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1. 手続・届出 

女性 30 代 学生・
専門学
校生 

一色 まちづくりからは少しずれますが、市役所職員の対
応が悪いことがあります。様々な制度、手続きについ
て複雑で難しいため知らないことだらけです。それ
を見下した態度やろくに話も聞かず「申告しないと」
と言うばかりでとても不快でした。また給付金をい
ただいて生活しておりますが、その判定も間違って
おり、返金してほしいと言われました。市⺠の税金を
もらってどんな適当な仕事をされているのか疑問で
す。立て続けにあったのでとても残念でした。 

 
 

2. 税 

女性 40 代 会社員 寺津 税金は何にいくら使ったのか、具体的に解り易くし
て欲しい。 

男性 70 代 無職 一色 税金の無駄使いを無くす。 
男性 70 代 無職 鶴城 まちづくりには、それなりに資金が必要です。⻄蒲線

の補助金は建設的なお金の使い方とは言えないと思
います。くるりんバスの運営も、費用対効果を見て見
直す必要があると思います。限りのある資金を、有効
に使っていくべきと思いますが。 

男性 60 代 無職 一色 いろいろな税金を少しでもいいので、安くしてほし
い。年金生活だし、物価があがっているから。 

男性 60 代 無職 一色 ⻄蒲線の存続に投資は意味がないと思う（税金のム
ダ）。路線バスの充実で良いと思う。 

男性 20 代 会社員 吉良 住⺠税を安くして欲しい。農道草刈等の地域活動を
なくして、全て外部委託して欲しい。 

女性 50 代 会社員 ⻄尾 ふるさと納税の物品充実。 
男性 60 代 会社員 鶴城 正直市政への関⼼はほとんどない。住⺠税が他市に

比べ高い事は不満点の 1 つ。 
女性 50 代 パートタイ

マー・アル
バイト 

一色 いっちゃんバスに乗っている方を見たことがありま
せん。税金のムダではないかと思います。 

男性 60 代 無職 吉良 市⺠税の使われ方がよく分からない。見返りがあま
り感じられない。 

男性 70 代 自営業 吉良 路線価が何年か下がっているのに税負担が変わらな
いと進言した。税金減額すべきではと税務課に行き
ました。平均を取っているから変わりませんと言わ
れました。今後路線価が上がっても税額あがること
はないでしょうね。生かさず殺さずの農業税政策の
改善をお願いします。 
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3. 保険・年金 

女性 60 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

鶴城 物価上昇、税金、保険料等の支払い、年金は下がる一
方で市⺠の生活が少しでも楽になる様に考えて欲し
いと願います。 

男性 30 代 会社員 吉良 国⺠健康保険の保険料が高い。 
女性 60 代 パートタイ

マー・アル
バイト 

寺津 少ない年金から、国保とか、いろんな必要なものを差
し引きされびびたる数字に老後の生活費用を⼼配し
ています。 

 
 

4. 出産・子育て 

男性 70 代 無職 ⻄尾 育児子育てに積極的な市政を期待。 
男性 20 代 会社員 平坂 子育て世代に優しい市にして頂く事が高齢化対策に

繋がると思います。他の市に住⺠を取られない様に
頑張って下さい。 

女性 40 代 会社員 ⻄尾 中学を卒業してから高校や社会で躓き、引き籠りに
成って居る人達を把握できていますか。義務教育の
期間に子供だけではなく親と親身に関わる事の出来
る教育機関が有って欲しいと思います。 

女性 60 代 自営業 東部 子育てし易い町づくりをお願いします。 
女性 30 代 無職 鶴城 保育園の空き状況などを HP などで知りたい。入園

出来るのか不明なまま職を探すのは少し難しいとこ
ろである。 

男性 20 代 会社員 ⻄尾 子供に住みよい町づくりをお願いします。 
女性 20 代 会社員 吉良 保育園に入れない。家から遠い保育園しか空いてお

らず、子供を保育園に入れたくても入れない。託児所
の料金が高く、生活が大変です。 

男性 30 代 会社員 吉良 子育て世代に対する支援をもっとして欲しい（保育
園の営業時間の延⻑、社会保険料の免除など）。 

男性 30 代 会社員 鶴城 子供と子供がいる家庭が住みやすいようにして欲し
い。保育園を増やす、保育士の働く環境を良くするな
ど。そうすれば、巡り巡って⻄尾市に人⼝も増え、税
収も増えてより良い町になると思います。 

女性 20 代 会社員 福地 子育てや教育のサービスに力を入れて欲しい。 
女性 20 代 学生・

専門学
校生 

一色 市街地はもちろん、中⼼部から離れた地域でも小さ
な子どもが暮らしやすい、親が子育てしやすい環境
が整備されるといいです。 

男性 30 代 会社員 平坂 育児・保育・教育に力を入れてほしい。 
女性 50 代 会社員 一色 ４年保育でお子さんを預けようとしたところ、働い

てないからダメと言われたという話を聞きました。
家の事情で働きたくても働けない。小さな子供がい
ては仕事もなかなか探せない。保育園に入れてから
3 ヶ月以内に就労証明書を提出するとか条件付きで
可能にするとか出来ないものなのでしょうか。 

女性 20 代 会社員 鶴城 子育てのしやすい町になってくれると嬉しいです。 
男性 40 代 会社員 平坂 少子化問題が話題になってる中、子育て支援が他の

地域に比べ悪く、子育てがしにくいと感じる。 
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男性 30 代 会社員 寺津 子供達の遊び場や子供たちの支援を厚くし家庭で子
供を育てやすい環境を作る。子供たちに出資してい
く。 

女性 30 代 会社員 福地 子育てしやすい街にしてほしい。 
男性 40 代 会社員 ⻄尾 子育て支援の更なる充実をお願いしたいです。 
男性 40 代 会社員 ⻄尾 永年、代々⻄尾に住んでいます。将来の子供たちが、

自慢出来る自治体でありたいと思います。私自身も
その為に努力したいと思います。子育て支援、虐待防
止のために、ペアレントトレーニング研修の開催が
あると良いと思います。 

女性 30 代 会社員 平坂 子育てにもっと力をいれて欲しい。 
女性 30 代 会社員 ⻄尾 保育園は未満児クラスがどこもいっぱいなので、保

育士さんを増やして定員を増やしてほしい。 
女性 40 代 会社員 吉良 吉良町の吉田と離島の公立の 2 つの保育園が閉園に

なり、⺠間の子ども園ができますが、⺠間は制服が高
額です。少子化や財政難など事情があるとは思いま
すが、公立の保育園を残してほしかったです。 

 
 

5. 福祉 

男性 60 代 会社員 福地 高齢者に優しい地域を強く要望します。車社会のた
め車があればどこでも行けますが、それでは福地地
区の活性化にはならないと思います。 

女性 60 代 無職 ⻄尾 高齢化が進み、自動車の運転も出来ない方々の足と
なる六万石くるりんバスの本数や順路の変更で不便
になっています。市役所周囲の中⼼部以外に住む高
齢者のことを重視して欲しいです。 

女性 50 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

幡豆 障害児福祉教育から大人になってからの福祉支援
等、支援学校も出来ましたが、いわゆる箱物が有れば
良いではなくソフト部分の向上が必要。一人一人に
合った支援を市内、市外に関わらず自分に合った支
援を選んで受けられるように成って欲しい。子供や
障害者に合わさせる支援ではなく本人が何を望み、
どう生活したいのか、それを考えて行くのが支援と
言う事を現場の方々が考えて実行する支援の有る⻄
尾市になってくれますように。弱者に住み易い町は
他の市⺠も住み易い町であると思います。 

女性 70 代 自営業 ⻄尾 車を運転しなくても高齢者が移動し易い町にして欲
しい。 

男性 20 代 会社員 平坂 子育て世代に優しい市にして頂く事が高齢化対策に
繋がると思います。他の市に住⺠を取られない様に
頑張って下さい。 

女性 40 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

鶴城 高齢者福祉にもう少し力を入れて欲しい。例えば公
共交通だけでなく気楽にタクシーなどに乗れるチケ
ットを準備するとか、マーケットカーが地域に出向
くとか安⼼して暮らせるように。 

女性 40 代 無職 ⻄尾 高齢者への無料タクシー利用をやってほしい。 
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女性 70 代 無職 ⻄尾 年を取りました。今迄やれたことができなくなった
り、苦労します。1 人住いの方々を孤独にさせないよ
うに死後の始末まで 1 人の人間を大事にその一生に
寄り添っていただきたい。1 人暮しの人によりそい、
時々見守ってほしいです。そして最期を見守ってい
ただきたいです。 

女性 60 代 無職 鶴城 車社会の⻄尾市で、近年増えている高齢者の多くが
移動手段で困っています。買い物や病院への無料送
迎サービスなどがあれば助かると思います。年々増
える高齢者が暮らしやすい街づくりをお願いしま
す。 

女性 70 代 会社員 一色 年代別で各々希望することも違うと思いますが、現
在問題となっている虐待による被害者保護に、1.児
童相談所の人員を増やす（正規職員ではなくともで
きる仕事を手伝ってもらえる人員の確保。※定年退
職後 65 才以上の一般人を募集する）。2.児童相談所
の権限と責任を拡大する。 

女性 70 代 自営業 吉良 一人暮し高齢者緊急時のサポート体制。 
男性 60 代 パートタイ

マー・アル
バイト 

鶴城 子供や高齢者への優しい町。交通の利便性が悪いの
で都市部より離れた所への交通を良くして欲しい。 

女性 30 代 会社員 一色 障害者の住みやすい環境にして欲しい（病院、美容院
など）。 

女性 30 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

一色 もう少し生活しやすい町にして。⺟子、夫子家庭に住
みやすい町にして。 

男性 80 代 
以上 

無職 幡豆 福祉の充実度が低い。安城、岡崎に比べて。 

女性 70 代 無職 平坂 コロナ蔓延により外出機会が減っている中、高齢者
にとっては、運動機能は勿論、認知症発症にもつなが
ってしまうことに危惧します。市内一⻫放送を利用
するなどして 1〜2 回／日ラジオ体操を流していた
だけるとよいのかなぁ！と考えています 
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6. 健康・医療 

女性 60 代 自営業 寺津 3 月にコロナの陽性になった時（無症状で自宅待機、
家族 3 人とも）食事を宅配して頂き大変助かりまし
た。ありがとうございました。 

女性 40 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

鶴城 コロナ禍で医療福祉に関わる方への配慮や手当が必
要かと思います。今のままではこの方々の責任感だ
けで一生懸命に頑張ってくれていて⻄尾市独自で何
か対策をしないと皆倒れてしまいます。 

女性 60 代 無職 東部 まちづくりも大切ですが、コロナ対策などもお願い
します。カロナール薬不足もあり不安です。 

男性 80 代 
以上 

無職 幡豆 コロナの対応が悪かった。基礎疾患のある人に先に
通知が来なかった。高齢者の予約が取れなかった。 

女性 60 代 無職 東部 インフルエンザの予防接種など、市外のクリニック
でも用紙を取り寄せしなくても一枚で受けられるよ
うにして欲しい。 

女性 70 代 無職 福地 ⻄尾市のコロナ対策が全く見えてこない、⻄尾市独
自の考えはないのか？ 

 
 

7. 環境・衛生 

女性 30 代 無職 平坂 ⻄尾城の周りにポイ捨てされるゴミが気になりま
す。ゴミ箱を設置するといいのではと思います。バス
停付近のごみも気になります。義務教育の中で、⻄尾
の歴史をやったり社会科見学をしたりして郷土愛を
ます教育をしたら変わるのではと思います。⻄尾市
⺠はモラルが低い人が多いと感じています。 

女性 50 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

東部 ごみの出し方を回覧板でまわすのではなく、広報な
ど手元に残る形で何度も書いた方がごみ減量につな
がると思います。ごみは安城をまねてほしい（ボカシ
をもっと作って気軽にもらえるようにしてほしい）。 

男性 20 代 会社員 ⻄尾 資源ごみを出す日が月に 2 回で朝 8 時半までの一番
忙しい中で出すのは大変で、さらに地域の担当が立
ってじろじろ見られるのはきちんと分別して出して
いても嫌な気がします。その為に常設資源ステーシ
ョンをもっと沢山増やしていつでも気兼ねなくゴミ
を出せたらいいなと思います。常設資源ステーショ
ンは少な過ぎで、家から近いといいです。 

男性 70 代 その他 ⻄尾 矢作川は整備不良で水が汚い、汚れ等が有り流れの
ある川にして欲しい。 

男性 70 代 自営業 吉良 矢作川、広田川、横須賀橋の下流に樹齢 40 年くらい
の樹木が放置されている。上流の名鉄の鉄橋下では
川の幅が狭くなっている所もある。土手にも木や雑
草が茂り放題で大水が出たら危ない状態。 

女性 60 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

幡豆 空家で古い家屋がそのまま放置されていて雑草が
生い茂り、台風などで家屋の一部が飛んで来たりと
ても危険です。夏には蚊や害虫の発生により衛生上
も良くないです。空家対策の拡充を希望します。 

女性 40 代 会社員 鶴城 路上のごみのポイ捨てがひどい。防犯カメラをつけ
てほしい。 
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女性 60 代 無職 吉良 まちづくりではないけど、野良ねこを無くす様にし
てほしい。 

女性 60 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

平坂 親の介護で⼼に余裕がなく、資源ゴミの分別をめん
どうに思い捨ててしまう事もあります。細かいばか
りでなく、ゆったりと捨てられる場所もあればいい
と思う。 

女性 50 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

⻄尾 用水路の整備、管理をしっかりして欲しいです。例え
ば大垣市のようにきれいな水が流れ自然にビオトー
プができるような町づくりをお願いします。歩道な
ど雑草や手入れされていない木が植えてあるのはと
ても見苦しいです。木を植えっぱなしではなく手入
れをして観光客が美しい市だと思えるようにして欲
しいです。 

女性 60 代 無職 ⻄尾 歴史公園から文化会館あたりの川と散歩コースの
道、草だらけで汚く危ない。川には外来種のアカミミ
ガメの多さには驚く。友人が遊びに来ても案内でき
ない。城の建設も大切ですが、周りの環境整備もしっ
かりやるべきなのではないですか。 

女性 60 代 自営業 一色 一色町の端っこに住んでいます。豚舎からの吐き気
のする臭い。トラクターの引っぱった土（道路上）。
道（いちおう道路です）の両端から生い茂る草で車が
傷付く程。廃養鰻池は、放置され、汚れた水にボウフ
ラが湧き、蚊の養殖場と化し、この様な環境の中、生
活しています。政策、幸せ感、郷土愛、文化、芸術…。
何言ってる？…です。端っこの町の役員さんから小
さな小さな（私達にとっては、大きな）問題を、聞い
て動いてもらえませんか。 

女性 50 代 無職 鶴城 野良猫が多くて家の回りをうろついて庭に糞をされ
て困る。どの猫かは不明だが、もしかして飼い猫か
も。 

男性 50 代 会社員 ⻄尾 道の駅にしお岡ノ山から名古屋方面、蒲郡方面の 23
号線の本線に出るまでの道路の両端がとてもきたな
い。ゴミだらけで⻄尾に来た人がビックリするほど。
⻄尾の印象がとても悪くなる。⻄尾市が管理してい
る道路なのか県が管理している道路なのかわからな
いが、一度見にいってみるといい。本当にゴミだらけ
で汚い。定期的に清掃してほしい。⻄尾市のためだと
思う。いつまでも汚いようならこの世論調査をする
意味がないように思う。 

女性 80 代 
以上 

無職 鶴城 ゴミなどは努めて収集場所へ。 

女性 30 代 無職 吉良 ゴミステーションをもう少し増やして欲しい。 
男性 40 代 会社員 鶴城 太陽光、EV に対しての補助金増額お願いします。 
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女性 50 代 無職 吉良 吉良町に家を持ち 30 年余り経ちました。今までは仕
事をして家に居る時間が少なく、そんなに気にもな
らなかった事ですが、現在仕事を辞めほとんど家に
居るため近所のトイレ汲み取り時の臭いが耐えられ
ません。特に夏場は窓を開けるので（場所は家のすぐ
前です）1 週間に 1 度あります。これは我慢するし
かないのでしょうか。風向きによっては入ってきま
す。上下水道への切り替え⼯事も⻄尾市は始まって
いますよね。ほとんどの近所の方は⼯事は終わって
います。ずっとストレスを抱えています。⼯事はやら
なくてもいいのでしょうか。切り替え指導や規制は
ないのでしょうか？因みに私の家はやりました。食
事以外の時間とか朝早いか、夜とか時間決めてもら
えたら…。いつ汲み取りが来るのか分からないのは
困るんです。まちづくりとの意見でないかもしれま
せん。いい機会なので書きました。 

男性 80 代 
以上 

無職 幡豆 ごみのリサイクルステーションが少ない。スーパー
など身近な所にあって欲しい。 

女性 70 代 無職 ⻄尾 公共施設周辺の環境整備を。文化会館の近くを流れ
る川（用水）が汚い。除草もされていない。税金はこ
ういった所に使って欲しい。公園の整備。新しい「箱
物」はいらない。市⺠が憩う場所がひとつもない！他
市に劣っている。住⺠税が高い割には何に使われて
いるのか。 

女性 50 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

東部 岡崎市、刈谷市は近所のゴミステーションで週１で
ペットボトルの回収をしているのに⻄尾市は回収し
ないのですか？ 

女性 40 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

平坂 小さなことからコツコツを実証できる市に。市⺠の
意識改革。紙ゴミの啓蒙の袋、とてもよかったです。
ゴミ出しの⼯夫とか教えてほしい。スイカのゴミ干
して捨てようとしたら、ハエがよるからダメと旦那
がすてていた。野菜クズの上手い捨て方ないか？そ
んなくだらない質問に答えてくれる、チャットがあ
ったらなー。そういう質問と回答が共有できたらな
ー。それが、市⺠の声かなーと。質問でなくとも、
LINE で Twitter 的な、こんなとこ、不便とかのつぶ
やきあつめたらどうか。わたしは、ゴミ捨て、リサイ
クルのときにできる⼯夫、ライフハックなど、お茶葉
の使い方、その後の利用法などプチ情報が知りたい。
この世論調査の返信封筒や紙ももったいないなーと
思いました。まず、LINE などで案内できる人は案内
し、その他の人に郵送とか手間ですかね。返信封筒も
紙ごみとなり勿体無いので、一枚の紙から封筒でき
る紙とかの方がメリットないですか？お金的には同
じ？リサイクル的には、のり部分なくてリサイクル
しやすい？先にも書きましたが、広報のおくりがな
希望。QR コードで YouTube にとんで、地元の有名
人が、読み上げるとか。これから市政をになう子ども
に優しい市政の開示は、実は外国の人、視力障害の
人、老人にやさしい広報になることを期待。図書館で
広報読み聞かせ、市役所職員などによる解説講座と
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か。議員だよりを読みとく自由研究募集とか効果な
いですかね。たとえばコロナの黙食。子どもは教えた
ら、いまだに守る。人間が環境負荷をかけてること。
負荷減らせること子どもに教えたら、大人もかわる
かと。あと、ゴミの受け入れ。全部だめは、やはり解
決策なしで、身勝手な人、市になるので、なにか、産
廃の処理でできることないですか。小さくしたら、燃
やせるとか、リサイクルできるとか、ひと手間にお金
かかるから、埋めてるものとかあるなら、それを手伝
うアイデアと場所と機械、機会や研究の提供ができ
る市だとかっこいいなーと思います。小さなことか
らコツコツを、市⺠が実行しやすい方法を考え、無駄
のないまちになるといいなと感じてます。 
追伸雨の日の高校生の親の送迎、あれ、ガソリン無駄
ですよね。渋滞おこりますし。雨の日無料バス増発、
ルートはいつもと違うとか、やったら効果あります
かね？人件費とかあるから、だめかー。AI 自動運転
とか実現したらできるかなー？自転車でも、雨の日、
快適に運転できたら、本当はいいのですが。屋根付き
歩行者道？あと。道路も建物も町中がアスファルト
になりつつありますが、車や人が動きやすくするの、
やりすぎかな？と。暑いし。ガタガタ道いやだけど、
地球によいなら、多少、人間が不便を受け入れた方が
いいのかな？と。不便益も大事かなと。老人の散歩中
の怪我がふえるかもですが、そんな、くだらない話が
まちづくりにつながる？便利、経済追求の方もいれ
ば、それは⼆の次の方もいる、市⺠の声はどうせ、ま
とまりません。市役所の方々のリーダーシップ引く
力で、続く社会、続く市が、継続できますように。 
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8. 行政 

男性 80 代 
以上 

自営業 吉良 女性の社会経済活動をさらに充実させる施策・⻑期
アクションプランの作成を図り「女性の街」実現を！
住みやすい環境⻄尾市のさらなる拡充を図り、特に
「子供とともに楽しく過ごせる街」実現を！市⺠病
院の充実のためには近隣市町（碧南・安城・岡崎・幸
田）の自治体との協働が大切です！ 

男性 80 代 
以上 

無職 東部 IT を活用しないために市⺠に迷惑をかけたり仕事が
遅くなったり税金の無駄遣いをしている部分が多々
あると思います。市職員が徹底して無駄をなくすよ
うに努力して欲しいです。市職員が率先して範を示
せば市⺠にも伝わり新しいよいまちづくりにつなが
っていくと思います。「こんな無駄なことをなぜやっ
ているのかなあ」と思う事が時々あります。 

男性 70 代 無職 平坂 市役所職員一人一人が公僕としての職責を自覚し職
務遂行が大事である。「上から目線」に気をつける様
にする事。ゴミ収集の職員の方には感謝しています。
ありがとうございます。 

女性 50 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

東部 PFI 問題が早く解決して欲しいです。争っていては
いいことありません。どうしたら仲直りできるか公
募してみたらどうですか？ 

女性 40 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

東部 町内会費・神社費が一年間で 2 万円以上も徴収され
ます。高すぎてかなりの負担です。どうにかして欲し
いです。都市ガスはいつ通りますか？見通しを知
りたい。 

女性 40 代 会社員 平坂 市立図書館が古すぎる。小さすぎる。図書館に力を入
れていない市に将来はない。市役所・警察署をたてか
える前に図書館をたてかえてほしかった。またたて
かえる際は市⺠の希望を大々的に聞くようにしてほ
しい。 

女性 30 代 会社員 鶴城 コミュニティバスの活用や名鉄電車などと協力して
観光などを盛り上げて欲しい。アニメ、漫画等のコラ
ボで謎解きやスタンプラリー等、町が楽しくなるよ
うにして欲しい。 

男性 60 代 自営業 東部 名鉄⻄蒲線の存続問題。例えば、こどもの国を利用し
ての野外フェスティバル、鉄道ファンを利用して全
国から旅行客を取り込む等、美しい車窓の路線を生
かして欲しい。 

男性 60 代 会社員 鶴城 人⼝ 17 万人が住む町として相応しい町づくりを期
待します。⻄尾市と同規模の安城市、刈谷市とベンチ
マークをして計画を策定して下さい。愛知県、日本以
外の海外でも参考になる町は有るのではないかと思
う。 

男性 60 代 会社員 平坂 市が保有している土地の草刈り等の整備等を確実に
実施して下さい。 

男性 40 代 会社員 ⻄尾 暴走族の取締りにもっと力を入れて欲しい。夜に子
供が起きてしまい、見掛けるだけで恥ずかしい。⻄尾
市->暴走族->田舎のイメージがいつまでたっても
払しょく出来ない。昔の様な警察の本気度を見せて
欲しい。 
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女性 40 代 会社員 一色 安全で安⼼して生活出来るようにこれからも宜しく
お願いします。 

女性 40 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

鶴城 今のままではこの方々の責任感だけで一生懸命に頑
張ってくれていて、⻄尾市独自で何か対策をしない
と皆倒れてしまいます。他に議員さんに言わないと
動かないような制度等が有るように感じます。皆の
代表なので当然ですが、もう少し「何をやっているの
か、何処に言えば伝わるのか」を教えて欲しいです。
道路を舗装して欲しいとか市役所に言っても直ぐに
動いて貰えない気がしますが議員さんの一言で直ぐ
に動いてくれます。 

男性 70 代 その他 一色 もっと一市三町を生かした政策が必要では。トヨタ
系の⼯場を中⼼に若者の働き場を確保する。若者将
来のベッドタウンとして一色町に家庭を築いて貰い
活性化を図る。⻄尾市には海、川、山の自然が有りま
す。これらを生かしたイベント等を企画し、他県、他
市から人々が流れを作りたいですね。以前は⻄尾市
には鋳物⼯場が沢山有りましたが衰退して今は有り
ません。技術が無くならない様に個人経営の方を支
える意味でも技術の体験、イベント等を開催したら
如何でしょう。 

女性 60 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

一色 ⻄尾市と三町が合併してから⻄尾市に良い様にされ
ていて三町にとっては良い事が無い。 

男性 70 代 無職 鶴城 私はある課⻑さんに（2 人）おたずねしましたが、2
人共返事をしていただけませんでした。（1 人は電話
番号聞かれました）市政は良くなって行かないと思
います。（高齢者より）。 

男性 40 代 会社員 ⻄尾 住み良い町にして下さい。 
男性 70 代 無職 東部 人材育成をベースに、中⻑期的視点で、市政運営をお

期待申し上げます。 
男性 70 代 無職 寺津 更なる市役所業務の効率化、透明化は大切。地域のも

つ課題の共有化。旧幡豆三町の振興。空屋、空地の増
加、公園の雑草などは安全にも係わる⼼配があり、今
後問題化するケースも出ると思われます。 

男性 70 代 自営業 東部 もっと、市⺠との会話を多くする場を。 
男性 70 代 パートタイ

マー・アル
バイト 

吉良 この調査で、市⺠の⼼が、わかりますか？ 

男性 60 代 自営業 鶴城 町内のゴミ置場や、捨ててはダメな場所に不法投棄
してある”物”をすばやく回収できるように通報でき
る窓⼝の開設。 

男性 50 代 会社員 ⻄尾 3、5、10、20、30 年後の⻑期計画から住みやすい⻄
尾市づくり。良いニュース、悪いニュースでも⻄尾市
の PR に常に耳を傾ける行政へ。 

男性 60 代 自営業 ⻄尾 市の⽞関駅⻄地区の開発整備。 
女性 60 代 無職 平坂 旧三町と合併して、10 年が過ぎたが、1 つの市にな

ったと感じられない。それぞれの町の特徴が強すぎ
る印象がある。又、市の主催する、行事、大会等、今
後、開催方法等、見直しが必要な事も多いと思う。 
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女性 50 代 会社員 平坂 行事に参加したくても平日の昼は仕事をしていて行
けない。運動したいが下町の所は 5 時までで休日は
やってない。時間を 19 時までとか日、祝もやって下
さい。職員も交代で出勤するとかバイトを使うとか
してほしい。働いている市⺠に優しくないと思いま
す。 

女性 50 代 会社員 鶴城 町内会のあり方を考えてほしい。 
男性 70 代 無職 東部 開発許可申請を受理した時点で地域の状況（雨水対

策・水路・道路・他）を十分に把握して災害等を受け
ない町づくりを願います。※地区内の水路の流路等
変更で集水区域の流出量、排水路の勾配・断面を無視
した様な場所が見受けられる。（審査する担当の技術
力の向上）。 

男性 60 代 無職 鶴城 米津地区は買い物するマーケットが無い。誘致をし
て下さい。 

女性 70 代 無職 ⻄尾 PFI 事業の問題はなかなか解決できておらず紙面で
の記事は⻄尾市の悪いイメージを他市の人々にも与
えます。早く解決して欲しいです。⻄尾と言えば抹茶
や鰻でもう有名になっているのにいつまでも PR し
すぎ。もっと問題を見つけ取り組む姿勢が欲しい。例
えば少子化は大きな日本や地方の問題です。どうし
たら、⻄尾だったら何ができるか…とか。 

男性 80 代 
以上 

無職 一色 向こう三軒両隣の可能な社会ができるとよいなと思
っています。 

男性 20 代 会社員 吉良 農道草刈等の地域活動をなくして、全て外部委託し
て欲しい。 

男性 40 代 会社員 ⻄尾 若い人が飲食店（カフェ等）を起業することができる
補助金や誘致を積極的に行って欲しい。 

女性 40 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

鶴城 9 年前は碧南市に 10 年ほど住んで居ました。⻄尾に
住んで 9 年程経ちます。町内会に入り、ものすごく
やることの多さと町内会費の高さに驚きました。昔
みたいに大家族の世の中ではないのと、コロナ禍で
特に共働きになっているので、もう少し町内会の活
動内容を現代に合わせて欲しいです。公園の草取り
も年に 4 回ほどあり、町内会の当番になるとやるこ
とが碧南よりも多いそうです。碧南は当番は広報配
り、集金くらいでした。共働きの核家族に活動内容を
合わせて欲しいです。 

男性 60 代 無職 吉良 住みやすい市・町にして下さい。 
男性 30 代 会社員 鶴城 電気代が高く、補助が欲しい。 
男性 50 代 その他 吉良 水道料金の基本料金割引は好かったとおもいます。 
女性 70 代 無職 幡豆 オンラインサービスを充実させるのはいいですが、

幡豆は年寄りが多いのでネットが出来ない人が多い
と思います。近場（元役場くらいの位置）で講習会を
やって下さると有難いです。 

女性 70 代 無職 東部 除草剤の使用をやめて欲しい！子供達の通学路、学
校の校内まで使用しているのを目撃して、愕然とし
ました。除草剤がどういうものか御存知ですか？地
下に浸み込んで地下水までも汚染されます。子供達
の未来をどうぞ考えて下さい。 
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男性 60 代 無職 一色 町内会役員は大変です。市として町内会まかせにせ
ず市として町内会に関与して欲しい。 

男性 50 代 自営業 ⻄尾 目先の事でなく 10 年、20 年後を見据えて頑張って
欲しい。令和になっても市が計画する事業なり活動
にずさんな事が多過ぎて頭をかかえてしまう。もう
少し契約書なりを作る時は、第三者や弁護士、その道
の専門家に確認してもらってから決裁するようにし
ないとダメだと思う。特に市役所は悪い例です。都会
の建設設計は田舎には合わない。 

男性 20 代 会社員 寺津 ⻄尾駅周辺が充実していない。商業施設等で盛り上
げてほしい。⻄尾祭りや米津川祭り等、夏はワクワク
できるイベントがあるが冬はイベントが少ない。全
国的にも冬のイベントをやっている所が少ないの
で、冬のイベントをすることで他の市町村と差がつ
けれて町が活性化するのでは？ 

男性 40 代 会社員 鶴城 安城市と調整し、⻄尾線の複線化や高架化を進めて、
⻄尾市に訪問しやすくしてほしい。 

女性 60 代 無職 鶴城 区画整理をして、若い人達を多く取り入れていった
方が良いのではないか。 

男性 80 代 
以上 

無職 寺津 地域活性化施策。 

男性 30 代 会社員 平坂 現在、日本は原材料などの価格高騰＋急激な円安で
暮らしに必要な食料品等の値上げが続いています。
根本的に世界経済の弱体化が大半だと思っています
ので、国や市が致し方ない事柄と思います。ですが、
小さな支援（地域の消費喚起）を再度、期待していま
す。抽象的ですみません。 

女性 60 代 無職 平坂 多くの人の意見を集めることが大切だと思います。 
男性 50 代 会社員 一色 アンケートも良いが、アンケートに頼り過ぎは問題。

（行政はアンケートに頼る方向が多い）地域（田舎の
良さ）を生かした、独自の政策（⻑中期計画）が必要。
⺠間業者に、アイデアを募集するのは良いが、丸投げ
は問題外、市が積極的に関与すべき。市で事業を行う
くらいでも良いと思うが、コスト高や不正などの問
題を解決する仕組が必要。個性ある（⺠間から）副市
⻑を雇い、ある程度の権限を与えても良いと思う。 

女性 70 代 無職 吉良 私が住んでいる地域は、未婚の方が多いです。したく
ない人はいいのですが、したい人がいるのであれば
手を打ってほしいです。市の発展の為にも若い人が
増えていく⼯夫を考えてほしいです。以前、NHK で
明石市が成功したことを放映していました。市のト
ップの方々に知ってほしいです。 

男性 50 代 自営業 吉良 空家対策、所有者不明土地対策にもっと力を注いで
ほしい。相続不明の土地などは、後継人が市に寄付し
たい時は、市は積極的に寄付を受け入れて欲しい。 
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男性 70 代 無職 寺津 1. ⻄尾市の住みにくい意見も有ると思うので何が
足りないのか具体的に。2. SPC の問題は契約まで進
んでいたのに変更が有るのであれば補償すべきで権
力の横暴である。3. 産業廃棄物処分場の問題は早く
解決すべきです。スピードが重要。SPC 問題と同じ
で県との連携も強化すべき。4. 3000 人の意見で市の
皆さんの意向とはならない。市⺠の意見での総意で
はない。あくまでも参考意見であるし皆さんの要望
を聞いたとかの言い訳にはならないと思う。 

女性 10 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

寺津 市役所の職員の対応をもう少し人間味のある対応を
して欲しい。又、市役所内でもっと連携して欲しい。 

女性 30 代 自営業 一色 ⻄尾市の活性化の為に色々と取り入れて行けると良
いと思います。時代のニーズに沿って対応していけ
る事が大切かなと思います。地元愛が溢れる人が沢
山いますので立ち上がる切っ掛けが有ると良いのか
なと思います。微力ですが、私も⻄尾市の為になる事
をしたいです。 

男性 80 代 
以上 

会社員 ⻄尾 福地駅を憩いの農園の近くに移転して地域の発展を
計って下さい。 

男性 60 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

幡豆 ⻄尾市の本当のストロングポイントを作って欲し
い。議会も自分の地域の事しか考えていないと思う。 

男性 50 代 会社員 東部 東部地区は、市議会議員不在なので、他の地区に比べ
て、発展していない。不便でもある。又、善明交差点
の右折信号がない為、通行の多い時間は、本当に危険
を感じることがよくある。何年も言い続けているが、
市は、全く応じてくれないらしい。又、道路の白線が
消えている箇所が多いので、事故のない街作りをし
てほしい。 

男性 50 代 会社員 ⻄尾 PFI 問題も一日も早く解決してほしい。私の友人も
言っていたが、一番最初（検討→契約→現在の状況）
から教えてほしい。市⺠にわかるように説明してほ
しい。できれば書面でわかりやすく市⺠に配布して
ほしい。提訴で 17 億とかとてつもないことになって
いるようでこわい。税金の無駄使い。一日も早くなん
とかしてほしい。 

女性 30 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

一色 市⺠の意見をちゃんと聞いて。税金で給料もらって
るんだからしっかり動いて。 

男性 50 代 会社員 福地 子供たちの未来のための市政をお願いします。 
男性 60 代 会社員 福地 クリーンセンターへ、燃えないゴミを袋に入れて持

って行ったら箱に入れてくれて、平原の埋立場の地
図を渡されたが、分かりにくく時間がかかってしま
い、埋立場に持って行ったら金属やプラスチックの
お椀はだめで、また、クリーンセンターへ持って行き
ました。もっと、クリーンセンターの人が箱の中に選
り分けて入れてくれれば、⼆回もクリーンセンター
に行かなくてすんだので、クリーンセンターの人に、
もっと見分け方を教えておいて下さい。 
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女性 30 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

吉良 吉良に住んでいますが、旧⻄尾市と吉良一色幡豆の
3 町の行政ってどうなっていますか？地域活動や小
中学校の教育関係など、旧⻄尾市に住んでいる知り
合いと話したりしているとやっていることに違いを
感じ、同じ⻄尾市でもいまだに 3 町とは統一されて
いないことがたくさんあるんだなと感じます。同じ
市内なのになぜ？いまだにあっち側（3 町）こっち側
（旧⻄尾市）という意識が市の職員の方たちにある
のであれば変わっていってほしいです。⻄尾市大好
きなので良くなることを期待しています！ 

女性 60 代 無職 吉良 イベントが少ないと思います。場所もなく文化会館
があるだけで楽しく遊ぶ場所もない。もっと楽しい
⻄尾市にしてほしい。仕事をしている人がこの街で
楽しく過ごせるようになるといいと思います。 

女性 40 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

東部 私は仕事上ブラジル国籍の方と関わることが多く、
ポルトガル語が話せたらなと思う。ポルトガル語と
か身近に学べる機会を作っていただけたら嬉しいで
す。 

女性 50 代 自営業 幡豆 幡豆はどんどん衰退していくようで不安。年齢を重
ねれば重ねるほど生活することが出来るのかな？
色々な相談事を出来る所が欲しい。 

女性 40 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

平坂 町の活性化のため様々なイベントを行ってほしい。
公園の駐車場を作ってほしい。市の施設（体育館・武
道場）の予約が取りづらい。予約上では×になってい
るのに実際は使っていなかったり、とてももったい
ない。 

男性 50 代 会社員 鶴城 雑ごみ回収袋が配布された時のチラシが回収袋につ
いて何も説明されていない。担当者がキャッチコピ
ーにこだわった自己満足だけのチラシであれこそ雑
ゴミ。「雑ごみ袋をなぜ配布したか？」「今後も配布
があるのか？」「雑ごみ袋でないと回収されないの
か？」「回収場所はどこか？いつなのか？」これを書
かずに「その紙捨てますか？」だけしか書いていな
い。知らねーし。金かけて配るんだからちゃんと説明
しろよと言いたい。 

女性 80 代 
以上 

無職 ⻄尾 福祉会館 3 階の風呂及び電気コーナーがとても便利
で楽しんで行っています。係の人もとても親切で楽
しんで行っています。土日以外はとても楽しいです。
ありがとうございます。 

男性 60 代 自営業 吉良 PFI は現状市⺠に敵対的で有り、契約当時の市の担
当者共に行政処分をして欲しい。 

男性 80 代 
以上 

無職 幡豆 不在者投票は幡豆地区でやりたい。幡豆支所がどん
どん手薄になっていっている。⻄尾市役所にサービ
スが集中しすぎている。行政のサービスが⻄尾中⼼
部に集中しているため、幡豆地区は行政サービスに
格差があると感じる。同じ税金を払っているのに不
公平に感じる。 
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男性 60 代 会社員 東部 東部地区の市街化調整を緩和して、もう少し商業施
設等の（スーパー、ドラッグストア等）を誘致して欲
しい。つくしが丘町⺠は車がないと生活が出来なく
なる。今後どんどん高齢化して行きます！市⻑もつ
くしが丘出身なのでよくお分かりと思います。よろ
しくお願いします。 

女性 40 代 会社員 東部 ⻄尾東部地区に区画整理等を行い、人⼝増と商業施
設を造る。旧吉良地区（東部地区の水害のない地区）
の宅地造成等を行い企業労働者の定住を図る。 

男性 50 代 会社員 一色 市⺠の事を第一に考えたまちづくりをお願い致しま
す。 

男性 60 代 無職 寺津 政策が後手後手にならない様に常に現状を注視して
先手を打って欲しい。例えば、今コロナ感染者が倍増
しているのに、相変わらず 8 月始めの予約で 8 月末
しか接種できない現状に落胆しています。もっと臨
機応変に出来ないものか。 

女性 70 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

⻄尾 早く PFI をなんとかして下さい。⼼配で毎日が不安
で胸が痛いです。 

どちらで
もない 

20 代 無職 ⻄尾 障害への偏見、差別がなく、一人一人大切にし合える
⻄尾にして欲しいです。 

男性 40 代 会社員 寺津 平野、海、山間部、多種多様な自然に触れられる⻄尾
市の特性を活かした事ができる⻄尾市のポテンシャ
ルは高いと思います。ワクワクできるまちづくりし
て頂きたいと思います。 

男性 70 代 無職 一色 一色地区の人⼝は合併後 10 年で市中⼼部へ流出し
1,200 人余り減少している。このまま更に人⼝流出が
続けば地域コミュニティの維持が懸念される。周辺
地域に配慮したまちづくり計画をお願いします。 

女性 20 代 無職 平坂 近くにトヨタ系の雇用が多くあり、⻄尾に家を建て
る人も多く、⻄尾抹茶など市の PR ポイントもある
ので、もっと住みやすく、誇りの持てる町になりそう
なのに、少しもったいない気がする。強く改善を望み
ます。 

男性 50 代 会社員 吉良 県との人的政策的連携をより強める。幹部には特に
税財政面の助言ができる幹部が必要。また、人⼝減少
対策の要ともなる地域公共交通の命綱、⻄尾蒲郡線
の絶対存続に向け公的関与の拡充や、ジブリパーク
とのコラボやスポーツイベントによる沿線の愛知こ
どもの国の活性化、再編整備を見据えた高校や大学
の沿線誘致など、三河線のような禍根を残すことの
ないよう、あらゆる具体の対策をスピード感覚をも
って先手で取り組んでほしい。にしお特別支援学校
の誘致は高く評価しており次は市としても福地駅の
利用促進を進めたい。残念ながら現市政が旧幡豆郡
に届いていない、と多くの市⺠が感じている印象を
もっています。 
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男性 40 代 会社員 吉良 知人の騒⾳問題での⻄尾市の対応に失望していま
す。大きな政策より困っている方、一人ひとりに寄り
添って解決出来るまちであって欲しい。 

女性 40 代 会社員 一色 誰も住んでいないような壊れかけている住居が道路
のすぐ脇にあって、車で走る時に不安になる。瓦屋根
が崩れたり、建物が倒れたら、最悪人命にも関わるの
で、取り壊す等、市で対応して欲しい。 

男性 50 代 会社員 吉良 PFI 問題を早く解決してください。 
男性 50 代 会社員 ⻄尾 交通渋滞の解消や高齢者及び子供以外の市⺠に対す

る経済対策がないので考えてもらいたい 
女性 30 代 自営業 一色 中村市⻑になってから、SNS や HP で市の情報を知

れるようになり、市が身近に感じられるようになっ
てきました。当方、子育て真っ只中の家庭です。さら
に子育てしやすい町(環境整備、情報収集、イベント
など)になることを願っています。 

男性 40 代 会社員 吉良 本当に意味のある街づくりを期待してます！ 
男性 30 代 会社員 吉良 現役世代が住みたくなるよな街づくりをお願いしま

す。高齢者ばかりになってしまうと税収が減り、公共
施設やサービスの低下が懸念されます。日本全体の
課題でもありますが⻄尾市にいつまでも住み続けら
れる街づくりをお願いします。 

男性 40 代 会社員 鶴城 ⻄尾郊外で車の趣味で沢山のカーマニアが集まれる
場所を提供してもらいたいです。毎月どこかの日曜
日に車やバイクが集まれるオフ会会場を容認しても
らい、他市、他県から集まってもらえる有名オフ会を
企画してほしい。例えば常滑で数年前からやってい
る新舞子サンデーという様なオフ会です。グルメ好
きの車愛好家が、⻄尾の B 級グルメを SNS で沢山発
信してもらえる様になると思います。 

女性 30 代 会社員 鶴城 令和の時代にあった街づくりを期待します。時代は
変化していきます！取り残されないようにしてくだ
さい。⻄尾は素敵なところです。若い世代が⻄尾市に
住みたいと思えるようにしてください！日本の未来
を支える若い世代、そして子どもたちに目を向けた
取り組みをしてください。今が、正念場です。楽しみ
にしています！ 

女性 40 代 会社員 幡豆 幡豆町は自然も豊かで暮らしやすい町だと感じてい
ますが、車が無くては不便です。にしがま線の継続の
ためのイベントにももっと多くの方が参加してもら
えるようなアイデアを募る場があればと思います。 

男性 40 代 会社員 東部 総合体育館などランニングで利用する際は無料化し
て欲しいです。 

女性 50 代 会社員 福地 ももいろクローバーさんの町起こし的なものは、と
ても良かったと思います。 

女性 20 代 会社員 福地 地域活性化が進む地域と全く進まない地域の差が大
き過ぎる。手入れのされていない田畑も多いので、農
業振興地域見直しなども含めて、改善して欲しい。 

女性 20 代 無職 鶴城 結婚、引越し、出産、子育て、新生活応援の援助を他
市よりも充実してほしい。 
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女性 50 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

⻄尾 環境整備や子育て関連施設の充実など。今、行われて
いる事業を進めていただければと思います。高齢に
なった時に生活しやすいとありがたいです。 

女性 40 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

⻄尾 古くて人が住んでいない家屋の整備、もっと自慢
できる観光地が出来ると良いと思う。このような
アンケートをするのであれば是非とも実現させてほ
しい。アンケートするだけでは何かとムダだと思い
ます。せめて解答した人へ解答を送ってほしいです。 

男性 40 代 会社員 ⻄尾 “まちづくり”の熱意を感じたい。そうすれば市⺠の
関⼼の熱意も比例するんじゃない。 

男性 30 代 会社員 ⻄尾 これからも愛知県の中⼼地である（地理的に）事を強
みにして多様な発展をしていき、子どもの笑顔が溢
れる街であってほしい。 

男性 80 代 
以上 

会社員 ⻄尾 市の都合で PFI 事業契約解除となってしまうのは止
むを得ない。市⻑は、市⺠と事業者へ謝罪すべきであ
る。廃屋となっている公共施設を早く取り壊して欲
しい。 

女性 20 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

⻄尾 町内会が必要ない、町内会費は払うので掃除等は業
者に頼めば良い、共働きには厳しい、必要性感じな
い、目的も知らない。 

男性 50 代 自営業 吉良 市役所に常時接続のフリーWi-Fi を設置して頂きた
い。空き家を活用して市営住宅として利用して頂き
たい。市営住宅の入居条件の緩和。市独自の生活資金
の貸し付け制度。市営大学の設置。国立大学・研究機
関誘致。核融合・原発誘致。LINE に代わる国産 SNS
の導入。 

男性 30 代 会社員 鶴城 太陽光発電は絶対に推進をしないようにしてくださ
い。 

男性 60 代 会社員 一色 鉄道の充実と一色市街地の空き家を何とかして欲し
い。一色市街地の区画整理をして欲しい。 

男性 50 代 会社員 ⻄尾 街づくりで成功している政策と失敗している政策が
知りたい。良い事、悪い事がもっと皆に分かりやすく
伝われば興味わくキッカケになる気がする。 

男性 40 代 会社員 一色 消防団員勧誘について、もっと地域住⺠が関⼼を持
って、自分のこととして身近に感じられるように、必
要性が伝わるようなイベントを開催して欲しい。 

男性 60 代 無職 寺津 碧南では、三河線跡地は、ウォーキングコースにし
て、楽しまれていますが、⻄尾では、住宅地になって
いますが、市⺠に還元してほしいですね。一部高架の
場所が残っていますが、整備して、ウォーキングコー
スにしてほしいです。釣り公園なども、作ってほしい
ですね。 

女性 40 代 学生・
専門学
校生 

吉良 幡豆郡と⻄尾市が合併してから、旧幡豆郡の地域は
細やかな配慮がされなくなってしまったと感じてい
ます。合併が、本当に市⺠の幸せになったとは思えま
せん。自然豊かな場所でもあるので、自然と共に⼼豊
かな生活ができるような市政をお願いしたいです。
大きくすることよりも、小規模でもよいので、個性の
あるお店などが生かされるようなフォローを市政で
していただけるといいなと思います。 
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男性 20 代 会社員 鶴城 お年寄りも大切だが、今働いてる世代や小さい子達
の将来性があるので、経済的に余裕ができる政策を
お願いします！子育てしやすい環境を作り人⼝ UP。
（施設や補助金等）デジタル化を進めて近未来的な
街にしたら面白いと思います！よろしくお願いしま
す。 

男性 20 代 会社員 吉良 もっと住みやすい⻄尾市にしてください 
女性 20 代 会社員 鶴城 人や動物にとって、より良い街づくりのために今後

もよろしくお願いします。 
男性 40 代 会社員 鶴城 ⻄尾城など不用な建物に税金を使わず、経済活性化

や子供への教育環境を重視して欲しい。 
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9. 住まい・まちづくり 

女性 60 代 無職 幡豆 さんぽを楽しんでいますが、道路沿いの草が⻑くな
って今年みたいに雨降りが多いと通るだけでぬれて
しまいます。せめて通学路の草だけでも刈り込んで
ほしいです。ワンちゃんもぬれてしまいます。 

男性 60 代 会社員 福地 福地地区は市街地ではないため、大型スーパーや商
業施設が乏しいです。強いて言えば憩いの農園が整
備中ですが、まだまだ少ないと思います。 

男性 60 代 無職 福地 まちづくりを進める様子がない。 
男性 70 代 会社員 一色 合併前より一色市街地がさびれている。⻄尾中⼼街

も大切だが一色、吉良、幡豆の市街地をどうするか計
画が欲しい。愛知県の中で名古屋に出張する時に一
色町内から公共機関で行くと一番時間が掛かる。陸
の孤島だと思うので解決策を望む。 

男性 50 代 会社員 幡豆 幡豆地区は商業的にどんどん低下している。はっき
り言って陸の孤島で買物難⺠に将来なり兼ねない。 

女性 30 代 無職 東部 町の中⼼は綺麗になっていくが町から外が余り変わ
っていないのでそちらも綺麗になって行ったらいい
なと思う。 

女性 70 代 無職 福地 バス、電車を利用しますが⻄尾駅はコンビニとは少
し距離が有って待ち時間にゆっくり出来る所が無
い。 

女性 60 代 無職 寺津 外灯が少ない気がします。 
男性 50 代 会社員 ⻄尾 道路整備のスピードが遅い。 
男性 40 代 会社員 鶴城 もう少し緑を増やして欲しい。 
女性 60 代 無職 東部 東部地区は梨畑や田が減り物流ターミナルが増えて

います。道路も整備されてきました。しかし、住む人
間にとっては飲食店やスーパー等が無くて住みにく
くなって来ています。車に乗れなくなると直ぐに買
物難⺠です。バランスの良い開発、公共交通の充実
等、住む人にとって一番居⼼地の良い町づくりを希
望します。 

女性 60 代 無職 吉良 子供達の通学路、公園等の除草をやって下さってい
るとは思いますが、もう少しまめにお願いします。 

女性 60 代 無職 東部 東部地区には、食料品スーパーのお店がありません
ので、なんとかしてほしいです。 

女性 50 代 自営業 一色 除草のペースが、郡のときより、遅く、交差点等での
確認がとてもしづらい箇所があります。歩道の整備
も、まだ足りていないと思います。 

女性 20 代 会社員 平坂 上塚橋から米津橋までの堤防が道が細く、コンクリ
ートもひび割れている所が数ヶ所あります。危険な
ので道路整備をしてほしいです。車はもちろん、自転
車の学生やランニングをしている方もいるので直し
てほしいと思います。 

女性 50 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

一色 最近近所に住宅が増えてますが、道路が狭く右左折
しにくかったりするので、道幅の充実化をしてもら
いたいです。 

男性 30 代 会社員 ⻄尾 釣り場を増やして、飲食業を増やして欲しい。 
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女性 70 代 無職 吉良 通学道路の草が子供達にとって邪魔になっていた
り、水たまりがあったり…。時々、車道に出てしまう
子供達を見かける。除草は誰の業務になるのか？田
畑の地主？町内会の責任？空き家の草木もすごい
が、道の雑草も 6〜7 月からは成⻑が著しいので何と
かならないでしょうか。個人が動くには限界があり
ますので…。 

女性 80 代 
以上 

無職 平坂 私の住んで居る所は、お店もコンビニもスーパーも
遠いので不便です。80 才の年金生活の高齢者にはタ
クシーはあまり使えません。 

男性 70 代 その他 平坂 歩道などがデコボコが多くて通学の生徒も車道に出
たり入ったりして危険なので、自転車でも通りやす
い様にして欲しいと思います。 

女性 60 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

一色 最近、近所でも空き家が増えてきました。庭木や雑草
も手をつけられない程大きくなっている場所もあり
ます。マムシなど出て⼼配です。 

男性 60 代 会社員 ⻄尾 米津橋とその隣の名鉄の鉄橋の老朽化が⼼配です。 
男性 60 代 無職 ⻄尾 人が集まる町づくり。 
女性 30 代 無職 鶴城 無農薬有機栽培など無添加食品だけを取り扱うスー

パーが近くにあってほしい。 
女性 50 代 無職 一色 国道 247 号線沿いの土地活用を。米津駅まわりの整

備（道路・スーパー等の商業施設）を。 
男性 40 代 会社員 一色 市内一部エリアは移動がバスのみになり、陸の孤島

化しているのでもう少し老人や子供の通学がし易い
様にしてほしい。子供の大学迄の学費の補助が一番
の少子化対策となり、一番の SDGs な町づくりと考
えます。 

女性 50 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

鶴城 名鉄⻄尾駅周辺がさみしい。車の通りが多いだけで、
駅が、ただ乗降の場所になっているだけなので、活気
がない。一方通行が多く、たびたび、不便を感じる。
廃業した A コープ桜町店、南角の斜線部分（オレン
ジのポールがある）は、もう不要ではないでしょう
か。八ツ面方面に向かう踏切りの手前が、ただでさえ
狭いのに危険だと思います。 

男性 70 代 会社員 平坂 道路新設、安城一色線の早期陳情。 
男性 60 代 その他 ⻄尾 事業者との訴訟問題を早期に解決して欲しい。 
女性 60 代 パートタイ

マー・アル
バイト 

幡豆 子供達の通学路で雑草が伸び過ぎ、歩きにくいので
はないかと思う。子供達の安全な環境となるよう道
路の整備や雑草駆除等すべきではないか。 

女性 70 代 無職 東部 車で走行中に道路わきの雑草が気になります。何処
の管轄なのか解りませんが、市なら予算を組んで綺
麗にして欲しいです。又、花の種苗など町内単位で配
布して町を綺麗に出来るといいなと思います。老人
会、婦人会、子供会等で出来る範囲で。 

女性 20 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

⻄尾 ⻄尾市は商業施設が充実していてとても住み易い様
に感じています。しかし最近、新しく出来る店や施設
等は既に近隣にある同じジャンルのものばかりで余
り嬉しさも必要性も感じません。もう少し違ったジャ
ンルの施設等が出来ると嬉しいです。 
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男性 60 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

吉良 安全安⼼な⻄尾市に。他市町村には住んだ事が無い
のでマスコミ情報だけでは何が良くて何が良くない
かは解らない。最近具体的に思う事は樹木や雑草、特
に歩道側道やガードレール、ガードパイプの除草を。
全く除草していない私有の畑地は何とかならないか
と思う。 

女性 30 代 会社員 一色 一色町の遊歩道がでこぼこしている所が多く、ベビ
ーカーや高齢者の電動カートの車輪が挟まって転び
そうになるのをよく見掛けるし、自分も危ない目に
あったのでキレイにして欲しい。遊歩道の出入⼝が
とくにぼこぼこしてたりヘコんでいる。 

男性 70 代 自営業 寺津 産業道路から針曽根→行用−吉良へと抜ける道路
は、今は廃止になったと思うが、年 2 回シルバーが
草を刈っているが草の種が飛びこまっている。年に
4 回ぐらい刈ってもらわないとこまります。私も畑
のまわりを刈っていますが、たいへんです。 

女性 20 代 会社員 平坂 ⻄尾中央通りの活性化。 
男性 60 代 無職 平坂 幹線道路の歩道整備。バイクの空ぶかし、車のアウト

スピーカー等。騒⾳防止条例の制定。免許返納者の交
通手段の確保。 

女性 50 代 会社員 ⻄尾 街灯を増やして欲しい。コンビニが少ない。（スーパ
ー等）。 

女性 60 代 無職 平坂 幹線道路の歩道の雑草や学校周辺の雑草を除草して
いただきたいです。 

男性 60 代 会社員 平坂 歩行者や自転車に優しい道路整備。 
男性 70 代 無職 東部 広田川近く住む者ですが、堤防の草刈以前は県 2 回

実施、今は 1 回になり、不自由な生活です。時々、
自分で家の近くだけ草刈りしていますが、高齢で大
変です。市でも大水災害の対策として草刈をしてい
ただけると助かります。 

女性 50 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

⻄尾 年齢、場所に関係なく移動もしやすく（公共である場
合お金がかかる）安⼼して住めるまちづくりをお願
いしたいです。 

女性 50 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

平坂 道路が草木で道がせまくなってるので定期的にやっ
てほしい。 

男性 50 代 会社員 平坂 歩道・道路が汚い。みっともない。そこらじゅうが雑
草だらけ。自分はもうすぐ定年を迎えます。定年にな
ったら草刈りをやりますので雇って下さい。先ずは
学校近くの歩道から始めましょう。歩道・道路がきた
ないと市政もたいしたことはない…と思われがちで
は…。 

男性 60 代 自営業 吉良 12 号線の県道接続が改修により、安全確認が出来な
く冬の日射は最悪の為、元に戻して欲しい。また道路
の強度は不足し冠水で通行不能にもなるので困る。 

男性 50 代 会社員 吉良 高齢者が増す中で車が無くても買物が出来る環境、
交通機関を充実させる。病院や施設、気軽に受けれる
人間ドック施設の充実。 
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女性 20 代 無職 平坂 気軽に行ける距離に大型商業施設が少ないため、子
育て世代の買い物や余暇に不便を感じる。広い土地
に⼯業施設の他にもっと商業施設を充実して欲し
い。多くの市町村に住んできたが、⻄尾市はそういっ
た面でとても不便だと感じる。 

男性 70 代 自営業 東部 ⼯場を誘致して市の財政等を豊かにすることも大切
ではあるが、緑が豊かで穏やかな静かな環境をつく
り維持することがより一層大切と思います。 

男性 40 代 会社員 吉良 スーパーが多すぎる。大型商業施設が無い。⻄尾で遊
ぶ所がない。目⽟になる施設、お店がない（⻄尾にこ
れがあるから⻄尾に行こうみたいな）。 

女性 20 代 無職 東部 ⻄尾市の端っこの方にも大きな公園、⾚ちゃんから
大人まで安全に遊べて健康づくりもできるような公
園が欲しい。スーパーも。 

女性 50 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

その他 ⼯場地帯にするような誘致は好ましく思っていな
い。 

女性 70 代 無職 福地 名鉄「こどもの国」駅は、子供が駅のホームに降りた
ときからワクワクするような駅にならないのか？ 

男性 70 代 自営業 鶴城 水田が多く転用され水田の持つ保水能力が失われつ
つあります安全快適な町の保全のため出来る限り水
田や保水緑地を確保すべきと提言します 

男性 30 代 会社員 ⻄尾 一色など土地が余っているところを栄えさせるべ
き。 

男性 50 代 会社員 平坂 ⻄尾駅周辺の商業、飲食業を中⼼とした再開発（大手
企業が⻄尾にあるにもかかわらず、⻄尾でストップ
する人々が少ない、未だ三河安城で泊まる人々が多
い）。誘致する企業にとって魅力が少なくなってきた
（幹線道路が少ない、就業人⼝減少、公共交通機関の
少なさ）。経済恩恵が生まれるような国家機関施設が
ない。 

男性 30 代 会社員 寺津 子供達の遊び場や子供たちの支援を厚くし家庭で子
供を育てやすい環境を作る＝子供たちに出資してい
く。それと人が集まるように中⼼部をもっと活性化
（飲食店の充実化や遊び場を作る）、人が集まるよう
になれば電車の本数も増えて財政も活性化していく
のでは？大型ショッピングモールや人が集まる商業
施設の誘致をし、他市にはないものを中に揃えてい
けば人は集まるのでは？⻄尾市はカフェがちらほら
あるのでそこへの出資をし、⻄尾市をカフェの街と
して取り上げるのもアリかなと思います！以上意見
でした。いつもご苦労様です。 

女性 60 代 自営業 平坂 子育て中の世帯、一人暮らし、片親など多様化してい
る家族のかたちの中で、皆が安⼼して生活できる住
⺠の側に立ったまちづくりをしてほしいです。私も
もう少し関⼼を持って市政を見張りたいと思いまし
た。 
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男性 30 代 会社員 平坂 交通面、通勤時間帯の渋滞緩和、右左折専用レーンの
追加、路面の補修をしてほしい。（特に米津地区）。碧
南市と交わってくる道路は市同士で掛け合って改善
してほしい。平坂地区方面は電車の駅へのアクセス
が悪い為改善してほしい。 

女性 40 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

⻄尾 似たようなお店ばかり新しく出来て、もっといろん
なお店を充実させてほしい。 

女性 30 代 会社員 ⻄尾 魅力的な飲食店を充実してほしい。 
女性 20 代 パートタイ

マー・アル
バイト 

⻄尾 同じ地域内に薬局が多すぎる。 

男性 30 代 会社員 鶴城 23 号バイパス豊橋方面、⻄尾東インターの渋滞対策
及びアスファルトの舗装が剥がれた箇所の早期改
修。市道・県道問わず。 

女性 40 代 会社員 平坂 ⻄尾市は車必須だが、一方通行が多いし道もでこぼ
こしてるし、とても不便だと思う。駅前の綺麗なとこ
ろだけ頻繁に⼯事して整備されてるが、平坂町内は
不便。あと歩道の整備が悪い。アスファルトから何ヶ
月も前から放置されたような雑草が生い茂っている
し、凹みもなおされないし、小さな段差で小学生の子
供が自転車ですべって転倒してしまった。子供は自
転車に乗るのをしばらく怖がってしまった。まず綺
麗な道にしてください。ベビーカーで市内の端まで
歩いてみてください。 

男性 40 代 会社員 吉良 歩道、堤防などの草をもっと刈って欲しいです。子供
が⻄尾に住みたい、と思えるような町にして欲しい
です。今だと⻄尾から離れそうです。⻄尾に住むメリ
ットは何かありますか？と思います。 

男性 50 代 会社員 ⻄尾 新しい住宅の高塀で見通しが悪くなり危険な箇所が
増えてきた。 

男性 40 代 会社員 鶴城 魅力のあるまちづくりを期待します。 
男性 50 代 会社員 東部 車道はよく整備されていると思うが、歩道は⼆の次

になっている。ウォーキングしていると緩やかな景
色の変化と車のスピードでは気がつかない発見が楽
しめるが、歩道の凹みや段差、排水を考慮した傾斜が
気になる場面が多々あり、足元を気にせざるを得な
い。旧城下町辺りの道路は歩行者に配慮した整備が
なされており、この設計思想が他へ普及することを
期待します。 

女性 20 代 会社員 平坂 もっと大きなショッピングモールができて欲しい。 
女性 30 代 会社員 平坂 商業施設をたくさん勧誘してほしい。 
女性 50 代 会社員 福地 車イスでも街中を散歩できるように道路の整備、特

に段差等。お願いします。 
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女性 40 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

福地 ・市内の主要道路には、歩行者、自転車専用道のない
箇所、また信号機のない横断歩道もまだ多く見受け
られる。通勤、帰宅時間帯などに、危険を感じること
がある。 
・年代別の交通教室があったら良いな。 
・AED の取り扱いを学べる救命講習の機会がもっと
増えたら良いな。 
・福地地区は大型スーパー(ファーマーズマーケット
はできましたが…足りません)、商業施設が無く、衣
食住の買い物に不便。できてもコンビニ位ですか…。
今はまだ車に乗れますが、高齢になった際とても⼼
配です。 

 
 

10. 交通・犯罪 

女性 30 代 無職 平坂 市の中⼼街は交通に不便はなさそうですが、今後ま
すます高齢者が増えていくので、中⼼部以外の交通
網もどうにか増やしてほしいです。のりあいタクシ
ーやシェアできるサービスなど。夫が平坂から⻄尾
駅までの通勤のため利用していますが、電車とバス
が連動していないためひどいと 2 時間駅で待ってい
たりします。 

女性 40 代 会社員 平坂 明るい所を選んでウォーキングをしていますが、も
う少し大きい通りに街灯があったらうれしいです。 

女性 50 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

東部 paypay などを推進していますが、情報が業者によっ
て把握されて狙われやすいといったら大げさかもし
れないけど、あんまり推進しなくてもと思います。 

女性 50 代 会社員 ⻄尾 高齢者が無理して車を運転している環境です。買い
物など商業施設までの交通機関など整備を早急にお
願いします。 

女性 30 代 会社員 鶴城 子供から高齢者が住み易く出来るように交通を整備
して欲しい。子供の通学路が狭い場所が有り、危険な
為に道路、自転車道、歩道の拡張等出来る範囲で町づ
くりして欲しい。コミュニティバスの活用や名鉄電
車などと協力して観光などを盛り上げて欲しい。 

女性 60 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

⻄尾 狭い道に大きい車が来れる事に不満です。杉の木が
多い事。車が多い。 

男性 50 代 会社員 鶴城 名古屋への幹線道路は国道 23 号しかないが、23 号
が蒲郡〜豊橋間が繋がるとさらに車両の増加が予想
され渋滞が増える事が考えられる。県や国に働きか
けて別ルートの構築を計画すべきである。 

女性 30 代 無職 − バスの本数が少ないのでもう少し増やして欲しい。 
女性 60 代 パートタイ

マー・アル
バイト 

吉良 吉良町にはくるりんバスがルートに入っていませ
ん。同じ⻄尾市なので末端までルートに入れて下さ
い。 
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女性 50 代 会社員 幡豆 現在、私の娘は高校 3 年生で名鉄⻄蒲線でお世話に
なり大変感謝しています。しかし 5 年程前に廃止と
聞かされた時には、行きたい高校を諦めるしかない
なと思っていました。これから先に子供達が志望校
を決める上でも交通の便で諦める事の無い様に大切
な宝を見守って頂けますようにお願い申し上げま
す。 

女性 60 代 無職 平坂 トヨタ自動車の部品を運んだり、トヨタのトラック
が⻄尾は多過ぎて道路が混み過ぎてすごく迷惑で
す。 

女性 40 代 会社員 寺津 市バスの充実をして欲しい。料金も無料、もっと安く
して欲しい。バスの本数も増やして欲しい。 

男性  会社員 福地 企業誘致を進めるのは良いが、それに伴う交通量増
加に依る渋滞対策も一緒に進めて欲しい。 

女性 20 代 会社員 一色 ⻄尾市の公共交通機関を充実させて欲しい。バスの
時間を増やして欲しい。 

男性 60 代 自営業 平坂 道路の⼯事が途中で止まっている箇所が多い。どう
したいのかのビジョンが無い。不要な信号機が多い。
例：⻄尾駅（一方通行でまったく不要）。東高の近く
（交通量がない/ゴルフ打ちっぱなし客（オーナー）
の為？）。 

女性 60 代 無職 幡豆 車社会である為、運転出来ない人、年令を重ねている
人達に不便な事が多い。電車も廃線になったりして
いるので、快適な生活が送れる様に改善を望みます。 

男性 60 代 無職 幡豆 名鉄電車の存続と東幡豆地域への市内無料バスの交
通網拡大実施。 

女性 40 代 無職 ⻄尾 バスの路線を増やしてほしい。 
男性 60 代 無職 吉良 熱池の交差点で右折の矢印をつけてほしいです。 
男性 50 代 会社員 平坂 交通機関を充実してほしい。名鉄三河線の復活など

車が無いと不便な市では困る。 
女性 60 代 パートタイ

マー・アル
バイト 

寺津 町の中⼼部で生活している方々は六万石バスなど利
用することができて良いかと思いますが、中⼼部外
の人達は運転免許証を返納後は家族の協力が無けれ
ば外出する事さえできません。住⺠に対する、公平な
援助を考えて頂きたいと思います。 

女性 70 代 無職 一色 ⻄尾駅前を他市並に整備してほしいです。 
女性 60 代 パートタイ

マー・アル
バイト 

吉良 現在は自分で運転もできるし、自転車や歩きでも移
動できますが、今後高齢になった時、買い物や通院の
足が⼼配です。〝いこまいカー”も降り⼝がもっと増
えるとうれしいです。 

女性 20 代 学生・
専門学
校生 

吉良 電車を廃線にしないで欲しい。電車がなければ不
便！学校に行くのに時間がかかる。少し本数を増や
して欲しい。 

男性 30 代 会社員 鶴城 道路の渋滞が多いので計画中の道路を早期に実現し
て欲しい（安城一色線）。 

男性 80 代 
以上 

パートタイ
マー・アル

バイト 

平坂 現在、中部空港からの鉄道は名鉄常滑線、一路線のみ
です。新しい路線として空港・半田・碧南・⻄尾・相
見・本宿の新路線を提案します。県企画部へ働き掛け
ては？⻄三河の発展に大きく寄与するのでは…。 

男性 50 代 会社員 一色 防犯カメラと街灯を増やして欲しい。 
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女性 20 代 会社員 福地 バス、電車、バイパスなどのインフラの整備。 
女性 70 代 無職 寺津 高齢者が運転免許証を返納してからの生活の足の確

保がスムーズにしてほしいです。 
女性 70 代 無職 平坂 市内の交通渋滞の解消をしてほしい。 
男性 60 代 会社員 ⻄尾 南奥田町は陸の孤島。車が無いと何も出来ない過疎

の町かなと思う。デリバリーも地域外で配達されな
い。同じ⻄尾で税金を払っているのに不公平感が否
めない。 

女性 80 代 
以上 

無職 幡豆 2 年先には免許証返納するので買物などこまります。
東幡豆には、ファミリーマート 1 ケ所しかありませ
ん。定期的にバスが運行されると良いと思います。 

女性 40 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

東部 東浅井町ですが大通り沿いの外灯を増やして欲しい
です。学生が通る道もいつも暗くて事故、犯罪に対し
て⼼配です。 

男性 60 代 自営業 吉良 吉良、幡豆町は旧⻄尾市に比べてバス停が無くて公
共交通が不足している。高齢者に成って免許を返納
したら交通機関が無い。せめて安城市のアンクルバ
ス位の水準まで上げて欲しい。 

女性 50 代 無職 鶴城 ・道路の道幅が狭くて車のすれ違いが難しい。 
・江原町東〜小島インター〜熊味方面の通勤時間帯
の交通渋滞を減らせないか。 

男性 70 代 会社員 ⻄尾 文化、芸術、交通整備にもっと力を入れて欲しい。 
男性 40 代 会社員 平坂 田貫から南への道路が開通したのですが、信号が少

ない為か、通勤時間等、車の台数やスピードが上がり
すぎて、通学路でもあり大変危険。事故が起こる前に
ホワイトハイツの前とかの横断歩道に押しボタン式
でも良いので信号をつけて下さい。あのままだと児
童の死亡事故が起こります。 

男性 60 代 会社員 平坂 土・日になると道路状況がすこぶる悪くなります。特
に中⼼街に向かって車の渋滞がすごい。下町交差点
も、いつになったら東⻄方向が右折車線を作るのか
…⼯場地帯の道路整備だけじゃなく、必要な⼯事を
本当に考えて計画を立てているのか、はなはだ不満。
田貫町の交差点から寺津町北若王子に向かう道路は
アブナイ。信号が少なすぎる。事故（特に児童の）が
起きないと、計画しないんですか。 

女性 30 代 会社員 一色 公共交通機関を充実させて欲しい。 
男性 80 代 

以上 
無職 鶴城 名鉄の東側の新渡場 1、2 丁目住宅が多くあるのにく

るりんバスがこない。 
男性 20 代 会社員 吉良 最寄りの駅まで歩いて 30 分かかる。それでいてバス

も通っていない。小・中・高校生など車を運転できな
いと不便でしょうがない。高校生だと特に通学で必
要になってくるので、毎日の負担である。この夏の暑
さに自転車のみでがんばれとは酷な事。 

男性 30 代 会社員 鶴城 ⻄尾市中⼼部は交通量に対して道路幅が狭く、頻繁
に渋滞が発生しているので道路整備をお願いしま
す。 
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男性 50 代 自営業 寺津 ⻄尾より幸田の方が有名歌手のコンサートが多いの
は会場へのアクセスがよい（岡崎や蒲郡からの）のも
一因かと。そんなに広くない道路の交差点中央に埋
め込まれている⾚と⻩色のランプ（？）古い物はこわ
れていて光らないし、高齢者や子供がつまずいて転
倒するのを何度か見ました。 

女性 60 代 会社員 一色 いっちゃんバスの利便性があまり感じられない。通
勤・通学の時間に大塚経由でふれんどバスのように
吉良吉田の駅に繋ぐ事ができたらと思います。 

男性 60 代 会社員 鶴城 ⻄尾は良い街だとは思うが、いかんせん名古屋等へ
の交通アクセスが悪い。23 号バイパスの渋滞緩和、
名鉄のダイヤ改正等を望む。正直市政への関⼼はほ
とんどない。 

女性 70 代 無職 ⻄尾 くるりんバスの利用が少ないのでタクシーチケット
を配布してほしいとの意見がありました。 

女性 60 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

幡豆 幡豆地区はバスがないのでこの先の生活に不安を感
じます。 

女性 50 代 会社員 平坂 家からもう少し近くにふれんどバスなどの乗り場が
あれば高齢者も行動できると思います。 

女性 10 代 学生・
専門学
校生 

吉良 吉良町は街灯が少なくて、夜道が恐いなと思う事が
多いので、増えると防犯も兼ねて嬉しいです。 

男性 30 代 会社員 鶴城 全ての道路（主要道路）を 2 車線にして下さい！高
速道路がほしい。 

男性 80 代 
以上 

無職 幡豆 幡豆は交通が不便で不安。車に乗れなくなったら幡
豆から出られなくなってしまう。電車に代わる交通
機関が無く不安。他地区吉良一色と比べて悪い。 

女性 70 代 無職 東部 くるりんバスの停留所、善明に戻して欲しい。⻩金堤
まで遠くて歩けません。車に乗らなくなったら利用
したいですが、足腰が弱って来るので近くにしても
らえると有難いです。 

男性 10 代 学生・
専門学
校生 

寺津 私は巨海町に住んで居ます。通学時に最寄り駅が遠
く不便だと感じます。身近に住んで居る友人も困っ
ています。「昔近くに駅があった」と家族に聞きまし
た。巨海町、寺津町に駅が出来ればもっと住み良い町
になると思います。ご検討頂けますと幸いです。 

女性 70 代 その他 ⻄尾 あまり大きな事件もないし、住み良い町だと思って
います。 

女性 60 代 無職 東部 古い信号機は年寄りには太陽が当たると尚更見えに
くいので、全部新しいのに換えて欲しい。 

男性 30 代 会社員 幡豆 ⻄尾駅周辺やシャオ周辺の渋滞対策はしているので
すか？住宅街の街灯が少ないと思います。⻄尾駅周
りばかり整備して不公平だ！ 
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女性 30 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

福地 子ども達の通学路の見直しをしてほしい。ガードレ
ールのない道を歩いています。田舎道で、抜け道に使
う車がけっこうなスピードで子ども達の横を走って
いきます。横断歩道のない道を横切る必要もありま
す。道が曲がっていて、見通しは決して良くないで
す。ニュースで見るような大きな事故が起きなけれ
ば、変えられませんか？起こる前に、起こらないため
に、通学路の整備して下さい。近くに大きな道路が作
られます。これから不安です。 

男性 60 代 会社員 一色 交通手段の確保が大切だと思います。 
男性 50 代 会社員 平坂 子供達が安⼼して遊べる様に横断歩道や信号機の充

実や防犯カメラの充実。 
男性 40 代 自営業 一色 名鉄⻄尾線、⻄尾駅の存続が⼼配。米津橋の線路老朽

化。生活、仕事、地域のために必要だが、この先も本
当に次世代まで大丈夫でしょうか。 

女性 50 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

⻄尾 吉良、一色まで行く手段が少ない。車を所有している
のならまだ良いが、子供達が学校等、行く時にバスに
乗れない場合、親の車が手段となるのはいかがなも
のか？と思います。せっかく、吉良、一色に高校があ
るのに…。 

男性 40 代 会社員 寺津 公共交通機関が不便すぎる。 
男性 50 代 会社員 平坂 名鉄⻄尾線、矢作川鉄橋の更新建設と複線化の推進。 
男性 30 代 会社員 寺津 ⻄尾市はほんと何もない街だと思います。街の中枢

も賑わいをみせる感じではなく夜は閑散としてま
す。交通の便は悪く、車がないとなかなかうまく行動
ができません。 

女性 40 代 会社員 吉良 ⼯場の拡大に伴い駐車場が増え、朝夕の交通量も増
えており、子どもたちの通学路が非常に危険である。
歩行者通路を確保するため、ガードレールや側溝の
整備を早く進めてほしい。 

女性 40 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

⻄尾 駅周辺や大通りなど決まった道路ばかりが週末大渋
滞して困るので、そういう道を⼆車線にするとか改
善してほしいです。 

男性 40 代 会社員 ⻄尾 ⻄尾はここ数年、急に治安が悪くなってきたように
感じる。夜の⻄尾駅前や神社仏閣、公園などに溜まっ
て騒いだり通りがかる人に絡んでいる集団には恐怖
を感じる。これも時代の流れかもしれないが、もうの
どかで平和な⻄尾は帰ってこないかと思うと寂しい
気持ちになる。 

男性 40 代 会社員 寺津 暴走族への取締りが⻄尾市は弱い気がする。シート
ベルト、ながらスマホの取締りはしてるのを見るが、
暴走族を追いかけてるのを見たことがない。暴走族
の運転はうるさいし、信号無視が危なすぎる。 

男性 10 代 会社員 ⻄尾 バスの本数とバス停を多くして頂きたいです。 
男性 10 代 学生・

専門学
校生 

⻄尾 歩行者用道路が田舎に近付くにつれて、徐々に減っ
ていくので大変危険、特に自動車の交通量が多い所
には歩道をなるべく設置するべきであると思われま
す。 
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女性 50 代 会社員 東部 高齢者が免許証返納しても、困らない交通の便を考
えていく必要があるとおもいます。 

女性 20 代 会社員 平坂 交通機関(電車)の充実、駅前の駐車場をもっと安く
してほしい。 

女性 30 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

吉良 広い運動公園があると良いと思った。（臨海公園のよ
うなイメージ）吉良にもバスの運行をしてほしい。
（高齢者が車の運転をしなくてすむように）。 

 
 

11. 教育 

女性 40 代 無職 ⻄尾 子供の学校での水泳教室の変わり様が気になりま
す。花ノ木小学校は校内プールがなくなりホワイト
ウェイブへ年 4 回、1 回につき 2 時間、計 8 時間の
水泳の授業となっていますが、とても泳げるように
なる授業数とも思えないし実際泳げません。水泳習
得のカリキュラムを放棄している様に受け取れま
す。子供が 2 時間続けての授業でみっちりやれると
も思えません。（体力的に）水泳の授業を増やせとい
うのも難しいかもと思えます。実態が気になるので
一度アンケートを取って欲しいです。今の小学校の
授業だけで水泳習得が可能かどうかの確認をして頂
きたいです。小学校での水泳の習得は難しいのであ
ればスイミングスクールなどへの誘導をするべきだ
と思います。小学校で水泳を習得できる（25m 泳げ
るくらい）と思っていた保護者としては現状小学校
にこのままおまかせすればいいのか身銭を切って動
くべきなのか判断にこまります。 

女性 50 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

平坂 住宅が一気に増えすぎているが保育園〜中学校の事
をもっと考えてから行った方が良かったのではない
か？環境の事も！ 

女性 60 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

寺津 我家には同居する孫もいない為、教育・学校関係の事
などは関⼼が現在ありませんが、寺津地区の寺津小
から寺津中、他の小学校と一緒に中学入学を何とか
なりませんか！矢田地区がマンモス化している様
で、弱小中学はスポーツにも影響します！子育て時
代からずーっと思っております。 

女性 30 代 会社員 吉良 教育関係で働いている方々、学校の先生など、多忙化
解消と言われていますが、なかなか難しい現実があ
ります。研修の見直しや、教員の数を増やす、少人数
学級の実現など、少しでも先生達が余裕を持って子
供達と向き合えるようになるといいです。⻄尾市は
とても住み良い町だと思います。いつもありがとう
ございます。 

男性 20 代 会社員 寺津 私立高校がない為、遠くの高校に通わないといけな
い子が一定多数いる。 

男性 50 代 会社員 鶴城 中学校のマンモス化について何十年も放置されてい
る感があります。公平な教育にはならないと思いま
す。 

男性 30 代 会社員 寺津 教育への投資を充実してほしい。 
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女性 40 代 会社員 吉良 未来のある子供への支援は、健康だけでなく学力な
どの支援も必要だと思います。これからの⻄尾市の
発展のために少子化問題に対してもっと取り組んで
いだだきたいですよ。 

男性 40 代 会社員 一色 学校行事を活発化して欲しい。行事を縮小化する傾
向が強いのを何とかしてほしい。部活を無くさない
で欲しいが、無くなるのが仕方ないのであれば、ほか
に何か子供達の放課後に学びの機会を与えてほし
い。 

女性 20 代 会社員 平坂 学校教育が充実するよう、教員数を増やしてほしい。 
男性 50 代 会社員 ⻄尾 学習する施設の充実。デスク、研修室、相談室。 

 
 

12. 文化・スポーツ 

女性 40 代 会社員 寺津 クラシックコンサート等、文化会館でたまには行っ
て欲しい。コロナのせいで余りコンサートが無くて
退屈です。 

男性 70 代 無職 一色 碧南、刈谷、安城、幸田、蒲郡、岡崎、知立等々には
有るが⻄尾市には美術作品展などが発表出来る会場
が無い。文化会館の会場では他市に比べて余りにも
お粗末で⻄尾市⺠として恥であると他市の友人にい
つも言われています。 

男性 80 代 
以上 

無職 ⻄尾 正規の野球場がない。美術館と言える施設もない。⻄
三河地区の豊田、岡崎、刈谷、安城に比べ、上記⼆種
で完全に劣っている。碧南でも野球場、藤井達吉美術
館がある。市⺠にとり実に不幸であり、恥でさえあ
る。全く田舎と言ってもよい、情けないと思う。 

女性 30 代 無職 鶴城 大人や子供が一緒に気軽に体験できるワークショッ
プが集まるイベント。アクセサリーなどではなく普
段ふれる事が出来ない伝統あるものとかだといい。 

女性 50 代 その他 幡豆 幡豆中学校周囲で学生やロードレースをされている
方など良く自転車を利用している方が多いので自転
車専用レーンを作れば自転車事故も減ったり、危険
も少ないと思うし観光にもなり人が集まると思うの
ですが如何でしょうか？ 

男性 70 代 会社員 ⻄尾 文化、芸術、交通整備にもっと力を入れて欲しい。 
女性 70 代 自営業 一色 碧南、安城、岡崎等、展示しやすく、入りやすい美術

館を必要と感じます。山本先生、⻫藤先生他展示物が
眠っていると聞きます。⻄尾市は文化的価値が低い
と感じます。 

男性 60 代 会社員 ⻄尾 三河の市町村で美術館の様な施設が無いのは⻄尾だ
けです。（資料館はありますが）。美術展とかを定期
的に開催できる箱を是非作って欲しい。 
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男性 30 代 会社員 鶴城 ⻄尾マラソンなど大規模なイベントを市⺠全員が楽
しんでいると勘違いしている節がある。考えられな
い位の通行止めを行なっているのに。担当者に何処
を通れば目的地にたどり着けるのか質問しても「分
からない」と返って来る。興味が無い人には迷惑極ま
りないイベントでした。⼆度とやらないで欲しい。担
当者に何の為にやってるのか聞いても言わされてる
感やらされてる感満載でしたよ。税金を無駄に使わ
ないで下さい。 

男性 60 代 無職 ⻄尾 美術館の建設。 
男性 40 代 会社員 平坂 フルマラソンの大会楽しかったです。毎年開催して

ほしい。日本代表のスポーツを誘致してほしいです。 
 
 

13. 情報 

女性 60 代 無職 吉良 広報は市が提供したい記事ばかり。PFI で税金がど
れだけ出ているか、相手方との問題点等、今の状況を
紙面を 4 ページぐらいかけても知らせるべき。文化・
芸術なんて、一部の者のひまつぶし。市⺠に知らせた
くない（役所、市⻑が）記事を広報に掲載すべき。 

女性 20 代 会社員 福地 市政の状況を若者にも分かるようにSNS等を利用し
て広報して欲しい。 

女性 10 代 学生・
専門学
校生 

吉良 楽しそうなイベントなどが色々あるが、それらの情
報があまり入ってこないのが少し残念です。また、子
供向けのワークショップだけでなく、大人向けのワ
ークショップも増えると嬉しいです。 

男性 60 代 無職 吉良 市の広報紙やライン、防災無線等で場所を特定して
広報する場合、町名までの明記に留めている場合が
多いと感じる。しかし町名まででは、特定する区域の
広さにかなりの開きがある。例えば旧一色町や旧吉
良町の場合は人⼝ 2 万数千人の広大な区域になる。
一方、旧⻄尾市の場合は小学校区にも満たない人⼝
数百人程度の狭い区域になるのではないか。この区
域の違いによる不都合を以前から感じていた事例を
一つ挙げれば、「行方不明者の情報提供のお願い」で
ある。一色町地内とか吉良町地内だけでは範囲が広
すぎて、身近に感じることができず、情報提供依頼の
効果を半減させているのではないか。今後について
は、旧一色町、旧吉良町の場所を特定して広報する場
合は、旧大字の範囲まで明記していただきたいもの
である。前向きな検討をお願いしたい。 

女性 30 代 会社員 平坂 嫌なニュースで⻄尾市の知名度をあげないでほし
い。悲しい。 

男性 30 代 会社員 鶴城 今の若い人は、スマホで情報を得ているので、LINE
をうまく、使えばいいと思います。自分も、⻄尾市の
LINE で、コロナについては確認しています。このア
ンケートの、たとえば、市議会の連絡通知なんかも出
してみてはどうですか？SNS も、使い方しだいだと
思います。⻄尾市のラインアカウントを知ったのは
最近なので、そこから、伝えていってはどうですか？ 
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男性 70 代 無職 福地 都市計画道路が遅れているように思います。現状と
か進捗状況を広報等で公表してほしいと思います。 

女性 60 代 無職 東部 広報にしおの紙の質、もう少し落としていいと思い
ます。あまり見ないのにもったいないと思います。班
⻑さんが届けてくれるけど 5 日過ぎに届くのは困り
ます。忙しいのはわかりますけど…。 

女性 40 代 会社員 ⻄尾 広報にしおなどから時々放送がありますが、場所に
よってはとても聞きづらいです。緊急性がある情報
が聞きづらいというのは大変困ります。どこにいて
もしっかりと聞きとれる環境（スピーカー）をつくっ
ていただきたいです。 

女性 50 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

東部 PFI 事業の見直し問題について、その経緯や市の考
え方、今後の見直し等もっと市⺠に公開して欲しい。
事の大きさで言うと最重要課題のはずだが、市から
の発信が余りにも少ないと思うのだが。 

男性 20 代 会社員 ⻄尾 若い人ほどSNSでの情報をソースとすることが多い
ですが、まだまだ活用が知られていないように感じ
ます。キャッチの CM やチラシ、広報などに SNS の
QR 一覧を掲示したり、広く知って頂く必要があるの
かなと。アーティストとコラボして資金（募金）を募
ることも手かと思います。→「和楽器バンド、伝統芸
能文化支援」参考。 

男性 60 代 会社員 鶴城 もっと観光客が来てくれる様な施設の充実他の地域
の人達への情報発信。 

女性 40 代 会社員 平坂 テレビで幼い子供達の悲惨な事件が多々おきていま
す。情報提供等、軽視せずに虐待等見逃さない様にし
て頂きたいです。 

女性 60 代 会社員 吉良 コロナウイル感染拡大防止に関する情報の充実。例
えば、自由に抗原検査が出来るところを設置する。ま
たは、いつでも薬局で購入できるようにして欲しい。
充実されれば安⼼して過ごせるまちづくりへ繋がる
と思う。 
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14. 観光 

男性 70 代 無職 鶴城 平原の滝、⻑圓寺山を、もっと整備してはいかがです
か。倒木の危険性がありますし、登山道も整備不良の
箇所があります。 

女性 20 代 会社員 福地 ⻄尾の特産品（うなぎ、抹茶）を活かしたイベントの
催し。 

男性 80 代 
以上 

無職 寺津 観光事業の推進。 

女性 40 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

⻄尾 特産物の全国アピールが下手だと思う。なので、ネッ
トなど（TikTok）（インスタ）を使用して全国の人に
⻄尾の良さを知ってもらい、観光に力を入れて欲し
い。 

女性 50 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

鶴城 美味しいお抹茶。でらうま鰻。岩瀬文庫。⻄尾市素敵
な街です。 

 
 

15. 産業 

男性 60 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

⻄尾 農業者の若手育成を！ 

女性 40 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

鶴城 第一次産業に就業している人の割合が減少傾向にあ
り、近い将来の食料危機が迫ってきています。ヨーロ
ッパでは国の政策によりそれを加速させるような動
きもあり、危機的状況にあるそうです。海外で起こっ
たことは、日本でも遅れてやってくる可能性もあり、
見過ごせない問題だと思われます。⻄尾市としては、
地域農家などを守る為の何か施策はあるのでしょう
か？国が動くのを待つべき内容なのか、よく分かり
ませんが、地元の食を守るという観点からも、何かし
ら行動すべきなのではと危惧しています。 

女性 40 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

鶴城 働く場所を増やして欲しい。 

女性 50 代 会社員 吉良 田舎の良さは自然、人だと思っています。第一次産業
に関わっている人を増やすよう努力してほしい。税
金補助など。久しぶりに吉良に帰ってきたが、あいさ
つをしない人々、田畑が住居に変わっていたり、何も
魅力のない街になっていて残念さがあった。⻄尾市
合併は負の要素満載である。 

女性 30 代 会社員 吉良 ⻄尾っ茶のパッケージを変更した方が良いと思いま
す。着物の女性=お抹茶！というイメージからのデザ
インだとは思いますが、⻄尾市にはまーちゃがいる
のでまーちゃをパッケージキャラクターにした方が
良いと思います。カワイイお茶の方が人にあげやす
いです。 
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男性 80 代 
以上 

無職 幡豆 働く場所が少ない。雇用がない。年になっても働きた
い。 

男性 60 代 会社員 一色 農業をすることで地域の環境すべてがよくなると思
うので農業が盛んになる施策が必要だと思います。 

男性 50 代 会社員 一色 養鰻は一色地区住⺠の誇りであり、養鰻池や水車の
⾳は原風景でもあります。養鰻業者が廃業して養殖
池のあったところが荒れていくのはさみしいです。
これからも養鰻業の振興に取り組んでいただきたい
です。一色地区に住む私は 50 を過ぎてから岩瀬文庫
のすばらしさを知りました。一方、⻄尾市街に住む友
人は最近になって幡豆地区の自然の豊かさに気づい
たようです。市⺠でありながら実際に足を運んでは
じめて地元の素晴らしさを知るということもあるわ
けであり、そういう意味で、より市⺠が市内を移動す
る機会になる企画があってよいように思います。 

女性 30 代 会社員 平坂 スギ薬局ワクチン事件などせっかく抹茶やうなぎで
盛り上げようとがんばっているのにもったいない。 

男性 40 代 自営業 寺津 ⻄尾市は農業が盛んな地域です。農業を絶やさない
様な、生産者を活かす仕組みづくりをお願いしたい
です！ 

男性 60 代 無職 ⻄尾 観光をあまり重視しないでほしい。農業、漁業やその
加⼯業を大切にしてほしい。 

 
 

16. 市⺠病院 

女性 70 代 無職 ⻄尾 市⺠病院をもっと充実してほしい。⼝腔外科があ
ったら良い。 

女性 80 代 
以上 

無職 福地 市⺠病院が老朽化して来ていて改築の準備をした
方が良いと思います。場所としては憩いの農園の
北側方面が新しい幹線道路が出来つつあるので幡
豆、吉良方面からも近くなるので良いと思います。 

女性 60 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

福地 刈谷市には刈谷豊田総合病院、安城市には更生病
院、岡崎市には藤田医科大学岡崎医療センターが
あります。⻄尾市にもこのような総合病院が出来
る事を希望します。⻄尾市⺠病院は⼼配になりま
す。交通の便もよく近くて安⼼して受診できる設
備、人材の整った総合病院を誘致してください。
刈谷豊田総合病院みたいな感じを希望します。 

男性 40 代 会社員 一色 家族がコロナに感染した際、市⺠病院の手際が他の
市とくらべてしまうと悪いと感じました。 
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17. 施設 

女性 30 代 自営業 ⻄尾 ダンスなど行う時に大きい鏡がある場所が少ない。
またレンタル代が高い。場所を増やし、オンラインで
予約できてレッスンなども行える場所を増やして欲
しい。 

女性 20 代 学生・
専門学
校生 

⻄尾 小・中学校にエアコンつけてほしいです。体育館も。 

女性 60 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

一色 公園内のゲートボール場はやめてほしい。孫がスト
ライダーで知らずに入っていったら怒られた。 

女性 40 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

東部 ⻄尾市は土地がたくさんあるのに公園整備が全く進
んでいないと思います。とてももったいないと思い
ます。 

女性 30 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

吉良 市内に綺麗なトイレ等の設備が整っている公園が少
ないので増やして欲しい。又、土日とかでも子供達が
屋内で遊べる施設も欲しい。 

女性 70 代 無職 鶴城 利用する者としては有難いのですが、施設がいつも
閑散として勿体ない様に思います。 

女性 60 代 会社員 鶴城 ⻄尾市にはこどもの国以外に小さな子供の遊ぶ場所
が無い。明石公園や堀内公園のような場所が無い。私
は 60 才過ぎていますが自分が子育てをしている時
には子供会として集まる場所が無かった。安全に遊
ぶ場所が無かった為に市外に出掛けていた。現在で
も無い様に思われます。⻄尾市の町中近くに有ると
思うシルバーさんの仕事に通じると思いますが。 

女性 30 代 無職 東部 ⻄浅井に住んで居るが神社近くに行きづらい公園が
あるだけで子供を連れて安⼼して遊ばせられる公園
が無い。 

女性 30 代 会社員 ⻄尾 ⻄小校区には有るので、花小校区にも児童館のよう
な所が欲しいです。 

男性 70 代 無職 一色 月に 3〜４回程度友達・仲間・コミュニティで他市の
公園へウォーキングに行っているが⻄尾市は公園整
備がとても遅れていて魅力が無い。みんなが行きた
くなる公園の整備をどんどん進めて欲しい。 

男性 60 代 会社員 幡豆 こどもの国を充実した場所にして欲しい。道の駅な
ど、福祉施設の設置、観光施設を充実。 

男性 60 代 会社員 鶴城 市の陸上競技場などのグランド整備や古川公園の整
備をお願いします。 

男性 70 代 自営業 ⻄尾 クリーンセンターへ時々燃えるゴミ（草や木）を持っ
て行くことがありますが、いつも待ち時間が⻑くて
困惑しています。同様な施設を市内に 1〜2 箇所作っ
てもらえるようお願いします。 

女性 70 代 無職 ⻄尾 各、町内には（小さな）公園がありますが、⻄尾市と
して、少し大きな公園がほしいと思います。 

男性 70 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

⻄尾 家族連れで遊べる施設が少ない。買い物、食事は便利
になったが、公共設備、公園等少なく、他市町村へ出
掛けることが多い。 

男性 70 代 無職 ⻄尾 科学技術短大を設置されたい。 
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男性 70 代 無職 鶴城 新規に公園を作るより、現在の資源をきちんと維持、
整備していくのが、大事では。 

女性 60 代 無職 平坂 今後、大学の誘致、大きな大会が開催できる野外施設
（野球場、サッカー場、陸上競技場）が充実する事を
願います。⻄尾に多数の人が電車を使って来てもら
える事が必要かと思います。 

男性 30 代 会社員 鶴城 子供等のサッカーグランドの充実（グランド）。矢作
川グランドが週末になると外国人が占拠（無許可と
思われる）していて何も出来ない。 

女性 70 代 無職 ⻄尾 健康維持の為にスポーツは大切で総合体育館のジム
は安価でできるので一時入会していましたが、街の
中⼼からは遠くガソリン代もバカにならず来ている
人は（⻄尾に近い）岡崎の人や八ツ面の人などで、土
日などは上の歩くコースが利用出来ません。⻄尾市
⺠の人達が行きやすい場所であったら大勢の人々が
利用できたのに…。これからは立派すぎる施設でな
くても自慢できる施設でなくても行きやすく利用し
やすい所を作って欲しい。 

女性 30 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

鶴城 子供達が気楽に遊べる様な公園が家の近くには無い
ので少し不便です。遊具が無くても広場だけでもあ
ってくれたら良かったなぁと、いつも思っています。 

女性 20 代 無職 平坂 もっと大きな公園を設置して欲しい。岡ノ山公園が
残念でならない。対象 0−2 才くらい？入園後のもっ
と大きい子も遊べるような環境を作って欲しい。 

女性 50 代 無職 平坂 ⻄尾市立図書館の学習室の環境を良くして欲しい。
市内の学習室の場所を増やして欲しいです。 

男性 30 代 会社員 鶴城 子供達が遊べる大きな公園（例、堀内公園）。広いだ
けで遊具が少ないは利用が難しい。（こどもの国は遠
く、気軽に行くには広すぎる）。 

男性 30 代 会社員 鶴城 公園をもっと増やして欲しい。 
女性 40 代 パートタイ

マー・アル
バイト 

鶴城 プール、スケート、自転車道、アスレチック場、交通
公園、梅林公園など、身近で利用出来る施設が増えて
欲しい。駅にコンビニが欲しい。 

男性 50 代 会社員 一色 プールを作って下さい。 
男性 20 代 会社員 寺津 子供が遊べる公園（噴水等が設置されている）を作っ

ていただきたい。 
女性 30 代 無職 鶴城 近くに公園がないこと。子どもが遊べる室内遊具施

設があるといい。 
男性 80 代 

以上 
無職 寺津 公園の増設。 
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男性 30 代 会社員 吉良 碧南市の臨海公園のような大きな公園があると良い
な。点々と小さな公園があるのも良いけどボール遊
びができなかったり、車がとめることができなかっ
たり、芝生があっても草が生い茂り、遊べなかった
り、不便なことが多いので、水遊びもできるし、トイ
レもたくさんある碧南市臨海公園に行ってしまう。
あとは無料で室内アスレチックとかあると良いと思
う。税金使って？建てたのに 65 歳以上しか利用でき
ないげんきプラザは残念。公園があればそんな施設
なくても運動できるし、みんな使える。 

女性 30 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

吉良 広い運動公園があると良いと思った。（臨海公園のよ
うなイメージ）吉良にもバスの運行をしてほしい。
（高齢者が車の運転をしなくてすむように）。 

男性 80 代 
以上 

無職 福地 駐車場がある、お洒落な公園を作ってほしい。 

男性 70 代 自営業 東部 岡崎、碧南、安城にあるような、子供が遊べる大きい
遊園地を整備してほしいです。 

女性 60 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

一色 ⻄尾にも子供たちが夏に遊べるじゃぶじゃぶ池を作
ってほしい。海が近くにあるけど、小さい子を安⼼し
て遊ばせる所がない。さかなセンターの隣の空き地
は広いだけで、これといって遊ぶ所もないので。一色
から⻄尾に行くのに、農道を使うことが多い。途中、
歩道がしっかりできている所もあるが、まだ途中ま
でなので、ぜひ、一色の、寿司屋カネキチまで作って
ほしい。車の往来が多いので自転車、歩行者の人でも
安⼼して通れるように。今、コロナで⻄尾も多くの患
者さんがいて大変だと思いますが、⻄尾市がもっと
住み良い、特に子供たちがずっと住みたくなるよう
に、皆の意見を反映してくれるとうれしいです。いつ
もありがとうございます。これからもよろしくお願
いします。私は上手に、意見を言ったり書いたりする
のが下手ですが、このように意見を気楽に出せる機
会があるのはとてもありがたく思います。 

男性 50 代 会社員 鶴城 古川公園へのトイレの新設、有難うございます。桜町
前駅の踏切が狭いですが、拡張計画は有りますか？ 

女性 60 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

幡豆 随分以前から言ってますが子育てをする為に気楽に
通える公園が少ない。自然豊かな⻄尾市であるので
自然を利用し遊べる場が有ると良いと思う。 

女性 50 代 無職 鶴城 遊べる公園が少なくて近所に無い。 
男性 60 代 会社員 福地 こどもの国の整備、安易に子供たちが遊べる施設を

作って下さい。（現状広すぎる）。遊具の集約。 
女性 30 代 会社員 鶴城 中原、志貴野町には公園が少ない。子供が遊べる場所

が欲しい。 
男性 30 代 会社員 寺津 公共施設の安全確保（老朽化している建物がたくさ

んある）。 
男性 50 代 会社員 平坂 碧南の明石公園や安城の堀内公園のような、家族で

遊べる安価な遊具がある公園を是非⻄尾（八ツ面山）
に実現させてほしいです。 
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女性 30 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

福地 子供を外で遊ばせたいが、公園が少ない。徒歩で行け
る距離にはなく、車で公園に行くにしても駐車場の
ある公園が少ないので困る。駐車場もある広めの公
園を作ってほしい。 

女性 40 代 会社員 吉良 ⻄尾市にも、安城市の堀内公園や碧南市の臨海公園
のような広くて駐車場がたくさんある公園がほしい
です。 

男性 30 代 会社員 鶴城 熊味町在住ですが、町内の公園が少ないので公園整
備をお願いします。 

男性 30 代 会社員 平坂 人⼯芝のサッカー場を作って欲しい。現況では大人
がサッカーできる場所がない。横須賀公園にあれば
サッカー協会はリーグ戦が整備されており、中学・高
校世代も定期的によく使うので名鉄⻄蒲線の利用者
も増える。総合運動場の整備も進めてほしいが、今一
度各スポーツ団体の協会の意見を聞く機会を作って
ほしい。その上でより具体的に整備計画を進められ
るようにしてほしい。 

女性 50 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

⻄尾 市⺠に健康・スポーツを促している割に設備が追い
ついていない。⻄三河他市は充実した競技場が多数
あるのに⻄尾市は無い。刈谷のウェーブ、安城の陸上
競技場並みの施設があると良い。総合グラウンドは
対外的に自慢できる施設ではない（芝ではなくあれ
は雑草）。 

女性 30 代 会社員 福地 福地地域（⻄尾市）に公園がほしいです（明石公園、
堀内公園みたいな大きな公園）。もっともっと子供た
ちが楽しめる公園を近くに設置してほしいです。 

女性 50 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

平坂 ⻄尾市は子供達が遊べる遊園地がない。 

女性 30 代 無職 吉良 公園をもっと整備して欲しい（トイレが昔の和式で
せまい）。駐車場がない所が多い。小さすぎず、大き
すぎない公園がもう少しあったらいいなと思いま
す。 

女性 70 代 無職 平坂 近くの公園へ行くのも駐車場がない為、作って欲し
い。 

女性 10 代 会社員 平坂 ⻄尾市はスポーツ推進を進めていると聞いています
が、屋外のスポーツで正式な大会を開催できる場は
少なく、陸上競技では正式な記録になりません。陸上
競技場の建設を検討してもらいたいです。今の市⺠
グランドでは整備がされておらずデコボコでケガを
してしまわないか不安です。野球場やサッカーグラ
ンドなども同様です。宜しくお願い致します。 

男性 50 代 会社員 鶴城 少し離れた公園に小さい子供を連れて行くため、公
園に駐車場を整備してほしい。駐車場がある公園が
少ない。 

男性 50 代 会社員 一色 市の体育館など空調が完備されていない場所に空調
を設置して欲しい。 

女性 60 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

東部 他の市に比べて公園の施設が充実していない。 
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男性 40 代 会社員 平坂 特に公園などが少なく、又公園があっても草がいっ
ぱいなどで子どもが安全に遊べる場所がない。 

男性 40 代 会社員 吉良 愛知県の殆どの公園を調べたが、遊具のある公園が
ダントツで少なすぎる。駅前と図書館公園しか十分
遊べる場所がない。コミニティーは大きさの割に物
足りない。その他の小さい公園は駐車場もなく苦労
する。こどもの国に関しては名前も立派で地図で見
てもすぐ目に着く素晴らしい立地だが施設が充実し
ていない。もっと生かして過疎も地域活性にも繋げ
れると思う。山と海に恵まれているのだから、例えば
伊豆のシャボテン公園とグランパル公園みたいな海
と山の近場の連携みたいにラグーナとセットで売り
出して、県外から来た人がセットで利用してくれる
様にして誰もが知るテーマパークにできるはず。 

女性 50 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

東部 街中は公園が多いけど、近くに公園がないので作っ
て欲しい。子供が遊ぶ場所がない。 

男性 30 代 会社員 ⻄尾 ⻄尾に運動公園のような大きな公園が欲しいです。 
男性 60 代 会社員 ⻄尾 碧南市の明石公園のような気軽に幼い子供と出かけ

られる公園が欲しい。 
女性 40 代 パートタイ

マー・アル
バイト 

鶴城 子供達が安⼼して遊べる公園を、もっと増やしてほ
しいです。特に、自宅の周辺には歩いて行ける公園が
ないので、お願いしたいです。 

女性 30 代 会社員 ⻄尾 他市にあるような、駐車場も完備されている、広くて
綺麗な公園が増えて欲しい。 

女性 20 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

⻄尾 子供が遊べる室内の遊び場、熱中症等気にしなくて
済むように。 

男性 40 代 会社員 鶴城 駅もコンビニも近い場所に住んでいるのでとても便
利なのですが、近くに子供が遊べる公園が無いため、
公園があれば子育て世代にとってより住みよい街に
なると思うので、意見を募るなりして公園を増やし
てほしいと思います。 

男性 10 代 学生・
専門学
校生 

福地 福地駅に月極などではない、誰でも利用できる駐車
場を作ってほしいです。現状だと徒歩や自転車でし
か駅にアクセスできなく、アクセスが悪くとても不
便です。駐車場がないからという理由で利用をため
らう人も少なくないと思います。せっかく名古屋ま
で 1 本で行ける直通の電車もあるのにもったいない
です。駐車場があればアクセスが良くなり、利用者も
増えると思うので、にしがま線存続に向けても駐車
場は必要だと思います。 

女性 30 代 会社員 幡豆 ⻄尾市内が混むので、一色や幡豆にグランピング施
設やボルダリングやスラックラインが出来るような
施設を作って人の流れを分散させて欲しい。 

男性 50 代 自営業 鶴城 家族でゆっくり遊べるような大きい公園があるとい
い。 

女性 40 代 会社員 幡豆 もっと体を動かせる施設がほしい。田舎だからか分
から無いものが多い。不便さをよく感じる。 
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女性 40 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

福地 親子、家族で楽しめる大型の公園(安城の堀内公園、
碧南の明石公園の様な場所)を作って欲しい。 

女性 30 代 会社員 ⻄尾 自宅周辺に公園が少ないので、もっと整備してもら
えたら嬉しい。 

 
 
18. 市議会 

女性 60 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

⻄尾 市職員や市会議員が全国のニュースやワイドショー
で話題になるような悪い言動はやめてほしい。はず
かしいと思う。市会議員が知人や身内等の訴えにの
み異常に反応し行動しない方が良い。 

女性 60 代 自営業 寺津 新人議員さんも積極的に取り組んでいる様子も伺っ
ています（倫理法人会において）。それぞれが助け合
える安⼼して暮らせる⻄尾市を力を合わせて築いて
いって欲しいと願います。 

女性 80 代 
以上 

自営業 平坂 自分達の選んだ市議会議員さんに意見を託して⻄尾
市が他の市より幸せに生活出来るように願ってま
す。 

男性 50 代 会社員 鶴城 市議員が多い。 
男性 40 代 会社員 吉良 PFI の中断・見直しによるライフサイクルコストへ

の効果の見える化を！ 
男性 50 代 自営業 ⻄尾 市議は活動してるようには見えない。 
女性 50 代 会社員 吉良 市⻑や市議員には頑張っていただきたい。三河の海

が日本一汚い海になっていたのも、おどろいてしま
った。どうか頑張って仕事をしてほしい。文句ばかり
で申し訳ないですが、明石市のような市を期待して
います。（昔の吉良町が良かったので、今の現状が残
念です。） 

男性 50 代 会社員 一色 市議会議員は、地元の声だけではなく、⻄尾市全体を
考えて欲しい。 

男性 70 代 無職 ⻄尾 PFI（⺠間資金）、これは最後の砦である議会が機能
していない。⺠間資金を活用して行う事業なのに⻄
尾市の場合は 100％税金を投入。県が進めたのは平
針試験場とセントレアの国際展示場、次に愛知県体
育館を進める予定。利用者が多いので 30〜40 年⻑い
スパンで償却できる。土地開発に一言。⻄尾、岡崎地
区に⼯場が集約しているが何故、これも議員が賛成
したからか。⼯場は⼯業団地を造成するのでは、売買
契約が成立すればどこでも良いのか説明を。 

男性 60 代 無職 幡豆 幡豆町地区にはあまり観光に積極的でないようで残
念です。 

女性 70 代 無職 鶴城 市会議員の半数は 30 歳以下にする。 
女性 70 代 無職 福地 市議会の様子を市⺠課の TV 中継で見た。質問する

人も、答える人も、下を向いて紙を読んでいるだけ！ 
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男性 40 代 会社員 平坂 市議会議員の定年を作ってほしい。高齢になると、ご
自分ではでは気付かないかもしれないが、かなり時
代錯誤。若い人の意見を反映する人ならともかく、当
選したから自分が正しいと言う感じ。謙虚に学ぶ姿
勢を持ってほしい 

 
 

19. 防災・災害 

男性 50 代 会社員 吉良 地震、台風などの自然災害に対し強いまちづくり
を期待したい。 

女性 70 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

東部 ⻄尾は住み良い町だと思います。これからも大き
な自然災害がいつ来るかもしれません。そのため
すぐ対応出来るように準備が必要だと思います
（やっていると思いますが…）。 

女性 40 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

⻄尾 丁田町に住んでいますが、以前から大雨が降ると
家の前の道路が冠水をしてしまい、そのほとんど
が深夜に起こるので家まで浸水しないか対処と⼼
配で眠ることができません。近年では回数も増え
不安でなりません。そして先日の大雨で家の中ま
で浸水してしまい大変な思いをしました。今後は
もっと異常気象で被害を受けることになるのでは
と不安になります。そうならないためにも早急に
対策して頂きたいです。よろしくお願い致します。 

女性 50 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

⻄尾 ニの沢川が雨が降ると水害が起こる確率が増加し
た。大雨注意報がでたらすぐに水門を開けて欲し
いです。 

女性 60 代 無職 東部 近年集中豪雨が発生し易いが、矢作古川等の河川
の堤防付近の雑木が大きくなっていて増水時の氾
濫が⼼配される。見た目でなく災害を未然に防ぐ
為にも伐採しておいて欲しい。市⺠が安⼼して暮
らせる町づくりを期待します。 

女性 60 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

鶴城 大雨により川が氾濫し家屋に被害を受ける場合が
有りますが、その対策は？ 

女性 40 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

⻄尾 先日 7/26（火）の夜からの豪雨により床上浸水な
どの被害がたくさんあったと思います。今後あの
ような集中豪雨は増えていくと思います。そのた
び、不安になり、被害にあう事はその土地を離れ
る事でしか解決はありませんか？具体的にどれぐ
らいの被害があったか市は把握しているのでしょ
うか？今、一番身近に感じている、生活において
の⼼配事です。 

女性 50 代 自営業 一色 防災に強いまちづくりをしていただきたいです。 
女性 20 代 学生・

専門学
校生 

一色 津波に対して特に海に近い地域に住む人々は⼼配
しているので、そういった地域は高齢者も多いた
め、安⼼して暮らせるよう、また非常時にも生き
残れるように災害対策が強化されるといいです。 

男性 50 代 会社員 鶴城 ⼆の沢川が大雨の時に毎回あふれる。治水を考え
て欲しい（議員の地元だけでなく）。ホームページ
から質問をしたが回答が来ない。何かしらの返答
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が有ってもいいのでは？ 
男性 30 代 会社員 幡豆 先日の大雨で冠水したところが結構あると思いま

す。冠水対策はしているのですか？シャオ集辺は
特に少しの雨でも道路が水であふれると思いま
す。 

男性 60 代 無職 幡豆 全国で水害が多発しています。河川の整備、傾斜
地等の整備で被害を最小にして頂きたい。 

男性 30 代 会社員 ⻄尾 ⻲沢町のニの沢川が、雨で頻繁に氾濫する。道路
や家が浸水し、車は水に浸かり廃車になった。通
行する車も、走行不能になり、翌日レッカーされ
る。8 年前くらいからこの状況、改善しない。どん
どんひどくなっている。本当に、ニの沢川をなん
とかしてほしい。 

女性 60 代 無職 吉良 地震津波等の災害が一番⼼配です。常に新しい情
報が欲しいです。そして、津波時の避難場所がこ
の地区の住人の何割ぐらいを受け入れ可能なのか
もう少し細かい情報が欲しいです。避難タワーも
災害時に歩いて行ける距離にあると助かります。
宜しくお願い致します。 

男性 40 代 会社員 鶴城 市内で大雨が降ると冠水する箇所が多くありま
す。子供の通学等で大変危険（足のスネの高さく
らいまで冠水）で通学路を変更したり、親が車で
送迎することもあるので、対処をお願いしたい。 

 
 

20. 産業廃棄物処分場問題 

男性 60 代 無職 平坂 産廃処分場問題は市⺠にほとんど知られていないと
思います。現状を含め今後どのようにすべきか等の
案の有無等を色々な手段で情報提供していくことを
望みます。今回のようなアンケートを定期的に実施
して欲しい。 

女性 50 代 会社員 寺津 産業廃棄物処分場の計画について知らない方が多い
ように思います。建設されると、どのような不利益が
生じるのか市が作成した開設動画では分かりにくか
ったです。絶滅危惧種の野鳥等の生態を載せてある
と、もっとよかったと思います。 

男性 60 代 会社員 平坂 産廃処分場の賛否よりも、同地区の産廃の処理と同
地区に産廃が埋っていることを知らない人が多いこ
とを考慮してほしい。 

男性 30 代 会社員 平坂 処理場は反対。 
女性 40 代 自営業 ⻄尾 産業廃棄物処分場だけは反対です。 
男性 50 代 会社員 ⻄尾 産廃処分場問題は⻄尾に来なければ良いみたいな感

じがします。現状出る産廃をどうすればいいかとか、
減らす対策とかの議論が見えて来ません。 

男性 60 代 会社員 平坂 産業廃棄物処分場の設置に関する回答欄は⼆者択
一。聞くのは賛成、反対だけでいいの？条件付き賛
成・反対もあると思うし、良くわからない人もいるは
ず。 
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男性 40 代 会社員 吉良 産廃施設建設でマイナスイメージがついてもその代
わりとして得られる経済的旨みをそちらに回せば良
しと思えるので、産廃施設回答には賛成とさせても
らいました。 

女性 50 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

鶴城 廃棄物処分場には反対です。 

 
 
21. 外国人 

男性 70 代 無職 平坂 ⻄尾市主催の外国語教室（一般）講座の充実を。 
男性 40 代 会社員 一色 外国人が増え、ゴミ出しマナーが低下しているの

で、例えば住⺠票申請の際に、パンフレットを渡
すだけではなく、説明の場（その場で説明か、説明
会を開く）など設けて欲しい。一住⺠が要望する
際のステップが分からないので、要望しやすいス
テップが分かり易い環境にして欲しい。具体的に
は「一色高校の北側の丁字路」の交通量や横断者
が多く、いつも危険に感じるので、信号機を設置
して欲しいと町内に要望しても進んでいるのか進
んでいないのか、要望を出してくれたか出してく
れていないか分からない状況。 

男性 60 代 会社員 鶴城 ⻄尾市は他国（外人）の人が多くいるが、マナーや
モラルを身に付けられるように取り組んでいただ
きたい。 

男性 80 代 
以上 

その他 ⻄尾 ⻄尾市も老人が多くなり子供が少なくなって来て
いると思います。外国の人も多くなり、昔は⽞関
に鍵も掛けずにいたと思いますが、最近は⼾締り
をしっかりするようにといつも⼼に思ってます。
今回は機会を頂き有難うございます。 

男性 30 代 会社員 幡豆 外国人が多くなってきてます。外国人の車の運転
がこわいです。何か対策してますか？ 

女性 40 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

平坂 外国人の方のゴミの出し方がひどいです。年末に
出したり、該当ゴミの日以外に出す為にカラスに
開けられゴミが散乱しています。カラスが住み着
き環境が悪く困っています。 

 
 

22. その他 

女性 80 代 
以上 

無職 寺津 私たちの時代はすぎたので、若い人たちにいろいろ
がんばって頂きたいと思います。 

男性 50 代 会社員 鶴城 初めて市政世論調査が送られてきた。意見を言える
機会を貰えて良かった。このような機会が無い限り、
中々市政に関⼼を持たないと思う。 

男性 70 代 自営業 鶴城 より良い⻄尾市へ市⺠全体で頑張りましょう。 
男性 70 代 無職 幡豆 全体的に知識に乏しくて期待に沿える事が出来ず申

し訳ない。 
男性 60 代 無職 吉良 今まで真剣に考えたことがなかった。 
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女性 80 代 
以上 

無職 一色 本人は高齢の為、アンケートが届いても答えられな
い。開封して即家の者に手渡すだけです。無作為だか
ら仕方ない事ですが、もっとしっかりと答えられる
人へ郵送した方が今後の市政の為、有効ではないで
しょうか。 

女性 80 代 
以上 

無職 寺津 ありがとうございました。もう少し若くて体力があ
ったら、色々の事に出席し楽しみたかったです。 

男性 40 代 会社員 鶴城 市外の若い子の言葉「⻄尾って何もないやん〜」笑笑
笑。 

男性 20 代 会社員 寺津 男女平等が謳われている中、自動車部品製造会社な
どまだまだ女性が活躍できる職場が少ない。 

男性 60 代 会社員 一色 残された老人の集落に未来は有るのか。 
男性 30 代 会社員 幡豆 この市政世論調査は本当に無作為ですか？知人と比

較して私の調査回数が明らかに多いと思います。 
女性 50 代 無職 平坂 最近情報番組を見ていると良く⻄尾市が特集されて

いる様な気がします。魅力ある街になって観光客が
増え、ひいては住人になってくれる若い人が増える
と良いと思います。 

女性 60 代 無職 ⻄尾 無作為に選ばれた方と書かれていますが毎年用紙が
送られて来るのは何故でしょうか？他の方の意見も
聞いてみて下さい。 

男性 50 代 会社員 幡豆 大きな変化は求めていない。 
男性 80 代 

以上 
その他 ⻄尾 今回は無作為に用紙を出されたと思います。老人に

なると出掛ける回数も少なくなり本人の気力で頑張
らなければと思っています。 

男性 40 代 自営業 吉良 まちづくりとは関係ないが、この調査票の紙の無駄
だと思う。 

男性 60 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

寺津 一色町役場が避難所になってるのにバリケードが有
るのは何故? 

女性 30 代 無職 吉良 吉良中の自転車通学の生徒が雨の日に紺色のレイン
コートを着ていますが、車から気付かれにくく危険
です。もっと明るい色、できれば蛍光カラーくらい目
立つ色にしてほしいです。最近の若い人達には明る
い色もファッショナブルと認識されているので、年
配の先生方が思うほど抵抗はないと思います。横須
賀小の前の土地改良碑（高さ５メートルくらい？）が
一部崩落しましたが、特に対策が取られていません。
私有地かもしれませんが、通学路なので市の方から
も所有者に崩落・倒壊防止の対策を求めてください。 

男性 70 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

一色 何にでも、反対するのはどうかと思う。他の意見も聞
くべき。 

男性 60 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

幡豆 市政世論調査なども LINE を使って、費用コストの
削減に活用してください。 

男性 40 代 会社員 鶴城 ⻄尾市内の専門店を利用すると web ポイントが貰
え、ポイントに応じて商品と交換出来る仕組。または
割引クーポンが発行できるアプリの運用。 
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男性 20 代 会社員 ⻄尾 コロナの影響による 10 万円の給付金を１回しかも
らっていません。 

男性 50 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

平坂 行政のデジタル化を進めて欲しい。 

男性 40 代 会社員 平坂 他の地域では盛んな宅配サービス(ウーバーイーツ
など)が⻄尾は盛んではない、時代の遅れを感じる。 

女性 50 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

⻄尾 外国人も税金を納めているので、我々外国人にも意
見を求めればいいと思います。日本国⺠同様、私たち
も希望や意見を持っています。 

男性 30 代 会社員 平坂 街灯（防犯灯）を増やしてほしい。街灯がほとんど、
または全くない場所がたくさんあります。 

男性 20 代 その他 ⻄尾 給料が上がってほしいことと、残業をもっとしたい。
仕送りをするために、もっと収入がほしい。 

女性 20 代 学生・
専門学
校生 

平坂 とても住みやすいまちです。これからもがんばって
ください。 

女性 40 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

⻄尾 公共照明の改善。街の中⼼部は街灯が多く設置され
ているが、夜中は動きが少ない場所です。犯罪や事故
を防ぐために、住宅街はもっと明るくするべきです。 

男性 30 代 自営業 鶴城 ⻄尾は複合施設も多く、自然豊かで住みやすい。ネガ
ティブに言うと平和ボケしている人も多い。やはり
名古屋に出ると、経済やファッションなど情報が遅
れていることを感じる。⻄尾は⻄尾市内だけで生活
が回るので、行動範囲が狭い人が多く、市外からの情
報には閉鎖的な感じもある。これからの将来を担う
若者に、愛知県、日本、世界の経済状況や動向に対し
て意識する機会が増え、ただ周りと同じように過ご
すのではなく、夢や希望を持って生きていけるよう
な環境(⻄尾)になって欲しい。 

女性 40 代 パートタイ
マー・アル

バイト 

福地 意見箱に入れる意見についてですが、名前や住所が
書いてないと、読んでももらえないと聞いた事があ
るので、ちゃんと目を通して欲しいと思います。 

女性 10 代 学生・
専門学
校生 

一色 勉強できる場所が公⺠館にあるのがすごく助かって
います。でも公⺠館以外でも勉強できるスペースが
増えると嬉しいです。公⺠館以外に勉強できる場所
があるなら教えて欲しいです。公共の場所がどのよ
うに利用できるのか、どんなふれあいの場所がある
のか、知れるともっといいです。 

女性 10 代 学生・
専門学
校生 

幡豆 幡豆町は少子高齢化が進んでいるため高齢者と地域
の若い人との関わりが持てるコミュティの場があれ
ば災害時も役立つと思う。 

女性 50 代 無職 その他 公共交通機関を改善、一色に電車の駅を。 
男性 30 代 パートタイ

マー・アル
バイト 

その他 私の意見として、都市開発に欠かせないのは行政機
関の公共政策の改善であり、国内国⺠だけでなく外
国人にもより良い関与、予防、安全、福祉などに効果
的かつ効率的なモデルの政策に加え、情報を知り得
たい者がアクセスできるようにしてほしい。 
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男性 40 代 会社員 吉良 地域コミュニティーと市政の距離を身近に感じるこ
との出来る居場所づくりが必要に感じる。世代を越
えて食生活を通じた、健康な街づくりを実践して欲
しい。自分の住んでいる街を深く知る機会が増える
と良いですね。 

男性 20 代 会社員 その他 カルチャーイベントをもっと。 
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