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４ 自由意見 

 

市の公共施設のこれからのあり方について、ご意見やご要望を自由に書いていただきまし

た。 

 

(1)分類及び件数 

 

■公共施設について ■市政一般について 

分   類 件数 分   類 件数

１ 市役所・支所・市民センター 32 １ コミュニティ 2

２ 保健センター 3 ２ 防災・防犯 7

３ 社会福祉施設 11 ３ 子育て支援 13

４ 保育園 28 ４ 高齢者福祉 5

５ 小中学校 40 ５ 都市基盤整備 28

６ 児童館・児童センター・子育て支援センター 14 ６ 公共交通 29

７ 市民会館 10 ７ 観光 10

８ 生涯学習施設 17 ８ 農業振興・産業振興 7

９ 図書館 29 ９ 広報 8

10 荻須記念美術館 11 10 財政 13

11 体育館 9 11 企画 19

12 プール 24 12 市議会 7

13 運動場・テニスコート 6 13 職員 4

14 公園 14 14 市民意識調査 26

15 市営住宅 3 15 その他 3

16 市民病院 32 小   計 181

17 環境センター 20  

18 利用料金 11 合   計 660

19 民間事業者との連携 14   

20 施設へのアクセス 12   

21 駐車場・駐輪場 7   

22 開館時間 4   

23 設備面 9   

24 施設職員 6   

25 施設サービス 25   

26 施設のＰＲ 18   

27 施設の見直し 70   

小   計 479   
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(２) 公共施設について 

 

１ 市役所・支所・市民センター 

◆ア 夜間・休日開庁  

・平日に仕事をしていると、市役所に行けなくて困る。平日の夜間か、土日に開いていると便

利だと思う。【30 歳代、女性、三宅小学校区】 

・ も不便に感じるのは、市役所の業務が平日の昼間だけで、必要な書類を取るのに休暇を取

らないといけないこと。【60 歳代、男性】 

・市役所に用事があるときは会社を休まなければならない。サービスの拡充を求める。【20 歳

代、女性、国分小学校区】 

・市役所の窓口をもう少し利用しやすい時間、土日を含めて午後８時頃まで対応してほしい。

【40 歳代、男性、稲沢東小学校区】 

・市役所の受付が 17 時までというのはとても困ります。休みを取ってまで行くのは、仕事上

とても大変です。【40 歳代、女性、国分小学校区】 

・市役所の窓口を休日も対応してほしい。【30 歳代、男性、千代田小学校区】 

・必要な書類を取りに行くために仕事を休まなければならない。もう少し休日窓口が開かれる

と嬉しい。【20 歳代、女性】 

・市役所や市民センターには、市民が利用しやすい時間帯や曜日を考慮してほしい。【30 歳代、

女性、大塚小学校区】 

・ワークシェアリングやシルバー活用など、人件費をかけない方法で土日のサービスを増やし

てほしい。【50 歳代、男性、稲沢東小学校区】 

・住民票などの窓口を、月に１、２回は土日も開けてほしい。【50 歳代、男性、祖父江小学校区】 

・平日は仕事で行けないので、市の窓口サービスを見直してほしい。【30 歳代、男性、稲沢西

小学校区】 

・平日は仕事のため、窓口を利用する時は必ず会社を休むか、遅れての出社となる。【50 歳代、

女性、三宅小学校区】 

◆イ 窓口の場所  

・ショッピングセンターを活用した市の公共窓口を作ってほしい。【30 歳代、女性、下津小学校区】 

・リーフウォーク内に市民窓口があれば便利だと思う。【30 歳代、女性、大里東小学校区】 

・支所や市民センターを駅前に作り、平日の夜間や休日も開かれることを希望する。【40 歳代、

女性、稲沢東小学校区】 

◆ウ 駐車場  

・市役所の駐車場は常に満車で、駐車スペースの幅も狭い。障害者用駐車場も増設するべきだ。

【70 歳以上、男性、下津小学校区】 

・各市民センター、特に小正市民センターの駐車場が狭い。【70 歳以上、男性、下津小学校区】 
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◆エ 職員の対応  

・支所の窓口対応を、もっとお客様の立場に立って丁寧にしてほしい。【50 歳代、男性、祖父

江小学校区】 

・以前から支所の職員の対応が非常に悪い。市民のことを中心に考えるべきだ。【30 歳代、女

性、長岡小学校区】 

・市民センターへ住民票を取りに行ったが、閉庁間近だからか、とても嫌な対応をされ、不快

な気持ちになった。指導してほしい。【30 歳代、女性、下津小学校区】 

・市民センターの職員が挨拶をしない。【50 歳代、女性、大里東小学校区】 

・市民センターの接客態度が良くないと思う。【60 歳代、女性、大里西小学校区】 

・市民センター、公民館など職員が多すぎる。暇そうな勤務態度、目に余るものがあります。

【50 歳代、女性、大里西小学校区】 

・普段の市民センターはどこも暇そうなので、人員を削減してはどうか。【40 歳代、女性、下

津小学校区】 

◆オ 施設の見直し  

・支所・市民センターは、本当に必要なもののみを残して整理してください。【60 歳代、男性、

稲沢北小学校区】 

・支所はあると助かるので、今後も残してほしい。【20 歳代、男性、牧川小学校区】 

・祖父江支所の廃止に反対です。【60 歳代、男性、領内小学校区】 

・市民センターも災害時の避難場所にしてほしい。【60 歳代、女性、大里西小学校区】 

・市民センターの案内表示を、外から見たときに分かりやすくしてほしい。【30 歳代、女性、

稲沢東小学校区】 

◆カ その他  

・市役所の書類等の発行手続きをもっと簡単にしてほしい。【女性、稲沢西小学校区】 

・選挙の期日前投票を、市役所だけでなく市民センターでもできるようにしてほしい。【70 歳

以上、男性、下津小学校区】 

・確定申告の会場を 寄りの公民館などで開いてはどうか。【70 歳以上、男性、三宅小学校区】 

 

２ 保健センター 

・乳幼児の健診や予防接種の日程が平日なので不便である。【30 歳代、女性、大塚小学校区】 

・健康診断を無料化、あるいは安くしてほしい。【40 歳代、女性、祖父江小学校区】 

・健康体操のＤＶＤを販売してほしい。毎日 15 分程運動を続けると体にいいし、医療費が減

ると思います。【50 歳代、女性、小正小学校区】 

 

３ 社会福祉施設 

◆ア 社会福祉施設全般  

・福祉の充実が必要。福祉の関係機関をまとめて、相談窓口となるセンターがあるとよい。

【30 歳代、女性、清水小学校区】 
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◆イ 高齢者福祉施設  

・老人施設を統廃合し、施設が遠くなる人のためにコミュニティバスを充実させるべきである。

【50 歳代、男性、長岡小学校区】 

・いちょう館のお風呂の利用時間を、夏は遅くまで利用できるようにしてほしい。【70 歳以上、

女性、牧川小学校区】 

・高齢者の健康づくりのための運動施設を造り、医療費の削減につなげてほしい。【50 歳代、

女性、稲沢東小学校区】 

・毎週さくら館でグラウンド・ゴルフを行い、体力づくりに励んでいる。施設が近いので大変

ありがたく思っている。【70 歳以上、女性、大塚小学校区】 

・お年寄りの集まる施設を充実させた方が良いと思う。【30 歳代、男性、大塚小学校区】 

・自宅に閉じこもりがちの高齢者に、ある程度強制的に老人向けの体操を教えるなどの対策が

必要である。【60 歳代、男性、祖父江小学校区】 

・公的老人ホームを造ってほしい。【70 歳以上、女性、小正小学校区】 

・65 才以上のかたに、介護施設の運営のお手伝いを依頼してはどうか。【30 歳代、男性、下

津小学校区】 

◆ウ 障害者福祉施設  

・障害者のための施設をもっと造ってほしい。【40 歳代、女性、法立小学校区】 

・知的障害者福祉施設の充実をお願いしたい。【40 歳代、男性、清水小学校区】 

 

４ 保育園 

◆ア 保育サービス  

・保育園の中身を充実してほしい。【50 歳代、女性、稲沢東小学校区】 

・共働きの家庭も増えているので、保育園のサービスを充実してほしい。【30 歳代、女性、下

津小学校区】 

・延長保育は、時間に合わせて料金が変動してもよいので、午後８時から９時頃まで対応して

ほしい。【30 歳代、女性、稲沢東小学校区】 

・延長保育のない保育園があるのはおかしいと思う。【30 歳代、女性、法立小学校区】 

・公立保育園の乳児保育を充実させてほしい。【30 歳代、女性、国分小学校区】 

・保育園の駐車場をもっと増やすべきだと思う。【50 歳代、女性、稲沢北小学校区】 

・東日本大震災の後、保育園や小学校の給食の検査はしているのか。【30 歳代、女性、稲沢西

小学校区】 

◆イ 保育料  

・保育園から毎月延長料金の通知をもらうが、必要ないと思う。【30 歳代、女性、稲沢東小学校区】 

・幼稚園は授業料が高いが、預かり時間が短い。保育園にもっと入りやすくしてほしい。【女

性、稲沢西小学校区】 

◆ウ 他市町村の園児受け入れ  

・保育園が不足している市町村があるが、そこから園児を募集したらどうか。【40 歳代、男性、

祖父江小学校区】 
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・名古屋市在住のかたを保育園で受け入れるなど、働く女性のサポートに取り組んでほしい。

【30 歳代、女性、稲沢東小学校区】 

◆エ 施設の見直し  

・保育園は保護者の送迎があるので、統廃合されても仕方がないと思う。【40 歳代、男性、丸

甲小学校区】 

・保育園は、駐車場などの送迎を配慮すれば、統廃合してもよい。【50 歳代、男性、長岡小学校区】 

・この先も少子化が進むと思うので、保育園の統廃合を早急に進めてほしい。【30 歳代、女性、

坂田小学校区】 

・学校や保育園は踏み込んだ対応が必要だが、病児保育を始めるなどのメリットの提供や、地

域へのフォローが必要。【40 歳代、男性、牧川小学校区】 

・保育園を統合し、空いた施設を再利用して、国民年金程度の料金で入居できる公共の介護施

設にしてほしい。【70 歳以上、女性、小正小学校区】 

・保育園を小学校の敷地内に入れたらどうか。【30 歳代、男性、大塚小学校区】 

・公立保育園の定員を減らし、保育園を維持してください。【60 歳代、女性、国分小学校区】 

・保育園や小学校の配置の見直しは、保護者側に負担がかかるのでやめてほしい。【60 歳代、

女性、大里西小学校区】 

・保育園の統廃合は 終案。まずは稲沢市が、若い世代に住みやすい都市としてイメージされ

るよう改革してください。【50 歳代、男性、大里東小学校区】 

・保育園は、親の視点に立った市の協力が必要。地域ごとに子どもを預けることができる場所

が確保できれば問題ない。【20 歳代、男性、稲沢東小学校区】 

・保育園や小学校の余裕教室について、何か良い利用方法を考えてほしい。【70 歳以上、女性、

大里西小学校区】 

・使わなくなった保育園や小学校を地域に開放するのはどうか。【40 歳代、女性、稲沢東小学校区】 

◆オ 公立保育園の民営化  

・公立保育園は民営化してもよいと思う。【30 歳代、女性、下津小学校区】 

・民間の保育園や幼稚園と連携して、質の良い保育、教育環境を提供してほしい。【30 歳代、

女性、下津小学校区】 

・保育園の民営化の動きがあるが、公立のままが望ましい。【30 歳代、男性、六輪小学校区】 

◆カ 幼稚園  

・稲沢市に公立の幼稚園はなぜないのか。【40 歳代、女性、稲沢東小学校区】 

・稲沢市は幼稚園の数が少なすぎると思う。【20 歳代、男性、大里西小学校区】 

 

５ 小中学校 

◆ア 校内設備  

・小中学校のトイレを車いすで入れるよう、改善してほしい。【70 歳以上、男性、下津小学校区】 

・小学校の和式トイレを洋式トイレに変えてほしい。【30 歳代、女性、千代田小学校区】 

・小学校のトイレが古く、汚い。壁の塗替えやリフォームが必要ではないか。【40 歳代、女性、

稲沢北小学校区】 
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・小学校、中学校に冷暖房を入れてください。【30 歳代、女性、小正小学校区】 

・不審者が学校内に入れないよう、整備してほしい。【30 歳代、女性、千代田小学校区】 

・障害のある子どもが普通の子どもとふれあえる場所を作ってほしい。【40 歳代、女性、千代

田小学校区】 

◆イ 施設の見直し  

・小学校は徒歩通学のため、統廃合されて遠くなると体力面、安全面の問題がある。震災時の

避難場所にもなるため、残してほしい。【40 歳代、男性、丸甲小学校区】 

・小学校は徒歩で通学しなければならないので、現状のままで仕方がない。【50 歳代、男性、

長岡小学校区】 

・遠い距離を歩く児童のために、現状の学校数を維持してほしい。【40 歳代、女性、祖父江小

学校区】 

・小学生は徒歩で通学しており、近隣の小学校と統合した場合に通学距離が長くなるため、現

状のままがよい。【30 歳代、女性、清水小学校区】 

・行政区に密接につながる小学校の合併は、各行政区の伝統を壊すと思う。【60 歳代、男性、

坂田小学校区】 

・学校は基本的に現状を維持するべきである。【70 歳以上、男性】 

・まずは一般向けの施設を見直し、学校などは 後にしてほしい。【30 歳代、男性、下津小学校区】 

・少子化で小学生や園児数が減少しているが、極端な話、施設が一か所でもスクールバスがあ

ればよいのかもしれない。【40 歳代、男性、法立小学校区】 

・保育園や小学校は無理に運営を続けなくても、できる範囲で統合していけばよい。ただし、

通学距離の長くなる子どもへの配慮は必要。【30 歳代、女性、下津小学校区】 

・新しい学校の建設は全く意味がない。合理的に考えて税金の無駄遣いはやめてほしい。【40

歳代、男性、法立小学校区】 

・６年間クラス替えがないのは問題。授業の質の維持、親の役員負担の軽減のため１学年２ク

ラスはある小学校にしてほしい。【40 歳代、女性、三宅小学校区】 

・平和地区に小学校は３つも必要ないのではないか。【40 歳代、女性、三宅小学校区】 

・クラス数の多い小学校は、施設面の問題はないのか。学校間の児童数格差の解消に努力して

ほしい。【20 歳代、女性、大里東小学校区】 

・子どもの数の少なさに驚いた。本当に統合する必要があると思った。【30 歳代、男性、法立

小学校区】 

・スクールバスを走らせてでも、児童数の少ない学校は統合するべきである。【50 歳代、女性、

稲沢東小学校区】 

・学校を統合し、浮いた経費で移動手段を充実させてほしい。【30 歳代、女性、清水小学校区】 

・小学校は、人数により２クラスに編成してほしい。【40 歳代、男性、祖父江小学校区】 

・１学年１クラス、特に１学年あたり 30 人もいない小学校は必要ない。児童数の増加が見込

めない小学校は直ちに見直してほしい。【20 歳代、男性、稲沢東小学校区】 

・学校の統廃合で交通手段に問題が出ると思うが、週休３日制にして交通の困難さを緩和して

はどうか。外国の田舎では実際に行われている。【40 歳代、男性、高御堂小学校区】 
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・学校はもっと集約してきれいに建て替えてほしいです。特に、高御堂小学校と大塚小学校は

近すぎます。【30 歳代、女性、小正小学校区】 

・長岡小学校の耐震性を強化してほしい。【20 歳代、女性、長岡小学校区】 

・稲沢西小学校の耐震強化を、早急に対応してほしい。【20 歳代、女性、稲沢西小学校区】 

・稲沢西小学校及び中学校の耐震強化と老朽化対策を進めてほしい。【40 歳代、女性、稲沢西

小学校区】 

・小学校の耐震化は、必要な所から早く進めてほしい。【30 歳代、男性、稲沢西小学校区】 

・稲沢西小学校を早急に建て替えてほしい。【30 歳代、女性、稲沢西小学校区】 

・小中学校の余裕教室を地域の住民のために開放してほしい。【50 歳代、女性、稲沢北小学校区】 

・学区外の小学校も選べるようにしてほしい。【30 歳代、女性、清水小学校区】 

◆ウ その他  

・他の小学校についても知りたいので、小学校の現状が広報などで分かるとありがたい。【40

歳代、女性、稲沢北小学校区】 

・スクールガードのいない地域には、学区外からでもボランティアを派遣してほしい。【30 歳

代、女性、清水小学校区】 

・未来の稲沢市のため、未来の担い手への投資、すなわち教育が大切であると考える。【60 歳

代、男性、山崎小学校区】 

・学力低下を防ぐため、小中学校は１年間何に力を入れるかを明確にし、市はそれをバックア

ップするべきである。【30 歳代、女性、清水小学校区】 

・学業はやる気のある者が行うこと。やる気や才能のない者にまで税金を使って援助する必要

はない。【30 歳代、男性、下津小学校区】 

・祖父江地区の小学校は毎月の給食費を現金で徴収しているが、口座振替にするべきだ。【30

歳代、男性、山崎小学校区】 

・学校周辺の横断歩道を整備してほしいです。ラインが消えかかったりしていて、とても危な

いです。【30 歳代、女性、大里東小学校区】 

 

６ 児童館・児童センター・子育て支援センター 

◆ア 施設サービス  

・市内のすべての児童館を昼食可能にしてほしい。午後からの利用者も増えると思う。【40 歳

代、女性、稲沢東小学校区】 

・子どもを安全に外で遊ばせることができない昨今、公共施設を活用して子どもを対象にした

イベントを充実させてほしい。【50 歳代、女性、千代田小学校区】 

・公共施設で子育て世帯をバックアップするイベントを開催してほしい。未来を担う子ども達

を育てる世帯が住みたいと思えるまちにしてほしい。【30 歳代、女性、下津小学校区】 

・児童館や児童センターで子育て相談や親子教室などの行事が開催されていてありがたく思う

が、それを知らないお母さん方が多いのでもっとＰＲしてほしい。【60 歳代、女性、稲沢東

小学校区】 
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・公立の児童センターは同じことばかりやっていて、あまり面白くない。【30 歳代、女性、大

里東小学校区】 

・児童館の駐車場が足りず、また、離れていて不便を感じる。【30 歳代、女性、稲沢西小学校区】 

◆イ 児童クラブ（学童保育）  

・坂田小学校の児童クラブは大変遠く、通うことができない。施設を設置するか、クラブに通

うことができる環境を考えてほしい。【30 歳代、女性、坂田小学校区】 

・小学校区に一つも児童センターがない。祖父江地区のように小学校で預かっていただけると、

子どもの負担が減ると思います。【30 歳代、女性、片原一色小学校区】 

・小学校の隣に児童センターを造り、学童保育をしてほしい。【30 歳代、女性、長岡小学校区】 

・学童保育を小学６年生まで入れるようにしてほしい。【30 歳代、女性、領内小学校区】 

◆ウ 施設の見直し  

・育児に関わる公共施設はできる限り充実させることが望ましい。経済性の論理だけでは発展

の機会をなくす。【60 歳代、男性、領内小学校区】 

・休日に子どもが遊べる屋内施設があるとありがたい。【20 歳代、女性、稲沢西小学校区】 

・児童館、児童センターは、どれだけ利用があるのか疑問。図書館などに統合してはどうか。

【50 歳代、男性、長岡小学校区】 

◆エ その他  

・明治スズラン児童センターでは、子どもが遊ぶ屋外のすぐ隣が喫煙場所になっていて、灰皿

が置いてある。問題だと思う。【20 歳代、女性、片原一色小学校区】 

 

７ 市民会館 

◆ア 講座・イベント  

・市民会館でヨガや健康体操の教室を開いてほしい。【40 歳代、女性、大里東小学校区】 

・演劇、コンサート、芝居などの公演をもっと外部から招いて企画してほしい。【30 歳代、男

性、山崎小学校区】 

・市民会館で土日に参加できる３か月程度の音楽講座があると嬉しい。【50 歳代、男性、稲沢

東小学校区】 

・市民会館のイベントの充実をお願いしたい。【50 歳代、男性、大里東小学校区】 

・市民会館で行われるコンサートのチケットを、ショッピングセンターなどでも購入できるよ

うにしてほしい。【50 歳代、女性、祖父江小学校区】 

・市民会館で映画の上映会を定期的に開催し、上映の前後に防災意識を高める映像ニュースを

流すとよい。【40 歳代、男性、稲沢東小学校区】 

・市民会館は魅力のあるイベントが減った。もっと集客の見込めるイベントを企画するべきで

ある。【30 歳代、女性】 

◆イ その他  

・市民会館の駐車場を広くしてほしい。【50 歳代、女性、三宅小学校区】 

・市民会館が遠いので利用しづらい。【50 歳代、女性、祖父江小学校区】 

・稲沢市は文化施設が少なく、内容が充実していないと思う。【60 歳代、女性、大塚小学校区】 
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８ 生涯学習施設 

◆ア 講座・イベント  

・公民館などで行われる講座をＰＲした方がよい。【30 歳代、女性、千代田小学校区】 

・生涯学習施設で行われているサークル活動や講座の内容を広報で紹介してほしい。【60 歳代、

男性、小正小学校区】 

・カルチャー教室をもっと利用しやすくして、宣伝していく必要がある。【40 歳代、女性、国

分小学校区】 

・大人向けの習い事だけでなく、子ども向けの講座をもっと増やしてほしい。【30 歳代、女性、

領内小学校区】 

・働いていると公民館が疎遠になるので、もっと土日祝日のイベントを開催してほしい。【30

歳代、女性、下津小学校区】 

・多様な文化講座やイベントを希望する。ＰＲもして幅広い年齢層の市民が利用しやすいよう

にしてほしい。【50 歳代、女性、法立小学校区】 

・公民館の講座は平日中心で、働いていると利用機会がなく、年齢制限も多い。土日に気軽に

参加できる講座を開催してほしい。【50 歳代、女性、千代田小学校区】 

・サークル活動や講座を市民にＰＲすれば、子育て世代や高齢者も外に出て街が活性化すると

思う。【20 歳代、男性、領内小学校区】 

◆イ 施設サービス  

・公民館を気軽に利用できるよう、飲食可能にし、少人数でも利用できるようにしてほしい。

【60 歳代、女性、大里東小学校区】 

・施設利用予約をするために総合文化センターで早朝から並んでいるが、もう少し負担のかか

らない方法に改めてほしい。【60 歳代、女性、大里西小学校区】 

・利用者をより多くするため、認定団体以外のかたが施設を利用しにくい実態を改善するなど

の柔軟な姿勢が大切である。【70 歳以上、男性、稲沢北小学校区】 

・優先予約団体以外の市民にも利用していただくには、優先団体の利用時間以外をいかに有効

に開放するかにかかっている。【70 歳以上、男性、稲沢北小学校区】 

・無料で部屋を貸す制度の見直しは、利用者が定着してから行えばよいと思う。【70 歳以上、

男性、稲沢北小学校区】 

・公民館の部屋を無料で貸してもらえることは嬉しい。【70 歳以上、男性、稲沢北小学校区】 

・気軽に市民同士が利用できる場所を市から提供してもらえることは、幸せなことだと思う。

【70 歳以上、男性、稲沢北小学校区】 

・公民館は高齢者しか使っていないイメージがある。【30 歳代、女性、稲沢西小学校区】 

◆ウ その他  

・稲沢は歴史文化の宝庫なので、「歴史博物館」を造ってください。【50 歳代、女性、稲沢東

小学校区】 

 

 

 



 66

 

９ 図書館 

◆ア 開館日  

・図書館の休館日が多いのは全く理解できない。【60 歳代、女性、大塚小学校区】 

・平和町図書館は休館日が多すぎる。特に、学生の試験期間は休館してほしくない。【50 歳代、

男性、六輪小学校区】 

・たまには月曜日も開館してほしい。【20 歳代、女性、高御堂小学校区】 

◆イ 駐車場  

・中央図書館の駐輪場を東側だけでなく入口の南側にも設置してほしい。【70 歳以上、男性、

下津小学校区】 

・中央図書館の駐車場は１台あたりのスペースが狭すぎる。【40 歳代、女性、大里東小学校

区】【50 歳代、男性、稲沢東小学校区】 

・中央図書館の駐車場が狭い。【30 歳代、女性】 

・中央図書館の駐車場は、市民会館でイベントがあると混雑して駐車できない。【40 歳代、女

性、国分小学校区】【40 歳代、女性、稲沢東小学校区】【40 歳代、女性、国分小学校区】 

・中央図書館や市民会館が駐車しづらい。【30 歳代、女性、下津小学校区】 

・中央図書館の閉館日に駐車場が開放されておらず、本を返却できなかった。駐車場の開放時

間をきちんと知らせてほしい。【30 歳代、女性、下津小学校区】 

◆ウ 施設サービス  

・図書館の貸出期間を３週間にしてほしい。【40 歳代、男性、千代田小学校区】 

・図書館で地域に合った講座を開いてほしい。【60 歳代、女性、清水小学校区】 

・祖父江の森図書館の学習室利用に柔軟性がなく、困っている。学習席は余裕を持って用意し

てほしい。また、館内がうるさい。【40 歳代、女性、長岡小学校区】 

・中央図書館の学習席を指定席にしてはどうか。【30 歳代、男性、千代田小学校区】 

・ただの娯楽施設ではなく、図書館ならではの知性を感じられる催しをしてほしい。【30 歳代、

女性】 

・中央図書館の入口左側のスペースを市民ギャラリーとして開放してほしい。【40 歳代、女性、

稲沢東小学校区】 

・夏の中央図書館は暑すぎる。クールビズで 28 度に設定していると思うが、実際はもっと高

い温度になっている。【女性、稲沢西小学校区】 

・専門書が少ない。【30 歳代、女性、小正小学校区】 

・公民館の図書室をもう少し充実させてほしい。【60 歳代、女性、清水小学校区】 

・中央図書館は静かな秩序維持もいいが、子ども達の話し声があり、気軽に足を運んで本に親

しめる雰囲気にした方が利用しやすいと思う。【60 歳代、男性、山崎小学校区】 

・本の紛失や設備の破損も想定内といった懐の深さを持って、図書館を運営してほしい。【60

歳代、男性、山崎小学校区】 

・中央図書館は自慢できる市の施設の一つ。設備や蔵書が充実し、職員も親切。【60 歳代、女

性、稲沢西小学校区】 
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◆エ 職員の対応  

・中央図書館の館員の応接態度は、すこぶる良好。公務員の模範とも言え、表彰に値する。

【70 歳以上、男性】 

・図書館業務の充実をお願いしたい。職員の応対がマニュアルを読んでいるだけの機械のよう

で冷たく感じる。【40 歳代、男性、大里東小学校区】 

・図書館の応対について市民メールで提案したところ、ボランティアグループの名前まで調べ

られた。個人情報の管理をきちんとしてほしい。【40 歳代、男性、大里東小学校区】 

◆オ 施設の見直し  

・中央図書館が移設されたため、車でしか行けなくなり、不便になった。【40 歳代、女性、国

分小学校区】 

・小さな図書館は廃止するべきだと思う。【50 歳代、男性、長岡小学校区】 

 

10 荻須記念美術館 

◆ア 館内サービス  

・館内をもう少し明るく、温かい雰囲気にしてほしい。そのために、軽食ができるような場所

を作ってほしい。【60 歳代、女性、高御堂小学校区】 

・館内に軽食ができる場所を設置してはどうか。【60 歳代、女性、稲沢北小学校区】 

・トークショーやミニコンサートを定期的に行ってほしい。【50 歳代、女性、稲沢東小学校区】 

・学校を巻き込んで子どもの作品展示を実施すれば、親子で足を運んでもらえる。その際に体

験型イベントを用意して荻須画伯の足跡を学ばせてほしい。【30 歳代、女性、下津小学校区】 

・荻須高徳展は大変良かった。稲沢市から世界的な画家が出たことを誇りに思う。【50 歳代、

女性、千代田小学校区】 

・美術館の営業日を減らすべきである。人が来ないのに営業するのはコストの無駄である。

【20 歳代、男性、千代田小学校区】 

・荻須記念美術館は常設展示があまり変わらず、市民グループのための貸し会場になっている。

もっと集客の望める充実した企画をお願いしたい。【60 歳代、女性、大塚小学校区】 

◆イ 施設の見直し  

・民間のテーマパークや博物館を参考にして、美術館を活性化してほしい。【30 歳代、女性、

下津小学校区】 

・荻須記念美術館がある稲沢市は「文化都市」として認知されてもよいはず。名古屋市にでき

ないことをやってほしい。【50 歳代、男性、大里東小学校区】 

・荻須記念美術館は素晴らしい施設だと思うので、もっとＰＲしてほしい。【60 歳代、女性、

大里西小学校区】 

・美術館はなくてもよい。他の施設に市民の作品を展示できる場所を設ければよい。【30 歳代、

女性、清水小学校区】 
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11 体育館 

・ジムやフィットネスを利用したいと思っても、平和地区にしかないので行けない。市民セン

ターなどにも造ってほしい。【50 歳代、女性、稲沢東小学校区】 

・スポーツジム施設があるとよい。近隣に造ってほしい。【70 歳以上、男性、下津小学校区】 

・市民会館の北側に、温水プール、武道場、テニスコート、サッカー場などを備えた総合体育

施設を造ってほしい。【60 歳代、男性、大塚小学校区】 

・ＪＲ稲沢駅前に民間事業者と連携したスポーツジムがあれば利用したい。【40 歳代、女性、

稲沢東小学校区】 

・体育館の利用の仕方を、もっと分かりやすく広報に載せてほしい。【30 歳代、女性、清水小学校区】 

・体育館やテニスコートなどの利用申込みは、インターネットや電話でできるようにしてほし

い。【40 歳代、女性、稲沢東小学校区】 

・総合体育館の２階の壁が穴だらけになっている。【20 歳代、女性、片原一色小学校区】 

・体育館の職員の態度が悪い。【30 歳代、女性、小正小学校区】 

・体育館とプールは行ったことがないが、全般的に良いイメージを持っている。【50 歳代、女

性、大里西小学校区】 

 

12 プール 

◆ア 温水プール  

・祖父江の森温水プールの開館時間を、午前中も利用できるように検討してほしい。【40 歳代、

女性、祖父江小学校区】 

・祖父江の森温水プールは、水泳教室のある２時頃からロープで半分に仕切られるため、距離

が短くなり泳ぎづらい。【50 歳代、女性、祖父江小学校区】 

・祖父江の森のトレーニングジムは冷暖房が効きすぎており、外と中の温度差がありすぎるよ

うに思う。【50 歳代、女性】 

・市営の温水プールを充実してほしい。【50 歳代、男性、国分小学校区】 

・市内に温水プールがあるといっても祖父江地区にしかなく、旧稲沢市の地域は学校のプール

開放しかない。【40 歳代、女性、稲沢西小学校区】 

・ 近は熱中症予防で屋外プールを使わなくなっているので、屋内プールは必要だと思うが、

市の中心部にない。【40 歳代、女性、稲沢東小学校区】 

・屋内プールを市民会館の周辺に造ってほしい。【60 歳代、女性、大里東小学校区】 

・旧稲沢市の地域には平和地区、祖父江地区のような温水プールがない。【40 歳代、女性、稲

沢西小学校区】 

・温水プールをＪＲ稲沢駅東側に造ってほしい。【60 歳代、男性、下津小学校区】 

・祖父江の森、平和らくらくプラザと市内に二つも温水プールがあるのはもったいない。【20

歳代、男性、千代田小学校区】 

◆イ 屋外プール  

・市営プールはとにかく古くて汚い。利用料金を取り、新しく建て替えるかリフォームした方

がよいと思う。【30 歳代、女性、稲沢東小学校区】 
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・市営プールがあまりに汚い。【40 歳代、女性、大里西小学校区】 

・市営プールをもっときれいにしてほしい。【30 歳代、女性、清水小学校区】 

・井之口プールは早く改修した方がよいと思う。【30 歳代、女性、小正小学校区】 

・屋外の市営プールは廃止し、学校のプールを有効活用するべきである。【20 歳代、男性、千

代田小学校区】 

・屋外の市営プールは夏季のみの運営で小学生の利用がほとんどのため、学校のプールを開放

した上で廃止してもよいと思う。【40 歳代、女性、稲沢東小学校区】 

・屋外プールはあった方がよいと思う。【40 歳代、女性、大塚小学校区】 

・西町プールはなぜなくなったのか。新たに造ることはないのか。【70 歳以上、男性、稲沢西

小学校区】 

・稲沢西小、北小学区にまた市営プールができることを望む。【30 歳代、女性、稲沢西小学校区】 

・西町プールがなくなったのは以前からとても残念に思っている。【50 歳代、女性、稲沢北小学校区】 

・治郎丸プールは小学校低学年だけでは利用できず、仕事をしていると子どもを連れて行けない。

下津小学校のプールを引き続き利用できると嬉しい。【40 歳代、女性、下津小学校区】 

◆ウ その他  

・市内の中心駅に近い場所に大きいプールがほしい。【70 歳以上、女性、稲沢北小学校区】 

・プールを利用したくても近くにないと通う決断がつかない。老後、車に乗れなくなると思う

と、近くにほしい。【50 歳代、女性、稲沢北小学校区】 

・オムツをはいている年代の子どもも市営プールに入れるようにしてほしい。【30 歳代、女性、

清水小学校区】 

 

13 運動場・テニスコート 

・サッカーや野球などスポーツを自由にできるグランドを提供してほしい。【20 歳代、男性、

大里西小学校区】 

・芝生のサッカー場を造ってほしい。【40 歳代、女性、大里西小学校区】 

・稲沢市はテニスコートが少ないと思う。テニスが好きな市民にとって恵まれている環境とは

言えない。【50 歳代、男性、稲沢東小学校区】 

・あまり使われていない小さなテニスコートを集約してはどうか。【60 歳代、男性、大塚小学校区】 

・吹上公園に自由に使えるテニスコートがあるのは助かるが、コートがでこぼこなので土の入

れ替えを要望する。【50 歳代、男性、稲沢東小学校区】 

・吹上公園のテニスコートはいつから私物化されたのでしょうか。【20 歳代、男性、稲沢東小

学校区】 

 

14 公園 

◆ア 公園整備  

・市民がゆっくりくつろげる駐車場付きの公園を増やしてほしい。【50 歳代、男性、国分小学校区】 

・新しい住民の住む所だけでなく、前から住む人達のためにも公園を造ってください。【30 歳

代、女性、下津小学校区】 
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・稲沢は都心から近くこれから発展すると思う。今のうちに街の各所に一定規模の森林公園を

整備して、住みやすい街にしてほしい。【50 歳代、男性、稲沢東小学校区】 

・広場や公園を増設してほしい。金をかけた建造物ではなく、子ども達が思い思いに遊べるよ

う、空き地と芝生とトイレぐらいで十分である。【60 歳代、男性、山崎小学校区】 

・子ども達が安心して遊べる公園を増やしてほしい。【60 歳代、女性、千代田小学校区】 

・近隣に設備の整った公園があると嬉しいです。【30 歳代、男性、六輪小学校区】 

・子ども達が自由に遊べる公園が少ないので、児童遊園を増やしてほしいと思います。【40 歳

代、女性、大里東小学校区】 

・公園に駐車場がないので行きたくても行けない。【50 歳代、女性、稲沢東小学校区】 

・稲沢公園はペットの散歩コースになっており、とてももったいない。アスレチック遊具など

を設置してほしい。【40 歳代、女性、大里西小学校区】 

・稲沢公園内の見通しを良くし、電灯を増やし、防犯カメラの設置も考えてほしい。【30 歳代、

女性、稲沢西小学校区】 

◆イ その他  

・公園の安全面のチェックがされているのか疑問に思う時が多々ある。小さな子ども達が安全

に楽しく遊べる公園をお願いする。【30 歳代、男性、千代田小学校区】 

・公園が多いのは結構だが、除草剤散布のせいか雑草が一面茶色になっている。健康上の問題

はないのか。【70 歳以上、男性】 

・植木のまちだというのに、公園の木の名前が分からない。公園の樹木名のプレートを充実し

てほしい。【40 歳代、女性】 

・公園管理に民間企業が参入すれば、ゴミなどの問題に対して企業の協力が得られるのではな

いか。【40 歳代、女性、稲沢東小学校区】 

 

15 市営住宅 

・市営住宅の耐震構造はどうか。安全の保証はあるのか。地震、水害に対する対策はいつ行わ

れるのか。【40 歳代、女性、大里西小学校区】 

・市内の木造住宅や築 40 年以上の市営住宅の耐震強度の説明書を住民に配付していただきた

い。【40 歳代、女性、大里西小学校区】 

・名古屋市では保育園の待機児童が多いので、稲沢市に引っ越してもらえるよう、住宅対策を

考える必要がある。【60 歳代、男性、坂田小学校区】 

 

16 市民病院 

◆ア 現在の市民病院  

・市民病院は良くないと言う人が多い。先生やスタッフ、設備の充実を図れば、安心して行け

ると思う。【40 歳代、女性、国分小学校区】 

・市民病院とは名ばかりの実態があり、民間の尾西病院を市民病院にしてほしいくらいである。

【50 歳代、男性、長岡小学校区】 
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・現在の市民病院は駅前にあり高齢者も通いやすいが、診療科が充実しておらず、他病院あて

の紹介状を書いてもらう状態である。【40 歳代、女性、国分小学校区】 

・市民病院に産婦人科がないと若者も住む気にならない。市民に望まれる病院になっていない

のが残念である。【60 歳代、女性、大里西小学校区】 

・救急ができない市民病院なんていりません。税金がもったいない。【女性、稲沢西小学校区】 

・稲沢に移り住んで周りの人から聞く言葉は「市民病院だけは行かない方がよい」だ。【60 歳

代、女性、稲沢北小学校区】 

・今の市民病院は建物や設備が古く、診療科も少ないので利用したくない。信用できない。

【20 歳代、女性、稲沢西小学校区】 

・市民病院についての情報をもっと知りたい。【30 歳代、女性、下津小学校区】 

・市民病院は、待ち時間の短縮など利用者の利便性重視で運営すること。【50 歳代、男性、稲

沢東小学校区】 

・新病院の開院前においても、充実した医療が受けられるようにしてほしい。【40 歳代、女性、

国分小学校区】 

◆イ 新病院への要望  

・新病院の建設にとても期待している。１日も早く建設してほしい。【50 歳代、女性、下津小

学校区】【40 歳代、女性、大里東小学校区】【20 歳代、女性、小正小学校区】 

・市民病院の充実に期待している。救急車が一宮市方面に走っていく姿を何度も見かける現状

は残念だ。【50 歳代、男性、稲沢東小学校区】 

・市民病院を早く充実したものに再生してほしい。【30 歳代、男性、片原一色小学校区】 

・市民病院を新しくして、安心して住める市にしてほしい。【40 歳代、男性】 

・新しい市民病院が建設される際には、医師や診療科を増やして充実を図ってほしい。【50 歳

代、女性、稲沢東小学校区】 

・住民の健康を守るための病院を１日も早く建て直し、明るく解放的で安らげる病院にしてほ

しい。【50 歳代、女性、千代田小学校区】 

・市民病院の充実を望む。建物だけでなく、より良い医師や医療機器をそろえてほしい。【60

歳代、女性、大里西小学校区】 

・市民病院の早急な新設と医療の充実を切望する。【40 歳代、女性】 

・１日も早く新病院を開設し、市民が安心して利用できる設備やスタッフ、環境を整えてほし

い。【60 歳代、女性、大塚小学校区】 

・市民病院が、早く新しい充実した施設になると嬉しい。【40 歳代、女性、大里東小学校区】 

・救急医療の充実を図ってほしい。特に、救命医療室の充実を求める。【50 歳代、男性、片原

一色小学校区】 

・市民病院新設の際には、駐車場の充分な確保が必要だと思う。【40 歳代、女性】 

・新病院の駐車場は市民会館と相互利用し、障害者用の駐車場を多くしてほしい。【70 歳以上、

男性、下津小学校区】 

・新病院は 寄りの駅から遠いので、バスなどの移動手段を考えてほしい。【40 歳代、女性、

領内小学校区】 
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・現在の市民病院を補充、充実してから、新病院の建設を進めてほしい。【60 歳代、男性、稲

沢北小学校区】 

・新病院では、定期健診や予防講座などの疾病予防もしてほしい。【50 歳代、男性、稲沢東小学校区】 

・新病院の医療、医師の質の向上を希望する。急患や検査が必要な場合に、なぜ市民病院で対

応できないのか疑問である。【40 歳代、女性、小正小学校区】 

・新市民病院の建屋を立派にするだけでなく、医師や看護師、職員の医療に対する基本的な姿

勢や態度を改善してほしい。【50 歳代、男性、高御堂小学校区】 

・新しい市民病院は不要。稲沢市の周辺には総合病院がたくさんあるので、中途半端な病院を

造っても税金の無駄が増えるだけである。【30 歳代、女性、下津小学校区】 

・新病院の建設はいかがなものか。一宮市の病院と合体させることは無理だろうか。【60 歳代、

女性、下津小学校区】 

 

17 環境センター 

◆ア 環境保全  

・庭木や枯れた作物をいちいち袋に詰めて出していたら大変。野焼き禁止を今一度検討してほ

しい。【60 歳代、女性、大里西小学校区】 

・落ち葉や生ごみは、発酵を利用してたい肥などに利用できないか。【50 歳代、女性、小正小学校区】 

・犬の糞の放置で迷惑している。マナー徹底を広報などでもっと周知してほしい。【60 歳代、

男性、稲沢北小学校区】 

・道路にゴミやペットボトルが散乱している。歩道や公共の場所にゴミ箱を設置してほしい。

【60 歳代、男性、清水小学校区】 

・ぎんなんの皮を民家の周りに捨てられ、相当な臭いで困っている。【70 歳以上、男性、山崎

小学校区】 

・小中学生と大人が一緒にごみ拾いをして、自分達でまちづくりをする喜びを感じられる機会

があると良い。【20 歳代、男性、稲沢東小学校区】 

・市の環境保全のために高齢者に働いてほしいと思います。【70 歳以上、女性、国分小学校区】 

・一宮市みたいに、年中リサイクルステーションがあると良い。【40 歳代、女性、稲沢北小学校区】 

◆イ さわやか隊  

・すばらしい取り組みだと思うので、どんな活動をされているのかもっと知りたいです。【30

歳代、女性、下津小学校区】 

・活動内容や目的をもっとＰＲしてください。【70 歳以上、女性、大里東小学校区】 

・孫の子守りが終わったらさわやか隊に入会して、少しでもお役に立てたらと思います。【60

歳代、女性、稲沢東小学校区】 

・名鉄国府宮駅周辺に喫煙者がいるので、見回ってもらいたい。【30 歳代、女性、稲沢東小学校区】 

・違反行為を見かけても即効性のある対応ができるようにしてください。【20 歳代、男性、稲

沢東小学校区】 

・「５人以上 20 人以下のグループで申込み」という応募制限は要るのでしょうか。【20 歳代、

女性、小正小学校区】 
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・５人以下でも、希望するかたにさわやか隊の入会を受け付けてはどうか。【60 歳代、女性、

大塚小学校区】 

・活動内容や拠点を増やすことは大変なことだと思います。【70 歳以上、男性、大里西小学校区】 

・さわやか隊の見回りで、隊員が横一列になって道をふさいでいるのをよく見かけます。【20

歳代、男性、稲沢東小学校区】 

・駅前に「禁煙」と書かれた看板があるのに、路上喫煙者が後を絶たない。見回りのボランテ

ィアも見て見ぬふり。【20 歳代、女性】 

・さわやか隊の発想そのものは良いが、ボランティアの善意に頼りがちではないだろうか。

【40 歳代、男性、大里東小学校区】 

・存在すら知りませんでした。サラリーマンは平日の参加が難しいと思います。【40 歳代、男

性、六輪小学校区】 

 

18 利用料金 

・公共施設にかかる費用を利用者が２～３割程度負担するのは当然である。バランスの良い施

設運営を望んでいる。【20 歳代、男性、片原一色小学校区】 

・すべての公共施設を税金ではなく利用料金でまかない、利用する市民と利用しない市民の負

担を平等にすること。【70 歳以上、女性、稲沢東小学校区】 

・公共施設の有料化も検討してよいと思う。ただし、市外の人のみ。稲沢市民も有料化すると

廃れると思う。【20 歳代、女性、長岡小学校区】 

・一部の人だけが利用していると思われるので、利用料金を上げた方が良い。【70 歳以上、女

性、大里西小学校区】 

・利用する人としない人の不公平をなくしてほしいと思います。【60 歳代、男性、下津小学校区】 

・働いていると公共施設を利用する機会はほとんどないが、税金は納めているので、不公平感

がある。【20 歳代、女性、国分小学校区】 

・施設の利用料金をもう少し高く設定してもよいと思う。【30 歳代、女性、坂田小学校区】 

・大人を対象にした施設は受益者負担を原則としてほしい。【60 歳代、男性、山崎小学校区】 

・利用者の応分の負担を強く要望する。【60 歳代、男性、稲沢北小学校区】 

・現状維持が難しいのであれば料金を引き上げ、その代わりに何か特典を考えてはどうかと思

う。【40 歳代、女性、国分小学校区】 

・公共の施設であっても赤字にならないことが望ましい。【70 歳以上、男性、大里東小学校区】 

 

19 民間事業者との連携 

◆ア 民間との連携  

・大学とコラボレーションして、市のイメージアップを図ってほしい。【50 歳代、男性、大里

東小学校区】 

・ネーミングライツはぜひ進めるべきである。【30 歳代、男性、稲沢東小学校区】 

・公共施設内には市直営の売店ではなく、コンビニに入ってほしい。【40 歳代、女性、稲沢東

小学校区】 
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◆イ 民営化  

・可能な公共施設は民営化するべきである。【50 歳代、男性、稲沢西小学校区】 

・民間で運営できる施設は積極的に民営化するべき。民営化できない施設は指定管理者制度を

導入していくべきである。【50 歳代、男性、国分小学校区】 

・民間にできることは民間に委譲する。【40 歳代、男性、稲沢西小学校区】 

・民間委託を推進し、地域の会社や団体と連携していくことが必要。任せられるものは任せて

いくべきである。【40 歳代、男性、牧川小学校区】 

・公共施設はコストの割に利用されていないので、基本的に民間への委譲や売却を求める。

【40 歳代、男性、牧川小学校区】 

・利益を考えるなら、もっと民間企業のノウハウを参考にするべきである。【50 歳代、女性、

三宅小学校区】 

・施設の管理運営を広く民間から募るなど、コスト削減にもっと努めるべきである。【30 歳代、

男性、稲沢東小学校区】 

・民間の良いところも多くある。そういった点を検討した上で、公共施設を運営してはどうか。

【30 歳代、男性、下津小学校区】 

・コスト削減イコール民間への丸投げで、責任の所在が分からない。これで良いのかという視

点は常に持っていてほしい。【40 歳代、男性、大里東小学校区】 

・公共施設をすべて民間に任せることがないようにお願いしたいです。【40 歳代、女性、大里

西小学校区】 

・民間委託した公共施設では、管理者が施設を使わしてやるという上から目線なところが多い。

【40 歳代、男性、大里東小学校区】 

 

20 施設へのアクセス 

・施設が近くて歩いて行ける場所にあれば利用しやすい。【70 歳以上、女性、大里東小学校区】 

・多くの施設は交通の便が悪いため、公共交通機関付近に造るか、コミュニティバスを充実さ

せるなどの対策があると良い。【30 歳代、男性、大里西小学校区】 

・周辺の幹線道路との連結をもう少し良くしてほしい。【30 歳代、女性、大里東小学校区】 

・多くの公共施設があるが、交通手段がなければ利用できる施設は限られる。【60 歳代、女性、

清水小学校区】 

・基本的に車がなければ利用しにくい施設が多い。【40 歳代、男性、大里西小学校区】 

・気軽に自転車で行ける所に公共施設がないのは、不公平に感じます。【30 歳代、女性、大塚

小学校区】 

・公共交通機関との連携と駐車場の充実が必要。【40 歳代、女性、稲沢東小学校区】 

・駅から施設への距離がもう少し便利だと良い。交通アクセスについて考えてほしい。【40 歳

代、女性、国分小学校区】 

・公共施設を利用する者にとって、あまりにも交通の便が悪いと思う。【60 歳代、女性、大里

西小学校区】 

・市役所が遠いので、交通の便を良くしてほしいです。【30 歳代、女性、大里東小学校区】 
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・多くの施設があるが、行きたくても交通手段がない。【70 歳以上、女性、六輪小学校区】 

・公共交通機関がもう少し整備されないと、いくら公共施設が整ったところで利用状況は何も

変わらない。【30 歳代、男性、大里東小学校区】 

 

21 駐車場・駐輪場 

・駐車スペースや進入口などに不便さを感じる。【30 歳代、男性、大里西小学校区】 

・自転車、歩行者、自動車の動きを考えた設計にしてほしい。【30 歳代、女性、大里東小学校区】 

・公共施設のほとんどは駐車場が少ないため、車で行きにくい。【30 歳代、男性、大塚小学校区】 

・公共施設を利用する際は、どこも駐車台数が少なくスペースが狭い。【30 歳代、女性、稲沢

西小学校区】 

・駐車場の確保に大変な時があります。【60 歳代、女性、稲沢西小学校区】 

・自動車の駐車は、時間制で有料にした方が良いと思います。【60 歳代、男性、下津小学校区】 

・ＪＲ稲沢駅東口の北側駐輪場に錆びた放置自転車が増えている。改善をお願いします。【20

歳代、女性】 

 

22 開館時間 

・公共施設の利用時間や主催行事、健康診断などは、平日や早い時間が多く、勤め人には利用

しにくい。【30 歳代、女性、大里西小学校区】 

・閉まるのが早すぎて不便。【40 歳代、女性、国分小学校区】 

・勤労者にとって、開館時間が不便だ。【50 歳代、女性、大里西小学校区】 

・土日の営業を拡充してほしい。平日は利用するのが難しい。【30 歳代、男性】 

 

23 設備面 

・全体的に設備が古く、利用しにくいイメージがある。特にプールが古い。【30 歳代、男性、

大里西小学校区】 

・全体的に古くさい。【40 歳代、女性、国分小学校区】 

・公共施設の老朽化がひどい。【30 歳代、女性、稲沢西小学校区】 

・もっときれいで清潔な施設なら行くかもしれない。【40 歳代、女性、国分小学校区】 

・市内の施設が全体的に古い。古いので汚く感じる。【30 歳代、女性、小正小学校区】 

・他の自治体から引っ越してきましたが、今までで一番古く、不便だと感じます。【30 歳代、

女性、小正小学校区】 

・各々の施設に個性やクオリティの乏しさが感じられます。【50 歳代、女性、国分小学校区】 

・トイレは和式が多くて使いづらい。【30 歳代、男性、大塚小学校区】 

・バリアフリーの充実が必要だと思う。【20 歳代、女性、稲沢東小学校区】 
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24 施設職員 

・民間企業の窓口対応や仕事の速さを見習うべき。本当にその施設に見合った人員で仕事をし

ているのか、多すぎるのではないか。【50 歳代、女性、三宅小学校区】 

・公共施設で一番多い経費は人件費ではないか。名ばかりの役職、部署など考え方を改めるべ

きである。【50 歳代、女性、三宅小学校区】 

・職員が多すぎる。職員数を減らして、その分を公共施設への投資に回せば良いと思う。【60

歳代、女性、稲沢西小学校区】 

・比較すると、他市の公共施設の職員の方が親切で市民の目線に立って対応しておられます。

【60 歳代、女性、稲沢西小学校区】 

・職員がぶっきらぼうで何十分も待たされる。もっと利用しやすくなるよう改善してほしい。

【30 歳代、女性、下津小学校区】 

・職員は優しく感じのいいかたが多いと思うので、あり方さえ変えれば発展するのではないか。

【30 歳代、女性、稲沢西小学校区】 

 

25 施設サービス 

・公共施設の利用料金は安いが、手続きが民間に比べて相当面倒だ。【50 歳代、男性、下津小学校区】 

・魅力のある公共施設がない。【30 歳代、女性、稲沢西小学校区】 

・市民が使いたくなるような、出向きたくなるような施設を考えてほしい。【60 歳代、女性、

大里西小学校区】 

・利用してみたい魅力的な公共施設を目指してください。【50 歳代、女性、国分小学校区】 

・施設の充実や対応の良さなどの魅力があれば利用する。多くの市民が「また利用したい」と

思えるものが望ましい。【30 歳代、女性、千代田小学校区】 

・皆が使いやすいものにしてほしい。【30 歳代、女性、大里東小学校区】 

・花と緑の施設と呼ばれるような、安らぎのある公共施設を期待します。【70 歳以上、男性】 

・公共施設は、存在するだけでなく良いソフトがないと駄目。稲沢のイベントや人材が新聞の

紙面を賑わすことを望む。【40 歳代、男性、法立小学校区】 

・市民が本当にほしい施設をよく考えて、サービスを行ってください。【30 歳代、女性、下津

小学校区】 

・さわやかでクリーンかつ明るく楽しい雰囲気にしてください。【60 歳代、女性、大塚小学校区】 

・老若男女がいつでも気軽に立ち寄れる楽しさあふれるスペースを望む。【60 歳代、女性、大

塚小学校区】 

・市民が気軽に利用できるように、常に研究してください。【20 歳代、男性、大里西小学校区】 

・公共施設も、「あれば良い」という発想ではなく、常に変化する柔軟な運営をしてほしい。

【50 歳代、男性、国分小学校区】 

・利用率を上げる工夫をしていくべきだと思います。【40 歳代、女性、六輪小学校区】 

・もっと市民が活用したくなる方策を追求してほしい。特にボランティアとの連携。【50 歳代、

男性、長岡小学校区】 
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・公共施設が大切に使われているか、充実した活動がなされているか、いつもチェックしてほ

しい。【60 歳代、男性、下津小学校区】 

・高齢者や未来のある子ども達のことを考えて運営してほしいです。【40 歳代、女性、稲沢西

小学校区】 

・庁舎、消防、社会福祉、保健衛生、保育園、義務教育などの施設は必要不可欠だと思うので、

基本的に手を抜いてはいけない。【60 歳代、男性、祖父江小学校区】 

・統廃合によるサービス低下で、市民会館や中央図書館が利用しにくくなってしまわないよう

に願います。【40 歳代、女性、大里東小学校区】 

・美術館、図書館、市民病院を充実させてほしい。【40 歳代、男性、小正小学校区】 

・人気のない施設は、アンケートをして改善する。【60 歳代、男性、法立小学校区】 

・アンケート調査や市民の声を聞くポストを設置したらどうか。【20 歳代、女性、長岡小学校区】 

・施設の利用時のコピー代金を無料にしてほしい。【60 歳代、女性、稲沢東小学校区】 

・公共施設は「使わせてやる」より「使ってもらう」という気持ちで大いに利用してもらい、

少し赤字ぐらいが一番良いと思う。【50 歳代、男性、下津小学校区】 

・施設の利用方法や予約方法をインターネットで詳しく説明し、ネット予約ができればもっと

利用者が増えると思う。【30 歳代、女性、領内小学校区】 

 

26 施設のＰＲ 

・市の公共施設をもっと宣伝して市民にアピールすること。【60 歳代、清水小学校区】 

・「あま ZONE」、「桜 Net」などのフリーペーパーに、荻須記念美術館、体育館、市営プール、

図書館の情報を掲載するべきである。【20 歳代、女性、長岡小学校区】 

・どの施設が市民に開放されているか、もっとアピールしていくべきだと思います。【20 歳代、

男性、稲沢東小学校区】 

・多くの人が気軽に利用出来るような工夫とＰＲが必要だと思います。【60 歳代、女性、清水

小学校区】 

・公共施設の利用方法をもっとＰＲしていくと良いのでは。【30 歳代、男性、大里東小学校区】 

・施設の利便性をＰＲして住み心地の良さを理解してもらえれば、市の活性化や人口増加につ

ながるのではないか。【30 歳代、男性、大里東小学校区】 

・施設は立派だけどＰＲ不足なのか興味が湧かないのが本心です。【40 歳代、女性、下津小学校区】 

・定年後に向けて市民センターなどを利用したいが、情報が少なく、情報を入手する手段も分

からない。【50 歳代、男性、稲沢東小学校区】 

・公共施設の利用についてもっとＰＲするべき。私の周りは知らない人が多い。【60 歳代、男

性、坂田小学校区】 

・公共施設の場所や目的、料金などをもっと分かるようにしてほしい。どのように利用するか

も分からない。【20 歳代、男性、領内小学校区】 

・行こうと思っても場所が分かりづらい。もう少しＰＲする必要がある。【60 歳代、男性、大

塚小学校区】 
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・もう少し施設のＰＲをして利用者を増やし、料金も、コストを見て上げていくべきである。

【40 歳代、男性、稲沢東小学校区】 

・公共施設の運営にマンパワーがどれだけ必要でどんな仕事をしているのか不透明なので、Ｐ

Ｒしてほしい。【30 歳代、男性、長岡小学校区】 

・駅、ショッピングモールなど人が多く集まる場所で、施設のＰＲを行えば良い。【40 歳代、

男性、高御堂小学校区】 

・市民が自由に使える生涯学習施設や体育館をもっとアピールして、利用者を増やすと良い。

【20 歳代、男性、領内小学校区】 

・施設の場所などの案内看板を目立つようにしてほしい。【30 歳代、女性、小正小学校区】 

・公共施設の所在地を明示してほしい。【60 歳代、男性、坂田小学校区】 

・生涯学習施設や体育館の利用の仕方が分からない。【60 歳代、女性、稲沢北小学校区】 

 

27 施設の見直し 

・特定の地域に新しい施設が偏っているのではないか。【30 歳代、男性、小正小学校区】 

・地域によって偏りのないようにしてほしい。【30 歳代、女性、稲沢西小学校区】 

・市民が平等に利用しやすい場所にあることが望ましいと思う。【60 歳代、男性、下津小学校区】 

・自転車で行ける範囲に必要な施設があると便利だと思います。【30 歳代、女性、稲沢西小学校区】 

・病院や支所は一極集中ではなく、点在させるべきではないか。【40 歳代、男性、坂田小学校区】 

・人口密集度よりは広さに応じた施設の配置が大切だと思います。【30 歳代、女性、稲沢西小学校区】 

・旧稲沢市の地域の施設の充実を望む。特に体育館でのスポーツ講座や屋内温水プールなど、

健康増進施設が不足している。【30 歳代、女性、稲沢東小学校区】 

・祖父江地区から旧稲沢市を見ると、格差がありすぎる。【40 歳代、男性、祖父江小学校区】 

・祖父江地区の予算を他に回すことなく、公共施設は公平に配置してください。【50 歳代、女

性、長岡小学校区】 

・公共施設は交通の便が悪い所にあるので、街の中心や駅の近くに移転するべきだと思います。

【40 歳代、男性、千代田小学校区】 

・駅やショッピングセンターに施設の機能を充実させてください。【30 歳代、女性、山崎小学校区】 

・ショッピングモールなど、人が集まるところに施設を設けるか、集中させるべきである。

【40 歳代、男性、高御堂小学校区】 

・一市二町の合併により重複した施設が目に余る。廃止が 善の策であることを考えてほしい。

【40 歳代、男性、大塚小学校区】 

・祖父江町、平和町と合併したため、箱物が多い。【30 歳代、女性、稲沢西小学校区】 

・合併で過剰になった施設や人員を減らし、市民の負担を減らす。地域が行えることは地域で。

【30 歳代、男性、稲沢西小学校区】 

・経費削減のため、祖父江地区や平和地区の公共施設で重複するものは、閉鎖が望ましいと思

う。【40 歳代、男性、清水小学校区】 

・大胆な統廃合を実行し、一極集中の良さを体感できる内容にして、かつ合併のメリットを生

み出すべきである。【60 歳代、男性、六輪小学校区】 
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・合併したのであれば、公共施設の取捨選択を行うべきである。【30 歳代、男性、稲沢東小学校区】 

・隣の愛西市は、合併後に施設の統廃合をかなりしたと聞いているが、稲沢市では全然なされ

ていない。【50 歳代、女性、稲沢西小学校区】 

・利用の少ない施設、少子化で定員割れをしている施設は早期に統廃合し、無駄な出費をする

べきではない。【50 歳代、男性、大里東小学校区】 

・市役所や支所以外の施設を利用したことがない。無駄なものは思い切って切り捨てることも

あり得るのではないか。【40 歳代、男性、六輪小学校区】 

・年代によって利用する施設は変わっていくと思う。年間の利用者が１割に満たない施設は存

廃を考えるべきではないか。【50 歳代、女性、三宅小学校区】 

・使用頻度の低い施設を売却して、税金の無駄をなくしてほしい。【30 歳代、女性、小正小学校区】 

・税金の無駄遣いをやめるため、利用しない施設から減らしてほしい。【30 歳代、女性、山崎

小学校区】 

・あまり利用されていない施設の維持管理費は税金の無駄。統廃合は必要だと思います。【50

歳代、女性、千代田小学校区】 

・使用頻度の低いものは閉鎖する。施設の必要性について議論が必要である。【40 歳代、男性、

高御堂小学校区】 

・利用の少ない公共施設を維持する必要はないと考えます。【40 歳代、男性、大里東小学校区】 

・空いている施設があり、もったいないと思う。【40 歳代、女性、法立小学校区】 

・収入に対してランニングコストが高い有料施設を廃止し、利用体系の見直しを図るべきであ

る。【60 歳代、男性、稲沢西小学校区】 

・例えば、30 年以上経過した公共施設、耐久性の低い施設、利用者が少ない施設は、壊して

もいいと思う。【20 歳代、男性、稲沢東小学校区】 

・老朽化の著しい公共施設は、廃止も含めて検討する必要がある。【50 歳代、男性、稲沢西小学校区】 

・適切な統廃合の検討は必要だが、利便性や交通手段、住民の安心・安全への配慮も必要であ

る。【40 歳代、男性、牧川小学校区】 

・公共施設には無駄なものも多くあるように思えてならない。なくした代わりに医療費補助の

充実を願う。【60 歳代、女性、国分小学校区】 

・できるだけ統合し、交通手段の確保に注力する。【40 歳代、男性、高御堂小学校区】 

・すべての施設を維持できかねるのであれば、統合はやむを得ない。【30 歳代、女性、大里東

小学校区】 

・一般市民が利用する公共施設は、税負担の軽減を図る立場から、人件費も併せて施設の削減

あるいは縮小が望ましい。【60 歳代、男性、領内小学校区】 

・市の財政が赤字にならないように、公共施設も削減が必要です。【60 歳代、男性、大里西小学校区】 

・無駄な経費は削減し、あるものを有効活用してください。【30 歳代、女性、稲沢西小学校区】 

・無駄な施設は廃止するべき。税金を無駄に使わない政策をお願いする。【20 歳代、男性、祖

父江小学校区】 

・市民と共に残すかどうか議論し、明らかに不要な施設は閉鎖する。【30 歳代、男性】 

・必要なもの、あるに越したことはないもの、無駄なものに分類し、本当に必要なもの以外は

さっさと廃止した方が良い。【70 歳以上、男性、稲沢東小学校区】 
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・不要なものはなくし、必要なものは造るなどの仕分けが必要である。【30 歳代、男性、小正

小学校区】 

・必要なものに対してのコストは惜しみなく、慣例にとらわれず時代に合わなくなっているも

のは削ることを考えてほしい。【40 歳代、男性、大里東小学校区】 

・世の中の景気が悪くなり、少子高齢化も進むため、公共施設の規模縮小を検討していただき

たい。【60 歳代、男性、下津小学校区】 

・税収入が見込めない時代なので、過剰な施設サービスを見直し、真に弱い人や貧しい人のた

めに税金を使ってほしい。【60 歳代、男性、稲沢西小学校区】 

・各施設を集めて複合化するなどの検討をしてほしい。【60 歳代、男性、下津小学校区】 

・社会福祉協議会、市民病院、市役所、市民会館などの公共施設を集約してほしい。【50 歳代、

男性、稲沢東小学校区】 

・教育、文化面の公共施設は十分に設置されている。これ以上増やす必要はないと感じます。

【50 歳代、男性、大里東小学校区】 

・どこにでもあるような建物のコピーは、公共施設として要りません。【30 歳代、男性、大里

西小学校区】 

・箱物を造る場合は、極力既存の建物を利用するか、県に要望して造ってもらうこと。【60 歳

代、男性、坂田小学校区】 

・少子化の現状に驚いた。施設の統廃合を考える必要があるが、施設が減ったり、サービス内

容が悪くなるのが心配だ。【40 歳代、女性、大里東小学校区】 

・施設数を減らすより、利用者が少ない施設の規模や定員、人員を実態に合わせて変えた方が

よいのではないか。【20 歳代、男性、高御堂小学校区】 

・造った施設に対してどんな判断をする時も、責任と愛着を持って判断していただきたい。

【40 歳代、男性、大里西小学校区】 

・他市に比べて突出したものがないが、全国に紹介されるような稲沢市独自の施設が造れない

か。【70 歳以上、女性、大里東小学校区】 

・もっと大規模な施設の建設を望む。大きなイベントを行い、もっと稲沢市をアピールしてほ

しい。【40 歳代、男性、稲沢北小学校区】 

・公共施設が古く内容も充実していないので、利用する気にならない。興味を持って利用でき

る施設を新しく造ってほしい。【50 歳代、女性、稲沢東小学校区】 

・市役所の近くに大駐車場と図書館、温水プール、トレーニングジムなどを備えた健康づくり

のできる施設があれば、ぜひ利用したい。【40 歳代、女性、国分小学校区】 

・名鉄国府宮駅近隣に公共施設を増やしてほしい。【30 歳代、男性、小正小学校区】 

・建物自体が老朽化しているが、明るい近代的な施設を望む。【30 歳代、女性、稲沢西小学校区】 

・一宮市の体育館のように、新しいきれいな施設が増えることを望んでいます。【20 歳代、男

性、祖父江小学校区】 

・稲沢市に住んで良かったと思える施設づくりをお願いします。【50 歳代、男性、大塚小学校区】 

・公共施設も、時代にあった新しいものを順次取り入れてもらいたい。【30 歳代、女性、稲沢

東小学校区】 
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・子どもが安心してのびのび遊べる公園や室内プールを充実してほしい。【40 歳代、男性、大

里東小学校区】 

・施設の建て替えや改修を行う場合は、魅力ある施設にしてほしい。【30 歳代、男性、大里西

小学校区】 

・建て替えや新設の際には、思想を持って建ててほしい。【20 歳代、男性、国分小学校区】 

・子どももお年寄りも楽しく過ごせる公共施設があり、安心・安全な稲沢市を期待しています。

【60 歳代、女性、稲沢東小学校区】 

・発想の転換や工夫、他機関との連携で公共施設を維持、充実できることもあると思います。

【40 歳代、女性、大里西小学校区】 

・名古屋に近い立地条件にあるので、公共施設を充実させ、転入を促して税収を増やす方法も

考えてほしい。【50 歳代、女性、大里西小学校区】 

・施設の新設、改修に地元企業優先の入札制度を採用する。【40 歳代、男性、稲沢西小学校区】 

・施設のあり方について、もっとタウンミーティングの回数を増やして市民に説明してほしい。

【50 歳代、男性、稲沢北小学校区】 
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(３) 市政一般について 

 

１ コミュニティ 

・地区の区長活動の曜日や時間の考慮をお願いします。【50 歳代、男性、片原一色小学校区】 

・稲沢には古いしきたりを守る方々が多い。協力したいと思うが、あまりにも無理な強制は、

新しい住民の定住を妨げるのではないか。【50 歳代、女性、大里西小学校区】 

 

２ 防災・防犯 

・窃盗、不審火のない安心して暮らせる稲沢市であってほしい。【50 歳代、男性、稲沢東小学校区】 

・もっと明るい道路にしてほしいです。【女性、三宅小学校区】 

・通学路に街路灯を増やしてほしいです。【40 歳代、女性、千代田小学校区】 

・稲沢市は、夜になると街が暗いという印象である。【70 歳以上、男性】 

・街路灯を設置してほしい場所がある。【70 歳以上、男性、下津小学校区】 

・震災の救援物資を持って行ったが、ふさわしくないと容赦なく断られた。もう少し思いやり

のある言い方をしてほしかった。【60 歳代、女性、稲沢北小学校区】 

・私の住む所は、安心、安全、安らげる、どれも難しくなっています。【30 歳代、女性、下津

小学校区】 

 

３ 子育て支援 

・「子育てするなら稲沢で」と思われるまちづくりをコンセプトに、計画的に施設を整備し、

市民参加で実行するべきである。【60 歳代、男性、領内小学校区】 

・稲沢市が発展し、子育てを楽しめる街になることを期待している。【30 歳代、女性、下津小学校区】 

・少子化などいろいろな問題もあるが、親の意見を集約し、子育てしやすい市になってほしい。

【40 歳代、男性、稲沢東小学校区】 

・子育て世代への支援を充実させてほしい。【30 歳代、女性、稲沢東小学校区】 

・子ども医療などは、他市町村に比べて遅れている。少子化を食い止めるため、子育てしやす

いまちづくりをしてほしい。【20 歳代、女性、稲沢西小学校区】 

・子ども医療費の助成範囲を見直してほしい。【40 歳代、女性、稲沢北小学校区】 

・子どもの医療費助成を近隣市並みに引き上げてほしい。【30 歳代、女性、大里東小学校区】 

・子どもの医療費助成を含め、子育てにもう少し対応してもらいたい。【30 歳代、女性、大里

西小学校区】 

・子どもの医療費を小学６年生まで無料にしてほしい。でなければ、新しい住民は来ない。

【30 歳代、男性、法立小学校区】 

・子どもの医療費を中学３年生まで無料にしてください。【女性、稲沢西小学校区】 

・医療費の無償化が小学６年生まで延長されたのはとても良いことだ。【30 歳代、女性、清水

小学校区】 

・不妊治療の助成金と対象範囲を増やしてほしい。【30 歳代、女性、稲沢東小学校区】 
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・稲沢市は都会でも田舎でもなく、子育てには適した地域だと感じていたが、少子化で今後は

心配。【40 歳代、女性、大里東小学校区】 

 

４ 高齢者福祉 

・給食センターを利用して、一人暮らしの高齢者のかたに月１回でも昼食を届けてあげてほし

い。ただし、実費は徴収。【50 歳代、女性、小正小学校区】 

・一人暮らしの叔母が要介護認定を受けたが、２年も施設入所がかなわず親族が交替で介護し

ている。今後の生活に大変不安を感じている。【40 歳代、女性、祖父江小学校区】 

・高齢者に対し、安心・安全で住みやすいまちづくりに努めてほしい。【70 歳以上、男性、千

代田小学校区】 

・高齢者や生活保護者といった甘えた人達に貴重な税源を使うべきではない。【60 歳代、男性、

山崎小学校区】 

・高齢者にはあまりサービスをしなくてもよいと思う。甘えすぎである。【40 歳代、男性、小

正小学校区】 

 

５ 都市基盤整備 

◆ア 道路  

・自転車で公共施設へ行きますが、道路の整備を充実してほしい。【60 歳代、女性、稲沢西小学校区】 

・東西道路をまず３本作り、南北の通りをそれにつなげて、未来の稲沢を名古屋の戦後のよう

に活性化してほしい。【50 歳代、男性、片原一色小学校区】 

・幹線道路の早期完成に期待しております。【30 歳代、女性、大里東小学校区】 

・幹線道路の整備を計画的に期限内に完成すること。【60 歳代、男性、稲沢西小学校区】 

・道路を整備してほしい。一方通行が多い。渋滞が多い。【30 歳代、女性、小正小学校区】 

・道幅が狭く朝の交通量が多い道路は、一方通行にするとよい。【70 歳以上、男性、下津小学校区】 

・施設に自転車で行くため、自転車用道路の整備を計画してほしい。【60 歳代、男性、坂田小学校区】 

・道路は必要 低限で、無駄な修復工事は税金の無駄なのでやめてほしい。【30 歳代、男性、

片原一色小学校区】 

・年度末の道路工事は必要なのか。真に工事が必要な箇所を実際に現場を歩いて考えてみてく

ださい。【30 歳代、男性、長岡小学校区】 

・稲沢夢逢橋の開通で、朝の交通渋滞が解消されると期待している。【50 歳代、男性、稲沢東

小学校区】 

・愛知啓成高校前の道路は交通量が多いが、道幅が狭く側溝のふたもないので、大変危険であ

る。【40 歳代、女性、稲沢北小学校区】 

◆イ 都市計画  

・ＪＲ稲沢駅前の再開発がどのようになっているのか知りたい。【30 歳代、女性、下津小学校区】 

・まちづくりに計画性がない。田畑を減らして道路を増やすだけでは、水害対策上不安である。

【30 歳代、男性、稲沢西小学校区】 
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・公共施設以前にライフラインが充実していない。【40 歳代、男性、祖父江小学校区】 

・稲沢は植木のまちとして有名。公共施設の周辺には緑を多くすることが望ましい。【70 歳以

上、男性】 

・ＪＲ、名鉄の高架を早急に進め、交通渋滞の緩和をお願いしたい。【40 歳代、女性、稲沢西

小学校区】 

・公共施設の利用以前に、ＪＲの線路による市域の分断と、それを放置している市の行政に驚

かされます。【60 歳代、男性、下津小学校区】 

・平和地区、祖父江地区は高齢化しているように感じる。これらの地域の開発が重要と考える。

【30 歳代、男性、法立小学校区】 

・西部地域は緑も豊かで河川も多い地域なので、都心部の住民が西部地域を選択したくなる都

市計画を考えてほしい。【60 歳代、男性、領内小学校区】 

・稲沢市の中心はどこか。駅周辺も賑わいがなく、ゆっくりくつろげる店もない。【50 歳代、

女性、大里東小学校区】 

・国府宮駅以外の名鉄の駅周辺は不便で発展もなく、夜は暗くて寂しい。【50 歳代、男性、稲

沢西小学校区】 

・一番残念に思うのは、緑の街を標榜する稲沢市に｢緑｣をテーマにした施設がないことである。

【60 歳代、女性、大塚小学校区】 

・ＪＲ稲沢駅東口には何ができるのか。住民アンケートを実施してほしい。【30 歳代、女性、

下津小学校区】 

・道路がでこぼこで歩道がないし、下水道も未整備。住みにくい街ワースト返上のため、計画

的に整備してほしい。【70 歳以上、男性、大里西小学校区】 

◆ウ 下水道  

・どこへ行っても下水の臭いがしてくる。全国有数の下水道未整備都市ではないか。【70 歳以

上、男性、稲沢東小学校区】 

・人口が少なくなる今後、下水処理場が必要なのか。浄化槽の普及と補助を要望する。【60 歳

代、男性、稲沢北小学校区】 

・ＪＲ稲沢駅西側の水路が汚れて臭い。何とか改善できないか。【50 歳代、男性、稲沢東小学校区】 

・下水道科学館はあまり利用されていないようですが、もっとＰＲした方が良い。【40 歳代、

女性、千代田小学校区】 

 

６ 公共交通 

◆ア コミュニティバス  

・コミュニティバスの運転は慎重で運転手は柔らかな物腰、好感度抜群である。【70 歳以上、男性】 

・コミュニティバスの路線が近くにないのが高齢者としては残念。【60 歳代、女性、国分小学校区】 

・公共交通の充実を。駅が遠い所に低料金のバスを通してほしい。【30 歳代、男性、千代田小学校区】 

・循環バスの本数が少ないので、利用するのをためらう。【30 歳代、女性、大塚小学校区】 

・コミュニティバスのルートを見直してほしい。【30 歳代、女性、千代田小学校区】 

・コミュニティバスはあちこち回るため時間がかかりすぎる。【70 歳以上、男性】 
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・以前は六輪病院前までの運行で通院に便利だったが、路線変更によりタクシーを利用してい

る。年配者にとってタクシー代金は馬鹿にならない。【70 歳以上、男性、三宅小学校区】 

・コミュニティバスを利用するにも停留所が遠く、高齢者にとって不便である。【60 歳代、女

性、大里西小学校区】 

・コミュニティバスの増便を希望します。【30 歳代、男性、小正小学校区】【60 歳代、男性、

領内小学校区】【60 歳代、男性、領内小学校区】【30 歳代、女性】 

・公共施設の巡回バスを運行してほしい。【60 歳代、男性、坂田小学校区】 

・日曜日に施設を利用したくても足がない。月１回程度は日曜日もコミュニティバスを運行し

てほしい。【60 歳代、男性、下津小学校区】 

・コミュニティバスの料金を 200 円から 100 円にしてほしい。【70 歳以上、女性、大里西

小学校区】 

・交通機関がない。市の発展のためにもバスを再検討した方が良いと思う。【50 歳代、男性、

稲沢西小学校区】 

・わざわざ電話をしてまで巡回バスに乗りたくない。【60 歳代、男性、坂田小学校区】 

・バス停まで行かなくても、例えば、巡回路線上でいなッピーグッズを見せれば乗車できるシ

ステムにしてほしい。【60 歳代、男性、坂田小学校区】 

・ＪＲ稲沢駅までの交通手段がコミュニティバスだけでは、駅を立派にしても無駄である。

【40 歳代、女性、国分小学校区】 

◆イ その他  

・各駅に行くための公共交通機関を作るべき。これほど不便なところはない。【50 歳代、男性、

大里東小学校区】 

・30 年近く住んでいるが、市内の移動手段は車に頼らざるを得ないのが残念です。【50 歳代、

女性、国分小学校区】 

・稲沢市は公共交通機関を利用して行ける場所が少ない。【60 歳代、女性、大里西小学校区】 

・公共交通機関も車もないかたには不便だと思う。【30 歳代、女性、法立小学校区】 

・車を運転できない高齢者はどこにも行けない。市内全体の公共交通機関を整備してほしい。

【70 歳以上、女性、大里東小学校区】 

・特に年配者にとって、自転車では交通事故が心配だ。【70 歳以上、男性、稲沢西小学校区】 

・駅のエレベーターに自転車で乗る人がいる。障害者が使用できず、困っている。【20 歳代、女性】 

・市民会館へのアクセス充実のために、国府宮、奥田間の新駅設置を名鉄に陳情してはどうか。

【50 歳代、男性、大里東小学校区】 

・六輪、森上に行くために、須ヶ口駅や尾張一宮駅を経由するのは仕方のないことですか。

【50 歳代、男性、稲沢東小学校区】 

・下津の交差点で交通安全啓発をしていたかたがくわえ煙草をしていた。皆が見ているので気

を付けてほしい。【60 歳代、女性、大里西小学校区】 
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７ 観光 

・イチョウ黄葉まつりをもっとＰＲしてほしい。【40 歳代、女性、祖父江小学校区】 

・イチョウ黄葉まつりは、禁止区域での路上駐車が多い。もっと指導するべきである。【20 歳

代、女性、長岡小学校区】 

・はだか祭以外に県外からも参加できるような大きなイベントがない。【20 歳代、女性、下津

小学校区】 

・稲沢市らしいイベントをもっと作るべきである。【20 歳代、男性、祖父江小学校区】 

・Ｂ級グルメなど、市民も市外のかたも友達を誘って行きたいと思えるイベントや企画をお願

いします。【40 歳代、女性、大里東小学校区】 

・合併前の市町の催事を復活させ、同時期に開催してスタンプラリーをやってはどうか。【50

歳代、女性、領内小学校区】 

・矢合、ぎんなん、善光寺と素敵な場所があるのに、観光客が少ない。もっと観光客を誘致で

きるように景観整備をしてほしい。【40 歳代、女性、国分小学校区】 

・国県指定の重要文化財が数多くあるが、案内表示がほとんどない。もっと市民に分かるよう

にしてほしい。【50 歳代、男性、小正小学校区】 

・美濃路シティマラソンの開催、一宮市、大垣市との連携など、美濃路を全国に宣伝し、発展

させてほしい。【60 歳代、男性、稲沢西小学校区】 

・小沢から西町までの本町通りを、毎週日曜日に歩行者天国にしたらどうか。【60 歳代、男性、

稲沢西小学校区】 

 

８ 農業振興・産業振興 

・家庭菜園で栽培した野菜を、江南市の日曜朝市のような形で販売できる場があれば嬉しい。

【50 歳代、男性、稲沢東小学校区】 

・一宮インターの近くに道の駅を整備し、農作物などを販売してほしいです。【50 歳代、女性、

小正小学校区】 

・買物難民が増えると思うので、もっと朝市を開催してほしい。【50 歳代、女性、小正小学校区】 

・自家消費用程度しか生産していない農家のために多額の予算を用水路等に使うのは、税金の

無駄遣いである。【70 歳以上、男性、稲沢東小学校区】 

・農家の高齢化により、遊休農地が多い。若い人達が農業に従事できるよう、市として考えて

ほしい。【70 歳以上、女性、大塚小学校区】 

・農道のアスファルト化をやめる。大雨対策の一環にもなる。【60 歳代、男性、稲沢西小学校区】 

・大型店やスーパーを増やし、活気を出した方がよいと思う。【50 歳代、男性、稲沢西小学校区】 

 

９ 広報 

・サークルの会員募集が半年ごとに広報に載っているが、実際はもっと多くのサークルがある

と思うので、知りたいです。【20 歳代、男性、領内小学校区】 

・インターネットは大きな情報収集、意見交換の場。市のホームページを皆が利用しやすくし

てください。【50 歳代、男性、稲沢東小学校区】 
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・まちづくりすべてに対して、具体的なＰＲをお願いしたい。【70 歳以上、男性、稲沢東小学校区】 

・社会保障などの制度を分かりやすくするなど、「こんなサービスがありますよ」と市役所か

ら市民へ訴えてほしい。【30 歳代、男性、長岡小学校区】 

・月２回の広報を月１回にしてはいかがですか。【60 歳代、女性、下津小学校区】 

・なぜ祖父江にはＣＡＴＶが入って来ないのか。不要ならすべて廃止、必要なら積極的に誘致

して市内を同じ条件にしてほしい。【40 歳代、男性、祖父江小学校区】 

・ＣＡＴＶを無料で市民に見てもらい、市の施策をアピールして理解を得るべきである。【30

歳代、女性、下津小学校区】 

・市職員がランダムにいろいろなお宅を訪問し、市民の声を聴く制度を作ったらどうか。【30

歳代、男性、長岡小学校区】 

 

10 財政 

・無駄と感じた時はすぐに改めるべき。利益を出せとは言わないが、汗水たらして納めた税金

を上手に活用してほしい。【50 歳代、男性、片原一色小学校区】 

・行政の赤字は政治家の詐欺行為。次の世代に繰り越しては駄目。累積赤字をどうなくすか、

市長及び議員の勇気ある行動を望む。【60 歳代、男性、稲沢北小学校区】 

・国の財政と同じで、この赤字を誰が負担するのか。ホームページに赤字をなくす方法を記載

してください。【60 歳代、男性、稲沢北小学校区】 

・合併したら、市民税など何でも増税となった。どこでも合併した方が駄目になる。【60 歳代、

女性、丸甲小学校区】 

・税金が何にどれだけ使われたかを広報などに明記してほしい。【20 歳代、男性、大塚小学校区】 

・黒字になった税金は減税してほしい。名古屋市は実現しそうです。【60 歳代、男性、大里西

小学校区】 

・名古屋市長は減税を進めているが、全く逆だ。胸を張って事業に投じていくことを望む。

【50 歳代、男性、稲沢東小学校区】 

・税金の大切さ、意味をしっかり考えて使ってください。【20 歳代、女性、大里東小学校区】 

・市民税が高いので、少しでも税を軽減する方向で動いてください。【40 歳代、男性、大里西

小学校区】 

・住民税が高い割に、医療サービスや公共サービスの質が低い。【20 歳代、男性、千代田小学校区】 

・年度末のインフラ整備など、予算消化をしているのがありありと分かるような税の使い方に

は、不信感が高まっている。【20 歳代、男性、千代田小学校区】 

・稲沢市も一般市民を入れて事業仕分けをやるべきだ。【70 歳以上、男性、稲沢西小学校区】 

・市民の負担が重くならないよう、市の財政状況を鑑み、有効活用のため予算にメスを入れて

ほしい。【50 歳代、男性、大塚小学校区】 
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11 企画 

・企画課は、市長の意見を吸い込み役所を動かすことができる部署だと思います。足元から見

つめ直し、勇気を持って改革を。【50 歳代、男性、片原一色小学校区】 

・稲沢市になってとても良い市になったと感じます。今後とも、市民のためによろしくお願い

します。【40 歳代、女性、山崎小学校区】 

・もっと平和地区と祖父江地区のことを考えてほしい。スーパーが近くにないし、車がないと

どこにも行けないので、高齢者には住みにくい。【30 歳代、男性、法立小学校区】 

・祖父江、平和と稲沢との格差をなくす必要があると思います。【20 歳代、女性、六輪小学校区】 

・幼児から高齢者まですべての人が住みやすいまちづくりを要望します。【50 歳代、女性、法

立小学校区】 

・また稲沢に住みたいと思えるまちづくりを期待しています。【30 歳代、女性、小正小学校区】 

・「稲沢はすばらしい、きれいな施設もあるし、基本路線もしっかりしている」と言われる市

にしてほしい。【50 歳代、男性、片原一色小学校区】 

・立地は名古屋に近く便利。もっと発展してもよいと思う。【30 歳代、男性、法立小学校区】 

・下津地区は開発が進み、小学校でも学級数が増えている。名古屋から近い地の利を活かし、

人が多く移住する施策が必要である。【60 歳代、男性、大里東小学校区】 

・すべての市民に公平で、安心・安全な生活ができるよう、住みやすい稲沢をよろしくお願い

します。【60 歳代、女性、国分小学校区】 

・せっかく名古屋のベッドタウン的な感じなので、住民に優しい便利な街になることを期待す

る。【40 歳代、男性、稲沢東小学校区】 

・市民が気持ちよく市の行政に賛同していけるように取り組んでほしい。【50 歳代、女性、三

宅小学校区】 

・市民の目線で、愛情のある、税金を出す甲斐のある市政を希望する。市長はしっかりとした

指導力を。【60 歳代、女性、稲沢北小学校区】 

・名古屋市の友人から稲沢市のイメージを聞くと、「固い、暗い、田舎、発展性のない市」と

言われる。【50 歳代、女性、大里東小学校区】 

・稲沢は住みやすいと思うが、街から外れると田畑ばかりで、正直寂しい街のような気がする。

【40 歳代、男性、稲沢東小学校区】 

・田畑が多く、市の発展が見えない。コンビニが開店してもすぐ閉店してしまう原因を検証し

た方がよい。【50 歳代、男性、稲沢西小学校区】 

・「稲沢市が好きだ」という人はいない。市長始め職員がこの街を隅々まで歩いて人に接し、

感じ取ってほしい。【60 歳代、女性、稲沢北小学校区】 

・ファミリーサポートサービスや図書館の管理委託など、大事なことが市民の知らないところ

で決定し始動しているのが不満である。【40 歳代、男性、大里東小学校区】 

・具体的に稲沢市をどのような市にしたいのか分かりません。市外のかたから稲沢市をうらや

む声は全然聞きません。【20 歳代、女性】 
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12 市議会 

・市議会議員の定数や報酬をもっと削減できると思うので、検討してほしい。【60 歳代、男性、

大里西小学校区】 

・市議会議員の定数や市の職員数を削減し、人件費を減らしてコンパクトな市政運営を図るよ

う努力してほしい。【60 歳代、女性、大塚小学校区】 

・市職員が減らされているようだが、同じ減らすなら市議会議員の定数と報酬を減らしてほし

い。【60 歳代、女性、丸甲小学校区】 

・市役所も頑張っている職員が多い。人員減だけでなく、出勤日数の少ない議員さんを何とか

してください。【60 歳代、女性、丸甲小学校区】 

・議員の定数と報酬の削減を望む。職員の給与と人員の見直しも、民間では当たり前である。

【50 歳代、男性、高御堂小学校区】 

・何が市民のためなのか。老人と子どもを大事にすれば選挙で票が得られるということが間違

いだと思います。【60 歳代、男性、稲沢北小学校区】 

・稲沢市は高齢者が多く、若者が少なく感じる。議員も高齢のかたが多く考え方が古い。これ

では市の今後の発展はないと思う。【50 歳代、男性、稲沢西小学校区】 

 

13 職員 

・市職員の給与を削減し、平均年収は民間並みの 450 万円程度にするべきである。【60 歳代、

男性、大里西小学校区】 

・名前を伏せて公務員の給料を役職別に全部公開してほしい。【60 歳代、男性、丸甲小学校区】 

・天下りはやめてほしい。【60 歳代、男性、丸甲小学校区】 

・職員の給料は減らさなくていい。年功序列を続けるべきだ。体力のある稲沢市を求めていっ

てほしい。【50 歳代、男性、稲沢東小学校区】 

 

14 市民意識調査 

・たくさんの施設があることに驚いた。視野を広くしたいと思った。【40 歳代、女性】 

・今回のアンケートを真摯に役立てていただけると良いのですが。【60 歳代、女性、稲沢北小学校区】 

・この調査は、稲沢市の様子や現状を知り考える良い機会だと思う。【20 歳代、女性、大塚小学校区】 

・アンケートは良いことだと存じます。光栄に思います。稲沢市のためによろしくお願い申し

上げます。【70 歳以上、女性、大塚小学校区】 

・一般市民に問題を提起する前に、もっと自分達でできることがあるのではないか。【50 歳代、

女性、三宅小学校区】 

・アンケートよりも市のビジョンを持って実行すること。職員の意識の高揚を図ってほしい。

【70 歳以上、女性、大里東小学校区】 

・どう考えても、アンケート用紙に対して返信用封筒が小さすぎる。【40 歳代、男性、大塚小学校区】 

・このような内容を市民に問うのはナンセンス。もっと民間の学識者と検討するべきである。

【60 歳代、男性】 

・この調査、もう少し分かりやすくならないか。何も思いつかない。【30 歳代、女性、六輪小学校区】 
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・回答に時間がかかる。無駄な設問も多い。予算と時間の無駄。【70 歳以上、女性、大里東小学校区】 

・このアンケートの重要性、必要性が分からない。【30 歳代、女性、稲沢東小学校区】 

・回答の督促ハガキにびっくりした。ハガキ代や郵便代の無駄遣いだ。【30 歳代、女性、稲沢

東小学校区】 

・「○○についてどう考えるか」と突然聞くのではなく、メリット、デメリットを提示して聞

かないと答えられない。【30 歳代、女性、下津小学校区】 

・保育園の運営費の内訳などの詳細なデータが与えられない中で回答しても、目的に合った成

果が得られるのか疑問である。【30 歳代、男性、稲沢東小学校区】 

・アンケートの集計結果をホームページにアップする時期を明記しておくべきである。【30 歳

代、男性】 

・行政側の意に沿った回答を導かれているような気がしてならない。【30 歳代、男性、稲沢東

小学校区】 

・2,500 人という人数は、約 14 万人の人口から考えると少なく感じる。【30 歳代、男性、

稲沢東小学校区】 

・市のアンケートの対象者は無作為抽出というが、今まで３回も来ている。なぜか。【20 歳代、

女性、大里東小学校区】 

・市外勤務のため、市の公共施設は利用する機会がない。役に立たない回答をお詫びする。

【40 歳代、女性、祖父江小学校区】 

・仕事が忙しいので施設を利用している暇がない。要望はありません。【40 歳代、女性、稲沢

東小学校区】 

・いつも市民サービスの充実を勘案いただき、ありがとうございます。【50 歳代、男性、高御

堂小学校区】 

・大変ですが、よろしくお願いします。【70 歳以上、女性、清水小学校区】 

・稲沢にはたくさんの公共施設があるが、自分はあまり利用していないことが分かりました。

【50 歳代、女性、千代田小学校区】 

・仕事が忙しくて家は寝るだけ。時間に余裕ができたらいろいろな施設を利用したい。【30 歳

代、女性、大塚小学校区】 

・稲沢市がこれからどんなことをしたいのか、近くでどんな行事や教室が行われているのか、

いろいろ調べようと思っている。【50 歳代、女性、稲沢北小学校区】 

・今後はもっと公共施設への関心を高めていきたいと思います。【20 歳代、女性、高御堂小学校区】 

 

15 その他 

・市長選挙の無投票は残念でした。【50 歳代、男性、稲沢東小学校区】 

・今の市政にこれといって大きな不満はない。市民もあまり市政に期待しすぎない方がよいと

思う。【50 歳代、男性、下津小学校区】 

・納税なども振込み可能にしてもらいたい。【60 歳代、男性】 

 

 


