
■「北名古屋市行財政改革実行プランの策定に係る市民説明会」アンケート自由記述欄で市民の皆様から頂いたご意見・ご感想 

番号 年代 性別 住所 ご意見・ご感想

1 10 女 市内 難しい言葉に説明がついててわかりやすかったです。それをホームページの資料にもつけてほしかったです。

2 20 男 市内
市⾧自ら行改革プランを説明していただき、本改革プランに対する意気込みや住民と真摯に対応する姿勢を感じられて、良かった。一方で本改革プランがどこまで実現するか、

分からないという不安があるため半年または一年ごとに進渉状況を適宜開示していくようお願いしたい。

3 20 女 市内

少子化対策が不十分に感じました。これに関連して、公園の改廃は慎重になってほしいです。主に西春徳重駅の施策が多かったですが、多くの市民が利用するのは上小田井駅で

す。上小田井までの交通の便は市バスがありますが、本数が少ない、定期券が無いことが、利用を妨げているように感じます。若い世代にとっても良い改革をし、人口増加・税

収増加につなげてほしいです。
4 20 男 市内 ・もう少し数字の深掘りをしても良いかなと・時間が少し短くした方が良い。
5 20 男 市内 若い人がいないことか気になりました。若者の意見もぜひとり入れて下さい!

6 30 女 市内

P6~県や他市と比べるのもいいが、自分たちがまちに納得しているのであれば、自信持っていいのではないか。P10~学校が借地というのはおどろいた。市内（市民）に賃料が

渡るならいいが、市外に払っているのか?P25喫茶も含め拡大希望(シルバー人材センターにはお世話になっています。)P26末広温泉がなくなるので、風呂があるなら新しく増や

してほしい(高齢者の集まる場は充実してほしい、風呂はもえの丘で入ってましたが入れなくなったので引越しもしました)P29ジャンボプールはなくし、ショッピングセンター

やスパ・温泉、宿泊施役にしてほしい。民間に頼めないか。西図書館跡地とセットで考えたい。意見交換だけだと日程が合わない場合もあるので、さいごは住民投票を行ってほ

しい。(小牧が図書館のことを決めたように）在任４年で建て直せるなら、解決できるなら、明るい未来が見えるなら、税を上げてもらってもいいです。よろしくお願いしま

す。期待しています。ふるさと納税は知人に北名古屋のを買ってもらうようにＰＲするよう気をつけます。
7 30 男 市内 借地の多さに驚いた。師勝小・中はなぜ買わなかったか。今からでも買うしかないのでは。

8 30 男 市内
・職員の8割が言う西／東の見通しはすぐやれば良いのでは?費用はどれほど?・北名古屋のふるさと納税は魅力的、寄付できないのが残念、アピールの問題では?・無償化にメ

リットは感じません。・収入を増やす対策お願いします。

9 30 女 市内

これまでに海外移住や国内での取材旅行などを通してさまざまなまちづくりを見させていただきました。どのまちも、活気のある地域はいくつか共通点があると感じます。それ

は、その土地にある自然資源を尊重し、暮らしと調和していること、また、若い方々が自分で起業や開業できる支援制度があり、スモールビジネスを大切に守っていること。そ

して、子どもから高齢の方までボーダーをなくして交流をしやすい環境があることです。今後の対話集会も楽しみにしています。

10 30 男 市外
今回の説明会は、節約の話だと感じました。歳入についてもふれられておりましたが、説明時間がないからだったかもしれないが、とても楽観的に感じました。人口が減れば歳

入は減ることになります。魅力的なまちを実現し、人口、歳入増加を目指してほしいです。

11 30 男 市内
行財政改革実行プランの中で、若い世代が集中的に住み始めている地域(石橋地区など)に対する、子供が安心して成⾧できるようなインフラの改善などを検討して頂けると有難

いです。(用水路が近くて危険、道路が整備されていなくて危険etc.)

12 30 男 市内

・小中学校の敷地が借地となっているものがあると伺い驚きました。恒久的に必要な施設に関しては所有を検討すべきではないでしょうか？河川の多い地域なので、水害対策も

進めてほしいです。・統廃合に関しては、ぜひ進めていただけたらと思います。・北名古屋市は名古屋市街にほど近く、名鉄犬山線もありとても利便性が高い地域ですが、その

メリットを生かしきれていない気がします。バス網の充実、駅周辺の整備（徳重名古屋芸大駅ロータリー設置等）が必要ではないでしょうか？財政が健全となった後とはなるで

しょうが。

13 30 女 市内

太田市⾧に期待しています。4才、2才子育て中。3年前に引越してきました。具体的な項目も実施してもらいたいものばかりです。ぜひ実行にうつして頂きたいです。ぜひ子ど

もたちが将来に期待できるように、中・⾧期目線でおねがいします。児童遊園についてですが、近年夏場はとても暑く、夏は子どもたちを安全に外遊びさせる所がありません。

今の数を減らすことは賛成です。新しく作る場合には運動広場のことと合わせて、通年利用できる施設にしてほしいです。対話集会で直接話ができる日を楽しみにしています。

14 30 女 市外
市の現状や市⾧のお考えがわかりやすく具体的に説明していただけてまた、内容も現実的で納得できるものばかりだったため、大変有意義な時間でした。ありがとうございまし

た。お疲れ様でした。

15 30 男 無回答 自分も高齢者支援の仕事をしています。その時に大切にしているのは説明責任と住民の方々が我が事と思っていただけるようにしています。市⾧から元気をいただきました。

【別添２】
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番号 年代 性別 住所 ご意見・ご感想

16 30 男 市内

普段はこのような説明会を知る機会もなく、４年間北名古屋市に住んでいましたが初めて説明会に参加できました。年齢や地域、校区などと関わりが薄い、夫婦だけの世帯です

ので、商工会や校区といったコミュニティに参加しずらい属性ではありますが、現役世代の会社員ならではの思いや視点で座談会に参加できる機会が今後もありましたら幸いで

す。
17 30 男 市外 質問の時間を設けてもらいたかった
18 30 男 市内 質疑応答の時間があった方が良かった。検討するが多く、スピード感に欠けた。ゆっくりやっていて大丈夫？
19 30 男 市内 動画配信で現地に行かなくてもタイムラグがなく自宅で参加できると良いと思います。

20 30 女 市内

今回の参加者も高齢の方が多く、老人のためのまちとなってしまわないか本当に懸念です。関心がないのではなく、敷居が高いのだと思います。平日に参加可能な老人のみ構成

されるもので「対話」しました、としてほしくないです。納税者の中心、未来をつくる子育てをしている10代～20代、30代を中心としたまちづくりができるよう、そういった

人たちの意見や声が届くような機会をぜひ用意してもらいたいです。そして人数では負けてしまうので、多数決ではなく判断いただきたいです。太田市⾧の対話の姿勢こそが未

来への希望だと思っています。「市、市の職員さんにしてもらう」ではなく、「市民全員、市民ひとりひとりでつくっていく」という事がとても大切だと思います。子どもも大

人も老人も誰もが対等な市民です。自分たちのまちは自分たちで変えられる、よくできるという効力感を市民全員に根付かせることが大切だと思います。北名古屋の職員さんは

皆さんフレンドリーで優しく、親切でいつも感謝しています。マスクの件もご理解いただきありがとうございました。ただ、一切話さない中でのマスク着用のお願いは過剰な感

染症対策だと思います。厚労省HPで新しいポスターもリリースされているので、行政手動でアップデートしていただけると助かります。教育費の割合、また教育に対する重点

PJがもっと多くなるとよいなと思います。教育×産業活力として英語村をつくる等してもよいかもしれません。ぜひこの点はたくさんお話していきたいです。収支は使うお金、

減らすお金、ためるお金＋投資の視点が大切だと思います。

21 40 男 市内

・将来予測がないため、本当に財政が危機的なのか、わからなかった。説明不足!!・借地が、他市に比べて多いのか?・合併特例債は必要な投資に使われていることがわかった。

これが原因で財因が悪化したように思わせているが、ミスリードであると思う。・公共施設の縮減は必要と思う。統廃合で将来への投資と共に進めるべき。・市⾧は聞く力だけ

でなく、自ら決める力の必要。・事前に準備された質問に答えを準備して答える形式は残念。自分が答えたいものだけを話すのは、本当の市民との対話ではないと思う。

22 40 男 市内 新野球場の話が出なかった。就任以降、改革実行できたものを教えて欲しかった。
23 40 女 無回答 利用者に広く情報を開示するためにLINEを活用←市民の意見を多く集める 楽しく活発に市民が集う場(デジタルの場も含む)を作っていってほしい。

24 40 女 市内
数値化してお話してくださり、分かりやすがったです。デジタル化をすすめていくにあたり、公共の場にWi-Fiを整備していたださ、生涯学習課の方に高齢者の方々に学習の機

会をつくって頂きたいです。

25 40 男 市内
・ジャンボプールを温水プールにして年中使えるようにしてほしい・子供たちが駅まで自転車で安全にいけるようにしてほしい・子供たちの通学路の危険な箇所を改善してほし

い。

26 40 女 市内
大変わかりやすい説明で今の北名古屋市の問題がよく理解できました。必要な改革を行いながら、将来の市を担う子ども達への教育はしっかりしてほしいです。グローバル人材

を育てる英語力向上事業に期待します。
27 40 男 市内 大変よろしかったです。二代目市⾧として、市民の期たいに答えて下さい
28 40 女 市内 今回参加してよかったと思います。これからも自分で聞いて、知って考える。具体的にはまだわかりませんが、小さなことでも考えたいと思います。
29 40 男 市内 定期的に説明会を行って欲しい。
30 40 男 市内 高校生、大学生をターゲットにした市民説明会があってもいいのではないか。
31 40 女 市内 スクリーン暗くてみえにくかった。ネーミングライツ、”文勤会館”とは言ってはいけないと思いました。岩崎先生の説明もわかりやすかった。
32 40 女 市内 自治会が高齢者による団体となっており、若い世代の参加が少ない。自治会以外の団体での開さいを希望します
33 40 男 市内 自分が住む北名古屋市の事を考えるいい機会となりました。北名古屋市の事を真剣に考えていきたい。
34 50 男 市内 本来であれば合併後もっと早くすべき改革が先送りされてきたものであり、ようやくはじまったと感じる。反対意見に臆するこんなく断行してほしい。
35 50 女 市内 スピード感重視でお願いします。高額な住民税を納めているにもかかわらず利を感じられない生活である

36 50 女 市内
市⾧自らが、プランについての説明をしたが、とても分かりやすい言葉だった。よく理解できた。今併後、手つかずだった事をスピード感を持って進めてほしい、未来の子供達

のために、借金を残したくない!!
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番号 年代 性別 住所 ご意見・ご感想

37 50 女 無回答
説明内容は、専門用語の多用と内容が多すぎたためわかりにくかった。プランに対する評価は、今の自分では判断できない、これを機に考えたい。説明会、ありがとうございま

した。開かれた北名古屋市に期待します。
38 50 男 市内 はしょりすぎでわからない

39 50 女 市内

(主に8、9について)地域によって抱えている問題が異なるため少子化問題についてがほとんどなかった。質の高い教育は英語だけですか？学校の部活動が廃止していく中で、子

どもたちが運動をする機会が減っています。場所もありません。学校の先生方の負担減のため管理者が不在となるから？地域のスポーツクラブも平日夕方は・・。他、高齢者に

対してのDX化フォローは？リノベーション・ラボ等、参加している市民とそれすら知らない市民の差はなぜおきた？名芸大駅の高架化と周辺整備の間題はいつ終わる？毎年説

明だけです。不要なら説明会の内容も変えるべきでは。40年以上動かないまま。
40 50 男 市内 タダは良くない。質の高い市にするという考えはgoodです

41 50 女 市内
西春VS師勝という考えをもう捨ててほしい。これからの50年を北名古屋で暮らす人のために、思い切って改革してください。どうしても残したい、北名古屋市の公共施設ベス

ト10を投票してもらったらどうでしょう？
42 50 他 市内 子供や若い方には住みやすい町になってきてると思うが、デジタル化が進むと、高齢者には、とても、住みづらい町になる
43 50 男 市外 できるだけ目標値をつくる必要があるかなと思う。

44 50 女 市内
知らない事が多すぎた。知らないことって怖いてすね。財政状況の収支、知らなかった施設の存在・・・まずはどこからけずっていくのかを先に考えていかなければ新たなサー

ビスば受けられない状況。自分も参加して、今後の北名古屋市のことを考えていかなければ、と思いました。ジャンボプールは孫ができたら連れていきたいです！

45 50 女 市内

市民説明会で今後の北名古屋のビジョンも見える化してもらうと、もっとわかりやすいと思いました。数値だけでは借金が減るメリット、何かできるようになるのかわかりにく

いし、何かを無くす、税や使用料を増やすのが必要なのはわかるがロマンがない。北名古屋市の財政が厳しいと新聞で見た時はショックだったが一方では他の地域より子どもや

高齢者の福祉など充実していて良い市だとも思う。未来の北名古屋を考える会なども同時にして欲しいと思いました。

46 50 男 市内

財政の厳しさなどはよくわかりました。説明をこれからも尽くしてほしいです。改革は大切なことですが新しいことを始めるにはお金が必要。ただし今の物価高で、生活は楽で

もないし、税金を上げるにしてもきちんと説明し、本当に必要か吟味してほしい。閉鎖廃止だけだと後ろ向きになり、プラスαで「新しいものを」というのが前向きに聞こえる

が、必要ないものは整理して、本当に必要なことを始めて下さい。

47 50 男 無回答
目標は、国や県との差を数値化すれば良い。景気や税率により税収が予測できないから目標が立てられないのは、逃げ。「市民と共に」を実現するには、市に愛着がわくような

施策が必要。歳出を減らす施策ばかりでは、対話する気が起きない。国の経済成⾧率、日経平均株価の推移と比べ、成⾧率が低い。「市にお金を落とす」仕掛け、魅力が必要。

48 50 男 市外 対話も大切だが、行政からの大胆でスピード感のある改革を期待しています。
49 50 女 市内 目指すべきまちの姿へのこれからの入口が、よくわかりました。次も楽しみにしております。

50 50 男 市内

ジャンボプールや西図書館の件の情報公開は分かりやすかった。ジャンボプールは即廃止すべし。ゴミ処理場側にできたプールの積極的活用を市は推進させるべし。きたバスな

どアクセスを充実することも忘れずに。西図書館は全くもって今でも反対、文化施設の縮減は市民の発展にとってプラスは全くなくマイナスばかり。即復活を求める。まずつぶ

すありきはないだろ！それともう一つ、文勤の上で何か問題があるか？それは市民の生命を脅かす問題である（カラスの集団のフン害）。文勤の周辺に住む住民として即解決を

図ってほしい。毎年カラスのフン害で建物の清掃費どれだけかかっているか。放置するとそのうちカラスが人間を襲い、生命にも影響を及ぼしかねない。生命、安全を守るため

の財政策はどうなってる？

51 50 女 市内
市民と共に、熱い想いが伝わり解りやすい説明でした。参加して良かったです。一人一人の気持ち、考えを大切にしてくださる市⾧さんだと感じました。太田市⾧さんのFB・

拝見しています。行動力、発信力楽しみです。また参加したいです。ありがとうございました。岩崎会⾧さまありがとうございました。

52 50 女 市内
直接市⾧の話を伺えるのをとても楽しみにしている市民が多くいます。若い市⾧との対話に期待は高いです。共々に住んて良かった、住み続けたい街づくりをしていきたいで

す。対話集会の実現は大変で難しいと思いますが、開催期待しています。
53 50 男 市外 対話集会やタウンミーティングの計画を早めに出して欲しい。各論議論が本題になりますので。

54 50 女 市内

参加できてよかったです。私は家庭でゼロウェイストを実践しています。以前に市のHPで意見を送りましたがゴミ袋のサイズを小さくしてほしいです。本日の後半の岩崎会⾧

と市⾧との対話で、ペットボトルの飲料をテーブルの上に置かれていた事が残念でした。私は広報の数字のためにペットボトル飲料はやめましたよ！どうか水筒御持参下さい

（必ずゴミは減りますよ！）配布された紙の資料も私はHPを見たので不要でしたし、封筒は全く必要とは思えませんでした。
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番号 年代 性別 住所 ご意見・ご感想

55 50 男 市内 対話集会の場所日時をおしえてほしいです。SNSやブログでわかりますか?
56 50 男 市内 一緒に頑張りましょう
57 50 男 市内 前市⾧のツケを払わされて大変だと思いますが太田市⾧頑張って下さい。応援しています。
58 50 女 市内 よりよい北名古屋市のために私にできることはさせていただきたいと思います。

59 60 男 市内
市の財政状況についてもう少し詳しく知りたかった。市民説明会ありがとうございました。北名古屋市のことが少しわかりました今日の説明会がスタートですね。これから市⾧

はじめ市民皆で町づくりできること期待しております。
60 60 男 市内 大変わかりやすかった

61 60 女 市内
高齢者の利用者が多い福祉施設が減らされていく方向でしたが、元気な高齢者がもっと活躍できる仕事として社会参加できるような事業をたちあげてしほしい（又は市民で考え

てとりくんでいく）と思います

62 60 女 市内
北名古屋市に住みたいと思ってもらえる魅力ある町にしてほしい。大学もあり若い人の活気を感じられる要素のある町であること、名鉄犬山線もあり、十分発展して行ける町と

思っているので、健全な財政をもとに進めて下さい（コンパクトな公共施設・サービスにして行っていいと思います）
63 60 男 市内 図書館の統合の為に他市へ本を借りに行く方がおられます（実態調査必要）。分室等を作ったらどうでしょうか。
64 60 男 市内 成⾧分野の投資の基本施策が不明。削るばかり?
65 60 男 市内 非常に分かりやすい改革プランと思う。優先事項は庁舎の統合を早急に対応に期待。公共施設の適正化。

66 60 男 市内
「ともに進める」というなら当日の会場からの意見を直接きくべきでは。具体性に欠ける。もっと踏みこむべきでは。名古屋市との合併はどうなったのか。全世代に対するバラ

ンスが悪い。

67 60 女 市内
全政策の内容を把握され、課題が一体何なのかを洗い出す作業、本当に大変だったとお察しいたします。これでなぜ、北名古屋がこんなに財政的に困難なのかがわかりました。

難題山積ですが、体に気を付けてどんどん進めていってください。0.3%でも応援します。

68 60 男 市内

民間手法を取り入れて歳出削減改革を進める必要がある。特別職等の身を切る改革が必須である(最低50%カット←ボランティアでやること)。枝葉でなく本丸の削減を徹底す

る。夕張市の改革などを参考に市民サービスを削減する。市職員の削減（希望退職推進）。都市計画税の50％UPは論外。下水税は返却するのか？取れる所から取る手法は安

直。

69 60 女 市内

行財政改革の必要は認めるが、サービスの低下にならないよう、車の連転ができない高齢者等に充分配慮が必要。これまでの市政の成果を生かし、不要、無駄を削減することを

検討して頂きたい。地域の特徴を大切にしていただきたい。こうした説明会はこれからもどんどんお願いします。※英語教育に関しては志段味地区のようにインターナショナル

スクールを誘致するのも

70 60 男 市内
子供及び高齢者にやさしい町を目指して来ていましたが勤労者が北名古屋に住所を継続できる市に要望します・行財政改革プラン⇒二重を一重に出来るものはする・(ジャンボ

プールは利用料をUP)・活性化について企業のさらなる増加を行い、転入、住宅増加させる・透明化（情報開示）市議会で満場一致で決定する事はナンセンスである。
71 60 男 市内 学校の統合も有りでないですか。児童遊園を少なくする。役場を一つにしなくてはいけないでしょうね。高齢者施設を民間で作る。

72 60 男 市内
市民の力を行政や教育に有効活用できる方策を推進してほしい。一人や一部の人の考えだけで進めず、いろいろな方の考えを生かし、多様化社会に対応していけるとよいと思い

ます。※決められた時間は守るべき！⾧くなりそうなら計画段階から時間に余裕をもってスケジュールを組む。
73 60 男 市内 先ず実行して修正必要なら再検討を行い進めるべき。

74 60 男 市内

自覚症状のない病気は、知らぬまに進行し、いつのまにか死を迎えます。自治体の「行財政」も同様であります。その上で、「行財政の改革」は、なにも役所や議会だけの仕事

ではありません。むしろ、われわれ市民ひとりひとりの「仕事」であり「責任」である、と考えております。「市民の自覚と責任」がいま問われています。言葉は悪いですが、

市民教育という概念も必要かと思っています。
75 60 女 市外 よくわかりました。どんどん進めるべきと思います
76 60 男 市内 市民参加を促進してもよいが、市民は税金を払っているのだから、市行政が責任を持って、まとめ上げる決意・能力はあるのか不安。
77 60 男 無回答 ※自治会対話集会を早急にお願いしたい。（片場自治会）
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78 60 男 市内

対話集会なら参加したいが、今日の様な一方的な言い訳の場ならいらない。これまでの行財政の失敗の責任を誰もとっていない。その説明もなく、ひびお金がないから、市民

サービスを我慢しろ、税金を上げていくという風にしか聞こえない。西図書館はすぐに廃止を見直してほしい、住みやすい北名古屋にするために、文化の集積は必須であり、図

書館はその要である。廃止の話ばかりでうんざりです。

79 60 女 市内
市⾧のみ話をして、市民は聞くだけ?会場で意見を市民が言う、答える時間がない。これではビデオを見てるのも同じ。図書館→カフェ?何を考えているのか?師勝だけで西春

は？教育を考えてほしい。
80 60 男 市内 今後の対話集会に期待します。対話の単位は画一的に決めるのではなく、例えば施設であれば利用者集団へとか考える必要がある。
81 60 女 市内 市民との対話集会大いに期待しています。新市⾧の新しい試みに今後の北名古屋が明るい方向に向かっていってくれると信じたいと思います。

82 60 男 市内 市⾧との対話の機会を「趣味です」と言い放つことが出来るように「知恵」を絞って欲しい。「テニス」「ダンス」「囲碁」のように楽しめる、学べる集会であって欲しい。

83 60 男 無回答 対話集会が実施された際には地域の発展やがては市への増収になりうるアイデアを伝えたいです。様々なしがらみを乗り越えましょう。
84 60 女 市内 対話集会の開催ニュースが行き届くようお願いします
85 60 女 市内 市の財政がきびしい事は以前からきいておりました。市会議員は何をやっているのですか?もっと働いて下さい。北名古屋市が住みやすい街にしてほしいです。

86 70 女 市内
市の経済状況をはっきりさせていただいてよかったです。この機会にすべてを一度整理して、財政を健全にして一から始めることが必要なのではないでしょうか。しっかり議論

して、残すものは残す、減らすものは減らしていってもいいと思います。
87 70 男 市内 市の財政の大変さがよくわかりました 情報の開示については、とても良かったと思います。
88 70 男 市内 カタカナ語を少なく。意味わからん。

89 70 女 市内
・市議会議員の削減は考えてみえないのでしょうか?・公共施設の適正化は大いに賛同します。資金が瀾沢にある場合には、今まで通りでも良かったと思いますが、財政がひっ

ぱくしている現状では、簡素化（スリム化）していとことが肝要かと思われます。・徳重駅周辺の整備を強く望みます。（特に歩道の整備）

90 70 男 市内
・現在の東庁舎をカルチャーセンターとし文化芸術の拠点として行えるようにして欲しい。庁舎は1ヶ所にまとめる。・自治会は小学校単位として、行政と一体に機能させて行

政の効率化を図る。今の自治会は大小ぐちゃぐちゃ、小学校区と一元化する。公共施設をへらすのはやむをえないが、病人、介護者が増え医療費が増加する。

91 70 女 市内
市民の間で、北名古屋市は貧乏等、ひかん的な意見ばかりを耳にしております。合併してよかったと思える様な話も聞きたいです。東公民館、大門保育園、あと地の件、早急に

進めてほしい
92 70 男 市内 市内巡回バスについては全く触れられていない。現状のままでいいのか?名鉄にかなり気配りしている。岩倉はかなり優遇されているのはどう思うか?

93 70 男 市内
せきららに実情をまとめ公表頂いて良かった(今までにない事だった）財政難の中、改革は必要な事。しっかり進めて欲しい。一市民として協力したい。市⾧の若さとやる気が

感じられた。

94 70 女 市内
市⾧の考え方、行政内容の本質がわかり、改革は必要、余分なものをなくし、人民も、協力すべきと思う。障害者、生活保護者も自助努力を望む。あたりまえでないことを自己

反省してもらいたい。
95 70 男 市内 市民サービス(・レクリエーション協会の助成金）の見直し・太田市表のわかりやすい説明で良かった。・対話集会が楽しみ!

96 70 無回答 市内
今回の市⾧の行革/市民の報告は始めである。新しい市⾧と新しい改革をして欲しい。選挙でえらばれた市議（市会議員)は今迄どの様な方針を持って議会運営していたが一人一

人に聞きたい

97 70 女 市内
今回細かい所迄数値化して説明して頂き、良く理解出来ました。高齢者が増えるので、フレイルにならない様に高齢者が集える場所、身体を動せる場所はなくさないで欲しい。

今だに市民の感覚で旧師勝町、旧西春町のライバル意識があるのを悲しく思う時があります。太田市⾧さんのパワーに期待しています。
98 70 男 市内 改革 1議員数、1環境格差、1役所人員数、1名古屋市への加入は？
99 70 男 市内 施設跡地の活用は健康快適都市のスローガンを活かした政をとっていただきたい。又市外の人達の見本となるべき、街づくりを興して欲しい。

100 70 男 市内

市の現状と問題点・課題が市⾧さんの説明でよくわかった。1二市合併で思うことは、二つのものを一つにすることはなかなか難しい。市役所は西庁舎を本庁舎、東庁舎を支所

に思い切って決めたらどうでしょうか。西春駅に近いし市の顔として位置するのでよいかと思います。2北名古屋市の特色・ユニークさ自覚し、アピールできる活力ある市に成

⾧していきたい。
101 70 男 市内 未利用又は利用の少い施設は閉めるべきで市役所を統合すべきでないか
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102 70 男 市内 多種の公共施設の利用率、稼働率等を調査し「ムダ」な施設は廃止することが重要。空地等があれば処分等も考えてほしい。
103 70 男 市内 人口が減る事に対する人口増又は減らない方向性が見えない
104 70 男 市内 まちづくりの目標を明確にすることが第1、それがあってはじめてプランが可能。住みたいと思えるようにするには何が必要かを考えてほしい。
105 70 女 市内 北名古屋の財政状況を初めて市⾧の口から説明を聞く機会を得て、大変参考、勉強になりました!!
106 70 男 市内 ・財政再建団体にするな!・他市町村と同級にするという考え方（キライ）・節約、節約、ガマン、ガマン
107 70 男 市内 市⾧の公約行財政改革を必ず行うという思いをぜひ実現して下さい。強く永く思い必ず達成して下さい。聞く力、発信する力を信じて。
108 70 男 市内 もっと若い人にアピールして、若い人、中年の人をあつめる事に力を入れて下さい
109 70 女 市内 市⾧の考え方がよく理解でき参加してよかった。未来のこどもたちが住みよい街づくりをめざしてほしい。

110 70 男 市内

財政改革には支出の削減も重要であるが、財源の確保も計らなければならない。周辺の市は早くから企業誘致を促進しているが北名古屋市は大幅に立ち遅れている。立地条件は

申し分ないのに残念です。当分円安傾向が続くであろう今日、海外進出企業が国内回帰すると予想される今がチャンスである。企業が来れば雇用、固定資産税等の増収要因が増

大する。西図書館跡スペースを高齢者の為のいこいの場として卓球場にしてほしい。高齢者の卓球人口は驚くほど多いのです（一度調べて下さい）運動、コミュニケーション、

しいては健康、医療費の削減にもつながると思います。近年の高齢者はとても元気、お茶、お花ではなく軽い運動、コミュニケーションを求めているのです。
111 70 女 市内 市民として知らないことが多すぎました。猛省しております。市⾧の約束として対話集会が開催されること期待しております
112 70 女 市内 大変有意義な説明会であった。よく理解出来た(今迄不明であった事等)（行政）
113 70 男 市内 画質が悪いよく見えない

114 70 男 市内
市民説明会。今回出席し北名古屋市の現状がわかりました。市民個人の問題が明確にわかり、前進できると思います。今後、説明会の進行が楽しみです。岩崎会⾧の話は市民参

画のラシンバンです。
115 70 無回答 市内 市⾧交えた会1回で終らずに年何回か開いたらと思う。大勢の市民が知る事が大事かと?
116 70 女 市内 ・私の聞いた質問への答はなかった。残念でした(全体にきいてほしいこと）やはり、質問の時間はほしかった。
117 70 男 市内 定期的に開催を希む
118 70 男 市内 この集会を聞くまで、なぜ半年以上もかかったのか？市⾧になる前に一定のビジョンをもっていなかったのか？
119 70 男 市内 高齢者を大切にする行政を進める
120 70 男 市内 ムダな掲示板等の廃止、広報紙だけで十分
121 70 男 市内 めやすばこ？
122 70 男 市内 ふる里納税の品物等いいものあるの?高齢者と若者達の対話が今後大事と思う!!防犯カメラの設置を要望してます!!
123 70 男 市内 ふるさと納税の品物(みりょく)あるものを考える

124 70 男 市内
1）名古屋市との合併話はどうなっていますか?市⾧さんは消極的ですね(講演を聞いて分かりました) ２）ドームの健康ジムはコロナが終息した後廃止せず是非再開してほしい

ものです、健康快適都市をもう一度目指して下さい。3)市民を呼び込む為の一つの施策として子育てを無料にして下さい、市⾧の考えを改めて下さい。
125 70 女 市内 市街化調整区域の現状の説明を聞かせて頂きたい。
126 70 男 市内 市会議員数・市職員数のスリム化について詳しく聞きたい。
127 70 男 市内 積極的に活動して下さい。
128 70 女 市内 ですぎる会⾧、金もちの為、前市⾧との金使い地元を利用したいのです。ホテルは中止したいです。市会議員は住民のこと考えてない。団結して下さい。
129 70 男 市外 近隣市町である清須市の住民で北名古屋市の取組みに関心を持っています。今後連携を含めて相互情報交換等したいものです。

130 70 男 市内

名古屋市の河村市⾧とゴミ処理について、非常に不利な約束を結ばれました。（土地は半永久的に無償で貸し、当市のゴミ処理代も納めてます）当該条件を是非直してくださ

い。色々考えていられるのは判りましたが、市議会議員への根回しが一番重要です。どこまで賛成する人数があるのか心配です。一人一人味方に早くつけてください！それに

は、議員のボスを落とすこと！
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