
実施期間
回答数 1097 人

第１４回eモニターアンケート
「フラワーロードについて」

令和２年1月17日～1月24日
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世代別
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単位：人(割合％）



285
26.0%

359
32.7%

130
11.9%

323
29.4%

問2：フラワーロードについて

区間、名称、花壇やアンデル

センのモニュメントの存在、い

ずれも知っている

花壇やアンデルセンのモニュ

メントが整備されている区間が

あることは知っている（名称は

知らなかった）

名称のみ聞いたことがある

知らない

単位：人（割合％）
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問1：中学校区 安城南中学校区

安城北中学校区

明祥中学校区

安城西中学校区

桜井中学校区

東山中学校区

安祥中学校区

篠目中学校区

市外在住である

学区はわからない（→

町名をお書きください）単位：人(割合％)



758
69.1%

339
30.9%

問4：シンボルロードとしてのフラワーロードは

あった方がよいか

あった方がよい（→問

５へ）

不要（→問６へ）

単位：人（割合％）

604
55.1%

111
10.1%

244
22.2%

138
12.6%

問3：フラワーロードを通ったことがあるか

ある

ない

通ったことはあるがフラワー

ロードであることは知らなかっ

た

わからない

単位：人（割合％）



【その他意見】（抜粋）

・景観が良くなるから
・緑豊かなまちのアピール
・かわいいと子どもが喜ぶから
・安城駅より公園への案内と期待を懐いて頂けるロードになると思います。
・モニュメントや花があり、歩いていて楽しいから。
・安城市らしいから
・ヨーロッパの都会をの風景をイメージできて爽快な気分（ポジティブ）になれる
・バスや車、自転車で通る時にとても癒やされるから

・デンパーク に繋がる道に、デンマークゆかりの物や花が飾られているのは、姉妹都市である
ことを感じさせてくれるから。

387

143

536

31

まちにシンボルロードはあった方がよいと思う

から

モニュメントが気に入っているから

花と緑があり親しみやすいから

その他

問５：フラワーロードがあった方がよいと思う

理由（複数回答）

単位：人



【その他意見】（抜粋）
・維持費がかかる
・シンボルロードの必要性を感じない
・花壇はきれいだが、モニュメントの老朽化が感じられるのが残念。
・他の事に税金を使うべきだ
・車で通るだけなので一瞬で通りすぎてしまい目にとまらないので
・あまり歩行者の利用がない所だと思うので。
・そもそもシンボルロードがなぜ必要なのか。多くの市民にとって必要な物とは思えない。
・中途半端に整備されているため。

・デンパークまでは、みんな、車かバスかタクシーで行くので
・他の道路整備も進めて欲しいからです。
・市の一部の住民は、毎日楽しめるが、その他多数の住民は見て楽しむことができないから
・自転車や徒歩、ベビーカーなどが安全にすれ違える幅にしてほしいので

・交通手段が多様化しているので、メインロードというものの存在意義をあまり感じない。それよ
りも、自転車道の拡充を。

245

68

75

認知されていないから

歩道を広く使いたいから

その他

問6：フラワーロードは不要だと思う理由

（複数回答）

単位：人



281
25.6%

271
24.7%

43
3.9%

81
7.4%

165
15.0%

58
5.3%

198
18.0%

問7：フラワーロードの整備方針について

現状のままでよい（→問９へ）

コンセプトを変えず現状のフラ

ワーロードとして整備する（花壇、

モニュメントは必要）（→問８へ）

コンセプトを変えずに一からフラ

ワーロードを作り直す（→問９へ）

新たなコンセプトのシンボルロー

ドとして作り変える（→問９へ）

歩道部分を自転車道に作り変え

る（→問９へ）

普通の歩道に作り変える（→問９

へ）

わからない、特にない（→問９へ）

単位：人（割合％）



154
37.5%

23
5.6%

62
15.1%

97
23.6%

75
18.2%

問8：劣化の進むモニュメントの整備について

費用をかけて今のモニュメン

トを補修する

費用をかけて今と同じモニュ

メントを作り直す

費用をかけて別のモニュメン

トに作り直す

現状のままでよい

わからない、特にない

単位：人（割合％）



問９自由意見（抜粋）

更にフラワーロードを延長・充実し、南吉関連に並ぶ安城の観光名所にすべきである。

車で通り過ぎるだけなのでモニュメントがどの程度劣化しているのかわかりませんが、あまり税金
をかけるのはどうかなと思います。

花は心を豊かにするので煽り運転や無理な運転等にも抑制出来ると思うので辞めずに続けて欲し
い。安城市の良さだと思う

平成13年度整備後20年近く経過しておりモニュメントや花壇も劣化しているため、見直す時期でも
あるのかと思います。整備された当初を知ってる世代はフラワーロードを知っていますが、若い世
代や他地域の人はあまり存在に気が付かないのではないでしょうか

フラワーロード 知りませんでした。旧図書館があった辺りに モニュメントがある道があるので
そこかな？なんだこのモニュメント と思ってた。中途半端。
整備にお金がかかり、必要性としては、他の事業の方にお金をかけた方がいいと思う。

「JRさわやかウォーキング」のコースになっているが、他所から来た方に誇れるような道でない。
残念な感じがするので、もう少し改善したほうが良いと思う。

可愛いし、いいと思います

特に思い入れも普段の利用もないため個人的には廃止で問題ありません。特別な感情や思い出を持
つ方が多ければ残してもいいかとも思いましたが、それはデンパークで補完できそうなので、やは
り廃止でいいと思います。

市税の節約の為、削ってもいい部分だと思います。

モニュメントは不要で、花と緑があれば道がうるおって、良い雰囲気になると思います！

安城市に住んで10年以上が経ちました。道路の名称は知りませんでしたが、モニュメントがかわい
いことや、一年中花壇に花が咲き、綺麗な道路だなと思っていましたので、引き続き継続して欲し
いです。

フラワーロードがアンデルセンなのにデンパークからアンデルセン色が消えた。デンビールの名前
をごんぎつねからアンデルセンの名前に戻して町とデンパークを同じテーマにしてほしい。フラ
ワーロードに写真撮影スポットやロマンティックなスポット「愛の南京錠とか」を作る。名物を作
る。お米のソフトクリームなど。休みの日に一人でも家族でも恋人でもぶらぶら散歩が楽しめる通
りにしてほしい。

出来れば、ベンチをもう少し増やしたら良い。

具体案はわかりませんが、モニュメントが古く感じられるのと、まず車窓から楽しめるものでない
ことが中途半端な存在かと思われます。歩く人にしか楽しんでもらえない。花壇はきれいだと思う
ので、残してもいいかとは思いますが、人の手のかかるものなので、思い切ってなくしてしまって
もいいのかもしれません。花はデンパークで十分に楽しめると思います。自転車道を作って、自転
車が走りやすい道を作れば、自転車でデンパークを訪れる人も増えるかもしれません。

通勤でいつも通ります。季節の花が植えられ、キレイに手入れされているので通りたくなります。
七夕まつりのメインストリートも花いっぱいにして欲しいです。

モニュメントも可愛いので気に入ってます。車の中からしか見てないので一度歩いて見てみたいと
思います

モニュメントも一ヶ所に集めて、花も集中して飾って整備した方が良いと思う。

安城ならではで、良いと思う。他県から来た者だが、安城は町並みがきれいなので、フラワーロー
ドは素敵だと思う。

七夕の時は歩いて通り、それ以外は車で通るフラワーロードです。信号待ちなど花やモニュメント
を見ると癒されるし大変良いと思っています

花壇が綺麗に管理されていて、車で通るときは綺麗だなーと思いながら通るけれど、フラワーロー
ドを歩いてデンパークまで行くことはなく、観光で訪れた人がフラワーロードのことを知っていて
利用しているのかを考えると、維持費を他のことに使った方がいいような気がします。

電柱によって折角の景観が台無しになっているため、どんなコンセプトにするにせよ電柱の地中化
は必要。散歩してデンパークへ行きたくなるような仕掛けは必要。道路幅に制限があるので、両側
の歩道の内片側は狭くシンプルにもう片側は広く散策路風に。樹木の季節の花が楽しめるように。



フラワーロードの考えは良いと思うが、モニュメント等に費用が掛かりすぎないように設置前から
経年劣化等要検討だと思う。

初めて安城に遊びに来た時に、フラワーロードを見て、花が沢山綺麗に咲いている素敵な街だなぁ
という印象を持ったので、これからも更に素敵にしていて欲しいです

無駄のない手入れ、整備で税金の無駄をなくしてほしい
街がきれいに華やかになると気分が良いが、整備にお金がかかりすぎるのはよくない

フラワーロードがデンパークへと続く道だと言われて初めて気づきました。フラワーロードもなぜ
あるのか、なぜアンデルセンをモチーフにしているのかを考えた事がなかったので、なるほどと思
いました。コンセプトは悪くないと思いますが、老朽化が危ぶまれているなら、改修補修や作り直
しは必要かと思います。でも自転車の道もあると便利ですよね。

フラワーロードにお金をかけるより、市内の道路や歩道、自転車道、通学路、バリアフリー等大事
なところに税金を使って欲しい。はっきりいって無駄遣いだと思う。世代的には通学路の整備を
しっかりして欲しい。

私はフラワーロードという名前を全く知らなかったので、今回のアンケートを通じて初めて知っ
た。デンパークを宣伝したいという気持ちはよく分かるが、それによって少しでも歩道が狭くなっ
てしまうのであれば撤去するべきだと思う。やはり歩行者の安全が第一である。

デンパークの場所は認知されてきたと思います。シンボルとして道にというより、安城駅を新しく
きれいにし、花があふれていたり、小さい子どもが遊べる室内の部屋があったりという、人が集ま
れるような場所にしてほしい。

モニュメントがあることは知っていましたが、なんであるのだろうかと疑問に思っていました。
今回のアンケートで初めてフラワーロードを知りました。花壇があると街並みが綺麗でとてもいい
と思うので続けて欲しいですが、コンセプトを変えて、もっとみんなが親しみを持てる名前や場所
にした方がいいと思います。

七夕祭りのあとに花壇にゴミが放置されている様子も見受けられます。花壇があると駅前は華やか
になりますが、清掃やこまめなメンテナンスを考えると、無くても良いと考えます。

出来る範囲でいいと思います。デンパークあたりは人は歩いてないので車が通るくらいかと思いま
す。綺麗に作り直すより、お花が綺麗で咲いてる方がいいかな。ボランティアでお花を植えたり、
一角ずつアート作品で募集して作ってみたりするのは？

フラワーロードに費やす費用を他の場所で使ってほしい。

フラワーロードという名前ほど花が咲いていないと思う。名前に合うようにもっと花を増やした方
が良い。

費用がかかるのであれば撤去も視野に検討して欲しいと思います。

駅からデンパークまでの自転車道の整備。または、道が広く使えるようになるなら、デンパークを
訪れる人や市民の足として新たに市電を敷設する。

市の事業として作ったからには廃止することに抵抗があると思うが失敗したものは潔くやめたほう
が市民のため。税金の節約になる。そもそも歩く人が少ないこの地域で遊歩道的なものを作っても
無駄になると思います。

花や緑が人の心を和ませるのは事実で、私も玄関はたとえ一輪でも生花を飾っています。しかしフ
ラワーロードを花を愛でながら歩いている市民がどれほどいるのかと考えると存続の意義について
は疑問に思います。それよりも自転車道路にして、駅への通勤通学に使えるようにしたり、街なか
サイクリングへ活用したりする方が有用ではないかと、私は思います。

世話をしている人の顔がわかるようにしてほしい！やりがいもある
人と自転車がメインの道　途中に憩いの場人があつまる場も作る

アンデルセンのモニュメントも季節にあわせて手入れされた花壇も綺麗で、好きでした。信号待ち
の時に癒されてました。町の中ならいいが、途中の田んぼ道は信号も少なく見る人も少ないので、
そういう場所は経費を削減して下さい。費用をかけるなら別のコンセプトで作って楽しませて下さ
い。

仕事でヨーロッパの幾つかの都市に行きますが、それぞれの街には必ず特徴ある目抜通りが有りま
す。そこは賑わいの通りで街の人の誇りでもあり、旅行者や出張者がふらっと行く楽しい場所で
す。ところが安城のフラワーロードは整備区間と未整備区間があり。歩道自体も幅がまちまち、概
ね狭すぎる。街道の性格として車、自転車、人が通過する道でなく、人が集まる、集うようなス
ポットが連続する場になれば大いに価値が高まると思います。



アンデルセンのモニュメントや、綺麗な花壇、見ていると穏やかな気持ちになります。良いと思い
ます。

フラワーロードのことは知ってはいるが、安城は車社会で特にフラワーロードはひたすら直線、途
中に何かある訳でもない道路なので必要性は感じない。フラワーロードをそのまま整備していくの
であれば、途中に寄りたくなるような施設があったり休憩できるベンチや公園などが設備されたら
少しは利用も増えるかもと思う。

可愛くて気に入っています。こどもも見かけると、なんのお話か訊かれたりします。劣化が進んで
いるのは知っていたのでできる範囲で直して欲しいです。
安城にしかないロードを作る方が認知度があがるのでは？フラワーロードは他県にもありそう。
花や木があると心が和みます。これからもあるといいと思います。
お花に癒されるので残して欲しいです。
モニュメントを新しく作り直す必要はないと思います。そもそもコンセプトがよくわからない。

夏のポーチェリカや春のパンジーはとても綺麗で通るたびに癒やされています。駅前からデンパー
クまで四季の花が咲く花壇がもっと続くと良いと思います。
花もきれいだし、アンデルセン童話のモニュメントも面白いと思う。
モニュメントは無くても良いかと思うが、花壇はあった方がいいと思う。

今のままだと地味なので、もっと華やかにして欲しい。デンパークに来る観光客の方は、車、バス
が多いと感じるので、デンパーク付近をより充実させたらいいと思う。

意識していなかったので、次からは気をつけて見てみます。

試みとしては面白いが、中途半端な感じがする。

事業自体に、効果が無ければ止めるべきです。安城市といえどもマネーは底があります。近いミラ
イに必ずやって来る超大型タイフーン・南海トラフ・直下型地震に資金を備えるべきです。

歩く道ならゆっくり花を見ながら歩くことはとても良いと思うが、大多数の安城市民は、車で通過
するだけの道です。花壇の整備には労力がかかると思うが、その恩恵に預かる人は少ないと思いま
す。税金の無駄遣いだと思います

モニュメントはよくわからない。花はたくさんあった方がいいと思います。

よくフラワーロードを通りますが、子どもがお花がたくさんあって好き！とよく言っています。私
も花と緑があって良いなと思っています。自然があるのって良いなと思うので。花壇は綺麗にして
いただけると嬉しいです。モニュメントはよくわからずにいるので、モニュメントはいらないのか
な？とも思います‥

モニュメントは前から不要だと考えていたので、メンテナンス費を充てるなら撤去で良いと思いま
す。花壇の草花は市が購入して、それを植栽するのを学区の小学生達、高齢者の市街地共同美化活
動のようにしたら、興味をもつのでは？また、車の速度抑制に効果的な花の配色等あれば交通安全
に一役かえないかな、とも思います。

花がきれいに咲いていて通ると気持ちがいい。

安城市に住んで10年になりますが、フラワーロードは具体的にわかりません。聞けばステキなもの
なので、リニューアルを機に周知してもらえるよう伝えてほしいです。園児さん達が散歩できるよ
うにしたら、成長しても忘れない記憶に残るものになるのでは。散歩途中で休憩できる木陰や、簡
単な遊具があれば散歩でも利用しやすいと思います。

安城のシンボルロードとして考えるなら、少々ショボすぎる。自転車タクシーが安全に走れる走行
帯は欲しい。

県外から引っ越しをしてきた当時、車で通った時に気づきました。当初は、なんとなく良いなと感
じていましたが、あの場所を通らないと解りません。車ではなかなか見ることも出来ません｡市民
のお金をかけて維持をする物とも思いません。自転車道など、安全な街作りにお金をかけた方が良
いと思いました。

花壇はあった方がいいが、モニュメントは不要

かなり以前に通ったことがあり、花と緑があると癒される。ただ最近は通っていないので、現状が
わからない。さびれているのであれば、きれいに整備してほしい。

花の苗と苗の間隔が狭いので、気持ち広くした方が、花も大きくなるし苗数も減らせると思う。単
一種の花壇ではなく、寄せ植えにしてほしい。１つの花壇を１つの花店に任せて、店名を掲げた上
で競わせるのはどうか。



車道部分に自転車走行レーンを設け、歩行者と自転車の分離をして欲しい。間違っても歩道部分に
自転車レーンをつくるような事だけはして欲しくない。また、アンフォーレからデンパークまで自
転車レーンがつながれば、より良いと思う。

老朽化などの面で危険があるのであれば、取り除く必要があると思いますが、親しみを持っている
ので、無くなってしまえば、とても残念です。花と像のある道は素敵です。ただ、自転車が通るこ
とを考えると、特に錦町小学校付近は、道幅が狭いように感じます。車道も歩道も、もっと余裕が
あるといいですね。ウィーンでは、歩道、車道、自転車道、線路がきっちり分かれていて、とても
わかりやすいです。

途中、田圃のところは何もないのだからフラワーロードになってない。再考してください。
モニュメントはなくていいと思う。花壇は車で走っていても目に入るし、綺麗なのであるといい。

フラワーロードという名称は聞いたことがあるのですが、一度も利用したことがありません。住ん
でいるのが市内の北部というのも一因かもしれませんが、広報等で特集をしていただくのはいかが
でしょうか。（住まいの近くにはグリーンロードがあり春夏秋冬楽しく快適に利用しています。）

花のある通りは心が癒されます。管理は大変だと思いますが続けてもらいたいと思います。

モニュメントについては、何でこんなのあるのかなー？くらいな感じなので無くても良いと思って
います。花壇がキレイに整備されているだけで十分だと思います。
補修に費用のかかるモニュメントはやめた方が良いと思う。
日陰もっと増やして欲しい

花+モニュメントではなく、木陰が出来る歩道＋花壇にして欲しい。現状、木陰がほとんどないの
で、日差しの強い日中歩いていて暑苦しく好ましくない。又、ペットのフンの放置は厳罰だという
ことの指導を強化して頂きたい。

自分が昔使っていたのは南の方だったので徒歩の人は少なく自転車が主だったので自転車専用レー
ンにしてもいいのでは。とにかく南のほうは風が強く徒歩、自転車共に危ないと感じることもあっ
たのでどうにかできたらよいと思う

毎日通っていますが、モニュメントが目に入ってくるのが楽しみです

花壇やモニュメントは必要と思う。また並行して自転車道を作った方が健幸のまちとして良いと考
える。フラワーロードはとても心癒される場所、今後も魅力あるまちづくりに期待しています。

季節の花が咲きそろい、よく手入れされており、デンパークへのアプローチとしてふさわしい。

安城はデンパークが有名なので、他県からくる人たちが花壇やモニュメントを見て安城はきれいな
街、いい街と思ってくれるのがいい、市民も季節を感じられていい。

街中に新美南吉の壁画が所々にあるので、メイン道路にも新美南吉の絵本の登場人物をモニュメン
トにし、お洒落な看板に物語の概要を書いたらどうでしょう？歩いていくと色々な絵本、モニュメ
ントに出会えて楽しそうです。JR安城駅からデンパークまでウォーキングしながら花や絵本の登場
人物のモニュメントがあったら素敵だと思います。
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