
    自由意見  （西尾市と幡豆郡３町の合併に関するご意見）
住所 自由意見

西尾市
西尾市と幡豆郡３町は共通した生活圏にあり、既に合併しているべきだったと思います。地域の産業、
文化、歴史を活かし「住んでいて良かった」と思える合併を実現していただきたい。

西尾市 クリーン（透明）な行政を行ってください。幅広く市民の話を聞く機会を設けてください。

西尾市

私は合併に関して、基本的に賛成です。そして、西尾市と幡豆郡３町でコンパクトに固まるのではな
く、町の規模を大きくすることにより、他の町から西尾に人やお金がもっと流れる仕組み作りをする必
要があると思います。そのためには、伝統や文化を守る必要はありますが、閉鎖的な町ではダメだと思
います。ビジネスホテルの建設は絶対に必要だと思います。そして、駅周辺の商業の発展をさせた方が
良いと思います。今後の発展に期待します。

西尾市
 ・西尾市の地域産業の活性化を願います。

・いろいろな面で全国にアピールできる西尾市になってもらいたいです。

西尾市
 どうせ、合併してしまうんですよね。

特にありません
西尾市 本当に説明会資料のようになるか？議員数・職員数等の削減

西尾市

①合併後は大きな遊園地や動物園など多くの市民が他市に遊びにいかなくても良い様にしてほしいと思
 います。

 ②道路の整備をし他市や他県に行く時、便利になるようにしてほしい。高速道路接続等
③他県に対し特徴ある建物かイベントが宣伝できる様な物や事があるといいと思います。

西尾市

 合併する事により、西尾市がより住みよい街になることを期待します。
今住んでいる人達の為だけではなく、子供達が大人になっても　良かった　といえる合併である事を期

 待しています。
 ただ、賛成の意見ばかりを尊重せず、必ず反対意見の方にも耳を傾けてあげて下さい。

私のように賛成している人間では思いつかないような意見もあると思いますので。（特に５０代以上の
 方）

市長さんが代わった今、西尾市も大きく変わる事を期待しています。

西尾市

急に、榊原元県議が新市長になり、1市3町の合併は、西尾市民が理解されたと考えられ（　一方的
 に！）。

幸田町との合併の有無。又は、新市の予算案、公務員の各分野別の人員の増減数、出産補助金、中学ま
での医療費無料化、母子家庭への補助金の再補助化（民主党の通常国会へ提出する法案による来年度よ
り）等々、データ、数字をきちんと市民に公開しなければ、現市長のあたかも合併あたりまえの姿勢
は、理解されないと思われる。「市民投票」が「まずありきでは！！」。過去町内会長経験者

西尾市

 新聞報道等によると吉良町は合併反対のようだ。最悪合併すとしても吉良は外すべきである。
西尾市が上で、３町が下であるというような風潮がある。３町はプライドを持て！３町は卑屈になる

 な！自分達でプライドを持って生活せよ！
西尾市が全国ニュースになったのは、大河内君と中村市長である。西尾市はその程度の市です。

西尾市
 ３町それぞれのいい所もあると思うし

西尾に合併してしまうと大きくなりすぎて細かい所まで行えるとは思いません。

西尾市
西尾市としてのメリットがあまり感じられないのが否めないところなので、もっと具体的なビジョンが
示されることを期待します。

西尾市
合併はよい方向に進むんであれば進むべきだと思います。市町長や議員職員を削減し、無駄のない様、
そして福祉に力を入れて欲しいですね。

西尾市
どんなことにもメリットデメリットがあると思いますが、もちろん賛成反対もあるでしょう。デメリッ
トや反対に対する意見にたくさん耳を傾けて、それらを一つづつ解決して良い結果に結びつくとよいで
すね。西尾市・幡豆郡３町に住むすべての人たちが納得できる結果になることを強く望みます。

西尾市

今でも３町の人たちは、市に買い物に来たり、駅も利用したり、合併しても市としてはその点に関して
は変わらないような気がする。ただ、合併することにより道路修理とか古い建物の修理など市だけのこ
とでは無く３町も含まれると市民の意見は届きにくく、要望もなかなか自分たちの住んでる所まで聞き
入れてくれないような気もする。今まででも町内の要望として出してきたことはまだ未定だが合併した
らもっと先に延ばされそうだ。合併には賛成だが不安は大きい。

西尾市

議員、公務員の定数･給料の削減をはかるべきだと思います。私どもはわずかな年金で税金は引き落と
しだから生活するのが一生懸命です。広報に榊原市長は削減は考えていませんと発言されていました
が？私たちの世代は子供たちのためにも一生懸命に働いてきたのに高齢者には何の恩恵も無いような社
会です。もう少し福祉のほうにも目を向けてください。

西尾市
海も緑もあるこの地域、名古屋へは交通不便さや距離がある地域だし、西三河では下の方の位置にあり
ますが、西尾市民や役所の方や他の地域の方々の意見を踏まえ、アピールして欲しいです。例えば個人
的には大型ショッピング（Ｒ２３近くに）他の地域の人が西尾に足を運んでくれる環境が欲しい。

西尾市
新しい町の発展となり経費の削減となり良い事だと思います。車の運転の出来ない高齢者や学生等の足
となる交通機関はどうなりますか。テレビを見ていても西尾市のＰＲは少しもされていないので、もっ
と通信員が活動してほしい。

西尾市
（例）自転車道を整備してほしい。（旧一市三町をまたがるような）上記のような２か所（一市三町の
うち）以上をまたがるような公共物を作ることで合併のシンボルとして披露してほしい。

西尾市
一市三町の行政者は、地域住民が不満を残さないよう、十分の理解を得るよう努力されたい。合併に対
する心配に対しては、不安を払拭する努力と将来的計画をしっかりと示してほしい。若者が夢を持つこ
とができるような将来設計を明示してほしい。

西尾市 大変不安である。
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西尾市 特に吉良町、幡豆町の歴史的観光地の開発、存続を望みます。

西尾市

西尾市は名前では大きいんですが、吉良町や一色町は全国的には有名のような気がします。あといくら
 合併したといって、お金があるといっても、使い方が悪いと今と同じだと思います。

私は小さい子供がいるので、公園などもっとしっかり、となりの安城や岡崎などの大きな公園がほしい
 です。

あと市民病院の先生たちを多くしてほしいです。みんなが住みやすい市にしてほしいと思っています。

西尾市
広域で行う事業（ＪＡ、ごみ処理等）も順調に行われている。これからも何かと広い地域で必要なもの
を運営して行った方が合理的だと思う。一市三町は、海岸線あり、山あり、平野ありでとてもバランス
の取れた自然も豊かな市になると思う。榊原新市長に大いに期待する！

西尾市 難しいことなどよくわかりませんが、将来に向けてよくなることを願います。

西尾市
タイミングが遅かった（現在の不況の時代になぜ、合併か）、もう少し世の中が安定するまで待ってか
らの合併でいいと思う。

西尾市 合併は大いに賛成です。

西尾市

今回の合併問題には、猛烈に反発を感じています。以前から、合併の声はありました。しかし、幡豆郡
の人たちも合併には反対していたはずです。しかし、新市長の声に反応して、急激に合併の問題が起
こってきました。西尾市民は、合併に賛成して市長当選させたわけではありません。もともと、中村市
長事件によって市長選を行いたくないという市民感情になせるわざであったと思っています。市長のマ
ニフェストにありましたが、そのことを認められて当選したと考えられてはたまりません。合併のよう
に、市制よりも重大な問題については、市民の本当の声を市政に反映させなければ、それこそ市民への
裏切り行為であり、許すことができません。アンケートなどという曖昧なやり方ではなく、住民投票を
すべきだと思います。

西尾市 高齢者の為身近な所へ国民年金程度で入所出来る介護所を作っていただきたい。お願いします。

西尾市

今回の合併は国の補助金を受けるために期限が切迫しており、平成２２年３月までに合併したいという
 考え方はわからないわけではありません。

しかし、合併後の市民の生活はどのように変わるのか、を一番心配しているので変わる点、変わらない
点を具体的に広報などで説明してください。質疑応答のような抽象的な言葉は不要です。市民の負担や

 サービスがどうなるかは合併協議会でこれから検討しますでは遅いと思われます。
合併後の西尾幡豆３町の姿と市民生活の青写真を早く私たちに見せてください。

西尾市 できるだけ早く合併できるようにお願いします。

西尾市
今までの各市町でやってきた伝統ある行事をつぶさないようにお願いします。西尾のよかった事、一
色、吉良、幡豆のそれぞれ個性や地域産業をいかした町づくりをぜひお願いします。

西尾市

幡豆に主人の実家があります。（私は市内西中校区在住）子連れで遊びに行きますが、海も山もあり自
然が素晴らしいです。車で２０分くらいの近さで幡豆のような場所に行けるのはありがたいです。「子
どもの国」は変わらず人気ですし。お年寄りや子どもに優しい町として幡豆のよさを活かしてくださ
い。私も老後はお世話になりたいと思っています。

西尾市 消防団は西尾の現行どおり「なし」でお願いします。

西尾市

合併しても西尾市と名前は変わらないということですが、私たちは西尾市民のため何も感じませんが、
地方の幡豆の方の人たちは昔からある幡豆という名を変えたくないという事を多々聞いております。市
名を変える場合いろいろな面で全ての市名を変えるためにたくさんのコストがかかり財源のムダ使いと
考えられます。

西尾市 市民の声をよく聞いて合併に向けて進んで欲しいと思います。

西尾市

西尾市内でも道路の白線がや「止まれ」の文字が消えかかっていたり、古川公園側の道路の両脇は草が
道路まで茂っていたりと、今でもきめ細かなサービスが感じられないのに、合併でメリットがあるで

 しょうか？
まず西尾市としての基盤をしっかりしてからの合併なのではないでしょうか？

西尾市
一市三町それぞれすばらしい生産物があり、歴史的に伝統を誇る物等を一市としてまとめれば大いに威
儀のあることだと思います。

西尾市
合併に対して住民のみなさんがそれぞれ期待と不安を持っていると思います。各市町が助け合い、子供
からお年寄りまで、すべての人が笑顔になれる新市となれるようお願いします。

西尾市
現在、西尾聴覚障害者協会では、西尾市、幡豆郡３町も一緒に活動しておりますが、交渉するためにそ
れぞれの役所、役場へ行っております。時間がかかり大変で、一つに合併して交渉すれば大いにありが
たいです。

西尾市

西尾市だけで十分、裕福にやっていけるのに、わざわざ貧しい３町を編入させたせいで住民税など高く
なるのではないかと不安。西尾市の土木関係者や商人以外の普通の家庭には得にならないと感じてなら
ない。どちらにしても合併するのだろうから、せめて西尾市の普通の市民の損となることのないように
願います。

西尾市 早期に合併をし、行財政改革を推進しいただきたい。

西尾市

私としては１市３町の合併は賛成です。メリット・デメリットは当然あるけれど、この先、２０年３０
年と先のことを考えるならば、今の時期を見逃せば、この先合併は出来ないと思います。合併当初から
メリットばかりを期待せずに、長い目で必ず合併をして良かったと結果が出せるように、行政の方々に
も期待しています。

西尾市 幡豆郡３町が合併し、幡豆市になった方が連帯感があるのでは。
西尾市 合併の必要はない

西尾市
西尾市は他市と比べると何かと遅れているように見受けられる。また他市に自慢できるものがない。こ
れを機会に是非魅力ある西尾市を作って欲しい。
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西尾市
このアンケートは賛成の人は○を記入で書きやすいが、反対の人は自分で意見を書かなければいけな
い。これでは公平ではないと思う。こういくことが（最初からが合併ありき）、合併への不信感につな
がっていると思う。このアンケートはフェアではない。

西尾市

歴史や文化の薫り高い、この地域を誇りに感じています。地域発展のためには、新たな企業誘致も必要
 かと思いますが、あくまでも歴史や文化を温存する形での発展を望みます。

高齢化社会に向け、福祉の充実をお願いしたい。また、その中で、元気な高齢者の活躍の場づくりや生
涯現役で活動できるよう健康づくり活動にも力を入れていただきたい。

西尾市 できるだけ役職、議員を減らし、能率のよい行政を期待します。
西尾市 なし

西尾市
西尾市なので特にデメリットはないと思うのですが、３町の方々にとってはどうなのでしょうか。その
方々の意見が解らないので抽象的な考え方しか出来ません。合併によって不利益を生じさせられる方々
の意見の方が尊重されるべきでないでしょうか。

西尾市 時間とお金がかかるなら無駄だと思う。

西尾市
とにかく開かれた会議を開催し、早く合併することで前向きに検討していただきたい。又、今は大型店
なども殆どない状況ですので、活気ある町づくりを目指してほしい

西尾市 合併し、次世代に向かっていく大きな（夢）仕事です。賛成です。

西尾市

合併で市町が活性化するためと言い、余分な所に税金を使ってもらうのは困る。市民は生活していくだ
けでいっぱいいっぱいなので税金の安くなることを考えていただきたい。もっとゆとりのある生活が出
来るようにしていただきたい。市民は自分で働いてお金を儲けるのであって税金からもらっているので
はない。議員が減るのは大いに結構なこと。今までも似たようなアンケートを書いた覚えはあるが、何
が何に役に立っているのか分からないぐらい変化が感じられない。この用紙代なども無駄遣いになるの
では？

西尾市
メリット・デメリットが数値で表示されていないためピンとこない。（明確に分からない）全ての住民
にデメリットがあってはいけない。

西尾市
合併は全国的なすう勢であるし、今後、国・県の行政もそれに適した規模で進められると思われます。
この地区は、過去に幡豆郡としてまとまってきた歴史もあります。こうしたときに合併しないと後世に
悔いを残すことになると思われます。

西尾市
大きな自治体となっても地域のイメージは変わらないと思う。自治体にならなければ、協力できない地
域なら、自治体になっても自主性は低いと思う。無駄な経費がなくなるのであれば、いいと思う。

西尾市 街自体が大きくなり色々な面でメリットの方が多いと思います。４分対６分ならＯＫと思いますよ。

西尾市
合併により、経費の削減がされることを第一に希望します。イメージアップが目的の大部分であれば、
結果を出すことは相当困難だと考えています。今現在もムダと思うことが多くありますので、住民の意
見を大きく反映し、適切な対応改革をして頂きたいです。

西尾市 西尾市と幡豆郡３町の合併が遅すぎないか。

西尾市

現時点では、西尾市内及び近隣の街への移動は、自家用車がメインです。そういう人が多いと思われま
す。くるりんバスというものがあっても、２時間に１本しか運行されないようでは、一旦出かけたら最
後、帰りのバスに乗れるかひやひや心配ものだからです。せめて２０分に１本、７時頃までない
と・・・。通学、通勤者にも利用してもらえば、黒字になるはずです。市民がマイカーを使わなくても

 移動できる、エコな街づくりをしてください。
それから、名鉄バス路線はくるりんバスが走っていないため、くるりんバスの運賃１００円よりも逆に
高いバス賃が必要です。その辺の差額こそ、行政が負担し、不公平のないようにしてください。

西尾市 一色町との対立がかならずおこる。

西尾市
とにかく明るい町になってほしいです。自分は壮年ですが、子供たちに夢、生きがい等が望める町で
あって欲しいです。

西尾市 今の子供達が幸せに生活できる西尾市であってほしいです。

西尾市
楽しいまちになることを期待します。名古屋や岡崎などにでかけなくてもよいように、地元で遊べるよ
うにして下さい。今はとにかくなにもないので淋しくつまらないです。遊園地・映画館などなど

西尾市
皆様方が住みやすい町づくりをお願いします。次世代のために子供たちの未来のために明るい未来にな
ることを

西尾市
以前から話は聞いていたが、何故今早急に進めるのか？時間的にもう少し余裕を持ち、３町の住民の合
意を得る努力が必要では。数回の説明会で理解が得られるとは思えない。説明会がそれほど盛り上がっ
ていた様には感じられなかった。

西尾市 議員定数を減じること。無駄な公共投資は減じる。

西尾市
幡豆郡３町をひとくくりとせず、例えば幡豆町は蒲郡市の援助を得た方が町民のためではないかなど、
もっと柔軟な幅広い選択肢を考えても良いのではないか。まず、合併ありきでは、明るい未来は期待で
きない。西尾市の財政も豊かとは言えないのだから、市長は責任ある行動をとるべきだと思う。

西尾市 西尾市に編入する事

西尾市

合併が成立した場合、都築一色町長が新西尾市の市長の座をめざしていることは容易に想像できます。
都築氏が市長選に立候補した場合、彼の知名度、キャリアから当選は濃厚でしょう。「都築市長」に
なった場合、都築氏が旧一色町偏重の政治するのではないかと不安です。政治とは権力を握った者が勝
ちなのですから。榊原西尾市長は西尾市の市長なのですから、西尾市民益を第一に考えて行動して下さ
い。

西尾市
 幡豆郡３町は幡豆市を作られればお互いの弱点を補えると思っています。

平成の大合併の時なら財政支援もあったから、合併することも支持していた。今では意味が薄い合併に
なる。
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西尾市
 住民投票した方が一番意見が反映されて、いいのではないかと思う。

やらないのであれば、どんなに説明会や意見交換会をしたとしても、最終的には、議員の意見になるの
ではないかと思う。

西尾市
 いつ見かけても、ガランとしたクルリンバスは必要なのですか？

各、市町村の、ムダな事をもう少し見直した上で、望んで欲しいと思います。

西尾市
西尾市在住なので、あまり合併に興味はありません。一色町、吉良町、幡豆町の方々が大きな問題にな
るのでないでしょうか。

西尾市
現在の不況の社会の中で、合併によりこれからの展開がはっきり見えて来ない。目標が不鮮明。財政的
な問題のチェックが甘いように思われる。

西尾市
新市ができる事により新しい市のマークやマスコットなどを作るのはやめてほしい（ムダなので）現在
の西尾市のシンボルマークをそのまま使えば良いと思います。

西尾市
ある程度の規模になるのであれば、その規模にふさわしいハードを整備してほしい。今のような中途半
端な施設ではなく、ふさわしいものを作ってほしい。例えば、市民グラウンドの整備など。また、それ
に付随して行事、イベントもそれなりのものにしてほしい。

西尾市
歳入歳出差し引きを見ても、Ｈ２０とＨ３２で差がない見込みで合併してもメリットがない。まず西尾
市自体の魅力を高めることが大事。

西尾市
西尾市への編入であるが、要職については各町への配慮は必要である。西尾市が優位という立場を消す
ようにしたい。

西尾市

市長の「合併は遅すぎた」というコメントに対して、どう遅かったのか、それによって、何が起きたの
 かを具体的に述べてもらいたい。

また、市長がなぜそこまで、市が損してまでも合併を押すのか。合併をして利益があるのは、第３者で
 ある企業ではないのか。

私は現市長が選挙で成り立った市長ではないためか、住民の支持を目的として、無茶な政策をしている
 ように思われる。

真に自分が住民に受け入れられるかどうかを住民投票を行ってもらいたい。

西尾市
 今までの西尾でよい。大きいばかりがよいではない。

 もっと１人１人の意見をきけ市長殿
国にだまされるな

西尾市 合併による国からの交付金を受けるべきだと思います。

西尾市
西尾新市長はなぜそんなに強行して合併させたいのか？市民の意見を反映出来る政治を．．．と選挙前

 に言っていたが、本当に皆の意見を真摯に受けとめているのでしょうか。
中村前市長のように人の意見を押し殺すよう威圧的な政治をしていないでしょうね。

西尾市 早く合併してください。

西尾市
西尾市在住のため、申し訳ないですが、あまり関心がなく情報を取り入れてこなかったので、よくわか
らないのが実状です。

西尾市
幡豆と合併したからと言って財政がとび抜けて良くなることも期待できないし、人口２０万人にして何
がしたいのか理解できない。もっと他に考えがないの？と思う。

西尾市

新聞などに入ってくると広告を見ていると、西尾市が得をするとは思えない。一色町は借金が多いと聞
くが大丈夫なのか。以前に西尾市議選挙で、あと少しやらないと議員年金がもらえないので、どうして
も当選したいと聞いた。そんな議員に手当を支払うなら、市のために使ってほしい。議員の人数が多い
のではないか。

西尾市

西尾、吉良、幡豆、一色それぞれ特色があり、その魅力を失うことなく一体となって発展していくこと
 を望んでいる。

名鉄の西尾・蒲郡線の存続に強い興心があり、無策で廃止された三河線の二の舞とならないよう希望し
 ています。

西尾市長ガンバレ！
西尾市 合理化最優先でなく、西尾市、幡豆郡三町にとって最もよい合併を望みます。
西尾市 職員削減で議員数は良いと思うが一般職の削減をもっと出来ないか？（必要ある時はパートで）

西尾市
 住民説明会資料の合併のメリット③について

 地域のイメージとはどのようなものか。将来的なメリットが見えないので行政で勝手にやってと思う。
若者の定着を期待するとは何を見て誰が期待しているのか。反論ではなく不安が募る印象。

西尾市

 合併により議員の人数が減るということは、非常に経費の削減につながるのは良い。
本当に議員の数が多すぎるというのは、経費のムダ遣い。そして市職員の数も多い。もっと民間の事情
もよく見て欲しい。西尾市長さんも無投票で当選されたのですから、自分自身の給与・退職金等も見直
して欲しい。また公用車も軽自動車（車の中が打ち合わせが必要だといわれるのなら）でも良いのでは
ないか。市民のための政治といわれるのなら、もう少し見直すべき点が多々あるのではないでしょう
か。

西尾市 本当に必要なのでしょうか？

西尾市
交通機関が発展してくれる事、特に名鉄電車の特急と複線を願う。合併には賛成ですが、交通機関が衰
退しては何も出来ません。

西尾市 一色産うなぎのような一種の地域ブランドを存続できるように対策をお願いします。

西尾市

 ①三町合併について私たち市民１人当りの借金は増えませんか。
 ②西尾市にとってはデメリットにはなりませんか。

 ③合併をしない前提で新庁舎を建てたならば、難しく感じます。
④合併について新市として費用がかさみませんか。お伺いいたします。
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西尾市
私は「合併反対」です。説資料等を見ると、合併が前提の内容となっており、反対意見は聞いてすらも
らえない気がしてなりません。せめて住民投票をしてほしいと思います。

西尾市
合併する理由がよく分からない。合併によるメリット・デメリットを誰でも分かるような言葉で教えて
ほしい。

西尾市
・同封の住民説明会資料では、メリット・デメリットが分かりにくい。もっと定量的・具体的に表現し
て意見を集約すべきだと思う。・合併して人件費が減るのは良いと思うが、全国的に恥をさらした議会
の運営など、役所のあるべき姿やそこで働く人の意識を改革してもらいたい。

西尾市 西尾市の市長は無投票当選でした。合併にあたって住民投票をしてはどうでしょうか？

西尾市
高齢者が安心して暮らせる。そして、若者がずーっと住みたいと思うような魅力的な町作りをしてほし
いと思います。

西尾市
行財政改革を１市３町でもっと努力してほしい。市民にもっと理解してもらえるように。合併協議の経
過を始めて知ったので、もっと情報がほしいです

西尾市 住民投票がいいと思います。

西尾市
税金や公共施設の数や料金など、合併後にどうなりそうなのか、具体的な姿（現在の自分にとっての）
が全く見えてこない。わからない部分が多い。

西尾市 今後一市三町の住民の連帯感の育成に力を注がなくては、良きまちづくりはできないと考えます。

西尾市
 政権交代により合併に支障がないか・・・検討の余地ありと思われます。

 今まで交流の無かった地域との交流はどのように進めるのか。具体的にわかりにくい面がある。
計画的に進め定期的に情報を出してほしい。

西尾市
このままで行くと、西尾及び幡豆郡３町の地盤沈下が実に進行していく恐れがある。合併による地域行
政の効率化を進め、この地域の活力向上に向けた重点施策を立案し実行して欲しい。

西尾市 西尾市と幡豆郡３町との合併には、大賛成です。将来的に幸田町とも合併の話をすべきだと思う。

西尾市

住民説明会資料のＰ１０「経費の削減について」を読ませて頂きましたが、浮いたお金で「新しいまち
づくりの事業」にあてるお考えのようです。ただ、事業の選択も集中がどのように行われるのかが心配
です。旧来の箱物ばかり作っていて、今までどうなのか。確かにそういった。箱物づくりは景気への即
効性が高いようですが、資料にも医療・福祉を心配される方が多いようなので、道路、橋、巨大建造物
などに偏らず、医療・福祉または環境関連設備をＰＦＩ方式などでつくれば、雇用対策にもなり良いの
かなと思います。

西尾市 合併は方向性であり、今後もこういったことは続くのではないでしょうか。

西尾市
新市の名称を「西尾市」とし、事務所を「西尾市役所」とするならば、西尾市に住んでいる私たちにと
りましては、あまり支障はありませんので、幡豆郡３町とは何かとかかわりがあり親近感がありますの
で、財政的に困っているならば助け合うのもよいことかと思います。

西尾市

アンケートの項目で賛成の人は理由を項目で選べるのに、反対の人は自分で意見を書かなくてはいけな
い。合併に興味のない人などめんどくさいからと賛成の方より項目にマルをうって終わりという人もい
るのではないだろうか。また、このアンケートは、市長、町長も目を通すのだろうか？もう少し意見を
聞いてほしいです。

西尾市 特に無いが、現状をより良く、より暮らしやすくなる事を願っています。

西尾市

・一色町へ向かう電車が昔、廃線になった。（一色）高校は電車ではなく自転車で通勤していました。
 合併するならばバスを増やし、行き来をよりしやすくしてほしい。

・正直なところ西尾市も幡豆郡３町と変わらないくらい過疎化しているので、「若者」としての意見は
 岡崎市と合併（編入）して欲しかった。

・自分の住所がひらがな（「にしお市」や「にしおはず市」等）になるのは、とてもじゃないが嫌だ。
 受け入れがたい。

・私は西尾育ちだが、幡豆郡３町の強い三河弁に抵抗があり、自分の三河弁を使わない。合併・編入に
ついてはあまり積極的ではない。

西尾市

正直に言えば、「なぜ今なのか、遅すぎる」と思っています。今、合併して何が良いのかがわかりませ
 ん。ですが、このままの西尾市で良いとも思えません。足踏みする行政よりは、変わって欲しいです。

心配なのは、役所の方々の対応です。中には合併するから仕事が増えて嫌だと私たちに言う方もいま
す。すごくはずかしく感じました。「合併」に向けて役所の誰もががんばるとは言えないのでしょう

 か？形だけでもその姿を見せて欲しいです。
西尾市が他市の友人に自慢できるような市にしたいです！！

西尾市 特になし

西尾市

 他の市と比べ合併により、理想的な都市計画をぜひ進めていただきたい。
 他市にない公共施設の計画

 例　１．守山区にある森林公園の計画、リゾート都市として生まれ変わる。
 　　２．海・山・川の活用

 　　３．地方都市（全国）の住んでみたい都市ベスト１０を参考にし、西尾市に取り入れる。
　　４．交通機関の整備（市電、モノレール等）

西尾市
以前、ディーゼル車を所有していたが、規制区域の為、使用できなくなりましたが、質疑応答文の中に
もあったように合併しても規制区域の為、変わらないのはおかしい。それでなくても隣町なのにこちら
は良い、悪いがあるのは問題です。だったら、「西尾市に入る時には金取るぞ」　おかしいでしょ。
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西尾市

市や町は、そこに住む住民たちのものであり、たとえ選挙で選ばれたからと言って首長達が独裁的に何
でも思ったことを好きにやっていいということではありません。住民投票で「はい」「いいえ」で処理
できないと言っているのに、なぜ「はい」（合併をする）という結論はでるのでしょうか？矛盾してい
ます。１市３町の住民には合併のＹＥＳ、ＮＯを判断する能力がない、とでも言っているかのようで
す。説明にも一定の協議をと言っています。もっと具体的な住民にも分かりやすい情報を示し、住民に
十分にメリット・デメリットを理解し、住民主体の議論をしたうえで、合併をするかしないかを決める
べきです。この状態は住民参加型の合併論とはとても言えません。「合併の事業評価の公開」「合併コ
スト」をきっちりと公開すべきです。「新市になってから検討」「合併時までに調整」なんてものは必
要ないです。あまりにも行政主導の合併ありきで面倒な事業を先送りにして住民に何の幸せが未来にあ
りますか？リコール運動にまで発展したらどうするんですか？

西尾市
「住民説明資料」より、合併により西尾市は現在よりも平均年齢が１歳増え、１５歳未満の比率が０．
３％減ることになる。西尾市にとっては、急に高齢化することになるが、これによる負担増は避けて頂
きたい。（始めから判っている事だから）

西尾市
 ・合併に向け、進めていくべきです。時代の流れと共に財政面等から仕方がないと思います。

・今後は民間企業のような、無駄の少ない運用をしてほしいです。（特に人件費と費用対効果を考えた
運用、運営）

西尾市
西尾幡豆広域連合のように今まででも、常に一市三町として捉えていたと思うが、西尾市民にはあまり
メリットが感じられないと思う。どうせ合併するのならば、もっと早い時期にすれば良かったのでは？
今更感がある。しかし合併には賛成します。

西尾市
碧南、岡崎、安城のように他の市町村などから遊びに出かけるような大きな公園などの施設が西尾市に
はありません。家族がみんなで集まるような場所があったら良いと思います。

西尾市
 ・情報不足

・今回は早急すぎる
西尾市 特になし

西尾市
行政の効率化と省力化を図り、地域の特色を活かした、活力ある住みよい町づくりを行ってもらいた
い。

西尾市 西尾市幡豆郡３町合併が実現したら、いろいろ問題が出てくると思うが、長い目で見ていきたいです。

西尾市
合併は西尾市始まって以来の大事である。万に一つの間違いも許されない。メリット及びデメリットを
市民に全て詳細に公開した上で、３～５年程時間をかけてじっくり検討しなければならない。そして、
最終的には必ず住民投票（１８歳以上による）で決めよ。

西尾市

１、市町の職員及び議員数を大幅に削減する。１、市民税の大幅な減税を期待します。１、職員の特別
年金の廃止すべきと思う。１、ダラダラ市職員が多すぎる、活力ある職員育成。１、市職員の退職者の
市の施設天下り禁止、全て、民間人の仕事、生活に困っている人を採用してほしい。１、合併時の名称
は「三河市」がいいと思います。

西尾市 特になし

西尾市

合併によって、幡豆郡における看板や町を市にした時に替えねばならないネームプレートやゴム印、作
業着等、たくさんの物を買い換えねばならないはず。個人が使用するものはできるだけ、個人負担と
し、その他の備品等はできるだけ安くすむようにしてほしい。ペンキの塗り替えですむなら職員や市民
の手でやればよさそうです。できる限り工夫してほしい。また、費用の削減とあるが、時代が不況であ
る中、職員の給与を下げてください。手当てもなくすように、西尾まつりの練習や、まつりの参加した
日を出勤手当てをつけないでください。

西尾市

 ・資料だけでは全体像がわからない。
・方向性は理解できるが、合併協議会で具体的な事項のすり合わせ、協議、確認をされると思います

 が、市民一人ひとりが健康で安心して暮らせる市にしていただきたい。
・保育園、医療体制、治安

西尾市
私は西尾市行政の内容はにしお広報で知るだけで、市長や議員が１年間どのような仕事をしているの
か、あまり知りません。合併は反対しません。けれども３町が反映するにも住民の届くような市政でい
て欲しいです。

西尾市
住民説明会に出席した人々の話を色々聞いたところによると、市長の具体的にという話が聞かれなかっ
たと聞きました。合併してみなければわからないこととはいえ、急いですることはないと思う。

西尾市
西尾市と幡豆三町で合併し、１１年後に岡崎市と合併し、その１０年後に碧海５市と額田郡と合併し、
名称を岡崎市、西三河市または南部三河市とする。

西尾市
非常識で申し訳ありませんが、西尾市と３町が合併をしますと、今までの町役場は支所とした役目をさ
れる訳ですよね。

西尾市

 住民税等の税金がどうなるか
 具体的な数字で示して欲しい

 合併してのメリットが見えてこない
乳児医療等福祉もどうなるか？

西尾市

合併について１市３町の一般事務の統一は無理に進めても可能であると思いますが、コンピュータの異
なるシステムの統合は、内容を慎重に分析してから進めないと、合併後に課税の誤りや、システムダウ

 ンなどの障害が発生する事が考えられます。（以前銀行の統合時にも発生している）
 システム統合と、合併の時期を同じにする必要はあるのですか？

慎重な対応をお願いします。
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    自由意見  （西尾市と幡豆郡３町の合併に関するご意見）

西尾市

もっと地域住民が納得できるように広報して欲しい。まだまだ情報伝達不足で地域住民が納得出来てい
 ないと思われます。

 市長だけが先走りしている気がしてならない。
もう少し市民の声を聞いて納得出来る形で進めて欲しい。

西尾市
アンケート内容自体が「賛成」に誘導しているように思われる。(反対の選択肢が無い）はじめに合併
ありきのプロジェクトチームアンケートはおかしい。

西尾市
現在、西尾幡豆に公立高校が５校ありますが、一色・吉良の学生が西尾市の３校へ流出しています。一
色高校はなくなるのでは？とうわさも聞いています。名鉄三河線がない今、バスなどをもっと増やして
どこの地域からも５校へ通学できやすいように考えて頂きたい。

西尾市
何がよくなり、何が悪くなるのか、よくわかりません。急がずに多くの人が納得するように、すすめて
いただきたいと思います。

西尾市
平成２２年３月までの合併特例法の期限内に出来ないのだから、じっくりと研究し（予算・計画書等）
市民に公表してから、これらの賛否をとっても良いと思う。平成２３年３月と決めるのではなく、いつ
になっても良い。納得させるような資料が少ない（不満）

西尾市 少数のアンケートではなく、住民投票をして、一人ひとりの意見を聞いて下さい。
西尾市 合併より税負担が増加しないよう、お願いしたい。

西尾市

「住民説明会資料」の中でも、行政サービスの低下、役所が遠くなる不便、地域間の格差、地域の歴
史・文化・伝統（吉良町→吉良上野介の忠臣蔵）の愛着のある名称等々、問題点や心配がたくさんあり
ます。７０００人アンケートでよしとするのではなく、合併の問題点を出し合ってよいか悪いかを住民
投票で決めるべきです。

西尾市

・なぜ、そんなに合併をいそぐのか？・西尾市・幡豆３町にとって合併がプラスであれば１０年も２０
年も前に合併していると思われる。なぜ今か？・住民説明会資料の内容では不十分、市民に対し十分な
情報資料を提供し時間をかけ議論を推し進めるべき。・一部の人の意見ではなく、西尾市民１人１人の
声を聞くべきである。よって、住民投票で決めるべきである。

西尾市 合併に関して、市民にもっと説明して、住民投票を行うべきだと思う。
西尾市 ・反対

西尾市

住民投票は実施してください。合併について関心をもっている住民の意見を反映させるべきです。住民
投票の賛成票と反対票を考慮すべきです。合併説明会ももっと具体的にデメリットも提示して、時間を
かけて行って欲しいと思いました。９月に行われた住民説明会に出た質問・意見等を整理して、再度説
明会を開いてほしいです。

西尾市

市長さんが無投票で当選し市長になられたからと言って特に重要な合併問題まで住民無投票で一方的に
合併を決めると言うことは市民をないがしろにされて最悪の決め方です。まず、市長さんは市民のため
の市長さんであってほしいです。今回の合併問題は市民にとって非常に大きな課題です。必ず住民投票
を実施してください。切にお願い申し上げます。

西尾市
市長が勝手に「合併だ」と騒ぎたて、それを市の方針だと言うようなやり方は嫌気がします。市の形を
変えるような話は、市民の意見をじっくりと聞いて判断すべきではないでしょうか。もし、２３年３月
末と言うのであれば、少なくとも市民の判断をあおぐために住民投票は行うべきです。

西尾市
期限が無いのかも知れないが、市長の一存であまりにも急で、合併ありきで進みすぎていないか？市民
への説明不足、賛成が得られるのか心配です。

西尾市 職員を少なくし、市税を有効に人件費を少なくしてほしい。

西尾市

市長・町長は、ただ新しい市、大きくなった市の長になりたいのです。市民のことは考えていないと思
います。市民意見も聞かず、合併を早急には進めてはいけません。勝手すぎます。消防団の活動、経費
はどうするの？広域連合職員は市職員になってしまうのか？本当に合併を望む人はいるのか？ただ人口
の多い市の住人になりたいだけだと思います。

西尾市

行政のムダを省くことは賛成ですが、今後１０年の話を出すのならば、その間に向かう方向（新市のコ
ンセプト）も示してもらわないと具体的にイメージがつかめません。又、それを進めるためには強力な
リーダーシップと協力体制が必要となりますが、現状の西尾市政の近視眼的な運営では大変心配です。
刷新するのであれば、ムダを省くだけでなく、メリット３（現状は全く、意味不明です）の部分が上記
にあたる部分として大変重要だと思います。外から転入したくなる具体的かつ長期的なグランドデザイ
ンを全市町民に対し示してください。

西尾市
合併は遅すぎたと思います。多く市町長議員さん合併賛成なのに、なぜ、遅れているのですか。合併反
対の議員さんは、そのわけを広報で説明してください。合併の世の流れと思う自分のことより公益を考
えてほしい。

西尾市 住民投票を実施するべきだと思います。

西尾市
 合併に対しては賛成です。

要望としては、私の周りの生活道路は25年前と比べて一向によくなっていません。特に刈谷、安城市の
道路は自動車と歩行者の通りを分けています。ぜひ改善を！！

西尾市

 前頁で書きましたが正直恥ずかしながら合併について詳しく知りませんでした。
 私以外にもたくさんいらっしゃると思います。

合併するにあたり各市町村に何のメリットがあり、何が変わるのかをもっと広くわかりやすく案内して
 いただき、合併することを知らせてほしいです。

このように一部の人のだけではなく、もっと多くの人にアンケートをする必要があるのではと思いま
す。
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西尾市

 反対です。住民の本当の声を聞いてほしい。
 メリットは無い。

 現状施設管理もできていない1市3町で合併しても体質的には何も変わらない。
 管理者等の徹底意識の向上なくしてはだめだ。

刈谷市、豊田市みたいになればいいが、そうなるとは思えない。

西尾市
合併に伴って、著いく全にあわてて設備を良くしたり、工事を追加したりして、地元のために社会資本
を増加しておいてから合併するということはよく聞くことです。そのようなことのないように。

西尾市 絶対に反対です

西尾市
合併についての説明が不十分だと思います。必ず合併するにあたり、メリット・デメリットがあると思
います。そのことについて、しっかりと市民に説明する必要があると思います。合併についてのアン
ケートだけではなく、住民投票をするべきだと思います。どうして住民投票しないのですか。

西尾市

西尾市の市民よりも幡豆郡３町の人たちの方に不安があるのではないかと思っています。それぞれの地
域の良いところをそのまま引継ぎいかして、単独ではできえなかったことができるようなパワーアップ
された市になってほしいと思います。最近、何かと税金が無駄に使われたり、イメージの悪い西尾で
す。大きな市になったとしてもおごることなくすべての市民のことを考えてくれる市であってほしいで
す。

西尾市

・周囲に合併に賛成している市民はいない。・今回、市町や３町の町長が突然合併ありきで話を進めて
いることに対し、怒りを持っている人は多い。説明会と言っても都合の悪い話はしない（しかし市民の
多くは概ね承知している）、反対意見は聞き流すだけ、アンケートはごく１部の人だけという独善的な
方法では例え強引に合併が完了したとしても、旧市町のエゴをそのまま残すだけ。「後世のために頑張
る姿勢」をしましたとしても、「合併しなければ良かった」という結果になるのでは。「旧幡豆郡」と
いっても、西尾市と３町は風土も文化も人の気質も異なる。一体感があるようには思えない。

西尾市 住民投票をやり、住民の意見を聞いてほしいと思います。

西尾市

合併の方式は「編入」となっていますが、雰囲気としては、「吸収合併」のような気がします。幡豆郡
３町に住む友人達は自分の住んでいる町が大好きだから、名前を残してほしいという意見がたくさんあ
ります。奇抜ですが「西尾幡豆吉良一色市」などユーモアのある名前にしたら、全国的に知名度も上が
ると思います。どうせ合併するなら、「楽しく」「全員が納得いく」ようやってほしいです。また、多
くの意見を聞くためにも住民投票をやった方がいいと思います。

西尾市 前から合併の話は耳にしていましたが、急に話が進んでいるように思います。

西尾市
もし、合併が実現してしまった場合、即、新市長選、市議会解散をすべき。アンケートの対象をもっと
増やす。回数ももっと行うべき住民投票すべき。

西尾市

西尾市民にとって合併はそれほどの重大関心事ではない。しいて言えば財政が悪化する事への心配があ
る程度だろう。しかし三町の住民にしてみれば、大なり小なり直接的な影響を受けることになる。既に
行われた住民説明会は、ただ市長が合併したいという思いを述べたに過ぎず、本当の説明会になってい
ない。有識者によってグランドデザインを作成することになったことはいいことで、これをもとに改め
て説明会を開催し、合併の持つ意味を住民に理解を求め、住民投票も始めから否定してかかるべきでは
ない。そもそも合併は強行すべきものではない。変なしこりを引きづけば後の行政がやりにくくなる。
合併期日は努力目標と考え、、よく住民の理解が得られたときが合併の時期と考え、新市の将来像を
しっかり示すことこそ大切なことと考えています。

西尾市
「議会議員の定数及び任期の取扱い」、「農業委員会委員の定数及び任期の取扱い」、「地方税の取扱
い」の項目で『特例措置』とあり、不明確な項目が多いように感じます。不明確な点をより実ベースに
近い形にし、経費の削減について、再度、市民に説明して欲しいです。予測に未達では困るのですが。

西尾市

愛知県内においても西尾市と言っても知らない方が大半です。岡崎の矢作川の下の方と言っても分から
なく、吉良の北側と言うと分かります。議員の数にしても５０００人に１人くらいが又議員の月給とい
うのも実質１日いくらと経費として月１０，０００円程か、ボーナスなど無くそうとすれば、定年後の
収入源として出る人も少なくなると思います。そうする事により本当の事が言える人が出てくると思い

 ます。
　　①吉良市　②吉良西尾市　③幡豆西尾市

西尾市 十分に議論して魅力ある合併にして下さい

西尾市

 ・住民が明日に夢を持てるような新市作りお願いします。
・財源等でたいへんな時は住民に正直に伝えて民間の方の知恵（意見）をしっかり活用していただきた

 い。
・地域・産業・文化をしっかり守り伝え発展させ、住民がよろこぶ市営、市政を期待します。

西尾市

私は合併人間です。なぜなら吉良で生まれ、幡豆中で始めて教師になり、一色によく練習試合（バレー
＆バスケ）に行き、一方通行違反で初めて警察につかまったのも一色、西尾市内の小中学校に勤務し、
北設の稲武中にも修行に行きました。不思議に合併に縁がある人生で、たまたま急に就いた今の仕事も
合併に絡んでしまいました。理屈を超越した縁を感じ、合併に円（○）をつけます。オヤジギャグにて
スミマセン。合併プロジェクトに奮闘中の方々、くれぐれもお体を大切にしてください。天下取は
「天」が決めるもの、あなたたちに幸運あれとお祈り申し上げます。

西尾市
 実際の所どちらがよいかわかりません。今住んでいて不便、不自由を感じておりません。

ただ大きな市になって、税金、保険料等が少しでも安くなる様、我々年金暮らしの者は願っておりま
す。

西尾市 合併により市民税、都市計画税などが高くならないようにしてほしい。

西尾市
現在は幡豆３町での乳児健診やワクチン接種の機会が、西尾より少ない。合併により幡豆での機会の増
加を期待したい。
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西尾市

元来幡豆郡西尾町と呼ばれ行政区は一体であったので反対する意図はなりません。要は広い視野に立ち
合併都市の政治・経済、社会、教育、情報、利害調整がうまく働く仕組みを確立することが第一です。

 文明・文化のレベルを向上し、市民意識を盛り上げ誇りの持てる形態が望ましい。
合併後の姿に自信の持てる様、ご苦労されますことをお祈りいたします。

西尾市
西尾市民と幡豆郡３町の町民が交流をもち、仲良く過ごせることを願っています。歴史的に地名に吉良
の名前を残していただきたい（忠臣蔵や尾崎士郎、吉良の仁吉など有名なので…）

西尾市

個人的には合併は賛成です。しかし、合併に至るまでの運用の仕方が一歩間違えば、合併どころか白紙
になってもおかしくないと思うからです。住民の生の声や、事務局、議員の考えなどしっかり現状把握
すべきです。メリットデメリットの意見に対し、現地、現物でとらえるべきであり、「①プラン→②
データ→③チェック→④アクション」この考えを念頭においてしっかり歯止めをしていかないといけま
せん。一つの問題点についても、誰が、何を、いつまでに、どうする又はどうしたいかプロジェクト
チーム団結して、その経過、結果情報を広報などで全住民に伝達すべきだと思います。やり直しのない
活動と「ムリ、ムダ、ムラ」のない１市３町合併に向け、キッチリこれからプロジェクトチームの方々
にがんばっていただきたいと思います。

西尾市 それぞれの良いところを活かし、住み良い町になることを期待します。

西尾市
従来と比べ生活しやすくなった人は、ありがたく感じてもあまり気にならず、すぐ忘れてしまうと思い
ます。逆に不便となった方々は、長く記憶に残ってしまうほうも知れません。後者の方により配慮して
あげた方が良いと思います。

西尾市

合併は積極的に推進すべきと考えます。合併による議員数の削減、余剰な公共投資を回避することなど
により浮いた経費で教育、医療などの分野に力を入れ、子供からお年寄りまでが生き生きと生活できる
まちづくりを実現して欲しいです。あとは合併するには「スピード」も必要であると考えます。期限を
明確にし、合併までの過程での情報を全て公開し、合併反対者に対しては丁寧な説得活動を地道に心が
け、全ての住民が合併によるメリットを享受できるように努力してください。

西尾市 西尾市役所内の組合員の数が合併により多くなり力が増すのではないか。
西尾市 ムダ。

西尾市
経費削減なら今の状態でもできるはずです。特に西尾は新庁舎ができたばかりで、今から工夫すべきと
ころがたくさんあるはずである。合併は時期尚早で、今ではないと思います。

西尾市
議会議員の定数及び任期、農業委員会委員及び任期、特別職の身分の取扱いについて、西尾市以外の人
は失職するとありますが不平等と思う。特例措置とはどういうことでしょうか。弱者に優しい合併にし
てください。有意義と思われる合併に期待しています。頑張ってくださいませ。

西尾市 合併時職員の給料を高い方か低い方に合せるかで市の支出が大きく変動する。

西尾市

新しい市名で「西尾市」のままとのことだが、幡豆郡と合併することで新しく生まれ変わる（たとえ編
入だとしても）ことと、かつて「幡豆郡」があったことを残すためにも新市名に「幡豆」の名も入れる
べきと思う。市名を変えることで、そのための予算が必要になると思うが、一市三町が一つになり力を
合せて発展していくという意味も込めて新市名を考えるべきと思う。他の地域での合併のニュースを見
ていると合併した小さな町・村が結局不便になるという話が出ていることがある。三町の人たちがこう
いった不便を受けないようにじっくりと考えてほしい。「西尾市」を中心に考えてはいけないと思う。
三町の良いところもたくさん取り入れて住み良い市にして欲しい。

西尾市 現西尾市ももっと議員を今の半減にしても良い。

西尾市
たとえ編入方式といえども、すり合わせ事項が多くあり、予定されている期日では無理があるように思
われる。慎重に進めるべきと思う。条例、規則の整備でもかなりの日数が必要になると思います。

西尾市
合併には基本的に賛成だが、合併によるメリットを最大限にいかしてほしい。デメリットを減らす努力
をしてほしい。メリットをもう少し市民に分かりやすく伝えてほしい。（広報などで）

西尾市
合併により経費節減はありがたいが、そのためサービス、意見が聞き届かなくなければ・・・・と不安
があります。周辺市町村と合併して観光都市として発展することを望みます。

西尾市
行政の効率化は大いに賛成しますが、やはり市民へのサービスの低下、不便さは困ります。細やかな
シュミレーションを行い、絶対に市民への不満が出ないようにしていただきたいです。

西尾市
住所に一色、吉良、幡豆の名前を残して欲しいと思います。まったく新しいものにしては、歴史的な事
が消えてしまう様でさみしいと思います。

西尾市 アンケートの結果が知りたい。
西尾市 一色、吉良、幡豆の方々の不満のない様お願いしたい。
西尾市 特になし

西尾市
他市では合併するのに、ゴタゴタし、もめているのに、３町が素直に協力してくれるので、西尾市はつ
いていて、幸せです。がんばって。

西尾市

全国の合併した市町村の良いところばかり公開されているが、一方では悪くなった事が有ると思いま
す。市民の不安を改正するためにも情報は必要だと思います。また西尾市の公舎が新しく建てられまし
たが、他の町村と比べて必要以上にぜいたく過ぎて職員の意識としては自分の建物だと誤解している面

 がみられる。
西尾市の職員はもっと市民の税金である血税で備品が買われていることを改めて考え直して欲しい。通
勤の車やら服装を見て市民のレベルと見ると上のクラスである。では給料を８割ぐらいにしても生活し
ていけるのではと思う。市民の目を意識して毎日の生活を送ってもらいたい。態度が大きい！

西尾市
私は西尾市なのでいいですが、（例えば）飲食店組合とか色々な会の集まりの時に、近くではなく遠く

 までいかなければならなくなるのでは・・・。
一色町、吉良町、幡豆町の人が大変になるなら、かわいそうな気がします。
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    自由意見  （西尾市と幡豆郡３町の合併に関するご意見）

西尾市
一色、吉良、幡豆がどうしてもと言うなら、やればいいが、それ以外だといばってくるので、やめるべ
きである。

西尾市

愛知県内の他の市でも合併する市が多いので、西尾市もある意味時代の流れだと思う。つい１年前まで
一色町の高校へ通学していたので、一色町、吉良町、幡豆町の人々の意見を真っ先に聞く姿勢が欲しい
と思う。また交通機関が名鉄線が主であるが、廃線もと言われるので、是非存続に力を合わせて欲し
い。またバス路線も近隣の市を見習って利便性の向上を考えて欲しい。また各地域の伝統や文化など小
学校や中学校で相互交流などをして理解を深めてもらいたいと思う。そうすれば将来、西尾市、一色
町、吉良町、幡豆町のすべての市民が互いを理解し、愛せれると思う。また将来に向けて企業誘致、大
型ショッピングセンター、大学などの誘致をして活性化してもらいたいと思います。

西尾市

私にとって幡豆郡は西尾市の次に思い入れがあり、同じ市になるのは、幡豆郡民の方々が望むのであれ
 ばよいことかと思います。

ぜひ、西尾市、幡豆郡全体が活気があり、公共施設等が充実した住みやすい地域となるよう努力して
いっていただきたいです。

西尾市
合併したからといって個人の生活が変わるとか不便になるとは思わない。合併して多くの経費が浮いて
くるのではないかと思うので市の活性化のために住民が安心して住める市に職員一丸となってがんばっ
てほしい。

西尾市
合併の話は様々な地域で聞いています。身近なところでは、御津が豊川市になりました。メリット、デ
メリットを深く掘り下げ、市民の声に耳を傾けた上での市町村合併であればよいと思います。

西尾市 合併したら、観光名所を増加させてほしい

西尾市
西尾市は、前中村市長の不祥事ですごくイメージが悪いので、不正なことを正してイメージアップして
ほしい。税金ですべて行うわけだから、無駄をなくして公務員は、正しくお金を使ってほしい。無駄な
議員を減らして欲しい。

西尾市
合併による行政改革のメリットを１０年で２割程度を見込んでいますが、３割以上を目標に推進するよ
う検討してください。理由は将来少子高齢化社会による福祉関係経費が増加予想されるので、その補充
に少しでも多く回すため。

西尾市

現在西尾市在住であるが、実家は一色なので両方の自治体において生活した経験があります。西尾は私
たちの家の周囲にどんどん新しいマンションやらアパートが建ち、発展途上にあるように思われます
が、それに対して一色は若者が少なく、昔のままの道幅で車を乗り入れるのにも困るといった状態で
放っておけば過疎がどんどん進んでいくのではないかという不安があります。市が大きくなる事によ
り、デメリットは全くないということはあり得ませんが、合併により３町の不便な所が改善される所は
大いにあると思います。よって、私は今回の合併は大賛成です。

西尾市 時代に合った合併と信じたい。わかりやすい情報等の開示がほしい。明と暗があると思います。

西尾市
合併するなら、選挙区（衆議員）と同じ岡崎市との合併のほうが国の方針に沿うのでは？（西尾市長は
吸収されるのがいやでしょうが。）

西尾市
一番重要なことは、合併によりどんな利点があっても、本当に市民ために何かをやる意欲があるがどう
かだと思います。

西尾市
・合併して税金（市県民税）が減るようなら賛成に近い。・西尾に住んでいると、今一つ得が分からな
い。

西尾市
現在の西尾市だと目玉がありません。大きな遊園地も名所もなく、県外からお客さんがみえても案内す
るところがないので困っておりました。合併することで西尾市の知名度も良くなります事を祈っており
ます。

西尾市
・合併により、大企業の誘致を是非実行して貰いたい。・議員定数を大幅に削減して貰いたい。・新市
になったきっかけに、職員・全般の退職金を民間・中小企業に合わせて貰いたい

西尾市

①西尾市と３町を比較した場合、税収人口等西尾市の半分にも満たないので、西尾市の財源をバラまく
 様になる

 ②３町の少子高齢化は西尾市より高いので今後福祉、介護等に負担が増える
 ③西尾市電算システムの容量が不足するが、負担割合はどうするのか

④西尾市と３町（特に海岸寄り）の住民とは気質が違うので、今後、行財政面でトラブルになる恐れが
 ある

⑤西尾市の行財政で３町を担う様な気がして、ソンをする気がする

西尾市

合併して西尾市がおおきくなったら、西尾市にもＪＲ線（電車）を今の名鉄西尾駅あたりに作ってほし
 いです。

 西尾市にはＪＲが走ってないのでいつもおとなりの安城市まで車で行って乗っています。
 ＪＲがないのはなぜ？小さな町だから？

じゃあ合併して大きな町になったらＪＲ線走りますよね？

西尾市

前回、合併に関するアンケートをやった時はあまり良いイメージが無かったのですが、今回はこのよう
な時だからこそ、合併してそれぞれの市、町が持っている良い所（商業、漁業、観光など）を連携し
て、住みよい町にし、他市、県からも沢山の人達に来てもらえるようになってくれることを願っていま
す。国に頼るのではなく、自分たちの手で活性化ができていくことができると良いのではないでしょう

 か。
いろいろと問題もあり大変でしょうが頑張って下さい。

西尾市 年金生活の世帯ですので、税金をなるべく抑えて欲しいです。
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    自由意見  （西尾市と幡豆郡３町の合併に関するご意見）

西尾市

活力ある海と緑の２０万年交流圏を目指して、テーマになっていますが、話は頭から市３町合併を言わ
れていますが、市全体がやるべきこと、そして取り組みそれでも合併ですか。私たちには問題点がなか
なか見ずらく理解がむずかしい「庁舎建設」「城の再現」「駅前広場」一色町、吉良町、幡豆町の思い
が見えない（住民）

西尾市 プロジェクトチームの早期解散！

西尾市
合併のことはよくわかりませんが、西尾市はほかの市町村と比べ小さな子供たちにとって住みにくい町
だと思います。大きな芝生のある公園や大きな遊べる施設をつくってほしいと思います。

西尾市

説明会資料によると（９ページ）、合併当初というのは色々な混乱が行政の側にも住民の側にも生じる
ことが予想されます。したがって行政の側は合併後３年間ぐらいの施行プログラムを具体的な計画とし
て用意されておくことが良いのではないかと思います。（理念といった抽象的なものではなく「いつい
つまでに、何々をどう（処理）する）」というようなものを指します。）住民の側の混乱への対応とし
て、やはり合併後３年間ぐらいは「合併後住民会議」というような会を設置して住民の意見の収集に努
められると良いと考えます。

西尾市
合併することにより税金（市民税）が高くなることだけはやめてほしい。合併により人件費をはじめと
する経費削減により生み出された財源は、住民に還付し、合併が有意義なものであると証明してほし
い。西尾市民にとって合併はプラスなのかマイナスなのかをはっきりしてほしい。

西尾市
新しい時代に沿って新しい方法を取り入れ積極的に合併してほしい。担当の職員をはじめ関係者は大変
だと思いますが、頑張ってください。

西尾市 合併に大賛成であり。早期推進に期待する。

西尾市

合併してもしなくても、もっともっと便利の良い、例えば名鉄の不便になったこと。１時間に１本位は
特急の座席指定の電車を走らせて欲しい。その他いずれにしても私たち高齢者の住みよい都市にしてい

 ただきますようお願いします。
以前に大都市に住んでいたので、特にいろんな面で不便を感じています。

西尾市
市民の意見をよく聞き、皆が納得できる合併をお願いしたい。よい点、悪い点など意見を出し合うこと
によって、合併の方向を進めていただきたい。

西尾市 住民の説明会も大事だが、合併後の未来図を示し強力に促進したほうがよいと思う。
西尾市 未来の為に新しい市になる事が絶対に必要だと思います。

西尾市
西尾市民として、海や山等を広く利用したり活用をした方が良いと思います。特に佐久島等の活用等に
期待しています。アンケートにかかわりうれしく思います。合併を心待ちにしています。

西尾市

合併に反対する具体的な理由が理解できない。時代が変化しているときに個人的、地域的なエゴで行政
 を考えるべきではないと思います。

合併後にデメリットについては改善して行けば良く、即メリットばかり課すようなことはナンセンスで
 ある。

合併は第一に経費の削減を図ることにある。（議員の数、職員の数）西尾市においても市会議員がどれ
だけ地域のために活動したか見えてこないし、選挙の時以外「具体的に市民の声」を聞いたことはな
い。従って１０～１５名程度で十分である。町内会長の方が現に活動をしている。

西尾市
この先考えられる道州制のときに合併の可否を十分に考えてください。あくまでも一市三町が良いまち
にになるために双方で議論してください。

西尾市

旧来のやり方を改革する精神を行政に取り入れること。議会をよりオープンな形に改めた（議員の意識
改革）市民本位の行政サービス（箱物でなく）を図ること。地域の特性を活かした地場産業（お茶だけ
に頼らず）の育成と地産地消のシステムを構築すること。三河湾の浄化活動を広域的に推進すること。
公共交通（鉄道・バス）の活用、育成を図ること。

西尾市

大賛成しているわけではございません。日本の情勢を鑑み、他の地域でも推進していますので、合併せ
ざるを得ない状況なのではないかという判断をしたまでです。資料にあります１０頁のまちづくり事業
費が１０年間で８００億円とありますが、数字に踊らないで下さい。あくまでも入ってくるものとの差
し引きをして考えてください。

西尾市
市の人件費の節減ならすぐにでもできることがあるでしょう。なぜしないのか。（例）議員などもっと
減してもよいと考える。今の仕事なら１／２～１／３なると考えます。

西尾市
今回住民説明会資料を見て初めて合併の内容がわかった。もっと市民にPRとかするべき。ほとんどの市
民が合併について無関心だと思う。もっと市民が興味を持つようにするべき。広報の中に説明資料、チ
ラシなど目立つように工夫する

西尾市
この際、幸田町との合併に力を入れてはいかがでしょうか。幡豆郡３町合併に後悔しないよういろいろ
な面で頑張ってください。

西尾市 合併の進捗状況をできる限りいろいろな方法で報告していただきたい。

西尾市
各地区それぞれが、がんばって発展していってほしいと思います。豊田市のようになってはいけませ
ん。

西尾市
西尾市でも将来的に年寄りが多くなるが、他市の方がもっと多いため、私たちの老後は大丈夫でしょう
か。不安でいっぱいです。

西尾市

市名を変更してください。西尾は字義が悪すぎます。西は落日を連想し、尾は尻尾、終わりであり、全
く発展の要素はありません。故に市制５６年を経ても全国識市率は５％にも満たないと思います。吉良
市が良いと思います。この地は吉良庄であり、吉良義央公や仁吉の助勢を仰げば、数年で５０％の知名
度は固いと思います。字義を知れば、旧西尾町の人々も改名に賛成されると思います。歴史上の名前な
ど必要なものは、残せば良いし、特産品などここで飛躍的に転じなければ、日は沈み（西）、ついには
終わり（尾）となりましょう
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    自由意見  （西尾市と幡豆郡３町の合併に関するご意見）

西尾市

現在の枠組みを変更（改革）する場合には、メリット・デメリットはどうしても発生すると感じます。
（個人の不利益・利益につながってしまうため）同封の資料に記載されていますが、「圏域のグランド
デザイン」を具体的に整理をしている段階とは思いますが、次世代にこの地域をどの様に受け渡してい
くのか考えながら、合併協議会で論議して頂きたいと思います。（期間在りきで論議を進めてほしくは
ありません）既に合併されている市町村への聞き込み調査等から同じ失敗は最小限に抑えられる様に、
業務を遂行できる様に努力をお願いします。＊財政が厳しい中での推進でも有るし、後発という事もあ
ります。

西尾市
・西尾市にとってのメリット。もっと具体的に知りたいです。・１市３町の合併により経費削減が図れ
そのようなことは何となく分かりますが、今まで培われてきたそれぞれの市町の良さを失われないよう
に配慮されることを望みます。

西尾市
なぜ合併するのか？そのような方向性になったその経緯を国の財政状況、少子高齢化などを挙げ、政
治・経済的知識の少ない人にも一からわかるように説明して欲しい。さらに合併しないとどのような不
利益・不都合が生じるのかも説明して欲しい。

西尾市
公共事業等で予算が大きくなると思われるが、その際に生じる企業間の２極化（格差）。つまり大きな
企業は仕事が増え、小さな企業は仕事が減りはしないか。その辺のバランスをうまくとれるか。

西尾市
いろいろな面でメリットになるようでしたら、合併もよいのではと思います。しかし、税金が高くなる
ようでは考えものです。多くの住民が豊かに暮らしよい社会になればよいと思います。

西尾市 西尾・幡豆郡も含め他の市町との合併の話はなかったのでしょうか。

西尾市
合併反対だ。合併すれば西尾市住民は今よりも行政サービスは悪くなり、負担が増えるのみだ。反対意
見の方が多いと思うが、３町の人は賛成しているのか！

西尾市
合併については、メリット、デメリットが必ずあり、デメリットの部分を十二分に協議し、そのデメ
リットが少しでも減少させる意欲をみせたい。

西尾市 特になし

西尾市
 日本の食の自給率は３９％

 合併したら西尾市はどうなるのか？
食の自給率を上げる為の環境、海、山、川、平野の第１次産業を大切に考えてほしい。

西尾市

１．財政が豊かでない３町と合併により税の負担が重くならないか。市長は増税しないと約束できる
 か。逆に市長は名古屋市の河村市長のように１０％ぐらい減税する度胸がありますか。

 ２．新市の名称は編入する「西尾市」とすること。
３．アンケートもたった７０００人だけの意見を聞くにしては少なすぎる。これくらいの人数で、その
内容を合併問題にどう反映するのか、参考にするのか聞きたい。

西尾市
 私個人、合併と言うよりは西尾市が吸収してしまうイメージがあります。

今まで３町がそれぞれに大切にして来た物はかわらず守るべきだと思います。
西尾市 早く合併できることを期待しています。

西尾市
もし、合併どうしても必要だとしたら、今まで以上に、市民たちの意見を取り入れて行ってほしいで
す。

西尾市
西尾市幡豆郡３町合併に思う事は、税収入の伸びがない今、市の赤字が増える事。それに高齢者の増
加、企業の停滞と色々のマイナス面が大きく感じられ私共の負担が増す事が心配です。国保、市民税、
介護保険、固定資産税と毎年たくさん支払っていますので、もう増えないようお願いします。

西尾市
私は米津町の住民です。地域エゴで申します。当地域は川の向こうであり、矢作川という川が台地を分
断しています。行政的には安城分区ではないかと思っています。単なる合併ではなく川は行政の重要な
要素であると思う。

西尾市
できない理由を並べるのではなく、合併するためにはどうするかを考えて、早期に合併を実現して欲し
い。この地域の将来を考えれば結論は一つです。

西尾市

先に地方郡部の合併したある市で、交付金が多額に支給されることになり、特別事業として、観光、公
共等多数の箱物を建設したが、本来の市の財政及び将来の採算性を度外視した投資であったため、現
在、財政破綻の危機にあるところがあります。今回の合併では、その点で将来に負の遺産を残さないよ
うにしていただきたい。

西尾市 もっと早く合併するべきだ。遅すぎる。

西尾市
 役所の場所は？

公務員の数はどうなるの？

西尾市

小さな町の合併後の話を聞いて２ページに書きましたが、「のりこ＆のりゆき」の辛口議会だよりを見
ました。市民が何を言おうと合併する気だと・・・それに西尾市長がいつ決まったのか、誰がなったの
か知りませんでした。私たちの知らないところで決められたらかなわん。住民投票をしていただきた
い。

西尾市

 今回の合併は早急すぎると考えます。西尾市長はまだ１年も市長生活をしておりません！
 もう少し住民と膝を交えて話し合いをもってほしかったと考えます。

合併の前に西尾の役職をやっている方々の活動を視察したり、意見を聞いたり、市長と住民が気軽に対
談する機会を設けたり、市長に手紙を書いてもらう案を考えたりと、色々やる事はあったと思います。
市民を差し置いて、市長が独断で進んでいるように見えて仕方ありません。

西尾市 住民投票を！

西尾市

以前から合併の話は耳にしていましたが、むつかしいアンケートですので上手に意見が書けませんが、
私ども老後がどうしても不安になってきております。これから来るであろう介護についても不安です。
現在入所している方の話を聞いてみますと多くのお金が掛かると聞きます。安心して暮らせる西尾市に
して欲しいと思います。税金についても西尾市は少し他町村に比べると高いようなきがします。
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    自由意見  （西尾市と幡豆郡３町の合併に関するご意見）
西尾市 合併のメリットが自分たちの生活に結びつくイメージがわかない。
西尾市 歴史文化を大切にした町づくりを期待します。
西尾市 合併に向けて、性急だと思う。もっと、市民レベルまでおとして、議論すべき。
西尾市 プレゼントをちょうだい。
西尾市 大きくなったからと云って威張らず、皆なで仲良く上も下もなく、日本一の市になってほしいです。

西尾市
 合併には、基本的に賛成です。

 擦りあわせて、解決していかなければならない問題がたくさんあると思います。
”住みよい町づくり”期待しています。

西尾市 行政サービスが悪くならないように（特に福祉・医療関係を）

西尾市

 添付されていた住民説明会資料の最後のページ（１０頁）についての疑問？
 ・職員の削減

 合併前・・・約１，２００人・・・約７１億円　職員１人当り５９１万６，６６７円
 合併１０年後・・・約９５０人・・・約５６億円　職員１人当り５８９万４，７３７円
 １０年後には市の職員の給与等は０．４％低くなると想定しているのは不自然である。

 ・特別職、議員の削減
 合併前・・・７３人・・・約６．２億円　１人当り８４９万３，１５１円

 合併後・・・３８人・・・約３．８億円　１人当り１，０００万円
特別職、議員は人数は減るが、１人当りの金額は合併したとし１７．７４％増加する理由を聞きたい。

西尾市

合併のプラス効果とされる職員削減による人件費の減少や、重複投資の解消等による財政効果でも、周
辺部における行政機能縮小や、独自施策の廃止・縮小など住民サービスを犠牲にして財政支出の節約し

 ただけとならないように。
住民サービスは高いほうに、負担は低いほうに合わせると約束し、約束は新市誕生後次々に反故され
（行革）の名で、手数料の値上げ、公民館の有料化、各施設の使用料の大幅引き上げ等々、市民に負担
増が押し付けられ、その一方で都市計画道路など大型プロジェクトがどんどん進められ、市民の暮ら
し、教育は後回しにされ保育料の値上げ、在宅サービスは最悪の状況にならないように、市長、一部の
議員だけで進めないように、市民の参加で進めること。

西尾市

今回の合併話は、榊原さんが西尾市長になってから密室の中であっという間にすすんだ気がしてなりま
せん。そもそも説明会に行けない人のためにも、全ての世帯に説明すべき内容の資料を配布し、それを
ふまえての全ての地域での住民投票が大前提であると思います。現状で１市３町それぞれが特産・特色
等いいところがあるのにそれが失われてしまう気がします。市民に目を向けた考えを、もっと聞かせて
いただかなくては信用する事はできません。無投票での選挙時の公約など、ほとんどの市民は望んでい
ません。

西尾市 主要道路などの交通手段をもっと合併を生かして張り巡らせてほしい
西尾市 合併しても、あまりかわらないと思う。
西尾市 まず”合併する”ということから始めるのはおかしい。

西尾市

合併して市が大きくなっても、人口１７万人程度の都市では行政権限もなく、ただ広くなっただけの細
やかな所に目の届かない市になりそうです。今まで近くの役所で済んでいた事も、西尾市役所まで出て
こなければならなくなり、体の不自由な方や、お年寄りには大変ではないでしょうか？今、走っている
くるりんバスも１時間に１本ととても不便なもので、屋根のないバス停などで長時間待っているのも大
変なことです。（本数を増やしても赤字になってしまうでしょうし・・・）合併特例法に間に合わせる
為に急いで決めたようにしかみえません。結局、来年の３月までに間に合わないようなので、もう一度
市民に良くわかるように説明して頂きたいです。

西尾市 住民投票すべきだと思う。

西尾市

”三河の小京都”として観光ＰＲされているが訪れた知人の感想は、”がっかりした””裏切られた
 感””何を持って小京都と？”とよい声は殆ど聞かれない。アクセスも悪い等々。

西尾市および隣接3町ともに、日本１，２の産物や歴史的旧跡または全国的にも珍しい奇祭、祭事が多
 くあるが知名度はいずれも今ひとつ・・・。

合併を機に総合的に見直し、セクト感覚を捨てて相乗効果が得られるような再整備、活用法が望まれ
る。

西尾市
世帯が大きくなれば器も大きなものが必要になります。いろいろな経費も増大、市民に負担がかかりこ
れ以上の増は一円なりとも認められません。

西尾市
議員･職員の減少など何十年後の話でしょうか？無駄を省き小回りの聞く西尾市を目指したほうがいい
と思いますが。

西尾市

 １　心身ともに優れた子供を現在より数多く育てられる町
 ２　本人の希望する職業で働ける職場が現在より増えるまち

 ３　一人暮らしになっても最後まで安心した生活のできる施設と人材の充実した町
 

合併により以上のことが1市3町の住民にとって現在より少しでもプラスになるようであれば賛成です。
(合併したほうが）

西尾市

 今までは市長と同じようなことを思っていました。
 でも今年になってこれもよいのではと思うようになりました。

西尾幡豆3町合併はやってもよいと思いますけど、愛知県の他の市と違う農業や環境、中小企業のやり
 方があるような気がします。農業を企業がやるようにするとよいと思います。

これからは食が一番と思います。
西尾市 合併する際には、伝統や歴史をこわすことなく、今まで以上に住みやすく素敵な街にしてください。
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    自由意見  （西尾市と幡豆郡３町の合併に関するご意見）
西尾市 合併で住宅が申し込める、西尾市だけでなしに。

西尾市
合併とは関係ないが、西尾城をつくるのに意味を全く感じられない。地域の利用者もそれほどいない
し、観光地とするには、他に何もなさすぎる。もっと他にお金を使うべき場所をたくさんつかってつく
るのなら、市民の意見を十分に聞いてから建設するべきである。

西尾市

大学、専門学校、キャンパス等を合併後に誘致することで、人口が増し税収も上がり、若い人々が活力
が有りいろんなことが出来ると思います。又、ＪＲ線を西尾市内に誘致発展交通アクセスが、利便性を
良くすることで、税収が上がると思います。又、名鉄線を複線・増発・高齢者・弱者・障害者・児童・
保育等に優しい町づくりを希望します。

西尾市

合併はやむをえないというより、合併のほかの方法での活力（地域産業、財政等）は、ないだろうかと
いうのが本音。古里はそのまま残ることはわかるが、やはり、幡豆郡の一色、吉良、幡豆という立場が
なくなるのは、何か淋しい気持ちもある。合併がなくてもまちづくりはできるし、住民サービスも不足
なくできる（西尾市民だからそう思えるのかもしれないが）４市町が全て潤沢な財政を持ち合わせてい
るわけではなく、合併により、助成金等も生まれてくる財源があるだろう。１つの自治としての立場も
確立されやすくなるのだろう。でも本当に、将来の少子化高齢化社会において,bestの選択なのだろう
か・・・goodではなくbestの・・・。での合併はしかたないのかもしれない。

西尾市 住民投票すべきだ。合併のメリット・デメリットを明らかに。

西尾市
西尾市在住の人は住民負担も多くなるので、デメリットの方が強く感じられた。経費節減に努めてほし
いです。

西尾市
税金を増やさないで欲しい。「西尾市」という名前をできればそのまま変えないで欲しい。むだがなく
て頭のいい市の運営をして欲しい。茶畑をなくさないで欲しい。西尾まつりを盛り上げて欲しい。合併
したあかつきには、西尾にも「ご当地ゆるキャラ」を作って、キャラクターグッズも作って欲しい。

西尾市
国からの補助金が合併することによりもらえるのか？Ｈ２１年度の３月までではないのか？学校が２期
制と３期制で違うが、西尾市の２期制に全部そろえるのか？３町は高齢化していると思うが、その負担
が西尾市にくるのではないか？

西尾市 市長が合併させたという手柄的なことで合併を進めているような感じがする。
西尾市 できれば住民投票を要望します。

西尾市
 ・なるべく無駄な税金を使って欲しくないです。

・メリット、デメリットを明確に市民等全員に伝わるように情報公開、説明会等をしていただきたい。

西尾市
合併をして西尾市が潤うとは思えません。ならば無駄な時間を使って、またこのような税金（郵便代
等）を使ってまで進める必要な無いと思います。

西尾市

１．議会議員の定数その他各種委員を合理化する為に支障を来たすことのないよう新しい組織、人数、
 内容などを充分に考慮し、他府県、都市の模範になるような新しい都市にしてほしい。

２．祭礼その他の行事も統一し、西尾市の特徴をつくり無駄のない行政をお願いしたい。（西尾の古い
歴史を生かした他県からうらやましいと思う都市に！！）

西尾市
 ・じっくり時間をかけて進めるべきである。

・住民投票は必要である。

西尾市
合併にかかる費用は、十分にあるのでしょうか。市民にツケがまわってくることはないのでしょうか。
不安です。

西尾市 経費削減を強く要望します。そして税金が意味のある使途となる様、お願いします。

西尾市

以前より合併の話しは耳にしていたが、なかなか本題とならずどうしたのかと思っていた。資料に目を
通したが具体的な図が浮かばない。住民の合併に対する意識が低い中では時期尚早の感さえある。およ
らく合併後の西尾が想像できないため、意識が低いのだと思う。合併後の図をもっとアピールすべきで
はないか。また、民意に反映するために１市３町の住民投票も有り得るのではないか。（時に吸収され
る側の３町については、心中穏やかでないのではと思うのだが）

西尾市 メリットが少なく、デメリットが多いように感じ、今までのとおりで良いと思います。

西尾市
乗用車を持たない人たちのために、交通機関の見直しを考えるべき。一部地域のみの発展に偏らないよ
うにしていただきたい。観光名所をつくるべき。

西尾市
西尾市も市の職員の採用の際のコネクション例をいくつも聞いている。一色、吉良にいったっては、さ
らに多くを聞く。市が新しくなり、これらの人々が全て新職員として私たちの血税で雇用（働いて下さ
ればよいが）される。新市にあまり期待できません。

西尾市
メリット・デメリットを明確にし、その上で住民投票をすべきです。西尾市が他市と比べ住みやすいと
は思っていないし住民税も高いと思うのに税金値上がりになったらさらに住みにくい。町づくりって誰
のため？？？

西尾市
合併に対しての希望として、今の西尾市が合併後の新市になった時、「合併しなかった方がよかった」
と思えることのないような市にしてほしい

西尾市
きちんと市民に、かかる税金の説明をしてごまかされないようにしてほしい。後から増えるなんてこと
は、よく調査されていない証拠。今までの自民党みたいなことは困る。

西尾市
始めに合併ありき、順序が逆ではないでしょうか。このような重大事、まず、住民の意向をよく確かめ
てから決めるべき、わずか５％のアンケートでは民意を聞いたことにはならない。なぜ住民投票を実施
しないのか納得できない。

西尾市
合併した場合、西尾市は海あり山あり、とても環境に恵まれた市になると思います。素晴らしいグラン
ドデザインに期待します。子や孫たちの未来のためにも頑張ってください。
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    自由意見  （西尾市と幡豆郡３町の合併に関するご意見）

西尾市

３町合併をどう思うかという質問に「わからない」と答えましたが、どちらかと言えば早急に決断して
大丈夫か？という意味です。私は西尾市に在住しているので、それほど便利性は悪くならないのです
が、吉良、一色、幡豆の人にとってみれば、市役所まで出向かわなければならない時の交通の便。また

 税金、新市の名称、医師不足、医療など、もっとじっくり考えるべきではないかと思います。
国の補助に対しても政権が変わり、果たして合併したとしても、今想定した予算が取れるのか疑問に思
うことはあります。一度合併したら元に戻すことは出来ません。もっと３町１市の市町民でじっくり考
える必要があると思います。

西尾市

 このアンケートを何のためにやるのか？合併ありきのアンケートでとても不愉快
・首長たちで合意をしたのが市民全員の意見と思っていないか？別の意見に賛同して、合併には反対の

 市民に目を向けていない。
 ・西尾の市長は、無投票でなったということは、ますます市民の声を聞かないとダメ。

・現在、財政の収入が減っていると聞いているのに、新規に合併のシステムとかの費用にまわす余裕が
あるのか、今までのサービスの低下が気になる。それにまわすなら、もっと市民へのサービスを良くし

 て欲しい。
・一度合併したら、二度と解散はできないから、合併にはしっかりと話し合わないと１０年後もしくは
５年後合併のツケがまわってきて、あとの世代に重荷を背負わせている。

西尾市
合併によるメリット・デメリットは生じると思いますが、地域がより発展し、住民にとって住み良い街
になることを願っています。

西尾市
担当者の説明言語として、首長（しゅちょう）を「くびちょう」という言葉を使ってみえたが、正確で
しょうか。

西尾市
合併すると決まったのであれば、それが住民にとって良い方向にすすんでいくように、努力していって
ほしいと思います。

西尾市 メリット・デメリットについて、行政側だけでなく、住民側の意見も知りたい。

西尾市
子供、老人共同で楽しめる施設を作ってほしい。碧南・安城にあるように西尾市もしっかりやってくだ
さい。

西尾市

伝統的行事から旧町名を無くす必要はないと思います。時代が変わり少しづつ新名に変わるものは変え
れば良いと思います。漁業・農業等産物は西尾産で統一したほうがネームバリューが生きてくると思い
ます。例えば一色産うなぎを西尾産うなぎのように。・編入される側は何かと損になると考えられます
が、西尾側も意見はちゃんと発言してください。特に、過疎化地域を包含するのですから、老人費が増
えるのではと危惧しております。

西尾市
西尾市、幡豆郡３町合併の説明会をお聞きした後に、アンケートを書きたかったです。色々各党議員の
意見書を読んでいる段階です。是非はまだ明確に出来ません。

西尾市 住民投票で決めるべきではありませんか？

西尾市
 ・新市長になって、なぜ今こんなに合併の話が早く進んでいるのですか？

・西尾市に専門職の人がいて、幡豆３町にいない場合、西尾市の専門職の人が限られた人数で出向き、
やらなければならないのですか？

西尾市

西尾市は岡崎と安城に比べあまり発展していないように思える。例えばまちづくり。規模が小さすぎ
る。他市からも来たいと思うようなまちづくりをすべきだと思う。私は西尾市に住んでいますが、これ
と言って行きたいと思う魅力のある場所がありません。なのでよく安城や岡崎に出ていきます。仕事に
してもそうです。私は他市に仕事に行っていますが「西尾は何もない」という声が多いです。イオン、
アピタの様な大型店もないし、１５年前はミカが結構大きな店だった様でその時は良かった様ですが、
今では他市の方が大型店が多いのでその点でも魅力のない市だと思います。もし、合併するのであれ
ば、もっと計画的に魅力ある町にしてほしいです。

西尾市
 合併は賛成です。

 すばらしい事です。
私達住民が楽しみながら夢を持って生活できる、新市でありますようよろしくお願いします。

西尾市
合併すれば、海山があり、漁業、観光にも力を入れ、多くの市民が利用すれば産業の振興にもなると思
います。

西尾市 なぜ、いまになって合併するのか、もっとしっかり市民に説明すべきだと思います。

西尾市

今なぜ？というのが一番大きな疑問です。合併する前にもっともっと市役所の職員のサービス向上をす
べき。ハードを良くしてもソフトを良くしなければ何をしても同じ。市民が窓口に来ても気付かない職
員。持って行った封筒を目の前で破った職員。住民票等をもらいに行って番号で呼ばれること。道路
（排水）工事で段差がある。学校の正門の前なのに仮舗装しない。不満が多くあるので、合併にはたい
へん不安をもっている。

西尾市
住民投票も行わずに合併することは絶対に認めない。西尾市の市長、議員、職員は市民の意見をもっと
聞くべし。

西尾市

私は西尾市に越してきてまだ２年と浅いので、西尾市の行政等について深く知りません。今回のこの合
併で、私の生活が極端に変わってしまうことはないと思いますが、市民・町民（特に生活弱者の方々）
が不利益やさらなる生活苦になるような合併はさけてほしいと思います。行政の方々の更なる議論、提
案等で、より良い町づくりをしていただきたいと思います。

西尾市
立ち消えになったと思ってたのに、又、合併の話が出ているとびっくりした。合併せざるを得ない時
は、又来るだろうし、特にあわてて平成の大合併にすることはない。合併したところの方々は合併して
良かったという話は聞かない。
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    自由意見  （西尾市と幡豆郡３町の合併に関するご意見）

西尾市
・ムダがなくなり経費削減はとてもよいことですが、その反面、地元企業の活性化まで削減されては困
ります。削減だけでなく、映画誘致などの合併後のピーアールに力を入れて下さい。西尾市にはお茶以
外自慢のできるものがありません。ドラマや映画、CMなどの誘致があれば一気に有名になれるのでは？

西尾市

①合併の決定については、大変大きな問題であり、住民説明会を開く。→住民投票の順番ではないか。
先走って決定したことについて今後が心配。②メリットの中に道路や公共施設の整備など、町づくりを
広域的にたって効果的にできます・・・・・。とありますが、今までの西尾の町づくりでは魅力的な公
園は一つもありません。また、西尾城の再建といいながら西尾城の周辺にはテニスコートやグラウンド
があり家族そろって楽しめる場所がありません。テニスコートやグラウンドには総合運動場をつくり移
転し、その場所に魅力のある公園をつくるべきである。同じことが西尾駅の西側広場もそうです。アイ
デアがありません。そのため合併した場合、魅力のある市にするためには、アイデアを持って出してほ
しい。将来を見据えての計画を立ててください。西尾の場合、八ッ面山・道の駅・河川敷をまとめた公
園作りをしたいです。

西尾市 合併だ、と盛り上がるのはいいですが、確かな試算に基づいた確実な決断がなされることを望みます。
西尾市 住民の意見をもっと聞くべきだと思う。急がないでほしい。

西尾市

・別紙の資料に、合併のメリットのみならず、デメリットも記してあり、フェアで好感が持てまし
た。・自分は西尾市民ですが、母親の実家が一色町であり、また、魚好きでもあるので一色町が大好き
です。幡豆町の農産物（特に果物）はとてもおいしいし、吉良町にも友達が何人かいます。では、合併
したいかと言うとそこまではなく、心情的には今のままであってほしい。今のままのふるさとを愛して
いる。・合併するのであれば、この１市３町で正解であり、これしか考えられないと思います。・愛知
県内のみならず、全国に目を向けると、合併してからいらないもの（ハコモノ）をつくってしまう市が
かなりあります。合併すると何か建てずにいられない首長が多くてあきれてしまいます。我が賢明なる
市長・町長様におかれましては、ぜひ、そのようなことの無きようお願いいたします。（河口ぜきやら
西尾城やらというおかしな前例がありますゆえ・・・）

西尾市 行政改革に継げてください。

西尾市
合併に賛成です。現在あるホワイトウェーブ等施設が１つですむ等、統合により経費が節減できるので
別の施設も進めてほしいです。（たとえば学校・保育園等）さらに言うならば、愛知県の地図を広げた
時、西尾市が小さく見えてならない。

西尾市
政府の平成の大合併の期日までに合併することを望んでいたが、もう間に合わせないと思うが、一日も
早く進めていただきたい。遅くなったことに対する悪影響がなければよいがとちょっと心配していま
す。

西尾市
合併の話は、数年前から耳にしていましたが、こんなに進められていたとは知りませんでした（関心が
なかった）今後は良い点、悪い点も含め自分なりに考えようと思いました。

西尾市
急がなくても良いと思います。もう少し区切っての市民の説明会を行ってはいかがでしょうか。ちょっ
とでも多くの人たちの意見を聞いたり、出したりと思います。合併に関して「エッ」と思っている人が
沢山いるなと思いました。急がずにたくさんの意見を聞いてください。

西尾市 人口が特別に多くなる訳でもなくで、国、県とかの恩恵が変わるのではないですか？
西尾市 これまで西尾市と幡豆郡でうまくやれていたので合併する必要は無いと思う。

西尾市
合併ありきの市長の強引さに独裁政治のような感じを受ける。説明が不十分のまま市民を無視して強固
に合併を進める裏に何かあるのではと考えてしまう。きちんと説明して、住民の意見に耳を傾けるべき
だ。２台続けてのワンマン市長に全国的に恥ずかしい。

西尾市
７０００人だけでなく、住民全員の声を聞くべきだと思います。住民がおきざりになっているように思
います。

西尾市

市長になったとたん「合併一直線」という榊原康正市長に強い不信感を持っています。なぜ、今、こん
な勢いで合併を進めなければならないのでしょうか。９月５日の説明会にも行きましたが、合併による
メリットが少しもみえませんでした。しかも、説明会に参加してみえるのはほとんど熟年の男性ばか
り、そのはずです。説明会が突然行われ、しかも、日程が休日の午前中が２回だけで、あとは全部よる
ばかり、子供が小さい若い人の参加できそうな時間帯ではありません。それに、中学校区という大きな
くくりであるため、遠くの人は参加しにくいと思います。今後も説明会はしていただけると信じていま
すが・・・・。説明会の日程などをもっと早く連絡してください。そして、平日の昼間という時間帯も
設定してください。・このアンケートはとても偏った質問形式だと思いいやな感じがします。『合併を
進める』ための意図的な質問が多く、答えも誘導的です。問１で３と答えると、もう書くところがあり
ません。問４で書いたことはどう反映していただけるでしょうか。アンケートの結果を正しく集計し、
少数意見を握りつぶす事なく発表してください。もうこれ以上、西尾市の市政に失望させないでくださ
い。市民に対する誠実な態度を期待します。

西尾市

やはり合併ありきで話が進んでいるように思えます。添付資料を読んでもそうです。（それに今、合併
したら国から入ってくる補助金の額が資料の方には書いてありませんが、意図的な気がします。）将来
のことを考えると、いずれは合併することになるだろうという気はしますが、本当にそれがより良い町
づくりにつながるのか、よくわかりません。

西尾市

編入という形式上、仕方の無いことかも知れませんが、３町が冷遇されていると思います。西尾市の現
状が決して良いものとは思えず、それに右に倣えというのはどうかと思います。住民の意見をと言うの
なら早急に進めず、住民投票は必ず行うべきだと思います。いかにも合併すればよくなるという、この
資料もどうかと思います。市長が代わり、まだ顔すらあまり分からないような状態で、このような話が
早急に進められることに、かなりの不安を感じます。今始まった話ではないにしろ、充分議論、協議さ
れた上での判断をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。
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    自由意見  （西尾市と幡豆郡３町の合併に関するご意見）

西尾市
合併の問題だけではなく、今の市長のやり方に問題がある。前市長中村晃毅と異なる市政を行うとお
もったが、唐突で強引な手法は前市長と変わりはない。年寄りの市長では、ばかばかしくてやってられ
ない。

西尾市

現在、西尾市に住んでいます。合併することにより、現在よりサービスが低下するとか税金が高くなっ
たりするようであれば反対です。（一時的なものならやむを得ない。）将来的に現在より間違いなく
サービスが向上し、税負担も増加しないことが確約できれば大いに賛成します。また、吉良、一色、幡
豆の３町の名前がなくなるのは残念です。幡豆郡３町だけでも住民投票を行って了解を得た方がよいと
思いますが。できなければ説明会＋アンケートで住民が了解しているのが把握できる資料を残してくだ
さい。

西尾市
現在子育て中ですが、西尾市にも子供達がのびのびと安心して遊べる公園があればと思います。市が大
きくなって、高齢者への福祉だけでなく、子育てや公共施設など良くなれば良いと思います。

西尾市

藩政の時代が終わり、明治維新の新しい政治がスタートしてから、西尾市も一色町も吉良町も幡豆町も
独自の伝統を育みつつ、今日まで歴史を刻んできています。３町と西尾市が合併し、３町の伝統文化・
歴史を取り込んでいく懐の深さがあるのでしょうか。それぞれの地域の特色を生かして独自の成長を進
めるべきではないでしょうか。西尾の特産、抹茶は一色との合併で、エビせんべいやうなぎに取って代
わられるのではないでしょうか。吉良義央が西尾の吉良町の人になっても吉良の人々は心が痛まないの
でしょうか。

西尾市

９月上旬に住民説明会が各所で開催されました。短期間に全てが実施されたので、他の中学校区や３町
の雰囲気を知りたいのに、もう参加する機会がありません。合併合併の大合唱の元に合併懇談会・住民

 説明会が開かれている様に思われますが、いかがでしょうか。
詳しい情報を流し、住民投票をして、決めたらいかがでしょうか。なぜなら現在の１市３町の首長や議
員さんを合併を前提に選出していないからです。

西尾市 職員の削減をすると失業率が増えませんか？
西尾市 住みよい環境になることを期待します。
西尾市 西尾市と幡豆３町合併は大賛成です。楽しみにしています頑張ってください。お願いします。

西尾市
新市の名称が「西尾市」から変わるような事なら絶対に反対である。職員の削減が可能になり、税金の
無駄遣い等が減少しなければ、まったく意味がない。

西尾市
今の西尾市民は大勢影響ない様に感じますが（市民税ｅｔｃ上がるかも）他町の役所などの利便性がな
くなるのは、公共の交通などが減りつつあるので（名鉄バスｅｔｃ）大変ではないかと想像します。

西尾市 合併が遅すぎます。早く合併してください。
西尾市 良い町づくりを期待して、早く合併を進めて欲しい。

西尾市

合併の話なんか全然聞いてないので、いい加減にして欲しい。合併した後、野良犬の駆除の話がした
い。合併した後も、小学生が犬に悪さをする。合併した後、永吉町の近くの信号機をつけて欲しい。合
併した後もバイクの騒音で悩まされるのか。合併した後も、町内会や区の仕事や選挙で振り回されるの
か。合併した後も寝る暇が無いのか。

西尾市

あえて反対の意見をしましたが、今まで行政は何をしてきたのでしょうか。期日が近いからかけ込み寺
のような気がしてしかたありません。話し合う期間はあったはず・・・。大人だけでなく出来れば子供
たちにもわかりやすく説明してほしいです。小学生の子供たちは部活動の大会枠が無くなり今以上に大
変だと子供ながら心配しています。子供に心配させるようなことはやめてほしい。

西尾市 新市名称は西尾市でよい。

西尾市

合併をすれば必ず良くなっていく！（みんなで良くしていく努力を続けることが大切）を大前提に強力
 に進めてほしい。（未来プラス指向）

※アンケートについては、「合併」の理解度が人によって大差があります。これを一律に扱うことは注
意すべきだと、いつも思っています。

西尾市
 やるべきことをきちんとやり、不正・不祥事のない健全な市にしてくれればと思います。

現在は正直ホコリをかぶった汚くて目立たない市なので、合併にともない誇りが持てる市になってくれ
ることを願っています。

西尾市 地域全体の成長、発展、無駄をなくし、効率化を図るためにも、是非勇気ある決断をお願いしたい。

西尾市

西尾新市長になるまでは、正直、西尾市・幡豆郡３町合併はあまり情報として耳に入ってこなかった
し、興味がわかなかった。榊原市長に代わられ明確に情報発信され、今回のようなアンケートを通じて
資料を一通り目を通させていただき、住民説明会も多数実施されていることを知って非常に関心が高
まった。積極的に合併を進めていただき、よいまちづくりを期待したい。

西尾市 ケンカだけはするな！Ｐ．Ｓ急に消防団に「入れ」と言われても困ります。

西尾市

 ・私は西尾市ですが、市の名前が変わらなければ助かります。
 ・それぞれの市や町の良い所、悪い所を出し合って発展して行けると良いと思います。

・合併する利点が多いように思えます。良い方向に向かうといいですね！ムリ、ムダ、ムラを無くしま
しょう！（トヨタ生産方式です）

西尾市 現西尾市は３町合併に対し、メリットはあまりない。

西尾市

長い目で見ていかなければいけないと思いますが、私の実家でも合併があり、町名も変わってしまいま
した。３町の中でも一番大きい町だったにもかかわらず、他の２町の意見を聞きすぎて今は合併して
も、変わらず、市役所自体が、他に移転してしまい不便になったといっています。西尾市も大きいから
といってあぐらをかきすぎず、他の３町の意見が聞き入れない時は、この合併を白紙に戻すことも視野
にいれて、見当していってほしいと思います。

西尾市 住民が失敗だったと思わない合併を進めていって欲しい。
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西尾市
それぞれの長所を活かしてやっていって欲しいです。学校による格差がなくなるように頑張ってくださ
い。今民間では経費は切り詰めるだけ削っています。公共も本当に危機感を持って経費節減を考えてく
ださい。将来は本当に不安です。

西尾市 徹底的な経費削減と人員の削減、公務員の給料の１０％削減をするべし！

西尾市
西尾市幡豆郡３町合併に伴う、現在関係者有る皆様には大変な仕事と考えますが、全て世の中の事は上
下左右好き嫌いは付きものと思います。頑張ってください。

西尾市

西尾は古い商店主たちが新しいスーパーなどを入れない様に少しもはってんしていかないから、買い物
は岡崎のイオンに行ったり、一色（吉良）のピアゴに行ったり、買い物を市外に行くのは良くないと思
うが、ドミーの品物の悪さ、ヤマナカの品物の悪さを思うと買う人の身になって品揃えをしてくださる
店に行ってしまう。かちかち頭の城下町の店主たちに西尾の町の遅れをどう思っているのか考えてもら
いたい。

西尾市

住民説明会があった事がこのアンケートの件でしりました。正直、合併したからどうって言われてもピ
ンとこないのが一般的ではないかと思いました。新市長になってこの話が進んでいるようですが、市民
の知らない間に新市長になり、前の市長さんの説明もないのもどうかと思うのですが、まあこの件には
関係ないのですが、国会もそうですが、もう少し市民の目線で話を進めてくれるとありがたいのです
が。

西尾市
私は現在、西尾市に住んでいますが、一色町、吉良町、幡豆町の人たちは住所が変わってしまうのを嫌
だと感じているのではないかと思った。

西尾市 合併によるメリットを最大にするように努力してください。

西尾市
合併には賛成ですが、車に乗れない年配の方が不自由にならない様にして欲しい。例えば役場とか公共
施設とか、今まで自転車もしくは歩いていける所がなくなり西尾市にかたまらない様にしてほしい。

西尾市

全国で行われた合併を参考にして良い点・悪い点を取上げて、１市３町の住民の納得いくように、又、
負担が多くならないように等、よ～く話し合って決めてほしいです。一般の住民には見えてこない事が
多くありすぎてよく分からないです。が、こよなくこの土地を愛する者として、又、年老いてゆく者と
してガラス張りの行政をして頂きたい。後で住民の泣きを見る事なき様。

西尾市
まずは前期市長の汚名を返上しなければなりません。合併に関しては机上の思考です。西尾市内の現状
把握はどうなっているか見ていますか。今日、非常に厳しい現実を行っています。

西尾市

三町における現役場を利用し、必要最低限のサービスは残してあげないと三町の方は不満が出るでしょ
う。例えば住民票とか証明書をいちいち西尾まで取りに来るのでは大変だと思います。平中校区に住む
人の感情はかつての西尾市への合併と同じ思いが想定されます。西尾の街部ばかり発展し、色々な施設
が少なく益々寂しい感じがします。暖かみのある配慮が必要かと思います。なお、新市の名称は公募型
とし、多数の意見取り入れてもらいたいです。（ちなみに西尾より吉良の方が全国に知名度があるよう
ですけど・・参考までに）

西尾市
山あり海ありと多様性のある市になると思います。しかも企業基盤（自動車産業）もしっかりしていま
す。是非それら自然を活かし、かつ先進の企業群をもつバランスの取れた市に発展したいものです。

西尾市
幡豆郡３町の行政内容が分かりませんが、編入合併による議員の失職や地域住民の行政への不安と少子
高齢化への不安の方が大きな苦渋として存在していて同意しずらいのではないか？

西尾市
合併するならば、対等な合併にすべき。→負債などが心配である。西尾市にとってメリットはないと思
うので反対です。先々地方交付金でも不透明と思われ、無理に合併すべきではない。

西尾市

いまいち見えてこない。表立った表現でなくて、裏、実はこうなんだというのがある様に思えます。例
えば、国からの要請がとか、新市長の（なにもしないがおとなしい）が華々しいことをやったと印象づ
けたいとか、ワンマンけっこう、自分の事より、市・町の事を考えて本当に西尾市幡豆郡３町の事を
思って決断してほしい。

西尾市 行政の規模が大きくなっても、きめ細やかなサービスをしてほしいものです。

西尾市

過日の住民説明会に出席しましたが、参加者数が少なかったように思います。これは周知が不十分で
あったこともよると思うので、次回開催時には、全町内回覧等により周知することが必要と思います。
また、今後、グランドデザインの策定や合併協議会の進捗状況などを出来るだけ住民全体に知らせるこ
とにより、関心を持たせて、理解を得ることが大事であると思います。

西尾市
 １　地方交付税と合併特例法

２　電算の更新など西尾市に体力の有無

西尾市

 ３町の議会議員の方や委員の方が失職してしまうのはいかがなものかと思います。
 難しいとは思いますが、住民投票を行ったほうが良いのではないかと思います。

 もう少しみなさんのいろいろな意見を聞けたらいいかと思います。
 メリット・デメリットをもう少し具体的にしていただきたいです。

合併について、みなさんがもっと理解し、知ることが大切だと思います。
西尾市 現在のままの方がよい

西尾市

合併することにより、人件費が削減することばかりいわれているが、電算システムを統一するにも億単
位で経費がかかるし、３町が現在国から補助されている金を西尾市が負担する現実をなぜもっと市民に
知らせないのかおかしいと思う。ただ、市長が自らの名を残したいとしか考えられない。市長は一色町
長がなろうとするうわさもあるが、市民をばかにしすぎではないでしょうか。
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    自由意見  （西尾市と幡豆郡３町の合併に関するご意見）

西尾市

少子高齢化社会の進行に伴い①ＧＤＰ低下防止策②健康年齢向上（医療費増加防止）③２．１人＞出生
率への対策④キッザニアのような子供の社会訓練場（観光事業もかねて）が小栗新田等のＷｉｄｅＳｐ
ａｃｅに出来れば・・・併せて名浜道路ＩＣが出来れば経済効果も期待可能。三河線の跡地利用問題に
ついて、富山地区は現在土地区画整理事業が進行中で人員増加と併せて自動車台数増加も必須。その意
味で跡地を名鉄側と交渉、生活・通勤・通学道路として利用できるよう、又、３町合併により吉良吉田
まで延長、東海地震等災害発生時には、市条例等により緊急物資輸送専用道路として利用できるように
しておく。”決意した１人は決意しない万人に勝る”期待

西尾市
出来るだけ住民の負担を減らし、１市３町の格差を最小限にして欲しい。１市３町の良い所は残し、本
当に「合併して良かった！」と思えるまちづくりをしてください。

西尾市 ３町合併、頑張って進めて頂きたい。

西尾市
市民サービス充実。時間外でも証明書類等が取得できるようにしてほしい。施設分散。体育館等近隣地
域に建設することはやめて欲しい（西尾東高隣と西尾中隣など）固定費用減。職員の給与の減

西尾市 合併により少しでも実ある他の市にない様な立派な市にしてください。

西尾市
合併することで経費を減らしていただき、又、市民の意見が行政に届けられる様なシステムなど細かく
考えていただきたいと思います。西尾市・幡豆郡３町の良いところをうまく利用し、発展していって欲
しいと思います。

西尾市
西尾市は、他の市と合併できればと思っていましたが、西尾市・幡豆郡３町が合併するのであれば、こ
れからの高齢化社会の中で、車ばかり（自家用車）に頼らず、交通の便を良くして頂きたいです。

西尾市
合併により人件費等の経費削減が出来るとの事ですが、その財源を本当に私たちの為に使って頂けるか
が不安です。

西尾市

 合併によりあらゆることが合理化され議員等が少なくなり歳出が少なくなるのはよいことである。
国規模だけでなく、市でも天下りがあるようなので余分な箱物を作ることは絶対やめるべき（定年２年

 前に退職して体育館とかの館長などとして行かせないこと）
市中心部の開発だけでなく過疎部をもっと企業誘致など過疎部の開発も必ずしなければばならないと思
います。

西尾市
合併したら野球場などのスポーツの出来る公園を作ってほしい。子供が遊んだりする所が西尾市には少
なすぎる。碧南市のようにしてほしい。

西尾市

申し訳ありませんが、合併話がこのように進んでいる事をあまり知りませんでした。私だけしょうか。
もう少し、住民にメリット、デメリットを具体的に示していただきたい（特にデメリットを知りたい）
現在の西尾市の中でも都心とはずれの地域では、道路整備等違いがあると思います。今後、市が大きく
なると中心ばかり発展し、私の住む地区はますますこのまま取り残されるのではと不安です。Ｐ２問３
の心配について○を３つ以内でと言うのはどうでしょう。不安の方が多いので、３つでは全て表現でき
ません。おりにふれて、住民にもっと合併話を伝えてください。

西尾市
市長は合併を決めているみたいなのに、なんのためのアンケートなのかわかりません。ただ、形だけの
アンケートですか？

西尾市
将来の西尾市のあるべき姿が見えない。基本的方策が明確になっていないことが不安です。（数値化し
ていない）メリット・デメリットとも数値化された表現になっていないので、合併が良いものか判らな
い。

西尾市
合併の際、職員の数を削減してください。景気が悪くても人員は同じでは、企業のように人員を削減し
て、税金を無駄遣いしない。景気が悪いのに市税、県税等も同じように引き下げて下さい。

西尾市
名鉄蒲郡線の存続問題などがあるので、吉良、幡豆あたりに大学の誘致、企業の誘致をすすめて地域の
発展をはかってください。

西尾市 行政の無駄を徹底的に省き透明性を高める事を強く望みます。

西尾市

説明会資料２ページの市町長共通の思いに書かれている「地方分権や高度・多様化する行政課題」と
 は、どういう内容なのか、具体的に公表して欲しい

 アンケートについて
 ・集計作業、取りまとめ作業等はどういう肩書きの方々が行うのか

・とりまとめデータが改ざんされる恐れを懸念している。公正に処理されるよう一般市民も参加させて
 取りまとめるべきと考える。

・結果の公表はどの様に行うのか

西尾市

 コスト削減と現行資産の有効活用を断行してください。
 重複する事業の見直し

 市の電算システムの継続利用
 議員の定数削減

など
西尾市 私は西尾ですから別に不便なことはない。議員さんが減るのはよいと思う。

西尾市
このアンケートで本当に変わるのか。では、年に１回、住民全員、このようなアンケートをやって欲し
い。これって本当に読むの？誰が読むのですか。

西尾市

合併もやむをえないと思います。合併することにより、今、子どもの福祉が盛んに行われていますが、
私たち６０歳以上は特に年金暮らしとなり、国民年金生活だけでは生活はとても苦しいです。といって
も働くところはなくなり、老人は早く死ねということかなと淋しく思うことが多くなりました。合併し
て私たち国民年金生活者の援助も少しは考えて頂けたら嬉しく思います。どうぞよろしくお願い致しま
す。

西尾市 自分は西尾市に住んでいるので、あまり実感がわかない。
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    自由意見  （西尾市と幡豆郡３町の合併に関するご意見）

西尾市
・合併することにより、西尾・幡豆３町の何がどのように良くなるのか不明確。・西尾のわがままで合
併してはいけない。・合併する前に西尾の活性化を進めるべき。安易に合併しても今の西尾と同じで暗
い市のイメージしかない。・市が大きくなっても中身は同じで良くなるとは思えない。

西尾市
・西尾市在住者としては、合併しても大きなメリットや変化は少ないと思う。・現状でも一色・吉良・
幡豆の公共施設は使っていないので、該当地域の開発での支出が気になる。・西尾市民より３町在住の
方にメリットがあるなら推進してもよい

西尾市 早く新市のグランドデザインを市民に示してほしい。

西尾市

西尾市民として、なぜ今すぐに合併をしなければいけないのか？その具体的な理由が知りたいです。合
併によりかなりの経費が必要なようですが、こちらも明確にされていませんし、合併のメリットについ
てもかなり抽象的な表現となっています。具体的な数値も含め、合併における明確なビジョンを示して
いただきたいです。

西尾市
・絶対に反対です。・アンケートの形式にも納得できません。「反対」の人にだけ理由を記入させ、
「賛成」の人には選択式になっている。・市民全員の意見を聞いて下さい。・市長の行動には納得でき
ません。

西尾市

・前中村市長に続き、現市長も西尾市を笑い者にさせるつもりですか？・このご時勢に合併する事がい
いことだと考える市長にあきれます。・住民投票にて決めるべきです。住民投票にお金がかかるから
もったいないと言う意見もあるようですが、、西尾市の職員の中の方々も住民投票すべきと意見してい
るくらいだから、職員の方々にボランティアで住民投票すれば費用は抑えられるのではないでしょう
か？・歳出について、「住民説明会資料」にて１０年で２割程度の削減とありますが、甘くありません
か？現在の西尾市役所内の職員の動きを見る限りもう少し削減できますよね。一般企業がどれ位の目標
値を目指しているのか良く見なさい。

西尾市 住民投票、実施すべき。

西尾市
合併する限りは効率化を進め、コスト削減や人員削減に努めてください。また、数年後結果としてどう
だったか。正直に市民に提示するようにしてください。また、市民のためと言う精神を第一に掲げ取組
んでください。

西尾市

一色町はエビせん、漁業など。吉良町は漁業、農林業など。幡豆町は農林業など。それぞれのまちの良
さを生かし続けてほしい。また、それぞれのまちの特色を若者たちや仕事を解雇された方などを集めて
興味を持ってもらい、教えていく事業を展開して欲しい。今後市民税をアップすることはさけてほし
い。

西尾市 市民税が安くなって、行政サービスが向上されれば良いと思う。

西尾市

市長が説明会で言われたことは、大筋で賛成できますが、この合併は西尾市が積極的にならないほうが
良いと思う。３町が西尾市に対してプロポーズしてくるのを待つ方がこの先良いと思う。説明会で人口
規模が県下で第８位？になると規模を協調されていたが、問題は大きさでなく、その中身であって、財
政規模ではないでしょうか。しかし、合併は賛成です。頑張ってください。

西尾市 殺人や強盗、汚職などが増えやしないか？また火災などが頻繁におきないか？
西尾市 メリット等があいまいなので、もっと詳しく説明してほしい。

西尾市
市長が代わればどうしてこういうことになるのか？他の３町は重荷でしかない。発展のない町をどうす
るのか？議員の削減ならば現状のままでできる。行政組織も同じこと。

西尾市

地域のエゴ、役人や首長、議員の保身の為でなく、５０年１００年先の事を考えて行うこと。まずもっ
 て市長、議員が身を削って範を示し、市民に安心、安全を示してください。

（特に議員数は名古屋市は２２０万都市で１００数名と聞いています。それと比較して３８名は多いで
 す。）

民間ではいま非常に苦しんでいます。それを踏まえ、すべての行政において身を削って市民に奉仕する
ことです。

西尾市
合併により西尾市の更なる発展を望みます。今、西尾市のイメージは汚職事件により悪くなっていま
す。さわやかな明るい街づくりを期待しています。合併する事で西尾市が活力ある都市になることを願
います。

西尾市
今でも色んな手続きに時間が掛かっているのに、これからも同じなんでしょうか？合併してもっと時間
が掛かるんではないんでしょうか？

西尾市
今でも職員が１００％の力を発揮して、稼動を１００％にしていれば経費節減は出来るはずです。民間
は赤字になればボーナスもでません。今は大変苦しんでいます。

西尾市 市民に合併のための費用を負担させないで欲しい。

西尾市

財政について疑問が残ります。歳入歳出差引について、ゆるやかに大きくしていくと見受けられます
 が、数字を見る限りアピールとして足らないと思います。

今現在、借金にほとんど頼っている状態なのでもっと商業的な都市としてアピールして誘致しないと未
来は無いと思います。公共の交通機関が少なすぎると思うので合併したら、まず、整備をお願いしま
す。

西尾市 負担が増加する様ならやめるべき。
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    自由意見  （西尾市と幡豆郡３町の合併に関するご意見）

西尾市

現在よく言われている少子化対策で子供に対して手当てが支払われたりしていますが、これはあまり意
味がありません。親のおこづかいです。実際、親の遊びのために使ってします家庭がほとんどです。全
く子供のためになってないのが現状です。ただ手当てを支払うのだけでは少子化対策にはなりません。
もっと子供を連れて働ける場所を作るべきです。子供に手当ては必要ありません。それよりも外国人の
家庭にもっと支援すべきではないのでしょうか。とても困っている外国人の家庭がたくさんあります。
日本人の子供達のように普通に毎日、学校に通えるようにしてあげてください。もっと外国人の子供達
に目を向けて下さい。もっと外国人の方々と仲良くすべきです。もっとコミュニケーションをとるべき
です。これからはもっと国際化すべきです。合併よりももっと大切なことがたくさんあるのではないで
しょうか。ただ利益だけを考えるのはやめて下さい。

西尾市

合併は、積極的に進めていくべきであり、むしろ今の情勢から言っても遅れていると感じる。合併に
よってメリットを考慮すれば、財政的にも十分にやって行けると思うが、まちづくりをどの自治体が主
導して行っていくか不安であり、とにかく無駄をなくしてほしいと思う。その無駄を地域住民に還元し
てほしい。魅力あるまちづくりができるかは、今の西尾市の行政を見ているととても不安である。もっ
と強いリーダーシップのもとで合併を進めていってほしいと思うし、メリットを最大限生かせる行政を
行ってほしい。今の行政には首をかしげる思いではあるが、今後の進め方次第でもっと大きく成長した
地域になれる期待があるので、がんばっていただきたい。

西尾市

合併には賛成です。一色、吉良、幡豆の自然を大切にして、三河湾や歴史文化をアピールしていってほ
 しいです。楽しみにしています。

PS　寺部海水浴場に大きな建物を建てていたので、楽しみにしていたら、企業の建物だったのでがっか
りしました。（誰もが行けれる海水浴場たから公の建物と思っていたのに）

西尾市

私は説明会に出席しなかったので、何がわかって、何がわからないのか、分からないだらけです。市よ
りわかっていることを分かりやすく市民に説明するチラシなど、いつでも誰でも見れるようにしてある
のですか？(インターネットなど）ポスターなど貼るべきなのでは？仕事ばかりで忙しい人は合併の話
も知らないのでは？合併してみなければわからないかもしれないが、今より生活が守られなく、レベル
が低くなるのは、困ります。市民として合併をどんどん進められていくのは不安です。ある日突然合併
しましたでは納得できません。

西尾市
高齢化、少子化がすすんでいる現在、今後をしっかり見据えて無駄をなくし、かつ、住民の全てが生活
できる市にしてください。

西尾市 ございません。早く合併すべきです。

西尾市

私自身、正直、「いずれは合併するだろう」と思っていたが、市長が代わったとたん、「合併します」
と発表され、疑問を抱くまもなく、「あなたは７，０００人／１６万人に選ばれました。（既に）住民
説明会をしたのでアンケートに答えてください。」という今日のスピードは本当に驚きました。申し訳
ないことに私自身あまり関心が（知り合いでも多い様子）なかったので、今回選ばれたことで慌てて資
料を集めたといった具合だったので、熱心に説明会に出られた方が、アンケートに答えていただけると
良かったのにと、改めて７，０００人／１６万人の重さを知りました。しかし・・・自分なりにいろい
ろ資料を集めましたが、広報や今回の資料だけでは、メリットばかり大きく取り上げられ、デメリット
の部分が不十分に思いました。反対の意見に対し、「住民投票を行わないかわりに、７，０００人にア
ンケートした。」とされているが、今回これだけ（たった１枚）のアンケート内容では不十分だと思う
し、実際選択に困った。（「合併賛成」に誘導される感じあり。）反対意見がとても多いようなので、
やはり住民投票を行うなり、デメリット解消に向けての対策を具体的に示し、１つ１つ段階を踏んで進
めて行き、たくさんの住民から愛される素敵な都市にしていただきたいと思います。

西尾市
１０万都市で皆が満足いく生活をしていないのに、まず、皆を助ける方が優先ではないでしょうか。子
供達の未来が灰色にならないことを念じます。

西尾市
 ①西尾市は文化面の対策、無策が目立ちます。

 　合併を機に向上を期待します。
②公共交通体制の利便性の向上を望みます。

西尾市
 ３町との合併はばかげている。問題外。

アンケートではなく住民投票を実施すべき。

西尾市
じっくりと意見交換をし、納得の上で決定していただきたい。国民、（西尾）市民のために進めていた
だくことが望ましい。期待しています。

西尾市 合併後は市民税を下げてほしい。

西尾市

具体例に欠けていて判断しかねる。メリット・デメリットの具体的なイメージ、数字がないため何がし
たいのかわからない。行政は何がしたいのですか？財政が苦しいのなら、ハッキリ伝えてくれればいい
のに。合併以前の問題で、合併ありきの話で、住民投票もなしで、やる等、このアンケートすら、やる
意味があるのか疑問。

西尾市

合併によるメリット・デメリットが挙げられているが、合併により市民の日々の生活が大きく変わると
は思われないので、合併がいいのか、悪いのかよくわからない。何年か後に合併して良かったと思える
ことを期待している。幡豆郡の人たちには、住民の変更やら面倒だと感じるのではとちょっと気の毒だ
と思うくらい。

西尾市
３町が合併する事には興味がありますが、各市・町の特徴を活かせるように配慮が必要だし、それぞれ
の町を理解して協力していく必要性があります。

西尾市 今よりも良くなることを期待します。

西尾市
西尾市の住民には大きな変化はないように感じています。市町長、議員数が削減されるのは良い。数が
そのままなら手当は仕事量に見合う額をお願いします。合併に意識して目を向けないと何も見えないの
で、もう少し広報活動を考えてください。
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西尾市

いきなりでびっくりしました。西尾に住んで１０年弱ですが、寝耳に水と言った感じです。市長選も候
補者１人で選挙なしで当選だったので、不信任投票とかして十分に市民を納得させた上でだったら納得
できたのかもしれないです。具体的な数値をしっかり提示できてから住民説明会だけでなく、いろいろ
な所でわかりやすくしてください。はっきり言って文字や数値を並べるだけじゃみにくくてしょうがあ
りません。だからと言って、そんなところでお金かけないで下さい。あと、あげ足とりかのように何か
あると毎回広告に市長批判をする議員さんがいます。だったら自分が市長選に出ればいいのにって思い
ます。不愉快です。今回は合併を急いでいる件で、その広告を知ったので必要ないかと言われあければ
否定できません。とにかく全てについてわかりずらいです。

西尾市

冒頭にも記載しましたが、現状では「協議事項」が多すぎて、合併の適否は判断できません。もう少し
具体的な提案ができる状態になってから、何度かアンケートを行っていくべきだと思います。更に確定
後に、住民投票を行ってほしいと思います。今後の市制に大きくかかわることなので、しっかり議論
し、より良い提案をして頂ける事を期待しています。がんばって下さい。

西尾市
合併したら、どんなメリットがあるのか、具体的数字に出してほしい。今のままでは、とうてい賛成で
きるものではない。

西尾市 合併を急ぐ理由が分からない。

西尾市
特に西尾市には、現在も弁護士や司法書士等の法律の専門家の数が少なく、さまざまな法律問題に対
し、ないがしろになっている部分があります。今後、3町との合併を機に、そういった法的サービスの
面でも住民が利用できやすい環境の発展に関しても期待したいです。

西尾市

合併する上での具体的数値がなにも出せていない現状で話し合い、そして無理がある。反対も合併もモ
デル像をしめさなければ議論にならない。進め方が悪いと感じています。３年～５年後に向けて、行政
と方式をそろえてほしい。災害時に保水や耐震など３町の遅れ分をその間に補ってたりない分を合併で
行っていくべきだと思います。

西尾市 合併は時代の流れであり、小さな自治体が多くあるより良いと思うから合併は進めてください。
西尾市 失職される方々の今後も責任を持って対処してほしい。

西尾市

今回の合併医問題についての疑問についておたずねいたします。なお、私達市民にとって合併は大きな
問題ですから。この答えは広報などで必ず分かりやすく市民に説明してください。①西尾市長さんは、
議会にも相談せずに１人で勝手に合併をしようとしているということは本当ですか。②住民説明会、住
民意向アンケート調査、グランドデザインの作成では順番がおかしいと思いませんか？グランドデザイ
ンを作成した上で、住民説明会を開き、その後に住民に対してアンケート調査をするのが常識とは思い
ませんか？③本当に信頼できるグランドデザインができるのですか？グランドデザインが満足できるな
いようであれば、合併に賛成しますが、そうでなければ反対です。④市の税収が今年から危機的状況に
あると聞いていますが、来年度以降の市民サービスが低下することはありませんよね？まさか、低下す
るにもかかわらず、合併をするということでは絶対ないですよね？⑤設問１の問い方がおかしいと思い
ませんか？「１、積極的に進めるべきである。」「２、西尾・幡豆の地域の状況から合併はやむを得な
い」「３．合併すべきでない」「４、わからない」「５その他」とありますが、２の合併はやむをえな
いを項目としてあげるのであれば、「西尾幡豆地域の状況から合併すべきでない」という項目を加える
べきではありませんでしたか？何か市長さんの意向（合併推進）に沿った方向へ答えを誘導しているよ
うな気がしますがいかがでしょうか？⑥市長さんはどうしてこんなに合併を急ぐのでしょうか？住民説
明会の開催状況を見ても、私の小学校区は行われていませんし、鶴城中学校区では４小学校があり人口
集積地域でありながら、西野町小学校だけではあまりにも乱暴なやり方ではありませんか？⑦住民投票
は絶対にやってください。少なくとも今までの市長さんの言動では独裁と言われても仕方がありません
よ。必ず、住民投票をやっていただけますよね？

西尾市 月１回のペースで一市三町の物産会やＢ級食事の大会、発表会などのイベントをやってください。
西尾市 返信封筒にバーコードみたいなものは、何でしょうか

西尾市
不要な箱物は取り壊し、維持管理費を無くし、市民のために税金を使うこと。天下り人事は中止し、若
者を雇用すること。

西尾市 幡豆郡３町は自分達で将来を考えるべきである

西尾市
合併する事について各市町の良い面悪い面はあると思う。各市町も悪い面だけを議論するのではなく長

 い目で見て悪い面を良くする努力（議論）をすべきだ。
議員も自分のことだけを考えないで今後の市民・町民の事をしっかり考えてほしい。

西尾市 合併したら公共交通を考えて頂きたい。
西尾市 無駄を抑えて、税金を有効に使って頂きたい。
西尾市 なぜ、中村さんの時にやりませんでしたか？
西尾市 積極的に進めてください。

西尾市
アンケートの合併すべきでないだけが記入式で選びづらいことといい、合併は決定事項の様な気がしま
す。合併が決定事項でも住民投票はしないといけないと思います。

西尾市 特になし

西尾市
研究不足が感じられる。具体的な問題について広報等にのせてほしい。施設費、管理費、人件費、土木
費等々どれを見ても増大する。

西尾市
西尾市に住んでいるので、一色町、吉良町、幡豆町のことをほとんど知らないので、知る機会が多く欲
しいです。

西尾市
合併後、何年間かけてこのようなスリムで財政的にも効率化するといった計画を明らかにし、それを実
行し、進捗状況をチェックしていく体制を取って下さい。
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西尾市

職員の削減で人件費の効果が出ることとなるのが、首切りではなく、いわゆる自然減（退職不補充）と
ならざるを得ない。人がいるから仕事をつくる（与える）のではなく、合併後、余剰となる職員を通常
業務と切り離し「新しいまち」づくりに振り向ける等、いつ退職しても行政サービスにに支障が出ない
体制をつくらないと退職不補充が貫けることとなる。メリハリをつけていただきたい。

西尾市

具体的にどうなるのか？どんな企業・産業の導入が予想されるのか？活力のある町の具体像がまったく
見えない。まず、３町合併しても交通手段のないのが決定的。今の西尾市・３町に活力がないのに合併
して活力が出るとは思えない。住民性なのか、西尾市３町だけでまとまってしまいそう。外に出たり、
外からの人を受け入れたりがヘタ。陸の孤島。今のまま、小さな田舎町のよさを研いだほうがいいと思
う。

西尾市

今回の住民説明会で「合併ありき」の会でがっかりし、失望もしました。住民に説明なんか、なんと言
おうと説明したと言う実績だけやっておけば、何とかなると思ってませんか？確かに西尾市長は無投票
で当選されました。また、市議会議員も選挙で当選されました。前市長時「合併」は時期尚早となって
おり、新市長になって半年ほどで新議員さんたちが賛成に廻ったのが納得できません。西尾市３町も今
この時期に「合併」とは合点がいきません。何故半年ほどで気が変わったのか説明がなされていませ
ん。又市長が説明で遅いくらいですとの言葉にはがっかりし納得できません。次の選挙の時の思惑があ
るのか？老人の人たちが言っていました。新市長・新議員さんに合併を託してません。よって住民投票
を要望し、西尾市３町の住民の総意を聴いて進めるべきと思います。住民の賛成の結果が出れば反対は
しません。

西尾市
ただ大きくなればいいのか。人口が多ければいいのか。どのようにしてよくしてゆくのか。何も見えな
いですが・・・・。問２の２の部分、専門的なサービスとありますが、今の職員のままでは何も変りよ
うがないと思うのですが・・・・

西尾市

なぜ、西尾市と３町の４人の首長だけで、住民の意思を無視した合併を進めようとするのか理解できな
い。４人の首長は、自分たちの考えが支持されているという自信があるなら、堂々と住民投票をやって
決めるべきである。ふってわいたような合併話、早急にすすめようとする強引な手法に首長の別の思惑
を感じる。はじめから、合併ありきの強行なやり方をやめるべきである。私のまわりにいる市民で合併
に賛成している人は１人をいません。市長の勝手な思い込みはやめてほしいと思っています。都合の悪
い意見を削除しないで欲しい。

西尾市 もっと住民の声を聞いて。市民本位の行政を期待する。

西尾市
西尾、幡豆に住む人の全てが利益を受ける訳ではないと思いますが、不利益になる人たちでも納得でき
るような政策（ある面では負担増でも、別の面で利便性を得るような）を期待しています。

西尾市
年月が重ねられてゆく中で、合併のメリットが多く出てくると思う。つきあたらなければ分からないこ
とは確実。勝手に税金を上げないこと。通帳引き落としの面が当たり前になっているが、合併すること
によって、もっと軽減にならないでしょうか

西尾市

子どもからシルバーの方まで、快適で住みやすい環境になることを願っています。いろんなトラブルを
回避するためにも、情報提供の場などを作ってもらいたいです（高齢者が多額の商品を購入し、騙され
ています）信じる者が馬鹿を見る世の中は良くないと思います。できることは協力できたらと思ってい
るのでよろしくお願いします。

西尾市
地域の個性を保ち、各地域での個々の活動を積極的に推進するバックアップとして合併をすすめてほし
い。

西尾市 合併には反対です。多少費用がかかっても、住民投票すべきです。

西尾市
合併はやむを得ないと思いますが、急ぎすぎではないかと思います。市長の任期中に（４年以内）行う
方向で良いと思う。

西尾市
住民の意思をもっと尊重していただきたい。子孫の代にまで思いを馳せる時、早急な結論を出すべきで
ないと考えております。住民投票を衷心よりお願い申し上げます。一人ひとりの声を大切にしていただ
ける市長であってほしいと切望します。納得して踏み切ることが民主主義というものだと考えます。

西尾市
合併による多大な費用、三町の交付金がなくなり、西尾市が三町を助ける形になるので西尾市の名は残
して欲しい。また、合併は合併費用を極力削減して欲しい。

西尾市 合併は慎重に検討して欲しい。世の中の景気がよくなってからでもよいのではないか。

西尾市

活力と魅力あるまちづくりのためには、各自町村単独では力不足と考えます。今まででも合併問題に時
間をかけたわりには成立しない点が一市三町の大きな問題点であると思います。原因；①住民の生活が
安定していいるため、強力な推進力が発生していない。②住民の先進性に欠けて、また保守的すぎる。
③政治、行政の指導者の人材不足も原因（全ての職員、役人は給与をもらう職場としてのみ働いてい
る）

西尾市

 １職員の数（議員等含む）を削減して福祉等に予算を回してください。
 ２西尾市民病院を合併することにより、より安定した（財政的に）病院にすることができます。

 ３広域事業を市事業にすることで、複雑さがなくなる。
 ４観光事業を西尾市としてより多く推進できると思います。

是非早期に実現してください。

西尾市
職員を削減することにより、一人当たりの職員の仕事内容が増え、時間がかかったり今までと同じ対応
がされるのか疑問を感じます。

西尾市 ３町の財政力向上の努力
西尾市 全国的に合併が進んでいるので、合併して良い方向に向かえば良いと思います。
西尾市 説明会を多く開き、住民の意見をより多く聞くべきだ。

西尾市
別にないが、碧南市のようになってほしい。娘達の事を聞いて、いろんなことが碧南は恵まれておりま
す。
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西尾市 誰もが納得できる合併の意味を示してほしい。

西尾市

 経費節減できる点は合併の大きなメリットだと思います。
しかし合併することによって市町民の負担が増えることもある気がするので「そんなに合併が必要

 か？」という気もします。
私は西尾に住んでいるので、あまり変化が無いように感じますが、幡豆郡にお住まいの方はいろいろ手

 続きしたりなど手間がかかると思うので、大変だと思います。
その大変なことも気にならないくらいの合併メリットを示さないと不満がでるのではないでしょうか。
地名もなくさず「西尾市」の後の住所に残るようにしたほうがよいと思います。特に吉良は歴史もかか
わっているので、なくすべきではないと思います。「吉良」という地名も地域の特色のひとつだと思い
ます。3町独自の消防団etc今まで行っていたことは無駄と感じないものは各町単位で残せばよいと思
う。必要だから今まで続けてきたのだと思うし、何もかも西尾市のやり方でそろえる必要は無いと思い

 ます。
あと、新市庁舎はあんなに大きくする必要がわかりません。収入が減って苦しんでいるのに、税金が高
い。税金に見合うだけのことを今まで感じたことは無いから、無駄に使われているように思えてなりま
せん。図書館の品揃えの悪さに豊かさが現れているなあと思います。税金を徴収したら、その金額と同
等以上のものを市民に与えてほしい。そのための税金なのではないですか？

西尾市

隣接する一色町と吉良町とに合併は理にかなっていますが、西尾市にとって幡豆町が合併する事の利点
が、今ひとつという感じがします。広大な土地を生かし、企業誘致により財政が健全にできる少子高齢
化が少々高く、財政負担となる事が、懸念されます。なるべく各市町別のメリット・デメリットを細か
くご報告頂き、それぞれの市民にも納得していただけるようご配慮願います。大変とは思いますが、私
は賛成です。

西尾市
住民投票をしてください。具体的なメリット・デメリットを公表してください。平成２３年３月末まで
とした理由を教えてください。市長は市民から信任を受けたと思っているなら、認識を改めてくださ
い。

西尾市
 ・合併を記にすべての市長、議員。町長等の解散し、一からのスタートを望みます。

・各施設への天下りの廃止

西尾市

 ・西尾と３町の税金の納めは違うのに、受けるサービスが一緒というのに納得がいかない。
 ・税金が上がろうと、受けるサービスが一緒なら、払う税金も一緒が普通だと思う。

 ・ディーゼル車も全国一律にすべき。
・無駄遣いをやめてほしいです。合併へと動くのも、税金を使っているので、ちゃんと考えてほしいで
す。

西尾市
民主党政権になり、もっとかわると思われることだから、急いで合併しないでもう少し待って考えて欲
しい。あわてないで！！

西尾市
合併は一応賛成ですが、前市長は白紙であったものが、現市長は積極的である。市の考え方に一貫性が
ない

西尾市
合併によって行政基盤が強固なものになることは良いことだと思います。ただ、それが無駄なものに使
われることのないようによく協議されていくことを望みます。

西尾市

説明会の資料のメリット１で職員・議員の数が減り、経費の削減とされている一方、質疑応答の中で町
民税が変わるのか？の答えで都市計画税が０．２→０．２８％に変わる可能性があるとあります。なん
だか矛盾してないでしょうか？だったら、メリットの方もある程度具体的な数字で算出されていなけれ
ば、合併の賛否も回答できないと思います。

西尾市 経費削減になると思いますが、行政サービスの低下になるのを心配します。
西尾市 私は合併に賛成です。西尾市も大きくして誰でも知っている市にしましょう。
西尾市 住所はどうなるのか、税金はどうなるのか心配です。
西尾市 住民投票をするべきである。

西尾市
合併に対しての基本項目は３町の方々は了解されたでしょうか？（以前、合併協議会の解散に際しては
基本項目の内容が市と３町の中での合意がなくやむなく解散に至ってしまったと考えていますが）

西尾市
３０万都市づくりをめざし、今の経済情勢のときに急いで合併を行う必要があるのか。特に地元企業は
かなり苦しんでいる。又国の政治も民主党に変わりあらゆる政策が変わるよう発表していてもう少し落
ち着いてから行ってからが良いと思う。

西尾市 合併する必要性を感じない。もっと分かりやすいデータを具体的に出してもらわないとわからない。

西尾市

国からお金をもらえる期限内に成立させる。西尾市側のメリットは全くない。しかし、国からの予算で
一部土建屋くらいは潤うのでＯＫである。また、他の地域を見捨てるのもなんなので、しょうがない。
西尾以外の意見は聞いても最後は棄却してもよい。消防団など不要。漁業などまったく不要である。ま
た、弱者手当もこれを機に一掃して欲しい。その浮いたお金を育児関連に回してあげたい。

西尾市

過去に合併ムードが盛り上がったのに、没となり残念でした。世の流れに乗じて、この機に合併すべき
だと思う。大きな行政区域が可能となったなら、大所より地域の発展・開発のビジョンを立て、進めて
欲しい（例えば、一色さかな広場の観光化、子どもの国の整備・パーク化の強化、憩いの農園観光化）
三町にある公立保育園も民営化運営を考えているのか、お尋ねしたい。広報紙などで回答頂ければＯＫ
です。

西尾市 世代に関係なく住みよい町にしてほしいと思います。
西尾市 西尾市・幡豆郡３町間の公共交通の円滑な運用をし、住民間の移動を容易にすること

西尾市
合併によるメリット・デメリットがあると思いますが、今この時代に古い体制のままより新しい何かを
始めてそれを成功できるように官民一体でがんばりましよう。合併が実現できたときは私なりに協力は
惜しみません。頑張ってください。
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西尾市
広域合併して土地が狭い地域性を考え、①佐久島とその周辺の海域②三ヶ根山頂とその山々の開発をし
たらと思う。

西尾市

グローバル化や都市化が叫ばれてから、長い時が過ぎました。この西尾市と幡豆郡３町の合併がそうい
うことにならないことを願っています。ぞれぞれの地域性を生かし、地域で根を張って地域のために活
動してこられた方々、地域を活性化しようと頑張ってこられた方々の意見も反映して欲しいです。足元
を大事にしていく合併であって欲しいと思います。

西尾市 現在の西尾市と何が変わるのかが見えない。（合併が編入であればなおさらだと思いますが）
西尾市 合併後には何か日本全国に注目される事を考えて。観光でも産業でもスポーツ関連でも。

西尾市

合併するのには意見は無いけれども・・・。市の職員や役員が多すぎるのでは・・・。手続きに行きと
机や人が多い割には、沢山の人が待っていることが多いのはなぜですか？市役所だけは大きいけれど
も・・・。私たちの税金は、役所の人達のお給料なんですよね？その割には使えない。支払いはすごく
遅いわりにお金の請求はすごく早い！借金の取立て屋さんみたいで、すごく気分が悪い。色々なことを
進めることによって、かなりの税金が掛かるんですよね！！私たち市民に迷惑が掛からないなら（金銭
的に）進めても良いのでは？

西尾市

 抹茶、カーネーション、うなぎなど、特産物をブランド化し全国的に！
 抹茶はおいしいが、全国的に有名な和菓子が少ない

 うなぎはあるが、食べる所がない。
イオンなどの大型ショッピングセンターを建て、若者が岡崎、名古屋まで買い物へ行かず、西尾で買い
物ができるようにし、西尾市に税を頂けると潤うと思います。

西尾市

一般論ですが、地方の中・小自治体は、行政も議会サイドもかつての古い自民党的体質が感じられ、こ
の不況下に於いても危機感が余りないように思われます。合併によって多少は風通しがよくなり、職員

 や議員の意識改革が更に進むのではないかと期待します。
住民の意識の低さも足を引っぱる大きな要因の一つだと思います。自分たちの周りさえよければいいと
いうエゴが全体の地域の為の優先順位をねじ曲げています。一部長老支配による町内会を見ていても切
実に感じます。（大都会から移り住んで７年目の市民より）

西尾市
一色町、吉良町は西尾と同じくらい対外的に名前も知られているので、合併により名前が無くなること
は残念なようにも見えますが、今後の少子高齢化の社会を快適に迎えるためには、合併したほうが良い
のではないかと考えます。是非積極的に進めてください。

西尾市
中学校区と地域の組み替えが行われて、治安・財政悪化しないか心配です。又、何故合併するか利点が
分からない。もっと説明が必要と思います。

西尾市
良い面・悪い面、それぞれある様に思いますが、最初からスムーズにいくとは思いません。改革には多
少の痛みはつきものです。新生西尾市に期待してます。がんばって下さい。

西尾市 合併することによって西尾市が魅力ある町になっていくことを期待したい。
西尾市 もっと分かりやすく、全てを説明してほしい。

西尾市
合併して市名が西尾市でありますと、幡豆町、吉良町、一色町は、弊害や抵抗感があるので、昔から親
しみやすいシンボル的に存在する市名を「三ヶ根市」を要望します。

西尾市 よりよい町づくりをして下さい。
西尾市 合併期日は、平成２３年３月３１日以前に実施されますとうれしいですね。

西尾市
西尾市に住んでいる私は合併は賛成ですが、市外の３町の財政豊かな町は、反対されるかもしれないか
な。

西尾市

西尾市の住民ですが、西尾市のメリットとしては、スケールメリットが出ることくらいしか考えられな
い。ところが、このスケールメリットと言っても大して大きくなる訳でもないので、結局１市３町それ
ぞれでやっていた時と変わらないのではないか。合併にバラ色的な話が書いてあるが、実際幡豆３町の
将来の発展性で見込みのあることがありますか。西尾市からすると、それがないのであれば合併のメ
リットが出てこない。

西尾市

合併すれば西尾の福地地区は市の中心的な位置となります。西尾市の中でも人が一番よく集まる憩いの
農園を中心に市の観光事業のPRなどに力を入れて欲しいと思います。公園なども２３号に近いところば
かりにもっていかず、ぜひ、３町からも利用しやすい農園の周辺に整備を進めてもらいたいです。海、
川、山がある、吉良の歴史的財産、一色のせんべい、うなぎ、大ちょうちん、西尾の抹茶など産業や観
光をもっともっと外にPRして人が集まる西尾市になって欲しいと思います。それには自然がたくさん
あって、市街地にも３町にも近い緑多い福地を中心に夢のあるグランドデザインを策定してください。

西尾市 急ぎすぎ。もっと慎重に行うべき。

西尾市

全国的にも統合や合併が推進されているようですが、何でも合併すればいいというものではない。な
ぜ、合併した場合のデメリットを、市民・町民にはっきりわかるように提示できないのか、それこそ
「こうこうこういう風になるかもしれません」「それでも良いですか」という了承を問う意味での説明
会・アンケートになれば、言うことないです。その上で多数決したのなら少数派に配慮しつつ合併を進
めていけば良いと思います。

西尾市

・現在西尾市の平均年齢は４１．１、今後高齢化が進む中で西尾市のメリットが見えない。・西尾市の
人口・工業・農業とバランスが良い。まずは３町が合併して、その後に考えるべきである。・資料から
見ても、メリットはなし、デメリットばかりの合併は反対。・西尾市の学校給食もセンターになってし
まう。・人件費は１０年後２割削減とあるが、西尾市の身分となる３町の職員の人件費のアップで２割
はムリ。逆に上がる。支所で残せば人数は減らない。・吉良、幡豆、一色は鉄道もなくなっていってど
んどん過疎が進む。合併すべきではない。・西尾市の住民はメリットはない。
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西尾市
合併のような大事業を進めるには、あまりにも唐突で強引なやり方は、かつて、福地地区であった分市
運動を思い出します。十分な説明をして市民・町民の合意が出来るように要望し、合併が喜び合えるよ
うにお願いします。

西尾市

西尾市在住ですが、特にメリットがないように思います。冊子中の「メリット・デメリット」を読みま
したが、あまりこれといって賛同できるようなものはありませんでした。大きな自治体になることでイ
メージアップとありますが、大きくなるだけでどんなイメージアップにつながるのでしょうか。小さく
ても特色を出している地域もたくさんあると思います。合併してもしなくいてもそれほど何も変わらな
いように思えましたので、「問１」は「どちらでも良い」にしました。

西尾市

市政のことはよくわかりませんが、３町合併に賛成します。２０年も前から市民の間で風評として合併
したほうが何かと合理的で予算が節約できるが、議員削減で失職する人が反対して３町合併は出来ない
と言われていました。今は市民の多くの心は自然と合併の方向に心が向かっているように見受けられま
す。いじめや汚職で恥ずかしい思いを市民はしています。市のためにつくして下さると信じてえらんだ
市長様、議員様、豊かに発展する西尾市作りに励んで下さいますようお願い致します。

西尾市

私達一市民は、行政の決定に従うしか結局仕方がないので、合併に反対とも賛成とも意見を表すことが
 できないように思います。

アンケートでも、もうすでに”合併ありき”という方針で動き始めてしまっているように思うので、今
 さら何を言おうと無駄なのではないかという気がしてしまいます。

このまま合併に向けてさらに進めていくのなら、デメリットを今一度洗い出し、よく検討して、社会的
弱者にとって温かい行政が行っていけるよう努力してくださればと思います。

西尾市

 ・大きくなりすぎて、ハシからハシまで行政が行き届くのかな？とは思います。
・昔からある地名にも意味があると思うのですが、そのような昔ながらの物がなくなってしまうのは、

 良くないと思います。
・今、どんどん行政に払うお金が増えてきているので、これ以上の支出が増えるのはやめて欲しいで

 す。
 借金が増えると思うのですが、どうするのですか？

・市街地以外にも、安全で広い公園を作って欲しいです。

西尾市
 ・各町がかかえてる負債を西尾市が（財政の良い所）補てんすることだけは、しないでほしい。

・合併の時点で各首長、各議会を解散して選挙を行うべきだ。

西尾市

 ①この程度アンケートでは納得できない。
 ②一市三町の借金はどのくらいか、西尾市が抱え込むのはたいへんだ。

③市営、町営住宅の滞納がどのくらいか。税金の滞納がどのくらいかなどなど色々有ると思うがこれら
 みんなきれいにして合併すべし。

④議員、職員の数が減り経費の削減になる、そのとおりと思う、もっとメリット出すなら一市三町の内
 一番給料の低い所を見てスタートしたほうが良い。

⑤合併に金がかかるから今の事業を先送りする事が現在出ているようだ、色々書きましたがまだ賛成で
 きない。

⑥住民投票をして下さい。
西尾市 一市３町合併した場合に、財政が破綻すると考える。

西尾市
広域的視点に立って効率的な行政運営を期待します。行政サービスの質を落とさないように配慮してく
ださい。

西尾市 急がず住民の理解を取ってから合併してください。

西尾市
・西尾市は現在、医、教、共にバランスが良い方向へ行っていますが、それが、このままいくのか心配
です。緑が多くなるので子供を育てやすい環境、老人が暮らしやすい環境の充実を願います。・もう少
し大型ショッピングモールがあれば、うれしいので誘致もお願いします。

西尾市
将来的には合併はあると思うが、政権交代した現状では、平成２３年３月３１日は早急すぎると思いま
す。各項目についての話し合いは、常時していくべきだと思いますが、政権交代後の方向性が見えな
い、今、合併は難しいと思います。いずれにせよ、明るい未来のある合併協議をお願いします。

西尾市
特にありません。細かいこと、難しいこと、私にはわかりません。とにかく大変ではないかと思いま
す。しっかり頑張って施行されることをお願いいたします。

西尾市

１　医療面が一番気になりますね。技術面、器具等高度な器具が必要。今の市民病院では心もとなく他
 市に行ってしまいます。お医者の確保、第1にお願いしたい。

２　公共施設はずいぶん気にかけられ、楽しく生活できるようになりましたので、三町合併すればます
ます広がり、他地域の良さも一緒になり、考えるようになると心が豊かになりますね。ぜひ交通機関も
考え個々の考えを持って広がっていきたいですね。

西尾市
合併後１０年間のまちづくり事業費が約８００億円とあるが、この資料だけでは不明、又そんなに大き
な事業が取り込めるか不安。高齢化が進み、医療、介護等の出費が進み、安易な収入見込みを考えてい
ると大変な事となると思う。

西尾市

 教育現場に関して
西尾市と幡豆郡（３町）の小中学校の制度や活動の面で大きく違う面があるが、合併すると教育委員会

 も１つとなり、同一歩調での調整がされていくのか知りたいと思います。例えば
・２学期制（西尾）と３学期制（３町）
・小学校の部活動への取り組み（西尾市は年間を通し、部活動を行い、大会も行っている。）
・職員の配置等子どもたちの混乱を最小限にしていただけるよう要望いたします。
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西尾市

このアンケートは、質問事項がかたよっていると思う。合併のほうにしか目が向いていないような、不
平等なアンケートに答え、市民の意見がちゃんと伝わるのか甚だ疑問であります。市民のどのくらいが
いったい本当に合併を望んでいるのか投票なり明確な形で出すべき。議論や説明会はその後の事だと思
う。

西尾市
合併によるメリット等が抽象的でまだよく分からない。行政面とあわせ個人面（税金等）の変化を具体
的に知りたい。他の合併した地域では、生活がどうなったのか。西尾と３町の合併を比較する形で情報
がほしい。

西尾市 住み良い町づくりをお願いします。

西尾市
基本的には反対です。税金が上がる。サービスが今まで以上に受けられなくなる。３町合併しても人口
が少なすぎる。西尾市長さんの経験がない（市長として）。時間をかけて意見を聞いて、３町９０％以
上、賛同してもらえる様にして下さい。

西尾市

前から合併の話はあったと思いますが、合併するかも？というだけで話や進め方やり方は検討していな
かったと思います。新しい市長になって、急に進みだしたので、もう少しいろいろ検討しても良いと思
います。住民の意見が分かる投票をするべきだと思います。こんな抜粋方式のアンケートだけでは不十
分だと思います。反対の多かった地域に説明にくるみたいですが、説明ではなくて、「合併ありき」の
話はなしにして、良いこと悪いことを充分に検討するべきだと思います。

西尾市

新西尾市長には前市長が計画していて、今は中断してしまっている事業計画について再考して頂きたい
と思っております。西尾市税を合併することに使うのではなくて、保育園や小中学校の施設を充実させ
るために使って欲しいと思っています。合併は先々必要なことかも知れませんが、合併は急がなくても
良いと思います。

西尾市 考えられる大きなデメリット部分が隠れていないでしょうか。現時点でわかってないです。

西尾市

合併ありきで進んでいるように思うが、そのメリット・デメリットに具体性がなく、また何の為に合併
するのかが明確ではない。まず、西尾市にとっては合併よりも都市部への接続（鉄道等）時間を短くで
きる様企業と協力していただきたいと思う。娯楽施設（映画館等）を誘致できるなら合併してもいいか
もしれない。

西尾市
西尾市も小中学校を早く３学期制に直してほしい。特に中学３年生にとって前期のテスト１回で進路が
決まってしまうのはかわいそう。

西尾市 特になし
西尾市 よくわからないけど税金が高くなるのはいや

西尾市

西尾市において市民への合併問題の事が無関心の人が多いのは、情報が不十分ではないか（広報を見る
方は思ったほど多くの市民はみていない）３町の方の不幸が多い。数年前より合併について騒がれてい
ますが、ここに来て急に盛り上がっていますが、将来、合併をしてよかったと思うようにしてくださ
い。

西尾市
規模の拡大によって、切り捨て部分が出てくるように感じます。各家庭が経費の見直しをして生活して
いる中、市町でもさらなる熟考が必要かと思います。

西尾市 職員の給料対職金手当てなど高い西尾市の基準にそろえるのは、おかしいと思う。
西尾市 住民投票をすべきではないか。
西尾市 安心して働ける場があり、住みよい市になるよう、取り組みを応援したいと思います。

西尾市
＊市長さん、町長さん方へお見せ願います。・こんな住民軽視の合併の進め方はないと思います。前の
中村市長は前科者になりましたが、その前科者の方がよっぽど榊原市長より良かったと周りの友人達か
らも話が出てます。

西尾市
・西尾市民が合併により、どのようなメリット、デメリットがあるのか、具体的に数値をもって説明し
てほしい。

西尾市
具体的に定量化された資料を開示した上で、賛否の議論に入るべきかと存じます。なぜ合併しようと考
えられたのかについても、合併後の西尾市政についても情報が少なく、市民の１人としては、合併を考
えられません。

西尾市

合併には反対ではありませんが、市役所職員の対応を不満に思っています。そこが改善されれば文句は
ありません。若い人若い人は・・・といいがちですが、今は若い人のが対応がよく、中年の方の態度が

 横柄なので、そちらを改善してほしいと思います。
 ここで書くべきことでないとは思いますが、あえて書かせていただきます。

また、中年議員の方々、訪問先や電話ではまず自分の名前を名乗ってください。基本だと思います。３
町の議員が失職するのではなく、こんなことがわからない議員を失職させるべきだと思います。失礼し
ました。

西尾市 合併することによって、新しい名称にしないでください。

西尾市
市長は合併に自分のことだけ考えず、市民の立場になって考えるべきで、市長自身ももっと勉強し、何
が何でも合併と言わず住みやすい西尾市をつくって欲しい。

西尾市
合併直後一市三町の議員数が一時期特例によって継続するため異常に増加する結果となります。その増
員となる在職期間を法の限度内に於いて出来るだけ短縮し経費の無駄遣いとならないよう早く定数の議
員数になるよう希望します。つまり早期に選挙をやって定数とすることをお願いします。

西尾市
合併に関してこのようなアンケートでなく、住民投票により民意を聞くことが最初のステップであると
思う。市長の姿勢は受け入れられるものではない。もっと市民の声に耳を傾けるべきである。

西尾市

西三河の内で西尾付近はＪＲ等がなく、他の市に対して商業関係がかなり遅れていると思われます。今
後西尾市幡豆郡三町合併に依り、より一層町づくり向上と活性化に伴って生活向上に繋がると思いま
す。なお、この地方は自動車関連事業者が集中しているため他の市より財政が良いと感じています（西
尾周辺では岡崎市と比べてかなり遅れて活気がない）この機会に目玉になる事業を検討してほしい。

56



    自由意見  （西尾市と幡豆郡３町の合併に関するご意見）

西尾市
海、山、川と豊かな自然を持つ市として環境を保護しながらまちづくりを進めて欲しい。又、治安も悪
化しているため、安全なまちづくりにも力を注いでいただきたい。

西尾市

西尾市在住の方よりも幡豆郡３町の方のほうが不安が大きいのではないかと思います。（市の名前が変
わる訳ですし・・・）学校行事の色々な大会なども変化がすごくあると思うので親としては不安です。
今までの６の中学、１４の小学校にとても慣れているから合併したらどのくらいのかずになったりする
のかとか興味があります。合併に向かっていく中で、西尾市に嫁に来て市役所の細やかさとか、市のま
とまりがとても良いと思えたので、大きな規模になっても良い市になっていただきたいと思います。
（広報のすばらしさｅｔｃ）住民としての義務もあると思うので協力できるところはさせてもらいたい
と思います。良い方向へ向かっていくように、これからも見ていきたいと思います。

西尾市

１．全国的な数勢から見ても、また西尾・幡豆３町の特色から見ても、より広域的な市にするべきでは
ないかと思います。２．郵政民営化により決め細やかな行政が失われつつあるように思いますが、合併
により細やかなサービスが失われないような体制が出来るか心配です。３．防災的な面から合併後は速
やかな防災組織の統一がされるように要望いたします。

西尾市
住みよい町でありたい。西尾市の自然が無くなりつつある。東部中校区は岡島にトラックターミナルが
出来て交通利用も多くとても住みにくくなった。

西尾市
合併の期日、平成２３年３月３１日までの設定はいいと思うが、そこまでにすり合わせができないこと
もあると思う。そういう場合は柔軟な対応をお願いしたい。

西尾市 幸田町も西尾市に合併希望と聞いているが、早い時期に積極的にさそった方が良いと思う。
西尾市 住民投票の実施
西尾市 歴史、文化、観光面を考えると、新市の名称を西尾市よりも吉良市のほうがいいと思う。

西尾市
 町名（字名）の取扱いについて、昔から伝統のある町名字名は必ず残すようにしてください。

合併することにより、現在より以上の高齢化都市となる。対策が必要です。
西尾市 西尾市民としては、合併は賛成です。今よりよりよく生活ができればと願っています。
西尾市 別になし。

西尾市
東部中校区に大きなデンソーが２工場ありますが、朝のラッシュにこまっています。道路を整備してく
ださい。西尾駅周辺のみに使わず。また西尾市と３町を合併し、次に岡崎、幸田、蒲郡と合併し政令指
定都市としたい。

西尾市 今の状況は合併確実に感じてアンケートをとる必要があるのか疑問である！

西尾市
合併について住民の不安の声をきちんと聞き、対応してから合併の話を進めて欲しい。メリットだけで
なく、デメリットにもきちんと向き合うべきであると思う。

西尾市
活力ある海と緑の２０万都市交流圏をめざしてというサブテーマにあるが、人口２０万人となるのをい
つの年と想定していますか。合併後は現在の住民税（市税）より減額となるのですか？経費の削減で新
市のまちづくりに活かしていきますとあるが、具体的なまちづくりとは何？何のインフラ整備ですか？

西尾市

東部地区は治安が悪く（痴漢、空巣等）道路も草だらけで、子供達が安心安全に登下校することもでき
ない。アスファルトはボコボコだし、歩道いっぱいに雑草がおいしげり、歩くこともままならない。市
役所周りをあんなに何ヶ月もほじくりかえして、きれいにしているなら、市長はもっと地区を回って汚
い様を見て欲しい。子供達が未来を作っていくのに、その子供達が安全に行き来できないような環境を
作っているのはおかしい。合併以前に今日明日たった今やらなければならない問題が山積している。

西尾市

 市の職員の天下りのない組織を作ってください。
他の市と比較して公園整備、グランドの整備が進んでいないので、他の市と比べても恥ずかしくないも

 のを作ることを心がけて欲しい。
公務員天国と言われない市を作って欲しい。

西尾市
佐久島や吉良ワイキキビーチが西尾市になるということがとてもうれしい。西尾市が（地元が）リゾー
ト地のように感じます。

西尾市

１　地球環境保全を考慮し、緑を減らしてはならない。２　以前（２０年以上）総合スポーツ公園など
というバカげた計画があった。中止になってよかったが、あのようなバカゲタ計画をすべきでない。３
中村前市長が逮捕されたが、６００万円だけしか問題になっていない。市庁舎の設計図のやり直し、ゼ
ネコンが辞退し１社で受けることとなったが、これは当然裏金が動いている。徹底的に究明すべきであ
る。４　上記に関連して、西尾市庁舎の定礎版の「市長名」は削って欲しい。

西尾市
榊原市長の言う行政改革が本当に出来るか、従来の箱物行政ではいつまでたっても赤字財政は変わらな
いと思います。各種委員の合理化・スリム化等をとってみてもよほど削減しないと健全化は無理だと思
います。市民も議員も職員も一体となってすばらしい西尾市にしたいと期待します。

西尾市
幡豆町、吉良町、一色町、西尾市の行政が良くなり、皆が住みやすい所になれば一番良いのです。頑張
りが必要です。

西尾市 合併することによって西尾市の公共料金の値上げだけはしないでください。お願いします。

西尾市
もっと早い時期に合併に向けて、協議会を立ち上げて（立ち上げた時点で、絶対に合併すること＝反対
は考えられない）実施して頂きたかった。プロジェクトチームの皆様も非常に大変な事業だとは思いま
すが、是非とも実現に向けてがんばって下さい。

西尾市
西尾市他３町の合併なら東部地域の開発から幸田町の一部、旧豊坂村は西尾市に編入できないのか検討
すべきである。資料について、Ｐ１０の新しいまちづくりの事業について、年間約６１億円→１０年間
で８００億円、突如対比が年間が１０年間なのですか。

西尾市
合併した場合、ごみの分別方法はどうなるのか。アンケートは７０００人を対象としているが、最終的
に決定する手段は住民投票が良い（行うべき）

西尾市 合併することがとても嫌です。でも、結局合併するので、このアンケートはなんなんですか？
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西尾市

吉良町あたりは車企業の進出、誘致あたりが進んでいるようです。一方公共交通機関の現況を考慮した
とき、企業種の改革を考えることも一点と思われ、それらを利用点の多い企業、またそれらに関する形
態を考えていくことが必要と思われる。教育、また駐車場の利用を抑えることも必要かもしれない。現
況では増加入口が大でなければならない。

西尾市 合併したときに国保、国民年金、その他税金が安くならないとする意味が無いように感じます。

西尾市

合併に多少のデメリットがあるのはやむを得ないことだとは思いますが、職員の方々の対応や意識がデ
メリットに含まれては絶対にいけないと思います。（今現在でも対応の悪さ、プロ意識の欠如で一部の

 方ではありますが、かなりうんざりさせられています。）
※余談ですが、たまたま職員の方の昼休憩（１２時～１時）の時間に１階女子トイレに寄ったところ、
女子職員の方がたむろっていて中に入れず用を足して手を洗おうとしても化粧直しで鏡の前を占領して
いて手も洗えず・・・・

西尾市

※子供の学校区の区別で、（例、高河原、大和田町、和気、岡島町の下）遠くの三和小区まで（１時２
０分）かかっている。ピカピカの一年生では少々かわいそうです。３町の合併した時に住民に変り提案

 したい。
※役所が一つになると用事で役所に行った時に不便性が生まれると考える。時間が多くなる。

西尾市

どうしても、３町に西尾市に編入しなければならないような事情がないなら、合併には反対。３町の財
 政状態が悪いなら、そのことをかくしての合併には、断固反対。

 合併という問題を住民に問うのに、この程度の資料しか出さない姿勢は問題である。
人件費削減などは、合併する前になすべき問題（別に合併しなくてもできる。）

西尾市
西尾市幡豆郡３町は昔からのつながりがあり、水道、火葬等を広域行政の中で実施しているし、すでに

 農協は西尾幡豆一本で運営されていて当然行政の合併はすべき
一言と言わしていただくなら、先の２代の市長が消極的であった。

西尾市
親子で楽しめる小動物の公園やローラースケート、スケートボードなど遊べる公園があれば安心して遊
ばせる事が出来ると思います。

西尾市
 市民税、住民税が増えることはないか心配です。

合併に８分位はいいと思っています。

西尾市

 職員の給与はどうなるのでしょうか？
１例として、いろいろな協会団体があるが、市××協会に一体になるわけですので、年間予算や進め方
での食い違いが出てくると思います。これまで、予算を使いたい放題つかっていた時代を終了させて、

 節約の時代に突入すべきと考えます。
市の行政においても、ぜひ節約財政を行うよう切り換えていただきたいと思います。

西尾市 特になし

西尾市

とにかく無駄な税金の使い方はやめて欲しい。ただでさえ、日々の生活が苦しい状態なのに、これ以上
税金を上げられては、生活が出来ません。公共施設など我々２０代は使うことがありません。無駄な
「箱もの」を作るのはやめてください。我々、後世に幸せな生活を送ってほしいになら、養育費や保険
料の負担額を減らしてほしい。

西尾市 税金１０％を個人の意志で希望で使える政治を望む　例　教育＆介護等々を個人が選べる。

西尾市
若い人達にも、合併することについてのよいところと悪いところ（メリット、デメリット）をわかりや
すく説明して欲しいです。

西尾市

 早期合併実現を望んでいます。
 １．少しでもむだをなくすため、（市と町との境では合併した方が良いことが多い。）

 工場地帯と住宅地との雑音の差が線で１０ホンも異なる変です。
 ２．風や水は合併している。

 ３．経費の削減はこの際、存分にするべきが合併の主旨で計画案では不十分かと思います。
 （１）職員も税金であるので１０億減、議員３０人で十分

 （２）物件費は西尾市にならべるのかね　５５億で十分
 （３）町づくり　当初は５００億、他町とのすり合わせでなあなあの分が多い気がします。

 この住民たちに幸多かれ
この合併で初年度はキビシイ財政にて、人件費の削減に重きをおき、十年後にはよかったと思うよう
に。

西尾市 市長が交代して急に合併が決定するのは、納得がいかない。住民投票などをして欲しい。

西尾市
合併も仕方が無いと思いますが、合併ありきでの説明会、住民投票もしないというのはどうでしょう
か？本当に合併が必要と思うのであれば、もっとしっかりとした自分の思いを伝えてほしいです。住民
説明会での質疑応答がかみ合わなかったようです。

西尾市
 住民投票を実施すべきだと思います。

活力のある町作りに頑張って欲しい。
西尾市 特になし
西尾市 早くすべき！議員・職員を減らして経費削減をすべきである。

西尾市

１　将来を大きく展望して、地域振興・地域住民の幸せを大目標に、損得感にとらわれずに積極的に推
進してほしい。２　議員の削減については、思い切った対応を期待したい。前向きでしっかり調査研究
する有能な議員が１５名もいれば十分である。３　合併を機に抜本的な行政見直しを期待したい。特に
無駄な税運用を徹底的にチェックして減税の方向を探ってほしい。４　議員や各種委員等の報酬は出勤
月数やや活動状況に応じた支給方法を確立されたしい。５　教育改革を最重点目標として取り組みたい
ものです。
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西尾市
現在、西尾市在住ですが、吉良町出身です。歴史ある「吉良」という町名が合併によりなくなってしま
うのは残念です。

西尾市
住民の意見が届きにくく、地域の要望が届きにくく・・・など不安要素をなくし、今まで以上に住民に
とって期待できる合併であってほしいと思います。削減するものを間違える事なく合併を実現させて下
さい。

西尾市

愛知県に来て２５・６年になりますが、私の地元でも数年前に合併がありました。その結果、税金にお
いて格差が出て税金の上がった町もあれば下がって町もあり、その説明不足が町民の不満を生んだのも
事実です。ちなみに地元では１戸当たり２，０００円ぐらい上がりました。このことをふまえ、今回の
合併による税金等の住民負担金（各市町の）、そして税金による行政の公共事業等の収支報告を各住民
に公表してもらえることを願います。

西尾市 西尾市民にとってあまり変化がないがメリットが多い感じ。３町の町民の心情は複雑なのでは？
西尾市 市の活性化を期待します。
西尾市 今までうまくやっていたのだから、今さら合併をしてもしょうがない。
西尾市 合併後西尾市の財政が悪くなる事がないようにお願いします。
西尾市 特にないです。

西尾市
電算システムの統一に掛かる費用負担をどうするのか。くるりんバスのサービス低下防止と向上。きめ
細かな運行→一色で使用の家庭用廃油利用の推進活用。

西尾市
地方自治体の財政状況を改善するには、一つは合併により、スケールメリットを活かしこと。二つ目に
は議員数、職員数の削減、事務の効率化による経費の節減が必要と思います。何よりも公務員一人ひと
りの意識の持ち方が課題です。

西尾市
合併により市のイメージが大きくなり、新しい商工業の誘致等を積極的に行い、岡崎市や豊田市の様な
活気のある市にしたい。

西尾市
今までの状況なら合併した方がよいと思いますが、政権が民主党になったので、どのようになるか少し
不安です。

西尾市
住民説明会資料など読ませていただいて、私は西尾市民ですが、３町にお住まいの方は、いろいろ納得
いかないのではないのかなあと思いました。反対される方が多いのではと思ってしましました。

西尾市 市営住宅の整備を充実して欲しい。

西尾市
 後々、市民・町民が合併しなければ良かった・・・。という状況にならないようにして欲しい。

 地域の農業・漁業も大切だと思うが、もう少し商業施設を積極的に増やして欲しい。
市民バスのコースを拡大して欲しい。（市街から離れている町にこそ積極的に導入して欲しい。）

西尾市
・合併ありきではなく、協議し、その詳細な結果に基づき説明し（データを添付して）住民の意見を聞
く。・現時点での合併についての賛成、反対は早急であると考える！！

西尾市
西尾市と幡豆郡３町合併により、一層の歴史文化を進めていただきたい。古い歴史がだんだん遠ざか
り、忘れていかれやすい→大切にしてほしい。

西尾市
合併ありきで話をすすめ過ぎ。後世のため？頑張る姿勢を示すより、いかに西尾が発展し継続できる
か。全体的に抽象的で具体的でない気がする。

西尾市 別になし

西尾市
西尾地区が発展する上で、将来どのように考えているのかが、市民には見えて来ません。合併の目的そ
のものが、市民と政治でギャップがあるように思います。県内外から見て、又、市民から見てこの地区
の発展、位置づけ等、市民が誇れる市になってほしいと思います。

西尾市

企業を誘致したりすることも財政面などで大切なことかもしれない。しかしそのために今まであった田
畑等が工場、住宅地に変わってしまうのもためらいがある。未来の子供たちに自然を残し、なおかつ住
みよい西尾を考えてもらいたい。現在の安城桜井の開発を見ていると悲しい気持ちになる。西の町のお
茶畑の面積も減っている。日本一の産業があるのに。

西尾市

吉良町の全国的に有名な知名度を利用し観光地としての集客に力を入れたり、一色町の最近の若い人た
ちの「手づくり、物づくりのパワー」を生かした楽しい町づくりをし、市民が休日に出かけて行きたく
なる様な場所づくりを進めて頂きたいです。現在西尾市には出かけたい場所がないので、期待していま
す。

西尾市

 ・特色のある産業については維持、発展でできるように計画し、雇用も同時に考えてほしい。
 ・福祉分野においてもサービスの質を向上し、総合的に提供できる環境を整えてほしい。

 ・教育分野の充実
・治安の強化

西尾市
アンケートの結果、西尾市以外の三町の方の意見が気になります。広報でまとめた結果を知らせてほし
いです。それと、合併に向けて今後どうなっていくのか、今はどういうことをしているか等、過程も広
報に載せてほしいです。

西尾市
・市町長・議員の削減により、議員共済の出費が多くなり、苦しんでいる市･町･村が多くなると聞く
が、国の補助金で賄うのかな？

西尾市 西尾市に多くのメリットがあるのなら合併すべきである。

西尾市
 削減について(職員議員)の疑問

どのような基準で削減し削減された人に対しどのような処置をされていくのか。
西尾市 反対意見を無視してまで無理矢理合併を進めるべきではない。
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西尾市

小規模自治体同士の合併は不利益を受けるのは住民。合併という増大な支出をともなう形でなく、出来
ることは広域連合の形態ですればよいと思う。合併特例法がある以上、議員の削減は難しいと思う。当
面の費用に血税が当てられる心配がある。税収減の今、合併準備金、初期投資費用が増大し、今一番必
要な基本的な住民の生活。失業対策、新卒就職支援、福祉等への財政支出が減少しては意味がない。合
併された市町の真実の実態を把握し（住民への影響）１市３町のリーダーの方々には、住民のための明
るい未来へと導いていただきたいと切に願います。

西尾市 合併のメリットになるように経費の削減と行政の効率化を図っていただきたい。
西尾市 市の名前は、「西尾」のままでお願いします。合併後は、財源確保の為、蒲郡競艇に参入すべき！！
西尾市 合併を推進するには、地元にメリット、デメリットを説明し、住民が納得する形で進めてほしい。

西尾市
 公共施設利用時、市民の利用料金について、市民料金の導入の検討

 他の市では優遇されているが、西尾市はされていない。優遇されてもよいのでは。
財政が悪化し、市民の負担が増大する不安がある。

西尾市

・市長の言われる「協議と妥協を繰り返しながら」に対して、来年３月末の期限ありきではあまりにも
性急過ぎるのではないでしょうか？・今現在、西尾市民として合併の気運も感じないし、メリットもあ
まり感じません。今後、一般市民にもわかりやすい「正直」なメリット・デメリットを提示して頂き、
市民に賛否を問うてからでも遅くないのではないでしょうか？

西尾市 中・長期をしっかり考慮して進めて欲しい。高齢者が進む地域等が不公平にならぬ様に。

西尾市

西尾市民ですが、ここは中心部ではなく、下水道整備の予定すらありません。また、広報で野焼き禁止
が謳われていましたが、屋敷内、田、畑で、いつも誰かが何かを燃やしている状態。屋外に干した洗濯
物がこげ臭くなって、また、洗い直す。といった状態が続く毎日が合併によって解決されるのでしょう
か。メリット・デメリット、具体的な数字を出してください。合併した後で、現在の西尾市にとって、
デメリットばかりだとわかった時点で、即合併解消できますか？住民投票希望します。

西尾市
平成の大合併の第一弾で合併を実施しなかった理由を明確にし、１市３町が不利益（合併特例債など）
にならないよう早期に（２０１０年３月末）決定すべきである。合併に関するメリットデメリットは事
前に公表し、将来の財政見通しを分かりやすく説明して欲しい。

西尾市 地域ごとに、トップリーダーを決め、定期的に話し合いの場を開いて話を聞く。

西尾市
合併により幡豆郡の方たちの納税はおそらく減ると思いますが、現西尾市在住の方にもこのようにメ
リットはあるのかな？

西尾市

川もあり、海もあり、山もあり、平地もありと何と自然に恵まれたところであろうかという地形を生か
し、矢作古川のしじみももっと大きく育てて、すべての地形の中で発展させて行くものをブランド品と
して、世に出せたらと思います。知恵と我慢の心を持つことだと思います。今あるもので、少し何かを
加えたり、手助けをして大きな良いものに仕上げたほうが、早く上手く行くと思います。すなれた部か
ら出発したら面白く、老人もはりきって奉仕されると思います。これからの世の中は、自分にもらうの
ではなく、何か人の役に立ちたいという心から出発したいと思います。これはみんな心に中で思ってい
ることではないでしょうか。

西尾市
合併による経費節減だけでなく、一般企業のように常に職員一人ひとりがコスト削減を頭に入れて行動
しなければ、合併しても今と変わらない。

西尾市 全くわからない
西尾市 合併賛成です
西尾市 合併と言われても正直ピンときませんが、市民の負担が大きくなることのないようお願いいたします。

西尾市
アンケート協力依頼するならば経費もかかっていることだし、そのような意見を少しでも参考とし、机
上の空論で終わらせないで欲しい。

西尾市
海、川などのレジャー施設を設置してほしい。釣りが好きでよく和歌山県串本町に行ったり、静岡県御
前崎市まで出かけますが、近辺に大きな魚が釣れるところがあったら良いと思います。

西尾市 合併する方向で進んでいるがもっと市民の意見を聞いて欲しい。
西尾市 無駄をなくして欲しい。市民へのサービスは悪くなっても仕方ない。
西尾市 子育てＥＴＣ福祉の面の充実が合併により、より良い方向になっていくのであれば、賛成です。
西尾市 活力のある２１世紀の街創り、勇気を持って合併を進めて下さい。

西尾市
合併は決定ですか？決定以前に住民の意見調査をするべきでは？市町村合併は旧政権の行政改革の一環
ではないですか？だとしたら大いに見直すべきでは？

西尾市
自然の多く残る西尾・幡豆の財産を守り、安心、安全、楽しく暮らせる落ち着きのある市づくりを期待
したい。

西尾市 無駄をなくし、福祉に力を入れていただきたいです。

西尾市

合併した場合、今でも市役所の職員のお客さんに対しての態度とサービスが悪いのに合併したらさらに
態度とサービスが悪くなると思います。合併したらまず先に職員の態度とサービスをお願いします。私
は前にもアンケートをして、このことを書いたつもりですが、全然、市役所の職員は変わっていませ
ん。これからは市役所に来たお客さんによいサービスをお願いします。特に女性の方が態度とサービス
が悪いです。職員も多いと思います。

西尾市
議員や職員の減少により、経費を削減でき、また行政も効率化されると思いますので、是非合併をして
ください。

西尾市
西尾市民のためにならない合併はすべきではない。西尾市民が損をする説明もまったくしていないの
で、やり方が悪い。合併の都合の良いことのみ広報で載せている。
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西尾市

車庫とばしをしているダンプやトラックが西尾市外で有ると聞いた事があります。今はどうだかわかり
ませんが、それらがなくなり環境が良くなると思います。漁業などが盛んになり三河湾の魚が安く皆に

 いきわたる事を願います。元西尾市長の西尾市の恥さらしが無いよう、お願いしたいと思います。
老人施設の拡大に力を入れていって下さい。福祉などもっと良くなるようにと思います。

西尾市 税を効率よく使い、無理な支出をなくして欲しい。
西尾市 税金のムダ遣いはしないで下さい。
西尾市 事務的なすり合わせができればそのまま名前だけ変更して合併すればよいのではと思っている
西尾市 議員が多すぎる

西尾市

 メリット　　合併に頼り人口が増えて国からの補助も多く受けられると思います。
デメリット　　田舎へ行く程、高齢者が多く、医療介護における費用が掛り、これから先もっと増える

 と思います。田舎へ行く程若い人はいませんし、税収も少ないと思います。
 ひとつの事を決めるのにも、なかなかまとまらないと思います。時間が掛る。

各都市市町のバランスをとるのにむずかしい。
西尾市 反対。建てたばっかなのに意味が分からない。
西尾市 合併により地域の総合力の向上で地域全体の成長に努力することを期待する。
西尾市 いい町づくりをしてください。よろしお願いします

西尾市
歳入歳出について。目前の削減及び節約に努力し、効率的な運営に努める方が賢明では。一般企業は出
来るだけ節約し、限界の収支をしています。市民の税金を効果的な使用に期待する。

西尾市
 １日も早く合併後の改善されるもの、不足するものを含め、収支を早く作成して開示願いたい。
 全国的に大合併でマイナス面を多く耳にする。このようなことがないよう、進めてもらいたい。

合併しなくてもよいのではないか
西尾市 増税や負担金増につながるようなことにならないように。

西尾市
 このアンケート結果を第三者にたのみ、新聞、広報等で発表して下さい。

合併ありきの市長、町長、公務員、議員が反対の意見をもみ消すおそれがあるので、かならづ、第三者
にお願いして下さい。

西尾市
 行政の区域が広くなると救急車が早く来られないのではと心配です。

病院の受け入れが思うようにならないか？

西尾市

現市長はなぜそんなに合併を進めたがるのか、いまいち理解できない。吉良、一色は子供が減少してい
るので将来の税金等の関係なのか、しっかりと住民に説明して選択できるよいうに投票を取ったり、不
透明な部分が多いのにほんとうにそれでよいのか。住民がよくわからないうちに進めるのはよくないと
思います。投票を取るべきでは・・・。合併の説明会のみならず・・・。

西尾市 合併を進めることよりも、今までの行政のムダをなくすように努めて欲しいと思います。

西尾市

西尾市は現在、市民税が高すぎる。今でも不満があるのに、合併して税金がアップするのは絶対に反対
だ。西尾市役所に用事があって出向くと皆のんびり仕事をしている様だ。私が勤めている会社とは全く
働きぶりが違うと常に感じる。合併したとしたら、市の職員の給料と人数を大幅に削減してもらいた
い。話に聞くと、やらなくてもいい残業をし給料を多くもらっている人達がいると聞いている。私たち
の税金で無駄に給料をもらっていると思うと腹立たしい。民間企業は残業もなくボーナスも大幅カット
だというのに。市会議員の人数も大幅に減らして欲しい。何をやっているの？仕事の割りに給料が高す
ぎる。合併するのであれば、無駄をなくして行政を行って欲しい。無駄な公共事業も絶対に行って欲し
くない。

西尾市

合併を始めたばかりの頃は、大変なことが多いかもしれないが、将来的なメリットを考えると合併を推
していきたい。一方で合併がされると今まで分けられていた地域がひとまとめにされ、それぞれの地域
にあった個性がほとんど失われ１つに集約される感じがして寂しいという思いもしないことはない。ま
た、雇われていた人の多くが解雇されるのは少し心苦しい。

西尾市

本アンケート内容は、行政面・住民生活面に関するものが多く、教育面のことなどふれられていないも
のがある。西尾市への編入という方式は町の規模的に仕方ないことだが、全ての面で今の西尾市のやり
方に合わせるのはいかがなものかと考える。特に西尾市の学校は２学期制をとっているが、４月始まり
の日本の学校では３学期制の方が合っていると考える。他の面でも、合併前によく検討し、よりよい方
へ修正する西尾市側の柔軟な姿勢も大切である。

西尾市
合併という話を具体的に聞いたのは、今回が初めてで、まだ色々話し合いをして市民の意見、住民投票
をするのが良いと思う。合併はするという事がきまっていて、話を出しているように思うから。

西尾市
合併すると決めてからのアンケートには答えられません。住民投票をするべきだと思います。住民説明
会に成人住民が全員行けた訳ではありません。住民の声をもっと聞いて下さい。

西尾市 とにかく西尾市がよくなればよい。

西尾市
合併とは言われても良し悪いは良くわからない。何も急がなくても反対者のない形で進めてもらいた
い。

西尾市

市民の目線にたった行政組織であってほしいと思います。お金の使い方も、自分のお金、財布と同じよ
うに大切に使ってほしいです。数字ではなく、現金だということを強く意識してほしいです。主婦が特
売に行く気持ちの様に少しでもうまくやりくりしようという思いが大切だと思います。がんばってくだ
さい。私の子供が西尾に生まれてよかったと思えるような未来を期待しています。

西尾市
地域を良くすることは、そこに住むすべての人が参加することだと思います。統計学上、問題がなくて
も住民一人ひとりが自分たちの意志で選んだということが、合併するにしろ、しないにしろ一番大切な
ことではないでしょうか？住民全員の賛否を問うてから決めるべきだと思います。

西尾市 現在収入も半分になり、少しでも税金を安くしてもらいたいです。
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西尾市
無理に合併する必要はないと思う。それぞれ地域の特色を生かし、昔ながらの生活、伝統は地名同様に
残すべきではないのか？

西尾市
合併もなってみないと何も言えませんが、人件費の削減など色々な面で良くなると思います。私たち市
民にプラスになるような方向になる様期待します。

西尾市 西尾市と言う名前を変えないでください。メリットもあればデメリットもあるならやらなければいい。

西尾市
吉良町出身で西尾市在住（１０年余）の私にとっては、地域の垣根が広がる事は、人間関係等でイメー
ジ的に安心して暮らせる感じがして良いと思います。

西尾市 西尾市は郡を越え、碧南や安城と一緒になって欲しい。

西尾市

このアンケートでは反対意見がどれだけあっても合併を進めるのでしょうね。「市民の意見」を聞いた
という実績のためのアンケートのような気がしてなりません。結果は広報なので大々的に公表していた
だきたいと思います。合併によるスリム化で議員数や市職員数も相当減らせると思います。自分達だけ
で痛みなしという考えはやめていただきたく思います。

西尾市

今から７年前に横浜から西尾市に引っ越してきました。抹茶の生産量が日本一と聞いて驚きました。の
どかで住みやすく、自然もあり、とてもいい町ですね。吉良町にいとこがいるのですが、吉良の名所、
名物なんでも大好きです。合併により、それぞれの良いところを失わぬように更に住みやすい町づく
り、高齢者に対する配慮などでより向上していけたらなっと思います。私の周りも賛成意見が多いです
が、吉良に住む友人からは不安の声もありました。難しいことも多いと思いますが、市民の生活の向上
とより良い町づくりのため、応援していきます。

西尾市
西尾市と幡豆郡３町の合併をなぜ急ぐのか理解できない。合併によるメリット、デメリットをデジタル
で市民に情報提供すべき。私が現在住んでいる西尾市はすばらしい市であると自慢しているが、この気
持ちを壊さないでほしい。それでも合併を進めるのであれば、住民投票すべき。

西尾市 賛成でも、反対でも住民投票を行うことが主権在民からも必要だ。
西尾市 住民投票を行うべきだと思う。

西尾市
合併しても市役所の体質が変わらなければ何の意味もない。「例」一つの窓口が混雑していても、隣で
は暇な人がのんびりとお弁当を食べている。昼休みを利用して、手続き等に来ている。人にとっては、
気分が悪い行動ではないか？そんな役所が合併しても意味ない！！、

西尾市 住民投票を行うべきです。（幡豆郡でも行った方が良いのでは？）

西尾市
実際に合併すべきかどうかは、全市民による投票を行うべきだと思います。結局、一部の人間だけが決
めても市民は納得しないと思うから。

西尾市 私は、パートの保育士をしています。仕事はどうなるのか、不安です。
西尾市 なし。

西尾市
問２に対する期待、問３に対する不安、内容の具体的な構想がみえてこない。合併したら、こうなりま
す。というマニフェストを作成し、市民に公表していただきたい。

西尾市
合併後のビジョンを明確にして欲しい。例えば豊橋とセントレアを結ぶ道路の整備、大型企業の誘致な
ど合併したらできること。

西尾市 このようなアンケートを意向調査として行うことが不公正です。権力の乱用ですよ。

西尾市

市町村合併することにより、行政サービスが低下することを心配しています。例えば西尾市の図書館に
あっては、祝日は閉館です。しかし吉良町の図書館は開館しています。利用者にとって祝日の開館はあ
りがたいです。これが合併によって西尾市の体制に合わせることになると吉良町の図書館が祝日に閉館
されてしまいます。行政について、単に西尾市の体制に合わせるのではなく、一つ一つのサービスを点
検していただき、今よりサービスが低下しないように配慮していただきたい。

一色町 市民・町民の代表である議員の声が聞こえてこない。各議員の意見を公表出来る様考えてください。
一色町 一日も早く合併してもらえたらいいと思っております。

一色町
前に一色町と合併すると佐久島がついてくるのを西尾市はイヤがっていると聞きましたほんとうでしょ
うか

一色町 納得の行く合併を望みます。

一色町

 合併する事がもう決定しているのに今さらアンケートもないでしょう。
 このアンケートで何か変化があるのですか？

説明会も、後の文句を言われない為のかっこつけだし、事後承諾としか言い様がない。バカにするのも
いいかげんにしてほしい

一色町 子供の医療費の無料化、循環バスなどに期待してます。
一色町 合併後、一色町役場で出来なくなる事は何なのか？知りたい
一色町 住民説明会でも主婦としてはなかなか参加できない時間帯なのでもっとこまかくやってもらいたい

一色町

合併するならもうとっくの前に実現していなければならない。ことこの期におよんでじたばたしている
者（推進プロジェクトチームも含む）をみるとただあわれとしか思えない。前は税金も今より少なかっ
たのに生活を守ってくれる警察はまわりにたくさんいた。税金は増えても減るばかりだ。今はまだ火事
でもおこれば近くからすぐくるけど、合併だとかになれば、広域行政とかかっこのいいこといって一局
集中になりそうだ。失政により財政が苦しいのだから良くなるはずはないとわかっているが悪ははびこ
るということもあるし・・・・、合併が実現しそうだがあきらめるしかあるまい。

一色町
何故合併にこだわるのか。誰が求めているのか。はっきりいってわからない。合併して西尾市になった
ら学校名はどうなるのか。

一色町 問３の各項目を積極的に解決して頂き、早期の合併を希望致します。
一色町 特にない　わからない

一色町
 税金をとにかく安くしてください。

小さい孫がいます、公園をつくって欲しい。
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一色町
西尾・幡豆の合併に賛成ですが、市名を「西尾市」にするのではなく、「三河市」等、他の市名にした
らよいと思う。

一色町

合併後、住所がなるべく短くなることを希望します。もう大字とかいらないでしょう。（また住所が変
 わったときの通帳や知人への連絡など、とてもめんどくさそう！）

住民からすると、何がどう変化するか、事後になって見ないと分らないので、他地域の同じようなケー
スの合併された市町村の人の話が聞きたいと思いました。

一色町
小さな島はどうしても置き去りにされてしまいます。昔から「小さいものは飲まれろ」と言われていま
す。

一色町

西尾・幡豆の合併を考えることが頭が悪すぎる。今まで、何を学んできたのか？と言いたい。おそらく
はじめに言い出した馬鹿者に何も考えない馬鹿者が従った計画だと想像することはむずかしくない。西
尾市は安城市、幡豆郡は幸田町そして蒲郡市と合併することが唯一生き残る道だということがわからな
い残念な人たちがトップにいることが残念でならない。

一色町 西尾市長さんが代わられて合併の話し合いが進行するよう願っています。がんばってください。

一色町

問３でも書きましたが、１市３町合併するなら住民の声が反映できるよう１市３町から委員を選ぶべき
だと思う。西尾市にいいように３町は扱われるみたいで腑に落ちない。前西尾市長の賄賂、西尾市のイ
メージはすごく悪い。合併が本当に良い選択で将来のためであるのか…。良い選択で善くなって欲しい
と願います。

一色町
地域の実態を十分に分析して、行政サービスをしてほしい。市街地と農村部あるいは西尾市と郡部とい
う比較は必要以上にせず、差別ととられがちな言葉使いを注意してほしい。

一色町 町民税が高くならないように、できれば安くなるようお願いします。

一色町
議会否決されるようであれば、住民投票をすべきである。議員の私欲等で決まらなければよいのです
が。

一色町
１０年前ＪＡが合併したが失望している。今回に関して「合併して良かった」と思える様細部まで検討
してください。

一色町

一市三町の合併は必要だと思います。その理由は①広域的に道路網を見直す事ができる。②各市町の組
 織の見直しにより人員の削減ができる。③人的交流により情報が入りやすくなる。

 　　心配点は①人員削減により人的質の向上が必要である。②片寄った行政になりはしないか。
　　そのために①議員職員の地域交流を早急に実施地域の状況を把握することが必要と思います。

一色町 問２の４と答えましたが、議員の削減が必要。
一色町 伝統文化の重視とコミュニティー＆自主防災組織の継承を大切にしてほしい。

一色町
合併についての住民の意見や思いを聞き入れ、良い町づくりを１市３町で進めていって欲しいと思いま
す。

一色町

 ・学校の２学期制は見直してほしい。
 ・中学校の校区の見直しをしてほしい。（一色でも西尾に行った方が近い人がいるなど・・・。）

・一市三町だけの合併でよいのか？もう少し広い地域で合併を考えてもよかったのでは？（幸田町な
 ど・・・）

・今現在、西尾市が一番他町に比べ、サービスなど進んでいる様に思います。他町も同じ様に行っても
らえるか不安。

一色町
西尾市中心部が整備されていって、とても良いと思いますが、西尾市といっても中心部でないとかなり
道路など遅れていると感じます。三町が合併して良かったと喜ばれるような未来を作っていってくださ
います様お願いいたします。

一色町 市長の悪いイメージがあるため、新市の名称が「西尾市」になると思うと不快。
一色町 合併するにしても、住民の不便や負担がなるべくないように。

一色町
編入合併ということで旧幡豆郡が不利になることのないように、すべての地区がどんなことでも公平に
なるようにお願いします。頑張ってください。

一色町

西尾市幡豆郡３町の合併を強く望みます。議員、職員の削減を望みます（無駄な人件費）。一色町の公
共施設の横に住んでいますが、夜遅くまで一人だけいつも残って、仕事？をしている方がいます。一人
でパソコンに向い、トランプゲームに夢中になっている姿を窓越しに見ていると行政のムダを強く感じ

 ます。
今回の合併と少しはなしがずれるかもしれませんが、きちんと信頼できる職員の人にがんばってもらっ
て、すばらしい大きな西尾市にして盛り上げてもらいたいです。そのためには協力します。

一色町 できる限り早く合併してください。
一色町 公共の交通アクセスが便利になる様にして欲しい。

一色町

西尾市民病院の救急体制を充実してほしい。子どもの医療費負担を一色は未就学前までなので、できれ
ば中学卒業までを望みます。妊婦健診の無料回数をほぼ全部カバーできるようにお願いしたい。安城市
には全国提携箇所の保養地域（？）みたいな旅行の補助が（３，０００円×３回／年）であるので取り
入れてほしい。住所を簡略化してほしい。早く合併を希望します。西尾市と３町をまわるバスを運営し
て欲しい（１００円や２００円で）一色に公立の幼稚園を作って欲しい。出産祝い金を作ってほしい
（３人以降）税金のムダ使いのないようにお願いしたい。西尾市と３町が平等の扱いになるようにお願
いします。

一色町 合併に伴い西尾市との公共サービス及び税制面においても格差のないようにしてもらいたい。

一色町
１　行政事務の効率化を求める。２　幡豆郡３町の役場は支所になるが、住民の不合理にならないよう
に願います。３　私は一色町ですがコミュニティー事業の補助金は一層増額していただき、地域のふれ
あいの輪を広げる。
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一色町
サラリーマンの場合、行政にあまり関係がありません。しかし、自営業・経営者は仕事が増える・減る
事があるので大変だと思う。子供の事を考えると近くに工場（仕事場）がほしい。交通の便を良くして
欲しい。国県市町に一言。夢を与える社会にして欲しい。努力すれば、社長になれる社会です。

一色町
メリット・デメリットを具体的にもう少し詳しく！福祉分野でのメリット・デメリット、道路分野での
メリット・デメリット、住民サービス分野でのメリット・デメリット、公共施設分野でのメリット・デ
メリットなど、例をあげて説明してほしいです。特に老人にも分かるように

一色町 合併しないと一色町は財政的に破綻してしまうのか知りたい。
一色町 合併したら交通網を整備してほしい。公共の鉄道、バスの時間延長を。

一色町

まだ「合併をする」ということが決まっている・・・。それだけなので、合併前と合併後、何がどう変
わり、何が増えて、何が減るのかが大体でもわからないとなんとも言えませんね。西尾、吉良の友人
に、一色はお金がないから心配だとか言われますが、その一色の人間が西尾や吉良に行き、お金を使っ
ていることとかもわかってほしいですね。（ボヤキ）西尾市・幡豆郡三町、近いのだからいつかは一つ
の街になれると思います。大字、字をなくして短い住所にしてください。

一色町
高齢化社会に向かって町だけでは対応しきれないことが、今度は大きくなりすぎた市が不公平かつ手抜
きにならないようにしてほしいものです。役場で今までどおりの役割はしてもらいたい。（西尾まで行
かないと処理できないということはないようにしてもらいたい。）

一色町
合併するということは良い事ですね。一色町の町は乗り物がない！！自転車、車に乗れない人は歩くし
かないものね。歩くのも良いですが、あまり長いと後が大変

一色町

アンケートに参加できて光栄に思います。地域の利益ばかりが優先される意見をよく聞きますが、大同
小異の認識で将来を見据えて合併に邁進する事を望みます。私は一色町在住ですが、名鉄西尾線が福地
で急カーブで吉良の方へいっていますが、真直ぐ一色町に南下し、吉良へ路線がいったとすれば歴史も
変わっていたと思います。

一色町 合併によって少しでも税金が下がるようにお願いします。
一色町 なるべく早く合併してください。
一色町 市民税を安くして欲しい。

一色町
若者が定着できるような市を作っていただきたい。過疎を食い止めていただけるような事業を進めてい
ただきたいです。期待しています。

一色町
合併がよいか悪いかはわかりませんが、どちらにしても「ここに住んでいてよかった」「ここに住みた
い」と思える、魅力ある市にしていただきたいと思います。

一色町 １日も早く合併の方向に進めて欲しいです。

一色町

私は小学校○年生と○年生の男の子がいる母子家庭です。会社で西尾の子供を持つ母親や塾などで西尾
の子供を持つ母親とかいろいろ話をすると、西尾は一色に比べると良いことが多く、うらやましく思っ
ていました。今回、西尾と合併をして学校のシステムが変わってくれるとうれしく思います。一色は給
食の内容が悪く、保育園のおやつはスナック菓子が多いと聞きます。私は母子ですが、医療費のことや
予防ワクチンや小学校の部活動の開始など、ホントに遅れています。一色はソフトやドッチがさかんで
すが・・・。半強制的でやりたくない子や人数集めのために参加している子もいると聞きます。西尾の
ように部活があれば、好きな部活に入り、中学校に入ってからの体力も違います。ソフトやドッチは少
子化でチームの人数が足りず、合併して何とかチームを作るところもあります。予防ワクチンも西尾は
チケット制になっているから次にどのワクチンでどれがうち忘れているかとわかりやすく、一色は広報
を見て、自分で行かなくてはいけなくて、何年も経ってからの第２期など、すっかり忘れていて過ぎて
しまったなど聞いたことがあります。合併をするならよいところは早くいかして欲しいです。学校など
は特に早めにきりかえて欲しいです。お願いします。

一色町

２人の子供がいます。実家が西尾市なので西尾市の福祉センターや子育て支援の施設を利用できるとあ
 りがたいです。

合併のことも進めて欲しいですが、近所に安全で清潔な公園ができることも望みます。知らないだけか
もしれませんが、もっと子育てしやすい環境にして欲しいです。

一色町 これからは地方のことは地方で決める時代だから、厳しくなるのはしょうがないですね。

一色町

難しいことはよくわかりませんが、合併することが市民、町民にメリットがあるのなら合併すればよろ
 しいかと。

反対にデメリットが多く、上の方々が私服を肥やすだけが目的ならやめといてください。正直、このア
ンケートが来るまで、こんなことが動いていたことすら知りませんでした。市民、町民の方々の認知度
は大丈夫なのでしょうか。

一色町
交通の便利が悪いため、西尾市に出るのに公共の乗り物としてバスだけですので、せめて１時間に１本
走らせて欲しい。

一色町

正直、一色町は子育てのしにくい所だと感じています。全国的に少子高齢化による様々な問題が挙げら
れていますが、子育てに優しくない所は、やはり高齢化が進むばかりで、高齢者を支える若者や次世代
を担う人が根付きません。だからこそ、西尾市や吉良町を見習い、また、協力し合い、この「西尾幡
豆」をもっと「住み続けたい街」にする努力が必要だと痛切に思います。一刻も早い合併をお願いしま
す。

一色町 子育て・教育レベルの向上（現状にある地域格差の平等化）
一色町 合併して名鉄西尾線を廃止しないようにしてもらいたいです。将来の発展のためにも。
一色町 公務員の給料を下げて税金を下げてください（名古屋市長のように市民のため勤めて下さい）
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一色町

重複する行政業務を縮小することで、多忙化が心配されます。市町民の生活を主眼に「多忙だから」と
いうことを理由にしておろそかにしないでいただきたい。”行政も人なり”人の見えなくなる行政にな
らぬよう、地域をきめ細かく見ることの出来るよう、より具体的な行動目標を立て実践を通して、常に
改善に努めること。

一色町 特になし

一色町

 １．行政の質を向上させつつ、財政の健全化を図らなければならない。
 ２．地方自治の権限拡大させ、この地方独自の特色、文化を高揚しなければならない。
 ３．教育の施設整備をさらに充実させ、教育の質をさらに向上させなければならない。

４．一市三町の隅々まで目の行き届いた全体の総合的な都市計画の画期的な具体案が早急に作成されな
 ければならない。

５．自然の豊かさ、文化の香りの豊かさ、地域独自の特色の豊かさを重視する施策がとられなければな
 らない。

６．高齢者対策、弱者救済の対策は待ったなしの緊急の問題として、取り組まれなくてはならない。
一色町 積極的に進めるべき
一色町 子供の医療費制度は現在の西尾市の制度の方に統一してほしい。

一色町
ＪＡが１０年前に１市３町が合併したが合併した事によって組合員及び職員までがサービス面等が以前
より悪くなったと耳にするが行政はそのようなことがないようにしてもらいたい。

一色町

今回、合併の話が出てから進むスピードが早く、住民の声を聞けているか不安になります。しかし、一
色町も高齢化になり、財政も厳しくなり、合併をすることでよいサービスが受けられるなら、それも大
切なことだと思います。幡豆郡は交通の便が良くないため、高齢者の方々が大変であると感じますの
で、是非合併することで住みやすい町づくりをお願いします。

一色町
住民たちが納得したうえでの「決定」なら賛成します。分かりやすい説明や方向性の意見をお願いしま
す。

一色町

今後の１０年で少子高齢化がさらに進むと思われ、限られた税で質の高い行政サービスを求めるには、
合併し、税を有効に活用するべきで、大賛成です。これからの市民病院、佐久島渡船、名鉄バス等公共
施設の運営に不安を感じています。ぜひ、合併していただき、大きな新西尾市での対応が必要と思いま
す。

一色町 お城の建築よりも、市民病院をなんとかしてくれ。無駄を無くして税金を減らせ！

一色町
住民全員の意見を聞くべきだと思います。このようなアンケートでは限られた意見のみでしょうし、中
にはアンケートに答えない方もみえるかもしれません。住民全員が納得した上ですすめていってもらい
たいです。

一色町

合併によるメリットを最大限生かしデメリットはない様にして下さい。合併は住民１人１人のためにあ
る事を忘れない様に、負担増とかサービスの低下とかは絶対にあってはならない。住民１人１人が合併
して良かったと思うような施策をお願いしたい。経費削減の分は住民福祉とか減税とかしていただきた
いです。（合併が実感できるように）一色町はまだ工場が少ないので工場誘致もお願いしたい。発展は
一極集中することない施策が必要と思います。合併は住民本位であります様に住民のための合併でお願
いします。各種負担の比較表も作成願います。（合併前と後の）今までの公共工事とか県への要望工事
とかはどうなりますか？名浜道路とか、一色町の未来ビジョンは？

一色町 役所が遠くなりますので困ります。地域の連帯感やコミュニティなどが弱くならないか
一色町 公共交通機関の充実（バス等）

一色町
一色町は、昔から閉鎖的な考えの人が多く、良い例が廃止になった三河線、さかな広場も遊戯施設もな
く、広く多くの人を呼び込もうとすることをしない考え方。合併して、もっと、柔軟な考え方で活気あ
る町づくりをして欲しいです。

一色町
西尾市と幡豆郡３町の合併には大いに期待をしておりますが、今の西尾市を見ますと駅の近くだけが特
に美しく平坂や中畑や寺津地区が少し遅れている様に思いますが、いかがなものでしょうか？合併後の
３町が心配です。

一色町

４１歳主婦です。合併の話はなんとなく人から聞いて知っていましたが、アンケートが届いて中の資料
を読んで、初めてメリット、デメリットなどを知りました。アンケートの回答者に選ばれてなかった
ら、合併にもピンとこず、未だによく理解できなかったかもしれません。合併（編入）には、積極的に
望みませんが、メリットもたくさんあるようなので、今よりもより良い町、小さな商店も活性化され、
交通の便も良くなり、住みやすい町（市）になると良いと思います。

一色町

２００９年秋現在、一色町では地区ごとに合併に関する説明会を開き、興味ある方は参加したと思いま
す。しかし、私もとある回の説明会に行きましたが、関心のある方はとても少なかった感じがしまし
た。関係住民のほとんどを納得させる合併は、あり得ないのかもしれませんが、三河新報にも出ていた
合併した場合のＱ＆Ａ（何千もの項目を用意されているそうですが）を、対象地域全世帯へ配るべきで
す。一番みんなでワイワイ合併の事を話し合うと必ず最初に出てくることが、住所がどうなるかという
事。特に幡豆郡は編入ですから今までの住所がどの様に変わってしまうのか不安なのでしょう。そし
て、今までの地場産業で使っていたブランドとも言える地名が今後その様になってしまうのか等々考え
れば多くの問題をかかえています（一色、吉良は名前そのものを使って商売している方がたくさんいま
すので）なるべく多くの住民が納得するようなやり方で合併をしないと、したまではいいが、ものすご
い不満とその後の反対運動が各地域から自然発生的に起こってくるような気がしてなりません。行政的
には合併が必至ですが、住民からしてみると、随分急な展開だなあという感じさえします。具体的に既
に合併した日本の各地域の例から不安、問題点を解消する方法を示していただきたいです。
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一色町

負担が大きくなるのは、皆が困ることで不満が多く聞かれることになるのでそれは是非ないようにして
ほしい。役場に行って「企業で働いている人から見るとあんな仕事のしかたじゃ半分はいらんな」と聞
いたことがあります。無駄は、はぶいていってほしいです。合併で皆が困らないなら是非やってくださ
い。税金のよりよい活用をお願いします。

一色町
 １．各地域の特色を保ちながら、全体としても底上げしてほしい。

２．２０万都市としての中核の作成

一色町

 何のために合併するのか－よく分からないという－もっと具体的に住民に説明してほしい
 一色町にとって－吉良町にとって－幡豆町にとって－西尾市にとって－のように

合併後は一市三町が「西尾市」になるとしたら、それぞれにとってどういうメリットがあるのと、一色
町から見た幡豆町、吉良町から見た幡豆町など相関的な図式をもとに互いのメリットデメリットを一市
三町の相関関係として示してほしい。

一色町
我町、我街が無くなる事には心が痛むがムダな同じような投資を避ける事が今最も望まれる事と思いま

 す。
我田引水にならない様に万人が大きな心を持って推し進めて頂きたい。

一色町
 個人の人生において信じた道を真っしぐらというのもいいでしょう。

 しかし、地域社会の中では、常にこれで良いのだろうかという疑問を軽んじて欲しくないのです。
多くの意見、そして広い視野と細やかな救いの手のバランスに期待をしています。

一色町
合併には賛成ですが、資料があまりにも良いメリットありきで、もうすこしデメリットしっかり書いた
資料を一般町民に配布したほうよいではないかと思う。

一色町
 一般町民にみじかに西尾市、幡豆郡３町合併に関する住民意向アンケートが来たのははじめてです。

こうゆう一般町民の声を何度も聞いてからでもおそくないと思います。

一色町
メリット、デメリットの両論あるわけですが、消去法でいくと、どうなるのでしょうか。私は、メリッ
トが優先すると思います。大いに合併賛成です。最初から完璧なものはないのです。不備があれば少し
ずつ手直しをすればいいのです。

一色町 子ども手当や乳幼児医療などはどうなりますか？
一色町 大きいものが小さいものを食い物にするような行政はしてほしくない。
一色町 合併反対
一色町 現行の西尾市（市街地）ばかり行政が行き届き、末端が切り捨てられる事のないようお願いしたい。

一色町

 合併には基本的に賛成です。しかし不安な点もあります。
 行政規模が大きくなることにより、サービスが低下してしまうのではないか

例えば、従来一色役場で処理できた申請とかが西尾市役所まで行かないとできなくなるようなケースで
 す。

更に、町の時代なら整備できていた、道路の簡単な舗装とか、きめ細かなサービスが市となって対象が
増えることで、やられなくなってしまう恐れ、要するに、町なら資本投下すべき範囲は狭く、比較的平
等に感じていたものが、市になった場合、やっぱり従来西尾市だった地域に重点的に投資がされる気が

 します。
従来町で計画していた事業が合併後どうなるのか公開してほしいです。

一色町
合併により地域が広域になると、利用したい公共施設等があっても、車の免許がない年配の人や子供た
ちには、公共交通機関が少なく１時間に１本しかないのでは不便さを感じないかと思う。

一色町
合併には賛成でも反対でもありませんが、税金等が増え、生活が困るような事にはなってほしくないで
す。収入が多い人達はいいと思いますが、子供が３人いて給料も減り、大変です。住民のことを一番に
考えてほしいです。

一色町
僕は離島に住んでいます。合併によってこの島が取り残されることなく、ホッと生活していけるところ
であって欲しいです。

一色町
子供も将来を考えると合併することは一色町にとっては良い考えだと思う。役所の機能が縮小されるの
なら、車をもっていない住民に対して考慮を願っています。

一色町
全体から見れば小さな事ですが、うちは個人会社なのですが、合併の為、会社の備品の住所（例えばは
んこう等）の変更など出費がかさみます。景気が悪いため、些細な事でも経営に響きます。

一色町 合併するなら３町にもしっかり目を向けて欲しい。
一色町 ムダを徹底して無くし、税金を有効に使うこと

一色町
コミュニティ活動、自主防災組織の活動がどの様になっていくのか、又、大字の行政区がどう変わって
しまうのか。老人や女性にもわかりやすく納得できる説明していただきたい。郡部は切り捨てられる様
なことのないよう、くれぐれもきめ細かな御配慮をお願い致します。

一色町 子ども支援に力をもっといれてくれると、少子化に協力していくと思う。

一色町
前ページにも書きましたが、子育てをしにくいと感じます。一色町という所にほこりをもっています
が、それだけでは育てていけないので・・・

一色町
・市民の声として申し出に対して国のきまりとか・・・市のきまりとかで頭からダメ押しをしないで意

 見として取り上げて欲しい（検討）
・職員の削減で市民の議論が行き届かなくならないか不安です・・・

一色町
①合併する事により、議員、職員が減少し、経費の削減が出来る。→町民に減税という話になるのです
か？②公共施設の重複がなくなる・・・同じような施設は、一箇所にまとめられるのですか？③道路整
備等田舎は遅れてしまうのでは？

一色町 住民のための政治！
一色町 合併すべきではない。
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一色町
人間１人１人が、少しでも相手の気持ちになり、やさしさを与えて上げられる様な町づくり、魅力ある
町づくりを是非共にしてください。頑張ってください。

一色町
・一色町、吉良町、幡豆町の町名を残してほしい。・議員さんの人数が少なくなり、経費削減ができる
と思うので良い。役場の職員も少なくなって良いと思う。

一色町
３年前の町長選挙の当選は前大河内町長に対する反発だけであり合併の公約に賛成したものではない、
そこを間違えるな編入は絶対反対。編入合併の場合は、住民投票すべき、イエスマン団体だけで決める
のは議会の冒涜である。

一色町
３町合併になり、色々な公的資金やサービスが西尾市まで行かないとできないことがある場合、車でい
ける人は良いが老人や車に乗れない人は大変です。だから、各市町で今まで通り何でもできるようにし
てもらいたい！

一色町

①仮定の段階では分からないが、新しいことを進めれば光と影があるのは当然である。その点を研究・
検討されることが必要である。②アンケートの調査対象が１８歳以上７，０００人とされている、年
齢・地域によって考え方に違いがあると思う。できるだけ、細やかに意見をまとめることが大切であ
る。

一色町
合併は早くから望んでいたことです。人口がだんだん少なくなっていく今日では、特に高齢化になり福
祉・保健に力が入ることを望みます。

一色町 幡豆郡３町の交通の利便性を上げることが急務であると思います。
一色町 助け合って皆が安心して暮らせる町づくりをお願いします。
一色町 現在ある役場は、そのまま残りますか？西尾市役所まで用達に行くのは高齢者には不都合です。
一色町 なし

一色町

 合併することでそれぞれの自治体にメリットとデメリットがあると思います。
メリットばかりを主張するのではなく、将来的なことも含めてデメリットも明確に分かりやすく伝えて

 ください。
一部の人にだけわかるのではなく、みんなに理解してもらえる合併を目指してください。

一色町 新しい財政運営に期待しております。
一色町 弱者にも安心できる生活を期待できる合併にしてほしい。
一色町 もっと早く合併するべきだった。

一色町

 合併後の収入の減少に対する対策はあるのかが不明。
 財政に対する経費削減の具体的な対策はあるのか。

 地域の文化、祭りなどの衰退などは無いのか。
 この時期(不景気になってから)という合併は、都合がよすぎるのではないか。

 合併直後に選挙を行い新しい市長、議員を選ぶことで民意の反映させたほうがよいのではないか。
一色にとっては交通の離島となり町の発達に問題があるのではないか。

一色町
今現在女性の会会員でクラブ活動に参加しています。なんでも西尾市では、女性の会が廃止されている
と聞きました。合併により女性の会が廃止されることに伴い、クラブ活動の廃止になるのはとても残念
な気がします。

一色町
メリットばかりでなくデメリットもたくさんだろうと思います。いずれにせよ、合併と決まれば、益々
高齢化に向かい年寄りにやさしい市になってほしいです。

一色町 合併により不便な事が多く出てこないように望む。様々な窓口の混雑が起きたりするのは困る。
一色町 今よりもっと良くなる事をすべての面において期待しています。
一色町 一日の早く実現して頂きたい！

一色町
合併のメリット・デメリットを読みましたが、内容があまり具体的でないように思います。ぼんやりし
ていて合併してよいのか？と不安になりました。

一色町
合併するにあたって、１市３町では必ず差が生じると思いますので、（色々な待遇）なるべく早く同等
になるようにしていただきたい。

一色町 出来れば今年度中の合併を期待します。
一色町 地域産業それぞれの特長を生かし、より発展するような市づくりをお願いしたい。

一色町

 ・合併に関しては、賛成でよいと思います。
・私は、今、現在、母子家庭や身体障害者（知的の可）のみの人であって、特に金銭に関することにあ

 れば、幸いであること。
 ・今は、不況をどうにかして欲しい。

・子供や障害者をもっている人のことを一番に考えて欲しいのでお願いしたい。

一色町
一色町という町が好きなため、あまり合併に積極的な意見を持つことができない。しかし、現実的に考
えると政治経済の面で合併した方が良いのでしょうが・・・

一色町 合併によって地域の発展を期待しています。

一色町

「よくわからない！」というのが正直な感想です。一色町は特に公共交通機関が少なく、また、吉良、
幡豆も名鉄の廃止の話も聞いています。今までも学生や運転免許を持たない人やお年寄りは、町外に外
出したり、通学などとても不便を感じています。また、町内の商店（西尾も一部そうだと思うのです
が）は、寂れる一方です。合併することでそれに拍車がかかるのではと不安です。資料を拝見しても、
まだこれからだと思うのですが、具体的なビジョンが見えてきません。合併を進めるにあたって、きめ
細やかな住民への配慮をお願いしたいです。

一色町 一色町の町全体が寂れています。活気がとりもどされればと思います。

一色町
 ・８３歳になる母親が１人で住んでいます。高齢者が不便を感じない町にしてほしいと思います。

・一色町は他の町に比べると町県民税が高いと聞きます。これ以上は出したくないです。少しでも安く
なればありがたいです。
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一色町 合併して良かったと思えるように努力してください。

一色町

議会議員を原則として、３町の議員は失職する・・・とあるが、これでは新しい市では３町の意見が全
く議会に届かなくなるのでは？編入合併なので、３町の意見が無視されることが懸念される。（住民説

 明会資料を読んでいても、それが感じられる）
合併ありきで進んでいる。このアンケートが意味あるものとは思えない。

一色町 高齢者や車の運転のできない方の交通手段の確保
一色町 ぜひ、早く合併して下さい。

一色町
議会議員、農業委員会委員の取扱いについて、西尾市の議員、委員は在任し、３町の議員、委員は失職
するというのはとても不当に感じる。新市の議員、委員は現議員、委員の中から再選出されるべきと思
う。

一色町
住民説明会では、明確な回答ができなかった項目がたくさんあります。必ず決まった段階で改めて住民
説明会を開催してください。住民投票は行ってください。

一色町 もう少し娯楽を増やして欲しいです。

一色町

今回の国政選挙も民意が正しく反映されて変革が促されているが、アンケートをキチンと反映し、議員
が代表で決めるのではなく、（議員が議会で決めては民意が正しく伝わらないし、今までの自民や官僚
もそうだが、保身第一になってしまう。）民意を第１に決定の礎にしてほしい。一色や吉良などの議員
の半分は合併してほしくないのではないか？とにもかくにも民意を！！この先、一色はどんどん落ち込
んでいくでしょう。是非合併し、子供やその後のために前進を。

一色町 メリットの良い事、悪い事をもっと詳しく知りたい。
一色町 特に教育は公平に平等に子供達が受けられるようにして下さい。

一色町

基本的には合併は賛成です。しかし、今なぜ合併か目的は合併特例法措置を受ける期日期限内にだった
と思う。民主政権に替わり合併特例は２２年３月迄となり、２３年合併では合併特例措置が認められな
いなら、もう少しじっくりと煮詰めたらどうか。住民説明会出席者も主に地区の上層者の一部、このア
ンケートにしても１６万余の内の７，０００人では余りにも参考にならないではないか、（住民意見の
代表としては）住民投票は必要と感じます。（住民の合併意識向上の為にも）

一色町
行政の効率化も大切ですが、それぞれの町に住んでいる住民の意見をしっかりと聞き、対応してもらえ
る町・市になるように期待します。

一色町
地域安全パトロールは現在、各地区で行われているようですが、この点については、今まで以上に強化
して頂きたい。特に一色・吉良より西尾のほうで事件の話をよく耳にします

一色町

現政権の３００基礎自治体への編成の方針や自動車関連の暫定税率廃止などの政策が、現在の不況によ
る税収減とともに自治体の財政を圧迫し、そのことによる公共事業削減に伴う地域経済への悪影響や医
療、福祉サービスの低下、学校の耐震補強工事の遅れや学校の統廃合の可能性、住宅の耐震工事費用へ
の補助などの各種補助事業の廃止や削減、碧南～吉良吉田間のふれんどバスや西尾市内の補助を受けて
いるバス路線の維持ができるかなどが心配です。

一色町

・合併は、正直言って、おそすぎる程です。今回こそは、必ず失敗しないよう全力で取り組んでくださ
 い。

 ・徹底的な経費の削減や歳出の見直しを行い、財政を立て直し、借金を減らして下さい。
・公務員のためではなく、住民のためになる行政を積極的に進めて行って下さい。

一色町

・急がず、おちついて、経済面のみで判断しないように、節にお願いする。「心」を大切に「心」を大
 事にしてください。

 ・「編入」でも市民町民の意思をしっかりと、とらえてリーダーは考えることを望む。
・このアンケートは参考とする。この内容は、市民・町民に大変失礼だと感じます。こんな大事なこと
をただ１回の説明会で決めたりするやり方自体が、民主的ではないし、市民･町民のための行政でない
ことを物語っている。

一色町
 私はもっと早い段階の合併を希望していました。

経費の削減（議員、職員etc）を進めもっと地域住民の方を向いた行政をしていただきたいと思いま
す。

一色町

 公共事業や地方行政のムダを削除し、効率の良い行政が行える市にしてほしい。
 国政もそうだが借金をしたり、給付金がもらえるからと言って赤字財政をする様な市では困る。

 市民が誇りをもてる様な市になる様に新市の目標を掲げて３町１市合併を推進してほしい。
子供達の時代に「この市に住みたい」と言ってもらえる様自立した新市となる様にがんばって下さい。

一色町

 JA（農協）漁協の合併でもしてから全体の成長が良くならなくて、以前の方がよかった。
 （特に税の％が以前のが低かった。）

 一市三町が合併しても西尾市は企業進出および成長はするだろうが。
 編入合併においては、小さい周辺部が取り残される気がする。

役所が遠くなって不便。

一色町

 合併によるメリットのマニュフェストをお願いします。具体的な数値が必要です。
 職員減少による経費減。

 広域的なまちづくり
 企業進出、地域総合力

行財政基盤の強化

一色町
住所は愛知県西尾市一色町、吉良町、幡豆町として、３町の名前を残して欲しいです。大人が思ってい
る以上に１０代の地元愛は強いです！！

一色町 事務事業を各支所でも受付けしてください。
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一色町
合併することは人件費や経費削減できるという面ではいいことだと思いますが、その財源を有効に使っ
てほしいです。例えば、「新しい町づくり」と言っているが、今ある施設をムダにかえしたりすること
はやめてほしいです。

一色町
合併による住所変更（？）で免許証・通帳等の住所変更届が面倒だが、合併はそれほどよいものなの
か？メリット・デメリットいろいろ書いてあったが、ある程度、合併後の試算など示せないのか？「今
後協議します」というのが結構あってそんなので合併について聞かれても・・・

一色町 子育てや教育など子供にやさしい町づくりができるような合併を願います。
一色町 このアンケート調査結果を公開してください。

一色町

ＪＡは既に合併してるが、西尾市主導に思える。この一市三町の合併も西尾市主導になると思う
 が・・・

ＪＡの給料もいまだに差があるようだし（旧西尾市農協管轄の職員の給料が一番良い）合併後公務員の
給料を公開して欲しいです。

一色町 現在、各戸に配置されている防災ラジオ等は残されるのですか？

一色町

・子供がいますが、小学校区、中学校区はどのようになるでしょうか。従来通りもいいですが、せっか
 く合併するのであれば、校区を再編して近くの学校に行き事が出来るといいと思います。

・一色町ではコミュニティ制度があり、地域の人が一緒に活動しています。合併したらどうなるので
 しょうか。継続できるようにしてほしいです。

・私は現在西尾市内で教員をしています。希望して西尾市に在籍していますが、合併となると幡豆郡内
 の学校へ転勤もあり得るのでしょうか。

・合併するということで、代表を中心に物事を進めて行かなくてはいけないとおもいますが、住民の意
見が良い意味で反映されるようにお願いします。

一色町 西尾市でなく新しい地名が良い。

一色町

以前の協議では、合併方式が各市長の主張が強く、議論が進展しないまま消滅してしまいました。方式
も重要ですが、議論すべき内容が何一つされないままでとても残念に思いました。少子化、高齢化又名
鉄廃線など過疎化も急速に進んでいるように感じます。１市３町の合併を実現し、人口１６万人の自治
体として活性化を図り発展させていただきたいと思います。古きよき歴史も多い１市３町、それぞれの
個性も大切にして良き物は未来へつなげ、公平な町づくりを期待します。

一色町
このアンケートにもお金がかかっているわけだから、十分に活かしてほしい。ただ、このアンケートの
質問は抽象的過ぎて、意味があるのか疑問です。

一色町
初めに結論ありきではなく、十分に具体のイメージ・制度の変更をつめてから提案すべきと考えます。
そうでないと郵政と同じことになるのでは。デメリットに挙げられていることが、どのように解決され
るのか、はっきりと示さなければ意見を言えません。

一色町

一色町民は情けなくも西尾市民に行政サービスの低下を強いて養ってもらうしか道はないのですか。そ
の上、西尾市民が一色町への財政投入を許すのでしょうか。大きく立ち遅れた一色町の市街地、田園部
の基盤整備はどうするのですか。夢が語れるのですか。仮に合併特例法が延長されても、地方交付税は
西尾市民の行政サービス低下の穴埋めに費やされてしまいます。しかし、合併しなければ一色町で活用
することができます。この方がよほど夢が語れます。吉良町長は「主張すべきことは主張する」と仰
り、これに対し一色町長は合併ありきで全面降伏です。これで町民の負託に応えたことになるのでしょ
うか。町長、議長のみで合併の基本方針に合意され、町民不在はいかに取り繕っても覆い隠すことはで
きません。一色町には常設の住民投票条例があります。４年任期の町長、議長でさえ選挙が行われ、次
回の選挙で落選することもあるのに、町民一生の重大事で、後戻りのできない合併問題に住民投票が行
われないのはなぜでしょうか。何のために条例が制定されたのでしょうか。甚だ疑問で、既に描かれた
筋書きを感じずにはいられません。

一色町 納得できるメリットがあれば賛同したい。

一色町

一色町在住ですが、福祉の面で、他の市町村よりも劣っていると思っています。合併によりその格差が
 なくなることを期待しています。

企業についても、西尾市、吉良町にばかりあり、誘致不足だと思っています。広域になり経済の発展に
 もつながると思います。

農業、水産業、工業とで魅力ある町にしてほしいです。

一色町

公共施設や交通の便などが周りの市に比べ悪いように思います。納得して税金を払うことができる様に
経費削減等をして税金を下げていただくか、経費削減により浮いたお金で税金を上げずに町づくりをし
ていただきたいです。刈谷、安城、岡崎など周りに発展して欲しいとは思わないのが本音です。発展さ
せるのであれば、それらの市にない自然を生かしたカメラやテレビなどのついたケータイを持ちたい人
もいれば通話ができればよいと言う人もいます。無理に発展するのではなく、無駄をそぎ落としたシン
プルな市というのも良いのではないかと思います。

一色町 ３町それぞれに良いところはある筈。改善すべき所はして、古きよき伝統はキチンと残してほしい。

一色町
現在、一色町は佐久島振興に力を入れているようで、島を少しずつにぎわっています。合併しても、こ
のまま佐久島振興に力を注いでいただきたいです。

吉良町

 議員の定数が減る事が予想されます。
 吉良町の場合お仕事が定年になり第２の就職と考えておられる方もいると聞いております

住民の声を反映させる手段として地区の区長さんや総代さんにもっと権限と報酬を与えてあげることに
より形式的な議員さんよりももっときめこまやかな住民サービスができるのではないかと思います。

吉良町
 ①国定公園としての三河湾をきれいに、楽しくして外から人を呼べるようにして欲しい。

②老齢年金から所得税を取ってしまう行政で”安心”など無いし、福祉は無いに等しい。
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吉良町
吉良町で今やっている子育てサービスを１つでもなくすことのないようにお願いしたいです。合併した
らサービスが増えていく、メリットが増えていくなら賛成ですが・・・・。吉良の名前を残して欲しい
です。なくなるのはさびしいです。

吉良町 かつて西尾市は財政不良のため蒲郡の競艇に財政を助けてもらった財政不良の市であった
吉良町 ぜひに吉良町の地名は残してほしい。

吉良町

 最近の状況から合併はやむなし！と思います。
 １　合併後の人件費削減だけでなく「ムリ、ムダ、ムラ」を無くしてお金を捻出してください

 ２　子育て（教育）に力を入れて下さい。「町づくりは人づくり」
３　みんなが住んでいて「良かった」と思える町づくりを目指してください「住民満足度№１」

吉良町
 私は、以前、西尾市に住んでいました。現在吉良町に居住して１５年になります。

 行政・環境など、とてもいい所です。
合併になっても、変わらない環境を願います。

吉良町
 １市３町が合併する理由。なぜ別々ではいけないのか？

等々もっとアピールしてください。（１市だけ優遇されているように感じます）
吉良町 名物や観光等で全国的に有名な物があるので、名前だけは変えて欲しくないです。
吉良町 合併しても（吉良町）の地名は残してください。
吉良町 吉良町は反対すべきでない

吉良町

 今回のアンケート用紙の設問の内容に大きな問題があります。
あくまで合併を推し進めようとする内容の設問、すなわち合併の内容の説明に終始している。反対意見

 者に対する具体的な内容が示されていない。
各市町長の見解が提示されていますが、幡豆郡選出の県会議員の見解も載せてもらいたいと思います。

吉良町

今まで合併をした処をみてみると過疎地はやはりそのままであったり、あまりメリットはないと思って
 いる。

一町だけ残っても決して不便になる事はないと思う。この際、議員、職員を減らし、元気な老人をパー
 トで使えばよい。

小さな組織ならばそれが出来ると思う。

吉良町

私は合併に反対であるが、もし吉良町が他の市町村と合併するならば、地方税やその他の使用料や手数
料などの扱いは、一市三町の中で一番安い市町村に合わせるべきである。そうしなければ合併した意味

 がない。
次に新市の名称が「西尾市」であるが、なぜ幡豆郡の町は西尾に編入されなければならないのか？全く

 別の名前にすべきである。
さらに企業などが市町村が合併した際には、伝票などの住所を変更しなければならないが、その際にか
かる経費は、新しい市が全額支出すべきである。企業を経営する際に全く必要のない経費を支出するの

 で当然のことである。
そしてディーゼル車の車庫証明であるが、西尾市においてはディーゼル車を登録できないので、ディー

 ゼル車を今後も登録できるようにしてほしい。
以上のようなことを合併する際には意見したい。

吉良町 合併により田舎の不便な点が改善されたらと思います。

吉良町

広報紙等による１市３町の長の発言を聞くと、一人吉良町長のみが合併にブレーキをかけているように
見えます。先には中村前西尾市長との確執で合併協議会を停止させ、今は吉良町には「吉良」の名前が
消えることを惜しんで反対する人が多いなどの理由をつけて合併の協議にブレーキをかけることに腐心
しておられるように見えて仕方がありません。もちろん合併すれば３町の特別職は失職するわけですか
ら、合併したくない気持ちは分かりますが、この際は大所高所から合併の早期実現に邁進していただき
たいと思います。できることなら今年度末までに合併を実現させて、補助金の返済免除を受けてもらい
たかった。この期限に間に合わなくなった一因に中村前西尾市長と吉良町長の確執があると思われる
が、吉良町長はその責任をどう考えているか。

吉良町 　速やかに合併しなさい。悪い事、良い事はある。しかし、前に進むこと！
吉良町 具体的に郡より市に変わることによってなにがどう変わるか知りたい。

吉良町
西尾市、幡豆郡には大きな公園がないので、合併して大きな公園を作ってほしいです（無料で楽しめ
る）

吉良町
合併に関しては、しかたのない事なので反対はありません。子どもたちにとって、教育面など子どもた
ちが安心して住める町づくりをお願いします。私たち市民にとっても財政面でもゆとりある生活が送れ
るように、話を進めて頂けるといいかと思います。

吉良町

公務員の数が多過ぎる。無能は議員が多く、定数の削減を積極的に行うこと。窓口でのサービス・笑顔
がなさすぎる。一般企業なら最悪のサービス体制だ。５時定時の頃に帰り支度する職員が多過ぎる。仕
事量の少ない部署の職員の削減。能力のない人材に対し、給与評価を下げること。民間なら解雇人材
だ。アンケート内容を公開すること！

吉良町 合併すべきです。

吉良町
合併が残り１年５か月に迫り色々のメリット・デメリットあると思いますが、広域的な取組みを考えて
いただきたいと公共施設の整備など、交通問題沢山あると思います。地域の総合力が向上し、地域活力
が増進することが住民にとって未来に明るくなる事が望ましいと思います。

吉良町
市の名前は西尾市でも良いが、町名は今までどおり残して欲しいです。西尾市と３町が合併し、広い視
野で見つめ、無駄のないそれでいて隅々まで住民サービスが行渡り（特に弱者）子ども、孫の代になっ
て、合併して良かったなあ～と思ってくださるような西尾市にしてください。
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吉良町
一般職身分の取扱い？議会議員の取扱いが何故西尾市のみ在任なのか？住所は長いので短くして欲し
い。住所が長いので短くして欲しい。年とともに車に乗れなくなるので、運動を兼ねながら近くに小売
店ができれば幸せです。

吉良町

西尾市と三町は歴史的にも結びつきが強く、もっと早く合併すべきと思いました。今回の動きは遅すぎ
た思いですが、合併に向けて動き出した事はすばらしい事です。新市に向け、十分な協議いただき、や
はり合併して良かったと言われるよう住民の将来を見据えて話し合っていただきたいと思います。これ
からの合併協議会での話し合いに期待しています。

吉良町

住所が短くなってほしい。役所や保健所など岡崎みたいにひとつのビルになったら良い。駐車場は無料
でたくさん止めれるようにしてほしい。図書館、児童館など、近くに集まったらいい。蒲郡に双田山公
園というのがあり、ローラー滑り台がある。そういう公園や岡崎東公園のように動物がいて無料という
子どもと一緒に楽しめる場所を作ってほしい。

吉良町

合併する、しないも民意を反映してください。（投票方式にするとか専門の意見も必要と思いますが）
この意向がメリット・デメリット、必要か必要じゃないか末端の個人個人にまでまだ行き届いていない
ように思います。この無作為の抽出にも疑問を感じます。とにかく末端まで情報の公開をしながら進め
ていただきたいと思います。

吉良町
合併を企画調整をし、分かりやすい住所にしてほしい。消防団を無くしたほうがいい。税金のムダ使い
だ。

吉良町 新しい町名は西三河市

吉良町
市民あっての行政です。新市スタートのための統一は多くあると思いますが、十分な協議を重ねての決
定となるようお願いします。

吉良町 福祉、行政面で今までどおり以上の向上を期待する。

吉良町

各地区（町）の特徴を生かしながらともに行ったほうがよい部分について、合理的な方向にしていって
 欲しい。

今までよい部分については続けられるようにして欲しい。広報などの町誌ものこしてほしい（理由。他
町や西尾市の情報も欲しいが、全部はなかなか丁寧に見る時間がないので、各町の重要な情報がすぐに

 見られるとよい。）。
 社会教育的な部分では、広く募集してもらえるとうれしい。

よりよいまちづくりを、ともに進めていってください。

吉良町
 吉良に生まれ育ちて、吉良様の黄金堤のその由来、花を見ながら来てみてごらん。

古里の郷愁が失われていくのが寂しい思いです。

吉良町

個人的な意見ですが、地域・地名は残していただきたい。一色、吉良、幡豆それぞれ歴史を持った町な
ので、子ども達にも地元の良さを常に感じていて欲しい。また歴史をひも解くとき、わかりやすい形で

 残しておくことが未来への遺産となると考えます。
現在の行政サービス、行政制度の在り方は、現状を維持していただきたい。合併（編入という形であっ
ても）したとしても、全て西尾のやり方に併せるのが良いわけではないので、無理のない程度に移行し
ていくことが好ましいと思います。合併は合併で仕方ないが、そのために、各末端の人々が迷惑をこう
むらないようにしていただきたいです。

吉良町

今回、自民党から民主党に変わり、全国的に大幅な改革が求められている中、旧体制の延長上での合併
 論を十分な検討、見直しもせずに推し進めるのはいかがなものか。

 民主党の成否を見てからでも、遅くはないと思料する。
そんなに急な大切な問題なのか。そうならもっと早く展開すべきではなかったのか。名鉄の西尾中心の
投資に対し、吉良町、一色町、幡豆町への対応は、逆行していないか。前年どおり思いついたことを取
り上げるような行政は止めたほうがよい。

吉良町 吉良市に期待していたため、残念に思う（全国的知名度があるので）。

吉良町
西尾市長が代わっただけで急に話が進むことは不思議。国からの補助金がもらえない再来年に合併する
のは最悪の選択。課題はあっても来年の合併を目指しがんばれ。重ねて申し上げますが再来年の合併な
らしないこと。

吉良町

小さな単位の行政でできないのはなぜ？現状が出来ないなら、出来る工夫を考えているのか。単位が大
きくなれば、なんでもよくなるのか。大きくなれば、細かいところに目が行かなくなると思います。十
分住民が理解しなければ合併は無いのではないでしょうか。住民説明会資料も具体的なものがなく、一
番知りたいところは、合併による住民のメリット、デメリットの部分ではないか。

吉良町 大変よいことと思う。

吉良町
すでに平成の大合併で合併している地域の６割強が失敗であったという情報もあるが、その中味を精査
対応策を公表すべきである。

吉良町 合併後に一色、吉良、幡豆の地名が残るようにしていただきたい。

吉良町
合併に決まったのなら仕方がないと思います。住みにくい町になってしまうといやですね。いやな町に
ならないようにしてほしいです。

吉良町 お金（税金）だけの問題ではないと思います。
吉良町 特例法の期限内に合併すべき
吉良町 住民達も切りつめて生活しているので、市の方もムダをなくしてやっていくように。
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吉良町

職員と議員は明らかに多いのが目で見て、役場にいっても意見を届けてもわかります（処理の悪さと時
 間のかかり過ぎ）。経費削減して税金を他で使って欲しいです。

住所で今まで郡・大字・小字でとてもいやなイメージから脱出したいので「西尾市吉良町1-2-3」のよ
 うな住所になって欲しいです。

西尾市議の声で３町の西尾へ入れるのはお荷物扱いだとか賛成できないと大きな声でレベルの低い意見
を聞くとこれから先、町議がなくなり西尾市議だけが残ると閉口します。ある程度、能力と常識のある
方を残してください。

吉良町

合併によってメリット、デメリットがあると思うけれど、福祉の面で弱い人、障害のある人、老人たち
にとって不自由なことにならないよう、今より生活が向上して選択が増える良い市になって欲しいで
す。障害のある子どもたち、特に身体の不自由な子どもたちが通う学校、デイサービスなど吉良にも西
尾にもなくとても不便です。小さい子どもは親が見て当たり前とありますが、日常１日１日頑張ってい
ても、休息はやっぱり必要でとても望んでいます。養護学校の案もでていると思いますが、まず養護学
校が西尾に出来て、合併により行けるようになる事を願っています。

吉良町 新しい市名にした方が良い。

吉良町
先日吉良町のある職員からこんな話を聞きました。西尾市職が「あんたこんど首だね」と開口一番の挨
拶があったそうです。ずいぶん聞き捨てならぬ暴言と思いました。思いやりのない職員の申し様に合併
万歳というわけにはまいりません。心ない市の方々に自戒をお願いいたします。

吉良町 今決まっている行政事項は合併するとなくなってしまうのですか。また新たにやり直しですか？

吉良町

 市町県民税など、これ以上の負担にならないようにしてもらいたい。
 市会議員及び市職員の絶対数を、１０年後に１／２程度にするよう努力してもらいたい。

企業に進出してもらうのもよいが、業績内容及び業務内容もよく検討し、決定してもらいたい。例え
 ば、周辺地区に本社がある企業とか。

市長、市会議員、市職員には不祥事等で全国的にニュースにならないようにしてもらいたい。

吉良町
合併することにより、アンケート問２の４・６を重視してもらいたい。無駄のない効率的な町をつくっ
てほしい。議員の皆さんは、自分の地域に力を入れるようだが、もっと全体を見てよい市になるように
頑張って欲しい。

吉良町

 合併先輩市町村や、その住民のアンケート等による実態調査を行い公開してほしい。
 ちなみに、銀行の合併は利用者へのサービスが著しく低下しました。

国鉄、日本道路公団、ＮＴＴ等分割された事例も多くあり、必ずしも合併が望ましいと思われません。
資料の合併のメリットも、１番目の職員の削減以外は合併しなくても努力しだいで対応可能と思われま

 す。
どうしても、合併のメリットが理解できません。

吉良町
 合併には反対です。

合併してもよくなるとはおもいません。

吉良町

 私は合併についてよくわかりません。
しかし、今思えば昭和３０年に横須賀村と吉田町の合併も体験しているといえます。当時は小学校１年

 生になったばかりでした。
今回、平成の大合併も後半になってからの動きであって、１市３町の思いがやっと一つになったのかと

 安心しいているところです。
 今後は慎重審議を重ね、事務を円滑に進め、目標に向かって進めてください。

一つ注文をいうと支所機能を充実させて下さい。

吉良町
現状より住民サービスが低下しないようにしてほしい。住所表記が短くなるとうれしいが伝統的な地名
はなるべく残してほしい。

吉良町 税金の無駄遣いだけはやめてほしい。

吉良町

私事ですが、私は遠方より吉良に嫁いで来ました。最初は交通の便は無いし、お店も充実していなくて
とても不便を感じました。しかし、３０年間生活していて、この土地の特徴である特産品や観光地（吉
良の殿様等）がとても全国的に知られていることがあり、このものが生かされるような環境が薄れてい
くことのないようお願いしたいと思います。これから将来、高齢化、少子化等の問題もあり、財政的に
負担もかかるので西尾市との合併も無理はないかなと考えますが吉良の名がなくなるのは残念です。

吉良町

豊田市に編入した足助町は住所に「足助町」とあります。このように吉良町も住所に「吉良町」が残る
 といいと思います。

 行政の手続きを西尾市まで行かずに支所で終了できるようにして欲しい。お年寄りには大変負担です。
いろいろ大変とは思いますが、皆が納得できる合併になるといいと思います。

吉良町
 民間でできることは全て民間に任せて、税金の無駄使いをなくし、必要なところに配分して欲しい。

市、町職員の仕事は守秘義務があるような場合を除いて、民間に任せたほうが効率的だと思う。
吉良町 大反対
吉良町 西尾は税金の使い方が下手なので合併しないほうがいいと思う。

吉良町
平成の大合併に乗り遅れて、急いでいるのは理解できるが、国から合併優遇措置がない中で、合併話を
進めるのは無理がある。どうせやるならば、碧南や安城と合併して中核市くらいのことをやってほし
い。合併によって余剰となる職員をバッサリと切り捨てるような事ができますか？

吉良町 田舎というイメージが強いので、そのイメージがなくなるくらい、町が発展することを願う
吉良町 早くしてください
吉良町 吉良町は全国的に有名な為、吉良の名前を残してほしい。

吉良町
将来の財政が豊かになるのであれば、合併は大賛成です。子供が安心して住み続けられる街づくり期待
しています。子供がいても、働きやすい環境づくり期待しています。
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吉良町 合併した際、住所名を一色・吉良・幡豆の名称を残していただきたい。

吉良町
合併は反対ではありませんが、あまり無理しないで、次の世代に借金を残すような行政だけはしないよ
うにお願い致します。

吉良町
基本的に合併には賛成ですが、三町の今までの良さ、特性が失われることのないようにして欲しいと思
います。また、合併により削減できるであろう経費を住民のために効率的に活用していただけることを
期待しています。

吉良町

合併に対しては賛成ですが、福祉面、税金面など市と町村では差が多いので、負担が大きくなるので
は・・・デメリットが多いのではと不安があります。学校関係では、市町村での教員の交流、異動など
もあり得るので、教育にも期待が持てると思います。市と幡豆郡の各々良さが生かせ、刺激し合える教
育になると良いです。

吉良町
行政の高効率化は必要だと思うが、早急に進めていると言う印象を受ける。合併ありきであるならば、
税金の削減をお願いする。

吉良町

どんなことも新しいことを始めるときは不安や困難があります。でも「あんずるより産むが易い」で
す。いまや国際化は当然の時代です。今の子どもたちが大きく広い人間に育っていくためには、一市三
町が「ひとつ」になってどんどん交流することがよいと思います。そうすれば柔軟な考え方をする人が
増えます。

吉良町
農協の合併と一緒で記念品を頂くのに１箇所でなく、もっと区切って何事も便宜を図って頂けたらと
願っております。

吉良町 交通の便がだんだん悪くなってきているのに合併してよくなるのか。
吉良町 公共施設が他地区のものは利用不可であったが、合併により利用可となり、大いに期待したい

吉良町
子供達が暮らしやすく環境のいい町づくりになるのであれば、合併は賛成できるかもしれませんが、今
後合併した際に、地域のすみずみに目が向けられなくなり、子供支援に力を入れてもらえなくなっては
困ります。

吉良町 合併と言うものの事実は編入が心配。なぜ西尾市議はそのままで、３町の議員が失職するのか。

吉良町

・合併に際して、お互いに妥協点が多い事と思いますが、特に防災に関しては、妥協は許されないと考
えます。・２０～３０年後を考慮し、環境に対し広い視野を持って計画を立てて、特に農地の保全を大
切にしてほしい。・行政サービスを地域コミュニティとうまくリンクさせていくことが、地域活性や子
供の教育につながる様に思われます。地域活性を生かした合併として欲しいです。

吉良町
１　合併して良かったと言われる町づくりをしてほしい。２　中心部だけの発展でなく、周辺部にも十
分目を配っていただく町づくりをしてほしい

吉良町
職員の削減も多少必要だとは思うが、給料・賞与・残業手当・その他の手当をもらいすぎている気がす
る。確かに特別職・議員の必要性がわからない。何しているかわからないのに、年数百万円は…？削減
すべきだと思う。

吉良町 一部の人の利益になるような合併はしないで下さい。
吉良町 えらい人だけで決めずに住民投票で決めて下さい。
吉良町 問１で○印したとおり前進あるのみ。
吉良町 向上心のある大学卒の人が就職できない世の中、公正なテスト等による真の向上を切望いたします。

吉良町

今まで吉良町の地名で親しまれてきた”吉良のまち”を西尾市との合併により吉良町の名前が消えてし
 まわないだろうか心配です。

吉良町は人生劇場で有名な尾﨑士郎さん、清水一学、吉良上野介義央、過去において築いてきた伝統の
人物がたくさんいるので、これからも西尾市の合併により影にかくれ、うもれてしまわないように吉良
のまちを守っていける合併のし方が良いと思います。

吉良町

 すでに決定の方向に進んでいるため１町民の声はとどかないと思います。
 （もしも反対の場合でも）

 もっと早くに市町民の声を聞いてそれからどうするのか決めてほしかったと思っています。
 また合併についてもほとんど西尾市が主体とみうけられます。

※人件費削減は賛成です。

吉良町
 住民や企業など多岐に渡って意見を取り入れ新市民全員の方が満足できるよう努力願います。

JAの合併では、住民細部の配慮に欠け、なかなかメリットを表面化できていません。そうしたことのな
いように知恵を絞り頑張って下さい。期待しています。

吉良町

西尾市職員と支所となる職員の自立責任と格差ができるのでは？若い人達との別生活が多くなってきた
現状、公共の場に車で動いていたが、車に乗れなくなったとき、年代的に多くなることを考えると、公

 の場が必要になったとき手続き等ができなくなるのではと、不安です。
私は子供の頃、横須賀と吉田が合併した日のことを耳で聞き、目で見て、祝って、やっと吉良町が一体
化した現在、また少し年月がかかると思いますが、一市三町が一つになるように考えていただきたいと
願っています。

吉良町 地域人民の負担がプラスになるなら良いと思います。

吉良町
合併はやむを得ないと思いますが、突然すぎないかと思います。平成２３年３月までを目指すとのこと
ですが、合併によって補助金が増加することもないようなので、合併してのメリットデメリットを再検
討し、双方合意（納得）の上での合併が望ましいのではないでしょうか？よろしくお願いします。

吉良町
西尾市と吉良町では、同じ農業用地であっても、土地の値段に開きがあった思いますが、どうなので
しょう。今、吉良町の土地が安いおかげで、うちは固定資産税が払えますが、西尾市のように高くなれ
ば、払うのがきつくなり、これからの生活全般に不安を感じることになります。

吉良町
吉良町住民にマイナスになる様な事でしたら合併したくないです。お互いの良い所をみとめながらの合
併でしたら、ともかく西尾市の全てに合わせるのでしたら、反対です。
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吉良町
合併ありきの話が進んでいると思う。将来を考えた時、本当に合併してよかったと思うようにきめ細か
くサービス提供できるよう行政（職員）の公僕としての誇りをもっていただきたい。最近の公僕に対す
る品位、自覚がないと思います。ある一部と思いますが、市民のためと頑張ってください。

吉良町
広域になるならば、いにしえの広場の名称を「吉良の庄」にしてください。広域になるならば、３町の
方にもくるりんバスを走らせて下さい。

吉良町

公共施設の統廃合は必要と思う。将来の高齢化社会に向けて名鉄西尾蒲郡線を軸としたフィーダーバス
の提供などによる町づくりが必要になってくるのでは？住所がどうなるか？吉良町は日本中どこへ行っ
ても通用する。規模が大きくなるだけで町づくりのコンセプトをはっきりさせてもらいたいと西尾市の
中心部だけ発展し郡部が取り残されることになり、全てが不便になる。平等な住民サービスは無理だと
思うし、期待もしていないが将来の合併のメリットを感じるようにしてほしいと思う。

吉良町

①町内で、市街化区域に農地があり、農業しているが、合併すると「都市計画税・固定資産税」が上が
ると説明会で聞いたが、今でも「高い税金」を払わされており、さらに「都市計画税など」上がること
は、まさに、農家いじめではないか。食糧難が叫ばれている中、このままでは農家は死活問題で、何も
できなくなります。生活にも支障がでます。合併するとメリットがあるとしきりに言われていました
が、「税金が増える」デメリットなど今後、十分検討頂き、決して「増税」にならないように取組みし

 て頂きたい。
②町内がさびれないように。また、役場機能の維持により不便にならないようにして頂きたい。

吉良町 合併しないでください。

吉良町

 私自身は西尾市の人間でしたので、合併に関しては賛成（おおむね）です。
 ただし、土地名には歴史が深くかかわってるので『吉良』の名が消えるのは耐えがたいです。

なんと言っても吉良公、全国どこへ行っても「忠臣蔵の吉良から来ました」と言えば誰でも知っている
 のです。地名（住所）から吉良を無くさないでください。

合併は昨今の情勢ではいたしかたないと考えます。

吉良町

吉良町に嫁いで来たので故郷は吉良ではないと自覚していて、でも、子供達や他の家族は（私以外です
ね）故郷が吉良という事になり、そんな私にこのアンケートを答えさせて頂いて、いかがなものか？と

 思うのですが．．．
確かに、私自身は、吉良に住んでいるのにもかかわらず、出産は西尾市、ケガ・病気をすると西尾市
へ、買い物も、大半が西尾市、職場も西尾市です。西尾は隣の市だけれど、吉良町だけでは、済まな

 い、生活に密着した地域です。だから、今の状況が悪化されなければ、合併に反対しません。
 逆に、”西尾市民”側から見た町民のイメージというものの心配はあります。

 ３町が合併となると、多くの問題も出ると思います。（２学期制だとか．．．）
（意識が半分以上、関心の無い私が、答えてしまって、申し訳ありませんでした。）

吉良町

 前回の合併、問題より、短期間に合意することになりますが、本当によいのでしょうか。
 小生のような老人には不便になることが多くなるのではと不安があります。

 今後若い人達のためには合併するのがよいと思います。
 若者達が土地を愛するような都市にしてもらいたい。

西尾市では全国知名度が高くないので、三河市くらいに変更したのがよいと思う。

吉良町
特に３町は公共交通手段が少ないため、子供たちは図書館にも自由に行けません。お年寄りは自分で病
院も行けません。合併したら是非、市バスなど、市民の足を充実してほしいです。

吉良町 合併は賛成ですが、一つ疑問に思う。各町市、財産は同じと思われない。その点よく考えて欲しい。

吉良町
 ３町の支所は古い順（建物）に廃止か？

全国に通用する「吉良」の名を残せないか。

吉良町
西尾市と幡豆郡３町で子供の医療費の無料期間が違いますが、合併によってどのように統一されるのか
心配です。できたら長い期間の方へなるとありがたいです。

吉良町 合併したときに吉良町の住民として、プラスがわからない。だから合併したくない。

吉良町
もともと行政に過剰な期待はしていないので、合併したからといって、変なものはつくって欲しくな
い。とりあえず、「ラブホテル西尾城」は恥ずかしいのでやめてくださいね。古いものを保存するのは
意味があるが、ニセモノは無意味、悪趣味。この変なセンスを改めてから合併して欲しいな。

吉良町 住民税等を安くしてください。

吉良町
 合併によるメリットをより具体的に提示してもらえるとうれしいです。

 長年「幡豆郡」で暮らし、愛着があるので昔からの「地域のよさ」は変えて欲しくないです。
子育てに関する事業、サービスの充実を望みます。

吉良町
西尾の中学から西尾の高校への推薦入試と幡豆郡三町から西尾の高校への推薦入試とで、合併した場
合、平等になるようによろしくお願いします

吉良町

合併資料を読ませていただきました。メリット・デメリットも書いてあって大変読みやすかったです。
最初は大好きな町名がなくなることがいやで反対していましたが、資料を読んでもやはり合併には反対
です。職員の削減による経費削減や公共施設やサービスの向上など、住民にとって魅力的なことが書い
てありましたが、それが本当にいいことでしょうか？地域のことをよく知り管理をしてきてくれた職員
を削減して今まで以上のサービスが見込めるのですか？何でもかんでも減らして新しいものを創ること

 がいいことだとは思えません。
私は市町村合併には反対です。吉良町は吉良町民の大切な歴史です。

吉良町
合併後、６か月後に新しい市長議員選挙によって今後の行政推進に住民代表者を選んでほしい。議員数
は人口割にして隣接の安城市程度の定員としていただきたいと思います。
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吉良町

今回の合併は編入ということで、３町の地区末端への行政サービスの低下を懸念される方々が多いと思
われます。西尾市としては、合併の中心団体として、また、中核都市として、今後の行財政運営におい
て、西尾市の旧習にとらわれることなく、また、３町の良いところは積極的に取り入れる等、３町の住
民が合併後の行財政運営に平等感を持つような施案を期待します。

吉良町

農協が「西三河」合併前の説明と現況の悪さを思うと情けなくなる。組合が合併して大きくなると資材
（肥料やガソリン）が大量仕入をするからどこよりも安くなる。技術指導も専門職置くから増収にもつ
ながる等々もっともな説明であったが少しも安くはならず、不便なことの一方である。私一人が反対し
ても合併するだろう。益々くらしが不便になり、良いことなく苦しくなること必定なり。今のままが一
番結構なくらしである。このアンケート、一方的で腑が抜けている。勉強しなさい。

吉良町
吉良の名前のついた地域の歴史、又全国に名を残している文化財等が西尾市の名前に変わる事は絶対に
してはいけないし、又やらないでほしい。

吉良町
吉良町長の挨拶で、１市２町が合併に前向きなので、仕方ないといっている。町長自身もいやいや合併
しなければならないという考えではないか？首長がこの様では、町民はなお更画合併に賛成できない。

吉良町 あまりお金の事を気にせずに色々な意見を聞いてじっくり考えて進めて行くべきです。

吉良町
 ・愛着のある地名を残してほしい。

・合併しても住民サービスに不公平な差が出ないようにして欲しい。
吉良町 吉良町は住民税がやたら高いので、そういった所も変えていってほしい。
吉良町 住民投票で合併の是非を決めてください。

吉良町
豊かな自然と文化を守り、次の世代にも住みやすい町づくりをしてほしい。・地域に格差がなく、幸せ
になれるような、行政サービスに心がけてほしいです。

吉良町
住民説明会資料を閲覧して、合併後のメリット・デメリットだけに関して言えばメリットの方が大きい
と思うが、今の段階では協議事項が多すぎて明確な回答はできない。今後は、協議事項について公表
し、その上で住民の判断を仰ぐべきだと思う。

吉良町
福祉施設の充実。老齢者、身障者の現状と看護施設と養護人の配置等に精通する人材の配備等。美術
館、展示会館と文化施設を完備する。

吉良町
問４で書いた通りです。日本的な有名な先人に対して申し訳がないように思えてならない。今までどお
り１市３町が仲良く生活を保っていけば問題はないと思われます。

吉良町
３町が情けない。西尾市に編入されれば、過疎の地域になるだけである。そうならないために３町合併
によって核となる新しい市をつくるべきである（吉良市）

吉良町
・合併した事により税金が増える様なことの無い様にしてほしい。・デメリットをメリットに変えるた
めの具体策を考えてほしい。・慎重に考え、合併を前提に話を進めるべきでない。・各地区で意見交換
会を何度も開き、町民の意見を聞いて決める。

吉良町
合併に頼らずに他の方法で解決しないと、次また安城や岡崎と合併するとなりそうでキリがない。も
し、どうしても合併せざるを得ないなら西尾を外して吉良・一色・幡豆の３つにして、幡豆市でいいと
思う。西尾市はあまり好きでないから。

吉良町
・４市町とも現在の財政は、黒ですか赤ですか？全て赤の場合、マイナス値が大きくなるだけではない
ですが。・合併した場合の住所は西尾市を頭でもいいですが、大字・小字をとるだけにしてほしいで
す。

吉良町 吉良の地名が消えるようなことになるのか？
吉良町 ・名鉄を残してほしい。・ワイキキビーチを残してほしい。

吉良町
一色町長の都築さん、幡豆町長の渡辺さんお二人のマニュフェストの失敗により西尾の榊原さんに町丸
ごと丸投げですか？情けない。まず三町合併が先です。

吉良町

 なぜ合併することになったか知りたい。
 町民の同意が得られているのか。

 住民投票をなぜしないのか。
 合併ありきで進んでいるのはおかしい。

 町民の賛成反対の人数がわかってから合併の協議をするのがすじではないか。
町民の意見を無視しているのはおかしい。

吉良町 住民投票をし、住民の意見を聞くべき。合併までの期間が短すぎる。

吉良町
これから出産、育児を行う年代のため、合併によりこどもの医療制度や保育園等の施設がどうなるのか
がとても気がかりです。

吉良町
正直、合併してどうなるのかは、よく分かりません。吉良も西尾の様に生活するのに便利な町になって
くれたら、合併してよかったなと思えるかも。（もと西尾に住んでいましたので。）

吉良町 ２２年の合併が２３年になったが、２４年にならないよう期日を守ってください待ち望んでいます。

吉良町

合併の名称は西尾幡豆市かそれとも、西幡市か、いろいろありそう。吉良町は西尾市に吸収合併するこ
 とに反対していると聞きますが、同等合併ならいいと！

いずれにせよ、同じ市になるのだから、よい妥協案によって、今まで以上によくならないといけないと
思う。地方交付金、税制上優遇等よくなることを祈ります。

吉良町
何れかは合併しなければならないが、町民の声に耳を傾け、じっくり検討して頂きたい。新しい町づく
りについても、中心部のみ発展ではなく、周辺にも細かく、公共施設、交通網等配慮をお願いいたしま
す。

吉良町
補助金が下りないなら、合併するにあたり予算がかかりすぎているので、合併すべきではない。「西尾
市」のイメージが悪いのに、名前を使うとはいかがなものか。西尾市は新しく造った市庁舎や体育館の
借金（？）はどうなっているのか説明するべき。プロジェクトチームの人数が少なすぎると思う。
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吉良町

合併問題は住民には影響は少ない。行政に影響が大きい。住民サービスの低下や財政の悪化の心配は、
行政の努力することで、アンケートに頼る事は、行政の逃げです。住民投票との声も聞きますが、市
長、町長の選挙で４：６に票が分かれるように賛否も分かれます。為政者や行政が合併に対して信念を
以って対処し、住民に説明し、納得して欲しい。１市３町それぞれ考え方があり、住民には理解できま
せん。合併は相手がある事で、相手との整合性を図るのは、行政です。首長や議員は合併によりリスト
ラが起きます。１０年も合併問題が片付かないのはリストラのためです。今尚、アンケート調査をした
り、協議したりでは、行政の姿勢が心配です。合併に対する２０億円の補助金等を期待せず、自力で実
行する気が必要です。火葬場、水道等既に広域行政が敷かれています。農協も合併しています。アン
ケートに頼る時期は終わっています。行政者の強い行動力が求められます。合併後の地域の姿は住民に
は分かりません。良い地域にするよう努力されるのが行政の責務です。借金王国日本の財政立て直しに
国民として協力するするのは、日本人の義務です。合併の方式、新市の名称、事務所の位置等、小さな
事項ではなく、未来に向けた大きな抱負を期待します。

吉良町
新市の名称については、編入合併ではあるが、安易に西尾市と決めるのではなく、十分な検討をしてほ
しい。人が作るものは場所を変える事が出来るが歴史は変える事が出来ないし、安易になくすべきでは
ないと思う。

吉良町
合併するからには、デメリットは避ける政策を考え、周辺住民の暮らしも市民平等になる様、考えても
らいたい。

吉良町 反対

吉良町

どちらにしても、今より住みにくくなるのは反対です。合併のメリット、デメリット（資料では分かり
にくいです。だいたい合併に関することなのに１０ページしかない資料なんてありえない。もっと細か
くたくさん市民に説明すべきだと思う。）を市民に分かりやすく提示し、上の人たちだけで決めず、市
民の意見で決めてください。合併は西尾市よりも幡豆郡の人たちの方が慎重になると思います。

吉良町
住所をもっと簡素化して欲しい。どうせ変更するのであれば、字以下のところを１丁目○○番地とする
ぐらいであって欲しい。碧南市の住所をみならってください。とても簡単でわかりやすいですから。

吉良町
西尾市に編入とのことですが、現在の３町のよいところをしっかりと見極めてよい市を作っていただ
き、皆さんが大きな声で喜べる日を待ちましょう。吉良町の名がなくなるのはとても寂しいことですの
で、できれば地名も考えていただきたいですね。

吉良町 合併後も親しんできた吉良の名を残して欲しい。
吉良町 いままでどおりでいいです。

吉良町
合併については、時代の流れで仕方がないと思っていますが、先ずは町民方と考え、事を進めて頂きた
く思います。

吉良町 さらなる発展のため合併されることを願っています。
吉良町 合併のメリットとデメリットが良くわかりません。
吉良町 吉良の名称を残して欲しい。全国的に知名度が高い。

吉良町
今まで利用し慣れ親しんできた施設はどうなるのか？（保健センター、児童クラブ、児童館など）不安
に思います。

吉良町
行政においても営利主義に走らないようにお願いします。ＪＡにおいても現在農協ではなく、営利団体
であり各支店を利益によりランク付けしている。行政においても各支所は残すと思うがあくまでも住民
を主として行動をお願いしたい。

吉良町

 意見ではないですが
 今まで吉良町は「吉良町」を前面に押し出した交流を続けてきました。（赤穂との交流等）

また、吉良三人衆など、町特有のものも少なくありません。一市三町合併は確かに必要なものかもしれ
ません。しかしこれらの町特有のものが失われたり、特に愛すべき「吉良」の名が隠れてしまうのは正

 直なところ辛いです。
あと、配布された資料において、合併方式、編入と新設のメリット及びデメリットが書かれていません

 でした。そのあたりの説明ももっとして頂ければ良かったと思います。
小京都西尾の名をそのまま残すのも良いのかもしれませんが、俺としては一市三町のイメージを複合し
た新市の名を考えて頂きたいと思います。

吉良町
合併後のビジョンがまったく見えない。５年後、１０年後にはこうなります、しますというはっきりと

 した公約をすべきだと思います。
メリット・デメリットがあるのは仕方ないけど、デメリットを少しでも解消できる様にして欲しい。

吉良町
合併することにより、市町村の名がどのようになるか？やはり西尾市がメインになるのか？そうすると
他の３つは何となく下に思われそうだ。

吉良町

現時点での合併は、反対というのが正直な気持ちです。吸収合併という点で西尾市より吉良町のが優れ
てる。住民に対する手当がおろそかになります。何かにつけ、田舎（幡豆郡三町）は疎外されるので

 は・・・と懸念されます。
吉良町だけで財政は成り立っていくと思います。しかし、将来的には合併した方のが住民にとっても良

 いと思います。
 私の友人の意見です。

新市名は波都市（はずし）　　万葉の時代からのこの地方の美しい名前（波の都）　この名前を使わな
い手はないでしょ！！

吉良町
住民投票をするべきだと思います。どれだけの方が本当に合併を望んでいるか、はっきりさせるべきで
はないでしょうか？私の周りの方々は皆さん、反対されています。私たちが知らない間にどんどん話が
進んでいってしまっているような気がします。

吉良町 なぜ編入合併になるのか。編入では３町の個性や特徴が失われてしまう。
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吉良町 特になし

吉良町
新市の名称は西尾市との方向ですが、歴史ある吉良の名称は失いたくないため、西尾市吉良町・・・等
としていただきたい。

吉良町

歴史的にも、また１つの生活圏としても、つながりが深い１市３町が合併することに違和感はありませ
ん。過去に何度も浮上しては、立ち消えとなった合併ですが、今回こそは実現すべきだと思います。た
だし、合併しても吉良のよさをしっかりと残していくことができるように、充分に議論して慎重に進め
るべきとも思います。そのためには平成２３年３月末までにこだわらなくても良いとも思います。

吉良町 住民の生活を良くする様、対策を行っていただきたい。

吉良町

問１について西尾幡豆地域の状況から合併はやむを得ない。すでに各市長・町長さん方々が６回も協議
されていて結論を市町民に求めていると思うのは思いすぎですが、反対はいたしません。やむを得ない
です。問２について西尾と幡豆郡が合併した場合どのようなことを期待しますか、分からないとしたの
は、実際、明日がどうなるか分からないから、合併して良いやら悪いやら。問３につきまして、西尾市
と幡豆郡が合併にしたら何を心配しますか、３も分からないとしたのも２と同じく先のことは判りませ
ん。☆合併後にメリットも多くあるように思います。デメリットも多くあるよと思います。☆私の家で
は町の親子で合わせて拾余年消防団活動に従事しました（余談ですが）☆このアンケートも西尾・幡豆
の１８歳以上の方をコンピューターで無作為に抽出したとありますが、これまた考えさせられます、私
ごとき８０余歳にして、１市３町の今後を云々する年齢も遠くなり、各市町には有識博学な方も見える
はず、”老いては子に従え”と先人の言葉、将来発展するために必要な事と住民の豊かさも若い現役の
聡明な考えを持つ方々の意見を尊重してください。無作為に抽出というのはどうかと思います。病にて
床に伏している方もあると思います。どうか暖かい思いやりのある行政を子や孫達、孫孫に至るために
も。☆問５だけははっきりと現在はわかりますが、明日はわかりません。誰しもがそうでしょう。

吉良町

（問１の続き）合併にかかる費用は、一時的なもののように感じるけれど、それで財政が圧迫されては
おかしい、合併しなければ使わなくて済むのでは？（自由意見）合併すれば全ての問題が解決するわけ
ではないので、もし、合併してもそれで終わりではなく、全てを考え直す様に、無駄の無いように、そ
して、住民の本当に望むものを取り入れられるような自治体を作ってほしいです。そのためには、もち
ろん住民自身の協力も必要なので、もって意見を交流できる場（機会）を

吉良町

・他の地域で合併によってよかったことはひとつもないと言う意見を良く聞きます。特に吉良町に住ん
でいるため、地域サービスに特に不安も不満もありません。ですが、それは今の話です。今後どのよう
になっていくかはわからないことです。・編入合併ということですが、議員はやはり３町からも必要で
はないでしょうか、３町の住民は誰に話を持って行くのかわからなくなります。特に老人世帯では、
サービスの受け方も知らない人が多いと思います。そのようなことを良く考えて、進めて行ってほしい
です。上の人たちが考えるだけでなくしたの下の者の意見もよく聞いてください。

吉良町
議員定数は３０名ほどに減らしてもいいと思う。行政サービスの質は下げないように、きめこまやかな
サービスをしてもらいたい。

吉良町 吉良の名前を残してほしい（部分的）
吉良町 今までより都合のよい様にして欲しい。
吉良町 対等合併にしたいです。

吉良町

合併した場合、西尾市の面積に比べて幡豆郡３町の中学校が各１校（佐久島は別として）というのはつ
り合いが取れません。当然各２校は設置すべきと思います。これは合併のメリットと逆行します。現状
が１校でやれているから現状でよいというのは、西尾市の身勝手な考え、西尾東部・福地と吉良の一
部、平坂・寺津と一色の一部の再編になるかもしれませんが、それでも２校は幡豆郡内に造る必要があ
ると思います。そんな事をしなくても、現状の１市３町でよいのではないでしょうか。

吉良町 子供やお年寄りが住みやすい。町づくりを願います。
吉良町 ・編入合併だからと言って、幡豆３町の要望も取り入れてほしい。・新市の名称を住民投票で行う。
吉良町 子ども会の活動が幅広くなり、いろいろなスポーツでの試合もおもしろくなりそう。
吉良町 合併はしなくてよい。

吉良町

西尾市、幡豆郡３町の協力関係は、今後も当然重要であり、不可欠と思いますが、この時期に合併する
 ことが最適なのか、慎重にご検討ください。

 特に下記の点について、十分な検討・検証をお願いします。
 ・合併新法が失効してからの「国の財政支援」

 ・新政権の地方自治体政策
・交付団体が不交付団体を編入合併した地域の合併後の状況(例:岡崎市へ編入合併した旧額田町など）

吉良町

隣接市(豊田市、岡崎市、田原市、豊川市)の状況をよく調査し、どのような問題がありどのような対処
 をしているか具体的な事例を提示すべき。

 合併後幡豆郡の住民サービスが欠如される環境になるのは目に見えている。
農協の合併がよく顕著にあらわれている。組織は大きくなり合理化されたが組合員には不便さのみが目
立つ。

吉良町

少子･高齢化や人口減少に伴い、吉良町、幡豆町、一色町の３町が(どのような方法であれ)市になって
 おくことは重要なことだと思います。

地方分権や財源移譲が進むと、大きな市と小さな町とで行政サービスの格差が広がっていくのではない
か心配になります。そこで、西尾市と幡豆郡３町の合併は安心で住みやすいまちづくりには必要となっ
てくると思います。(吉良町民としては）

吉良町 子育て支援は吉良町をベースに。

吉良町
 合併の理念、又は新市の理念を明確にしておいてほしい。

３０年後５０年後にも耐えうるものであってほしい。
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吉良町 合併してよかったと孫の代に言われるように合併を進めてほしい。
吉良町 合併後は何事にも平等に行政サービスをして欲しいと要望します。

吉良町

合併は賛成ですが、今迄の各事業はどのようになるのか。例えば下水道事業（公共下水道）は平成１
１、１２年頃より施行開始されたが、各家庭には早くに実行するようにとのことでしたので、当家は終

 わりました。（平成１３年）
 今現在、未だに実行していない家庭が多くあると思うが、それでも良かったのか？

合併したら市が全部費用を負担されるのか。早くに実行したばかりに公共料金（水道料）は、倍以上額
になった（９年間）。それと町民税の上げはびっくり、家計は苦しいが合併したら少しでも安定するよ
うに願っています。（がんばろーよ）

吉良町

私は生まれ育ちは西尾で嫁ぎ先が吉良町で、現在は吉良町の住民です。西尾市は西尾市で良い所があ
り、吉良町は吉良町で良い所があります。他県の方に「西尾市」ではわからなくても「吉良町」と言え
ばわかってもらえることは沢山あったので「吉良町」の名前がなくなるのは、とてもさみしいことで
す。今回の台風でも、吉良町と一色町は前もって小学校を休校にし（幡豆町はわかりませんが）西尾市
は学校に行ったとききました。お昼からお弁当を持って、１～２時間だけの授業で、親の不満も聞きま
した。市、町によって、それぞれの対応の仕方であり、合併になるとその様な連絡も遅れるのではない
かと心配しています。利用する施設は身近であり、それぞれの市、町がよく考えて利用しやすい町づく
りにしていってほしいと思います。住民全員の意見を聞いてほしいです。私の周りは、ほとんど反対の
人ばかりですから…

吉良町

合併しようとする方向は正しいと思いますが、なぜ期限を設け急ぎますか。１市３町がかかえている
色々な問題をもっとよく検討してその結果を住民に示してから、このようなアンケートを取るべきでは

 ないでしょうか…と。期限つきの合併は好ましくないと思います。
問題点１各地域が続けてきた歴史的・文化的行事等に今までのような助成があるのか。２吉良町はほと
んど基盤整備が出来ているが、合併後はどのような整備をするのか。一色や幡豆ばかり整備することに
なるか。３吉良町は山が多いが、新市の嫌われ施設を持ってくるのでは心配。

吉良町
合併がほぼ決まっている現時点でのアンケートは、意味があるのでしょうか？住民説明会も質疑応答の
時間が短く、あやふやな回答で説明会でなく町長の講演会のような・・・。今、反対している人が何年
か先に「仕方がなかった」くらいに思えるよう、県内一いい町を目指して全力で取り組んでください。

吉良町 合併は仕方ないにしても、吉良町と言う地名がなくならないか心配です。

吉良町
今まで全然知らなかったことが、合併によってわかる、私は外から来た人間なので色々なことを学んで
行きたい。新しい発見を期待します。一番心配なのは住所が変わること、西尾市？なぜ？

吉良町 １市３町が離れていて、それを、１つにまとめるという事は難しいのでは？
吉良町 老人や１人暮らしの人に役所関係の事が今より不便にならないように願っております。

吉良町

郷土愛があればこそ、よりその土地になりの有効利用が正しい形で行われると思われます。吉良町、一
色町の良いところは残し、西尾市の充実のために一部地域だけに投資されることなく、バランスの取れ
た行政をお願いしたいと思います。新市の本庁は西尾市役所ということですが、足腰の不自由になる老
人、足のない人、核家族の子供づれの人など、利用者が書く役場で事務処理が変わりに出来る対策もお
願いしたいです。

吉良町 メリット、デメリットの内容は抽象的な言葉ではなく、数量的に
吉良町 新市の名称は、「西三河市」が良いと思います。

吉良町
合併の話はずっと前から言われてきたことですが、ここに来て一気に進みすぎて戸惑っています。住民
に対してあまりにも急で説明が不足しているように思います。もう少しじっくり住民投票などして住民
全体の気持ちを聞いて欲しいです。

吉良町

合併については、以前話があがっていたのは知っていましたが、今回は既に決定のこと。アンケートも
７，０００人で簡単すぎる内容で、これではちょっと納得の行くものではありません。このぐらいのア
ンケートなら一世帯ずつ意見を聞いてもよいように思います。住民説明会も開催されましたが、こちら
の聞きたいことに対しては、「検討中です。」との話ばかりで掴めません。具体的なメリット、デメ
リットの説明がほしいです。企業等にもアンケートなどとって意見を聞いてほしいです。

吉良町

子供たちの教育や政治家（市長、町長を含む）経費や活動を明確にわかりやすくして欲しいのと、議員
さんたちの給料を見直して欲しいです。中小企業に市や町から今まで以上に仕事を与えて、きれいで活
発な街にできるように税金を使ってほしいです。特に土木に関しては、会社数が多いので、均等な仕事
を与えて欲しいです。

吉良町

説明会が平日午後７時に行われ、若者の参加が望めない日程だった。単独でがんばっている幸田町やこ
れから合併に向けていく小坂井町の話を聞いて比べたかった。我が家ではどうしても合併になるなら市
の名前を変えて欲しいという意見です。町民感情とは思うのだが、西尾市になると西尾の下になるみた
いで嫌だ。どうしても合併するなら、市の名前を公募して決めて欲しい！！このアンケートでは、合併
ありきなので気に入らない。もっと項目を増やしたらいいのにと思う。高校生など次代を担う人達の意
見をもっと聞くべきだと思う！！できることなら単独でいてほしいと我が家の子供たちは言っている。

吉良町

現在吉良町に住んでおり、障害児を持つ父です。吉良に来て１４年ほどになるが、この不況の中、安く
ない税を納めているにもかかわらず、発展しない。車もないし、電車通勤しているが、その電車さえ存
続が危ぶまれている始末。自治体の役も多い。合併することにより、障害児の学校（現在安城、岡崎）
が西尾等にでき、また上記問題が解決されるなら、合併に賛成である。しかもこれ以上の税負担はゴメ
ンである。今後、合併の有無にかかわらず、電車がこれ以上無くなる様は、町は引越しも検討する。

吉良町 住みよい町にして下さい。

吉良町
 ・行過ぎた開発に結びつくとしたら反対。

・歴史的に由緒のある町名等が消えてしまうことを心配します。
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吉良町
素敵な町づくりが楽しみです。どんな立場の人にも優しい行政であってほしいと望んでいます。みんな
が幸せに暮らせる町づくり期待しています！

吉良町
昭和初期農林省の進めでみかんを植えるように指導されたが、なるようになるとボコボコで売れる品物
ではなかった。結局、助成金がでたが役所が進めることが、全て良いわけではないことを思い出した。
後で後悔しても間に合わない。判断を誤らないようにしていただきたい。合併には気が進まない。

吉良町
吉良町に特化していえば、今後も独立した行政機関として、独自の道を歩むべきだと考える。「吉良」
の２文字には、愛着と誇りを持って生活して来ました。自分の子ども、孫にも同じ気持ちを持ち続けて
ほしいと思う。

吉良町
合併により期待できることではなく、合併したら「何をしたい」のか、具体的に知りたい。それがわか
らないと、何とも言えない。

吉良町
特に保健・福祉・乳児医療など「今以上によくなるということであれば」合併したほうが良いと思いま
す。特に何もメリットがないのであれば、合併しなくてもと思います。合併する以上、向上してほしい
と思います。

吉良町
住所が合併により変わる事により、いろいろな書類（住所変更）を提出しなくてはならなくなり、住民
の負担が増えるのでは。

吉良町
住所を短くして欲しい。区域名、区Ｎｏ、部落名など同じ場所なのに、様々な呼び方があり、統一感が
ない。整理して欲しい。

吉良町 合併の手順がおかしい。

吉良町
合併後すぐは幡豆郡３町の町長、町議は失職し、西尾市の市長、市議の方たちが合併後の行政を行うと
いうのはどうしてだろうと疑問に思います。西尾市（現）の方たち以外の住民はとまどうことも多いの
ではないかと思います。

吉良町
西尾市以外の発展が全く期待できない。地域ごとの良い所がなくなってしまいそうなので合併はやめて
ほしい。

吉良町

いつの間にか編入ということで話が進んでいることに疑問を持ちます。対等に3町と話を進めてほし
 い。

 JAの二の舞になるのだけは、やめてほしい。
 なんでも西尾市ありきの合併はいやだ。

 西尾市に右にならえは困る。
アンケートをとったところで意見は反映されないでしょう。

吉良町

合併をする方向で考えるのではなく、地域活性化の一つの手段と考えて、他の方法も検討するべきだと
 思います。

安易に合併しても失敗またはたいした効果も得られないと思います。具体的な内容の再検討、必要性の
考慮をお願いします。

吉良町 現状での合併には反対です。私の周囲も積極的に合併を望んでいるものは少ない。

吉良町
一部の地域だけが発展し、その他の地域が取り残されないようにしてください。よろしくお願いしま
す。

吉良町

合併には基本反対です。話を聞いていると、詳しくは知りませんが、財政に困っているのは、西尾市と
幡豆町だと聞こえます。言い方は悪いですが、なぜその2つの市町のために吉良が吸収されねばならな
いのか。ものすごく不満です。今までの幡豆郡～という住所が変わることもいやですが(西尾という字
がただ単に好きではないということも少しはありますが)。吸収されることにより吉良の財源が西尾に
吸い取られるのではと不安です。はじめは税がもらえていいかもしれません。それでもそんなお金はす
ぐに消えます。吉良が西尾、幡豆のお守りをするようならば合併には反対です。(役所も西尾ありきな

 のが気に食いません）
 今後合併のお話について、度重ねての住民との話し合いを求めます。

 説明会を1度通して行っただけでは済まされる問題ではありません。
またたくさんの方が参加できるよう土日祝日での開催も検討いただけたら幸いです。そして、合併のお
話はきっとすごく難しいお話なのかもしれません。でも、若者はもっと簡単な理由で合併に反対してい
ます。ですが、私たちは私たちなりに地元を愛しています。考えています。それもわかってください。
合併のお話は、西尾、一色、吉良、幡豆が同じ立場にたっての話し合いを重ねてお願いいたします。吸
収は大嫌いです。

吉良町
自分の住むところの名前に特にこだわりはないが、この不況の中、税金が上がったり、子供へのサービ
スが下がるくらいなら合併など必要ない。今以上に子供と済みやすくなるなら大変よいことだと思う。

吉良町

理由のはっきりしない「談合合併」には絶対反対です。「負担は上に合わせて、サービスは下に合わせ
る」「合併前に言われていたことがなされていない」「商工会への補助金が半分に減らされた。次には
なくなるかも」こんな話をよく聞きます。政権交代で国の政策が変わろうとしている矢先に急いで合併
する必要はありません。東海自治体問題研究所とか名古屋市立大学教授の山田明先生、日本共産党の林
のぶとし氏のご意見を聞いてみたり、額田町の元議員さんのお話を聞くなりして、目を覚ましてくださ
い。榊原西尾市長による強制的な「談合合併」としか思われません。市長と吉良町長のリコールしたい
です。

吉良町

合併問題が浮上してからかなりたつのに、今になって電算システムが間に合わないとはおかしい。市民
サービスの低下、過疎のほったらかし、各種団体への補助金減額、都市集中の行政はあきらか。合併を
急ぐのではなく、住民とじっくり話し合い、住民が納得し判断できる機会を作るべきだ。西尾市に編入
は三町の影が薄くなる。一度だけの説明会では不十分、再度住民に問いかけも必要ではないか。
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吉良町
中央政界は政権が変わり、予算の見直しが行われている。西尾市幡豆郡も見直すべき点が必ずあると思
う。身内の中からだと見えないが、外部から識者を入れた第三者委員会など設置して、検討すべきであ
る。合併の時だからこそ、この事ができると思う。

吉良町
もっと町民の意見を聞いてから、要点を決めることであり、進め方が逆行している。大は小の意見と立
場を自分たちの立場に置いて進めるべきであり、あまりにも無理押しである。この方法では合併後もよ
りよい町づくりはできない。

幡豆町
３町それぞれの良い所も有ると思うし、西尾に合併してしまうと大きくなりすぎ細かい所まで行えると
は思いません

幡豆町
 早期合併の実現を希望します。

より住み易い町づくりの為、がんばって下さい。

幡豆町
今まで通り幡豆郡のままでいいと思います。合併はしなくて良いと思います幡豆郡は幡豆郡で西尾は西
尾市でいいと思います。

幡豆町 合併に関して良い事・悪い所をすべて知り判断したいです

幡豆町

①田舎ほどこれから２人暮らしの老人が増加してきます。足腰が悪くなったり、目耳も・・・（誰しも
 いずれか来ます）そのための交通機関の重要さは痛感しております。

②幡豆町は美しい山：海　自然環境にめぐまれていますが、西尾市と比べ不便なところも多い。余った
土地の有効利用（例えば老人施設等）に流用し、都会からの入居も募るとよい（国、大企業の力も借り

 て）
老人にとっては住みやすいようで、本当に不安なことも多い。

幡豆町 合併の話がでていることを知りませんでした。

幡豆町
合併により西尾市幡豆郡３町が共に発展して生活が安定してこの町に暮らせてよかったと思う町を希望
します。

幡豆町 新市の名称は西尾市でよいと思います（３町の町名が変わるわけではないから）

幡豆町
幡豆郡３町のメリットが西尾市のメリットに比べて非常に少なく思います。合併して良かったと皆が思
える様にして欲しいなと期待しております。

幡豆町

合併により西尾市はあまり問題にはならないかもしれませんが、小学校ですが岡崎市の合併のように統
廃合されるようなことがないよう切に願います。各市町議会での合併協議会決議はごもっともと思いま
すが、各市町民の合併に対する意思の確認を何らかの方法でお願いします（アンケートでも住民投票で
も投票の場合は拘束力のないのでよいので、私は原則賛成なので）一部だけというのは・・・。合併を
して兵庫県のある市のようにもなりたくはないので、子ども・老人にもためになる将来に負担を残さず
新規事業を行って頂きたくよき合併を切に願います。

幡豆町

１市３町が合併して大きくなるのは良い事だと思うけど、合併した事によって、裏金などが発生した
り、職員、議員の横領などが発生することだけは絶対に避けて欲しいと思います。合併することによ
り、１市３町の良いところはお互い認め合い、悪いところは改善するようにし、平等に扱い、なるべく
差をなくすようにしてほしいです。合併することにより１市３町がよりよい市になることを期待してま
す。

幡豆町

編入というのが不安です（議会議員の定数が特に）幡豆郡と西尾市では学校教育での取組みが違うが、
西尾市に合わせるということか？（部活、二学期制など）メリットが分からない。むしろデメリットの
ほうが多いのでは？消防団の必要性がよく分からない。どの程度の活躍があるのか？補助金も出ている
が、飲み食いに使われている方が多いのでは？と思えてしまう。必要なら必要でもっと活動内容を知り
たい。

幡豆町
 将来のため一刻も早く合併すべきです。

合併推進プロジェクトチームの方は大変だと思いますが頑張ってください。
幡豆町 物事を公平に行われるように、弱者に優しい行政をお願いします。

幡豆町

私は母子家庭です。社会福祉協議会でパート職員で働いています。合併するにあたり統一した場合、現
在の職を失うのではないかと不安です。生活していくうえで最大の収入源がなくなる事は自分と子供が
生きていく手立てがありません。合併することはやむをえない状況だと思いますが、それらの事を確実
に補償していただけるという公約がないと困るのが現実です。その辺の事をよく理解していただきたい
と思っています。

幡豆町 将来の事を考えてもらって慎重に合併を進めてもらいたい。

幡豆町
幡豆町民としては、この度の合併によりサービス面での向上、特に高齢者への対応を期待いたします。
西尾市のおまけ等といった田舎だから後回しといった考えだけにはならないでほしい。

幡豆町

①説明資料の４ページ　合併のデメリットが列記してあるが、これらをどんな方法で解決するのか、
 きっちりと提示し、デメリットがゼロになるよう活動してほしい。特に４番の解決方法は必要

②説明資料の７ページ　課題のうち退職手当組合への加入・脱退は、住民各個人にどう関係するのか、
 職員などの失業保険のことか？

③デメリットをどう解決すべきかを合併に向けての課題として取り上げ、全力で活動するのが肝要であ
る。

幡豆町
幡豆町の住民として幡豆郡が消えてしまうのは非常に悲しいことです。どうせなら新市の名称は西尾市
ではなく新たに考え直していただくことを願います。

幡豆町

合併に大賛成です。いろいろな事業を広域で行っており合併が遅いと思う。今後は西三河市になるよう
 にし、政令指定都市になるくらい考えたい。

愛知県は名古屋、尾張、知多、三河、東三河の５市に集約する。そして全てが政令指定都市となる。そ
うして地方分権が進み県庁とか知事など無用とするようにする。当然県議会なども不用とする。まずは
合併大賛成。
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幡豆町

 小泉ブームは終わったのに今さら合併なんて時代おくれ、合併しても少子高齢はかわらない
 ３町にも独自の歴史があるのに「編入」は嫌

 町議員は失職なら、西尾市議会も解散してほしい。町民が不利になる。
とりあえず住民投票してほしい。

幡豆町
財政赤字が多く、国からの交付金が少なくなってきているので、経費の削減をしなくてはならない。
「親方日の丸」ではなく「公僕」の精神でやってほしい。仕事の割りに年配の給料が高いと思う。合併
して経費を減らして欲しい。

幡豆町
合併はするべきと考えます。今の自分たちだけのことに目をやらず、広い心を持って、子や孫の将来を
考慮して是非とも成し遂げて頂きたい。

幡豆町

幡豆町は財政難だと思っています。それを合併により西尾市に負担がかかる形になると思います。３町
合併により西尾市がマイナスにならないようにしてほしいです。他市町村から人の出入りがあるような
魅力がある町づくりをしてほしいです。イオンをつくったり。観光地のアピールや映画の誘致など…。
税金を住民のために使い、人の交流のある町づくりをしてほしいです。合併をしてよかったと住民が思
えるように目に見えないものを充実させてほしいです。合併により、いい町になりますように。

幡豆町 住民の負担が増えることがないようにして下さい。
幡豆町 個人的には早く合併してほしいです。

幡豆町
合併特例による交付金より、スケールメリットによる経費削減の方が大きいと思う。長い目で見れば合
併が是は明らか、是非合併を実現していただきたい。

幡豆町
意見は多くあると思われるが、税収の増減により使い道の集中が可能となるので、民への恩恵が確実に
見えると思われます。

幡豆町

合併については気がついたら合併する方向に向かっていてびっくりするうちに、どんどん進んでいって
しまって、気持ちがついていけないというのが本音です。１度、合併はないという話があったのでよけ

 いに思ってしまいます。
幡豆町のためになることならと思いますが、今のままでもと思うことも、よくわからないままアンケー
トに答えすみません。もう少しゆっくり、じっくりやっていただけると気持ちもついけいくとおもいま
すが、どうなのでしょうか。よろしくお願いします。

幡豆町
幡豆町だけで独立してやっていける方法があればいいのになあとは思います。幡豆町の人が皆で一度考
えてみたらいいのに。

幡豆町

 ・弱者にやさしい環境・自然に配慮した新しい西尾市を目指して欲しい。
 ・きめ細やかなサービスが受けられるように配慮して欲しい。

※幡豆町は小さな町なので役場の職員さんと顔見知りで、職員さんの方もこちらの事情や家族構成など
も知って、何事も気安く相談できる所がとても良いと思っている。

幡豆町

幡豆郡３町が西尾市に編入することに特に反対する理由はありませんが、議員や委員、特別職、一般職
の人達を３町だけ失職させるべきではないと思います。できれば任期まで働いていただきたちと思いま
す。どうしても西尾市寄りの意見が尊重されて、３町の意見が反映されにくくなってしまうと思いま

 す。
あと幡豆町には特に高齢化・過疎化が進んでいると思うので、名鉄電車の存続またはバスを通すなど高
齢者の足の確保と役所の機能の存続、きめ細かな行政サービスを期待したいと思います。

幡豆町

合併しなければ将来が期待できない。規模が大きくなることによってのメリットを信じ、積極的に進め
ていくことが大事だと思います。いかなるときもデメリットもありますし、反対する気持ちも理解でき
ますが、若者たちの将来の大きな夢を実現するためにも行政の能力向上が大切なことと考えます。新し
いことを手がけるときは、どんなときでも、いつの時代でも反対者はあるが、行政の基盤の充実を図る
ことしかないように思います。

幡豆町
合併することにより無駄をなくし、職員・議員の削減により経費の削減になり、新しい町づくりに活用
していただきたい。平成２３年３月３１日には必ず合併してください。

幡豆町 地域が広くなり（規模が大きくなる）いろいろな事ができるようになると思うから、期待しています。

幡豆町
合併・合併といって、今までの行政の反省はどうなっていますか？いろいろやらなくてはならない事を
まずやってから、合併したほうがいいです。職員の仕事量、どこを見ているか解らない議員、いったい
何に力を入れているのか。今までをムヤムヤにして合併するな。

幡豆町 議員が多すぎると思います。経費削減、特に人件費。

幡豆町

現在、役場に行くと中に多くの職員がいるにもかかわらず、一人のお年寄りが「これをしたいんだけ
ど」というと「○番窓口へ」と言われ、その窓口に行くと「これは△番ですね」と次々にたらいまわし
のようにされているのを一度目撃したことがあります。明らかに人員が余っているのにです。それなら
いっそ合併し、役場等のムダな職員を削減してはと思います。また、合併することで狭い視野にとらわ
れず、広い視野で公共事業等を行ってほしいと思います。なので合併には賛成です。

幡豆町
市と３町の良いところを取り入れて、みんなで助け合って町づくりをしていけたらいいなあと思いま
す。

幡豆町 病院と公共交通機関の充実に期待します。

幡豆町
現在問題になっている名鉄の存続がどうなるのか！合併より廃止が加速されないように望みます。海岸
線を走る鉄道は近くにないからぜひ残してほしいと思います。

幡豆町 安心して暮らせるまちづくりを期待します。

幡豆町
幡豆町民としては合併は賛成です。合併をして中心地域だけが発展しないかしんぱいです。住民税等が
増えるかどうか心配です。合併とは関係がないかもしれませんが、名鉄電車はなくさないで欲しいです
（吉良吉田での乗り換えは大変なので考えて欲しいです）

幡豆町 名鉄西尾蒲郡線の存廃問題が、合併によって軽視されないようにしていただきたい。
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    自由意見  （西尾市と幡豆郡３町の合併に関するご意見）
幡豆町 住所をもっと簡単にしてほしい。幡豆郡幡豆町東幡豆では長すぎる。
幡豆町 早期合併を望みます。

幡豆町

今の時代、合併はさけられない事なのかも知れませんが、「始めに合併ありき・・・」という行政の姿
勢に不安も覚えます。また、合併した場合、我が幡豆町は市の外れに当たるので、今以上に過疎化が進
んでしまうのではないかという事も心配です。また、それぞれの首長さん達から「合併後の市はこう
いった感じにしたい。」という明確なビジョンも説明会では伝わってきませんでした。また、新市名も
「西尾市に吸収合併」というのは、愛着のある「幡豆」の名前が消えるのは寂しいです。名前が今後の
地区の力関係を表している感じですらして少し不快に思えます。また、話に出ていませんが、子供を持
つ親としては、合併後の学校関連や子育てサービス等が今とどう変わるのか知りたいです。全ての住民
サービスについて、合併後と今とどう変わるのか具体的な数字で示してほしいです。

幡豆町
統合された行政により、財政は削減されると思うが、大きくなった規模により見落とされる事がないよ
うに願う。例えば近隣のつながりをさらに強化する様な町づくり指導等は必要だと思う、住民が本来も
とめているのは変わらずにある”ふるさと”なのですから。

幡豆町 現実的によくわからないが

幡豆町

合併はやむを得ないことであるかもしれない。（特に財政に苦しむ幡豆町では。）しかし、２２年度末
という時期は早すぎると思う。合併前にしっかりと話しあっていただき、これからをになう子どもたち
が困らないようにしていただきたいです。せめて、もう１年、２３年度末にするなど、時期を伸ばし、
念入りにいろんな調整をしていただきたいと思います。

幡豆町 社会福祉に力を入れて下さい。
幡豆町 固定資産税の評価額は見直しされるのか？

幡豆町
住みやすい町づくりをしてほしい。今までは若い人たちがどんどん町を出て行ってしまいとてもさみし
いです。

幡豆町 合併で固定資産税が上がらないでしょうか。

幡豆町

行政、地方自治なんかに少しも期待していない。我々の税により、生活している役人の削減がなぜ８割
なんだ。住人の生活が視えていない人間に「がんばる姿勢」とは、お笑いだ。「後世」とは、一体どこ
にあるのか知っているのか。どこかのマネして、「グランドデザイン」の策定ですか。利権がらみのよ
た話はききあきた。究極の行政の姿は何もしないことだぜ。日本地図から西尾、ハズ三町が消えてくれ
るのが一番だ。あたりまえのことだが、住人にとって、一番の幸せは、行政の存在がないことだぜ。

幡豆町

 ストーンカップや町民運動会は、今後どうなりますか。
 スポーツ関係で、三町で今まで行っていた大会はどうなりますか。

 体育館等の使用する場合、申請窓口は幡豆町でできますか。また使用料は？
 PTA等の組織は西尾市で一つになってしまうのか。

シルバー人材センターの事務所が幡豆支所（仮）として残るのか。西尾の中心で１か所になってしまう
 のか心配である。

成人式はどのようなスタイルになりますか。

幡豆町

どんなことでも同じですが、今まで行ってきたことを変えると、よいところよりも悪いところが目立ち
ます。いただいた資料の中にあったデメリット以上のことが起きると思うので５つデメリットについて

 は最高の対応策を考えていただけるとうれしいです。
今までの私は外れに住んでいるため、町の行事など連絡がなかったり、後れたりして子供たちに寂しい
思いをさせたことがあります。必ずどの地域にも連絡が届くよう考えてください。

幡豆町
吉良も一色も幡豆も大切にしている伝統があるので、それだけは守って欲しい。合併によって暮らしが
しやすくなるのなら賛成です。ただ今の町で働かせてもらっている仕事、大好きですので是非そのまま
にして欲しいです。

幡豆町

幡豆町にとっては合併することはよいことだと思いますが、編入合併と言うことで、幡豆町は取り残さ
 れていってしまうのではないでしょうか？

いろいろな地域で合併した人たちから話を聞きましたが、ほとんど前と変わらない又は少し悪くなった
 と言う人もいました。そのよう事を聞くととても不安です。

又、今名鉄電車が西尾･蒲郡線が無くなると言われています。合併することによりいまの路線が早く無
 くなってしまうのではないかと心配しています。

（お金のかかるものは早く排除してしまえば良いと思われるのではないだろうかと考えられます。末端
の町までしっかり心くばりをお願いしたいと思います。

幡豆町

各市町村の良いところは残してもらいたい。（産業、環境など）住所について、今の町名は残してほし
い。消防団はなくさないで欲しい。西尾市も導入する機会とすればよい。１市３町での祭りなど、合併
したからこそ行えるイベントなど、行ってもらいたい。教育について、１市３町内での交換学習会（先
生も生徒も）など行ってはどうか？商店のポイントカードもなくさないでほしい。が、地域で（住所の
ある町や市）買い物をしたら、ポイントは２倍など、大型店へお客が流れてしまうのは防いでもらいた
い。サービス面、税の負担など均一になるようにしてもらいたい。前向きにおこなってもらいたいが、
難しい部分は正直に話してもらって、うその無い行政を願っています。

幡豆町 合併により全体の活性化をお願いします！！

幡豆町
合併は遅すぎた気がしますが、ようやくここまで来たのですから、それぞれの市町は他の市町を思いや
り、目先の損得だけにとらわれず、遠い将来を考えて合併を進めてほしいと思います。

幡豆町 特になし
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    自由意見  （西尾市と幡豆郡３町の合併に関するご意見）

幡豆町

身近な事は身近な所でというのが、きめ細かな行政が可能。行財政上、現状では将来無理であれば合併
は止むなし。素人では行財政のことはわからないので判断はできない。民間企業等で働く者にとって、
平日に役所に出向いて諸証明・相談等を受けることは難しいので、役所の休日を平日にして、日曜日に
役所を勤務日にとできないか。郵便局の西道路Ｌ字側溝排水悪く、雨天水溜り歩行者に車で水をかけら
れる。歩道も急傾斜になって高齢者では歩行に不便。一部市内を回っていて、古いアパート等浄化槽の
機能不備なのか悪臭ひどく街イメージ悪い

幡豆町
できれば合併しない方が私的には良いです。幡豆町が好きなので。でも、不便な所も多いと思うので本
当にみなさんのためになるのなら良い事だと思います。

幡豆町

・合併も良いと思いますよ。むずかしい事は良くわかりませんけど、あまり反対でもないです。頑張っ
てください。・とにかく、住みよい町・便利のいい町・交通の便がもう少し便利だと良い。・バスの回
数が多いほうがいいと思う・車の時代とはいえ、乗れない人もいるので合併のことですので関係ないと
思いますがお願いいたします。

幡豆町

 西尾市幡豆郡3町合併住民説明会資料内、P4デメリット２について。
=行政区域の拡大や議員数の減少によって住民の意見が行政に反映されにくくなるのではないかという

 ことが考えられる=
 ＜今現在議員数は多くても何も期待、改善されることはありません。＞

 むしろこれを機会に少人数でキビキビと改善できることを望みます。
 また、期待したい。住民の声が聞けるよう意見箱を設けてもらいたい。

 現在幡豆町ではメールで意見を送ることのみ意見を言うことができます。
しかし、全住民ではなく、特定の人のみの意見となってしまう。(年配の方、パソコン操作のできない

 方、またパソコンをもっていない方の意見が聞けないのではないでしょうか。）
 意見箱での意見の結果、回答も公表してもらいたい。

また、今回でのアンケートの結果の公表をしてもらいたい。
幡豆町 合併した場合皆様が楽しく生き生きした生活ができますようにお願いします。

幡豆町
近隣の市と比べ地味なイメージがあるので、企業誘致や外からも人が入ってくる公園や施設を計画し、
先を見た合併を望みます。ただ合併して仕事が統一され、公共工事などを減らすだけでは一時的で意味
が無いので、発展するような計画を立てた上で進めてほしいです。

幡豆町 地域の良い所をこわさないように話を進めてほしいと思います。

幡豆町
合併の方向に話が進んでいるようですので、やってみなければわからないと思いますので、お任せする
しかないと思っています。

幡豆町
当然住所変更はあるのでしょうが、その際にきっと金融機関（郵便局、銀行、信金など）の通帳も新た
に住所変更など、しなくてはならないと思います。その時の変更をスムーズに、なおかつ、お年寄りで
も簡単に行えるように準備をお願いしたいです。

幡豆町
金銭的な問題だけが表にあり、「良さ」や地域の「魅力」などは「努力する」ような、根拠の見えない
返答に不安を覚える。現状の満足度も推し量り「なぜ賛同を得られないか」ということをしっかり考
え、答えを出した上で合併する、しないを決めてほしい。

幡豆町
西尾市と幡豆郡３町の合併により、より発展した町づくりと知識が豊富になり、自分たちの住んでいる
所が西尾市になると西尾の町に買い物とか出かけてみようとする事が多くなると思う。

幡豆町

 小規模の行政で活動する時代ではない。
 休日も利用窓口を開放すべきである。

 高齢化社会をしっかり見据えて欲しい。
医療機関の充実を図って欲しい。

幡豆町

資料を拝見した際にあくまで「目指す」という形で合併期日を設けているが、この表記を見て、何が
あっても平成２３年３月３１日までには、合併するのだろうと感じた。合併協議会の経過として、市長
及び町長で構成された合併懇談会を開催されているようだが、合併にあたっての「第三者」の意見（合
併に関する財政、地域運営等の専門家の意見）は聴取されているのかと疑問に思う。プロジェクトチー
ムも職員のみの構成となっており、アドバイザーや外部者がいない。これでは、市町民が求めている合
併にならないのではないだろうかと今から心配です。私が参加したいくらいだ。

幡豆町
あせる必要はない。住民投票で市民の意見を聞け。それからでも遅くない。市長・町長だけで合併を推
進するな。住民説明会より住民投票をやれ。私は大反対である。

幡豆町
合併することには賛成ですが、それにより自然を破壊するようなことはやめてほしいです。お金儲けも
大切ですが、まずは今までどおりの住みやすい町であってほしいです。

幡豆町
幡豆町は一番小さな地区なので、何にしても後回しにされるのではないか？と不安があります。合併す
ると（個人で商売しているのですが）税金が今以上に増えてしまうのではないかが心配です。

幡豆町
合併に反対ということではないが、なぜ西尾市幡豆郡なのか？となりである幸田町との合併案はなかっ
たのか（西尾市幡豆郡合併ありきと言うのはどうか）など疑問はあります。現状では、合併に向けて進
んでいるようなので、合併するからには今よりも、今まで以上に住み良い町になることを期待します。

幡豆町 勝手に話を進めるな。

幡豆町

合併する意味がよく分かりません。国からもらえる補助金が目当てにしか思えません。補助金をもらっ
たことで、住民税の負担額が下がるなり、町がキレイになるなり、目に見える形で私たちに分かり「合
併して良かった」と思える合併だと良いです。あと、市役所・役場は無駄遣いしていると思います。電
気をたくさんつけすぎているし、冷暖房もしっかりと・・・。税金を使われているかと思うと腹が立ち
ます。

幡豆町 合併はやむを得ないと思うが、経費の節減の他に期待するものは何もないと感じている。
幡豆町 合併した場合、子供の医療費免除の期間は、３町統一できるのですか？
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幡豆町
合併によって西尾市に偏らないか心配です。ＪＡが合併によって西尾市がほとんど意見を伺わないと何
も出来なくなったように思います。西尾と幡豆郡３町が合併した場合どうなるのか？

幡豆町 合併していいことがあるのかが、いまいちよくわかりません。

幡豆町

私は合併（編入）には反対である。幡豆町単体で本当にやりくりしてやってみたか疑わしい。一つの家
庭を例にとってみても、収入が減って家計が苦しくなれば、生活レベルを下げてでも生き抜く方策を考
えるもの、その努力をしてみてはどうか。ただ、そういってみても合併はすることになるであろう。こ
れだけは言っておく。市に編入になれば、総体的に住民の税負担は増えるであろう。特に土地にかかる
固定資産税等は上がるであろう。西尾市内においての土地は大いに流動的であり、売買活動も大いに盛
んです。ゆえに西尾市内等での税負担の重さはさほど感じていないだろうが、陸の孤島の存在でそれほ
ど流動性を持たない土地を持ち、やりくりしている幡豆町民にとって大いなる負担となる。事業税及び
市民税の税収が伸びないからといって取りやすい土地からの税収を伸ばす施策は断じて許せない。かつ
愛すべきものは何なのかをもっと真剣に考えるべきだ。一般住民と同様に！

幡豆町

★理解できない（ことで住民説明会資料の中の）その他項目の中で、議会の議員・農業委員会の委員・
特別職の職員は全て西尾市の人、３町は全て失職になるのはなぜ？それにより★一部の地域だけが発展
し、その他の地域が取り残されるないのか。★地域の連帯感やコミュニティなどが弱くならないか。★
地域の歴史・伝統・文化などの個性や特徴がなくならないか。

幡豆町
☆ＪＡ西三河を見ていると①職員の削減の方法はかなり問題あり。②組織的に幡豆町のＪＡ組織は弱体
化したと思われる。☆広域行政において、①地元・周辺企業の利用を十分に考えて！②地元、周辺はト
ヨタ系だけではありません。世界的に優秀な企業もあり廻りを周辺をよく見て下さい。

幡豆町
 合併に関しては基本的に賛成です。

 今回のアンケートに限らず、各所からの声をすいあげ、
よりよい形での合併が行われる事を望みます。

幡豆町

 Ｑ消防団をなくされては困りますの質問があったようですが？
 ・若い人は、消防団は要らないと思っています。やりたくない

 理由）１．ほとんどサラリーマンで、実際には役に立たない（町内にいない）
　　　　２．消防署だけで、十分だと思います。

幡豆町
 西尾市を主に三町の良い所を更に引っぱって行って欲しい、

しかし住民の気持ちを充分に汲みとって頂きたい、良い西尾市民になりたいと思います。

幡豆町

 合併により、平等になるとは限らない！
 むしろ、格差がひろがる。

 小さな町の良さをいかして足元を見つめるべき！
ここにしかないものを発見できる。

幡豆町

 薄っぺらなアンケート期待はずれ。
アンケートってこれだけですか？対象者の数だけでなく、質問の量がたったこれだけとは思いませんで
した。市長と町長たちだけで盛り上がり、住民置いてきぼり、これでは合併しても、うまくいかないの

 では？
以前の話し合いで首長たちは合併を放り投げ、特例法期限が･･･と急いで合併しようとする。ほんと勝

 手ですね。
幡豆町の住民説明会。同じ場所(ふれあいセンター)で2回だけというのも情けないと思いました。今後

 の説明会は地区ごとでの開催を希望します。
 西尾市に編入となれば、住所は「幡豆町」が消えてしまうのが寂しいです。

合併ありきで話が進んでいるので、いまさら無理かと思いますが、やはり住民投票は必要だと思うし実
施されることを願っています。あっても無くても、とにかく具体的なメリットデメリット提示をお願い
します。

幡豆町
高齢者になり、公共交通機関が無くなり、自動車の運転も出来なくなった時、市役所が遠くなり、支所
での機能が限られると不便にならないような行政を行ってもらいたい。

幡豆町
私は幡豆町に住んで約４０年になりますが、山有り海有りの所です。だんだん自然の良さが分かる年に
なってきました。自然を生かした住み良い地域を残して頂きたい。

幡豆町
合併したら市の名前も変わるけど、各市町、西尾の抹茶、一色のうなぎ・えびせんべい、吉良上野介、
幡豆の潮干狩りなど有名だけど市名が変わるとインパクトが薄れるのではないか心配。住所変更も大変
じゃあないか？

幡豆町
アンケートを取る数が少ない。取る時期が遅い。住民全体の意見を確かめるために投票も検討するべき
だと思う。

幡豆町 福祉・医療機関の充実をお願いします。交通手段の充実

幡豆町
慣れ親しんだ町名がなくなるのはさみしいので、考えて欲しい。幡豆は西尾から遠いので、全てにおい
て、あと回しされないか心配です。何でも西尾に合わせるのは、やめて欲しい。保育園や小中学校も今
までの伝統や慣習があるので、守って欲しい。

幡豆町
デメリットの方が大きい。又、住民に合併の話があまり伝わっていない。町長選挙で合併について、公
約した人が当選しても、合併については、良いと言ってはいない。

幡豆町

私は２１歳の女です。先日、１市３町の合併のお話をふれあいセンターに聞きに行きました。その際、
見渡す限りに自分の同世代は見当たりませんでした。自分たち自身の生まれ育った町に関して、これか
ら先を担って若者がこの類の話にあまり興味を示さないのは、残念なことだと思いました。私自身、幡
豆町の経済状況等詳しくは理解していませんが、中学生時代から合併はすすめるべきであると思ってい
ました。一つだけ希望を言うのであれば、２１年間浮かれ育って愛着のある「はずちょう」という名だ
けは残して欲しいです。「西尾市幡豆町」等どんな形でもよいので。
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幡豆町 最強の新市にして下さる事を希望します。

幡豆町

合併をしてみなければわからないことも多いかと思いますが、他の地域よりも遅れて合併を行なうので
 すから、予想されるデメリットが繰り返されませんようお願いします。

未来の子どもたちが住みやすいと思える市をめざしてみんなが協力してゆける気持ちになれるような
「市づくり」をしてください。

幡豆町

 住民にとって、本当に一番いい方法を選択してほしいと思います。
 経費の削減も大切ですが生活を一番に考えてください。

 決してあせって結論を出すのはやめてください。
大きい問題だと思うので、片付け仕事にだけはならないで。

幡豆町

私は自営業で時々ごみを【事業系】で持っていくのですが、100kg単位ではとてももったいない感じを
 いつもしています。(110キログラムでも・・・200キログラム）

合併後はプリペイドカード！！のような方法でやってもらえたらと思っておりますがいかがでしょう
か？

幡豆町
 それぞれの昔から続いている伝統を大切にしていただきたいです。

一番大きい西尾市にすべてを合わせるようなことはやめてほしいです。(西尾主導ではなく一市三町が
平等で）

幡豆町
今回配布された資料は合併推進を強く強調するもので、ちゃんとメリット、デメリットをしっかり示す
べきだと思います。内容がすでに合併ありきになっている感じがします。

幡豆町
もっと大々的に住民説明会を開き質疑応答も十分な時間を使い住民に十分なメリットデメリットを説明

 した後で1市3町で住民投票をしていただきたいです。
協議内容が町民に伝わってこない。

幡豆町

合併による新たな施設の建設、改築を無駄に行うより、今ある施設を大切に使ってほしいと思います。
議員が西尾市の議員が中心になるようなので、他の町の要望が理解されるのか不安はあります。幡豆町
は経済面の悪化、町おこしの低下があるためデメリットを重視して、施設・サービスの廃止が心配。
（名鉄、公共施設など）赤字が見込まれても、住民が生活するために必要な事はなくさないで欲しいで
す。むしろ、西尾市（例えば、市役所・病院）や人や町の利用を円滑にできるように無料バスを運行さ
せるなど工夫してほしいです。現段階で削減可能な経費（合併と関係なく）を具体的に提示して実行し
てほしいです。

幡豆町

合併する事には賛成だが、地域によって格差が生じる事は避けていただきたい。また、合併のメリッ
ト・デメリットを十分に検討してもっと分かりやすく住民に知らせてほしい。今の状況では、メリッ
ト・デメリットが分かりづらい。住民が積極的に意見を言える様な環境づくり、住民の意見が反映され
る様にしていただきたい。

幡豆町
平成の大合併と言われ、いろんなところで合併されていますが、その結果、以前より住みやすくなった
と答えた方が多いのならば、仕方がないと思われるが、そうでなければ、考えていただきたい。

幡豆町

経費削減を謳うのであれば、無駄な事業はやめて、税金をどこでどう使ったか、超詳しい明細を公開し
てほしい。歳入の値など誤魔化せそうですが・・・。ムダに人間を雇うことをやめてほしい。人件費が
一番財政を圧迫しているのでは？民間にないような手当て廃止。合併を機に業務改善を行って下さい。
合併をしたとしても体制が変わらなければ２の舞です。

幡豆町 合併のビジョンが見えないので、あせらずに一歩一歩進めてください。
不明 合併すると大きなメリットがあるように

不明
職員を削減することで、経費は削減できるが、仕事が多忙になりサービスが低下しないか。しかし、活
力ある町づくりに対する姿勢は賛成できるので焦らずよく検討し協議して欲しい。

不明

 何％でやめる、やる、そう言う事がない。
 ５０％だったらどうするのか

 ２/３で行くのか、
 その方向が見えない

住民投票はするべき
不明 なし

不明
企業誘致は難しいと思います。一号線下ほう通勤状態です。道路整備をし通勤者が通いやすくするのが
一番人口が少なくならないのでは。

不明
合併ありきとの前提の話なので理解できない。町市民の住居投票をしてください。アンケートは意味が
ない。現在優先する案件はこの大不況に市民・町民の生活（仕事量の確保ではないですか。このままで
すと市民税、町民税の滞納ありきです）市長は何を考えているのですか。回答をお願いします。

不明 合併後の市の名前が西尾でなく、新たな市名がよい。一部の意見がけでなく、多勢に聞いて欲しい。
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 西尾市と幡豆郡３町合併で考えられる問題点

※新市の規模としては中核都市になるわけでもなく、その行政的メリットはほとんど感じられない。何
よりも、従来の西尾市の人口規模と市域の広さは理想的な行政区画域であり、市域が広がることに魅力
を感じない。たとえば、中学生や高校生など市民交流としてのスポーツ、文化における交り合いに対し
て、現在の市域であれば、自転車など特別な手段を用いることなく交流できるが、新西尾市においては

 非常に難しい。
※現在の西尾市と幡豆３町の議員数は、トータルで６０人ですが、誕生する新西尾市では１６万都市と
して安城市並に議員数の削減をした場合その数は２８～３０人が適数となり、本当に幡豆や一色町が納

 得するかどうか疑問？（おそらく幡豆町や吉良町では２～３人の議員数となります・・・）
※合併した場合、真っ先に来るのは名鉄の廃線問題です。新西尾市でこの名鉄蒲郡線の年間８億という
負債を支えることができるのか？もし無理だとした場合、その対応策はあるのか？名鉄が廃線となった

 場合、吉良、幡豆と新西尾市の中心部を結ぶ公共交通の整備が求められるが、できるのか？
※これまで市域として１０ｋｍ程度であったものが、道路距離として２０ｋｍ以上となる広範囲の市域
となった場合、まちづくりの方向性として統一した方向性が出せるのだろうか？特に西尾市はこれまで
港湾部を持ったことがほとんどなく、その維持には多額な財政負担が求められることは必至であり、逆
に現在の幡豆３町には海の資産としての魅力が少なすぎる。観光面を含め、まさに大きなチェンジが必

 要であり、幡豆３町にその気概があるかどうか疑念が大きすぎる。
※合併特例債の１００億円が独り歩きしている状況にあり、政権が変わった中で、本当にその金額が交
付されるのかが疑問であるとともに、この金額そのものは、従来の地方交付金と大差はなく、実質的な

 メリットはほとんど感じられない。
※現在の西尾市の持つ市の資産としての施設は、そのほとんどが人口７～８万人規模を想定して建築、
整備されており、その人口規模が１６万人となった場合、その人口を支え切れない。文化会館をはじ
め、体育館、図書館、福祉センター、市役所などが人口を支え切れない。また吉良町、一色町には公民
館が存在するが、幡豆町には現在地域公民館がなく、現在の庁舎を公民館として機能させる必要があ

 る。
※一色町、吉良町においては地域人口が２万人を超えており、新西尾市となった場合、一つの町内組織
としては規模が大きすぎる。たとえば、吉田町や上横須賀町、津平町といった町名で住民が納得するの

 か？
 新西尾市のビジョンを明確にすべき

今回の合併問題を考えたとき、強く感じることは、新西尾市のビジョンが見えてこないことです。南三
河とも言える新西尾市はどんな都市となるべきなのか？西尾市は特産物などからお茶や植木の町という
イメージがありますが、市の基本はトヨタの企業城下町です。アイシンやデンソーといった企業群に加
え、ダイハツの進出などますますその色合いが強くなりました。吉良町も同じくトヨタの企業城下町と
言えますが、別の側面で幡豆町とともに観光地域としての自負もあります。一色町はウナギの町として
有名ですが、財政を支えるまでのものではありません。こうしたこの南三河の１市３町を考えたとき、
いったいどんな都市を目指すべきなのか？このビジョンが示されないまま、安直に合併に移ることは危
険性を感じます。平成の大合併と言われた今回の多くの市町村合併には多くのメリットとデメリットが
指摘されました。メリットとして「市町村合併」の意義は、何よりも住民の皆さんへの行政サービスを
より充実した仕組みに変えることにあります。市町村合併によって得られると考えられる一般的な効果

 は次のとおりです。
 ○サービスの多様化・高度化への対応

　今後、多様化する市民ニーズや専門的な知識が欠かせない課題に対して、市民の皆さんの要請に応え
ていくため、一般的に小規模な市町村では、充実した体制を整えることが困難であった分野などへの対
応ができるようになります。従来、採用が困難または十分に確保できなかった専門職（社会福祉士、保
健師、土木技師、建築技師）の採用・強化を図ることができ、専門的で高度なサービス提供が可能とな
ります。また、組織力が拡充し、組織が活性化することにより、様々な行政課題に対応できる政策形成

 能力の向上につながります。
 ○住民の利便性の向上

　日常生活圏が拡大していることに対応し、他の市町村にある体育施設や文化会館などがより広範囲に
利用可能になります。また、住民票の発行や保育所など利用可能な窓口・施設が増え、住居地、勤務

 地、買い物先など多くの場所で利用可能になります。
 ○重点的な投資による基盤整備の推進

　重点的な投資が可能となり、地域の中核となるグレードの高い施設の整備や大規模な投資を必要とす
 るプロジェクトの実施が可能になります。

 ○広域的視点に立ったまちづくりや施策展開
　広域的視点に立って、道路や公共施設の整備、土地利用、地域の個性を活かしたゾーニングなど、ま
ちづくりをより効果的に実施することができます。環境問題や水資源問題、観光振興など、広域的な調

 整、取組などを必要とする課題に関する施策を有効に展開できます。
 ○行財政の効率化

　合併によるスケールメリット（規模の利益）を活かし、中・長期的な視点での効率的な行財政運営が
行えます。また、行政組織の管理部門（総務、企画など）の効率化を図ることにより、直接サービスを
提供する部門や事業実施を行う部門などを強化することができるようになります。また、広域的な視点
からスポーツ施設や文化施設などの公共施設が効率的に配置され、狭い地域での類似施設の重複がなく

 なります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（次ページへ続く）

西尾市
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○地域のイメージアップと総合的な活力の強化
　より大きな市町村の誕生が、地域の存在感や「格」の向上と地域のイメージアップにつながり、企業
の進出や若者の定着、重要プロジェクトの誘致が期待できます。政令指定都市や中核市の指定を受け、
より総合的な行政を展開できます。また、地域の総合力が向上し、全体的な成長力や苦境を乗り越える
力が強くなります。

 ○国・県の財政支援
　合併特例法により、多くの財政支援を受けることができます。この財政措置を活用して、今日までの

 課題解決や各種事業のより一層の推進を図ることができるようになります。
 　しかし、多くのデメリットも言われています。

 ○住民の声が届くきにくくなる
　市町村の規模が違っていても基本的な行政サービスに違いがあってはなりませんし、規模が大きく
なっても、住民の声が届きにくくなるとは限りませんが、住民の皆さんの声を直接聴いて、反映させて

 いく仕組みを整えていくことが必要です。
 ○中心部だけが良くなって、周辺部が取り残される

　合併を検討する際には、関係する市町村が話し合う場（合併協議会）をつくります。この協議会で合
併の将来図を市町村建設計画としてまとめます。この計画の中に周辺部にも配慮した新市全体の計画を

 つくることが大切です。
 ○市役所が遠くなって、いままでより不便になる

　合併しても、それまでの市役所は総合的な行政サービスの窓口として機能させることが大切です。ま
た、情報技術を積極的に活用することによって、地理的な問題を解決することが必要です。

 ○福祉などのサービス水準が低下したり、公共料金が高くなる
　合併前の市町村間で行政サービスや公共料金の水準が異なることがありますが、合併前に十分話し

 合って決めることが大切です。
 ○地域の歴史、文化、伝統などが失われていく

　合併前の地域においてそれぞれ育まれてきた歴史、文化、伝統などについては、新市町村の貴重な財
産として守っていくべきものであり、きめ細かい配慮が必要です。住民の皆さんも地域のことを見直す

 機会でもあります。
 ○財政状況に差がある合併は問題がある

　現在どこの市町村も厳しい財政状況にあります。合併により行財政を効率化し、財政の健全化を図る
ことが合併の一つの目的です。また、借金の数字のみでなく、税収などの財政力、下水道普及率などの
社会資本の整備状況、経済力など、総合的に分析することが必要です。さらに住民の皆さんの立場から

 見れば、生活圏の一体的な発展が図られることが望ましいとも言えます。
　こうした一般的なメリット、デメリットに対しての考えがある中で、今回の新西尾市に対しての問題
です。考えられるメリットばかり強調されている今回の西尾市と幡豆３町の合併議論ですが慎重にデメ
リットを精査する必要があります。西尾市から住民説明会で提示された歳出見込みに対しても、合併初
年度の平成２３年度の見込みがすべて少なくなることなど考えられません。あまりにも甘い予測と言わ
ねばなりません。
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