
第13回eモニターアンケート｢キーポート及びＪＲ安城駅周辺について｣

実施期間 平成29年2月13日 ～ 平成29年2月22日
回答数 1003 人

37.1%(372人) 

62.8%(630人) 

0.4%(1人) 

性別 

男性 

女性 

不明 

0.3%(3人) 

4.5% 

(45人) 

29.3%(294人) 

34.7%(348人) 

14.9%(149人) 

9.7% 

(97人) 

6.2% 

(62人) 

0.2%(2人) 

0.3%(3人) 
年代別 

10代 

20代 

30代 

40代 

50代 

60代 

70代 

80代 

不明 



42.5%(426人) 

57.5%(577人) 

問1:キーポートの認知度 

知っている 

知らない 



【その他意見】
・ あんくるバスの時刻表をもらいにいきました。
・ マンホールカードをもらうため
・ きーモビの会員カード再発行
・ イベント
・ 娘が学習室として利用させていただきました
・ 講座
・ 友人との待ち合わせ
・ 施設の鍵を借りに
・ つい先日街中クエストというイベントでのチェックポイント場所でした
・ キーモビの申し込み
・ 南吉スタンプラリー開催時に行きました
・ どんな所か覗いてみました。利用できたらいいなと思います。
・ 七夕まつりでうちわをいただきました
・ 七夕まつりの時に休憩
・ まちなかｳｫｰｸﾗﾘｰで利用した
・ ＪＲは滅多に利用しないので、利用した事なし。新安城駅近くなので、新安城駅近くにも
・ 作って欲しいです。
・ Ｔシャツ購入のため
・ 打ち合わせ
・ 通園で毎日通る
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利用したことはない 

その他 

トイレ 

勉強 

電車の待合、休憩 

図書の閲覧、返却、予約本の受取 

観光案内、交通案内 
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問2:利用の目的(複数回答) 

問1で｢知っている｣と回答した人) 

単位：人 



【その他意見】
・ 早朝のスペース解放（始発電車待ち）
・ ソファ席
・ wi-fiがあるといい
・ 今くらいでよい
・ 観光都市にあるようなパスポート（施設利用料の割引や飲食店等の
クーポン付の冊子の配布又は販売）

・ 時間外の本の返却ポストがあると良い
・ より小さなイベントや周辺商店街の情報提供
・ 一般利用
・ 住民票や戸籍謄本などの発行
・ 利用したことが無いので思い浮かばない
・ 自転車、電気自動車の貸出。
・ 喫煙コーナー
・ 傘の販売
・ ロッカー
・ キーボーグッズなど、他市の友達などにあげれる可愛いなどアイデアのある
お土産を開発して売って欲しい

・ 貸会議室
・ バスの路線案内
・ キーポート自体まだよく分かってないので、コメントのしようがない。
・ 託児
・ おやつをいただけるカフェ
・ ATMや外貨両替コーナーがあってもいいと思う
・ ハンドメイドのイベント
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特にない・わからない 

その他 

宅配の受付 

手荷物預かり（有料・無料） 

土産品の販売 

軽食の提供（有料） 

ドリンクの提供（有料） 

問3:提供してほしいサービス(複数回答) 

単位：人 



【その他意見】
・ サンクスフェスティバル
・ 収穫祭スタンプラリー
・ シティマラソン、サンタクロースラン、第2土曜日市、商店街スタンプラリー、
商店街イルミネーション、まちの教室

・ まちなかクエスト

18.4%(185) 

78.1%(783人) 

3.5%(35人) 

問4:コワーキングスペースの認知度 

知っている 

知らない 

知っているが、キーポー

トに併設されていること

は知らなかった 
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どれも知らない 

その他 

新美南吉生誕祭 

みんなでつくるこども夢の商店街 

安城ごちそう天国（ごち天） 

安城まちなかホコ天きーぼー市 

安城七夕まつり 

0 500 1,000 1,500

問5:ＪＲ安城駅周辺のイベントで 

知っているもの（複数回答） 

単位：人 



【その他意見】
・ 七夕祭りは見物に行ったことが、過去に2～3回有る。それが参加したと言えるかどうか。
・ まちなかクエスト
・ サンクスフェスティバル
・ 収穫祭スタンプラリー
・ シティマラソン(給水ボランティア)、商店街イルミネーション、商店街スタンプラリー
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ない 

その他 

新美南吉生誕祭 

みんなでつくるこども夢の商店街 

安城ごちそう天国（ごち天） 

安城まちなかホコ天きーぼー市 

安城七夕まつり 

問6:問5の中で参加したことのあるもの 

（複数回答） 

(問5で知っているものがあると回答した人) 

単位：人 



6.1%(61人)  
14.5%(145人)  

79.5%(797人)  

問7:「まちのえき岡菊苑」の認知度 

行ったことがある 

知っているが、行っ

たことはない 

知らない 



問８　自由意見（抜粋）

駐車スペースがあまりない気がします。
新安城駅→JR安城駅間直行便のあんくるバスを1日に何便もだすとかしてもらえると行き易い。直行便じゃ
ないと時間が長すぎて乗る気にならない。直行便が作れなければ、JR刈谷駅みたいな駅の近くに大型スー
パー、もしくはシャレたカフェとかを結ぶ歩道橋兼連絡通路があると人が集まりやすくなると思う。

残念ながらキーポートについて知りませんでした。もっともっとアピールしてもらえたらと思います。

図書館が出来るのでもっとイベントやオブジェ、集まる場所を作って欲しい

きーぼー市とかのイベントは、全面禁煙もしくは隔離された禁煙スペースを設けてもらいたい。

キーポートを図書の貸出、返却に利用させて頂いたことがありますが、駐車場が無料で利用できるとありが
たいです。ロータリーの下の30分無料の場所は、いつもほぼ埋まっているので。

　安城駅は快速が止まりアクセスが便利ですが　駅周辺には魅力が少ないと思っていました。コンビニやカ
フェがあるといいと思いますし　駅自体を駅ビル化すると駅に人が集まるのでは　と思います。　改札から出
たときがあまりにも寂しい感じがします。

図書館ができるので、駅周辺が　きれいになるといいなぁと思います。現在は、ハッキリ言って、さびれてま
す。昭和な感じ。

キーポートは、電車の時間を待ったり、迎えの車を待ったりするなど、気軽に利用させていただいてます。こ
ういう施設はなかなかないと思うので、安城市民として誇れる施設だと思っています。
学生さんが勉強している姿もいいですね。これからも、市民のため、あるいは観光客のために便利なサービ
スが増えていくとうれしいです。

安城周辺はどうしても車移動が基本なので、駅周辺の活用には利用しやすい駐車場の確保が必要かと思
います。

高校生の子供が学校帰りに友達との勉強スペースがないと困っています
７時過ぎても解放しているところがあると嬉しいです

まだ利用したことはないですが、キーポートは興味深いと思いました。
夢の商店街は参加して楽しかったです。
駅前の活性化にこういったイベントをたくさんやってもらえるといいなと思います

駐車ができないのでわざわざ行くことはしない。いったい何をしている場所なのかがわかりにくく入りにくい。
コンビニがほしい　無料の休憩スポット、待ち合わせ場所、喫煙コーナーがあると良い

キーポート、という言葉自体を初めて知りました。どのような場所なのか、とても興味があるので、調べて一
度行ってみたいと思います。
安城市には関係ないと思いますが、JR安城駅は毎日利用していて、やはりホームに落下防止のゲートがな
いのが怖いです。

七夕以外いかなかったけど、月１でホコ天へいくようになった。イベントがあると足が向きやすい。



三河安城駅にもできるといいと思います

福釜町在住です。日々の生活ほぼほぼ車移動のみです。
駅周辺のイベントははっきり言ってかなり参加しにくいためあまり関心が持てずにいます。。。

たまに子供の勉強の為に使用させてもらっています。図書館は閉館時間が早い為、10時まで開いているの
はとてもありがたいです。引き続き、10時まで開館されますよう、よろしくお願いします。

近場の人には利用はし易いと思うけど　遠方の人などにとっては利便性がいまいち。

無料駐車スペースを確保していただけると利用し易くなって行きたくなります。

申し訳ないですが、ＪＲ安城駅周辺の七夕祭り以外のイベントにあまり参加したことがないです。
キーポートも、遠目で「喫茶店になったのかな？」と思ったくらいで何かよくわかりませんでした。
安城駅周辺に住んでいない人達には、あまり縁がない印象です。

七夕の時以外も商店街がもっと活性化されるといいですね　駅の北側ももっと賑やかになるといいですね

キーポートで、デンパークのビール、ソーセージなどの特産品を売ってほしいです。そこでおみやげに買っ
て、電車に乗って出掛けたいです。

デンパークや歴史博物館など他施設との連携が取れる企画があると活性化できると思う。他市町村との企
画連携とか。

キーポートは正面に行かないと存在すらわかりません…
横からでもわかりやすいように看板など工夫したほうがいいのではないでしょうか？

ハンドメイドのイベントなどをやってほしい。

朝日町商店街に開設されたまちのえき岡菊苑で、若い子で良い対応をしてもらったが、その中で展示され
ているものの説明が出来なかったのが残念だった。

私が知らないだけかもしれませんが、問５のイベント周知度の結果によっては、もっとアピールすべき。また
は目玉イベントを考える必要あり。
安城七夕祭りは、岡崎の花火と日程を変えるべきと考えます。逆に同じにした方が集客が見込めるのであ
れば、よいですが。

商店街がシャッター街化しているので、そういった店舗の有効利用で簡単に開業できるような補助活動をし
て欲しい。

駅前にしては、人通りが少なく、寂しい時が多いと思います。
図書館などが開館すると、少しはにぎやかになるのかなとは思います。



キーポートがどんな所かわからない。もっとPRしてほしい

安城の名産の販売を実施してほしい

三河安城駅の周辺も開発し、安城駅と繋がった一体開発やイベントを開催してほしい。ウォークラリーなど。

車で行った場合、駐車料金がかかる。行きたい場所と駐車スペースがはなれているなどの
不便さを感じるので、足が遠くなってるので、改善すると嬉しいです。

安城駅周辺の人しかイベントを楽しんでいない。もっと、イベントを幅広い地域で考え安城市民が楽しめるイ
ベントをしてほしい

一年ほど前キーポートを訪れたことがありますが、中に入ってもスタッフさんが挨拶もなく無言で居心地が
悪かったのですぐに出ました。「こんにちは」の一言でもあればまた利用しようと思ったのですが。

駐車料金がかかるため行きにくい。

周知されるといいです

・長期休みや土日は１階の奥のカウンターは、高校生が多いので、ワーキングペースの一部を使えたら良
いと思う。
・空いている店舗ビルを利用して、個室の勉強部屋や、雑談場所や、バスを待てるスペースが周辺にあると
良い。
（ バスの電子案内板 でわかりやすく）
・安城駅から名鉄バスやあんくるバスを利用する人が、バスを待っている時に、すごく寒そうにいるので、停
留所に屋台の様な透明なカーテンで四方を囲ってあげて欲しい。（ 雨や風が強い日には待っている人が見
ててかわいそう に感じる）

費用対効果も考えず、市のやることは意味がない 整備して何か効果、ありましたか？

最近は車での移動が大半なので、駅周辺をゆっくりとあることが無くなってしまった。問７のまちのえき岡菊
苑はぜひ訪れたいと思います。

にぎやかだった頃を知っているだけに今の商店街のさびれた感は半端なく切ないです。イベントをいろいろ
しているようですが、もっと市民を巻き込んだイベントにして一体感を出すべきかと思います。

駅を利用する人にはいい施設だと思うけど利用しない人はわざわざそこに行って利用することはない施設
だと思う

キーポートが開くのが遅く、閉まるのが早すぎ。
駅前商店街のちょうどいい場所に、駐車場がない。駐車場を中心にした商店街づくりをして欲しい。

商店街がさびれているのにどうしていろいろイベントだけやるのかわからない。そもそも駐車場の無い商店
街だから行くのも面倒に感じる。

電車には乗るので、存在は知っているが、入ったことはない。何があるのか知らないのと、そもそも時間が
無いので。



クリスマスの季節に、新美南吉先生の作品集のイルミネーションを飾ってライトアップをしてみてはいかがで
しょうか？

そういった施設が開設されたことを知らなかったので、市報等に掲載する等の宣伝をもっとすればいいと
思った。

町中ｳｫｰｸﾗﾘーで、子供と立ち寄りました。
場所がわかりづらく、探し回りました。看板がもっとほしい。
POPでマンホールカードがあることがわかりましたが、スタッフからは、何も声掛けがなく、こちらから、「もら
えるんですか？」と聞いたら、くれました。とてもきれいだったので、もっと積極的に、カードがもらえるとみん
なに声かけしたほうが良い。帰り道、カードと同じマンホールを子供が見つけ、よろこんでいました。どう利用
したらよいのか、全然わからなかったので、スタッフの方がもっと、声をかけたほうが良いと思います。

キーポートについて設備が充実していないし、机が狭い。レンタルスペースとするなら月額15000は高すぎ
る。
コワーキングでなくてもいいので、バーチャルオフィスの対応もして欲しい。中小零細起業や個人事業主の
要求と合致していない。

JR安城駅周辺はあまり行くことがないので、イベントもあまり知りませんでした。今年オープンするアン
フォーレなど、魅力的な施設が増えてきたら、立ち寄ることも増えると思います。これから魅力的になってくる
と思うので、期待したいと思います。

税金の無駄遣いにならないようにしてほしい。ごく一部の人間だけのための施設にならないようにするべ
き。

キーポートに、PCやタブレット端末などで行政の情報や観光の案内を自分で検索できるようになるとより便
利に感じる。安城駅周辺には市外から来た人に紹介できる場所や手軽に入れる喫茶店などがない。その
為、安城は駅の辺りは何も無い所、他の市の駅ではこんな事は無いと言われた事がある。そういった店を
駅舎やキーポートの側に誘致して欲しい。

JR安城駅周辺はシャッター商店街と風俗店ばかりでイメージ良くない
もう少し明るく健全な雰囲気にしてほしい

キーポート利用者用駐輪スペースがあるが、駐車スペースもあるとよい。利用時間を30分以内として、デッ
キ下の駐車スペースの一つをキーポート利用者用にしてはどうか。

キーポートの存在を知りませんでした。都会のようです。

何を行なっているかわかりませんが、高校生の子たちが中に入っていくのをみたので、気になっていまし
た。


