすい 

・コミバスの拡大と買い物利便性の向上 

・歩道やバス停にベンチや休憩所を設置する 

・カーシェアリングを普及させる 

医療・福祉 

・高齢者や弱者の見守り活動 

・高齢者の集いがなくなっていく 

・犬山市全体の高齢者が増えて行く 

・中央病院の設備が整う 

・子育て支援センターの利用時間を長く 

・病後児保育の受け皿を増やす 

・子育て中のお母さん、大切にする町 

 

運動・健康 ・スポーツの盛んな地区  

買い物・飲食 

・商店がなくなる 

・お店がたくさん増えている 

・個人商店街が多い 

 

自然保護・ 

景観・観光 

・町中のみどりがなくなる ・観光客でいっぱい 

・里山がなくなっていく 

・犬山の自然（生物、昆虫などの）写真を集め

る 

・竹林の管理、適切に 

その他 

・大人が元気 

・犬山口駅まわり、便利になっていると 

・各自の建物の次世帯が実現する社会 

・ゆるい結びつきの隣組ができると良い 

・子どもが外で遊んでいる 

・犬山産のたべものが食べられる 

・田んぼが気持ち良い 

・子どもの多いまち 

・みどりの多いまち 

・全体町内会の防犯活動 

・全町内会の交通安全活動 

・東之宮池の祭事の開拓 

・全町内会の清掃活動 

・気候変動に対応できる農業、稲作 

・犬山市だけは良い知恵を出して繁栄すると

いう考え方ではないまちづくり 

・移住したくなる、移住しやすいまちづくり 

・幸せな人がたくさんいるまち 

・歴史文化の伝承活動 

・老若男女参加型の祭事開催 

・全体に人口が減っていく 

・プレーパークみたいに自由な遊び場が自然

とある 

・名産品が県外にも知られてほしい 

・全国一のドッグラン 

・大人の仕事がよく見えるまち 

・外出ればゆるいつながりたすけあい 



【犬山地区】 

6 

グループ  

◎2031未来物語 「まちづくり川柳」 

犬山市 みんなかがやく 城の街 
◎発表内容 

■10年後、なったらいいね！こんなまち【犬山地区】 

・城下町がもっと活性化したまち。 

・高齢者にやさしいまち。 

・大きな公園があり、子育てしやすく、暮らしやすいまち。 

■10年後、なったらいいね！こんなまち【犬山市全体】 

・工業化せずに、田んぼを保全し、自然環境にやさしいまち。 

■【自らできること】 

・SNSを活用して市を宣伝する。 

・ボランティアを派遣することなどを通して外国人住民を助け、外国人に優しい社会構築に協力する。 

 

◎参加者の意見 

 
10年後、なったらいいね！こんなまち 

【犬山地区】 

10年後、なったらいいね！こんなまち

【犬山市全体】 
自らできること 

土地利用 
 ・今ある田んぼを残して、無駄に工業化せず

環境にやさしい市 

・交通などルールは守る 

・安全運転こころがける 

・安全運転を心がける！ 

・歩行者がいたら止まる 

・高齢者に優しい街づくり 

・道案内、車いすを押す 

・困っている人がいたら助けられるように 

・困っている人に声をかける、手を貸す 

・お年寄りや小さい子など困っている姿を見

かけたら、声をかけてみる 

・町をきれいにする、小さなゴミ、空き缶を拾

う 

・近くでごみを見つけたら拾う 

・PR活動、犬山を知ってもらう 

・犬山の良さ、犬山の魅力を、SNS などを通

じて個人個人が多くに人に宣伝する 

・コロナが落ちついたら犬山祭にみんなで行

く 

・大きな声で（元気な）あいさつ 

・ボランティアさんの派遣 

交通 

・総合病院への交通手段（近くに駅があれば） ・バス停にベンチがあるとうれしい（お年寄り

とか子どもとか） 

・渋滞なくなってほしい 

買い物・飲食 
・食事ができる場所を増やしてほしい 

・大きいショッピングモールつくってほしい 

 

自然保護・ 

景観・観光 

・お城を中心に歴史的文化遺産を整備して、

歴史を学びながら子どもも老人ものんびり

歩ける 

・城下町をさらに活気良く 

・犬山には観光地など、たくさんあるから、他

県や他国からでも来やすくする 

その他 

・認知症高齢者にやさしい街、歴史を生かし

て町全体を回想法ができる街にする 

・子どもが遊びやすい場所（公園など）をつく

る 

・近くに大きな屋根のある公園がほしい 

・大きい犬山市、城下町、みんなやさしい城

の町犬山に 

・これからのことを考えて若世代が「犬山に

住みたい」と思える場所を 

・自然を生かした仕事を起業しやすい市 

・外国の方も住みやすいまち 

・田んぼ道など街灯が増えるとうれしい 

・子どもたちが安心して走り回れる場所がた

くさんほしい 

・室内で遊べる施設をつくってほしい 

・雨でも子どもも大人もあそべるアミューズ

メントがほしい 

・いろんな人が気軽にはなせるコミュニティ 



【犬山地区】 

7 

グループ  

◎2031未来物語 「まちづくり川柳」 

便利なまち みんな仲良く つながろう 
◎発表内容 

■10年後、なったらいいね！こんなまち【犬山地区】 

・子どもが多いまち。 

■10年後、なったらいいね！こんなまち【犬山市全体】 

・一日観光した後に、外で夕ご飯を食べる店が多いまち。 

■【自らできること】 

・外食を多くする。 

・老若関係せず積極的にあいさつをする。 

 

◎参加者の意見 

 
10年後、なったらいいね！こんなまち 

【犬山地区】 

10年後、なったらいいね！こんなまち

【犬山市全体】 
自らできること 

土地利用 

 ・開放的な街であってほしいなあ 

・区画整理が出来て新しいオシャレな街区が

出来ている 

・免許返納率上げられる？ 

・わん丸君バスを使いまくって必要度を上げ

る 

・若いうちからバス活用して年をとっても使

おうと思えるようにする 

・わん丸君バス使用の観光ルートはもうある

が、うまく認知度を上げられないか 

・犬山市でたくさん遊ぶ 

・お地蔵さんの記録をつくって広報に載せて

認知度を高める 

・おいしい夕ご飯食べられる所を周囲に宣伝

する 

・夕方に外食を使うことで夕ごはんニーズあ

るよ！と伝えていきたい 

・子どもに対して元気にあいさつする 

・若い人と年配の人が気軽にあいさつしてい

けばまだいいのでは 

・学校にボランティアで入る 

・身近な人との助け合い 

・他者の困り事を知る 

・住宅調査協力する 

・伝建条例作りに協力する、資料提供 

・犬山の伝承、昔ばなしを小学校で話して伝

える 

・米作りをやる 

・オンデマンド交通のドライバーを片手間に

やる 

・買い物難民をつくらない為のシステムを作

りたい 

・避難所運営コーディネーターの育成 

・避難所が開いている時に一度行ってみてど

ういう場所か見てみる 

・児童センターとタイアップした子どもと高齢

者行事の運営 

防災 

・災害避難場所での女性向け 

・新郷瀬川が安全に整備されていてほしいな

あ 

・避難所体験イベントがほしい 

・小さな災害避難所の創設（福祉） 

交通 

・城下町～犬山駅の歩道を広くしたい 

・栗栖につり橋が架かっていたらいいなあ 

・犬山駅の東口から西口への車での行き来

がもう少し簡単にできるとうれしい 

・城下町付近の歩道が広くなると安全 

・踏切を渡らず小学校にいけるようになりた

い 

・歩ける歩道が整備されているとうれしいな

あ 

・道が広くなると良いな 

・免許がなくても生きていければいいなあ 

医療・福祉 

・犬山駅近くに保育園がほしい 

・犬山駅東側を子育て活性地域にしたい 

・子育て情報、プッシュ型でこんな楽しいイベ

ントあるよ！とか 

・病児保育がほしい 

買い物・飲食 

・夕ご飯を食べられる店が増えてほしい ・市全体に飲食店が増える、テイクアウトもで

きるところ！ 

・買い物難民がいなくなって欲しいなあ 

自然保護・ 

景観・観光 

・重要伝統的建造物群保存地区 本町～寺内

町、堀部邸周辺、余坂 

・城下町で食べ歩きができる時間が長くなっ

てほしい（もう少し長く営業してほしい） 

・重要伝統的建造物群保存地区 大本町、本

町、寺内町、外町 

・自然が残っていたらいいなあ 

その他 

・城下町がにぎわっていたらいいなあ 

・保育園の駐車場から道路を渡らずに園内に

入りたい 

・テレワークの常態化から貸事務所の創設を 

・市役所の駐車場を裏の踏切見学の人用に

開放してほしい 

・デジタル化した市内情報システムの構築 

・これからの新しいウイルス発生を考え、市の

発表データは独自分析を 

・友達に自信をもって「犬山で丸１日あそべる

よ」言える 

・街灯が増えて夜道も安心 

・お地蔵さんが残っていたらいいなあ 

・生活に困っている子どもが助けられていた

らいいなあ 

・このまま小中学校の教育のクオリティが保

たれてほしいなあ 

・ふるさと納税、子ども用品は残っていてほ

しい 

・広報の電子化、関係ありそうな所にハイライ

ト 

・コミュニティの条例化 

・市の施設には全てフリーWi-Fi化 



【楽田地区】 

8 

グループ  

◎2031未来物語 「まちづくり川柳」 

たすけあい 共助できる 街づくり 
◎発表内容 

■10年後、なったらいいね！こんなまち【楽田地区】 

・介護が充実したまち。 

■10年後、なったらいいね！こんなまち【犬山市全体】 

・子育てしやすいまち。 

・外国人が住みやすいまち。 

・災害に強いまち。 

■【自らできること】 

・高齢者に声をかける。 

・子ども達にあいさつする。 

・仲間集めをする。 

・行政に頼りすぎずに、みんなで助け合う。 

 

◎参加者の意見 

 
10年後、なったらいいね！こんなまち 

【楽田地区】 

10年後、なったらいいね！こんなまち

【犬山市全体】 
自らできること 

土地利用 

・大きな会社が増えると良いです。（犬山工業

団地） 

・子どもの遊び場があると良い 

・空き家を活用→子ども食堂、市民市場など 

・休耕地を「ダーチャ」に！空き家を活用 

・犬山市役所でマッチング、田畑を貸したい

人、借りたい人など 

・オーガニック食材の提供 

・オーガニック農業講師の派遣（江南市なの

はな畑、佐々木正） 

・地域でのボランティア活動に関わっていく

（ボランティアの高齢化） 

・自助、公助、互助、共助、システム化、マッチ

ング、大口町のようなおたすけ隊 

・災害時にお隣同士で助け合うこと 

・認知症の方のサポート（住み慣れた家で暮

らしていけるように、介護美容） 

・介護福祉士兼セラピストを活かし高齢者の

元気のサポート 

・介護の悩み疲れの方のサポート（介護美容） 

・地域の方とのコミュニケーションを積極的

に 

・独居老人に声をかけること 

・高齢者の買い物支援 

・お年寄りに声かけをする 

・子どもが大きな声であいさつが出来るよう

に大人が声かけする 

・学童の見守り、通学時に 

・仲間集め、マッチング 

・土日に働く 

・クラウドファンディング 

・健康寿命延伸、介護予防、認知症予防、のき

っかけをつくる（介護美容） 

・企画スポンサー 

 

交通 

・楽田駅の周辺が渋滞するので、線路を高架

にしてほしいです 

・楽田駅～大県神社間の大型トラックの通行

禁止 

・コミュニティバスのダイヤ、路線が便利にな

る 

・スクールバスがあればよいが。全市 

 

医療・福祉 

・犬山老人センターを高齢者にやさしい施設

にして欲しいです 

・高齢であっても住み続けられる町 

・認知症のサポートの充実 

・高齢者がずっと自宅で暮らせるように 

・年寄りが住みやすくなるといいな 

・介護美容でサポート、高齢者、介護者 

・設備の整った大きな病院を建てて欲しいで

す 

・市民病院が出来ると良いかな 

・元気、シニア高齢者がたくさん 

・介護美容の浸透 

・介護のイメージが明るいものに 

買い物・飲食 

・お店が増えると良い ・犬山市の商店がなぜ発展しないのか 

・企業、商店が増えると良い 

・大型ショッピングセンターがあればよい 

その他 

・若い世帯が増えると良いです 

・子どもの数が増えている 

・地域の集いの場が活気づいている 

・子どもが増えるといいな 

・税金が安くなるといいな 

・ふるさと納税をしたら良いと思います。 

・犬山市の転入者倍増計画！大口町のよう

なおたすけ隊、オーガニック給食、飯地村の

ようなしくみ 

・学校給食を「ダーチャ」で作ったオーガニッ

ク野菜に！地産地消 

・外国の方も住みやすい町  

・ドッグランがあると良い 

・「ダーチャ」のある犬山市 

・「ダーチャ」を市民交流の場に！ 

・「ダーチャ」で災害時に自給自足できるまち 

・「ダーチャ」の講師がいて受講できるまち 



【楽田地区】 
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グループ  

◎2031未来物語 「まちづくり川柳」 

あいさつで みりょくとうるおい 楽田地区 
◎発表内容 

■10年後、なったらいいね！こんなまち【楽田地区】 

・スマホの使い方などの情報が共有できるまち。 

■10年後、なったらいいね！こんなまち【犬山市全体】 

・スーパーなど買い物ができる場所が多く、便利なまち。 

・みんなであいさつできるまち。 

・みんなでお祭りができる、楽しいまち。 

■【自らできること】 

・みんなであいさつをする。 

 

◎参加者の意見 

 
10年後、なったらいいね！こんなまち 

【楽田地区】 

10年後、なったらいいね！こんなまち

【犬山市全体】 
自らできること 

土地利用 ・小牧線の東側の発展  ・スマホ、パソコンの使い方を知りたい人に

教えたい人を集めてマンツーマンで学び合

い 

・小さな仕事を出し合う小さな仕事を引き受

ける、まちの中で TEL でもあれこれマッチ

ングできる人を増やす 

・子どもたちがまちの一員だと実感できる機

会を増やしていく 

・一人ぐらしの方どうしの昼食会（集会場に

て） 

・もっと学ぶ 

・町内の清掃、２～３日／年 

・町内以外の草刈り、ゴミ拾い 

・進んで行動する 

・まちのことに関わるきっかけになる楽しい

おもしろいイベントを増やす→一緒にやろ

う！ 

・進んであいさつをする 

・人に会ったらあいさつをする 

・あいさつ運動！ 

・助け合い、やさしさ、だれにでもあいさつ 

交通 

・巡回バスが多くなると良いです 

・道路の整備 

・無人バスで市内どこへでも行けたらいいね 

・人口が増えたらいいね、交通が便利になっ

たら良い 

医療・福祉  ・福祉の充実 

買い物・飲食 

・買い物が便利になると良い 

・近くにスーパー 

・楽田の中で沢山のお店があったら楽しいね 

 

自然保護・ 

景観・観光 

 ・建物もキレイな観光都市になったらいいね 

その他 

・ふれあいセンターで行われている取組、運

営がもっと市内に広がる？ 

・他地区の人が利用できる楽しめる情報が市

内に知られている 

・みんなが物事を進んで行えるようなまち 

・各町内に子どもも大人もミコシを担ぐ祭り

があったら！ 

・みんなが心のゆとりをもてるまち 

・みんながあいさつ出来るまち 

・子ども達が安心してあそべるまち 

・みんながゆずりあえるまち 

・犬山祭に皆で参加できたらいいね 

・犬山の各地区の魅力がもっと市民に知られ

て活用されている 

・各地区の良い取みが別地区でもアレンジさ

れて、アイデアが共有されている犬山 

・活動か仕事がいろいろな世代でシェアでき

るためのサポート、学びの場がある 

・くらしに ITデジタルの活用が気軽にできる

まち 



【楽田地区】 

10 

グループ  

◎2031未来物語 「まちづくり川柳」 

あいさつで 助け合う町 よき楽田 
◎発表内容 

■10年後、なったらいいね！こんなまち【楽田地区】 

・学生に対するボランティアを通して、学生との交流が図られたまち。 

・健康体操のできる場所が充実したまち。 

■10年後、なったらいいね！こんなまち【犬山市全体】 

・健康長寿のまち。 

 

◎参加者の意見 

 
10年後、なったらいいね！こんなまち 

【楽田地区】 

10年後、なったらいいね！こんなまち

【犬山市全体】 
自らできること 

防災 
・安全な町づくり ・消防団員が不足しています。地区防災力に

は欠かせない 

・コミュニティに参加して地区のために協力

していきたい。町会の絆を指導していきた

い 

・老人の集い、お喋り会 

・地域で助け合いのボランティアをする 

・近所の人に声かけ（老人）、手助け（ゴミ出し

の手伝い） 

・子ども達にスポーツを教える 

・町内の間で高齢者の見守り 

・年だから仕方ない、コロナだからダメとか

マイナス的な考えではなく楽しい発想をす

る 

・閉じこもっていないで外に出てみる、知ら

ない人とでも話をしてみる 

・買い物支援のボランティア 

・困っている方がいたら助け合い 

・あいさつ 

・子ども達へ声かけ、朝、帰り、“おはよう”、

“いってらっしゃい”、“お帰りなさい” 

・町内のゴミひろい 

・運動インストラクター、ころばぬ体操を教え

る 

交通 

・若宮交差点がスムーズに通れるといいね ・交通の便を良くしよう 

・病院間で協力してバスを出して家の近くで

停車場を作ると良い 

・駅を増やす。古くは南部中学（追分）の所に

あった 

医療・福祉 
・老人にもっと利用してもらえる安全な場所

になるように 

・市民病院の建設、総合病院を作る 

運動・健康 
 ・健康長寿の町 

・各地区に健康体操ができる場があれば 

買い物・飲食 ・買い物支援  

自然保護・ 

景観・観光 

・芝の多い公園に桜を植えて花見ができるよ

うになったらいいね 

・歴史的な神社をもっと観光化したら！宣伝

しよう。 

・観光客がどんどん犬山に訪れ、他市町の人

達といろんな交流ができる 

・観光の町 

その他 

・おなかがすいている学生に昔ながらのおや

つを提供したり、ゴミ出しに行けない高齢

者の代わりに行く・・・などの手伝い 

・子ども達の通学が危険でないといいね 

・学生と高齢者が顔なじみの関係ができ、お

互いの困っていることを助け合うことがで

きる 

・学生はいずれ社会に出て仕事をする。まだ

学生のうちに高齢者（まちづくり）に参加し

て知識を豊富にしておく。 

・助け合う地区 

・支え合う地区 

・スクールガードをしています。小学生が少な

く、子どもが多くなればいいな。 

・インフラ整備が整ったらよい 

・助け合う町 

・農業体験ができる町 



【楽田地区】 

11 

グループ  

◎2031未来物語 「まちづくり川柳」 

うるおう楽田 多様な世代 笑顔になろう 
◎発表内容 

■10年後、なったらいいね！こんなまち【楽田地区】 

・田んぼの代わりに、たくさん開発されたまち。 

・子どもが安心して遊べる場所が確保されたまち。 

・コミュニティバスが改善され、公共交通が利用しやすいまち。 

・図書館の利用時間がフレックスであるまち。 

 

◎参加者の意見 

 
10年後、なったらいいね！こんなまち 

【楽田地区】 

10年後、なったらいいね！こんなまち

【犬山市全体】 
自らできること 

土地利用 

・田んぼを減らして、ハード面も必要と思う 

・市街化、農地の開発、活用 

・楽田小学校にある図書館をふれあいセンタ

ーに移設したらどうですか 

・楽田駅西をもう少し都市計画で便利にして

ほしい 

・外国人と交流する。話をしたりする 

・SNSで情報拡大をする 

・テーマ SDGsを広めていくべき！ 

・近所のお年寄りに話をする。老人は人と話

をしたがる 

・子どもの笑顔が見たいので、同意見、同方

針の団体とコラボしていくことにエネルギ

ーを使える私です 

・これから人口減により犬山市役所でやるこ

とを地域も協力していくことが大事かな！

ボランティアなど 

・家族に迷惑をかけないように健康に気を付

けている 

交通 

・コミュニティバスを改善してほしい。時間が

かかる。市中心へ行くのに 

・住んでいる前の道、許可車のみ通れるが、

住民は全部通れるように 

・コミュニティバス、土日も運行してはどうか 

・細い道が整備されたら通行しやすそう 

・若宮江南線 の道路を広くしてほしい 

自然保護・ 

景観・観光 

 ・犬山市の観光業の規模拡大 

・大人も子どもも自然に触れられる町 

その他 

・ものづくり体験できる場所があってほしい 

・安心して遊べる場所の確保 

・図書館を気軽に使用できると良い。規制を

緩めて 

・図書館の時間をもう少し早くしてほしい。 

・犬山市にいる外国人が今以上に住みやすい

町 



【羽黒地区】 
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グループ  

◎2031未来物語 「まちづくり川柳」 

地元愛 ハグしたいまち 羽黒シティ 
◎発表内容 

■10年後、なったらいいね！こんなまち【羽黒地区】 

・複合的な商業施設があり、買い物が便利なまち。 

・高齢者が安全に通行できるように道路整備がされたきれいなまち。 

・文化会館でコンサートが多く開催されるまち。 

■10年後、なったらいいね！こんなまち【犬山市全体】 

・商業施設があり、人々が長く住み続けるまち。 

・シルバー人材が活躍できるまち。 

・観光地として人気なまち。 

■【自らできること】 

・農業の手伝い、近隣の見守りなどのボランティア活動を行う。 

・市内での従業及び地産地消などに貢献する。 

 

◎参加者の意見 

 
10年後、なったらいいね！こんなまち 

【羽黒地区】 

10年後、なったらいいね！こんなまち

【犬山市全体】 
自らできること 

土地利用 

・農地開放 

・子どものあそび場公園増 

・出張所の移転 

・空き家が少ない 

・犬山地区中心の町づくりではなく総合的 

・羽黒駅の建て替え 

・住宅地の拡充 

・寄贈 

・交通整理 

・医療。介護連携（地域に密着した） 

・地域の方にむけた福祉勉強会 

・民生委員さんと事業所のつながり 

・税金収入替える、教育、人間関係 

・ボランティアを率先してする 

・ボランティア（何かしらの） 

・近隣の見守り、声かけ 

・高齢者・子ども達に声かけをする 

・あいさつする。声かけ 

・地域のサロンのお手伝い 

・犬山で働くこと 

・ゴミ拾い地域 

・さくらさがそう 

・地産地消すること 

・農業を手伝う 

・農業継続 

 

交通 

・歩行者が安全に使用できる道路 

・道路にガードレールをひいて、子どもの安

全を守る町 

・長者町線の道路開通 

・羽黒から小牧インターへ道路広く 

・道路の整備（行き止まり） 

医療・福祉 

・介護される人が少ない（元気な人が多い） 

・高齢者にとってすみやすい町 

・子どもを大事に育てる町 

・福祉施設の充実 

・福祉・医療費用負担が少ないまち 

・福祉・医療事業者に手厚いまち 

・介護を受けるのに素直な人が多い 

運動・健康 
・調整区域は外す、青少年育成とスポーツの

町 

 

買い物・飲食 

・複合型モール ・大型ショッピングセンター 

・大型の商業施設がある 

・レストランロード 

・移動販売 

自然保護・ 

景観・観光 

 ・観光地の拡大 

その他 

・羽黒地区シルバー人材創設 

・市民文化会館の活用、コンサート増やす 

・羽黒地区の魅力が 1０年後も続くまち 

・年配の方が働きやすい場所 

・隣の人、近隣声をかけあっている 

・きれいな町 

・人に優しい町 

・農業事業者の継続 

・犬山シルバー人材の増強 

・古き物を大切にしていく町 

・地域活性化条例の活用 

・町づくり、調整区域内水洗トイレ 

・人が活性している町 

・旧がなくなり前衛都市工場が多く 

・立派な遊園地がある町 

・地域格差が少ない（考え方とか） 

・若い人が増えている 

・いきいきした明るい町 

 



【羽黒地区】 
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グループ  

◎2031未来物語 「まちづくり川柳」 

五条川 散歩と運動 すこやかに 
◎発表内容 

■10年後、なったらいいね！こんなまち【羽黒地区】 

・五条川沿いが安心で歩けるように整備されたまち。 

・人々が五条川沿いでいっぱい楽しめるまち。 

・羽黒駅周辺はきちんと整理されたまち。 

・近所づきあいがよくでき、災害時には助け合えるまち。 

■10年後、なったらいいね！こんなまち【犬山市全体】 

・元気な高齢者と子供の交流ができるように、自然を活用したまち。 

■【自らできること】 

・よく散歩し、自らの健康状態を向上させる。 

 

◎参加者の意見 

 
10年後、なったらいいね！こんなまち 

【羽黒地区】 

10年後、なったらいいね！こんなまち

【犬山市全体】 
自らできること 

土地利用 

・耕作放棄地を活用 

・金屋付近で最近土地問題で困っています。

グランドの換地 

・駅と駅周囲の整備 

 ・各地区の「良いとこ」を探してみる 

・散歩しながらゴミ拾い 

・家のまわりのゴミ拾い 

・ご近所の方とのあいさつ 

・家族と散歩に出かける 

・自分自身が健康でいること 

・近所（町内）のイベントに出席し横のつなが

り作り 

・地域のまつり、行事に参加 

・出逢う人に笑顔で挨拶をする 

・散歩しながら元気にあいさつ 

・老人が楽しめる会作り、楽しい後生を送り

たいサロン 

・地域高齢者が集える場を作るサロンの向上 

・近所の高齢者の見守り 

・畑で作ったもの交換 

・まず外へ出かけてみる 

・防災のことを気軽に話す場をつくる 

防災 

・災害時に声を掛け合う 

・災害時の集合場所が近いと良いな 

・全員の防災意識が高い 

・災害の避難場所がもっと分かりやすくなる

と良いな 

交通 

・歩いている方が座れるベンチを道において

ほしい 

・高齢者、子どもたちが安全に歩ける道路 

・道路には歩道をつくって 

・コミュニティバスの細かい停留所を作る 

・子ども達が安心して通える道路づくり 

・免許返納しても安心して暮らせる 

医療・福祉 ・病院と地域の病院の役割分担を  

運動・健康  ・健康で生活できる町づくり、子、大人 

買い物・飲食 

・街並みが明るく商店が多く出来ると良い 

・高齢者が買い物に困らないように 

・歩いて行けるお店があったら良い 

・買い物しやすい 

・どの方でも気軽には入れるカフェがあった

らいいな 

・犬山駅から城下町へ向かう商店街、もっと

いろいろなお店があると良いな 

自然保護・ 

景観・観光 

・田園風景が今のまま残る 

・五条川きれいにしてほしい 

・五条川を如何にしたら桜が名物になるか 

・五条川をニコニコ散歩（あいさつ、会話があ

る） 

・五条川沿いはもっと明るく 

・山・川、自然が残る 

・子どもが自然の中であそべる 

その他 

・近所とつながりがある 

・ご近所で助け合う 

・近所の先輩が子育てを助ける 

・大人が子どもに声をかけてみんなで見守り

育てる 

・畑を教える＝食育 

・羽黒地区の駅前通り、高度発展について考

え直す 

・挨拶が飛び交うまち 

・子どもが安心して遊べる 

・地域で助け合える関係を整備 

・世代間の交流が活発 

・元気な高齢者の力を有効に生かしてほしい 

・羽黒産の給食の米が７分付が無農薬に、よ

り良い給食→子育て世代の人口増 

・よりよい（オーガニック）給食→自然塩など

で栄養UP→元気な子供増 

・低所得の方でも安心して暮らせる町づくり 

・各地区での目玉づくり 

・駅の周辺を活気づける 

・子ども達が安心して遊べる場の提供が必要 

・子育てしやすい 

・安心して子どもたちが外出できるシステム 

 

  



【羽黒地区】 
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グループ  

◎2031未来物語 「まちづくり川柳」 

はぐろっ子 五条の流れに 人つどう 
◎発表内容 

■10年後、なったらいいね！こんなまち【羽黒地区】 

・人とのつながり、声掛けができるまち。 

・公共トイレなどの施設が利用しやすい場所に配置されるまち。 

■10年後、なったらいいね！こんなまち【犬山市全体】 

・子育てしやすいまち。 

・高齢者が住みやすいまち。 

■【自らできること】 

・近所とのかかわり、見守りをする。 

 

◎参加者の意見 

 
10年後、なったらいいね！こんなまち 

【羽黒地区】 

10年後、なったらいいね！こんなまち

【犬山市全体】 
自らできること 

土地利用 

・空き家を活かして低賃金で貸して子育て世

代の負担軽減 

・五条川沿川に公園があるといいなあ 

・耕作放棄地を活かして農業を盛んにしたい 

・空き家を活かして低賃金で貸して子育て世

代の負担軽減 

・子どもの登下校の見守り 

・子ども達への声かけ（いってらっしゃい、お

かえり） 

・近所の人達への声かけ 

・声かけ又はあいさつをする 

・地域の方々に声かけ（あいさつ）する 

・近所の方々とのコミュニケーション 

・施設全体から始まり、ご近所の方々への声

かけあいさつを心がけ、少しずつ明るい町、

声かけしやすい空間を広げていく 

・散歩の途中などトイレに困ったり体調不良

あれば施設に気軽によって頂けるような雰

囲気作り 

・買い物の代行支援 

・交流の場の提案 

・高齢者の一人暮らしの方の傾聴 

・市の事業や子育て支援などの勉強会みた

いなものを主催して、一人一人が街をつく

るという意識を持っていく 

・どこの道路、道に不具合があるのか細かく

提案する 

・サロンへ参加呼びかけ 

・ボランティア活動への参加 

・病院の付き添い 

・みんなで公園の清掃をやる 

・ゴミ出し支援 

・ゴミ拾い、環境整備 

交通 

・デマンドバスの利用ができるようになった

ら良い 

・巡回バスの増加 

・自動車が通りやすい町になるといいなあ 

・道路整備 

・各所の道路、ミラーの設置 

医療・福祉 

・気軽に福祉について相談ができる 

・老人（高齢者）が楽しめるいこいの場 

・病院との関わり 

・総合病院を作ってほしい 

・福祉施設を充実してほしい 

・福祉施設の充実 

・子育てのしやすい町になったら良い（子育

て支援の充実） 

買い物・飲食 
・長者町グリーンハイツエリアにスーパーが出

来たらよい 

・高齢者が買い物しやすい場所 

・高齢の方で利用しやすい喫茶店の充実 

自然保護・ 

景観・観光 

・五条川がもっときれいな川になるといいな

あ 

 

その他 

・オーガニック給食の実現 

・農福連携をもっと盛んにして農業を応援 

・すれ違う人同士笑顔であいさつ 

・近所の情報共有 

・五条川沿いに公衆トイレを設置してほしい 

・子どもも老人がふれあえる町 

・集会場のトイレの改修 

・近所との関わり 

・他の家の子どもにも声かけできる 

・誰とでも声かけあえる 

・助け合いが出来る地区づくり 

・困った方への声かけができる 

・オーガニック給食を実現 

・老人が生き生きした町になると良いかも 

・地域でみんなが立ち寄って話せる場所づく

り 

・ボランティアの充実 

・みんなが楽しめる公園 

・公園を増やしてほしい（児童） 

・大きな公園がある 

・子どもがもっといる町になるといいなあ 

・子ども達が安全に住める町（事故を無くす） 

 



【羽黒地区】 
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グループ  

◎2031未来物語 「まちづくり川柳」 

春さくら え顔で歩く 五条川 
◎発表内容 

■10年後、なったらいいね！こんなまち【羽黒地区】 

・道路整備、下水などのインフラが整ったまち。 

・商業施設が充実し、買い物に便利なまち。 

・自然環境を大事にしたまちづくりが行われたまち。 

■10年後、なったらいいね！こんなまち【犬山市全体】 

・コミュニティバスが便利なまち。 

・道路がきちんと整備されたまち。 

■【自らできること】 

・自己中心の考えを改め、人と協力し合うようにする。 

・人とのつながりを大事にし、地域でよく会話する。 

 

◎参加者の意見 

 
10年後、なったらいいね！こんなまち 

【羽黒地区】 

10年後、なったらいいね！こんなまち

【犬山市全体】 
自らできること 

土地利用 ・市街化調整区域から市街化区域に ・犬山市羽黒の東西の町化 ・きれいな市、ゴミゼロ運動しない町 

・一人暮らしになった人への声かけ 

・地域の人の困ったことを聞いて助けること

ができたら良いな 

・自分さえ良ければの考えを改める 

・協力し合う心が育てば発展できる 

・次世代の人達の為に尽くすこと 

・自分の町は自分で守る 

・町内に防犯灯の設置 

・皆で心置きなく話し合いのできる場をつく

る。年、趣味、仕事の差を超えて定期的に集

まる「みんなで話そう会」各町内で 

・助け合いの心を持つ 

・高齢者（仲間）同士での譲り合い見守り 

交通 

・成田山→名古屋方面、春日井方面の道路整

備、交通の便を良くする 

・狭い道の整備、せめて救急車が通るぐらい

の道 

・高齢者や子ども達が安心して自転車に乗れ

る様な道路整備 

・住み良い道路整備を 

・交通が便利で自動車がいらない町 

・1０年以内にもっと交通の便が良くなる事

を希望 

・交通の便の良い町作り 

・街灯の増設（歩道・自転車道の整備） 

・子ども、お年寄りが安心して歩ける道路に

したい 

・コミュニティバス運行（土日） 

・自然環境を保全する方向での道路施設の

整備 

・中央道 R22に連なる 4車線の縦貫道路を

整備し、企業、商業施設の誘致を図る 

医療・福祉 ・お医者さん通りができたら良いな  

運動・健康 
 ・犬山駅を起点とした犬山駅までのハイキン

グロード（健康志向） 

買い物・飲食 

・商業施設があると良いかな 

・買い物が便利な町 

・商業施設が少なすぎるのでタウン化してほ

しい 

・手ごろな広さのスーパーがほしい 

・移動スーパーがたくさん通る町 

自然保護・ 

景観・観光 

・観光地にトイレを 

・五条川、郷瀬川の整備 

・憩いの場とできる環境づくり 

 

その他 

・大企業、県、国の施設等を誘致して市税の

増収を図る 

・大きな工場があったら良いな 

・子育てがしやすい町 

・下水も通っていないので下水道実現化へ 

・本町通りのみではなく城下町にもっとにぎ

わいを！ 

・みんながニコニコしている町にしたい 

・犬山市の独自の遺産を大切にし、そこに目

を向ける政策 

・インターネットがどこでもつながる WiFi 中

継地点の増設 



【城東地区】 
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グループ  

◎2031未来物語 「まちづくり川柳」 

毎日 便利生活 みんなで総動 
◎発表内容 

■10年後、なったらいいね！こんなまち【城東地区】 

・交通インフラがきちんと整備されたまち。 

・日常生活で気軽に買い物ができるまち。 

・農地、公園、キャンプ場などの自然資源がもっと広くアピールされ、活かされたまち。 

 

◎参加者の意見 

 
10年後、なったらいいね！こんなまち 

【城東地区】 

10年後、なったらいいね！こんなまち

【犬山市全体】 
自らできること 

土地利用 
・農地の宅地化 ・「道の駅」が充実する 

・シャッター街の再生利用 

・四季の丘地区からのこういった集まりへの

参加促進 

・あいさつ運動 

・通学路の草刈り年２回 

・花壇の花づくり 

・何でもできそう、法規制緩和 

・市独自のコインで助けたり助けられたり（お

助け隊） 

・助け合いの場を作る（ゴミ出し買い物援助） 

・“収穫の手伝い”、柿とか手が届かない所 

・安否確認、話し相手 

防災 ・今井につながる道が整備、土砂崩れしない  

交通 

・犬山駅周辺まで５分で行きたい 

・栗栖、岐阜県側に橋が架かる 

・コミュニティバスの本数を増やす 

・41号線の 4車線 

・コミュニティバスの充実、回数、他の市町ま

で延長 

・41号線、ずっと 3車線が続く 

・タクシーの相乗り、タクシーチケットの増刷 

医療・福祉  ・市民病院を 

買い物・飲食 

・商業施設の誘致、建設 

・買い物支援、付き添い 

・商業施設の充実 

・酒が飲める場所がもっとほしい 

・商業施設の誘致 

自然保護・ 

景観・観光 

・栗栖地区キャンプ場ＰＲ 

・今井地区キャンプ PR 

・名鉄の山林を緑を残した開発 

 

その他 

・公園ごとのトイレ整備 

・子どもが里帰りしたい場所にしておきたい 

・定年後の働く場所をつくる 

・誰でも気軽に使える公共施設の増設 

・犬山駅東口の活性化 

・水耕栽培野菜の犬山産としての新発売 

・SDGsの推進 

・犬山のまち全体の活気がない。活気ある町

づくり 

・好きな学区の小中学校に行きたい 

・市内学生（小中高）同士の交流会の実施 

・インフラの整備 

・日常生活の利便性、医、薬等 

 



【城東地区】 
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グループ  

◎2031未来物語 「まちづくり川柳」 

さとやま しぜんとあそぶ まごとともに 
◎発表内容 

■10年後、なったらいいね！こんなまち【城東地区】 

・里山が活用されたまち。 

・郊外団地へのアクセスが安全かつ便利になったまち。 

・里山でも買い物が便利なまち。 

■10年後、なったらいいね！こんなまち【犬山市全体】 

・城下町だけでなく、里山も観光地としてにぎわっていけるまち。 

■【自らできること】 

・草刈りをする。 

・世代間交流を行い、若い人にこういった活動を伝えていく。 

 

◎参加者の意見 

 
10年後、なったらいいね！こんなまち 

【城東地区】 

10年後、なったらいいね！こんなまち

【犬山市全体】 
自らできること 

土地利用 

・荒地のない農業を 

・池を利用した親水公園 

・田んぼ、畑を貸し借りし、作りたい人が作物

を作る 

 ・里山の自然と遊ぶまごとともに 

・地域の活性化につながる活動 

・駅前の花壇の草引き 

・駅前の草刈りに 

・通学路の草刈り 

・草引きに行く、１人住まいの家 

・美化活動（花壇、草刈り） 

・公園の美化（枝払い） 

・公園の掃除 

・田口洞川の清掃（ホタルの為） 

・弱者の声を伝える 

・困り事を解決するの手伝い 

・男性一人住まい、時々食事を届けている 

（４人） 

・コミュニティ活動・町内活動 

・町内の役を引き受ける 

・多世代交流の場づくり 

 

交通 

・善師野駅前を広く 

・善師野駅を中心に巡回バスが走れば良い 

・県道犬山－御嵩線の拡幅 

・四季の丘、もえぎヶ丘、善師野台につづく団

地を 

・パークウェイにつながる道路整備 

（新しい IC） 

・交通難民のいないまち 

・道路の幅を広くする 

・自転車通学、子ども達のための道路 

・安全な通学路 

・車が無くても生活できる町 

・五郎丸に新駅を、病院に通いやすくなる 

医療・福祉 
 ・犬山の東に総合病院をつくる 

・高齢者や障がい者が住やすい 

買い物・飲食 

・買い物難民のいないまち 

・善師野に大型スーパーが有れば良い 

・大きなスーパーがほしい 日用品等 

・おいしいものが食べられる、お客や友達を

つれて行く店がない 

自然保護・ 

景観・観光 

・善師野川にホタルを ・里山を利用した学習施設 

・城下町以外も観光が栄える（山間部） 

・木曽街道、稲置街道の整備と案内板の設置 

・城下町を国の重要伝統的建造物群保存地

区に、後世に残す 

その他 

・イノシシ対策、ジビエ料理 

・子ども達がたくさんいる 

（徐々に数が減っている） 

・善師野里山もっとアピールすると良いね 

・里山公園があれば良い 

・公園に遊具がほしい 

・善師野方面をもっとアピールする 

・さらさの湯、無料に！お話、体操、楽しい場

所づくりに！ 



【城東地区】 
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グループ  

◎2031未来物語 「まちづくり川柳」 

ホタル舞う 今ある自然 子らに残す 
◎発表内容 

■10年後、なったらいいね！こんなまち【城東地区】 

・子どもが安心して遊べるまち。 

・高齢者は車がなくても便利に暮らせるまち。 

・豊かな自然が残されたまち。 

■【自らできること】 

・善師野の自然を地域外の人に発信し、地域の魅力を伝承する場を作る。 

・地域の活動に参加し、皆でのコミュニケーションを行う。 

 

◎参加者の意見 

 
10年後、なったらいいね！こんなまち 

【城東地区】 

10年後、なったらいいね！こんなまち

【犬山市全体】 
自らできること 

土地利用 

・善師野の自然を地域外の多くの人が体験で

きるような整備や開発ができると人口増加

につながる 

・市外から自然の暮らしにあこがれて転居を

希望している人に市街化調整区域でも家を

建てられるようにして欲しい 

・高齢者＋子どもの居場所づくりを皆と考え

る 

・子どもの見守り隊参加 

・声かけて一人暮らしの方への見守り活動 

・高齢者の人に声かけする 

・挨拶をする（自分から） 

・公園で遊ぶ子ども達の見守りとおしゃべり 

・身近な自然を地域にお知らせし一緒に楽し

む活動 

・地域の活動に参加する 

・健康でいる 

・地元の米、野菜を購入する 

防災  ・ひとりひとりの防災意識 UP 

交通 

・善師野街道が車も人も安全に通れるように

なると良い 

・駅の周り、夜道明るくなると良いな 

・コミュニティバスの回数が通ってもらえると

良い 

・車が無くても暮らしやすいまち 

 

医療・福祉 ・歩いて行ける病院があると良い  

買い物・飲食  ・外食する所が犬山は少ない 

自然保護・ 

景観・観光 

・前原地区、新郷瀬川の自然を守れますよう

に（スズサイユ他） 

・善師野地区の植物、鳥、自然が今のまま守

れますように 

・自然は残した町にしたい 

・ホタルを楽しめる場が増えたら良いな 

・豊かな自然についてもっと知れたら良いな 

・犬山城、木曽川の野鳥たちを守りたい 

・犬山市は観光を広げた市にしたい 

その他 

・声かけあって助け合えると良いな 

・子ども達が安全に学べる広場や場所がある

と良い 

・子どもが安心して遊べる場所 

・農家の後継者づくり 

・高齢者も子どもも同じ時間を共有できる場

所があると良い 

・歴史、文化の伝承  

・子ども達にこの環境を、歴史を伝えたい 

・地産地消が広がるといいな（米、野菜など） 

・子育てしやすい市になれば人口が増加して

いくと思う 

・東海丘陵要素、植物、ハナノキ、マメナシ他、

守りたい 

・農業、工業、観光などの地区をしっかり区別

できると良い。商業はどの地区にも必要 



【城東地区】 
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グループ  

◎2031未来物語 「まちづくり川柳」 

犬民の 笑顔集まれ！！ 里山に 
◎発表内容 

■10年後、なったらいいね！こんなまち【城東地区】 

・里山を活かし、キャンプ場などとして市民に多く活用されたまち。 

・道路が安全通行できるように整備されたまち。 

■10年後、なったらいいね！こんなまち【犬山市全体】 

・休耕田を活かし、里山が保全されたまち。 

・高速道が延長され、人の流れが確保されたまち。 

・瀬戸市と一宮市にも行けるように東西の道路が整備され、交通の便が良いまち。 

■【自らできること】 

・地域の人々が集まって話し合う。 

・草刈りをする。 

・休耕地を活かしてみんなで農業をやる。 

 

◎参加者の意見 

 
10年後、なったらいいね！こんなまち 

【城東地区】 

10年後、なったらいいね！こんなまち

【犬山市全体】 
自らできること 

土地利用 

・里山を整備してプレパーク→子ども達の遊

び場、他市町村から人を呼ぶ 

・休耕田を生かして子どもの遊び場、土に触

れる場づくり（土に触れられると病気にも

強くなる） 

・地産地消の野菜給食→休耕田で無農薬野

菜（お母さんたちの力を） 

・安心メール、犬山の SNS見ています 

・資源バンクを活用する 

・地域のお母さんを集めて畑活動をする 

・農業始めました！ 

・タウンミーティング、初めて参加しました 

・地域の見守り、定期に巡回する 

・地域の集まりやすい場をつくる（子連れで

も行きやすい場所） 

・コミュニティ活動 

・町内会長をやっています（世代交代で） 

・大畔サロンをやって町内の方々と仲良くな

りました 

・草刈り、イベント、防災 

・まず自分の家の周辺の清掃→町内に広げ

た清掃活動 

・犬山城の掃除をしています 

・子どもの見守り 

・地域の人が集まって話し合う 

・犬山歴史探訪会というサークルで犬山の歴

史を学んでいます 

・地域の歴史を知る（行政も努力） 

・里山整備をできるだけやってみる 

・税金を払っている 

・選挙に行っている 

・議論をする場に顔を出して議論や話を聞く 

・市内で買い物、飲食をしている 

・できるだけ犬山産の野菜、無農薬野菜を買

って農家を応援 

交通 

・四季の丘、もえぎヶ丘の学校が遠すぎるか

ら、スクールバスを出す（週１で良いから） 

・栗栖へ行く道が危ないから工事をする 

・善師野駅前を拡張したら送迎車が便利 

・岩田橋から塔野地信号までの道路を拡張し

てほしい 

・善師野地区に散歩道が出来たら良いね 

・高速道路をここまで伸ばし小牧北―美濃加

茂とつなげて出入り口をここに作ってみた

い 

・犬山駅から東は瀬戸、西は一宮に行ける道

路をつくってみたい 

自然保護・ 

景観・観光 

・釣り、キャンプ 

・アウトドア、グランピング、レジャーの充実 

・豊かな自然を残す 

・木曽川に観光大橋（坂祝と栗栖間）出来た

ら・・・ 

その他 

・量より質の町づくり 

・住んでいる人がここにずっと住みたくなる

ように 

・子ども達の満足度→教育の質 

・城東小の子どもの数が減る→PTA 活動ど

うなる？ 

・過疎化進んだ時、町はどうすれば元気にな

るか 

・コミュニティやる人いなくなる 

・農業やる人少なくなる 

・農業を進める→足腰に良い 

・里山を生かす 

・里山いかす、川、池 

・美濃加茂のリバーポートパークのような公

園があったら良いなと思う 

・自然を生かした町づくり 

・ゴミが多いから清掃活動 

・道の駅、遊歩道アピール 

・広報、子ども（親子）版を作る 

・大河ドラマに加藤清正を！ 

・人口減少を少なくするために地域の活性化 

 


