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平成 24 年度 第 3 回市政インターネットモニター調査結果 

「地域ブランド」についてのアンケート 

■■■■アンケートアンケートアンケートアンケート実施期間実施期間実施期間実施期間    平成平成平成平成 24242424 年年年年 11111111 月月月月 6666 日日日日（（（（火火火火曜日曜日曜日曜日）～）～）～）～平成平成平成平成 24242424 年年年年 11111111 月月月月 19191919 日日日日（（（（月月月月曜日曜日曜日曜日））））    

■■■■回答率回答率回答率回答率    71.771.771.771.7％（％（％（％（33333333 人人人人////46464646 人中人中人中人中））））    

 20 歳代    30 歳代    40 歳代    50 歳代    60 歳代    70 歳代以上    

男    1 10 3 1 1 2 

女 2 8 3 2 0 0 

計    3 18 6 3 1 2 

■■■■調査調査調査調査のののの趣旨趣旨趣旨趣旨    

市では、地域資源を活用し、市民や来訪者から「選ばれる地域、商品、サービス」を検討

したうえで、北名古屋市のイメージの向上や一体感の醸成、地域の付加価値を創出するこ

とができる※地域地域地域地域ブランドブランドブランドブランドを目指しています。 

そこで、あまり知られていない隠れた逸品や、普段皆さんが感じている市の魅力について

お尋ねします。 

 ※ この調査における地域ブランドとは、特産品などのブランド化だけでなく、「訪れてみた

い」と思わせるような地域そのものの魅力のことをさします。 

    

■■■■アンケートアンケートアンケートアンケート調査結果調査結果調査結果調査結果    

１１１１    北名古屋市北名古屋市北名古屋市北名古屋市のイメージについておのイメージについておのイメージについておのイメージについてお尋尋尋尋ねしますねしますねしますねします。。。。北名古屋市北名古屋市北名古屋市北名古屋市をををを初初初初めてめてめてめて訪訪訪訪れるれるれるれる人人人人にににに対対対対してしてしてして、、、、    

北名古屋市北名古屋市北名古屋市北名古屋市をををを紹介紹介紹介紹介するするするする場合場合場合場合などをなどをなどをなどを想定想定想定想定しておしておしておしてお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。    

    

問問問問１１１１    北名古屋市北名古屋市北名古屋市北名古屋市のイメージをのイメージをのイメージをのイメージを一言一言一言一言であらわすであらわすであらわすであらわす「「「「ことばことばことばことば」「」「」「」「ものものものもの」「」「」「」「場所場所場所場所」」」」をそれぞれをそれぞれをそれぞれをそれぞれ教教教教えてくださいえてくださいえてくださいえてください。（。（。（。（単語一単語一単語一単語一

語語語語でもでもでもでも結構結構結構結構ですのでですのでですのでですので、、、、ごごごご自由自由自由自由におにおにおにお書書書書きくださいきくださいきくださいきください。）。）。）。）    

○○○○ことばことばことばことば    

・健康快適 ・北名古屋音頭 ・名古屋のベッドタウン ・都会ではないが田舎すぎもしない 

・コンパクト みんなつながっている ・田園都市 ・田舎 ・名古屋の威をかりる狐 

・のどか ・便利 ・アクセス抜群 ・みんな元気だ 盛り上がっているよ ラジオ体操 

・仲良し ・平和宣言都市 ・町より上の田舎な市 ・おもちゃ ・長閑 

・田んぼといちじく畑がさかんなところ ・名古屋の北 ・静かな町 スローライフの街 

・郊外 ・議員が言葉足らず ・住所が長い ・福祉 ・中途半端 

・工夫次第で大きく発展する可能性があり、キラリと光るものを持っている地域 

・伝統と新しさが融合したまち 

    

○○○○ものものものもの    

・健康ドーム ・つつじ イチジク ・昭和博物館 ・歴史民俗資料館 ・旧加藤家 ・文化 

・無花果 ・キンモクセイ ・きたバス ・古墳 ・農作物 ・畑 ・食べ物 ・名鉄電車 

・合瀬川と桜 ・まぜごはん ・不自由しない ・芸術大学がある ・お年寄りが多い ・銅像 
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・チタカインターナショナル ・キタナゴレンジャー ・八幡ねじ ・車椅子 ・モノづくりが出来ない 

・ポッカ    

    

○○○○場所場所場所場所    

・歴史民俗資料館 ・もえの丘 ・交通量の多い主要道路と田園風景の交錯 ・名古屋の北 

・コッツ山公園 ・高塚古墳 ・地下鉄上小田井の次の駅 ・新婚が住みやすいところ 

・西春パレマルシェ ・健康ドーム ・名古屋芸大 ・西春駅 ・都会の隣 

・コッツ山公園 ラジオ体操会場の公園・広場 ・喫茶店 ・文化勤労会館 ・図書館 

・ディズニーランド ・心地良い ・県営空港、mozo の近く ・ラーメン前田家 

・五条川の桜並木は、素晴らしい、四季折々の味わいもある、北名古屋市誇れる景色 

・中途半端 ・旧加藤家 ・ジャンボプール 

・大都市名古屋の北側に隣接し、公共鉄道が縦貫している市 ・名古屋市ではない 

    

    

２２２２    北名古屋市北名古屋市北名古屋市北名古屋市のののの強強強強みとみとみとみと弱弱弱弱みについておみについておみについておみについてお尋尋尋尋ねしねしねしねしますますますます。。。。    

    

問問問問２２２２    北名古屋市北名古屋市北名古屋市北名古屋市のののの持持持持つつつつ強強強強みはみはみはみは何何何何だとだとだとだと思思思思いますがいますがいますがいますが。。。。ごごごご自由自由自由自由におにおにおにお書書書書きくださいきくださいきくださいきください。。。。    

・これからの可能性がある都市 

・名古屋芸術大学キャンパスがあること 

・都会に近いが田舎の良さも残っている 

・感覚的なものだが、「時間の流れ」が個人的には丁度良い あくせくしてばかりでもないが、のんびり

し過ぎてもいない 

・名古屋に近いが、緑が多くて過ごしやすい。 

・ちょうど良い広さの中に、駅や高速道路、様々な便利なお店、たくさんの公園や病院、保育園、小学

校、中学校、高校、大学があり、自然も残っている所が自慢です。歩いて行ける距離の中に全てある

点もとても良いと思います。 

・名古屋市内から地下鉄鶴舞線で乗り入れられるベットタウン。神社や寺院、古墳など、歴史を感じさ

せる街。かといって健康ドームや陽だまりハウスなどの公共施設の設備もいい。ドームのお風呂、陽

だまりの足湯など、本当にいい。 

・名古屋市の隣の割には、とてものどか。でも病院学校飲食店スーパーなどは多くて非常に生活しや

すい。公園が多いのもいいですね。市民プールが無料なのもすごいですね。 

・名古屋市のベッドタウンなので交通の便がいいこと、また、生産緑地地区が多く残っていることが挙

げられると思います。 

・広い土地。のんびりしたところ。 

・都市部へのアクセスが良い 

・名古屋への通勤圏となりうるほどに名古屋に近い便利なところでありながらも、田畑が広がり適度な

田舎であり住みやすいこと。 

・名古屋に近い 土地が平らである・・高齢になっても楽です 緑がある 田んぼ 畑 まだ、高齢者が

少ない 人々の結びつきが或る・・市民活動が活発である ラジオ体操 ５会場で行っている。空き地
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が残っている 

・地域の密着。のどかな雰囲気。 

・名古屋まで車を頼らなくても最短 10 分で行けるというアクセスの良さ。宅地の坪単価が低いので住宅

購入価格も名古屋市内に比べて安い。まだ利用できる土地があるので企業の誘致の可能性が高

い。市自体に既存のイメージが付いていないので、これから創造する自由と可能性を秘めている。 

・住み始めて一年半ほどしかいないため、わかりません。 

・名鉄線に二つの駅を持つこと。大きな道路が走っている。 

・少数精鋭で街を愛する人が多いこと。 

・閑静な住まい 

・名古屋に意外と近い！天白区から引っ越してきましたが、市内に住んでいる時よりも名古屋に出や

すくなりました。名古屋へ通勤する人向けの住宅地として、すごくいいと思います。名古屋生まれの夫

も最初『北名古屋市民になるのは・・・』としぶっていましたが、適度に都会・適度に田舎なので、住ん

でみたら結構気に入ったみたいです。アクセスの良さや人口、土地など企業誘致にも魅力的なので

はないでしょうか。 

・徳重・西春駅から名古屋駅が近い。市内には無いがいくつかの大型ショッピングモールに近く、車が

あれば買い物等に困らない。 

・名鉄電車がはしっている。 

・自然を愛する心、文化を愛する街、芸術の森の都、それは素晴らしいせせらぎとたくさんの鯉が棲む

五条川、身近な自然があふれ、自然を楽しみながらジョギングするには最適だと思います。信号もな

く自然を感じながら走ることができるところは、大都会名古屋といえども、ありません。自然を横に感じ

ながら走ることができる最高のベストコースです。このランニングロードを見たとき、ここに住みたいと

感じ現在住むことができました。わが町を心から愛しています。 

・西春駅から名古屋駅までわずか10分・地下鉄へのアクセスも容易・高速道路に囲まれており、どこへ

行くにもすぐに高速に乗れる・名古屋空港もすぐ近く・近郊に映画館がたくさんあり、映画好きには都

合がよい (小牧、春日井、空港、イオン)・名古屋のすぐ隣にもかかわらず、田園風景が広がり、暮ら

しやすい・山や海から離れているため、土砂災害や津波の心配が少ない 

・名古屋市内から中途半端な距離なので、ベッドタウンとしてかろうじて機能する 

・福祉制度・施策が他市町村に比べて充実している。名古屋市に隣接している。住みやすい。 

・平坦な土地と豊かな水に恵まれた尾張平野のど真ん中に位置し、人口約８万強、面積約 20 平方㌔

で自治体単位として施政しやすく、纏まっていて明るく住みやすい地域であることが強みであると思

う。 

・都会過ぎず、田舎過ぎずで住みやすい街。交通の便も高速、電車といい。病院や学校も多くて子育て

には向いている。 

・合併したことでそれぞれの地域の歴史が交わり、色鮮やかなまちの特色が生まれている。 
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問問問問３３３３    北名古屋市北名古屋市北名古屋市北名古屋市のののの抱抱抱抱えるえるえるえる弱弱弱弱みはみはみはみは何何何何だとだとだとだと思思思思いますかいますかいますかいますか。。。。ごごごご自由自由自由自由におにおにおにお書書書書きくださいきくださいきくださいきください。。。。    

・ぱっとしないところ。 

・車がないと不便なこと。もっと、公共の足が欲しい。これといった集客できる施設がない。 

・わがままを言えばキリがないのだが、「健康快適都市」とは言うが、車を持たない人の行動に

不便さを感じたりと、かゆいところにまではまだ届いていない気がする。全体的に車がない

と行動しづらい 

・子供の医療費無料化が他の地域に比べて遅れている。乳児が保育園に入りにくい。 

・比較的新しい市なので、知名度が低い所だと思います。大学の友人は三河方面出身の子が多

いのですが、あまり知られていないように感じます。 

・国際交流の意味を履き違えている。国益、市益に沿った事業をお願いしたい。 

・私は小さな子供がいますが、医療費免除が 5 歳までというのが残念です。近隣は小学生や中

学生も無料のところが多いので、将来的に家を購入する際は、小学校に上がる前に北名古屋

市を出ると思います。そういう人は多いと思います。 

・交通の便がよく都市に近いのにもかかわらず、産業の発展に欠けている。 

・市内に大型店舗がないこともあってか、買い物客が市外大型店舗へ流出している、市外から

の買い物客はほとんどいない、というイメージがあります。 

・商業施設、観光施設など人の集まる場所がない。とにかく人を引きつける魅力がほとんどな

い。 

・これといって商業施設やスポットがなにもない。都心へのアクセスは良いが、農地が多くて

住宅用地が少ない地域があり田舎くさい 

・西之保は西春駅にそれなりに近いエリアなのに調整地区となっていること。市内にはホーム

センターもモールもないこと。細い道が多いこと。ふたのない大きな溝が多い。 

・産業が無い 大きな公園がない、大勢の市民が集まれない これといって自慢するものがな

い 元気が無い 

・浄化槽？のせいか蚊が多い。車がないと交通が不便。 

・名古屋市とまちがえられるので説明がいるので面倒くさい 

・ランドマークとなる物がない。知名度がない。特色がない。市の名称からして名古屋の付属

品のようでインパクトがない。 

・北名古屋市を表す言葉はあっても、観光客を招くほどのインパクトがない。 

・これと言って有名なものがない。 

・資金的な力不足。大手企業などが少ない。 

・地域産業が活発でない 

・ダサいイメージ。北名古屋市、という名前が、地域の独自性を出すというよりも名古屋のニ

セモノ、みたいな感じで残念だと思います。あと、物理的に線路で街が分断されているのが

心理的にも影響されているようで残念です。（たとえば、鹿田栄地区は西春駅からとても近い

地域なのに西春商店街の楽市のイベントのチラシは、駅の西側でしか掲示されていなかった

り・・・。）あと、子育て中のママには、田畑の野焼きが多いのがつらいです。 

・車が無いと生活しにくい。きたバスはあるが、路線・本数とも充実しておらず、市内を行き

来するにも不自由。こどもに対する制度が充実していない。 
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・大きくて楽しい家族向けの公園がないこと。 

・東西に走る道の交通渋滞、西春町の道の狭さ、道路の区画整理が遅れています。 

・娯楽や観光施設がほとんど無いため、知名度が低い・近郊(一宮、小牧、春日井、西区)と比

べると、飲食店も少ない (最近は mozo に面した通りにはたくさんの飲食店ができ、グルメ

ストリートのようになっていますが)・公共の屋内プールがない・図書館の延長手続きがやや

面倒(小牧は電話連絡可能、山田図書館はネットで延長手続きが可能)・IT 化がやや遅れてい

るように感じる(申請など) 

・モノが作り出せない。モノ作り企業が少なすぎる。 

・合併前のくだらない縄張り意識 

・交通網が脆弱。例えば市バス運行がない。名鉄バスが運行していた時は上小田井まで出てい

た。西春駅まで出るのにきたバスのみでは本数が少な過ぎる。自動車でないと移動が不便。 

・この近辺の気質の特徴か？ 周囲に気配りし過ぎて、また大事を取リ過ぎて思い切った発言

を控え、そして行動を起こさないのが弱みといえば弱みのような気がする。何事も慎重にな

りすぎるのではないか・・・・。そんな気がする。 

・名古屋市などに比べると市民へのサービスが少ない。市の検診、障害者への待遇、その他に

もたくさんある。やはり小さい市だから仕方ないのか。 

・合併したことでそれぞれの地域の「部落」的考えによる隔たりがあるのも否めない。 

 

 

３３３３    あなたがあなたがあなたがあなたが市内市内市内市内でででで広広広広くくくくＰＲＰＲＰＲＰＲしたほうがよいとしたほうがよいとしたほうがよいとしたほうがよいと思思思思っているものをっているものをっているものをっているものを教教教教えてくださいえてくださいえてくださいえてください。。。。親戚親戚親戚親戚やややや友人友人友人友人にににに、、、、

とっておきのとっておきのとっておきのとっておきの名物名物名物名物、、、、観光観光観光観光スポットスポットスポットスポット等等等等をををを紹介紹介紹介紹介するするするする場合場合場合場合などをなどをなどをなどを想定想定想定想定しておしておしておしてお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。該当該当該当該当がないがないがないがない

場合場合場合場合、、、、もしもあったらいいなともしもあったらいいなともしもあったらいいなともしもあったらいいなと思思思思うものがあればおうものがあればおうものがあればおうものがあればお書書書書きくださいきくださいきくださいきください。。。。    

 

問問問問４４４４    歴史歴史歴史歴史・・・・文化文化文化文化、、、、景観景観景観景観、、、、観光施設観光施設観光施設観光施設、、、、イベントイベントイベントイベント等等等等でででで親戚親戚親戚親戚やややや友人友人友人友人にににに紹介紹介紹介紹介したいしたいしたいしたい観光観光観光観光スポットスポットスポットスポット等等等等についてについてについてについて教教教教えてくえてくえてくえてく

ださいださいださいださい。。。。    

・キタナゴレンジャー 

・ロピア 

・歴史民俗資料館。芸大が地元にあるのだからもっとお互いに高めあうべき。 

・健康ドームやもえの丘などは良いと思うのだが、如何せんわかりづらい場所もさることなが

ら、中の雰囲気や開催イベントなどがよくわからない 

・無料で遊べる緑の多い広い公園。 

・高塚古墳などの古代を感じさせるスポット、六ツ師神社、新宮神社などの由緒ある神社。東

庁舎そばの津島神社には日露戦争の戦勝記念の鳥居もあります。健康ドームのそばに忠霊碑

の一群があります。場所がわからなければ私に直接聞いて下さい。上記のような日本の文化、

北名古屋市の歴史を感じさせるような誇らしいスポットをつなげウオーキングコースを制定

して、市の歩け歩けイベントなどを企画してＰＲしたほうがいいと思います。 

・健康ドーム（温泉） 図書館 

・各所に芸術作品が点在すること 

・花火大会を企画してほしい。 
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・歴史：神社・お寺 文化：景観：川 桜並木、ケヤキ並木、銀杏並木、南京ハゼ並木など並

木道 イベント：合瀬川桜まつり、ウオークラリー、市民体育祭、村芝居 

・文化勤労会館の夏祭り。 

・おいしい店が多い 

・戦国武将との関わりのあるエピソード、道の駅やスーパー銭湯のような集客施設、美味しい

水や、美味しいスウィーツ等販売できる特産品があればいいと思う。 

・東図書館の昭和の展示。 

・カフェ文化 

・コッツ山公園は駐車場も整備されており、水辺もあって、ぜひ友達の家族を連れて行きたい

公園です。図書館も名古屋市の図書館に比べて広くてきれいだと思います。市内ではありま

せんが mozo・エアポートウォークもおすすめです。健康ドーム周辺の田園風景も朝焼けを見

ながらの早朝ウォーキングに最適です。写真をみせると結構喜ばれます。 

・ラーメン前田家  

・五条川は、ジョギングを楽しむ者にとって最高の景観があります。右岸堤防と左岸堤防を選

択することによって、信号なしでフルマラソンを走ることができます。意外とこの恵まれた

ランニングコースを、ジョガーに知られていないように思います。走りながら、鯉の群れを

見ることもできます。 

・歴史民俗資料館・高田寺・平田寺・ラーメンの前田家(ラーメンガイドブックによく載ってい

ます)・文化勤労会館のからくり人形・手話バーのしゅわしゅわ(中日新聞や TV でも取り上げ

られていました) 

・簗田政綱や浅野長政などの市出身の戦国武将 稲葉篤紀 

・ジャンボプール、ポッカ工場、合瀬川沿いの桜 

・歴史の登場する時代時代の支配者、権力者に翻弄された地域なのか、この地域が核となり治

世し発展した土地の歴史はなく紹介し自慢したいものが見つからない。これから私たちが文

化もイベントも積極的に作り上げていかねばならないと考えています。 

・北名古屋市で紹介できるところ、長く住んでいても思いつきません。どうしても近隣の市に

ある名物や観光スポットを紹介してしまします。今は、Ｂ級グルメがブームなので北名古屋

市の特産品などを生かして名物料理を作ってみてはどうでしょうか？いくつかの店舗で美味

しい名物が定着すれば、知人などが来たときに食べ歩きのように案内したいと思う。 

・西春祭 

 

 

問問問問５５５５    農産物農産物農産物農産物やややや加工品加工品加工品加工品、、、、工芸品工芸品工芸品工芸品、、、、工業製品工業製品工業製品工業製品、、、、郷土料理郷土料理郷土料理郷土料理などでなどでなどでなどで、、、、ぜひぜひぜひぜひ買買買買ってほしいものってほしいものってほしいものってほしいもの、、、、食食食食べてほしいべてほしいべてほしいべてほしい名物名物名物名物にににに

ついてついてついてついて教教教教えてくださいえてくださいえてくださいえてください。。。。    

・手作りのランドセル（片場のところ） 

・いちじく。ロピアのアウトレット。ポッカの商品。 

・よくわからない 田んぼはよくみかけるけど、どこに流通している？米作にどこまで適して

いるかわからないけど、市内限定米なんてあったら良いのかも 

・小倉トースト。 
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・無花果は周りの友人もほとんど食べたことがないようなので、私ぐらいの世代にもどんどん

食べてもらいたいです。 

・イチジクヨーグルト、イチジクアイス。間違ってもキムチではない。 

・地元の農作物。 

・パン屋 

・無花果(唯一知っている特産品)を使用した和洋菓子、ツツジを使用したジャム等が開発され

ればいいと思う。また、北名古屋で取れるお米に名前があればいいと思う。 

・ドジョウ寿司 

・ロピア 桃の館 プランタン 

・一番のおすすめは『樹の花』のケーキ、『マナの森』のパン、『MISTY』のカレーの３つです。

樹の花とマナの森はよくお土産にも使いますが喜ばれます。農産物は、いちじく、柿がおい

しいと思いますが北名古屋市だけの出荷分ではあまり特産品としてブランド化する量が足り

ないのではないでしょうか。工芸品・工業製品、郷土料理はあまり特産品がおもいあたりま

せん。 

・北名古屋市の農産物や加工品、工芸品、工業製品、郷土料理、知りません。なので、もっと

市民にもアピールしてください。 

 

 

 

問問問問６６６６    風習風習風習風習やややや習慣習慣習慣習慣、、、、伝統的伝統的伝統的伝統的なななな芸能芸能芸能芸能・・・・技能技能技能技能のののの伝承伝承伝承伝承、、、、食文化食文化食文化食文化、、、、地域活動地域活動地域活動地域活動、、、、北名古屋市北名古屋市北名古屋市北名古屋市にににに暮暮暮暮らすなかでらすなかでらすなかでらすなかで自慢自慢自慢自慢できできできでき

るものについてるものについてるものについてるものについて教教教教えてくださいえてくださいえてくださいえてください。。。。    

・名古屋市に隣接していて、交通の便がいい。 

・よくわからない これまでの枠組みではなく、これから新たに作っていっては？ そもそも、

市内に住んでいる人が市のことを知らないといけないので、まずはそこから。「北名古屋市っ

てどんなところ？」と聞かれて即答できる人は少ないと思う 

・利便性が良い。 

・風習や慣習とは違うかもしれませんが、突然の雨でも必ず近所の方が洗濯物を車庫の屋根の

下に入れておいてくれるので、そういった人の繋がりが自慢です。 

・東図書館３階にある郷土資料の中に師勝の教育委員会編纂で師勝の民話がまとめられている。

この本に書いてあるすべての事やもののすべてが自慢できる。市が主導して副教本を作り、

北名古屋の小中学生に教えて欲しいくらいの内容です。 

・医療施設や療養施設の多さ、健康ドームなどの公共施設など、健やかに暮らせる環境が他市

に比べて整っていると感じています。 

・子供会の行事など昔からの伝統が残っているところ。 

・新宮神社素人村芝居を行っている ・・６０年ぶりに復活今年で２回目 合瀬川桜まつり毎

年行っている 夏祭り 市民体育祭 ウオークラリー大会 和太鼓「木津太鼓」・・木津用水

から発した木津の引き船をイメージした曲 毎日 ラジオ体操を５会場で行っている 市民

活動を行っている 

・昔ながらの人付き合いができる暖かい地域だと思います。 
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・イベントが多い 

・これは全く知らないので勉強できるツールが欲しいです。 

・沖のいちじく 

・名古屋市の保育園があまりに待機児童が多く、保育園に確実に入るためにこちらへ転居して

きました。保育園から歩いていける距離に住まいを定め毎日歩いて登園しています。四季

折々、田んぼでお米が実るのを毎日見ながら登園するという体験は、名古屋市内ではまず難

しいと思います。こういった何気ない日常が一番引っ越してきてよかったと思う点です。あ

と、賃貸住宅でも町内会に入ることに驚きました。最初はやめようかなと思いましたが、地

域のお祭りなど参加することができてよかったです。 

・文化勤労会館という素晴らしい会場があるので、たとえばＪＡＺＺの演奏会など開いたらど

うでしょうか。日野皓正、渡辺さだお、上原ひろみ、名の知れたメンバーを呼んで、地域の

活性化を図るのもいいのでは、名物はあるものも大切ですが、作り出すことも必要です。 

・少年少女発明クラブの活動がすばらしい(ロボットコースもありますし)・交通アクセスがよ

く、田園も広がり、のんびりと暮らしやすい。・鳥のさえずりがよく聞こえる(ときどきうぐ

いすの声も聞こえます)・市の職員の方々がとても素晴らしいこと・最高のベッドタウン 

・流鏑馬神事 

・こっつ太鼓、認知症に対する取り組み、回想法、パトロール隊 

・この地域は農業にまつわる風習や習慣、そして文化が連綿と引き継がれてきていましたが、

戦後の復興成長期を経て移入人口が急激に増加して「面倒くさい、しつこい、理解できない

等々」の周辺の思いからか、それらを敬遠されてきた経緯から自慢できるものが見付けづら

くなった様な気がする。所謂、都会化した田舎都市になってしまったのかなあー･・・・。 

・10 月にあるお祭り。私は鹿田在住ですが、子供たちがはっぴを着てわっしょいと各家庭をま

わっています。各家庭はお小遣いを子供たちに渡します。私が小さいころからありますが、

子供たちの声、活気があっていいです。食文化として小中学校である給食。ちょっと観点が

違うかもしれませんが、名古屋市では小学校だけ給食のところが多い。中学まで給食がある

と子供の食育にもいいと思う。 

・とにかく役所関係の応対がよい。いわゆる「お役所」的な高圧的、冷徹な態度は皆無で、高

級デパート顔負けのホスピタリティを感じる。 

 

 

４４４４    北名古屋市北名古屋市北名古屋市北名古屋市のののの地域地域地域地域ブランドについてどのようなブランドについてどのようなブランドについてどのようなブランドについてどのような考考考考えをおえをおえをおえをお持持持持ちですかちですかちですかちですか。。。。    

    

問問問問７７７７    北名古屋市北名古屋市北名古屋市北名古屋市のののの地域地域地域地域ブランドづくりについてブランドづくりについてブランドづくりについてブランドづくりについて、、、、期待期待期待期待することはありますかすることはありますかすることはありますかすることはありますか。。。。    

・「北名古屋市」と他の市に在住の人に言ったとき「あぁ～名古屋市になれなかったとこね。」

と、言われないような市にして欲しい。 

・有名な市になる 

・ロピアと何社かの企業が協力してつくるアウトレットの店。 

・それほど大きくない地域だからできることを見つけて、着実に成長させていってほしい 

・地域ブランドをつくることによって、もっとたくさんの方に北名古屋のことを知ってもらえ
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ると思います。 

・グローバル化よりも、先ず、アイデンティティの確立。このままですと周りの自治体とあま

り違いが見られず、地域ブランド化は困難。期待ができない 子供の時から北名古屋の子に

は郷土愛をしっかり教えておく必要がある。市民が地域を愛すれば自然とブランド化が実現

すると思っている。 

・何があるのか知りませんが、農作物でしょうか。 

・○○は北名古屋市とすぐに連想に結びつける特産品や名物を作って PRし、イメージアップの

向上につなげてほしい。 

・せっかくですので、芸術を絡めたものを期待します。 

・遠方からも人が集まる街作り。 

・都市部へのアクセスなどが多い好立地を生かして、無意味な農業保護をやめて若い世代が流

入してきやすい住宅環境を整えるべき。現在農業をしている人達からは反対されるだろうが、

長い目でみて農地を住宅地へと転用できるようにしていったり、子育て世代が魅力を感じら

れる街づくりを目指す。 

・何か食品でもイベントでもいいので、北名古屋市がすぐに思い浮かぶような名物を作ってほ

しいです。 

・地域幸せ度をアップする 知名度をアップする 

・幅広くブランドを増やしてほしい 

・メッセナゴヤ 2012 に行きました。会場では愛知県の商工会のコーナーが有り、知多半島や豊

川等多くの地区の商品が陳列されて いました。個人的には海老煎餅の味がする食べられる器

が気に入りましたが、近い将来にこの同じコーナーに北名古屋の名産品が並んで欲しいと思

いました。 

・北名古屋市には農業をされている方がたくさん見えると思います。ぜひその方々に名産とな

る生産物を生産してほしい。 

・他の市や町と違い有名なものがない 

・昔から地域で作っている農畜産物で地産地消ができるならばブランドとしての位置付けがで

きる。 

・新しい地域ブランドを作ってほしいです。 

・小さくてもキラリと光る街だと思います。まず、西春側と師勝側が１つになるような取り組

みをするところからスタートするといいのではないでしょうか。 

・ファミリーとお年寄りにやさしい街づくり。お年寄りにやさしいということはみんなにやさ

しいのではないか。 

・有名な工業製品や特産物、観光地がほとんどないので、これらでブランドづくりをするのは

少々難しいように感じます。交通の便や暮らしやすさ、土砂災害や津波の心配が少ないのが、

北名古屋のいいところだと思いますので、暮らしやすさをアピールできればいいかと思いま

す。 

・市としては何も出来ないと思う 

・名古屋市のベッドタウンとしての発展。市バスの延長運行など。名古屋芸大を通して芸術の

まちを目指してみる。 
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・期待したい。しかし、相当のリスクを覚悟でリーダーシップのもと地域ブランドづくり運動

を展開しなければならないと考えます。どんな地域ブランドが良いのか、私には判断できま

せん。  

・特産品や名物を作り、北名古屋市の名前から覚えてもらうようにする。 

・地域ブランドと呼べるものがパッと思い浮かばないので、産業でも行政でも何でもいいので

何か特徴的なものを作っていくべき。 

 

 

問問問問８８８８    北名古屋市北名古屋市北名古屋市北名古屋市のののの地域地域地域地域ブランドをブランドをブランドをブランドを実現実現実現実現するためにはするためにはするためにはするためには、、、、何何何何がががが必要必要必要必要だとだとだとだと思思思思いますかいますかいますかいますか。。。。    

・何か特徴のある 施設、イベント、条例などが欲しい。 

・市民の協力 

・そこへ行く足。 

・「北名古屋市とはなんぞや？」という命題を市民全体で考えられるような「なげかけ」 

・努力。 

・流行りのゆるキャラをもっと広めると子どもから大人まで親しめると思います。 

・職員と市民の意識向上。 

・マスコットキャラクターの定着化・ミス北名古屋市を開催し数名選出し、その方々に PR 活

動をしてもらう。北名古屋市のキャラクターを利用したお菓子や文具、日用品などを作りス

ーパーや商店街で販売する。 

・地域住民の団結、企業のバックアップがないと実現は難しいと思います。芸大発のベンチャ

ー企業を市がバックアップするというのも面白いのではないでしょうか。 

・ショッピングモールの誘致や広くて子供たちが一日中遊べる公園の整備など。 

・幼稚園・保育園が圧倒的に不足しているので、まずは施設の数を増やす。子供を預ける施設

が充実しているだけで、子育て世代には魅力となるので都市部のベッドタウンとなれるよう

にしていく 

・少なくとも市民はだれもが知っているものであること。 

・前から住んでいる古い人も、新しい人もみんな参加出来ること 地元の曲・歌・踊り・芝居

を作り売り出す 今やっていることを発信すること 

・ほかの都市にイベントなど出てほしい 

・まず多くの市民が知ること。北名古屋の歴史、伝統、特産品等、知らない人が多いし知るツ

ールがありません。もしかすると、ツールは有るのかも知れませんが周知されていません。

周知したあとで広くアイデアを集めてはと思います。 

・市の後押し。バックアップ。協力者の開拓。 

・知名度の高いものをさがす 

・地域の協力、学校、商店、企業と行政のタイアップが必要。 

・新しいもの。宣伝力 

・できれば、西春・師勝の線路を高架にしてほしいです。あと、住みやすさを維持するために

も田園ゾーン、住居ゾーン、商業ゾーン、企業ゾーンを分けて都市計画をされるといいので

はないでしょうか。今は農地をもっている昔からの農家の人が、勝手に？賃貸マンションを
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つくったり家を建てたりできるので今後、農家が高齢化するにしたがって景観が微妙になっ

ていくと思います。 

・住みやすい町だとは思うが、これといった特色が思いつかず地味な印象はあると思う。既存

のものを活かして地域ブランドを実現できればいいが、それは難しいと思う。市民に募った

り、大学生の力を借りるなどして、一から作り上げる方が早いのではないか。 

・志とみなさんの団結 

・五条川で、月例ジョギング大会を開催する。年１回ではなく、月例にする。文化の森で野外

ＪＡＺＺフェステルバルをこれも定期的に行う。回数を行うことにより、地域ブランドとな

る。 

・北名古屋市の知名度の向上・北名古屋市出身の有名人の輩出・話題性のある取り組みなどに

よるマスコミへのアピール・クラブ活動の強化により、県大会や全国大会への出場の支援、

強化など (30 年近く前は、鴨田小学校の自転車クラブが全国最強で、よく TV や新聞に出

ていました) 

・市や議員が主導権を持たないことが大切 

・個性 

・名古屋市との提携を強化し市バスなどの交通網を整備する。名古屋芸大との提携をより発展

させて芸術のまちを目指してみる。 

・それ相当の資金と人材が必要だと思います。それと私の様な後期いや末期高齢者ではなかな

か良い知恵は出てきませんので、これまでの発想ではなく若い人々の新しい知恵で頑張って

頂き、思い切った発想転換のもと「地域ブランド実現」が必要だと考えます。 

・地域の協力。アイデアの募集。 

・行政の「地域ブランドを作りたい」という熱意と市民の協力。   

 

 

問問問問９９９９    最後最後最後最後にににに、、、、北名古屋市北名古屋市北名古屋市北名古屋市のイメーのイメーのイメーのイメージジジジ向上向上向上向上やややや地域地域地域地域ブランドづくりについてブランドづくりについてブランドづくりについてブランドづくりについて、、、、ごごごご意見意見意見意見やアイデアをごやアイデアをごやアイデアをごやアイデアをご自由自由自由自由におにおにおにお

書書書書きくださいきくださいきくださいきください。。。。    

・毎年、全国のローカルーヒーローを集めた対決（ローカルヒーロー決定戦）。自転車に優し

い都市。ペットに優しい都市。 

・それによってイメージアップが図れ、地元が潤うことを考えたい。お金をかけないでできる

集客施設をつくる。既存の施設の使い勝手を良くする。 

・まずは「知る」必要があると思う そのためには「興味」を持たせることが重要なんだろう

けど、良いアイデアが出てこない・・・すみません 

・駅から出発するウォーキング大会のようなものが人気なので、北名古屋市でも開催すればた

くさんの方に北名古屋市の良い所を知っていただけると思います。 

・子供の時から北名古屋の子には郷土愛をしっかり教えておく必要がある。市民が地域を愛す

れば自然とブランド化が実現すると思っている。愛国心や郷土愛、道徳心を養うために教育

勅語の１０つの徳目でもポスターにして町の掲示板や公共施設にでも貼ったらどうか。くま

もと県菊陽町の鉄砲小路なんか見習ってもいいと思う http://teppokoji.wordpress.com/

本当に美しい。イメージ向上、地域ブランドなどすぐできます。 
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・北名古屋市の飲食店の方々に協力してもらい北名古屋市の名物を作ってそれを PR 活動に役

立て、イメージ向上につなげてみてはよいかと思います。 

・まず第一は健全に暮らせる環境ですので、市民の暮らしを悪化させないよう、インフラをし

っかり整える考え方をしていただきたいと思います。 

・北名古屋には特徴がなさ過ぎる。高齢者等の福祉に力を入れているように見えるが、子供た

ちや若者にも魅力的な街作りが必要と思う。 

・とくに目立ったスポットのない田舎というイメージが転入前からあり、北名古屋のイメージ

は特にもっていない。住んでいる場所を説明する時にも名古屋市の上や小牧市の隣などとい

う地理的な説明で終わってしまう。実現可能な手段として、高齢者に目を向けるのではなく

これからの世代に目を向けた方向性を示してもらうことにより、子育てをしやすい街などの

イメージ作りがいいのでは。（行政としてはしょうがないのであろうが、高齢者向けの政策

には子育て世代には関心がない。将来のことも大事だが、まずは目の前の子どもを預ける施

設（保育園・幼稚園が抽選である）がない事や、名古屋市などに比べ予防接種の自己負担が

多いことなどの今直面している問題を解決できるような政策などが今後を見据えたうえで

重要なのではないか 

・現時点ではあまり知名度はないと思うので、何か名物を作ってほしいです。 

・西春駅前通りを月一回歩行者天国（ホコ天）にしてイベントその他を行う 和太鼓「木津太

鼓」地元の曲を取り上げる（アピール） 素人村芝居、市民の自主的な活動の支援 みんな

が参加出来ること このコーナーも掲示板のようにして、他の人の意見も見えるようにすれ

ば意見が増える 

・老若男女問わず楽しめる物だと良いかな？と感じます。 

・イメージ向上については、兎に角何かを早急に発信する事だと思います。何をどのように発

信するかは慎重な議論が必要ですが、私達の次に続く世代の為に暮らし易く、誇れる市民生

活を実現する為にまずはより多くの小さな意見を集めることが大切だと思いました。 

・今の北名古屋市には、情報発信力がないと思います。が、まずは情報の根拠となるものを整

備し、それを発信してほしいです。平和宣言都市として、もっと世の中にアピールしてほし

いと思います。 

・いちじく、なすなど昔からこの地域で作られている農産物を加工してスイーツ、パン、ジャ

ムなどにして販売して地域のブランド品として定着させることにより北名古屋市のイメー

ジ向上に貢献できる。例として名古屋市中川区の白菜を地域ブランドとして、はくちゃんク

ラブという組織を農政が中心になり発展させている。 

・名古屋までのアクセスの良さ＋自然が多く子育てしやすい街、という気がします。若い世代

を誘致したいのであれば、名古屋以上の子育て支援（保育園の待機児童ゼロ、医療費・予防

接種の補助、学童保育の充実）などを行うと名古屋から出てもいいかな、と考える一つのき

っかけになるのではないでしょうか。 

・目的によると思う。観光客を増やしたいのであれば、特産品作りや観光スポット作りが必要。

北名古屋市への転入者を増やしたいのであれば、住みやすい町のイメージ向上を図る必要が

あり、市政の充実が求められる。 

・道の整備と公園などの整備 
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・地域ブランドは、スポーツ、音楽、としぼって定期的に開催することが大事、年に１回や２

回では、地域住民も忘れてしまいます。とにかく型破りで思い切った企画をして、定期性を

持って行うことが大事です。 

・東洋経済という雑誌の 2012/10/13 号で「日本のいい街」という特集をやっているのをみか

けました。高齢者、安心・安全、発展力、裕福、財政力、出産・子育ての 6テーマごとに全

国の都市のランキングがありましたが、北名古屋市もいくつかのテーマで 50 位以内に入っ

ていたように思いました。市民や市職員から見ると気が付かないこともあると思いますの

で、市外からの意見も積極的に取り入れていただければと思います。 

・市役所のトップダウン制度を廃止して、各課が並列化すればまともなモノが生み出せ、少し

はましな市になると思う。 

・年配の市の職員の態度を良くする。 

・日ハム稲葉選手の起用。福祉のまちを PR するために、国際会議などを誘致し、マスコミを

通して全国にアピールする。市のシンボル（名駅のナナちゃん人形のようなオブジェ、タワ

ーの建設など）を建造する。 

・時代は大きく転換することを望んでいると思います。今はグローバル化が大きく進み、これ

までの国、県からの指示指導に頼ることなく、また慣例、慣習に流れることなく自立した思

い切った行動を起こすべきではないでしょうか。 

・まずは、北名古屋市の名前を覚えてもらうことの徹底 

・せっかく県庁所在地の隣の市なので、それを生かしたまち作りを。 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


