
第8回eモニターアンケート第8回eモニターアンケート第8回eモニターアンケート第8回eモニターアンケート

｢堀内公園について｣｢堀内公園について｣｢堀内公園について｣｢堀内公園について｣

実施期間 平成29年9月5日 ～ 平成29年9月12日

回答数 1057 人

394

(37.3%)

663

(62.7%)

性別性別性別性別

男性

女性

単位：人(割合％）単位：人(割合％）単位：人(割合％）単位：人(割合％）

4

(0.4%)

45

(4.3%)

289

(27.3%)

381

(36.0%)

159

(15.0%)

99

(9.4%)

76

(7.2%)

4

(0.4%)

世代別世代別世代別世代別

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70代

80代

単位：人(割合％）単位：人(割合％）単位：人(割合％）単位：人(割合％）



4

(0.4%)

17

(1.6%)

65

(6.1%)

330

(31.2%)

455

(43.0%)

186

(17.6%)

問問問問1：：：：堀内公園の利用頻度堀内公園の利用頻度堀内公園の利用頻度堀内公園の利用頻度

週に３日以上

週に１，２回程度

月に１～３回程度

１年に数回程度

１年に１回未満

堀内公園を利用したことが

ない

単位：人(割合％)



その他と回答した人の意見（抜粋）

・子供が中学に入ってからは行ってない。それまでは乗り物、遊具、桜祭りの時に行った。

・写真撮影　　　・現在は利用目的がない　　　・孫に喜んでもらう為

・散策　　　・桜の撮影　　　・親子遠足　　　・植木をもらいに

・子供の頃行って以来行っていない　　　・お花見　　　・鯉のぼり

・高齢者のつきそい

・サイクリング時の休憩場所

・近い・安い・空いている

・25年ぐらい前に利用したのみなので、記憶にあまりない

・とりあえず1度と思って行ってみた

・かなり前なので忘れた。　　　・ラジオ体操　　　・犬の散歩

・写生会　　　・池でのエビすくい　　　・水あそび

・鳥や植物を見に　　　・池の周辺の散策

417

434

224

169

104

55

大型有料遊具(観覧車、メリーゴーランド、

サイクルモノレール、汽車等)の利用

無料遊具(ふわふわドーム、芝すべり、舟

型遊具、すくすくランド等)の利用

芝生広場の利用

園路(ウォーキング等)の利用

イベントへの参加

その他

0 100 200 300 400 500

問問問問2：堀内公園の利用目的：堀内公園の利用目的：堀内公園の利用目的：堀内公園の利用目的

（問１で「ない」と回答した人以外。複数回答）（問１で「ない」と回答した人以外。複数回答）（問１で「ない」と回答した人以外。複数回答）（問１で「ない」と回答した人以外。複数回答）

単位：人



178

(23.6%)

529

(70.2%)

39

(5.2%)

8

(1.1%)

問問問問3：：：：堀内公園堀内公園堀内公園堀内公園への印象への印象への印象への印象

（問１で「ない」と回答した人以外）（問１で「ない」と回答した人以外）（問１で「ない」と回答した人以外）（問１で「ない」と回答した人以外）

とても楽しい公園である

まあまあ楽しい公園であ

る

あまり楽しくない公園であ

る

全く楽しくない公園である

単位：人(割合％)

84

(10.9%)

278

(36.1%)

174

(22.6%)

40

(5.2%)

194

(25.2%)

問問問問4：堀内公園のトイレの利用しやすさ：堀内公園のトイレの利用しやすさ：堀内公園のトイレの利用しやすさ：堀内公園のトイレの利用しやすさ

（問１で「ない」と回答した人以外）（問１で「ない」と回答した人以外）（問１で「ない」と回答した人以外）（問１で「ない」と回答した人以外）

利用しやすい

どちらかというと利用し

やすい

どちらかというと利用し

にくい

利用しにくい

利用したことがない、分

からない

単位：人(割合％)



120

(16.7%)

133

(18.5%)

85

(11.8%)

178

(24.7%)

204

(28.3%)

問問問問5：堀内公園のトイレに希望すること：堀内公園のトイレに希望すること：堀内公園のトイレに希望すること：堀内公園のトイレに希望すること

（（（（問１で「ない」と回答した人以外）問１で「ない」と回答した人以外）問１で「ない」と回答した人以外）問１で「ない」と回答した人以外）

トイレ内を明るくしてほしい

洋式便器を増やしてほしい

トイレの数を増やしてほしい

トイレを新しくしてほしい

特にない、分からない

単位：人(割合％)

49

(6.5%)

234

(31.2%)

301

(40.1%)

26

(3.5%)

6

(0.8%)

135

(18.0%)

問問問問6：：：：堀内公園のスタッフ対応堀内公園のスタッフ対応堀内公園のスタッフ対応堀内公園のスタッフ対応

（問１で「ない」と回答した人以外）（問１で「ない」と回答した人以外）（問１で「ない」と回答した人以外）（問１で「ない」と回答した人以外）

非常によい

まあまあ良い

普通

あまり良くない

悪い

分からない

単位：人(割合％）



88

(8.3%) 55

(5.2%)

229

(21.7%)

685

(64.8%)

問問問問7：：：：「すくすくランド」について「すくすくランド」について「すくすくランド」について「すくすくランド」について

「すくすくランド」を利用したこと

がある

「すくすくランド」が設置された

ことを知っていて、利用してみ

たいと思っている

「すくすくランド」が設置された

ことを知っているが、利用しな

いと思う(対象年齢の子がいな

い等)

「すくすくランド」が設置された

ことを知らなかった

単位：人(割合％）

179

(16.9%)

72

(6.8%)

105

(9.9%)

154

(14.6%)

547

(51.8%)

問問問問8：「舟形遊具（フラワーシップ）について」：「舟形遊具（フラワーシップ）について」：「舟形遊具（フラワーシップ）について」：「舟形遊具（フラワーシップ）について」

「舟型遊具(フラワーシップ)」を

利用したことがある

「舟型遊具(フラワーシップ)」が

更新されたのを知っていて、利

用してみたい

「舟型遊具(フラワーシップ)」が

更新されたことは知っている

が、利用しないと思う(対象年齢

の子がいない等)

「舟型遊具(フラワーシップ)」が

更新されたことを知らなかった

そもそも「舟型遊具(フラワー

シップ)」があるのをを知らな

かった

単位：人(割合％）



38

(3.6%)

137

(13.0%) 50

(4.7%)

9

(0.9%)

823

(77.9%)

問問問問9：堀内公園ホームページについて：堀内公園ホームページについて：堀内公園ホームページについて：堀内公園ホームページについて

わかりやすい

どちらかというとわかりや

すい

どちらかというとわかりにく

い

わかりにくい

堀内公園のホームページ

を閲覧したことがない

単位：人(割合％）



その他と回答した人の意見（抜粋）

・刈谷のようにミニ遊園地でお店の出店があると気軽に遊べ、長居したくなる。

・水遊び場をキレイにしてほしい　　　・花の迷路。足湯。牧場とおいしいミルク。

・無料遊具だけでも１７時までの営業を望む

・きれいで安心して過ごせる伸び伸びとした公園であってほしい。

・サッカーグランド設置。ソフトボールグランドは多いがサッカーグランドが少ない（安城南部）

・椅子を増やしてほしい　　　・赤字経営の改善

・遊具はいらない。豊橋市の高師公園を参考にして再整備してほしい。

・クリスマスなど季節にあったイルミネーション。

・木々に囲まれた緑がいっぱいの散歩道、出来ればオシャレなカフェも。

・野球などができる広場　　　・大人でも楽しめる庭園

・周回では味気ないので、楽しめるウォーキングコース

・老朽化がこわいので保守点検をきちんとした遊具を設置してほしい。

・１年に１回でいいので大人向けイベントを企画してほしい。

・遊具類をすべて撤去し、災害避難（仮設住宅建造可能に特化した公園）に再整備すべき。

・BBQ施設　　　・自転車練習コース　　　・売店、レストラン、休憩所などがほしい

・イベントの開催　　　・探検の森・子供用釣堀

・鉄棒があるといい。子供が自転車の練習ができる場所があるといい。

・小学校中学年～高学年が遊びながら体幹を鍛えれるような遊具

・木陰下のベンチ、あずまや　　　・屋内休憩室

・洋式便座を保温のある便座にして欲しい。冬の利用時子供のトイレへの抵抗をなくすため

・大人の健康遊具器具など　　　・未就学児が安心して遊べる安全な遊具や施設

・池のとなり、桜の下の遊歩道が波うっている状態なので歩きにくい。平坦にして欲しい。

・腹筋兼用ベンチ・ぶら下がり機等簡易健康設備

・もう少し水遊びが出来るようにして欲しい　　　・有料遊具の回数券や年間パスポートの販売

・営業時間外でも近くに止めれる駐車場　　　・芝生並びグリーンエリアのさらなる充実

・小さい動物と触れ合える　　　・授乳室やオムツ替え施設の充実

・花壇や果樹園等、木陰のベンチなどを増やしてほしい。

・自動販売機の補充　　　・イベントホール等

・日陰のあるベンチ。親が遊具で遊んでいる子供をみていられるような日陰スペース。

・ランニングコース、ウォーキングコース、ドックラン、などの整備

・公園の池で小魚と遊べるようにすると良い。自然の多い公園となり、自然と遊べるように

・夏季に遊具に屋根をつけて欲しい。日陰で休憩できるところを増やして欲しい。

102

423

348

243

283

296

82

大型有料遊具(観覧車等)

無料遊具(アスレチック等)

屋内遊具施設(屋根付きプレイルーム等)

駐車場拡張

トイレの改修

特にない、分からない

その他

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

問問問問10：今後堀内公園に望むもの（複数回答）：今後堀内公園に望むもの（複数回答）：今後堀内公園に望むもの（複数回答）：今後堀内公園に望むもの（複数回答）

単位：人



問11：堀内公園全般に関する意見等、自由にご記入ください。問11：堀内公園全般に関する意見等、自由にご記入ください。問11：堀内公園全般に関する意見等、自由にご記入ください。問11：堀内公園全般に関する意見等、自由にご記入ください。

孫の付き添いで行った事が有りますが何時も大勢の人でにぎわっていて

入場無料の公園としては良くできていると思います

今後も新しいものを追加しながら市民に愛される公園を維持して頂きたい

あんくるバスがもっと停車するようになれば、利用したいです。

三河安城駅周辺も世帯数が増えてきています。三河安城駅からもバスで行けるようにはなりませ

んか？

とても利用しやすい公園です。今のようなオープンな形を続けて欲しいです。

遊具が増えたことにより、混雑感が増しました。限られた敷地なので、仕方ないかもしれません

が、自然のゆったり感がほしいですね。

堀内公園は低料金で遊べるということでこの辺りでは有名だが、子どもが大きくなるとどうして

『堀内公園＝小さい子どもが居るファミリー向けの施設』であるイメージがあって、ここ数年は

足が遠のいてしまっている。先日ＴＶ番組で『新幹線が見える観覧車』が紹介されていた。公園

の桜はきれいだし、大人も楽しめる工夫がされれば、時々訪れてみたい。

子供が小さい頃は利用しました。

奥の駐車場から園内入る時に、歩道がない場所があるので危ない

トイレは暗いし古く怖い

軽食、売店や簡単なモノがあればもう少し居られると思う

後十年、孫の世代になったら連れて行けれる場所になればいいな。と思います

夏に水遊びをしに行ったが、ヌルヌルしていてあまりキレイではなかった。

日陰や雨天でも遊べるところを増やして欲しい。

小さい子供がいる家庭の利用が多いと思うので遊び場に近い駐車場の拡張が急務だと思います。

また、駐車場が狭くて危ない！！絶対に広くしてほしいです！！

自転車の駐輪場がわかりにくい。（駅側から入園したとき）

駐車場付近にも自販機があると便利（軽食を含む）

公園の利用目的として子供中心の公園と理解しているのでそれに沿った施設、遊具を備えればよ

いと思う、テーマパーク的な施設は不要と思う。（利用料金は可能な限り安価を望む）

屋根つきプレイルームがあれば、はいはいの赤ちゃんや、雨の日の遊び場にもなるので、とても

助かります。

子供が小さい頃は、よくお世話になりました。安価で乗れる遊具がとてもよかったです。メ～テ

レのドデスカが来た時も、子供を連れて２度、朝頑張っていきました。懐かしいです。

いつも比較してしまうのが刈谷の交通公園と岡崎南公園。どちらも安価で乗れる遊具が充実して

います。堀内公園も堀内しかない、特色のある、そして安価で利用できる遊具、期待していま

す。せっかく新幹線が見れるので、観覧車以外に何か新幹線を長い時間眺める事ができる遊具が

あると、男の子は喜びますよ。

電車で行くのが子供たちのお気に入りです。おにぎりやサンドイッチ、たこ焼きなどの軽食が購

入できる売店があるとうれしいです。

大人でも遊べるアスレチックがあると嬉しいです。

リニューアルしたことにより、より魅力的な公園になったと思います。

ただトイレが少しばかり暗く、子供が一人でいきたがらないので、トイレを新しく明るくしても

らえるともっと使いやすくなると思います。

子供が小さい時は、よく遊びに連れて行きました。

無料で遊べるところもたくさんあるし、有料でも安いし、夏は水場もあるし、桜の季節は綺麗だ

し、大好きな公園です。

基本的には満足していますが、夏や冬に屋内で休憩できたり遊べたりする広い場所や、屋外でも

大屋根のあって陽射しを避けられる広い空間があると尚良いなと思います。

あまり利用はしていませんが、子供連れにはとても嬉しい施設だと思います。自分はたまにワン

コの散歩で行くくらいですが、ドッグランかあったらとても嬉しいです。

赤ちゃんがいても利用しやすい、雨でも遊べるようになって欲しいです！

駅から近いので、もっと利用したい。

トイレと手洗い場が少ない。犬の散歩は禁止して欲しい。芝生が枯れてる。

せっかく沿線沿いで電車が見えるので、活かしてみては？夏の水場は汚い。

駐車場がすぐに満車になるため、駐車場の拡大、増設等の改善をしていただきたいです。

駐車場から公園内に行くまでの道幅がせまく、歩道もないので危険に感じるので改善してほし

い。

農産市やマルシェなど、大人も楽しめるイベントがもっと増えると嬉しいです。

お手洗いの改修を希望しています。



桜のころにいきたいと思って出掛けて、駐車場がなく、なくなく引き返したことがなんどもあり

ました。桜はとても美しく、友達とお弁当を持ってゆっくり行きたいものです

昔孫を連れて遊びに行きましたが、お金があまり掛からない素晴らしい施設だと思いました。

交通の便が良いしお金がかからないで長時間過ごせるので、近隣の市からも親子連れが多く利用

していました。

自然観察や親子で遊ぶ行事等を企画していると思いますが、今後も実施したらと考えます。

大型遊具で鬼ごっこをしたりなど走り回る子供をもう少し注意してほしい。小さい子が遊ぶのに

とても危ない。

子どもが大きくなり行く事もなくなりましたが子どもは堀内公園が大好きでした。

色々設備も古くなっていると思いますので改修をしてもっと良い公園になると良いなと思いま

す。

日陰を増やしてほしい

下の子供を抱っこしていたり、ベビーカーで連れて行くときに日陰（木陰）が少なくて夏はなか

なか遊びにいけません。

ふわふわドームのベンチは屋根がありますが時間によっては日向になっていたり・・・フラワー

シップの近くに屋根ありベンチは混んでいて座れないことも多いし・・・新しくできた遊具の砂

場に屋根がありますが、日陰のところは人気です。

遊ぶ子供たちを見ている親にとっても遊具の近くに日陰があると助かります。

子どもが小さいときはよく利用しましたが、最近はほとんど利用しなくなりました。数年前にノ

ルディックウォーキングの講座に参加したのが有意義だったので、子ども向けだけではなく大人

向けのイベントを続けて開催してほしいです。

刈谷の交通公園は遊具が50円で乗れるので、いいなと思います。堀内公園は無料で利用出来る遊

具が色々あっていいですが、、、スタッフとのじゃんけんで有料遊具のチケットがもらえるイベ

ントも面白くて良かったと思います。急な雨か暑い時に遊べる室内があるといいと思います。事

務所の建物のちょっと広いホールを活用してもいいのでは、、、

駐車場が少なすぎていつも苦労する。駐車場が多ければ、行く機会もずいぶん増えると思う。公

園自体はとても楽しめます。

孫が遊びに来ると（名古屋在住）遊びに連れていきます。あまりお金もかからず自由に遊べて満

足している様です。できればもう少し木の下などにベンチなど腰掛けられる物があれば嬉しいで

す。広くてゆっくり出来る公園で気に入ってます。

広くて遊具もあり、駅にも近く便利で好きです。

車いすでさくらなどを見に行くのでとてもいい公園だとおもいます

遊具はあまり利用しないのでわかりません

高学年用に、アスレチックなど作ってほしい

夏季限定の水遊び広場についてです。

堀内公園の水遊びは看板も立てどのような服装(水着)で入ったらいいかや、遊び方の注意点など

書かれていたり、監視員がいて安心して遊べる場所だなぁと思う一方、それが守られていない子

供(普通のオムツや、服のまま)遊んでいる小さい子がいても注意がないため、モヤモヤっとした

気持ちになります。

厳禁に書くなら徹底してほしいですし、そうでないなら看板も、とも思います。

もっともそこで遊ばせる親のモラルの問題なのかもしれないですが。

展示している生き物の種類名を展示してほしい。

トイレの清掃がキチンとされていると子連れでも積極的に利用しやすいので、よろしくお願い致

します。

子供たちを、念頭にしている公園と思っているが、今後は、元気な老人も楽しめることを考えて

も良いのかとも思う。とは言いながらもアイデアも無く難しとは思うが。

自然に親しむことができる公園にしてもらいたい。

遊具など維持費がかかる施設はもう、やめよう。自然の中で、子供たちが自分で考えて遊べる場

所がほしい。

週末は駐車場に停めるのに苦労しますが、子供が入園前は平日によく行っていました。

乗り物代も未就園児は無料でありがたかったです。

先月はじめて堀内公園を利用しました。

子どもたちも親も楽しく遊べたのですが、堀内公園に子ども用のトイレ（便器や手洗い場等が子

どものサイズ）があるともっと良いなと感じました。

また、すくすくランド前の有料のパトカー等老朽化が進んでいたり故障していたものもあったの

がざんねんでした。

鞍ヶ池公園にあるような屋内で体を動かす事の出来る場所もあると雨天時も子どもたちを体を

使って遊ばせてあげれるので我が家は更に利用回数が増えると思います。



公園だけでなく、周辺も設備やお店を充実させてほしい。

子供の遊び場だけでなく、大人がゆっくり憩える木々の多い自然のあるエリアも作ってほしい

子供も大きくなりあまり利用しない。インタス映えするなにか・・を作れば利用者も増えるか

な。堀内公園をモチーフにした撮影会なんかはどうか・・・

スタッフの迅速な行動には、いつも頭が下がります。常に走ってるイメージです。

今後、安城に欲しいのは動物と触れあえる施設・製作を楽しめる体験型施設です。

堀内公園に関しては、もっと市外向けの広報が必要かと思います。

回数券の常時販売

ベンチ、屋根付き休憩所の増設

正門側にあるトイレがポツンとしていて人通りも少なく、少し怖いです。ふわふわドームは毎回

楽しく遊べます。ふわふわドーム内の日陰をもう少し増やしてほしいです。

毛虫が多い。ふわふわドームに日陰があると良い。フラフープや竹馬などの貸し出しをして欲し

い。冷房の効いた休憩室が暗いのでもう少し明るくしてほしい。

トイレが、暗くて利用するのに抵抗がある。大人も利用しやすい様に、健康に関する整備がされ

るといいと思う。カフェの併設。

駐車場が小さいので行きたくても躊躇してしまう

安心してとめられるほどの駐車場がほしい

子供が小さいときはよく利用したのですが、最近はほとんどいくことがありません。ウォーキン

グコースがもっと長くて、見所が増えれば、頻繁にいってみたいと思います。

水あそびエリアの整備(清潔感のあるものにする)

犬の散歩で堀内公園を利用している人は多く、ドッグランがあれば犬の社交性の向上、飼い主同

士のコミュニケーションの場となり、より多くの人が利用すると思います。

子供が小さい頃には頻繁に利用していました。現代風の遊具がなく、芝生があり静かに散歩がで

きました。騒々しさがないので赤ちゃんや高齢者の方には特に安心して利用できたと思います。

最近は利用していませんでしたが、これを機会にまた行ってみようと思います。

1.車椅子トイレが増えたが、赤ちゃんのおむつ替えに使われると、車椅子の人が入れない。

赤ちゃんのおむつ替えのスペースを確保すれば、車椅子トイレには入らなくて済むのではないだ

ろうか。

2.車椅子の人が観覧車に乗りたいが、あの階段では乗れない。

子供用トイレを改善してほしい

安く遊べてとても良い市の施設だと思う。子供達が思いっきり遊べる公園をこの先もずっと残し

てほしい

低価格で楽しい乗り物に乗れてとても嬉しいです。トイレが暗く古いため子どもが怖がる時があ

ります。綺麗になると利用しやすくなると思います。

堀内公園を利用するのは、年に1回程度花見に出かけている。後は、時々朝散歩している。

小さい子どがいないので遊具には関心がない。動物園の鳥が少なくなっているので他の動物を入

れてほしい。スタッフの対応は横柄である。

公園の情報提供が少ないと思う

お昼ご飯など食べやすいように、屋根付き休憩所を増やして欲しい。

うどんや焼きそばなどのフードコートを設置して欲しい。

とても良い公園だと思っています。

幼児のフラワーシップの周辺にベンチがあると良いなあと思います。

入場料が掛かるデンパークとは違い毎シーズンイベントを開催するのは難しいと思うが、年に一

回は市民が行ってみたいと思うような催し物を開催してもいいのではないだろうか！

公園の愛称をつけると、親しみやすくなり利用者が増えると思います。デンパーク的な。

小学校くらいまでしか遊べない公園のイメージがある

中学生以上でも気軽に遊べる公園の場所を作って欲しい。

ご高齢の体力づくりができる健康遊具を設置して欲しい

ベンチを増やして欲しいです。

お弁当をシートを広げて食べられるような、人工芝を敷いた屋根のあるスペースが欲しいです！

明るい雰囲気ですてきな公園だと思います

家族が安心して集える公園作りを希望します。特別な遊具がなくても良いと思います。車や自転

車を気にせずに自由に走り回れる空間というのが必要だと思います。

広いし遊具は安価だしとてもいいと思います。あのトランポリンみたいなのが、子供はものすご

く好きですね。結局はあそこに１番長くいるような…。あのまわりに大人が座っていられる屋根

と、ベンチのスペースがもう少したくさんあるといいと思います。子供が長く遊ぶので、暑い日

などは大人同士、日陰のベンチの（さりげない）取り合いになります。



上記しましたが、トイレ（今の状態ではあまり使いたくない）の清潔さと遊歩道が波打っている

のを平たんにして欲しい。

南の駐車場の北の斜面は草が多いのでは？

展示室が狭すぎて、棒ビクスの講習が大変しにくい。早急に展示室に変わる施設の検討をお願い

したい。

駐車場が少なく、狭い。

お花見や紅葉の時期など、とても混んで駐車場を探すのが大変なので混む時期だけでも駐車場の

誘導をしてくれる人がいると良いと思います。

汽車に乗るまでの道が少し長い

もう少し遊びながら行けるとか楽しみながら行ける工夫があるといいと思います

昔の豊田市の鞍ヶ池公園と設備が似ていたのでいつも比較してしまいますが、総じて堀内公園は

とても使いやすくて、いい公園です。

あまり大規模な設備の置き換えをするのではなく、子供が無料で遊べる遊具を、時代に合わせて

少しずつアップデートしていくことで、古臭い公園ではなく、若い夫婦が子連れで、お金を気に

せず気軽に遊ばせられる公園として、続いていくと思います。

ちょっとずつでいいので、全国を見回して時代時代で人気のある施設における人気のある設備や

遊具を参考に導入していくと、自然と人は集まるのではないでしょうか。

駐車場を整備してほしい

シャボン玉、縄跳び、ボール、バドミントンなど道具の貸し出しをしてほしい。

軽食、小さい子が食べれるものの屋台などあれば助かります。

付近を通ることはあるのですが、幼少の子供もいないし、正直観覧車がランドマークってなって

るくらいの印象です。

古くて、暗くて、汚い、臭いトイレだと感じていました。

管理棟のトイレをまず、洋式トイレを増やし、臭いがなく、明るい、清潔感のあるトイレにして

欲しいです。

外のトイレも太陽光が入る明るい、洋式トイレの増設をお願いします。

「オムツは、必ず持ち帰る」貼り紙は、大きくして、臭いのない明るい、清潔感のあるトイレに

して欲しいです。防犯カメラもトイレ前にあると安心します。

堀内公園は、安城に住んで、自慢できる公園です。トイレの改革を是非進めてほしいです。

今のままで十分に楽しいです。

いつも楽しく遊ばせてもらってます！！娘が大好きな公園です！

夏の日射しがきついのでお弁当が食べられたり、親が見守れる日陰があるといいなと思います。

鞍ヶ池公園や、刈谷交通公園のような。

5月の鯉のぼりは甥に好評でした。花壇もきれいに手入れされていて、季節感があってよいと思

います。

動物が鳥だけで寂しいので、モルモットやウサギなどのふれあい広場があると嬉しいです。

職員の対応は良いと思うが、なかには危険な行為をしている子供がいても注意しない人もたまに

見かけるので、言いにくいかもしれないがキチンと注意して欲しい。とはいえ、みなさん全体的

に感じ良く、子供にも優しいので満足です。

いつも楽しく利用させていただいています。特に小さい子どもにとってはとても良い遊び場だと

思います。

堀内公園は子供が小さい頃はよく利用しました。日頃あまり利用しない電車に乗って乗車経験も

出来、子供にとっては特別な公園だったようです。

実家は豊田市ですが、豊田市に比べ安城市は身近に安心して遊べる公園整備が進んでいてとても

満足しています。

例えば明石公園の様な集客するような公園ではなく、身近に行けるちょっと特別な公園で良いの

ではないでしょうか？

夏場に水遊びが出来る場所をもう少し整えてほしい。

広い池を何かに活用できないだろうか？

桜の季節が綺麗で毎年行っています。鯉のぼりの時期も良いですね。

駐車場が夜まで開いていないのが玉にキズ。夜桜見物もしたいです。

春の花の時期に立ち寄るくらいです。観覧車で安城の街を見ることは楽しいです。

子供たちは楽しそうですよ。

真夏や真冬は利用しにくいイメージ。屋内遊具施設が身近にできるのはいいと思うので、ぜひ

作って欲しい。また、日差しをよけられる木陰、ベンチなどが、遊具の近くにあるといい。

子供が大きくなって利用も減りました、遊具の補助の方もみえて子供達が安全に利用でき緑も多

く好きな公園です、リニューアルした事しりませんでしたが、お友達に伝えたいと思いました。
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