
西尾市方式PFI事業に関するアンケート結果（自由記述　問１４）

問14　プロジェクト０１（吉良地区）について、見直しすべきと考える内容をご回答ください。

・何をキーワードとして整備するのか、明確にすべき。・旧幡豆郡は、過疎化しつつあり、どうしたら人が集まるかを第一に考えることが重要であると思
う。・安城市のデンパークを見習うのはどうか？
こんなに施設を立派にして、利用される人は、多数いますか？市の文化会館も利用者が少ない位なのに？リサーチしてから、考えたらいかがですか？
きら市民交流センターやきらスポーツドーム、その他の施設を計画される事で、市民の交流の場所が増える事は大変良い事だと思いますが、コン
サートが出来るような施設があると良いのではないかと思います。
合併したのに西尾市の方針にしたがわないのはおかしいし、お金をかけない住民の人数を考えていらない
ないです。
アリーナ棟ときらスポーツドーム、どちらかにスポーツ施設として集中化させることはできないのでしょうか？屋外型スポーツドームの２階部分にアリー
ナを設置するとか…箱物は一ヵ所にまとめた方が維持経費のコストダウンもできる気がします。支所棟のフィットネススタジオはアリーナ棟があればい
らないのでは？
市の財産を考えればわかると思う
吉良の事は色々あるけど幡豆の事は何もやらんのか!!
必要とあれば考えて行ってほしいが、新しいハコ物を建てて市職員の退職後の仕事になってほしくない。公園など作っても皆が利用できる活用できる
物を作ってほしい。
若い人達がたのしめるスポーツ（ボルダリング、トランポリン、スケボーなど）を考慮し取り入れる施設がないと思う。
吉良に集中していることがわかりました。必要な物を検討すべきだと思います。３ヶ所も必要ですか？
アリーナ棟、支所棟同じような物を２つも作らず１ヶ所に集中すればいい。
必要性がない
きらスポーツドームを公園にして、きら市民交流センターアリーナ棟に屋外用のものを作る。（今の貸室、ギャラリー、小アリーナをなくす）貸室は、支所
棟のフィットネススタジオをやめて、そこに作る
銭をつかうな!!
特になし

今後高齢者が増加することは、確実なので、高齢者が、いつまでも元気で活動することができる施設が、どの程度考えられているのかわからないが、
ぜひ十二分に考えてもらいたい。高齢者がいつまでも元気であれば、医療費も高齢者福祉費も少なくてすむと思われるので、よろしくお願いしたい。

・一時待避所と開放する施設にはトイレ、浴室、シャワー室、給湯室、更衣室、ベビーコーナーの充実を希望します。（災害時対策として）・公園内で
バーベＱする場所を作ってほしい。・夜間、駐車場の管理、施設の管理をしっかりしてほしい。・施設内の売店を民間経営（コンビニ誘致）で設置してほ
しい。・施設管理を民間運営にしてほしい。
市民の集まる公園に
吉良地区の周辺住宅数に対して３つの新しい施設は、必要なのかと聞かれると疑問に思う事は多々あります。吉良公民館を利用した事があります。
新しい施設を建設するならば同規模でよいのではと思います。周辺住民でないのでわからないが本音です。
吉良に住んで無いためよくわかりません。かつ建物を新築した所で利用者が見えるのでしょうか。見直すべき内容として住民としてどういう生活がした
いのかが重要かと思います。吉良町の何才代の方々が何を希望して見えるのか知りたい所ですね
総事業費の収支計画が知りたい。施設の利用費設定について、市民が利用するかアンケートをとり、30年で回収できるかの判断基準が欲しい。（市
の予算を使って、どの程度、利用をうながすサポート出支が必要なのか？）
人口、年齢層を考えると、利用者数がのびるとは思わないのでいこいの場となる施せつになれば良いと思う。
全て実現出来れば良いとは思いますが、メリットやデメリットが分かればもっと市民も意見や判断が出来ると思います。
スポーツをする施設は必要だとは思うが、きら地区にたくさん建設する必要はないと思う。既存施設を改修して使い、スポーツ施設を建設するなら、
１ヶ所にして、いろんな機能を持たせれば良いと思う
01について何がどこにあるのか全く知らないのでわからない
スポーツができる施設や、フィットネススタジオ機能には賛成できるが、小さな子供をもつ母が参加、利用できる様にした方がいい。託児スペースを
作って、一時預かりをしてくれたり、一緒に参加できるプログラムがあったりすると、利用しやすいと思う。
もっと対象年齢の幅を広げた施設のほうが良いと思う。
この計画案なら、住民要望度と収支概略案は策定出来るのではないだろうか？収支案が見てみたい。
・３つもスポーツとかできる体育館は必要ないと思う。・建て物を建てるより子供達の遊び場をもう少し増した方がいいと思う。・Wi-Fiについてですが
…。Wi-Fiは無料のやつですか？もし無料のWi-Fiを使うのであれば反対です。便利になっている世の中でWi-Fiが飛びかう世の中悪用する人がいると
聞きます。悪用されたらパスワードやら個人情報が盗まれてしまうので無料のWi-Fiを使うのは反対です。
吉良に運動のできる施設は３つもいらないと思う。
・完成後の利用量を把握した上で建設すべきである。
市民の交流のためというハコモノは不要。他の市町村の利用者から利用料をとり、市民は優遇されるような魅力あるハコモノを作り、財政を良くすべ
き。
市民の声をよく聞く事。市民税をあげるな!!
スポーツドームの新設（市民交流センターがあれば不用なのでは？）複数の施設が必要な理由は何？

住んでいる地域が幡豆地区なので、吉良地区のどこに施設を作るのか？吉良地区には本当に必要な施設なのか？全く知らなかったし、わからない。

×アリーナ棟、不要。→スポーツしている人は、各学校の体育館を借りて活動している。×支所棟→支所機能のみでよい。人口減少予測がたっている
のに、新たな施設を作る意味なし。
西尾市の財さんが現在どのくらいあるのかまったくわからず、いろんな建物を建設するのもよいが今の現状では見直すべきだ。
きら市民交流センターに大アリーナがあるのでスポーツドームは必要ないと思う。総合体育館もあるし、川の堤防にもグラウンドがありますのでそちら
を整備した方がよいのではないか。箱物ばかりいらないと思う。
合併したのだから「きら市民……」という施設は必要ない。「西尾市民……」とし、市に１つあればよい。複数の同じような施設は将来、財政的に負担と
なり子供の世代に重くのしかかる。その代わり、「くるりんバス」を充実させ市内施設へのアクセスを楽にしてもらいたい。
吉良地区の方は分からないが、大きい見直しをするのであれば、西尾市のみんなが使える中心部に、スポーツ施設、支援センター、コミュニティー室、
（老人のための）を１つにしたら、使いやすく理解もえられると思う。市民のことを思えば、子どもからお年よりまで、市民全員が利用できる施設である
べきだと思う。
スポーツドームを作るのにアリーナ棟が必要でしょうか。
住んでいないのでわからない
吉良地区の住民の方々の意見が一番重要と考えます。利用者が最低でも現状のレベルより低い状態にすることが大切ではないでしょうか？
吉良方面を良くしていくのは良いと思う。
②支所棟はこんなに大きくなくてもいいんではないか？③スポーツドームにおいては公園と体育館だけでいいのでは？ナイター設備やフットサルコー
トまでは必要ないのではないかと思いました。
・本当に必要な施設なのか？・多額の税金を投じるべきなのか？・税金は他に必要な施策に回すべきでは？
額が大きすぎる
わからないけど、立派にする必要はない。どれくらいの人が利用するのか。
全体の事業規模を縮小すべきと考える。
西尾市のよく使われる施設といえばホワイトウェイブかなと思います。プール、おふろ、フィットネス、ゴミetc、この施設をもう１つ造ったほうがいいので
は、そこに体育館やきっさスペース、子供からお老よりまで使える場所だと思います。
特になし
支所は吉良と幡豆の中心に１ヵ所あればよいのでは。
・吉良支所棟の老朽化が進んでいるのなら必要な機能だけを持った施設を造るべきである。スポーツドームは西尾市内の体育館を利用すれば良い
し、公園は幡豆町こどもの国を有効に活用していただきたい。今ある施設を存分に利用して民間でできる事に市の予算を使う必要はない。（吉良支所
を幡豆支所に移してはどうか？）
・作り途中のものは、作るべき（もったいない）

1/9



問14　プロジェクト０１（吉良地区）について、見直しすべきと考える内容をご回答ください。

完成後の使用計画が総事業費と対比して、回収の見込みが有るか疑問である、今後この事業を進める事で吉良発展の為の原動力に成り得るか？

西尾市に住んでまだ日が浅いので、よくわかりません。
利用者のみこみが不透明、駅は近いのか？西尾市民全員がストレスなく利用できるのか？バスの利用が充実しているのか？吉良に施設作ったので
あとは適当に来て下さいでは困る、その後その施設で大府の健康の森の様な活躍ができるのか？その施設が財政をうるおす事ができる見通しはあ
るか
資金の回収は本当にできるのか？“負“だけを後に回すのであれば市としてやるべき事ではない
・防災対策・防衛対策にした方のが良いのでは？（地下シェルター、災害時の避難所、福祉施設etc）
スポーツをしない私のような市民には何のメリットもみいだせない、建物ばかりを作らないでいただきたい！
交流センターとスポーツドームについてはそこまで立派な施設が必要なのかと思いました。
本当に必要な物だけ作れば良い。
・個人的な意見ですが、地区のニーズにあった施設であれば、無駄にならないと思います。事前に幅広く、フィットネススタジオ等が必要か調査が必要
と思われます。
観光事業に努力する事。
きら市民交流センター以外は不要。旧西尾市の施設活用とすべき
吉良地区でないので判りません
わかりません
吉良にあまりなじみがなくわからない
わかりません
豪華すぎるのではないか
吉良にお住まいの方々が納得いくように進めて下さい。私のように福地の人間が意見すべきではないと思います
3.きらスポーツドームの必要性は高いのでしょうか、1.2の新設で十分だと思いますが
恐らく我々の様なサラリーマンは使用頻度が極めて少ないことが予想されます。どの段階の世代がどれくらい望んでいるのか？しっかり事前チェック
をしたうえで適正価格で実施して頂きたく。
建設にあたり、市民が有意義に利用していけるのであれば良いと思います。
プロジェクト01の認知度が私自身が低いのでよくわからない
フィットネススタジオを建設もいいが、子供が遊べる場所も作ってほしい。ベビーコーナーだけでは上の子がいる家族が使いにくい。ベビーコーナーの
隣に児童館などがあると上の子も下の子も遊びに行ける施設になると思う
財源確保と市費に対するマストの計算が不明。資料をカラーにすることはできなかったか。わかりづらいと思う。ハードの整備に対して、使い方、運営
の方法が心配。ソフト（運営）の業者によって、効果が全くかわってくるので、施設整備に意見表明しづらい。
・部活などで多くの中高校生が利用できるように、アリーナでできるスポーツの種類を多く考えておくべき。
アリーナ棟と支所棟をなぜ別にするのかよくわからない。ホワイトウェイブがさらに活用されなくなるのでは。
スポーツドームや、アリーナ、フィットネススタジオは元西尾市の方にしかないので旧幡豆３町の人たちは利用しにくいかもしれませんが、３町の人たち
の利用度や、今後の利用率、維持予算も考えて、正しく見直してほしいです。
これから、吉良地区も人口が著しく減っていくなかで、はたして必要かどうか、コストパフォーマンスを考えれば、自ずと判ることではないか。
住まいがはずなので吉良の事は利用しないし、不要かと思ってしまいます
スポーツドームとアリーナ棟、同じような施設は２つもいらない。
西尾市として吉良、一色、幡豆が合併したことを考慮すると、吉良地区としてではなく、西尾市全体として全地区が利用しやすい立地を考えて以上の
機能施設は建設すべき。
吉良地区を利用したことがないのでわからない。
利用者がどの程度かわかりませんが、これほどの施設が本当に必要なのかわかりません。
PFIを中止した場合に施設の老朽化に対して、建替、その後の維持が、PFIの場合と全て市でまかなう場合だと、どの程度税金負担が変わるのか比較を見たい。

フィットネススタジオが本当に必要なのか。他に必要なものがあると思います。
せっかく、キャッチという地方TV局があるのだから、公開放送で、何度か話し合えば良い。顔を見えれば、双方、いいかげんな事は言えないし、文字よ
り、解りやすい。知人が話すなら、聞こうという姿勢も多くなると思う。
屋上テラスにつながるジョギングコーススロープは、必要だろうか？落ち葉がたまったり、雨で、水たまりが出来たりして、掃除や維持に余計な人手や
費用はかからないのだろうか。そういったことが起こりうるならば、スロープを無くし建設費をおさえては
わからないので回答もできない。
吉良地区にて、施設の利用はしてません。ゆとりの空間、多目的に利用ができれば可なり。
1.アリーナも学校の体育館等をもっと開放すれば良い、新たに建設しなくても良い。大企業が相当の出資をすれば良いが…2.使用頻度が…少なけれ
ば不要3.スポーツドームではなく、スポーツ施設（屋外）で十分
きら市民交流センター、支所棟、フィットネススタジオ、浴室はいらないと思う。シャワー室程度でよいと思う
利己的ですが、私がプロジェクト01の施設を使う事は無いと思うので、全て必要としません。
地区住民の意見を反えいすること。
吉良地区の考えなし
吉良地区のことなので、わからない
私は利用する側になるか分からないため、費用のことを考えると安易なことはいえないため分かりません。
お金はかかるのに本当に必要かどうかわからない施設の機能が多い気がする。今あるものをうまく使う、もしくは修繕していけばいいのではないかと
思う。あまったお金で市民が喜ぶものはなにか考えて使ってもらいたい。
とくになし
防災、災害施設が多くあると良いと思います。子供だけでなく、老若男女がつどえる施設にして欲しい。
税金で行う事業だから（吉良地区）市民の意見を取り入れて西尾市市民の負担を軽減して取り組んで進めてほしい。
新設施設については、できるだけ維持、管理コストのかからないような設計にしてほしい。

①スポーツドームは必要だが、駐車場確保が出来ない所では、集客できない。②また、ドーム内での競技は何が出来るのか明確にして欲しい。

重複しない様に
わからない
スポーツ施設ばかりで、文化的施設がないのは何故か。小さくても、公演が行なえる施設があってもよいのではないか。
同、問8、付け加えるならば断捨離！
一ヵ所にまとめるといいと思う。
フィットネススタジオ機能は必要でない。災害時の一時待避所は必要である。
よくわかりません。
問11で記入した通り、自然と共生する事が大事で、体のため、一寸過保護すぎるのではないかと思います。
不明瞭な予算と計画で企てた事業だと思います。市民が何をのぞんで何を不必要と考えるのかニーズを精査したうえではじめから考え直すべきだと思います。
特にないが、幡豆の方々がジムに通いたいと思った場合、今だと元の西尾市内まで出向かなければならないため、アリーナ棟の建設は良いと思う。
20代の子たちで結構ジム利用しているという話は耳にするため、幡豆もしくは吉良の20代の子たちにとっても良いと思う。
アリーナ棟と支所棟はまだ分かりますが、きら市民交流センターと、きらスポーツドームに関してはそれの建設の意図がよく分かりません。全てをPFI
に含めて行う必要があるのかな？と思ってしまいます。
高齢化の進む中、フィットネス施設等は多く活用されると思います。

解体する予定の施設をほとんど使ったことがないため市民に必要とされているかが分からないが、今の利用者の意見に耳を傾けてみると良いと思う

造るにも解体するにも時間とお金がかかります。スポーツドーム等を造ったとして利用者が少なければ意味がないと思われますが、どうでしょうか
アリーナ棟と支所棟、２つを立てる必要性はあるのか？一体化できないのか？
吉良に行きたいと思わせる場所が必要、現在吉良には、ホワイトウェイブがあり人が集まるが、幡豆はあまり魅力がない。この場所にも、力を入れて
いくべきと考える。
①公民館を新しく造ることは良いが（災害拠点機能を含む）他は全面廃止
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問14　プロジェクト０１（吉良地区）について、見直しすべきと考える内容をご回答ください。

吉良支所は吉田の市街地で交通の便が悪い。旧吉良町は企業誘致に成功したが、社員の居住地からすると、ホワイトウェイブや西尾体育館の利用
が妥当、これだけの施設を整備するのであれば、周辺のインフラ（道路）整備と居住地整備（区画整理）を進めるべき。津波対策が必要な地域に居住
を進める？施設利用率を考えると、アリーナは１つ、多目的スペース（音楽堂含む）１つが妥当ではないか？…アリーナ棟の縮小を提案します。

アリーナ棟があるのであればスポーツドームは無くても良いのは、支所棟のフィットネススタジオも市民の意見を反映し使いやすい施設にした方が良い思う。
過剰なサービスへの設備・費用の縮小
きら市民交流センターアリーナ棟いらないと思う、そう使わないのでムダ
施設の機能は良いが、見栄えが悪い。アリーナ棟のイメージ図だと行きたいと思わない
本当に必要なのか、吉良住民の意見を聞き、住民の総意で行う事が望ましいと思う。
全部わからないと回答して申し訳ありません。利用される吉良地区の方々が一番のぞむもので良いかと思います。第３プロジェクト01の質問は吉良の
方々全員にアンケートして意見をおききするのが、良い方向へいくと考えます。
支所棟の中に最小限の施設を作り、財源を見て、アリーナを考える。
合併したのは効率をよくするためなので、施設の集約化を特に旧郡部において進めるべきである
全て白紙から考える事

良く判りません、事業計画が現時点抽象的すぎてイメージがわきずらい。見直しすべきとは具体的にとなるが、例えば①の施設の維持管理運営費（こ
れが不可欠要素）胆（きも）を事業者の独立採算事業で賄う？（これが良く判らない）どうやって、これが判れば財政上問題なくと言えるかも…

フィットネススタジオは市の税金で建設するのであれば、企業を誘致して、独立採算で運営するべき。さらにスポーツドームは独立採算事業であるの
で、整合性が取れない。
税金のむだづかいはしないで。
交通手段、交通網の整備・のりもの・道路
・支所棟はアリーナ棟へ統合すれば良いのでは。・隣市の児童公園（明石公園、南公園など）が無くスポーツドームの必要性が疑問です。
わからない。
吉良町民で話し合い進めていくべき
プロジェクト01の内容は、この地区の従前施設より充実させているのは、なぜか。アリーナ棟とスポーツドームはどちらか１つで良いと思う。
せっかく作るのであれば、もう少し大きなアリーナを作るべきである。中途はんぱな大きさでは、意味がない。天井を高く使いたいスポーツもあるので（20m以上）
・東南海地震の対応について具体的な説明されていない・住民の意見が反映されているのか疑問（吉良地区・スポーツドームが今後継続的に利用さ
れるとは思われない。）
きらスポーツドームについて・現行の公園を維持しつつ、テニスコート増設（屋外）、サッカー場新設（屋外）を検討する（体育館、管理棟は解体）ドーム
は建設しない
・すべての事業について吉良地区在住住民に意見を伺うべき。見直すべき。・プロジェクトの必要性については疑問が残る。
市の財政力が豊かであればできるが、厳しい時代ここまでの施設が必要とはとても思えない。規模を縮小すべき、又、フィットネス機能や浴室などとて
も必要とは思えない。
利用可にする為にこれまで投資した物件まで解体して移転新築する事は理解できない。
もっと小・中、高の校舎や体育館を活用すべき。吉良地区に限らず西尾市全体。公民館がないといけないという考えはなし！学校の教室でも良い。町
に１ヶという考えがいけない。学校区で１つあれば、もっと使用頻度もあがるし、税金負担も減るし、公共施設のあり方をみんなが考える。
高齢化、人口減少等をしっかりふまえ、10年、20年後に利用できる範囲の施設を考えるべきと思います。

現状がわからない為はっきりとした意見はありません。立派な建物や設備より、気軽に子供達やお年寄りがあまりお金を使わず集う事ができるものが
あれば良いと思います。現在ある物を取り壊す事はもったいないと思いますが、安心安全で気負わずに立ち寄る事ができる施設であれば良いです

吉良市民交流センター支所棟については、地区の要望が無いにもかかわらず、フィットネスの建設が計画されたと聞いておりますが、フィットネスに替
わる利用方法を市民からアイディアを募り計画の見直しをすべきと思います。
吉良地区で利用が多いとは思えないので、お金をかけるのはどうかと思います。大事な市民のお金もっと他の事に使用して欲しい
・民間企業のように使用者に対して最高の設備は必要ないと思う・利用金額が高くなる
申し訳ありません。吉良地区ではないのでわかりません
アリーナ棟、スポーツドームなど、旧幡豆郡地域にこんなに大きなスポーツ施設は不要です。基本的には、小中学校のグラウンドや体育館を借りれば
足りることです。支所棟のフィットネススタジオも行政でやるべきこととは思えません。ホワイトウェイブ内に立派なトレーニングルームが既にあり、これ
で充分です。
全面的に見直し（PFIは中止）
利用人口、維持管理費の調査する

・アリーナ棟に多目的スペースがあるので、支所棟にフィットネススタジオは必要はないと思う。またセキュリティ面でも支所棟に出入りしやすい環境を
作らないほうがよい。・アリーナ棟は大きさから見ても、吉良町民が、公民館のかわりに気軽に使えるようには思えないので公民館は残すか、新築し
たほうが良い。

吉良にお金をかける前に矢田校区はなんとかなりませんか？学校はマンモス化し、学区の保育園は未満児クラスはつぼみ保育園にしかなく、倍率が
高いとのこと。来年、保育園の面接があり、再来年から職場復帰になるのですが、このままだと保育園に入れず職場復帰が危ういです。本当に必要
なことなら進めるべきだと思いますが、大切なのは何を優先すべきかだと思います。市民の声が多くあがっているのは何なのか、本当に必要なのか、
よくご検討いただきたいと思います。

・建物だけを新設しても、交通の便が悪いのに市民の活用が？・市内から離れすぎ・小、中、高生でも自由に行けるような交通網が必要ではないか

すべて０からやり直しがよい。
※支所棟はアリーナ棟といっしょに出来ないか※スポーツドームは必要？小中学校の体育館を活用しては？
PFI方式ではなく、公共事業として各プロジェクトを進めてほしいです。
①より市民の活動出来る施設。今後高齢化社会になると言う事で、現いる若者の出合いの場が必要ではないかと思う。私の若い時は、市は若者の出
合があったと思う。シャコーダンスのスクールなどが有り、若者の出合があった。
支所棟に予定のフィットネススタジオですが、ホワイトウェイブがありますので必要ないと思います。中央体育館に備えた方がよいと思います。
わざわざドームにして屋根をつけてまで施設が必要か？台風時等の強風対策など維持管理や老朽化したときの改築修理等考えたら維持費が嵩む気がする。
市税を最少におさえる様、新公共施設はやらなくてもいいと思う。
支所棟のフィットネススタジオは、アリーナ棟の多目的スペースですれば、不要と思います。
吉良地区と言われると私には解らない。施設の再配置となれば地区の事より全市的な立場で考えるべきである。地区という考え方は私には出来な
い。卆直に云って、今迄の町単位の施設を考えるのでなく、将来の当市計画に基づいて移転等見直しを考えるべきであると思う。合併したら施設まで
の距離が遠くなるのは当り前の事であり、それが将来の西尾市の為である。
わからない
人口減少していく将来に、プロジェクトは、１個でよいと思います。車社会の今は、車で、移動すればよろしいのではないでしょうか。世の中には、生活
が苦しい人もいます。税金を、ちがう方面に使ってほしいと思います。
箱物は作った後、維持、管理がかかるので、出来るだけ作らず、税の無駄遣いにならぬように努めて戴きたい。
建物を作る→使うのか使わないのか不明→古くなる子供たち、若者、家族、老齢に達した人。命を守る、安心して暮らすことができる、基本は何でしょうか？
・スポーツドームの建設は市で、運営は民間？ドームの建設自体が大きな支出。独立採算で、修繕、維持までできるのか？ドームがなければ有人管
理の必要もなくなる。（現状も有人管理なの？？）・きら市民交流センターの総事業費の見直しが必要。他のプロジェクトに対してなぜここまで高とうす
るか？？意図的に優遇しているのでは？
税金を使ってまでいるのか？災害時の対応や、交通の便を良くする方が優先だと思う。
フィットネススタジオは必要なし
アリーナ棟を建設し、使用するニーズがどれだけあるのか分からない。支所棟も、何に使用するのか出来るのか分からない
地域住民が利用しやすい施設を検討すべきでは、費用対効果も考えて
近くの利用する人達の意見をよく聞く。
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問14　プロジェクト０１（吉良地区）について、見直しすべきと考える内容をご回答ください。

＊プロジェクト01（吉良地区）施設は西尾市民全体が使用、活用できるものなのかが理解できない。（高齢者の活用はできるかも不明？）＊「新たなま
ちづくりが始まります」とされている様ですが「箱物」で新たな……というように見える。

きら市民交流センター（アリーナ棟）ときらスポーツドームは良い思う。しかし、支所棟はアリーナ棟かスポーツドームへ集約すべきだと思います。

人口が少ない吉良地区にそもそもスポーツドームはいらないと思われる。仮に運動するスペースが必要だとしても、公園で十分だと思われる。その税
金で人口を増やす努力をすべき。
本当に必要かどうかを市民の声を聞くべき。
ホワイトウェイブが近くにあるので。ホワイトウェイブの活用を考える
フィットネススタジオとは何かわからない。スポーツドームとはなに
フィットネススタジオの建設は必要無いと考えます。大都会では無く体力を維持するならば自力で行って下さい。機械にたよらずに、田舎道を走った
り、ホワイトウェイブに行けば良いと思います。
・防災機能のもった施設は必要とおもいますが、今の計画だと吉良にいくつも施設を作るようでもう少し考えた方がよいと思います
私の場所から市体育館まで車で30分以上かかります。フィットネススタジオが出来れば大いに利用したいです。
大アリーナと小アリーナは必要なのでしょうか。大アリーナがどの程度の利用があるかわからない。
(1)コミュニティ公園体育館・管理棟(2)吉良野外趣味活動施設体育館・管理棟(3)吉良支所(4)旧上横須賀郵便局(5)横須賀老人憩の家ホール棟は解体
はせずに耐震強度チェック
よくわからない
余り税金を使わないで計画変更できれば、大アリーナは廃止しても良いと思います。小アリーナは健康増進のため必要と思います。
他にもそういった施設が西尾市内にあると思うので西尾市の規模で必要なのか？と考える。
全部解体、必要なし
わからない
人口減少を考えて建物の大きさを見直すべきでは、管理等がかかるので。現在の西尾地区の文化会館の利用等を見ればよくわかるのではないか、
大き過ぎる、利用されない室が多い、ランニングコストがかかりすぎ。・どの建物もそうだが、一番多く利用される時を基準に建てているので人口が減
れば無だな箱物になってしまう。・スポーツドームの中味は最新の物を揃える必要はない、安価で多くの市民が利用できるものであってほしい。・民間
にまかせればよい所は民間で。・防災の時に使える建物に。
現状の場所に設置であれば大震災が起き津波で消失してしまう。現在の建物を耐震改修等して活用していけばよい。
今後誰がどれだけの人が利用するのか、施設作っても利用者が少ないことは、はっきりわかる、大きな施設はいらないのでは。現状でどうしてもほし
い施設（便利性のある）のみ、考えてみたいです。
1.2の施設の内容が重複するスペースがあり、もう少し中味を吟味した方がいいと思う。例えば１の多目的スペースと２のフィットネススタジオ３は利用
する人が限られるので公園の方が良い。幡豆地区にもカーブスのような簡単にできる器具の完備した施設を造ってほしい！
地区外だからわからない
ホワイトウェイブや体育館等があるので、フィットネススタジオ等は不要と考える。市がやる事ではないと思う。
何のために上記の施設を作るのか、その必要性がわからない
新たな箱物を造る必要はない
スポーツ用アリーナだけでなく、公民館活動や展示スペースなど、文化面の利用のことも、再考して、充実したものにしてほしいです。
アリーナ棟の多目的スペースをフィットネススタジオ機能を備える
特にない
きらスポーツドームやきら市民交流センターアリーナ棟のテニスコート、フットサル等のニーズはあるのか疑問である。利用率等の数値データを示して
ほしい。データ根拠がなければ、全ての施設建設は中止とするべきである。
今後を見据えると、駅前を中心としたコンセプトシティ化を行うことが良いと思います。これからの西尾市吉良地区としての都市計画構想を市民の理解
なしに、施設整備を行うのは、おもしろみのある施設であっても反対です。市の方には、市長の意見をとり入れた、秩序ある、かつ面白みのあるPFI事
業の舵取りのしなおしをお願いしたいと思います。
特になし
フィットネススタジオ機能はあまり利用されない。要望が多くなり必要性が出て来たら小アリーナ・貸室等を改造なりすれば良いと思う。市民が気がる
に利用出来るスポーツ施設は必要であると思う

・プロジェクト01（吉良地区）の内容において、行政側、市民側の要望により提案されたものならば、その資料も提示していただかないと判断は難しい。

必要な時に、必要な物を造ればよいと思います。
旧幡豆郡三町すべてに支所が必要なのか？利便性からいえばあるにこしたことはないと思うが、もう少し広義に考え、枠をとっぱらってはどうか、折角
一市三町が合併したのだから。
きらスポーツドームを公園にし、地下にシェルターを作るべき

・想定される利用者数、稼働率が分からない。そう高くないと思う。・旧西尾市に15分もあれば行けるのに必要？・上記の数字が高ければ別です。

小島町の西尾市総合体育館のような形態のものが良く、学校内に施設を作るのは再考すべきと考えます。cf、鶴城体育館
市民交流センターのアリーナ棟と支所棟については一本化するべきと考えます。使用目的が現在利用している方々の為だけなら、現在の状態で可、
最と幅広く市外から人を呼べるイベントを開催する等今後の取組みがわかると良い
Q9、フィットネス、少数限定の人のためのものは、税金を使ってつくらなくてよい。Q12、解体後アリーナ棟でなくてよい、身の丈（市民の活動）に合わな
い施設のように思う、もっとシンプルでいいのでは？
・居住地区以外の事は解りません
特に無し
交流センターもスポーツドームもどちらも市民にとって魅力的だと思います。ただハードが良くてもソフトが良くなければ利用できないので、そのすばら
しい施設を私たちが利用しやすいように運営できればよいと思います。
どのくらいの利用者が見込めるのか疑問、吉良に住んでいたが、公民館を利用したことなし。
特にありません。
やたらとスポーツ施設が多すぎる。人口や年齢を考えてみても多すぎる。管理維持費のムダ使い。津波対策の公民館でよいのではないか。
財政負担が重すぎる。必要ないものは見直すべき。
一色地区、吉良地区、幡豆地区の３地区で１ヵ所で良いのでは？
ドームを作ったら、年に何回が大きな大会でもあるのですか？サッカー、テニスは外でやるものでは？大きな大会があるなら、駐車場はだいじょうぶで
すか？津波は一時としても、２階建でよいのですか？

・屋外型スポーツドーム時な施設は、西尾市には無いので、利用客が見込まれるのであれば、必要な物と考えます。・交流センターのアリーナ棟や支
所棟は、利用が私は見込まれないと思いますので、他の住民の意見を聞いた施設にすべきと思います。災害時に必要な機能を重視した物とする

交流センターを作るのであれば、フィットネススタジオも作るべきである
地域的に（平坂町在中）、使用することはありませんので、わからないというのが、始めにあります。地域の方たちの意見を反映していただき、吉良地
区の住民の方たちが住み良い安全な町になれば、同じ西尾市民として反対する意見はありません。
市民交流センターに同様の機能が有る為、不要
・吉良町公民館の解体は実にもったいない。使えるものは改修した上で使い続けましょう。・フィットネススタジオを税金で作るとはあきれます。業者の
ソロバン勘定見え見え。やめて下さい。・「公共施設の総量を減らす」というウタイ文句で始まったPFIなのになぜ結局、業者丸もうけの事業に変質して
いるのでは？新しいハコモノをどんどん作るというプランになっていくのか？
防災倉庫だけの機能で良いと思う、フィットネススタジオは必要ないと思います。
利用状況で判断する。箱ものが作られたS40～50年代とはかなり状況が違います。車での移動が増え、吉良から西尾市街地への移動は楽になりまし
た。交通難民にはくるりんバス等で対応できる。箱を作るということは借金を残すことです。各支所単位で小さなものを作ってやっていく「自主、自助」箱
もの→PFIという考えと同時に50年、100年先の西尾をどうしたいのか。100年先を謀りて木を植う（尊徳）・西尾市という樹木が育つ為には間伐が必
要、それが新市長の役目です。どんな変革でも痛みは伴います。
アリーナ棟はコストが高い。スポーツドームは比較的安い。
常に利用されている、される施設としてしっかり市民の声を聞き、施設建設に反映させて欲しい。
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問14　プロジェクト０１（吉良地区）について、見直しすべきと考える内容をご回答ください。

必要性がわからない
必要のない物がある様に思います。市民の大多数が賛成できるものを。
旧西尾市の住民の為、いままで（現在）の施設の使用状況が数字として把握出来ていないので、すいません回答できません。
きら市民交流センターアリーナ棟・支所棟は現中学・高校等の体育館を使用すれば良い考える。体育館より芝生が充実した陸上競技場・サッカー場
等を市として考えるべきだと思います
プロジェクト01全体について機能の見直しが必要と考えます。ほしいからだけではなく、利用頻度や必要度等を十分勘案し、必要最小限にすべきと考
えます。(例)フィットネススタジオ機能を有する施設は、他地区には既にあるのですか？有るなら問題有りませんが、ない場合他地区から要望されたら
設置するのですか？
きら市民交流センター（アリーナ棟、支所棟）スポーツドームなぜ３ヶ所一度に計画が必要なのか、費用を最小限にし、津波、地震対策の方に西尾市
全体にまわしてほしい
解体せず使用できる施設は改善して利用すべき。
必要な物は、残していけば良いのではないでしょうか…確かに、ミーティングや住民への問いかけも、その様な場も必要かもしれませんが…事前に、
共感できる様なしかけをいくつか試しにプロトタイプしてみて、生の声を引き出していく事も、現段階で可能な限り、やりつくしてみてはいかがでしょう？
せっかく、反応してくれる又は、してくれない…住民の皆さんが、近くにいるのですから。
状況がわからず、意見できない。
一色町の住人であっても吉良地区の情況がわかるようにして下さい。同じ西尾市の市民であるから知らせるべきです。
・地元役員、議員と詳細についてもっと話し合う。
⑥わからないとしましたのも、地区が違うこともありますが、１､２､３全てにおいて、種目は違いますがスポーツを中心としたプロジェクトです。やろうとす
る人口があきらかでない以上解体・解体・新設と早急に取り組むべきではないと思います。
・支所としての必要面積が少ない・フィットネススタジオが中心に感じられる
支所機能はいらない、ムダ
税金と思わず自分のお金を使う気持ちで税金を使って下さい。無駄が多すぎます。
スポーツドームは行かないと思います。
解体予定の建物の建築年がわからないため、解体すべきかどうか判断できない。吉良町内にどうしてアリーナ棟とスポーツドームの２つを建てる必要
があるのか説明してほしい。
そんなにスポーツばかりする施設はいらない。ドームなんてもってのほか。西尾市には市民が使う運動公園などもあるし、改めて建てなくても良いと思
う。

校舎の老朽化、地盤沈下により、耐震性に疑問あり。また、津波による避難方法を考えると、今の場所では子どもたちの安全性が確保されない。

これから少子化！！いらないでしょう
市民の意見を取り込み、市民ファーストで人が集まる町づくりをしてほしい。
色んな機能を集約した施設のようですが、音楽なら音楽、スポーツならスポーツと、どれか一つに特化した方が、利用されると思います。
支所棟のフィットネススタジオ機能は必要ではない。アリーナ棟に大アリーナ・小アリーナがあるので、わざわざフィットネススタジオやトレーニング施
設を作る必要はないと思う。大アリーナ・小アリーナでフィットネスはできると思う。
きらスポーツドーム計画されているようですが、今さらと思います。そんなに金を使って作っても、そんなに利用する人がいないと思います。
フィットネススタジオと聞くと一部の人に有益というイメージが湧きます。もっと幅広い世代の人々が活用できるものを考えてほしいです。
新しい施設は全て不要。支所も本庁のみあれば良い。
吉良地区に必要、要望があるかどうか、アンケートをとるべきでは。市から施設建設の提案するよりも、市民の声を第一に考えて下さい。
フィットネスは不要では？
（仮称）きら市民交流センターについては、市長の中止（見直し）の表明後も工事が続いていた事にすごく疑問を感じた。
・旧幡豆郡のまん中に位置している吉良町の図書館がもっと充実してほしい。西尾図書館まで行くのは遠い。どの世代も利用でき、専門書の多い、蔵
書も充実させてほしい。また、学生がいつでも利用出来る学習スペースをもっと増やしてほしい。
吉良には市民が利用できる施設がないので、1つくらいはあってもいいと思う。
良くわかりません。
現施設で使用可能建物は、現状以上の利用を検討すべきと思います。
学校の体育館や運動場を利用すれば、新しく施設をつくる必要はないと思います。
無し
公共の施設は、とかく特定の人の場となりがちです。規模は控えめがよい。後になって利用度が減少、維持管理でも困ることにならないようにと考えます。
コミュニティ公園は公園にすべき
アリーナ棟と支所棟を合わせる事は出来ないのか？アリーナ棟の中に支所機能があると、便利かなと思います。
アリーナ棟は事業費をここまでかけてまで、全ての施設が必要なのかと思う。
なし
特になし
スポーツドームの利用活性化のためには、広い駐車場の確保が必要。旧吉良町で計画していた吉良中北など駅近の広い用地を確保した方がよいの
ではないか？建設地の見直しをすべきではないか
屋内でスポーツやイベントが出来るのも良い事だと思いますが、箱物ばかりではなく、子供たちが自由にのびのびと遊べる公園を作って欲しいです。
大きな建物はわざわざつくらなくてよいと思う。ただし、災害時の避難場所等になるのならあってもよいと思う。
きら市民交流センターフィットネススタジオは、ホワイトウェイブがあるのでいらないと思います。←ここより安くなるのであれば使うかもですが…いやいりません!!
すべてにおいて大規模すぎる。
なし
見直しは必要ない。
吉良町公民館解体。
中学校を改修してくださるのはありがたいことですけど、中学校の同じ施設を一般開放するのは、やめていただきたい。今の時代誰を信用していいの
かわからないのにセキュリティ対策しても意味がないのでは？子供達を犯罪から守るのが、私達大人の使命、子供達を危険にさらすようなまねは、し
ていただきたくありません。やめていただきたい。
特にない
・一部の市民だけが利用するような施設を設置するのはどうかと思います。
・吉良地区については西尾市街地区に比べてスポーツ施設（スポーツジム）が少ない為（ホワイトウェイブのみ）健康維持又向上の為スポーツ施設は
必要と思われます。ただし、アリーナ棟と支所棟と２ヶ所も必要ないと思います。またスポーツドームも不要と思います。
・吉良のローソンの南にある建設中の建物が支所棟になると思いますが、工事が途中で長くストップするのはどうかと思います。小中学生の通学路に
もなっているので、なるべく早く安全に完成させてほしいです。・子どもがコミュニティ公園の体育館を使用しています。かなり古く、冬には待つ事も大変
なくらいの寒さなので、改善されるのは嬉しいです。
わからない
敷地内に公園までは大きくなくても、小さな子供が遊ぶことのできる場所があると良いです。子育て中の親は、年が離れた子を連れて、行事参加など
をする場合、小さな子達が安心してすごせるスペースがあると良いです。建物が立派でも、使用しにくいと誰もよろこびません。
将来的には吉良支所は不要になってくるものと考えます。電子行政をもっともっと急ぐことが大切。市民の運動不足（車社会・非農家世帯等で体力不
足）、文化教養不足（スマホ等のマスメディア中心で自分自身でやらない、他力のみ）が心配でならない。市民交流センターの中身の充実により市民
の共働・公助活動を高揚することが最も大切。旧横中跡地の緑化センター化は…？防災組織も緊急措置としてもっと活性化しなければならないので
総合防災センター化もどうか？
フィットネスクラブはピアゴの中やコンビニの跡地で事業者やれは良い。何故市の施設や施設跡地でしなければならないのか？フットサル、バスケット
など学校の体育館の利用されていない時間帯を上手く使用すればよい。
当地区に必要であるとは思わない。多目的ホールにて充分可能。田舎に都会的な産物は不幸と思われる。
現状特に思い当たりません。
前ページに書きました。町民全体に利用されるようにしてほしい、作りすぎ!!
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問14　プロジェクト０１（吉良地区）について、見直しすべきと考える内容をご回答ください。

一色の津波一時待避場所の様に、アリーナ棟、支所棟どちらでも良いので高さのある建物が欲しい。海の近くの家に住んでいると、津波が来たら、子
供、老人は遠くまでいけない。そんな不安をかかえて生活している。命があってこそ。スポーツもできるし、交流もできる。ＰＦＩ事業も大切だが、この際
地震対策も、もう少し重点をおいて考えて欲しい
資料では一色支所は公民館に移転予定と記されていますが、吉良支所はどうなるのでしょうか？どこにも支所名がなく、なくなってしまうのが不安で
す。支所がないと市民生活に不便を感じますし、遠方の人はとても困ります。（因みに期日前投票所が市役所のみになった事も大いに困っています。
高齢者を投票に連れて行く予定だったのですが、市役所まではやはり遠くてあきらめてしまうから近くに会場が欲しかったです。）
元がとれるのであればいいけど使われる気がしない。
現在のコミュニティ公園、野外趣味にも現在同様に体育館があったほうが子供から老人まで幅広い世代にスポーツ交流の場があって良いと思う。
③のスポーツドーム屋根だけでなく部屋も出来たらいいな!!
すべて見直しすべきである。特に将来廃止が見込まれる吉良支所は現行の建物を利用し、建替は必要ない。
◎きら市民交流センターアリーナ棟、支所棟→見直しを希望します。体育館施設、フィットネススタジオ機能は不要と思われ、使用目的が限られてしま
うため。ただ、防災機能や貸室、多目的スペースなどは吉良地区内にないため、あってもよいと思います。
フィットネススタジオ機能は必要でない。
西尾市全体で何が必要か考えるべき。例えば美術館や教育センターのようなものがないが市全体でどこに配置するのか全体計画すべき。
・各施設の利用ニーズを把握し必要なら…と見直すべき。
２.市民交流センター（きら支所棟）フィットネス及浴室は不要、ホワイトウェイブを利用するための巡回バスや利用料の値引きで対応させる又はアリー
ナ棟にフィットネススペースを設ける１.市民交流センター（きら、アリーナ棟）スポーツ利用に特化させるべきで、音楽室のための防音機能とか、テラス
との一体利用やジョギングコースは不要※支所棟とアリーナ棟で重複する機能は不要。それよりも津波対応を重視。
設問の意味不明
私は、あまり利用しないので分かりませんが、たくさんの市民が必要と感じているなら特に見直さなくてもいいと思います。
耐震等の条件があるようならたてなおし、または解体も必要であると考えます。災害時の拠点も考えているのであれば、早急な見直し、たてなおし等
が必要であると思います。
お金は大事に使いましょう
アリーナ棟は必用ないと思うそのかわりにスポーツドームの規模を拡大して、バスケット、バレーが出来る場所を作ってみてはどうか？
・スポーツドームとアリーナ棟…２つも屋内施設が必要なのか疑問です。どちらかを屋内施設、もう一方はソフトなどできるグラウンドの方がよいと思い
ます。また吉良には剣道・柔道ができる武道場を備えた施設がありません。西尾市は剣道の町です。吉良も西尾市になったのだから、どこかへ１つ
作ってもらいたいです。
財政が潤沢な市ならともかく、施設、設備が豪華に思えます。維持管理費用が膨大に掛かり、固定資産税、住民税を増やされても困ります。きら市民
交流センターは２階建てのようですが、津波には対応出来ますか？
プロジェクト０１を白紙化する
現在の施設を耐震改修等した場合の費用及び耐震年数等を考えて新施設を設地した場合の比較で考える必要が有る。また各新施設は今までの施
設をまとめた施設であり利用し易いと思います。ただ、利用検討を再検討して、規模、費用等の見直は必要と思います。１番はこの施設が吉田地区の
津波発生時、一時待避所にどの程度活用出来るかが一番注目点では。
全体（どれも）耐震補強のみ
アリーナ棟やスポーツドームを作っても利用者は少ないと思う。一部の限られた人しか利用しない。
上記１について→施設の機能を見直しして（縮小）予算を減らす。上記２について→フィットネススタジオは必要なく防災機能と支所機能を重視してほし
いです。上記３について→ドームの建設はいらないです。小さい子供を遊ばせる所がないので、図書館、公園をつくって下さい。
赤字になるような事業は一切やめるべき。
フィットネスは吉良岡山のホワイトウエーブにある（ホワイトウェイブのフィットネスの施設を充実）
行政以外のものはいらない
市民も職員も市議も皆んなが話しができる状態ができてから計画を立てる事。
多くのことを求めすぎるのでは？もう少し縮小した方がよい。支所機能を第一優先とする。体育館は必要ない
それぞれの地区に、各施設を置くのは理想的だが、西尾市として主になる施設を作り、バス等でつなぎ、施設の数は減らして長期間使える施設を改
修しながら運営出来る様にしていけたら望ましい
今の利用者がどれくらいいるか。
ビックリして答えようがありません。（プロジェクト全て）
・フィットネススタジオは、民間のもの（西尾市にあると思う）で良いと思う。・海岸地区に住んでいるため津波など災害が起きた場合安心して避難でき
る場所がほしいと常に思っている。（海岸に沿った学校では、２校あっても行く気になれない）
きら市民交流センター支所棟のフィットネススタジオ機能と浴室について見直すべきだと思う。今現在、西尾市で体育館が使用したいが予約・使用中
などで使用できない人がたくさんいる。（私自信も）また、今はスポーツが人気の時代で子どもから大人、老人までスポーツを楽しんでいる。そのため
体育館の数が足らず、スポーツを楽しむことができない。一方でフィットネススタジオ機能を利用したいと考える人もいるであろう。しかし、カーブスをは
じめフィットネススタジオを利用できるところがある。また、フィットネススタジオよりもスポーツを楽しむため体育館を使用したいと考える市民の方が多
いと感じ、またフィットネススタジオよりも体育館の方が幅広い年齢層から支持を集めるだとうと私は感じた。浴室についてはどのくらいの大きさか、金
額など資料にはあまり詳しく記載されていない。なので、具体的にどのような浴室にするのかを見直して決定していくべきだと感じた。
現在の支所機能を残してほしい。無人でできるものでもよいし、何らかの形で（住民票・介護保険更新の申込等）
吉良公民館は改修し残す。アリーナ棟は別の場所へ建設する。現在の支所棟は防災倉庫などに使用。建設中の支所棟は幡豆郡三町の総合支所にする。
災害時にしっかり機能できる施設であるべき
テニス・フットサルは、一部の団体のみの使用になってしまう気がします。なにが良いか分かりませんが、もっと市民が、集えるスポーツ施設が必要だ
と思います。
きら市民交流センターアリーナ棟の現状の計画ほどの規模のものはいらないと思います。大アリーナ、貸室、多目的スペース（ロビーで代用できるの
では？）ぐらいの規模で十分では？支所棟に防災機能をしっかり作ってもらうことがいいと思います。吉良地区はなにより地震と津波を何より心配して
いる人が多数います!!
フィットネススタジオ反対→・きら市民交流センター支所棟の２Ｆに会議室等を作り、今まで公民館で活動していた利用者が活動出来る場所を作る。・
アリーナ棟を作るとするなら津波の事を考え、３階程度の高さにして欲しい。・公民館講堂の替りとなる様な部屋（間仕切を取るなどし）も欲しい。・吉良
地区は地盤が低いので、津波避難塔を兼ねる様な建物にして欲しい。２階ではどうかと思う
・独立採算で運営に一抹の不安あり・独立採算で賄う前提としてまで、行う必要の事業と思えない。・更地売却して、住宅地にして、人口増など、他を
考えた方がよい。・人口減、少子高齢化の根本解決になっていない気がします。・大切な血税です、もっと真剣に考えてほしい。
ＰＦＩ事業の内容と見直しの内容はセットで考えたいと思います。ＰＦＩ事業をよく理解できていませんので見直しについて意見を述べることができません。
津波発生時の一時待避所なら屋上の避難スペースを作って欲しい
前市長が西尾市と幡豆郡を合併したため、生活が不便になりました。良くなった事など何もなく、悪くなった事は多数あります。はっきり言って他の市
へ行きたいぐらいです。
ひとつにまとめるべきである。
海抜０地帯における地震対策を最たる重要課題としての施設運用をして欲しい。吉田小、離保、吉保の逃げる場所が不可能。英知が欲しい。
吉良野外趣味活動施設内のボランティアルームを利用していますが、解体後はどのようになるのでしょうか。
スポーツ施設ばかりはいらないのではないか。フットネスは、市民には、低額な料金設定がなされるのであれば大変良いと思う。文化施設を吉良地区
にも設けてほしい（図書館の増床等）
野球場
同じような施設は、いらない。後世の負担になる施設もいらない。
・若い頃は家族で卓球をしていました。老人になっても利用出来る様に！健康維持出来るような設備を。・防災機能を備えた建物があると安心出来ます。
・プロジェクト０１にかかわって、従来生涯学習等で使用していた会議や活動の部屋が十分確保されるようにしたい。・市民の税金を使う事業であるの
に、民間発想の遊び的施設が見受けられる。これは民間に任せればよいことであり、公共の施設は、誰でも安く利用できる施設に税金を使うべきであ
る。
畳の上で利用したい運動もあると思いますがどうでしょうか？
規模的に、もう少し集約して小さくした方が良いと思います。箱物は極力減らすことを考えて欲しい。
ホワイトウェイブ21をまずはもう少し営業時間を延長するなど既存の施設を有効活用した上で検討すべき。そもそも吉良にそこまでのニーズがあるよ
うに思えない。西尾市全体で交流センターを中心に１ヶ所検討するならよいと思う。
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問14　プロジェクト０１（吉良地区）について、見直しすべきと考える内容をご回答ください。

アリーナ棟は必要なし。
市内他地区との不公平感のない事
１、なぜ今回のPFI事業では吉良地区に集中しているのか疑問である。当初の計画の時点で何かあったのか？（不明瞭な取引等）・吉良地区に比べ
幡豆地区の事業はほとんどないのはなぜか？・全てを白紙にもどして、必要な事業を見直すべきである。・再検討の全ての過程を公開して、より多く
市民が納得できるようにする必要がある。
全面的中止。
①は総事業費が約51.6億とばく大である※いらない施設は削除すべし音楽室／ギャラリー／ロビー縮減→他地区から見るとやりすぎ。
フィットネススタジオについては、総合体育館の施設をもう少し充実させて、もっと多くの人が利用出来れば必要ないと思います
・市民交流センター（仮称）の名を建前のスポーツ施設の色濃い重複建物で、３ヵ所も必要か？ホワイトウェイブの整備で補充できる。・旧３町の中心と
すれば建設場所、規模が中途半端で民活資金活用が本当に可能か。・年数回のイベント会場確保のための施設の必要性はあるのか。
他地区も視野に入れ、重複をさけるべき
問8に回答・交通の便のわるい地区が多いなか、どんなに良いプロジェクト建物が出来ても、行ける人は、わずかなのでは。市民の行きやすい事が大切では。
スポーツ関係の施設を充実させようとしているところが気にかかります。こども達はもちろん、社会人にとってもゆっくりと学習できる文化的空間施設、
図書館等の増設を願っています
特に意見はありません。耐震等の問題があれば直すべき。市民が求めるなら新たな設備を整えるべきだと思います。
アリーナ棟、スポーツドームの照明は、従来では水銀灯であるが、それをLED照明にするなど、運営事業費のコストカットにつながる設計も組み込まれ
ているか疑問に思う。初期投資はあるかもしれないが、長期的な施設であるため、その点も考えるべきではないだろうか。
西尾市が進める事業として、「30年、200億で契約」とある。契約しておいて必要な見直しとあるが、必要な見直しとは何か？聞きたい。工事を見直しス
トップすれば、請負業者に違約金的な物が発生するだろう？このアンケートで事が動くと思わないが、契約に至るまでどの様な内容で話し合われたか
知りたい。契約前に市民アンケートすべきではなかったか。
きら市民交流センターのフィットネススタジオは必要でしょうか？だけど津波や地震時にはスペースとしては必要ですが、幡豆住民から見れば、吉良
町にはホワイトウェイブ等施設があり、温水プールもあり、うらやましいです。
特にありません
アリーナ棟は必要なしきらスポーツドーム必要なしきら市民交流センター必要なし現状を改善して使用すること
そもそも平坂地区に住んでいる者が吉良地区の事はよく理解出来ていない。現状で何が不足しているかが分らない。
吉良防災倉庫に建設中の支所棟については必要不可欠だが、フィットネス機能は必要なしと考える。支所棟以外の他の建設は本当に必要なのか必
要最低限に留めるべきで、高齢化社会や人口減に対応した、将来を見据えた見直しが必要かと思う。今ある建物を更新するという考え方である横須
賀地区のきらスポーツドームは不要です。現在の支所、公民館をアリーナ棟とするのは反対でもないが、活用できる所や耐震補強（特に公民館部）な
どで、新しい支所棟と含めて30億円前後の費用での実施見直しをして欲しい。
施設ありきではダメ常に利用者がいるのかが大事本当にこれだけの施設が、そもそもいるのか？
とにかくお金が必要以上にかかることはやめにするべき。最低限の施設でよいと思う。
どうしても市民が知らない間に全て決められた感が否めない。合併や少子化、高齢化により色んな公共施設をスリム化していくことは必要だが、建替
か補強で済むのか、税金を払っている市民の意見が反映されている気がしない。フィットネス？はあ？といった感じ。｢PFI｣という、ほとんどの市民がほ
ぼ知らない（私の周りは知らなかった）間に決められたことは、前市長をはじめとする賛成市会議員さんに対してひどく不信感を感じている。皆と一緒
にKATCHで会議の様子を拝見。若い市長さんを馬鹿にしている様な古株の議員さんたちが不愉快。皆の民意でPFIにはNO！が出たことを重く受け留
め、もっと前向きに改善を求める。
１・吉良町のみであり、幡豆地区はどうなるか、全体像を示してもらわないと答えようがない。２・ヨコ文字の後に、日本語？庶民がわかるようなことで
質問して下さい。
・今後進む高齢化社会へ向け高齢者も活用できる施設棟の計画望みます。
きら市民交流センターアリーナ棟は中庭風でとても良い外観ですが、災害時の避難場所としての収容人数数は全体で確保できているのでしょうか？
公共施設に民間トレーニング施設？料金設定等はどうなるのか？
現在の支所は使えないのか、使えるのなら必要ない。フィットネスはホワイトウェイブ21があるのに本当に必要か。もう少し足を伸ばせば中央総合体
育館があるのに必要ないだろう
１棟で全ての機能を充実する施設の方が建設費が安いのでは？税金の無駄遣いは極力避けて頂きたい。
・平日に、高齢者、女性が交流できる施設をつくるべきだ。運用はボランティアが行うべき。地域住民のニーズをもっと集めて、検討して下さい。
吉良地区は生活にあまり関係ないので詳しくは判らない。
財政支出はなるべくおさえるようによく考えてたいおうしてくださいね
吉良地区は人口がげんしょうして、行くことはないですか、あまり、施設を作りこんごのお金がかからないように
きらスポーツドーム周りの道路、または上横須賀駅から施設までの宅地見直し
新設のハコモノは不要
何故、吉良なのか？スポーツドームも、アリーナ棟も規模が大きい。維持していく運営費も税金で払い続けていくとしたら、もう少し小さくても良いので
はないでしょうか。
くわしい地理がわからないが、海ぞい以外の土地があるなら、まず、子供の安全を考えて学校を安全な場所に移設すべき。防災関係は重要だと思う
が、アリーナ等は本当に必要か？
ホワイトウェイブを使っていますが人数が多く使いたいマシンが空いていないことが多く、こまっています。トレーニングできる場所が増えることは大歓
迎なので、早くつくってほしいと思っています。
年間何人単位での利用を考えているのか。吉良に作る意見があるかわからない。
箱モノを交通手段の無い所に作るべきではない。大人しか使えない、老人しか使えない、地元の人しか使えないハコは利用が先細り、事業の継続性
に疑問が持たれる。
本当にここまで大きいアリーナが必要か？西尾の総合体育館では足りないのか？西尾の総合体育館や他の市の体育館や福祉センター、公民館等
の体育スペースの利用状況も確認した上で必要かどうかを検討し直して欲しい。建てても利用しない死んだ施設にして欲しくない。
市民センターとスポーツドームを分ける必要はありますか？
吉良地区だけでなく、例えば下記のように、各地区に分けて、各機能が偏らないで発揮されるようなプロジェクトにされることを望む。・〈市街中心地
区〉・〈市内東部地区〉〈市内西部地区〉〈一色町、寺津町地区、福地地区〉〈吉良町、幡豆町地区〉
箱を無理に作らなくてよい！
もう少し時間をかけて、市民の声をきいてお金のかからない方法を考えるべきである
多すぎるように感じる。すべてやめたほうがいいとは思わないが、少し絞って考えてみては。
現有の市内施設の使用状況等がわからない為、判断に困る。圧倒的に不足している様でしたら検討を要すと思いますが、足りている様であれば、い
らないと考えます
フィットネススタジオやスポーツドームがどのくらい市民に必要とされているのかよく分からないです。もし多くの市民が「ぜひつくってほしい」と考えてい
るのなら良いのかもしれませんが、個人的にはつくられても行かないだろうし、行きたいと考えそうな家族もいないのでなんとも言えません。一部の人
しか利用しない気がします。スポーツを楽しむなら体育館や公園で十分だと思われます。また、公民館は、社会教育施設として重要な利用者の活動
拠点なので、慎重に考えていってほしいと思います。
私達が住む所に何が必要なのか子供達の将来の為何を優先すべきなのかを考えていく事が大切かと思います。地区の方にも重点的に意見を聞い
て行くことも必要だと思います。
建物の大きさ、内容は再検討してもいいのではないか。
解体施設が多いので計画とおりのアリーナ棟で良いのか疑問に思う部分がある。今後ますます高齢化になる方向なので弱者、高齢者にも便利に使
える利用しやすい方向が見える様にしてほしい。
きら市民交流センター、吉良スポーツドーム、スポーツ（運動）をする施設が２ヵ所、３ヵ所要るのか。
吉良地区住民の意見を良く聞くべき。吉良市民交流センターとして施設を作る事はやむをえないと思うが、一番利用者の多いと思われる吉良地区住
民の意見を尊重すべき（特に機能に関して良く考えること。）
現状以上の施設を作るのはムダだと思います。有人の管理体制にして、維持費をかけ、事故に対する責任を市が負うのか。そこまでの施設が吉良町
に必要か疑問です。学校施設を使ったり、他にも施設はあるのに、横須賀の狭い場所にあえてぜいたくな施設を作ることはないと思います
吉良地区全所帯に意見を聞いていく事が一番の実用性が見えるのではないか？
吉良地区に、スポーツ施設を新設し、どれくらいの利用があるのかの検証が必要かと思います。検証済でしたら申し訳ありません。
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問14　プロジェクト０１（吉良地区）について、見直しすべきと考える内容をご回答ください。

（「ハコモノ行政」が全国で批判されてきたのに、今だにこの様な計画を進めようとはいかがなものでしょう。莫大な金額のかかる計画に税金が使われ
るのに、市民に対する情報開示や意見を聞く事がどの程度あったのでしょうか。市の広報や、インターネットホームページが活用されているとは思えま
せん。現状把握と市民のニーズの確認、それに対する複数の計画立案、比較検討を市民の目線で確実に見直して頂きたく思います。）

吉良地区と関係が浅く現状がわからない為、吉良にお住まいの方が便利になればと思う。
・その地区のことなので、必要度等がわからない為、コメントが出来ないのが、現状です。
吉良地区の住人の意見を聞いた方が良い
・多くの建物を解体し、１ヵ所で管理するのは賛成です、コストもおさえられると思います。吉良にお住まいの方が、使いやすい施設になるのであれば
いいと思います。
防災機能は必要
吉良地区に施設が集中しすぎていないか、民間で行うような施設を作る必要があるのか
なし
市民交流センターアリーナ棟をつくるのであればスポーツドームは必要ないと思う。アリーナ棟を利用し、イベント等を行えばよいと思う。
内容が今の時代にそぐわない。不要な、施設が多くある、簡素なものでよい。
・そもそもプロジェクト01の詳細を知らなかったし、なぜ旧吉良町公民館を利用するのか、分からない。
・建設するのであればアリーナのみで十分・一色、吉良、幡豆にもっと公園を増やす、もしくは現有の公園を整備した方が良い
実際に吉良地区で生活されている方々の意見を重視していただきたいと思います。スポーツドームを作るのであれば、交流センター内にフィットネスス
タジオは不要だと思われます。
・アリーナはいらない・何ぜスポーツドームが吉良なのか？
スポーツドームは完全民営化で良いと思う。
・きらスポーツドーム（仮称）は解体が予定されています。の意味がよくわからないです。・きらに作ったとして、そちらの方に皆行きますか、同じような
施設はありませんか？・ナイターって何時までですか？使う人はいますか？・防災倉庫は必要だと思います。いつくるかも何がおこるかもわからない
し。災害があった時に、皆が避難できるところをもっと確保すべきだと思います。
・新支所の中に、全ての行政関連をまとめ、商工会も入所し「きらまつり」は、新支所で実行！・「きら市民交流センター（アリーナ・支所）」「きらスポーツ
ドーム」などは、具体的な活用予測が不透明。・現市財政～将来の人口構成などを考え、本当に必要か考えるべきである。・市民が本当に必要か疑
問。・「吉良」地区と限定する考えが根本的に疑問・合併時、旧吉良町は町職員の人件費に予算を注ぎ、施設の補修や改築を怠った、そのツケを新西
尾市に押しつける感じがする。こういう行政でいいのか、非常に疑問である。
利用者数、状況を考え継続していける可能性はありますか？近くに住む方のみに限られそうです。そこまで足を運ぶ気にはなれない、多分、自分的に
は利用しません、利用出来ません。
１ヶ所に多くの機能を集約することで、利点も多くあると思いますが、イベント等開催時の駐車場や周辺道路、近隣住民に及ぶ影響があるかという点
が気になりました。
吉良地区が遠いので興味ないです。
名称で、「きら」が頭につくと旧西尾市民はなんとなく使いにくく感じる。「きら」を入れるなら後ろがいいと思う。
すべて見直しすべき、多額の税金を投入して作るべきか再度考えるべき、老人が多くなって行くのに、りっぱな建物ばかり作って若い人の税負担が増
えるのは、良くない。１つの建物を建てるのに１人当り○○○○○円別枠で徴収しなければいけないとか、具体的に数字で表現してもっとわかりやす
く、示してほしい。100億とか200億とかあまり実感のない書類見せられてもピンとこない人が多いと思う。そんなものに大金を使うくらいなら、くるりんバ
スを市内くまなく、30分おきくらいに通るくらい便利にしたほうがいいと思う！
吉良地区の住民と話し合い、詳細をもっと説明すべきだと思います。フィットネススタジオは不必要です。本当に解体の必要があるのか、補強で大丈
夫なのか全てにおいて再度見直して下さい。
・耐震工事がされていて使用可能でもあれば、新設しなくても良いのでは？・吉良地区も地盤が低い土地に公共施設があるので、避難出来る施設も
兼ね備える（屋上、避難タワー的な建物は必要と思う）・もっと地元の声を聞く必要ありでは。
吉良地区のコミュニティが活動できる施設はあって良いと思います。その他の施設はオール西尾市の中で必要かどうか判断されるべきだと思います。
吉良町には国宝の金蓮寺や旧糟谷邸華蔵寺などの貴重な建物や温泉等がありこちらをサポートしてゆくことに力を入れた方が町の活性化につなが
るのではないでしょうか。
（吉良地区）←一部に集中しすぎてはいないか？
・施設をコミュニティ公園にまとめたり、他の方法を考えたほうが良いと思う。総事業費が高い為、市民との話し合いをもっと行うべきだと思う。
本当に必要なのかどうか

吉良在住の方には、いいお話だと思いますが、たくさん建設すればそれだけ費用もかかります。その財源も気になります。市民の負担も増える事にな
ると思います。それでも吉良在住の方は手放しで喜べるのかと思います。今一度、皆様で検討して頂きたいと思います。浅はかな考えかとは思います
が、例えば、テニスコート、サッカー場などなどは他にもありますが、災害、津波対策は吉良の中でしか出来ないことです。命を守るために被害を少し
でも少なくするための方向で考えてみてはどうでしょうか。もちろん地域の人たちのふれあいの場は必要ですが災害を防ぐという事にも目を向けて計
画してもいいのかなと思いました。忙しくて文章がまとまっていませんが、本当に必要なものであれば何も問題ないと思います。

特になし
現在の吉良町公民館はよく利用されている施設であると思う。解体しないで耐震補強工事で存続させるべきではないか。
必要な施設なら作ったほうがいい
なし
特になし
問8参照（PFI事業について、見直しに対する意見のできない理由①西尾市全体像が見えない②PFI事業で行う、緊急性が理解できない③民間資金投
資で事業が先行するが、それに対する財源が読みとれない④人口17万都市の市民が希望する施設の規模、用途、配置等が疑問⑤維持管理、大規
模修繕等が民間側事業であり、行政改革や財政メリット？が見えない。⑥E・T・C⑦行政財産（土地）を一般財産にし、不用な分は処理して、財源にあ
てられるのではないか。（建設施設が、土地ありきに見える）
必要性のある施設の機能を見直して取り組んで欲しい。（市の財政負担を減らす）
建設後にどれだけの市民が利用するかの事前アンケートを取っていて利用する人が過半数であれば建設する意味があると思います。一部の意見や
意思でプロジェクトがすすんでいるのであれば見直す必要があると思います。
吉良地区の方の意見を反映して下さい。
わからないことが多々ありますが、市民の声を訊いて欲しいと思います。それを訊いた上で、それ相応の納得できる理由を用意してほしいです。
税金をムダにしない！今あるものを使う。（耐震改修してから）
テニス・フットサル兼用コート２面の屋外型なら、ドームである必要を感じない。別都市で屋外のテニスコートを借りたことはあるが、ナイター設備のみ
で充分でしたので。
アリーナ棟は全く不必要。既存のコミュニティ公園施設をリホームすることがベスト。
吉良に住んでいませんのでよくわかりません、すみません
きらスポーツドームとホワイトウェイブと２つも必要なの？
建物を作ってその後の費用がかかるので、やめた方が良い
吉良市民交流センターアリーナ棟、支所棟の運動施設は、きらスポーツドームに集約し、管理業務の集約、一元化をし、効率的な管理による経費削
減が良いと思います。スポーツドームへの集約により、施設の規模、予算が大きくなりますが、大きな大会開催も出来、話題性も高くなり、利用率が高
くなると思います。
一色町在住で吉良の公共施設の知識がないのでわかりません
きらスポーツドームにアスレチックの遊具を作るとよいと思う。（小学校が近く小学生がよく遊びに来るため）
わからない
各施設とも利用者が限られるのと交通機関が新たに必要になるのでは
全ての市民が使用する訳ではなく、限られた市民の為のセンターは、本当に必要なのかと思う。
なし
スポーツドームを造る必要があるのか？将来維持管理が必要不可欠になる
住民が必要だと考えるならば、必要最小限のものを作ればよいのではと思います。ホワイトウェイブ内にも十分な施設があると思いますが…。
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問14　プロジェクト０１（吉良地区）について、見直しすべきと考える内容をご回答ください。

吉良町は運動がとても盛んと聞いています。アリーナやスポーツドームは大いに利用していただけるのではないでしょうか。吉良から西尾市全域にス
ポーツ人口を増やす呼びかけ!!期待したいです。毎年の吉良まつりで見る皆さんの笑顔はステキです。ここを拠点に活発なコミュニティー活動も波及す
るといいです。
新たに市民交流センターを建設するのではなく、現吉良町公民館を改修し、支所機能を持たせれば良いと考えます。
・きら市民交流センター（仮）支所棟のフィットネススタジオ機能・きら市民交流センター（仮）の防災機能（津波の際２階の高さで大丈夫か？）

新施設の事業は旧施設を取り壊す以上必要と思う。ただ豊和グループが一括することから、フィットネススタジオという発想が出てくることがおかしいと
思う。フィットネススタジオをいったい何人が毎日利用するのでしょうか？有料であればなおさら利用しないと思う。すでにホワイトウェイブにスポーツジ
ムは有る、そこを、充実させればことは足りてしまうのでは？こういった施設を作ること市議員さんは了解したのでしょうか？疑問です。

コミュニティ公園周辺の新設・解体等整備事業を考える中で、周辺の道路など周辺インフラの整備も関連して進めるべきではないか。公共施設の再配
置という視点だけでなく、まちづくりや市民福祉の向上という観点も含めて、整備していくことが、自治体の使命ではないか。上横須賀地域では、駅付
近のJA新西三河所有地の有効利用の交渉など、現公共財産（施設等）の活用だけでなく、広く市民のためのまちづくりを考えてもらいたい。

吉良地区の人口に対して全体的に過度だと思う。他に使用出来る施設が無い訳でもないし、市内の施設で対応可能なのではと思う所が多い。整備す
るにしても絞るべきだと思う。例えば、アリーナやドームにはせず、今まで通り簡素な体育館で事足りるのではないか。
同じ様な目的の物が多く感じる。交流センターとスポーツドームは同施設でいいのではないか？
上記について1.アリーナ棟は、地域住民の望む施設ではない。吉良町公民館は地域の中心部に位置し、利用者も多く、建物の耐震強度も十分あると
思われる。2.支所棟については、建設途中であるので、機能の見直しを望む。フィットネススタジオ機能ではなく、支所機能と防災機能を充実させる3.
スポーツドームについては、現施設を耐震改修等を行い、スポーツドーム建設の必要はない。

①支所棟については、フィットネス特に浴室は不要と思います②防災活動の拠点として機能を付加することがよいと思います③学校施設吉良中学校
への地域コミュニティー化は反対です。その機能はアリーナ棟でまかなえばと思う。学校の地域開放はセキュリティーの点でよくないと考えます。④公
民館は改修して、支所棟の2F部と吉良公民館のハコモノでコミュニティー化を計画すればよい④旧支所棟は解体し、駐車場にすればよいと思います。
防災避難場所としての活用可

施設の充実化は良いが、そこに行くための足の確保が必要。荻原駅も無くなりバスも走っておらず、小、中、高校生が利用する時安全に行けるように
する必要がある。
市民の意見を取り入れた計画の見直しをすべき。

①フットサルまでできるようにすると壁面とか費用が増えるのではないのか？②民間のフィットネススタジオを入れるなら、賃料を取り、独立採算制に
して、市税での保証をなくさないと、不透明になる。②ホワイトウェイブは排熱を利用しておふろやプールを維持しているが、ここでは民間のフィットネス
をバックアップする為のようにしか思えない。ホワイトウェイヴのジムは充分な機能があるので、ここには不要では？③スポーツドームの独立採算と言
うときこえは良いが、本来民間業者が担うべき箱物建設のリスクを役場を担って、おいしい所だけ民間がもっていく気がしなくもない。独立採算と言う
以上は、賃料を取って、次回の改修や改築費用が出る仕組にしないといけない。お金は出すが、口は出さない、役場がそれをやったら最悪です、でも
そうすると利用料が高くなる？⑥これをやると役場の職員は何人か減らせて、支払はいくら減るのだろう？人件費が減らないなら、民間まる投げのメ
リットはどこにあるのか？⑥自身で維持管理できない施設を役場が作ること自体が不要なものを無理に作っているようにしか思えないです。②支所棟
は、防災以外の意義がみえない、一色の集合住宅のように格安市営住宅を建てた方が高齢者の為に良いのでは？住宅は足りているのですか？

きらスポーツドームを建設するなら、アリーナ棟は必要ないと思う。・あちらこちらで似た様な建物を建設するぐらいなら、１箇所にまとめて建設した方
がいいのではないのか
全くの税金の無駄使いであると考える。
市民が使いやすく、又、負担の少ない公共施設でなければならない
なし
PFIの内容を議会でもっと分かりやすく説明し、黒ぬりの内容を判明すべきである。契約内容が不明な状態で工事をすべきでないと思う。箱物を造れ
ば良いと言うものではない（業者提案のハコモノはいらない）吉良公民館のあとに、フィットネス施設やプールは不用、公民館を改修して吉良町、町民
の全てが利用できる施設にしてほしい。
スポーツドームの方にも多目的スペースが欲しい。
他の市町村などから視察にくるような西尾市方式の考えのもとになるような施設なり、ソフトなどをふまえたものにしてほしい。たとえば環境対策などを
共有するようなもの、どちらにしても市が施設を建設しても、運営管理は民間でおこなってほしい。
交通手段の確保も同時に行ってもらいたい、（公共のバス等
・具体的な利用方法が判らない・造ったから利用しなさい方式ではなく、大人中心の施設ではなく子供が成長に合わせた施設であってほしい。・荻原
駅（名鉄）を移設して利便性を確保、向上
地域住民が本当に必要だとおもっているものを造ることが大事とおもいます
市民交流センター中、「野外趣味活動施設体育館」とアリーナ棟、の多目的施設は必要ないと考えます。また支所棟のフィットネススタジオはまったく
必要ない。きらスポーツドームも建設の必要はありません。・行政は、その時々に応じたサービスを展開することを希みます。
子供の年齢の幅によっては園児がいて小学生、中学生の子供がいると一緒の施設で利用するのが難しかったりするので、大きい子供が施設でス
ポーツなどをしている時に下の子を遊ばせて待っていられる施設が少ないので子供を持つ親にも安心な施設を増やしてほしい。
市民の人が散歩・ランニングが安全で手軽に使用出来る所がいいセンターを作るより人員の事を考えるべきだ。使用人数が１番に考えて。
※３頁の※印の意見を参照（※全体的にあまりにも巾が広すぎて判断がしにくい。一つ一つの機能、計画が総花すぎて計画通りの結果が得られるか
どうか疑問に思う。）
地元の住民に必要なものだけを作って下さい。吉良の事情はわからないので。
ただでさえ老人の多い地域だと思います。その人たちがサービスに見合う負担を個人でしますか？若年、青年も利用するとは思えません。きらスポー
ツドームは独立採算事業の為民間の知恵と工夫に期待したい
なし
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