
　まちづくりについて、普段から感じているご意見や、アイデアを記載していただ
くため、アンケートの最後に自由意見欄を設けました。
　回答していただいた内容は、多岐に渡りますので、内容により項目分けの集計を
行っています。

一般住民
2,716
821 （注）

（注）記載者数の中には、「特にありません。」旨を記載した7件を含みます。

総合計画住民アンケート 調査結果
（自由意見特別編集：一般住民）

問23記載者数

問23　最後にまちづくりについてのご意見やアイディアがありましたら、
　　　ご自由にお書きください。

有効回収数

1.編集内容

2.質問事項

3.回収結果



まちづくりの理念
小項目 代表的な意見 主な関連意見 意見数

皆が相手の気持ちになって、何事もよく考え行動してほしい。

道徳教育の進むまち。常識ある人が住むまち。

青少年の育成による活力あるまちづくり。

多くの住民の声を聞きすばらしいまちづくりへの努力を。

行政が私心や指針を持たず、市民の声に耳を傾ければいい方向付けができ
る。

住民の考えを参考にするところは参考にして、安全で安心なまちづくりを。

自分たちでできることは、自分たちでする。自分たちのまちは自分たちで守
る。そんな気持ちを持つ人に活動のきっかけを。

若者から老年まで楽しく協力できるまちづくりを。

自分にできる「良いまちづくり」から実行してみたい。市の広報でボランティア
募集記事の掲載をしてきっかけ作りを。

元気な老人が増えています。この力をまちの活性化につなげれたらいいと思
います。

私の地域は人が少なく、アパートが増えてコミュニケーションがないので、ど
の地域でも楽しいイベントのあるまちづくりにしてほしい。

老人の住みやすいまちにすると高齢者だけでなく、赤ちゃんや妊婦など皆に
優しいまちになる。

老人が近所づきあいできる、安心して住めるまち。

子供たちを大切にするまちづくり。

これからの子供のために住みやすい(魅力のある）地域にしてほしい。

歩いて行動できるまち。

これからも人と自然にやさしい新城市。

子供の目線に立ち、安心して暮らせる環境。

若い人が住みやすいまち。

若い人が住みたいと思えるよう、子育て面のメリットなどをアピールしたまち
づくりを。

若い人が自分のまちについて関心を持てるようなまちづくり。

高齢者や障害者に配慮したバリアフリー化が必要。

常に弱者の立場で考えてほしい。

安心して暮らせるまち（医療、防犯、教育、福祉の充実）。

税金が安くて、緑の多い住みやすいまち。

豊かな自然を守っていきながら、住みやすい市を。

生活なら市内で全て全て間に合うようなまち。

孫の世代まで安心して暮らせるまち。

特に青少年が住みたい地域づくりが必要。

子供たちが自分のまちに誇りが持てることを大人が教える。

人の集まる施策が必要。

魅力ある大人が住む地域であり続ける。

若い人のことを考えるとこのままではだめ、もっと人の集まるところにする必
要がある。

新城は古い、他の市を勉強して活気のあるまちを。

新しい人を増やす発送ではなく、今の住民を大切にすることで、他から人は
流入してきます。

若い人が新城に残ってもらえるような魅力あるまち。

豊橋、豊川に比べて住んでよかったと思えることは数点しかない。

市民が市を誇りに思えるようなまち。地域を愛せるまちづくり。

駐車場の確保や車椅子に配慮した設備を。

障害者と健常者が共に暮らしやすいまち。

市がめざす行政のあり方、未来を定め何年かごとに数値で結果を出すシス
テムを。

何に力を入れるのか、何をめざすのか、大事なことは何かを考えてください。

都市を目指すのではなく、自立した田舎となることが新城、奥三河のアイデン
ティティーとなる。
自然を活かしたゆったりしたまち。・ゆっくりリズむ・山に保水を・まちの中に
清流を流す

自由回答では、将来のまちづくりに対する意見だけでなく、市に対する要望も多く寄せられました。主要な意見を以下の
とおり示します。

理念

目標をもったまちづくり

3

2

誰もが住みやすいまち

住みたいと思える地域づくり

自然環境を生かしたまちづくり

10

豊かな人間を育てるまち

4

広く市民に意見を聞き、それを
反映させた魅力あるまち

4

住民活動によるまちづくり

7

33

公共福祉のためのまちづくり
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市の特徴の豊かな自然を守り、PRすることで活気あるまちづくりにつなげる。

新しいことより、今ある自然や歴史的背景を活かしたまちづくり。

いつまでも山に囲まれた空気の澄んだまち。

地球温暖化対策に配慮したまちづくり。

あまり都市化せず、心ほのぼのするまち。やさしさと人情味あふれる自然を
活かしたまち。

環境に配慮した政策。林業に目を向けては。

少し時代に遅れていても、自然を大切にのんびり歩ける住みやすいまち。

新城市の時間の流れはこれ以上速くなってほしくない。

無理に都会化せず山と川と自然を売りに発展していくべき。

子供たちが川や野原や林で遊べる。そんな空間と時間と仲間がほしい。

第2次3次よりも第1次産業の充実を図り、自然を活かしたまちづくり。そのた
めにも光ファイバ等の充実が必要。

自然を大切にして発展してほしい。

豊かな自然や史跡をより活かすための更なる有効活用。

自然豊かな環境を活かして、いやしのある地域性を。
農林業のまち 農林業の再構築を主体にまちづくりを行う。特産品の開発、援助。 1

中心部ばかりでなく周辺にも配慮したまちづくりを。

市街地だけの発展でなく、過疎がこれ以上進まないことを期待する。

合併後は鳳来の整備ばかり目立つ、偏りなく整備を。

南部の人口増加と発展を望む。

市の隅々まで平等な生活ができるまち。

格差のない住民に親切な行政のまち。

ごみ収集は新城だけが週2回である。こういった差をなくし皆が暮らしやすくし
てほしい。

自分や地元のことだけを考えないまちづくりを。

新しいことをして市を良くするより、今悪いことを1つずつ改善してほしい。

急激な人口増加は考えにくいし、希望もしない。この市の予算の中で住む人
の立場に立った行政をしてほしい。
合併したが、各地域の特色をなくさないよう固有文化のまちづくり。

独自の魅力による日本一、日本初の取り組みを。

自然や史跡のまちづくりは多くの過疎地で行われており、どこも代わり映えし
ない感じなので、独自のスタイルで活性化できないか。

歴史や自然に特化した計画的なまちづくりを。

地上は自然、地下は電線、下水等先端技術の自然と科学が融合したまち。

歩く人の気持ちで道を考えた、いい景色のまち。街路樹、建物の高さ制限、
小公園。

豊かな自然を特色としたまちづくりのため、不調和施設を廃止する。

まちづくり事業がばらばらでビジョンが見えない。徹底的に一つに力を入れて
みる。

中途半端なまちづくりは税金の無駄遣い。何か1つに絞ったまちづくりを。

田舎らしいまちを全面に出したまちづくり。

新城サミットは規模を縮小しても続けて、他の都市との差別化に利用する。

桜淵以外にも桜をイメージできるまちづくりを。

市外からも多くの人が集まる活気のあるまち。

落葉樹広葉樹林の育成を10年20年単位で行政住民協働で行い、重点地域
を設けて長期の資源開発をすれば、市独自の方向性が見えてくる。

市外へ出た人が「私のふるさとはいいとこだな。」と思われるまちづくり。

この数十年何の進歩もない新城。だから魅力を感じません。
まちづくりは、自然に任せて援
助や支援、指導は行わない。 1

スローライフでなくノーマルライフのできるまち。

ガンバレ新城市。新城が大好きです。

新城をよりよくするためがんばってください。

犯罪が身近になり怖い時代になりました。平和で安心な地球にできるようご
協力お願いします。

良いまちにしたい。

新城の特色を出した地域づく
り、背伸びせず自然に。

5

独自の魅力によるまちづくり

18

17

公平なまちづくり

11
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活気ある新城市になってほしい。特に南部に活気がない。

「生きていて楽しい」と味わえる、輝く時間を提供。

精神的にいやされる場所の提供。

百年の大計に立って市・民・業が三位一体でがんばる。

まちづくりは単に人口が増え、市街が整備されれば良いというものではなく、
住民が幸せに最後のときを迎えられる連鎖があればよいと思います。

医療
小項目 代表的な意見 主な関連意見 意見数

病院の医師を確保。

医療体制（小児科・産科）を何とかしてほしい。

医師の充実と救急医療体制確保。

時間外診療と救急医療をできるだけ早く充実してほしい。

総合病院が崩壊して老後が不安なので移住を考えている。

市民病院の情報をもっと知らせてほしい。

市民病院のCT、MRIが健康診断で利用できるとうれしいです。

マイナスイメージで全国放送されるようでは、人心も定着するはずがない。

赤字になっても（垂れ流しはだめ）住民負担を増やしても医療は確保すべき。

市民病院が機能しないようでは若い世代はわざわざ移り住まない。

医者が増えないのであれば、市民病院はやめたほうが良い。

市民病院を売却。
整備 ドクターへリポートと駐車場の拡張を。 1

少子化でも産科や小児科が減っては困ります。

豊川や豊橋への通院、出産はとても不安です。

耳鼻科、皮膚科がほしい。

婦人科、耳鼻科の病院がなくて困る。

少子高齢化に伴い地域医療の拡充、福祉施設の増強に取り組んでほしい。

夜間緊急医は3地区でそれぞれにほしい。

病院が少ないのが不安。

診療所ももっと利用できるような検討を。

市民病院が機能しないなら、市内の開業医と連携し、24時間医療の仕組み
を作るべき。

医療費 6年生まで無料にしてほしい。 病院、薬代が高すぎて病院に行けない。薬代を安くしてほしい。 2

人が生きていくうえで必要とされる医療を早急に改善してほしい。

医療、福祉の充実が優先。

病院まで遠く交通手段がない。

市内の子供で医学部に入学する際に入学保証金などで、地元に帰る制度
を。

福祉健康

小項目 代表的な意見 主な関連意見 意見数

少子高齢化はやむを得ないため、老人世帯ができる限り自立心を持って生
活できる支援の充実を。

健康な高齢者の人に役立ちたい気持ちを気軽に役立てるため、地域通貨制
度があればいいと思います。

老人世帯のため、病院、救急につながる緊急用のボタンがほしい。

高齢者が集まり、話しをしたりするような場所がほしい。

誰もが必要になる高齢者介護は最重要課題です。介護する職業の人たちに
十分光を当ててください。

作手の高齢者は生活不安のため豊橋に引っ越している現実がある。安心で
きる老後を。

予防接種は個別接種にしてほしい（指定日に都合が悪いと困る）。

予防接種など問診表が送られてくるのが遅い。

フッ素塗布、年長児までの拡充ありがとう。

高齢者の健康診断の回数を多くしてください。

60歳以上は人間ドックを年1回実施してほしい。

社会的弱者への救済。

障害者が自立して過ごせる環境整備と障害者が安心できる教育環境。

障害者への福祉サービスの充実を。

福祉 福祉の充実

高齢者 高齢化社会を見据えた施策を。

6

4

健康支援 検診はもう少し積極的に広報し
てほしい。

6

地域医療 充実した地域医療が受けられる
ようになると良い。

21

11

医療対策に力を入れてほしい。医療全体

子供を産める病院がほしい。
14

産科

市民病院の充実（再生）を望
む。

116

もうどうにもならないのではない
か、民間に委託してはどうだろ
うか。

4

11

市民病院
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政治
小項目 代表的な意見 主な関連意見 意見数

市民のアイデアより市長のマニュフェストを実施する。

市に助役が二人も必要なのか。

市民投票の実施。

地域自治の原点は住民にあり。トップが独走しないよう監視が必要。

アンケートより住民と直接対話する機会を増やしたほうがいいが、住民の意
見を聞きすぎると何もできないので、トップの決断力により選択と集中をする
必要がある。

市長がんばれ！協力させていただきます。

せっかく市長になったのだから、やるべきことを一つ一つこなしてください。

市長が掲げたマニフェストを教えてほしい。

市長はもっと足を使って色んな人の声を聞いてください。

合併協議で決まったのに「鳳来の名前を復活させるアンケート」は議論と税
金の無駄。もっと経営感覚のある人が市政を。

他市の猿真似でない独特な政策、企画を穂積市長のリーダーシップに期待
しています。

新城市が奥三河地域のリーダーとなって活性化することを望む。

市長さん、旧鳳来町、旧作手村の意見も少し取り入れてください。

議員を1/2にして無報酬にする。

定数30名は税金の無駄遣い。15名にして資金を病院、診療所に回してほし
い。

各議員ももっと勉強してほしい。

合併の趣旨から、人口規模からしても議員の数が多い。

議員の給料が高い上に人数も多い。

30万都市並みの議員数である。半数ぐらいにすべき。

議員定数を20名にして処遇の充実を図り議会を活性化する。

国、県 農林水産省と呼べる林業ができる政治を望みます。 1

産業観光
小項目 代表的な意見 主な関連意見 意見数

市のホームページは見難いのでわかりやすくしてほしい。

市の観光名所を細かく説明してあるホームページを作成し、もっとアピール
を。

温泉をアピールする。

観光地項目には鳳来寺山を必ず掲載してください。

インターネット動画配信により市をPRする。

観光資源を産業として位置づけて行政として力を入れる。

旅行番組で市が紹介されると改めて良さを発見できる。

新城はこれというシンボルがない。他地域からでも足を運んでくれる何かが
ほしい。

ロッククライミング、新城ラリー、MBXなど市内でやっているマニアック行事に
力を入れて、全国のマニアにPRする。

まず市民が合併したそれぞれを知らないとPRもできないし、まちづくりにもつ
ながらない。

新城独自の土産品及びアイデ
ア品を。 特産品の開発とPR。

3

桜淵公園を花ﾌｪｽﾀ公園のように観光地に、ミニ動物園など如何か。

桜淵公園は春の賑わい以外に何か活用できないのか。

桜淵公園の充実を。

桜淵公園はダサイ。

今子育て中です。桜淵を皆が行きたくなるような公園にしてください。

歴史、史跡、自然を組み入れたコース立案し、PRする。風のコース（山）、合
戦コース（長篠城、設楽原）、文学コース。

鳳来の個性を活かした観光施設の充実。

空家と廃屋をギャラリーとして貸し出す。

ビーナスラインのような道作りをし、沿道周辺の自然環境を一体的に三河高
原として観光をPR。（本宮山、鳳来寺山周遊ルート）

従来の観光戦略からの脱却（歴史、伝統芸能等）若者の集まる活力ある地
域づくりを進めてほしい。アウトドアスポーツによるまちづくりに対しては高く
評価している。

市のPR

行政

14

議会 議会議員を減らす

10

14

観光整備

16

もっと新城市のPRをして来訪者
の増加を。

観光
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JAを巻き込んで週末イベントがいいかも。夜出コンサートもいいかも。

錆びた標識が気になる。何度でも来たくなる観光地を作ってほしい。

市内の観光資源と「花木」を併せたPRを、香嵐渓のもみじや高遠の桜など。

日本に知られている、鳳来寺、長篠の戦いをうまく利用して広報すべき。
国定公園指定を除外して、自由
な河川整備、温泉掘削でお客
が呼べるまちづくり

1

イベントに来た人が休憩できる大きな道の駅がほしい。

作手の道の駅は今ひとつ魅力がないので日帰り入浴施設を。

市は道の駅に力を入れていないが町おこしではとても役立つ。もっと上手に
利用するべき。

浜松テクノのように若者の働く場を作る。

市に有益な産業にバックアップする。

豊田市、豊橋市、浜松市に隣接する地域性と自然を活かし研究施設を誘致
する。

第二東名をＰＲし、工業団地の活用、会社（本社）誘致。

トヨタ関連企業を誘致する。

コールセンターの誘致。

用地を安くしたり、税金を安くして企業を誘致する。

旧新城に企業を誘致して、旧鳳来・作手については観光地の整備。

若い人たちが働きたいと思えるような、大企業の誘致。
大企業誘致でなく、情報産業、
若手企業、が元気なまちを造っ
ていける若い力を呼び込む。

企業誘致も良いと思うが、市営で風力や太陽光発電、エタノール燃料など市
民のためになる環境対策で、良い利益を生み出すまちにしてほしい。

2

企業団地は別な有効利用を考
えるべき。

企業誘致を進めているようだがそこから発生するメリットよりもデメリットのほ
うが多いと思う。

2

地域一体となってできる、友達みんなが集まれる町おこしイベントを。

市の行事（節句祭等）はやっている人だけが満足している気がする。

ニューキャッスルサミットはいいアイデアなのにうまく運用されないまま縮小さ
れるのが残念。

自然を活かした特色のあるスポーツイベントを。

新城ラリーのようなイベントを、色んな集落で開催する。

呼ぶならもっと有名なミュージシャンを呼んでほしい。

映画祭をやってみたら？

子供も楽しめて大人もついでに楽しめるイベントがあるとうれしい。

合併前のそれぞれの地域を知るイベントを。そこから生まれるものが必ずあ
るはず。

何もない新城なのでせめて花火大会は盛大にしてほしい。

新城マラソンに招待選手を。

市全体で取り組むスポーツやイベントを開いてみてはどうだろう。

明るく楽しい市民たちがコミュニケーションが取れるような事業を増やす。

花いっぱい運動を広めてほしい。ボランティアで手入れなどしたらどうか。

ラリーなど県外から参加者があるイベントは市、商工会などがもっと盛り上げ
るべき。

文化会館を利用した音楽イベントを。

シャッター通にしない工夫を。

中町商店街は色んなことをやっていて楽しそう。

小売店の分散化。

ショッピングセンター（大型スーパー）を作ってほしい。市内で買い物をするよ
うに。

ショッピングセンターや工場を誘致してほしい。

インターを活かし人が集まる大型商業施設の誘致を。

商店が個々でなく力を合わせてショッピングモールなど作ってほしい。

大型店舗でなく小回りの聞く商店街を、商店を一箇所に集約し、1つの商店
街で活気あるまちを。

商店街にしまっているところが目立つ。駅前がさびしいので人が通過して当
たり前。

商店街消滅！

ショッピング、レジャーなど人が集まりお金と使えるところが増えればいい。

商店街にもっと活気があれば買い物も楽しいと思うが、今のままでは足が外
に向くのも仕方ない。

道の駅を新設してほしい。

5

皆が集まって楽しく過ごせるイ
ベントを。

19

豊田、岡崎、浜松、豊川と産業
都市に恵まれているので有力
企業の誘致を。

20

企業誘致

イベント

29

商業振興のまちづくり商業
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大型のショッピングセンターが必要ですが、地元の商店主さんが頑張れると
ころです。

市内には和菓子の店が多く、「お饅頭」発祥の地であるので、「和菓子のま
ち」として売り出す。

まちの、市の活性化のためには商工会の諸氏の積極的な活動が必要。自分
たちの生き残りのためにも。

店はできてもライバル店がないので活気がない。店が少ないので豊橋、豊川
に行っていると思う。

商店や企業があるのだからそれを利用できる案を出してほしい。

食べ物関係のお店が少なすぎる！

病院、飲食、買い物全て市外へ行く。市内にも魅力的な店舗を切に願う。

新城駅周辺の空き店舗を若者が使えるような、使いやすいものにできない
か。

24時間スーパーがほしい。

夜遅くまで遊べる店がほしい。

家畜の管理に注意してほしい。

旧山吉田村が一丸となって行った山林事業が木材の安値で見通しが立たな
い。

みかん作り。

有機農業や無農薬栽培の重要性を市民に知ってもらい、市民消費が直接地
元の活性化になるような事業を。

若い人が地域を離れ、老人が農地を守りきれず荒地が増えている。昔のよう
に田畑に作物の実る緑豊かなまちを願っています。

団塊世代の第2の生活基盤作りのため、市内の空地を提供し、自由に生産
活動していただく。

気楽に農業体験がしたい。

森林伐採。

荒廃している山林、農地の管理。

間伐の促進補助と間伐材の有効利用。

文化、芸能の振興保存しているだけでは過疎化は進む。緑が多く美しいが若
い世代に魅力のあるまちではない。

野田城跡を見に来る人はみながっかりして帰ります。大事な歴史資料がもっ
たいないです。

史跡は一度壊したら終わりです。もっと大切に残してほしい。

古いまちなみの維持。

若い世代が定住できるような働く場の充実。

安心して働く場がほしい。

働く場所がない。通勤に費用と時間がかかる。

女性の働き場も増やしてほしい。

実際就職活動をして、就職したいと思うところがありません。もっといいまちに
なると思うのですが。

子育て・少子化
小項目 代表的な意見 主な関連意見 意見数

学童保育を充実してほしい。

子供に対しての負担を軽くしてほしい。インフルエンザ予防接種など。

市の子育て支援は良くなってきていない。負担も大きく、情報も少ない。

同じ年代の子どもがふれあえる機会を作ってほしい。保健センターで積極的
に機会を作るイベントをやってほしい。

小学生の子供の育児手当アップを。

安心して子供を産み育てられる環境を早く整えてほしい。

児童館、子育て支援センターにいっても子供がいないので母親の交流もでき
ない。

パート代がほとんど保育料になってしまう。

小さい子の延長保育などの協力がほしい。

安全安心なゆとりある保育ができるよう職員を増やしてほしい。

幼稚園、保育所共に通園用の駐車場がない。駐車場を整備するか自転車通
園ができるようにしてほしい。

作手保育園の駐車場はホコリがすごいので舗装してほしい。

働いていても子供が安全に生活できる、子育てしやすいまち。登下校など。

子供支援施設がほしい。公園、文化会館、図書館、アウトドア。

農業の魅力を小中学校のうち
から教えていく。

8

農業、産業の検討を。

農林業

4

文化、歴史

4

雇用 地域内で働く場がほしい。

11

子育て支援を早急に改善して
ほしい。

7

子育て不安解消のため、教育
に対する補助、支援は必要。

4

保育支援

保育園・幼稚園の充実

6

働く母親が増えているので、子
供が留守番できる児童館みた
いなものがほしい。

6
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育児サークルで英語を取り入れた遊びをすると独自性があっていいと思いま
す。また、児童館で小学生対象の英会話があってもいいと思います。

託児施設がほしい。
出産奨励 昔に比べ第3子を生んでも優遇されない。がんばっている家庭に対してもう少

し手助けを。
1

意識改革 子供の成長のため、教師、親を教育する環境づくり。 1

子供を産まない理由はお金がないからです。子供のためにお金を援助してく
ださい。
若者の出会いの場を進めた少子化対策をしてほしい。

教育
小項目 代表的な意見 主な関連意見 意見数

山吉田小学校の建て直しをしてください。

小学校の統合を考えてほしい。1年生から複式学級ではこの地域に住みたい
と思えない。

作手地域は保育所が一つになったが、小学校での友達づきあいを考えると
小学校も一つにしてほしい。

湯谷温泉を掘ったり、市職員にパソコンを配るぐらいなら庭野小のプールに
回すべき。他所にいかなければならないなんてかわいそう。駅前なんて今の
ままでいい。

コスト削減のため学校の統廃合を繰り返すことは少子高齢過疎化の進行に
つながる。昭和の鳳来地区の失敗を繰り返してほしくない。

将来の市を作っていくのは子供たちなのに、学校のコストカットがはなはだし
い。将来を背負う子供のために対応をお願いしたい。

高校 現在の高校の維持。 地元高校を充実した教育内容で活性化させたい。 2

自分の子を行かせたくなる学校づくりをすれば若い世代の定住につながる。

週休2日の影響で子供の学力低下が心配されるとともに、教師の質の低下も
ある。

土曜日の小中学生の生活習慣の見直しが必要。親、教師任せではなくお互
いの協力を。

保育園、小学校の統廃合を進めてほしい。スポーツもできない。

高い教育を受ける場がこの地にあれば、教育を受けさせるためこの地に残
るし、人もやってくると思う。

学ぶ場や企業の少なさから若い年齢で外に出てしまう。

少子高齢化の進行によりまちに活気がない。子供の教育、問題に力を入れ
る。

生涯学習の充実。

教育の一環として音楽や芸術のあふれるまちが素敵です。

文化行事、コンサート、スポーツなど、地域ぐるみで学校行事を行い、教育の
場と地域の場の境のない環境にしていく。

予算がなくても子供たちの教育はできるだけ保証してほしい。

教育は違いを認め、得意なところを伸ばしていける、選択のできる教育を望
みます。

70歳前後の人の体験談を教育の場で活用したい。
PTA・子ども
会

現役の親では見守り立番などは、できないのに強要されて困る。
1

小学生、中学生の帰宅時間が6時過ぎと遅すぎる。高校生も女子学生が7時
過ぎと特に遅い。

通学路の安全のため街路樹の手入れを。

防災・防犯
小項目 代表的な意見 主な関連意見 意見数

危険地域マップが各戸に配布されていますが内容に不具合が感じられます
ので、再度点検を頼みます。特に西部地域の充実を。

地震対策でいざというときどこに避難してよいかわからない。年に何回か地
域で訓練や避難場所の確認をしてほしい。

消防団は20～35歳までの内5年程度にする。操法大会は4年に1回か練習2
週間以内。

消防が重視されるが、会社には理解されない。こんな付き合いをしても税の
優遇もなく、個人的なメリットはない。

携帯での災害情報の発信はあ
りがたいです。 1

6

4

少子化対策を真剣に取り組ん
でください。

少子化対策

7

小中学校

通学

一般

地震対策を万全にしてほしい。

3

14

教育サービスの充実を望む。

3

小中高大学と通学に時間と費
用がかかり過ぎる。

消防団員の負担が大きすぎる。

3

防災
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外で働く人のため、12時と5時にアナウンスがほしい。

耳が不自由なので災害用のファックスがほしい。

音楽がワンパターン化している。

挨拶運動による防犯、安全なまちづくり。

防犯、安全安心のため街灯を増やしてほしい。

夜間営業の店が増えれば犯罪の増加が心配されます。三河の子供を犯罪
社会から守りたい。

企業誘致するなら日本人を雇ってもらえるよう、行政から誘致の際に働きか
けできないか。

空き家が増えて防犯上危険な地域がある。

自然環境
小項目 代表的な意見 主な関連意見 意見数

公権力で規制するのではなく、利用者、住民の意識改革を促す啓発活動を
行うべき。

市民の飲み水で観光資源でもある豊川を守ってください。設楽ダムができれ
ば豊川は死に新城の魅力がなくなります。

自然環境を守り、新城市を整備してほしい。

自然環境を守り、無用な開発・工事はしないでほしい。

河川の災害対策はよくやっているが、環境対策が行われていない。各集落
で河川清掃が実施できるよう考え、市も予算計上してほしい。

清流豊川の保全を施策の中心とすることがこの地域の特性である。そのた
め行政主導で意識高揚を。

作手、鳳来は自然を残し、あまり開発してほしくない。

自然の豊かさが良いところなので開発はしてほしくないが、お店がない、携帯
が通じないのは住みづらい。

自然や環境を守るため埋立地を作らない。

自然に溢れた土地は子育てに必要です。変わらない環境を子供たちに残し
たい。

ほたるのいる川に工事の手を入れないでほしい。

開発するのはいいが、自然がなくなっていくのが耐え難い。

より良いまちづくりは賛成だが、50年後に石油が枯渇し生活環境が大きく変
わります。それに対する対策や具体的な提示を求めます。

太陽光発電が普及しやすくなると良いと思います。

家庭用排水対策、温泉街の排水対策をして、きれいな水を観光資源にした
い。

市の車をハイブリットカーにして、環境対策の姿勢をアピールする。

生活環境
小項目 代表的な意見 主な関連意見 意見数

住民に優しい地域にしてほしい。

地域で行うスポーツに、平日休みの私は参加できない。

親子づきあいの場をもっと作ることが必要。

それぞれの地域の付き合いがあり、犯罪のない市になってほしい。
ﾌﾞﾗｼﾞﾙ人が大勢住んでいるようなので、文化的な交流を少しずつ持つ。今は
お互い恐れあっている。
新城の人は転入してきた人を排除する気質があるため、近隣のコミュニケー
ションがスムーズに行かないのが残念。
外国人住民が増えていますが、夜遅くまで騒いだり、ごみの出し方が目に付
くので指導してほしい。
アパート住まいですが、組に属していない世帯が多く、組費、字費も支払わ
ず、ゴミだしのマナーも悪い。行政で組の必要性をもっとPRしてほしい。

他の地域から来る人を大切にする、広い視野を持った地域になってほしい。

年寄りは若者に関心を持たない。

手入れされていない竹林が住宅地の中にあり近隣が迷惑している。市から
助言してほしい。

住民参加が叫ばれるが過疎化で人がいないため一人の負担が多い。

町内祭などの割り当てが強制的に来るので生活しにくい町である。

地区のバレー大会など嫌々でなくてはならない。好きな人はクラブに入って
いるので必要ない。

神社中心の考えがあり、神社活動に参加しない家は排除される傾向にある
ので、神社活動と地域自治を分離する努力が必要。

犬の糞のないまち。 犬に糞をさせないように市職員で見張れ。 2

防災行政無
線 4

防災無線をもっと有効活用して。

犯罪抑制 安全安心で犯罪のないまち。

6

お金で買えない美しい自然を大
切にしてください。

環境保全

18

6

自然と共生することを重視してほ環境一般

住民同士のふれあいが大切、
若い人が参加できる地域活動
を。

13

地域での付き合いが大変で若
者が住みにくい。

12

地域社会
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ゴミ袋が高すぎる。（あの品質であの金額は納得できない。）

市内中心部は道にごみを出すが、周辺部では車で集積所まで行かなければ
ならない不公平である。

ごみ収集を公平に週2回行ってほしい。

不法投棄防止のため、ごみ処理の無料化。
ごみステーションがなく、家の前に置くなどして汚いイメージである。ごみス
テーションを希望する。

分別について行政の説明不足のため、老人が多い地域では理解されない。

ごみ処理補助金が他市より少ない。

ごみの分別、回収のチラシがわかりにくい。以前住んでいた豊橋のものがわ
かりやすかったのでアイデアを期待したい。

豊橋のビンカンBOX がほしい。

不用品の無料交換の店舗作りを。

空き缶、ペットボトル、紙パックなどスーパーで回収しているが、ダンボール、
空き瓶など他を回収する場がほしい。

車がないと出しにいけないのが不便。
合併してリサイクルが大雑把になった。

プラスチックは、新城市になり可燃ごみになりました。なぜ、資源を燃やして
しまうのか疑問です。

空き瓶はスーパーソルという鉱物にして利用する。そうすれば目の不自由な
老世帯でもビンを分ける手間がない。

市民に資源ごみ収集をさせないでほしい。

資源ごみを事故搬入できるステーションを設けて、日曜の資源回収をなくして
ほしい。

雪対策を早めに、避難が安全なら長者平も売れるのでは？

病院が遠く、しかも交通の便が悪いので一日がかりになる都会から来た私に
は老後が不安な市です。

街灯が少なく危険なところがある。

私有地（山）に無断で入り荒らしていく人がいる。マナーを守るように道沿い
に看板を立ててほしい。

地方都市の不便さが進むという不安がある。医療、雇用、環境。

斎苑周辺に霊園がほしい。

田舎をもっと充実させてほしい。交通機関、人口増加。

合併に関して
小項目 代表的な意見 主な関連意見 意見数

新城市になって悪いイメージが強くなった。

合併してから市にどんなサービスがあるのか、何をしているのかわからな
い。

各種補助金がなくなったり、無料のものが有料になったり、制限、廃止がされ
てきていて不満が増えてきた。

大きな市になったことにより、切り捨てられる地域が出ないようにしてほしい。

合併してよかったと思えるところがありません。財政面でも鳳来町のほうが良
かったと思います。できれば、鳳来町を返してください。

合併して徐々に悪くなっている。新市のスタートで財源カットは仕方ないかも
知れませんが、徐々に改善されることを期待している。

作手のいいところをもっと認めてほしい。
リサイクルなどいいことは鳳来に併せてほしい。まちづくりは小さいことから
はじめるべき。

新城と合併して一層過疎になった。安心できる住生活に力を入れてほしい。
合併したよさが実感できない。山林が増えたのだから新城特有の資源を有
効に活かせないか。

旧新城市のほうが活気があった気がする。中央の議員様がんばってくださ
い。

合併を喜んでいる市民は少ない。作手は祭りが減らされ何ら得はない。

総合支所では手続きでさえ即日処理できない場合が多くなりました。合併し
てよかったと感じられる行政を必死の努力で実現してください。

合併は失敗だったと思う。

鳳来町の名が住所から消えたのが残念で仕方ない。

可燃ごみ収集の祝祭日実施

12

廃棄物、リサ
イクル

13

リサイクル回数が少なく不便。

ごみの分別があまい。

7

3

リサイクル一般

その他

7

合併していいことは何一つな
い。

17

合併して
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何でも新城のやり方に合わせるのではなく、鳳来、作手の良いところも取り
入れるべきではないか。

作手村時代と比べ保育料、各種補助、環境など窮屈になってきた。今までの
良かった地域性は残しつつ取り入れつつして、そこで生んだのが罰ゲームの
ような体制はやめてほしい。
合併しても旧新城市の赤字を引きずっている。色々な面で3地区の足並みを
そろえるようしているが喜ばしいそろえ方ではない。
全てを市として一律にするのではなく、地域ごとの特性や必要性を考慮して
ほしい。

早い時期に3地区の旧体質を取り除き、市全域での同一歩調の位置づけが
必要。

鳳来町役場の利用をもっと考えるべき。

旧3市町村の結びつきが住民として全くない気がする。
今後の合併 これ以上の合併をする必要は

ないので、新城独自のまちづく
りを進めてほしい。

新城も鳳来、作手と合併して出費が多くなった。今後山奥との合併はしない
でほしい。

2

広域事業 近隣地域との協働政策が必要である。 1

市民活動
小項目 代表的な意見 主な関連意見 意見数

市民全員が市が疲弊している実態を受け止め、市民が具体的に行動を起こ
す。

年寄りが協力し合い、町からお金を出さない。

救急車到着時間がかかる地域では、地域住民が協力して助け合うシステム
を。

東新町地区はまちづくりに積極的でとてもいい。行政も積極的に協力して新
城全体を活性してほしい。

新城の住民の意識が低い。行政に関心を持つようにPRすることが大切。

あいさつが今の若者には欠けているため、老人、若者、子供合同で楽しむ会
があればと思う。

若い世代に限らず、全ての世代でまちづくりをすること。

全市民が積極的に楽しいまちづくりに取り組みたい。

市の行政の遅れは以前から感じている。各区長に住民参加など、真剣にや
る気を出させてほしい。

住民コミュニティの推進をはかること。

旧151沿いの商店街は活気がないが、近くに店がないと困ることもあるので、
つぶさないよう住民も考えること。

若者が地方へ出て高齢者のお手伝いをしながらコミュニケーションするボラ
ンティア。

子供が安心して暮らせる安全な地域、意識、コミュニティーを根ざして。

一人一人がボランティア精神を持って生活していく。

良い意味で地元意識を利用。
困っている人を地域でサポート
して、やさしく住みよくなればよ
い町になる。

近くに住むもの同士でお手伝いしたらポイントがたまり、自分が困ったときに
そのポイントを使える仕組み、助け合い貯金はどうか。

2

地区区域の見直し 行政区の統合による住民主体の地域づくりの推進。 1

ボランティアサークルや無認可保育園、NPOの活動を支援して市民の力を
もっと活用する。

住民の馬鹿から生まれ出る文化が育つような行政支援を。

頑張っている人をバックアップ。
市内、外の交流を深める。 他の地域と交流し、外から見る地元を見直して、問題意識を持って良い所、

悪い所を考え地域の活動を行う。
2

市民も検討 魅力あるまちになるように住民
全員が今一度考えるべき。特に
若者の定着・・・。

住みよいまちづくりのため活用の少ない広場や福祉施設の活用を住民も一
緒になって考えていかなければならない。

2

まちづくりは税金で働いている人が考えろ。

行政が率先して、それに従い取り組む形が入りやすい。

赤字をなくしてからアンケートを行うべき。アンケートをしなくては行政ができ
ないなら失職してください。そうでなければ良いまちにはならない。

行政としての考えをしっかり持ち、それを住民に示してほしい。住民一人ひと
りの話を聞いていては具体案はできないので、行政主導でまちづくりをしてい
ただきたい。

6

何事も平均化してきている。地
域ごとの特性を活かしていって
ほしい。

4

早急に合併効果の出る行政
を。

行政ではなく、市民が行動を起
こす。行政に頼りすぎでは？

17

4

市民活動の補助

市民が行動
することが重
要

5

全て行政主体で進めてほしい。行政主導

活動支援
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情報化
小項目 代表的な意見 主な関連意見 意見数

学校、公園に防犯カメラ設置、体の不自由な方に緊急通報、遠隔医療整備、
市の各種手続きの24時間化を。

光ファイバはいいが年間料金が高すぎるので加入しません。

インターネットが未だにつながらない。携帯電話も使えず不便。

情報網整備はありがたいが、プロバイダーは自由に選びたい。

光通信導入に伴い、テレビを利用した老人の孤独死確認やカウンセリングな
ど、広い市を大きくカバーしてほしい。
地域情報の発信を。

金がないのになぜやるのか、有線も市民プールもケーブルテレビのせいでな
くなった。

企業の仕事に市が手を出すのがおかしい。1世帯あたり18万円もかかるなら
デジタルテレビを配ったほうがましである。

光ファイバより、市民病院を充実してほしい。

光ファイバより、市民プール、体育館を整備してほしい。

老人にはわかりづらいため必要ない。

光ファイバをヤメル事。

携帯も入らんような地域に人は住めない。
私の地域では携帯電話が通じませんので、災害や緊急の場合非常に困って
います。

まちなみ情報センターは10年前なら必要もあるかも、今後の使い道の検討
を。

まちなみ情報センターは本当に必要か？

情報センターにネットカフェを設けてほしい。

まちなみ情報センターのような明らかな赤字計画を推し進めるのはやめてほ
しい。

まちなみ情報センターは、光ファイバーと両立不可のため廃止。
その他 市で家庭用のパソコンのレンタ

ルを検討してほしい。
電子自治体の必要性がわからない。ネットワークに頼りすぎると社保庁のよ
うになるのでは。 2

基盤整備
小項目 代表的な意見 主な関連意見 意見数

市民プールを庭野の子だけでも利用できるよう早急に整備を。

市民プールとぶっぽうウォールの閉鎖がとても残念。もっと利便のいいところ
に作って利用者の呼びかけをすべき。

少子化、子育てを問うなら市民プールを廃止するな。魅力ある地域は子供が
遊べる施設を優先して作るべき。

市民プールは入場料を上げてでも維持してほしい。

プールの廃止は、地域で健全な子を育成しようとする姿勢が感じられない。

プールを閉鎖するならそれに代わる川遊びのできる場所を整備してほしい。

交通事故を心配せず、子供が自由に遊べる場所がほしい。

山吉田地区に公園施設がほしい。

鳳来地区には子供が遊べる小さい公園がないので作ってほしい。また、図書
館などの文化施設がほしい。

体力づくりのためスポーツのできる広場がもっとほしい。

道路沿いの空地を利用して、子供がのびのび遊べる場所を作ってほしい。

各公園の遊具が老朽化や撤去が目立つ。子供を遊ばせるために毎日車で
数十分なんて馬鹿げている。子供の遊べる場所がない。

今の川田の公園は見通しが悪く危険。見通しが悪く連れ去りがあってもわか
らない。崖地なので避難所としても危険です。

市街地に緑地公園がほしい。

総合公園をもっと大きくきれいにしてほしい。

大きな総合公園でなく、小さな子供が遊べる公園が近所にほしい。

豊島や川田地区に子供が遊べる公園を。

市民総合体育館の新設を望む。

桜淵テニスコートのトイレ手洗い場がレストハウスとともに使えなくなった。

スポーツができる施設が少ない。市民が市外へ転出する可能性につなが
る。

新しい情報基盤を利用して、全
ての市民に公平にサービスが
行き届くことを希望する。

8

9

すでに地デジが見られる地域な
ので魅力を感じない。

光ファイバ

4
携帯電話圏内にしてほしい。携帯電話

まちなみ情報センターはどう考
えても利用度が低い。税金の無
駄遣い。

9

まちなみ情
報センター

市民プールを廃止しないでほし
い。

15

自然（花、昆虫）にふれあえる
公園を作るべき。

17

公共施設

市のスポーツ施設、教室ができ
ると良い。

5
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福祉 作手地区に老人ホームの移設。 1

高齢者が楽しみながら話のできる温泉がほしい。

作手地区や鳳来地区に日帰り入浴ができる施設を建設し、住民の憩いの
場、観光の目玉として扱う。

温泉施設がほしい。

湯谷温泉はすばらしいのに、賑わいはいまひとつである。財産を見逃してい
る気がする。

仕事上月曜休みなので図書館が利用できない。

駐車場を多くしてほしい。

図書館や文化施設などの機能性の充実。

サービスセンターを置くな。文化振興課をおくこと。

市がタッチしている施設の見直し。（赤字経営の切捨て）

立派な施設より気軽に交流できる場がほしい。

自然との調和を考えた上で、デザイン重視の公共施設を。

体育館も図書館もその他の施設も利用していないし、しにくいので身近に感
じない。

施設の新築ではなく従来の建屋の活用を考える。公共施設の廃屋を増やさ
ないでほしい。

増える空地、空き家を整備して、美しく整った浜北都田地区のような開拓に
取り組んでほしい。
クリーンセンターの火力をエネルギー利用できないか。

住民の増加のため、民間による宅地開発が必要。安定供給と低価格により
市街を増加する。労働人口がなければ企業に対しての魅力はない。

若い世代に低価格で良好な宅地を提供する。アパートではだめ。

旧大野住宅跡地にまた住宅を作れば人口増加になる。

土地は広く開いているのに宅地が少ない。宅地を増やして地域づくりを。

年金受給後の高齢者生活団地の開拓を。

休耕地など土地を買って家を立てたい人がいることを耳にする。自然も大事
だが、建てたい人に土地を与えてほしい。

農振地域を見直して所有者が土地活用できるよう改心されたい。

低家賃で入居できる若者向け公営住宅整備。

市営住宅をもっと増やす。

低価格の宅地分譲。

団塊世代の定住促進を早急に進めてください。

作手は豊田、岡崎方面に勤める人たちにゆとりある住居としてPRすべき。
新城は宅地が少なく、価格も高
いので、宅地を整備し市外への
移転を食い止める。 新城は不便な割には地価が高い。豊橋、豊川の郊外と比べて割高である。

3

無理に発展させず、地域の教育、医療、福祉基盤を充実してほしい。

50年先の戦略を立ち上げるべき。

ハイウェーオアシス＋大型ショッピングモール＋無料遊園地の立案を民間に
任せる。

インター周辺を市街化区域とし、流通業者の進出を図る。

早期開通を。

三遠南信工事のダンプ運転者の運転が荒すぎる。

インターを中心とした幹線道路整備。特に南北方向の高速道路ができれば
新城は変わる。

有海の墓地を第二東名にかけるのは人道的に良くない。いいことはない。

企業誘致や地域活性化に高速道路が必要というのは間違いである。

151号は早朝のスピードが速くて危険なので生活道路がほしい。

151号沿いの電柱をなくし、青空がすっきりするまち。

151号を整備。

257号を整備。

長篠交差点拡張工事の早期完成を希望。大野交差点も渋滞がひどいので
何とかしてほしい。

浜松、西三河方面の道路アクセスの早急な整備。

豊橋方面の交通の強化が第1である。バイパスの早期実現。

通勤1時間圏内のアクセスの充実。

バイパスの通学路で真っ暗なところがある。早急に対応を。

湯谷温泉の再開発。本長篠駅
止まりを湯谷温泉駅止まりに。

5

住宅（宅地）整備が重要です。

16

宅地整備

文化会館

4

施設一般

9

第二東名

10

国道

12

道路
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阿寺地内の道路拡幅を望む。

山吉田から吉川までの道路拡幅を。

作手と新城の交通を便利にするためトンネルを作ってください。

鳳来、作手の道ばかり広くしないで、黒田の県道を広くしてください。

県道清岳玖老勢線の早期開通を。だめなら林道でもよい。

近所の道が狭すぎます。粗悪な道路でもいいから、道を広くしてほしい。通学
路でもあるので歩道だけでもとりあえずほしい。

旧151号の歩道整備。怖くて通れません。

側溝の傷みがひどい。高速道路も大事だが身近な生活道も真剣にお願いし
ます。

暗い道が多い。街路灯の設置を。

農村部の市道が狭いので安全のため拡幅を。

歩道の整備を。安心して出かけられるまちづくりを。

一部住民しか使用しない道路拡張工事は廃止。

交通網の整備。

道路がゴトゴトで危ないときがある。

道路等の面整備が遅れている。地価と整備面のバランスが悪すぎる。

歩行者が危険な道路はどんどん改修すること。弁天橋をもう1つ設けたい。

老人子供が安全に通れる道作り（含歩道の整備）を。

道路ばかり作っているがこれで本当に良いのか。

川の景色をもっと活かす道を作ってほしい。

水溜りができる道路がある。設計ミスでは、早急に直してほしい。

老朽化した市道、林道の整備。

安心できる安全な道を（自然災害、狭隘、崩落）。

渋滞しにくい道作りをしてほしい。

夏になると草が伸びて、山道が余計危険になる。道路整備に力を。

冬季の交通が不便。

バスを山の中まで走らせてほしい。地域格差がありすぎる。

高齢者運転が目立つので循環バスがほしい。

高齢者の通院、買い物の足を考えてほしい。

少しは市民に負担があってもいいので、市内を全てカバーできるような循環
バスがほしい。

高齢者が多い地域の人々が、楽に市街へ出て活動することのできる交通機
関の充実。

Sバスで鳳来、作手へ行けるようにしてほしい。

飯田線を複線化して通勤、通学が便利になればよい。

昼間でもせめて学校区内は1時間に1本はほしい。川合まで。

湯谷地区ですが、駅前の過疎に加え、電車の本数が少なく不便です。

新城駅は夕方お迎えの車が多く、普通に通れません。ロータリーにするか、
駅裏にも降りれるようにしてください。

駅前を直す。

新城駅は階段を使って奥のホームに行かなければならないので不便。

駅近くの踏み切りは狭いところが多く不便。
飲酒運転防止のため夜の市街が寂しいです。活性化のためにも、公共交通
機関の対策を。
自立した老後、障害者の自立の観点からもバス、電車等公共的移動方法の
検討を。

定住のためには生活のしやすさが必要。生活のための交通手段の充実を。

新城駅の近くに公営の有料駐車場がほしい。

新城駅近くにパーク＆ライド用無料駐車場がほしい。

公共交通機関の利便性の向上を。

駅のロータリー、駐車場をしっかり整備し、飯田線を利用しやすくしないとこ
の地域は過疎へ進む。

新城駅前に駐車場がほしい。

川を整備するのは構わないが、清流でなくなってきてアユの居着き場がない
し、川に降りれる所がない。

スポーツ利用などで、河川敷の有効利用を進めてほしい。

河川の土砂、雑草を放置しない。災害時に不安である。

4

河川整備 小さな河川でも子どもが安心し
て遊べる整備を。

6

駅をバリアフリーにしてほしい。

電車本数の増便を。

6

バスの充実を。

14

公共交通

公共交通機関の充実を。

12

地域道路

11

一般

23
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農業集落排水の新規加入世帯への加入金は、過疎防止のため減免を図っ
てほしい。

下水整備から見放されている地域があり、残念。

第1種住宅地指定から20年以上経過しても何の整備もされない。その間、無
秩序な開発が許可されて今ではどうしようもなくなっている。住民主導では個
人の利害があり進まないので、行政主導で整備してほしい。

道路拡張の地域しか整備が進んでいない。市街化区域は平等に整備してほ
しい。

駅前よりバイパスの方が活気がある。駅前開発に本気で取り組んでいるの
か疑問。

駅前道路など発展性のないところは拡幅すればいいわけではない。時代に
即したまちづくりを。

駅前の道路拡幅は必要がない。それよりバイパス側と駅をつなげることを充
実させたほうが良い。

商店街の活力が大事だが、30年前の計画では対応できない。

１両しか走らない飯田線の駅前を広げたって無駄。さらに道を広げても無
駄。そのお金を市民病院に回すべき。

市中心部の活性化を図るのは、道路でも情報施設でもない。小さな緑あるス
ペースを設けて人が自由に集まれる場所を作ることだ。

駅前開発はアパートを多く作り旧151沿いの人を優先的に入れれば、少しは
住む人が多くなる。

何十年前の計画を通用させるのは無理がある。

栄町に投資せず、農村地域の生活道路を整備してほしい。

駅前の道路整備は、どう活用するのか明らかにしてほしい。

栄町に公共施設を固めすぎ。郊外へ分散させてくるまで行きやすいよう駐車
場、道路、バス網を整備したほうが経済が活性する。

新城駅周辺は無理に開発せず古い町家を残したほうがよい。駅も古めかし
いものほうがよい。

駅周辺は車の入らない路地再開発はどうでしょう。

駅前の整備に住民が積極的でないのが残念。

調整区域は宅地にできないため活性化されず無駄が多い。

市街化調整区域の段階的な廃止により、住民の安定確保とまちづくりを。

調整区域では住宅を建てられないため、思いきって市役所から何キロまでは
市街化区域にして、住宅を建てれるようにすべき。

市街化調整区域は土地を活用すべき、宅地を増やしても市の自然は十分守
られる。もっとまち全体のまとまりを考えてほしい。

南部地区は近隣市にも近く発展の可能性がある。まず、宅地ができるように
して、人口増加を図るべきである。

都市計画等説明会の市民出席者が少ないので、呼びかけをして噂に惑わさ
れることのないようにしてほしい。

市街地にこだわらず活性化してください。

大型店閉鎖の可能性も考えて規制を具体化すること。

新城に住み続けるかはわからないが、乱開発されたり個性のない町並みに
なってほしくない。看板や建物の色を統一するだけでも落ち着いた風景にな
ると思う。

娯楽がない。

若者が楽しめる場所を増やしても良いと思う。

レジャー施設の充実。

若者向けの施設を増やさないと「じじ・ばばのまち新城」になる。かわいいカ
フェの増設やイベントを盛り上げて。

行財政
小項目 代表的な意見 主な関連意見 意見数

申請主義でなく行政サービスの情報を流してほしい。

土日に行政サービスを実施してほしい。

国民年金の資料はちゃんととってありますか。

年金対策の見直しを。

市民へのサービス低下（学校の統合や高校の廃校）を行うと市民の負担が
増加し、市外へ流出する。

公務員の人数が多い割には、住民が満足できるだけのサービスを受けてい
ない。

4

公共下水工事をどんどん進め
てほしい。

上下水道

5

市街化区域の整備充実を。

新城駅前開発（道路拡幅）は税
金の無駄遣いである。

22

11

遊び場がほしい。地元で遊ばな
くなる。

遊興施設

都市計画

4

都市計画一般

5
新城駅周辺の活性化に努力し
てほしい。

11

市街化調整区域の見直しを
図ってほしい。

市のサービ
ス

サービスの向上

14
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財政悪化を理由に公共サービスを低下しては市の魅力がなくなる。地域独
自の住民サービスがあってもいいのではないか。

早急にサービスを一元化して市を一つにしてほしい。
市民だけが享受できるサービスがほしい。例：ゆ～ゆ～ありいなの料金が安
い

外国人にサービス提供できるよう外国語エキスパートの養成を。

最近は市民へのサービスが悪い。
市の行催 老人クラブの出役が多い。行政

サイドがサービス行事で活性化
を図り、忙しくなる市には住みた
くない。

ボランティアをばかにした態度で使うのはやめてほしい。市民の中には市職
員以上の技能と知識を持った人がいるのに有効に活用していない。

2

市のまちづくりの方向性を市民にわかりやすく情報提供する必要がある。

一部の人だけが知っている情報が多い、広報紙だけでは情報が少なくわか
りにくい。

市の情報誌は月末に配布しないと月初めの行事が終わっている。

新城市は中途半端な位置にいる。もっと市として自己主張すべき。

突然新しい事業をお知らせするのではなく、「～を始めます。～のアイデアを
募集しますなど事前に住民に賛否を問いかけてほしい。まちづくりは住民も
参加しないと意味がない。

自分とかかわりのない分野の情報も知らず知らずのうちに届くような情報公
開を。

なぜ財政が悪化しているのか、正確で詳細な数字で市民にわかりやすく説
明すべき。

市がめざす方向を市民に報告する義務がある。

市民病院がなくなり、市民プールがなくなり、子供達は住みにくい。予算がな
いという割には海外視察・議員数が多い等私達から見たら無駄だらけ。

市民の意見を聞いて本当に必要なものに投資すべき。

税金を有効に利用し、将来を見据えた事業を推進。

使用しない施設を建てて、市の借金を増やさないでほしい。

まずはロスコストの低減を、一般人から見てもムダ使いや無駄な工事が見受
けられる。

市は経営感覚が全くなっていない。公共事業も無駄が多いし、一部の地域だ
け恩恵がありすぎる。

塩漬けの土地は、分譲住宅に決断する。

常にコスト意識を持ち、市民の負担が少し増えてもいいので市債をなくす。

市の会計は全て発生主義による複式簿記で処理すべきもの。

夕張市にならないように。
公共サービスは、必要、重要性考え費用のバランスを考えてほしい。時には
利用者の費用負担やサービスの停止があってもしょうがない。

公民館等への補助の廃止、縮小を。

増税はやむをえないが、使途を明確に住民に説明してほしい。情報センター
のような無駄はしない。

財源不足は理解するが、必要な所には、必要な手当てが必要。

財源不足といわれるが、将来の投資へは臆することなく投資してください。そ
れがまちづくりの根本です。

「ザイセイの話」により市の状況を理解できたので、住民から見た財政、事業
提案をできる場を作ってほしい。それが活性化につながる。
住民が気軽に意見を投稿できるようにしてください。子供や年よりはメールは
無理です。

市役所職員の対応、態度が悪い。

役所だからでなく、個人個人の考え方を持ち、市政にあたってほしい。

常に襟を正し、市民のために心すること。

市役所職員は民間企業を見習う。

自宅から通勤できるのに、勝手な都合でアパート暮らしの職員に住宅手当は
要らない。

旧新城市職員の意識改革を望む。

職員は一般流通価格を研究し、不要な支出をしない勉強を。

職員が多すぎる割に、応対に手間取り休み時間に用事がすまないときが
あった。お客様への応対教育をすべき。

広報、公開

8

広報の充実

7

公開が大事である。

4

財政の健全化を。

8

3

市財政

企業の予算とは違う。

無駄が多い。

4

27

お役所体質の改善

参加 市民が行政に参加できる機会
を増やしてほしい。

市組織、職
員
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皆無とは言わないが庁舎に訪れた人にあいさつが先行しない。

職員に地元行事に積極参加する心構えが少ない。一部熱心な人もいる。

職員の資質の向上が第1である。

職員は自分が年をとったことを考え、来庁した高齢者へのサービスにつとめ
る。高齢化が進み自分も困らぬようあたたかい市政、職員を目指す。

もう少しプライドを持って仕事をしてほしい。

市役所職員はエリートですあまりいじめないで。

職員の意欲を高め、企画を出させ、実行レベルにまで昇華させてほしい。成
功したら地位や給料に反映させるなどの制度で。

消防職を除き、職員数が多すぎると思う。

部を半減し、職員を減らせば精鋭になる。思い切った実行を。

無駄な公務員を減らし、教師のような必要な公務員を増やしてほしい。

公務員の給料の見直し。

公務員の人的、予算的無駄の排除。

合併による余分な職員で、今後の市のまちづくりを考えるべき。

行政組織の簡素化。

市民に財政が厳しいという前に、職員をリストラしたほうが良い。
子育てをしている女性職員は、自宅から近いところに転勤して、子供の世話
を見るようにしてほしい。

職員に本当に市民奉仕できる人が集まれば、無駄を排除して、行革もでき
る。

市の職員の窓口や電話対応はとてもいいと思います。

市長が代わって役所の対応が良くなり、行きやすくなった。電話の対応も変
わり電話しやすい。

市役所人は親切でよい。

行政は平等なものの考え方で対応していただきたい。

アイデアを提言しても反映しないし、実施する決断力が行政にない。

職員は地元高齢者の意見を聞き、住民の心を傷つけないでほしい。
市に何が求められているか、行政主導でなく、住民の声を良く聞き対応して
ほしい。
市は、コスト減らしの矛先を間違えています。残業や共働きで子育てに参加
していない市職員がまちづくりを考えるなんて、今の国会議員みたいです。

市はタウンミーティングを最低限行っていかないと、住民不在の行政になる。

地域コミュニティは無駄が多いものです。行政は余裕を持って見守ってくださ
い。

先ず何が何でも進めなければならないものに努力されたい。

過疎化の進行を少しでも防ぎたい。

新城を良くするアイデアに奨学金を出しては。

医療系、建築系の大学を作ることで若者が増える。

新城市駅とその周辺の整備開発の遅れが致命傷である。どんな設備があっ
てもホテルもレストランもなくタクシーですら不十分な貧しい駅のまちには、誰
も来ないだろう。（医師ですら）市のチャームポイントを考え直してほしい。

鳳来が好きです。変らないためにはどうしたらいいか考えてください。

多くの人が安心して暮らせるよう、幅広い発想で行政活動をしていただきた
い。

市から通知される文書は開催日までの期間が短すぎる。1ヶ月前には連絡す
べき。

医療、福祉、教育など先ず小さくて弱いものへ配慮ある行政を。

もう少し町民のことを考えてことにあったってほしい。

広大な土地の有効利用を。

市も市街、中間、過疎に分けられるので異なる対応を。

子供と若者のために集中投資をしてください。

行政活動も若い市職員の考えを尊重してほしい。

庁舎の移転。

数年前に決まった計画を何が何でも決行するのでは、社会の変化について
いけない。柔軟な対応を。

市の将来計画が全くない。行政改革しようという意識が乏しい。将来を語れ
る風土作りを。

なぜ人口が増えないのかを一番に考えるべき。

6

きめ細やかで柔軟な対応ので
きる職員であってほしい。

6

14

職員数を2/3に減らす。（規模に
見合った職員数）

住民との対話を。

現状を踏まえた施策を。50年前
の施策では状況に対応できな
い。

17

今後は、バイパス通りが整備さ
れるので、バイパスを中心とし
たまちづくりを計画してほしい。
市役所、病院、駅などを便のよ
い場所に移転する。

計画

行政
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人口を10万人にするとか色々な高いハードルをセットして実行する。

どういったまちにするのか、しっかりと定めた上で進めて欲しい。魅力ないま
ちに住宅用地ばかり用意しても、市政が悪ければやがて出て行ってしまう。

産学官の交流活動を通して、今後の新城を考えていく。

目新しいことではなく、住民の生活の場としての「まち」の役割を考え進めて
ほしい。

国道沿いの活性化を。

エコ＋自然＋経済を踏まえた事業を考えてください。

空地を貸すとか売るとかしたらいいと思います。

ツールド新城、まちなみ情報センター等一般の人に身近でないものを見直
す。情報センターは思い切って廃止して、駅の駐車場にしたら。

無駄な工事をしていると思うので検討してほしい。

新城は市民税が高い。もう少し考えて。

税金が高いのに充実してないのはなぜ？

豊川市と比較すると市民税が高いので、若者は豊川に出て行く。

固定資産税は資産価値のないものまで昔のまま。下げるべき。
その他委員 農業委員 農業委員会の役割の再検討を。 1

アンケート調査への意見
小項目 代表的な意見 主な関連意見 意見数

自分に関係ない項目が多く、答えにくい。

わからないの選択肢がないと適当に打ったものが集計されるためあてになる
か不安。地区を分けて調査しな と地域差がありすぎる。無意味な質問が多すぎ
る。こんな調査は意味がない。もっと地域を小さく分けてまちづくりを考えるべ
き。

返信封筒をもう少し大きくしてください。

項目が多すぎる。

このアンケートを見て、今後の市のあり方に不安を感じる。

このアンケートに職員の声は入っているのか。金がなくても一生懸命会議を
して始めてほしい。

高齢につき何もわかりませんので、いい加減です。お許しください。

満足度欄は不満の理由を書きたかった。

調査票をまとめて、委員会を作り3年以内にまちづくりの結論を発表してくだ
さい。

単なるアンケート聴取とすることなく、結果を公表し、早期実現を望みます。

アンケート結果を長期的なまちづくりの第1歩にしていただきたい。
この程度のアンケートなら技科大に委託しなくて良い。結果を必ずまちづくり
に活かしてください。
アンケートを市以外で集計するのはおかしい。時間がかかっても良いので直
接住民と対話すべき。

このアンケートで、少しでも明るく住みやすいまちになることができるように。

アンケートをするお金があったら市民病院へ回すべき。

時々こういったアンケートや若い人、子供の意見も参考にすると良いと思い
ます。

職員が直接市民に会ってアンケートする方が本当の声を聞けると思います。

アンケートに参加できました。ありがとうございます。
総合計画 コンサルやアドバイザーに予算

を無駄遣いしている。
横（他課、他市町村、知恵者）のつながりを大切にした計画、活動をお願いし
ます。

2

意見なし・不明
小項目 代表的な意見 主な関連意見 意見数

意見なし 特にありません 　 7

形にとらわれていませんか。

コミュニティーという言葉をどのように理解していいかわからない。

最近15年何一つ努力したあとがない。言うだけでは。

10

6

税金が高い。税金

2
事業の検討

旧市長の設定した無駄な事業
の廃止。新城サミット、まちなみ
情報センター、福祉事業者の不
良事業者の排除で税金の無駄
をなくす。

事業

事業の見直
し

3

27

内容が難しいです。わかりやす
いアンケートを。

現アンケート

4

アンケートなど回答してもそれ
がいかされていない気がしま
す。

アンケート結
果

14

定期的なアンケートの実施を。アンケート実
施

3

不明 不明

17/22



総合意見（分解すると意味が伝わらない意見をそのまま掲載）など

当部落を流れる黄柳川の汚染が近年大分ひどくなり再三行政に連絡したのですが行政が誘致したこともあり中途で立ち消えになっています。新城合
併を機に保健所立会いのもと、もとの清流に戻してと願うものであります。毎日、午前十時と午後三時に浄化槽の蓋が開くとのことです。

アイディアが出ないことが残念だが、税金を納めているのに今現存市民病院にかかっていない人は診察してもらえないのはおかしい。その分税金を
返してほしい。初診の人も平等に診察してほしい。「市民病院を使用できない人からは税金をその分返金する」はどうですか？カルテを調べれば市民
病院を使用できたかできなかったらすぐわかる。これじゃー詐欺ですよ。使用可にするか！！返金するか！！これが私のアイディアです。しかし市長
さんは本当に頑張っていると思います。

新城市生まれの方は地元に住む方、一度離れてもまた戻ってくる方が多いので、子供の数も三人平均で、年寄りの人数も多いけど元気。結婚も早い
し、子供が生まれてもみてくれる人がいるから子供の数も多い。若者の働き場所確保と病院や病院など生活に必要な施設の充実が一番。

活性化を期待して作る道のはずが・・・？とならないために、今までの苦労が無駄にならない様にマイナス面も感じる必要があると思います。車が増え
れば事故も増える。安心して走り、そこに住める事をもう少し考えてほしいです。市長がおしゃっておられた「お金が入って来ないと何も始まらない」そ
の通りだと思いますが、使うだけではなく、自分達で稼ぐ、待っているのではなく、自分達で働く、市がそう考えれば道はいっぱいあると思うし皆も協力
してくれると思います。（市民）市の職員が常に何かを考えて働いてくれる様になればそれが市民に伝わるまで頑張って下されば市民も頑張れると思
います。合併して良かったと思わせて下さい。何か１つでもいいですから・・・頑張りましょう！

・とにかく医療をなんとかしてほしい！市民病院が前のように機能してほしいです。市民は何をしているのか？「まちづくり」どこがどうなっていくのか全
住民が分からない。無駄な道づくり？市民プールの廃止？どうなているんだ！！
・市がどのように働いているのか。市が住民の為に何をどのように頑張っているのかなど「月1」で市の新聞などを作ってほしい。いろいろな事、納得で
きるようなら市民・お金はついてくるはず。

・医療や福祉が整備されていない所で、子供を育てる気になるのでしょうか。それには、やはり税収も必要となってくるでしょうし、それに対する市の対
応も（政策）もしっかりしていかなければならないと思います。家を建てたくてもいろいろな規制があり建てられない所の見直しをして、家をたてやすく
し、若者を定住させる事のできる条件整備すれば少しは新城に住んでくれる人が増え、税収も増えていき、それぞれの住民サービスも少しずつ向上し
ていくと思います。
・現在の市民病院の実情に加え・数年後には医療型病床の減少等で入院できる所が無くなってしまいそうです。当然家で老人を介護しなければなく
なるのは当然となってくると思うのですが、その時、往診や訪問看護さんの必要性が高くなると思うのですが。それに対応する事の整備は考えられて
おられるのでしようか？我が家にも老人（70以上）はいますので、心配で不安です。
例えば、まちや集落の中に全世代が交流できる場所（公園等）があり、各自が自由に参加できるスペース（花畑、共同畑、遊具等の設置）を持ち、世
代のワクがない交流ができたら、地域の住民がもっと一体感を持ち、その地域に愛着を感じるのではないかと思います。行事を持つことは大事だと思
いますが、毎日自然と住民同士が触れ合える場があれば老人にも子供にも若い世代にも良い影響があると思います。

鳳来、作手地区に福祉サービスetcがもっと充実し、地域格差が少なくなるとよいと思います。社会化、観光地域へはあまり望みません。地域住民に
とって生活のしやすい市道整備や医療・福祉・子育て支援の充実を図り安心して暮らせる街づくりをお願いしたいです。（市民病院の再建を含めて）、
また史跡や歴史的文化、ラリーなどを特色として大切にして下さい。新城市は広いので地域包括支援センターは鳳来地区、作手地区にも必要だと思
います。

新城市になんかアイデアなんかないが、防災センターの様な無駄使い施設はいらない。税金を勝手に使うな！！病院も医師の確保もないのに施設
を立派にしても仕方ない！！バカじゃないの！！新城から早く出たいと思う、こんな田舎どうもならん。

どこにいっても、どんな場所でも、この地域では予算がない。予算がないとの説明です。このアンケート自体夢が持てるのでしょうか。この地域は新城
市の中でも切り捨てられるのではと不安をもってしまいます。現実は厳しい状況なのは解りますが自治体行政が前向きに明るくまちづくりを考えて欲
しいと思ってます。新城市の中でもこの地域は格差を感じてしまうのはなぜでしょうか？アンケートの集計を外部に委託することなく職員全員が住民
の声を感じて下さい。

「過疎化について実情はどうなっているのか」私は新城市海老に住む老人です。現在過疎化が進み、今後十年～二十年後にはどうなるだろう。人口
減から家屋の滅まで、現在部落に住んでいる老人夫婦の殆どは、子供達は町へ働きに出て、定年になったら環境がよいといって帰ってくる方は何％
いるか、平成十九年現在老夫婦のうち一人が死亡、一人が家を守っている家庭が増加、残る一人が死亡すれば空き家となる。又若い者も独身生活
者が多い。子供はなく将来の過疎の原因となるだろう。老後の生活は田舎と思うのは良識者である然し帰っても働く場所はない。三十～四十年と故
郷を離れていれば知人もなし（特に妻）、健康のため野菜等自給のため耕作したい耕作してもいのしし、さる、しか等が家の前まで来て荒らされる。新
聞等で防除のため～をすると良いと聞く。少々野菜づくりにそんなお金がある筈がない。又野生動物と共存なんて学者の理想を言う。我々農家には
出来る相談ではない。モンキーセンターなら知らない。最後に過疎化を防ぐには余りにも実情を知らない者が計画する事に問題あり計画者は地域の
実情を見て考えてほしい。例えば大学に依頼し政治色のない一般住民から直接話を聞く。地域住民の声として一般から論文募集等。地区の役員は
責任上言えない事が多くこういった人等からの調査はどうか。今地域住民が最も困っているのは野生動物である。有害鳥獣は既に保護が法律で決
められている。その外多くの法律で決めれらていることを基礎にしないと実現性がない。地域の実情より法律優先、一定の法律の範囲内の計画しか
出来ない。法律よりも現実が進み、世の成り行きにまかせるより仕方がない。最後に過疎となり荒地ばかり増えて誰が管理するのか既に後継者不在
となり親族もいない荒地住宅等増えている。私は思う過疎化の実情と対策は難しい問題である。差し当たって近日中に学校統合を計画し実行に移す
時期となり、統合後不用となる校舎及び敷地はどうなるだろう。維持管理は市かそれとも地元か。

自然豊かな地に居住することを誇りとし、歴史・文化の伝統を守りつつ、公共交通・施設・医療等のインフラを充実させて更に住みやすい街づくりを目
指す。行政に頼ることなく、市民ひとりひとりが力を合わせ、意識改革に取り組む。県や市の動きに関心を持ち、いろいろな行事に積極的に参加し、自
分の考えや意見を反映していく。例えば、ボランティア活動を地域のテーマとして具体的な街づくりを進めていく。（幹線国道151号、301号の道路沿い
に花・樹木でいっぱいにする。）

単純に住民は、利便性の高い所に住む訳ではない。先祖から受け継がれた土地を捨て、市外に出て行く人の心情を分からなければ、行政は成り立
ちません。現状、私には悪化の色しか見えませんが・・・。大丈夫ですか？

新城には無い物が多すぎる。商業、観光、レジャー等。豊橋、豊川、浜松などへ出て、お金を落としてくる。出来れば地元で落としたい人、新城へ来て
もらいお金を落としてもれれば、市の税収も増える。市側も、もっと税金の使い道を市民からの意見を聞き、議会へ提案すべき、町並み情報館のよう
に無駄な物は市民はいらない。文化会館内へコーナーとして作れば良かったのでは（駐車場も無い）。市役所を移転し、跡地に復興天守を建設し、お
城＋桜渕＝観光地、文化施設の集合、一年を通じて集える場所になると思う。そこに、物産品の販売も市民へ開放するか、市で行うか・・・。人が集ま
らなければ市は栄えない。

安心して暮らせるまちづくりのために一人一人が努力し続けることだという意識を持つことだ。人のために行動できることが結局自分のためになるのだ
ということを理解し、自分だけ良ければそれで良いというクズを一匹残らず排除する。人との関わりの中でしか人は生きられないのだから、全員が少し
ずつ譲り合うしかないのではないか。当たり前のことが当たり前でないというところに根本的な原因があると考える。"社会″とは自分とは別の"なに
か″ではなく一人一人の集合体、極論すれば自分自身であるのだから、社会を良くしたいならまず己の行動を改めよ。全ては住民全体一人一人の意
識の問題であろう。

行政や市民が本気で考えて行動をしなければアンケートでの紙面上や会議室の中だけの企画で終わってしまうと思います。少し動いたからと満足し
ていたらまちづくりは成功しないと思うので、主導する人は覚悟を持って取り組まないと、ただの無駄遣いに終わってしまうと思います｡
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・ケーブルテレビも光ファイバもパソコンがないので必要性を感じない。なぜ多額のお金を使って引く必要があるのか？NTTが引けば費用はいらない
のでは？今あるのでなぜだめなのか？一部の人のためにだけか？他にお金の使い道があるのではないか？新城市はそんなに財政が楽なのです
か？そうは見えませんが。市役所の職員さんはいつも残業で忙しいようですが、合併で人が余っているとも聞きます。それでなぜ、そんなに忙しいの
か不思議です。

単発的なイベントや催しでなく、日常、手軽に利用できる自然を利用した施設の整備。整備しておけば市民が自然に集まってきたり、利用するように備
えておくことが大事。まずは健康な市民に。山や自然歩道の整備が全然なっていない。駐車場なども確保してほしい。(豊橋市の自然歩道などを参考
に)

清井田の工業団地「○○○○○○」は明らかに騒音が発生している。この種の公害発生型の企業は海浜埋立地等に行くべき。法人税に目がくらんで
「○○○」を誘致した当時の市幹部の罪あり。高い塀を張り巡らして、どこまで騒音を低減できるか。これは市の恥である。この状態を長く続けてはい
けない。

地元に住んでいる若者が近辺の街に移り住んだり、遠くの大学に進学してそのまま別の都道府県に就職するなど、過疎化が進んでいるので、それを
少しでも食い止めるためにレジャー施設の充実、就職の中身の充実度が必要だと思う。

風水診断をしてもらうのも良い参考になると思います｡比較生産費説により特化すべきことを見極め、実行してはどうでしょう。幕末の薩摩や長州のよ
うに、優れた人材を育成することが大切だと思います。

アンケートの内容でどうしたらいいですか？の選択肢の中に、｢誘致｣という言葉が多いことがきになった。市政、市民で何とかしよう！という意識が薄
いんだなぁと思う。理想とするまちづくりを、他の力を借りないとできないんだ・・・情けない街です。

厳しい財政力であっても、まず第一にコストの削減と徹底した合理化を進めることが必要と思います。そして、若者の定着と少子化対策には、住宅や
住環境の整備(特に新城市は他の地区と比較して地価が高い)、そして乳幼児の手当てや事業所の誘致などを含め、将来的な視野の元に立案されて
はと思います。又、お年寄りの医療保険を少なくするためにも健康作り講習やスポーツ指導を進めて欲しい。豊かな愛知県と言われても、この奥三河
だけが取り残されないように、安心安全な町であるPRも(緑化、自然環境)必要ですし、各地域の地区会を動かして、将来を思考させてはどうでしょう
か。

問12で行政と民が一緒になって、としましたが、行政に興味があまりない人々もいる。そんな人達を引き付けてからでないと、不満が出るかもしれませ
ん。そんな人々を、問21行政の仕事を住民に分かりやすく説明することのできる職員が必要なのではないでしょうか？十人十色の人々をどうやって引
き付けるのかは分かりませんが・・・あと、言いたいのは自然が好きで、地域が好きです。他愛もない行事が好き。続いていく歴史がいい。(過去じゃな
くて)それを「だったなぁ｣にしてほしくありません。変わらないでいてほしいのと、変わらなきゃいけないものを間違えないでほしい。

新城駅前旧151の寂しさ、土日でも7時過ぎにはもう真っ暗。駅前道路を広げるより、商店街の元気を取り戻すことが必要。駅前に道を広げるのではな
く、大駐車場を作り、飯田線の活性を…。魅力ある商店が並べば、車を置いて買い物に出る人も多くなるのでは。第二東名が通過するだけの町でな
く、行きたくなる町づくり。例えばアウトレットなどができれば、利用者が多くなると思う。東名が通ることで、環境悪化だけが残るのでは寂しい。新城イ
ンターができたから、そこなら1度は行ってみたいと皆が思う町になってほしい。

まずは新城を子供の産める町にしてください。子供の産めない町では衰退するばかりです。市の財政も苦しいと説明しているがまだまだ民間企業で
は考えられない税金の投入がされています。まずは不必要な歳出を減らし、その分で福祉や教育医療を充実させてください。

豊かな自然や人のつながりなど以前からある良いものを沢山残した地域だと思います。子供が安心して健やかに育つ環境、老人が安心して住める
医療、介護、子供や老人を支えている若い人たちの経済的な安定が望めれば住みやすい地域になると思います。経済的には貧しい新城市ですが、
何が必要かを市民とともに再考すればもっとすみやすくなると思います｡旧来型の無駄使いを思い切って考え直すことが必要だと思うのですが｡

他県で育ち引越してきた私の意見。新城の人間性、特に老人の『長いものにはまかれる』精神、いやみと悪口で一日会話の成り立つ性格を、幼い頃
からずっと見てきた。新しいことを嫌い、あくまでも昔のやり方、昔の考え方、そういう長老が地区の会合で意見してしきる間は、絶対新城は変わらな
いと思う｡人間そのものの。。。。が、向上しない限り、行政がいくらサービスの上で向上しても根本は変わらないし、若い人も出て行くだけだと思う｡

新城市は世界で最もすばらしい自然と生活環境と心ある町だと思います。これからやってくる大変な時代に備えて、ずっと循環できる世界のモデル都
市として歩むべきだと思います。そうすれば全ての道が開かれすばらしい町になるでしょう。一緒に楽しく前向きに考えてゆきましょう。

・国道、県道、市道の分離帯等に植えられている樹木で、折角きれいに花が咲いていても、間に雑草が生えていてきれいに見ることが出来ません。自
然、史跡等の観光を目指すならば、市外からの車の観光客が気持ちよく通行できるように、国、県、市等で話し合い、例えば、ボランティア(NPO等)を
立ち上げて管理してはどうでしょうか。
・これからは、団塊の世代の方が多く定年を迎えるといわれ、自分の生き方を考える方が多くなると思います。いくつかの目的のボランティア(NPO等)
を募集して目的別に名簿を作成して定員になり次第にボランティアを行い、商店業者等の協力で地域通貨を発行してボランティアの方に支給して活
用すれば、生きがい対策と市の活性化になると思います(人材と土地、物流の活用)。

地域住民のまとまりのいいグループ化による地域自治の方向に行政が指導してほしい。物量的バランスのみで判断したのでは中身ができてこない。
地域の人々の意見をきいてから進めるべきと思う。行政の決定の前に、合理化だけで決定するとおかしくなると思う。

・用事で必要な書類を市役所に取りに行き、頼んだとしたら「この書類は必要ない」など本人でもないのに勝手に判断して出そうとしない職員がいる。
自分のものさしで物事を判断している。そんな職員は必要ない。
・環境問題などでモデル自治体を目指す。住民には、取り組みの意義など理解を深める対話を展開する。行政も輸送方法など様々な選択肢を持つ。
例：静岡県中田島砂丘問題など佐久間ダム砂問題など他県他市のことなども、周辺自治体として共に協議するなど。

子供の給食費の未納が問題になりましたが、未納者の分は支払いをした給食費から補充するそうです。でしたら児童手当などの支援金から給食費を
差し引いて、みんな給食費が、ある年齢までいらないっていうようにはならないですか？

「安心・安全のまち」を作るために何が必要であるかを良く考えてもらいたい。誰のための安心安全か。新しい企画も活性化のためには不可欠なもの
かとも思いますが、今の住民の生活を安定させることのほうが、重要ではないか。財政難を理由に補助金のカット、予算のカット。そのことがどのよう
な影響をしているかも考えてカットしてもらいたい。保育園や学校などの予算カットは本当に考えてもらいたい。子供たちがこのまちを好きになり、大人
になった時にこのまちを発展させていこうと思えるような教育ができるように考えてもらいたい。

新城のまちづくりの為のアンケートにしては内容が薄い。特に「問21」の1、2は理想ではなく、市職員として当然では？市民病院の医師不足も解決し
ていないのに、まちづくりなどと言っている場合ではない。子供を産む場所もなく、急病になっても遠くの病院へ回される市などに若者が定住するわけ
がない。今回のアンケート、新城市のことならば、新城市内でアンケートを集計するべきではないのか。市内にも大学はあるのに、なぜ豊橋技科大に
任せた？本当に新城市の将来を考えているのか？

福祉の事ですが、お金をもらっている人で贅沢している人がいます。一度調べてほしいです。私たちの税金で払っている年金で私たちは生活してい
る。一度調べて見てほしいと思います。

先日、市役所からの電話が非通知でしたが、市役所から非通知電話をかける必要性があるのでしょうか。

私は数年前に転勤してきました。それまで新城市については知りませんでした。初めての印象はひとがらが良いと思いました。また、新城市駅前に住
んだこともあり、不便さもあまり感じなかった。ただどこか遊びにいくにしても新城市内ではなく他へ行くことになります。観光するところがないのです。
季節によっては桜やほたる、花火などがありますが、年間を通してはないのでは？通過点ですぎないのなら、バイパス沿いや151沿いに道の駅をつ
くってはどうか？
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一部で町づくりとして、道路を中心に整備工事がやられているが、市全体の構想を私は聞かされていない。全体の構想なしに進めているのか?市議員
や一部の有力者の功績作りにやるのは全くくだらん。市全体でジックリ考えてジックリ進めるべきだ。人類もジックリ進化して今がある事を知らない人
が多い。

・名古屋圏でもある当県の東部にある私たちの市は、その位置からだけで、大きなハンディを持っていますが、大きな財産があります。それは”山”で
す。世界的に見て”山”、”木”の乱開発が問題になってきており、近い将来、日本の”山”、”木”の復活があると思います。その時の為に”林業の町”と
しての整備が必要だと思います。企業誘致も林業、木材関係のものにしぼり、雇用機会を増やし、人口を増やしていくしかない気がします。

・少子高齢化＝地域の過疎化。あと20～30年すると、過疎が進み無人になってしまう地区も増えると思われます。都市への人口集中が進むと思われ
ますが、キーワードは「便利」だと思います。情報通信の整備と交通網の充実が絶対に必要です。また少子化対策として思い切った支援制度が必要
です。人口減少→活力低下→未来はありません。

今のままならとっとと出ていきたい。何の魅力もないこの市に高い税金払いたくない。高い税金払ってんだから、もっと市民のことを考えろ。中途半端
にしょぼい建物とか施設とか行事とかやめたほうがいい。なのにムダにデカイ消防署つくりやがって。

何かわからない事があって、電話をかけた時に「ホームページを開け！」とすぐに言われましたが、すべての家庭でそういう環境があると思わないで
ほしい。1つだけ教えてほしい時、手元の資料を見て答えてほしい。あと「窓口まで資料を取りに来い」と言うが、土日しか休みがなく、9：00～17：00ま
で仕事の人はどうしたらいいのでしょうか？2006年度の鳳来町の○○○○課の女の人に言われました。あと、受付で年金の書類がわからなくて聞き
に行ったら「僕ではわかりません。」と言われました。わからなくて聞きに行ったのに役に立たず、どうしたらよかったのでしょうか？助けてほしくて行く
のに逆に突き放されてしまい、途方にくれました。市長が1ヶ月ぐらい窓口に立って仕事を経験されたらどうでしょうか？

市内の人が、豊川・豊橋へと買い物でも何でも流れて行くのに、反対に新城に足を運ぶという人はいないと思います。もっと、魅力ある何かが必要で
はと思います。それが何かとは思い浮かびませんが。私は一宮町から引越しして来ましたが、新城市は何に対しても住みにくい所だと思います。月1
のゴミとか、福祉とか。

大谷短大について
現在、市のほうで支援していると思われますが、財政負担になっているのではないでしょうか。色々な面でもっと情報がほしいです。また、学生の実習
と介護センター（市内には老人ホームから介護センターなどたくさんありますが）とを結びつけた活動ができればどちらの立場ももっと良くなるし勉強に
もなると思います。お年寄りと若者とがふれあう場がもっとあればいいと思います。

市が発展するも衰退するも、すべて「人」次第だと思う。人の集まる市は発展するも、人が減っていく市は衰退する。勢力のあるまちづくりを考えること
は不可欠です。住民が、今、何を考えているか、どうして若い人は豊橋、名古屋、豊田、浜松へ行ってしまうのか、もっと考えてみないと。若い人が出
て行くということは、親も賛成しているからです。昭和の時代は、三世代があたりまえでしたが、今は、一人ぐらいしか残りません。人が減れば、どうな
るか、市の大元である構成員が減れば、やがて市もなくなるでしょう。そうならないように市の大元である一つ一つの家庭の構成員を大家族にしない
と駄目だと思います、それが駄目なら若者の世帯を親の近くに住まわせないと駄目だと思います。

合併で、職員の方々は、市長さんを先頭に大変な努力をしておられるということは耳にしたり、広報を読んでわかっているつもりでも、市民に十分な理
解をさせることはまだまだ大変でしょう。ご苦労の程をお察しいたします。しかし、住みよい町、田舎であって欲しいという願いはみな同じだと思う。箱物
よりも環境の整備や春夏秋の花だよりA4２枚くらいのチラシで各戸にいただけると、歴史の勉強をしたり、農産物を買ったり、お花をみてくつろいだり、
私の街はこんな良いところと、再発見するようなしかけを行政に頑張ってもらい、旧３市町村の人がもっともっと交流できるようになると良い。後は市民
が花を植え木を植えるとよいと思う。花いっぱい運動はあまりお金を使わずできる街づくりだと思う。

明らかに私より年上の福祉課の人が、人を見下した態度をとっており、とても頭にきたことがあります。聞いたこともわかっておらず、「ご主人の年収が
こんなにいいのに、こんな手続きをして、まだ金を貰うの？」というようなことを言われました。好きで病気になっているわけではありません。とても不愉
快でした。一生懸命やってくださる職員がいる一方で、人の気持ちも思いやれない人が福祉課にいたのはとても気分の悪いものでした。

・飯田線１両しか電車が走っていないのに、駅前に何か建てたって無駄だよ。今なんて、車でどこでも行っちゃうし。道なんて広げたってお金の無駄使
い!!そんな無駄使いするくらいなら、市民病院を何とかするべきでは？病気や怪我をしても、どこへいっていいか、本当に困る!!市民病院の医者の質も
疑問だけどね。抜糸した傷口がほんの５分でバックリ開いて流血したので、慌てて診察室に行ったけど、「開いてないよ」と言われて、テープで止めた
だけ。信じられん!!すぐ他の病院に行ったよ!!

住みよい町を作るために、開発をすることが、本当にその目的を達成するのか。今一度考えるべきではないか。我慢が美徳の時代がすぐそこまで来
てる感じがする!!

駅前開発で多くの家が移転し、広い空間が出来たが、今後どのようにしていくのか。バイパス沿いに多くの店舗が移り、元の通りが空洞化してしまっ
てもったいないと思う。住民のアイディアを聞き、決まった時期にイベントを行い、人に集まってもらうような工夫をしたらよいと思う。緑と自然の豊かさ
を宝とし、皆が意識を高めて、今以上に環境のすぐれた奥三河であるということを情報発信していきたい。

市町村合併で新しい新城市が誕生し、面積だけは大きくなった。しかし内容はというと新城の中心街はシャッターが下ろされ、最近よく言われるシャッ
ター通りとなってきた。また山間地は過疎化が進み、もう10年もしたらどうなるのかという不安がある。いかに地方の自治体ががんばっても、市場経済
という枠がはめられ、弱肉強食の世の中となり、結局一極集中、亀井静香氏ではないが、東京や愛知は元気でも地方は焼け野原という時代に入っ
た。新城市も例外ではなく、愛知県では一地方である。こうした現状を確認し、穂積市長はじめ、市当局者の皆さんこうした難しい局面を打開し、住み
よい新城市を建設することを切に望みます。

どこよりも新城に住みたいと思われる町にするには：
１衣食住のうち、住居を建てようと思っても土地がない（あっても高い）ケースが多いので住宅化を進めるべきである。
２市民病院等診療体制が不安であり、早期に改善の必要がある。
３観光施設がない、スポーツ施設、娯楽場、温泉施設、新城駅から10～15分で行ける所に作るべき。

農林商が活性化する対策、一年を通して集客できる場。例えば、雁峰山の開発。
１農林ゾーン　２体験ゾーン　３四季を通した観光ゾーン　４記念樹ゾーン　５マウンテンバイク等のフリーゾーン

若者が定住出来、職場も有り、若者の意見が出せるような町、地域作りが出来ればと思います。市民病院、学校、健康生活が出来る地域であれば
と。

市としての結論の出し方、決定事項の遂行のあり方に再検討がほしい。（具体的には）
（１）行政区に関することは、行政区に降して結論に導くこと（市議会での決定はダメ）。議題項目を渡され、その場で目を通し賛否を問う決定方法では
市会議員も深く読めずに決定に持ち込んでしまう。（今の国会の教育改革、年金問題の決定も同じ）新城市議にそこまでの専門性を身につけた人は
いない。
（2）学識経験者会議のような市制に関する諮問機関を設けることを望みたい。（大きく言えば米国のC・F・Rのような組織機関）
（3）市議会議員の数が多すぎる。（いなくてもよいような議員もおられますね）
（4）市職員の部課長級の方々の養成機関（講座）は全国的に組織化してほしい。
（5）新市長さんは燃えておられると思うが目の付け所が市民には解らないので全国市長研修会（あるのか？）各省庁の官僚のエリート教育のような
制度の報告とご自分の考え方の公表を是非とも公開してほしい。
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まちづくりとはいえ、田舎の方はどんどん人が少なくなっています。市になってからはどんどん悪くなる一方です。何とか若い人が田舎に残れるよう、
何かあればよいのですか。（企業とか）商店もどんどん廃業されます。交通も良くなるわけでなく、バスの運行もどうなるのか心配です。お年寄りばか
りでは、心地よい生活も不安です。とにかくとにかく旧鳳来町にも目を向けていただきたいと思います。

長期的なことになると思うのですが、やはり企業誘致などによる働く場の整備を積極的にやって欲しい。（僕も以前片道２時間ぐらいかけて県外に通
勤していたことがあります。それに伴う公共住宅などの整備も必要だと思います）税収というかたちで財源が確保できれば福祉なども充実させたり、医
師の確保（収入面だけではないのかもしれませんが）ということにつながるのではないでしょうが。医療が充実してくれば新城で結婚して子供を育てよ
うという人も増えてくるのでは…

どこの都会でもある様な商業施設はいらないと思う。夜でもずっとカンバンなどの明かりがカンカンとついているのはやっぱり落ち着かないし、施設が
できることにより騒音が増え家にいてもゆったりとできない気がする。高速道路とかの開発をした分だけ、山や森の自然が失われ生き物も減ってきま
した。以前はカエルの声もきこえたし、ホタルも飛んでいたのに今ではみられません。開発による被害を将来のために重く受け止めて、自然を保護し、
自然とのふれあいをとることができる町として新城を作っていくといいと思います。

・生活のしやすいまちにする事も定住の為には必要だと思います。例えば、車に乗れない子供や老人の通学、通院、買い物等の交通手段の充実。公
共サービスの充実等。
・又、その反面便利さばかり求めるのではなく、今ある美しい自然を守り、育てていくこともとても大事だと思います。新城の一番の特徴だと思うので
…。桜渕の桜をもっと増やしたら、桜まつりがもっと盛大になると思います。川の水もずっときれいでいられる様管理が必要だと思います。
・毎年少しずつ桜の木を植えていって、将来は新城中が桜の木…桜のまちにするのも素敵かもしれません。

人材の流出、資金の流出が著しく、市内で循環していないのが気になる。やはり地域内で衣食住が賄えるような市になってほしい。最近、外国人労働
者が急激に増えているが、外国人が働くことによって、市民が働き口を減らしているように思える。これでは企業が儲かっても、市民にはお金が来な
いという、いびつな経済になると思う。このままでは、産業・経済のドーナッツ化が進む一方だと思います。企業・市民がどちらも潤う特区などの導入を
望みます。

・合併して月日が経ちました。この合併は名目上対等合併となっていますが、旧新城が旧鳳来、作手の観光資産、水利資産ほしさに合併したように思
えます。私の地区の公会堂はひどく老朽化しています。本来、こうした建物は災害時に住民の避難場所となるべきところのはずです。しかし、災害時
に真っ先に倒れるのはここだとみんなが考えています。現在、地区住民がお金を出し合って建替えようとしています。こういった建物は行政のお金で
まかなうようにすべきだと思います。ここが旧鳳来地区だからでしょうか？
・子供が来年から保育園に入る年になります。旧鳳来地区では幼稚園が無いので（困ります。）保育園は幼児が最初に集団生活を学ぶ場所として考
えられています。ただ仕事を行っている間子供を預ける所という考えではありません。しかし、共働きで無い場合、高い保育料をとられ、入園も拒否さ
れがちに合併してからなりました。新城市は幼稚園があるといってもそれは鳳来からは遠く、小学校区で一人だけそこに行くようでは、小学校入学時
には地元の保育園に行っていた子らでコミュニティーができており、仲間はずれ的になることでしょう。なじむには時間を要します。学校区に保育園し
かない以上、そこは幼稚園でもあると考えるべきです。年齢が来れば誰でも同じように通えるようにすべきです。

・残念ながら、私自身はこんな田舎には住みたくない!!老後は静かな田舎に住みたいという人がいるが理解できない。年老いて車に乗れなくなった
時、病院は近くないし商店も少ない。こんな不便な所のどこがいいのかわからない…

新城市となり作手や鳳来は行政面でマイナス（不便）を強く感じています。何といっても、川の水質向上、森林を守ることなくしてPRなどはあり得ませ
ん。それが犯されれば、新城は何の魅力もないのです。真に美しい町を作るための予算配分と実行をして下さい。※工場誘致や団地づくりなど、ただ
目先のことに手をつけていってしまうのは、真の活性化ではありません。今問われる美しい町は本物の自然を宝として守ることで、心からまちに定住し
たいと思う人は来るからです。

・何をしているのか?市の税で人を使い（たとえば旧郵便局）栄町の（旧あいちや）。
・新城駅から桜淵のルート（東新町駅からのルートの方が真っ直ぐでわかりやすい）このルートの方が道が良いし新城の駅前は家が込み入っていて
広げるには税金を使いすぎることになる。車の止めれない駐車場が遠い所は発展しない!新城は税金は高いと言われているので昔からの約束だから
と税を使い駅前の開発はしてもらいたくない。道を広げてももう人は集まらないと思う。東新町の駅前を変えて、あと少しの距離の道を広げた方が節
約になる!しかも桜淵に近い!昔の計画は現代にあった合理的な計画に変えるべき!!

全国でも有名な歴史文化を持っているが全くその遺産観光整備がなされていない。新城市の全ての役員担当者に教育委員会、観光課などバカ揃い
に腹が立つ。全国から観光バスに、また個別で観光に来る観光地にすることは用意である。やる気がないだけ、知恵もない。人を集めれば自然と市
の活性化に繋がる。まずやらなければいけないことは歴史文化の整備が必要である。新城城、野田城などの保存復元整備、旧城下町の町並み保存
復元整備、設楽ヶ原の決戦跡の武将の陣地跡の伐採整備など、言い出したらきりがない。このアンケートを誰が読むか読まないかは分からないが、
期待したいものである。

道路ばかり出来るがそこに住む人間が悪質な考えを持っている人が何と多い事か？自由に意見をのべる場がほしい。外見だけはいい事を言い、内
面は自分に有利なような事ばっかり利口なことを言う人が多い。人間関係特に悪い。悪に時効は無い。

実際必要なのか？その評価は誰がどんなデータから出したの？と思ってしまうようなもの。建設コストだけ考えて維持コストを全く考えていないものな
ど他市町村でよくある。新城市では今後、よく考えて事業を行ってほしい。公務員の自己満足のための事業はしないようお願いします。

開発は今後は望めないので歴史文化観光などに力を入れ、社会福祉の充実した町づくり。

提言（観光振興、市民健康対策）：弁天橋から新城橋までの豊川沿いに遊歩道を両岸につくり、川辺に河津桜、ソメイヨシノ、八重桜等を植林し、上部
にかえでを植林して、桜渕周辺にオートキャンプ場を作れば2月から11月まで春は桜、夏はキャンプ、秋は紅葉、スリーシーズン観光客が集まり、ま
た、市民の憩いの場所及び健康の道としても利用できる観光振興、及び市民の健康対策にもなり一石二鳥になります。ぜひとも実現を。

歴史の町、自然豊かな町をもっとアピールしたらいいのに。新城市全体がもっと特色を前面に出したらいいのに。何をウリにしているのか分からない。
このままだと、ただの田舎の野暮ったい、ぱっとしない市だと思う。洗練された田舎がいい。素敵な歴史や行事、自然があるのに、これでは、宝の持ち
腐れ。市民がもっと市の歴史や自然のすばらしさを知って、それを内外にアピールしたらもっと良い市になるのに。

大正9年1月9日生まれで体は丈夫で、畑の草取り、少しの野菜は作っていますが、方々へ出かけてはおりませんので何も分かりません。老人会だけ
は出ています。縁側相談も出ています。

デパートなど買い物に便利な施設や遊べる施設も増えて欲しいし、特に電車の本数などももう少し増えて欲しいと思う。でもなるべく今ある自然をなく
さないようにしてほしい。

もっとしっかり始めにやらなければいけないことをしっかり見極めてやって欲しい。市民病院などがいい例で、もっと真剣に取り組まないと新城市はだ
めになると思う。目先の目立つことやあでやかに見えることをやるのではなく、もっと住民のためになることをやっていくべきなのではないか、とちょっと
市長をはじめ市職員に疑問を感じてしまうのは私だけではないと思う。それに、市の中心だけを良くしていくのではなく、もう少し回りを良く見てほしい。
市の中心よりもその周りをもっと良くしていかなければならないのではないでしょうか？もっと農林業者などを大切に扱って欲しいと思う。今のままで
は、市は良くなっていかない。もっとちゃんと回りを良く見て、何を優先させるかをしっかりと考えて欲しいです。

・特徴ある町作りと言うキーワードかがやたらと目に付くが、教育界で「個性を伸ばす教育」を唄いながらひたすら同じ価値観の人間を育てたことと同
じで結局単なる地方都市という枠から出られない。無理に差別化や一過性のイベントを行うことより、日々安心して落ち着いて暮らせる環境（住・就労
両面）を整え維持することに力を入れて欲しい。
・無形のサービスは、民間や住民活動で維持できるが、インフラの維持は自治体にしか出来ないことを忘れないで欲しい。新しい箱も良いが完成した
箱も10年経てば、傷むことを忘れないで欲しい。
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７９件

この町へ転居して3年目。転居した当初は住みづらさばかり気になっていましたが、徐々に慣れてくるにしたがってこのまちの良さに気づきはじめてい
ます。これにも慣れると良さはわからなくなってくるだろうと思います。このまちは、発展途上にあります。でも一歩間違えば、後退し続けると思います。
本気でこのまちを想う人たちが集まり、盛り上げる必要があると感じます。市長様には、宮崎県知事のような行動力と、下々の者の意見を聞く耳をお
持ちいただきたいと思います。このアンケート調査には、その様な心意気が伝わります。新しいやり方をどんどん取り入れてほしいと思います。例え
ば、税金がクレジットカードで支払えるようにすると、5月中に支払わなければならない税金が、ボーナス後に引き落とされ、市民も支払いやすく、納付
率UPに繋がるように考えられます。他市にはない良さをつくっていくことにより、市民の関心が高まり、市外からも声が集まると思います。その声のひ
とつひとつを聞く耳を持つ市であってほしいと思います。「日本一」の新城市を100年かかっても作り上げていきたいです。

お金がないからいろいろなサービス、施設を廃止するという単純な発想を真っ先に改めなければ、住民の不安と不満は増えるばかりです。
不安…夕張のように住民サービス最低の町になるのではないか。
不満…職員はリストラされず、市の財政は人件費で潰されてしまう。
人材豊富な市職員が、地域に出て町の問題を隠さず、話し解決のための知恵と人的協力を地域住民ぐるみで支援する意識、組織の構築が生き残れ
る最後の道だと思います。（住民の希望が必要です）
このアンケートには方針がありません。何事にも優先順位があるはずです。（すべての項目がある意味ごもっともな意見だからです）まず初めに、それ
を市として説明する必要があるのではないでしょうか。

地域資源に依拠するが、既存の考えとは異なるアイデアによる地域自立型。内発的発展の思考による自己開発の方法による地域産業づくり。
例・畜産糞尿公害→メタンガス化(エネルギー、有機肥料）、生ゴミ
　 ・地産地消の考えによる、地場産林木による住宅及び公共建設の促進（当然地場の施行業者による）
　 ・間伐材、雑木林のバイオエネルギー促進(薪ボイラー、薪ストーブ）によるエネルギー利用の循環化

地域づくりを行政が市民の意見を聞いてリードして行こうとするいままでのやり方はもう無理だと思う。税金で福祉も環境も教育も防犯も．．．とてもカ
バーすることは出来るわけがない。１人１人の人間力、家族力をしてもらい、地域づくりをしていく以外に日本の再建も地域づくりもないと思う。行政は
いいかげんにもっと謙虚になってもらいたい。行政の出来ることはせいぜい清掃作業ぐらいしかないと思う。
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