
第3回eモニターアンケート「安城七夕まつりについて」 第3回eモニターアンケート「安城七夕まつりについて」 第3回eモニターアンケート「安城七夕まつりについて」 第3回eモニターアンケート「安城七夕まつりについて」 

実施期間 平成30年8月7日 ～ 平成30年8月14日

回答数 1057 人
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その他と回答した人の意見（抜粋）その他と回答した人の意見（抜粋）その他と回答した人の意見（抜粋）その他と回答した人の意見（抜粋）

・バイク

・名鉄バスで行って、最終バスに間に合わなくて徒歩で帰る。

・車で送迎

・行きは徒歩、帰りは名鉄

・同居している孫娘が車で連れて行ってくれた。

・親に車で送り迎え

・電動車いす。

・タクシー

・地元。祭会場内に住んでいる。

381

(36.0%)

67

(6.3%)

568

(53.7%)

41

(3.9%)

問問問問1：七夕まつりに行ったことはありますか。：七夕まつりに行ったことはありますか。：七夕まつりに行ったことはありますか。：七夕まつりに行ったことはありますか。

毎年行っている

毎年2回以上行っている

毎年ではないが行ったことは

ある

一度も行ったことはない
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名鉄（名鉄バス含む）

あんくるバス

その他
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問問問問2：七夕まつりにどのように行きましたか。：七夕まつりにどのように行きましたか。：七夕まつりにどのように行きましたか。：七夕まつりにどのように行きましたか。

(問問問問1でででで｢｢｢｢毎年行っている毎年行っている毎年行っている毎年行っている｣｢｣｢｣｢｣｢毎年毎年毎年毎年2回以上行っている回以上行っている回以上行っている回以上行っている｣｣｣｣「毎年「毎年「毎年「毎年

ではないが行ったことはある」と回答した人。複数回答ではないが行ったことはある」と回答した人。複数回答ではないが行ったことはある」と回答した人。複数回答ではないが行ったことはある」と回答した人。複数回答

可可可可)

単位：人

単位：人(割合％)



その他と回答した人の意見（抜粋）その他と回答した人の意見（抜粋）その他と回答した人の意見（抜粋）その他と回答した人の意見（抜粋）

・事業所のガイドヘルパー

・非常災害時友好都市交流として

・親戚

・ボランティアのグループ仲間

・子供の引率

・ボーイスカウト関係

・身障者ディサービスのスタッフと利用者の皆様と共に。

・出店している

・恋人

・ランニング仲間と早朝に行く

・シルバーカレッジOB

・子供のマーチングで

・ママ友と子どもたち

893

231
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21

家族

友人

職場の同僚

ひとり

その他
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問問問問3：七夕まつりにだれと行きましたか。：七夕まつりにだれと行きましたか。：七夕まつりにだれと行きましたか。：七夕まつりにだれと行きましたか。

(問問問問1でででで｢｢｢｢毎年行っている毎年行っている毎年行っている毎年行っている｣｢｣｢｣｢｣｢毎年毎年毎年毎年2回以上行っている回以上行っている回以上行っている回以上行っている｣｣｣｣「毎「毎「毎「毎

年ではないが行ったことはある」と回答した人。複数回年ではないが行ったことはある」と回答した人。複数回年ではないが行ったことはある」と回答した人。複数回年ではないが行ったことはある」と回答した人。複数回

答可答可答可答可)

単位：人
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買い物はしていない
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問問問問4：七夕まつり会場内で、：七夕まつり会場内で、：七夕まつり会場内で、：七夕まつり会場内で、1回の来場につき平均でいくら回の来場につき平均でいくら回の来場につき平均でいくら回の来場につき平均でいくら

買物買物買物買物(飲食を含む飲食を含む飲食を含む飲食を含む)をしましたか。をしましたか。をしましたか。をしましたか。

(問問問問1でででで｢｢｢｢毎年行っている毎年行っている毎年行っている毎年行っている｣｢｣｢｣｢｣｢毎年毎年毎年毎年2回以上行っている回以上行っている回以上行っている回以上行っている｣｣｣｣「毎年「毎年「毎年「毎年

ではないが行ったことはある」と回答した人。ではないが行ったことはある」と回答した人。ではないが行ったことはある」と回答した人。ではないが行ったことはある」と回答した人。)

単位：人

単位：人



その他と回答した人の意見（抜粋）その他と回答した人の意見（抜粋）その他と回答した人の意見（抜粋）その他と回答した人の意見（抜粋）

・安城商店街アイドル看板娘。のライブ

・盆踊り

・七夕神社の竹灯篭

・七夕神社の御朱印

・町内会がやっているお店

・友人との再会

・お祭りのにぎやかな雰囲気

・コンクール表彰式

・天の川テラスでのイベント

・露店の輪投げや射的・吹奏楽や阿波おどり

579

254
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291

179

64

23
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175

95

27

竹飾り

ステージイベント

パレード

願いごと短冊

願いごとふうせん

願いごとキャンドル

願いごとスクリーン

露店での買い物

商店街での買い物

特になし

その他
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問問問問5：七夕まつりで魅力的だと思ったものはありますか。：七夕まつりで魅力的だと思ったものはありますか。：七夕まつりで魅力的だと思ったものはありますか。：七夕まつりで魅力的だと思ったものはありますか。

((((問問問問1111でででで｢｢｢｢毎年行っている毎年行っている毎年行っている毎年行っている｣｢｣｢｣｢｣｢毎年毎年毎年毎年2222回以上行っている回以上行っている回以上行っている回以上行っている｣｣｣｣「毎「毎「毎「毎

年ではないが行ったことはある」と回答した人。複数回年ではないが行ったことはある」と回答した人。複数回年ではないが行ったことはある」と回答した人。複数回年ではないが行ったことはある」と回答した人。複数回

答可答可答可答可))))

単位：人

200

(19.8%)

461

(45.6%)

250
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29
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問問問問6：七夕まつりは満足できましたか。：七夕まつりは満足できましたか。：七夕まつりは満足できましたか。：七夕まつりは満足できましたか。

((((問問問問1111でででで｢｢｢｢毎年行っている毎年行っている毎年行っている毎年行っている｣｢｣｢｣｢｣｢毎年毎年毎年毎年2222回以上行っている回以上行っている回以上行っている回以上行っている｣｣｣｣「毎「毎「毎「毎

年ではないが行ったことはある」と回答した人。年ではないが行ったことはある」と回答した人。年ではないが行ったことはある」と回答した人。年ではないが行ったことはある」と回答した人。))))

満足

やや満足

どちらでもない

やや不満

不満

単位：人(割合％)



59

91

85

132

93

702

受付、案内

ごみカゴの管理

ごみ拾い

竹飾りの作成

イベント運営スタッフ

特になし
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問問問問8：七夕まつりのボランティアのうち、参加したことのあ：七夕まつりのボランティアのうち、参加したことのあ：七夕まつりのボランティアのうち、参加したことのあ：七夕まつりのボランティアのうち、参加したことのあ

る、または興味があるボランティアは何ですか。る、または興味があるボランティアは何ですか。る、または興味があるボランティアは何ですか。る、または興味があるボランティアは何ですか。

(複数回答複数回答複数回答複数回答)

単位：人

704

(66.6%)

353

(33.4%)

問問問問7：市外の人に七夕まつりを紹介したり、市外の人から：市外の人に七夕まつりを紹介したり、市外の人から：市外の人に七夕まつりを紹介したり、市外の人から：市外の人に七夕まつりを紹介したり、市外の人から

七夕まつりについて聞かれたことはありますか。七夕まつりについて聞かれたことはありますか。七夕まつりについて聞かれたことはありますか。七夕まつりについて聞かれたことはありますか。

ある

ない

単位：人(割合％)単位：人(割合％)単位：人(割合％)



982

(92.9%)

25

(2.4%)

50

(4.7%)

問問問問9：七夕まつり公式キャラクター「きーぼー」を知って：七夕まつり公式キャラクター「きーぼー」を知って：七夕まつり公式キャラクター「きーぼー」を知って：七夕まつり公式キャラクター「きーぼー」を知って

いますか。いますか。いますか。いますか。

知っている

名前は聞いたこ

とがあるが顔は

知らない

知らない

単位：人(割合％)単位：人(割合％)単位：人(割合％)



問10：七夕まつりについて、ご意見等がありましたらご記入ください。（抜粋）問10：七夕まつりについて、ご意見等がありましたらご記入ください。（抜粋）問10：七夕まつりについて、ご意見等がありましたらご記入ください。（抜粋）問10：七夕まつりについて、ご意見等がありましたらご記入ください。（抜粋）

毎年七夕まつりを楽しみにしています。昼間の雰囲気も夜の雰囲気も好きなので、両方行きます。七夕の飾りもとても子供が喜び、

きーぼー短冊も自分達の書いたものを探します。

今年は、小学校の七夕パレードが中止になってしまい、せっかく練習をしてきた子供達が可哀想でした。今後も暑くてパレードが中止

にならないように、歩く距離を短くする、屋根のある所で、各校交代で立奏する等の対応を考えて、子供達に発表の場を与えてほしい

と思います。

毎年毎年盛大になってきており、楽しませてもらってます。市の頑張りをもう少しアピールしてもらえると良い。

七夕飾りについて　一般の人も参加できる取り組みがあってもいいのではないかと思います。七夕飾りはよくみると本当にきれいなの

で、いままでの枠組み以外からの参加があっていいのではと思いました。

毎年、暑い中、しかも昼間から三日間はどうかと思う。

屋台が楽しみです。　数年前屋台なしの年がありましたが、つまらなかったです。安城神社の御朱印はたいへん人気でした。

キーボーをもっともっと全面にだして欲しい。ダンスは正直道路でやると危ないと思うのでアンフォーレの道路何処か通行止にでもし

てやって欲しい。あれは危険である。

開催会場が広くなったせいなのか、以前より賑わいが寂しくなった気がします。七夕神社までの導線に工夫が欲しい。

アンフォーレの願いごと広場。ステージには屋根があったが観客席には日除けがないので屋根とは言わないが日除けネットなどをつ

けて欲しい。この時期の猛暑は熱中症になってしまう。

今年のアンフォーレ前の露店では、地元の商店の屋台がコンテナハウスになっていたのを見かけました。空調付きであったかどうか

は確認していませんが、販売スタッフの方の暑さ対策及び食品の安全対策が理由であるならば、良い考えだと思います。また、デン

ビールをアンフォーレ内で販売していましたが、あまり目立っていませんでしたので、デンビールを含め地元の名産品が露天商よりも

比較的よい立地条件でPRできればと思います。

町内会のお茶の接待に参加しました。毎年お茶を飲みに来てくれる人が、おいしいと言って飲んでくれます、疲れも飛びます。

ごみのカゴを中学生くらいの子供たちがやってくれているのは、すごく嬉しいです。模範を見せなくてはならないので、ポイ捨てしなくな

ると思う。ただ、あれだけ暑い中での仕事(ボランティア？)なので、お弁当や飲み物はふんだんに支給してあげてほしいです。こういう

所に税金を使ってほしい！

笹飾りが毎年同じものが多い。混雑して歩きにくい。歩行者天国の範囲を多くするなど改善が必要。七夕神社の七夕祭り限定御朱印

は良いアイデアだ。御朱印のために七夕祭りに来た人もいる。ステージが多いのも良い。安城が舞台の小説を演劇にして出演者を募

集して上演してほしい。

座って飲食する場所を沢山作ってほしい。

道幅が広くなって歩きやすくなった分飾りに迫力が無くなったように感じます。

子供の頃から毎年欠かさず行っていますが 年々飾り付けが寂しくなっていくのでとても残念。日本三大七夕祭りと言っているのにあ

れでは一宮に負けてしまいます。商店街の方々で飾り付け＆七夕飾り作成が厳しいのなら安城市全体でなんとか協力して盛り上げ

ていけないものですかね？店が減っていっているのに商店街の方に負担になるのは気の毒。もう飾り付けの審査とかいらないんじゃ

ないですかね？何が基準か見てる方はわからないし、納得いかない賞もある。

毎年楽しみにしています。今年は猛暑で、昼間の出し物は、肉体的にも厳しかったのでは？と心配したところです。実際、子供の出し

物を観に行きましたが、携帯やカメラが動かなくなる現象が起こり、驚きました。周りの方も同じような事を言っていました。来年度も屋

根付きではない所(観覧席)は少し検討した方が良いのでは？と思いました。テントを増やすなど。みなさんが楽しく過ごせる、そして思

い出に残るイベントになるようご検討よろしくお願います。

浴衣で行くと、何か特典やサービスがあると嬉しいです。

年々寂しい七夕になっていくのを感じる。特に竹飾りが寂しい。安城市に来て２０年になりますが、昔は竹飾りが多くて歩きにくかった

と記憶してます。安城に住んでいるお年寄りも同じようなことを言ってましたし、ここ数年行く気もしないとも言ってました。もう少し工夫

とアピールをする必要があると思います。

きーぼーが七夕神社の森で発見された？のが2009年？ということは来年10周年記念のイベントを希望。ちりゅっぴ、フランソワーズ

びわさんも誕生祭してたので。子どもたちのパレードを暑さ対策で中止にしたのは良いと思う。今年はあまり歩き回らなかったので見

ていないが昨年は道路にゴミ溜りができていて非常に見苦しかった。歩きながら、道路やアンフォーレホール内外で床に座り込んで

の飲食は非常に見苦しい。七夕まつりに盆踊りをする必要がありますか？

仕方ないけど駐車場が足りない。息子が自転車を置く場所もなかったと言っていた。せめて、駐輪場ぐらい何とかしてほしい。

ゴミ箱がたくさんあり、ゴミ捨て場もスタッフがいて綺麗に保たれていて気持ちがいい。普通の露店だけでなく、商店街や安城市内の

飲食店の露店があり、楽しみにしています

七夕なのに何故7月に行わないのですか？以前は5日間だったので、夏休み期間中の方が良いのかな…と思っていました。今は、岡

崎の花火大会と日程が重なりますし、昨今の異常気象による酷暑を考慮すると、日程を変更してもよいのではないかと思います。

１年の中で１番暑いこの時期に行うのは問題があるという意見も多いようだが、伝統行事なのでこれからも続けてほしい。私は子供の

頃は毎年行っていたが、最近は全く行っていない。これからも行きたいとは思わない。

露店で食べ物等購入するため、ゴミ箱が適度に配置されており、とても助かります。ボランティアのゴミ箱係さん達、暑い中ありがとう

ございます！

今年はとても暑かったのでアンフォーレで時々休憩しました。沢山の人が涼みに来ており、人の数に比べて座る場所が少なく、立ちっ

ぱなしの方が大勢いました。1階の自販機の前辺り、地下のホールが見えるガラス張りの場所に座り込まないように案内がされていま

したが、座っている方も多かったです。お祭りの時だけでも、空いたスペースに簡単なベンチでいいので、もっと座れる場所を増やして

欲しいです。

どこに何の露店が出店しているかのマップがあると嬉しいです。短冊ロードの夜間ライトアップの写真を友人に見せたところ、とても好

評でした。

駐車場の確保、簡易トイレがあまりなかったような気がします。飾り等はきれいで良かったです。食べれるスペースがあるとありがた

いかなって思いました。椅子ではなくてもしゃがめる場所があると、ゆっくりできるかと思いました

年々露店の数、竹飾りが減り、とても寂しい。30年以上前は左右の側面一面に露店があり、竹飾りも竹が折れるのではと心配になる

ほどの飾りでにぎわっていたのに。お祭り自体は色々な所での催しがあるので、盛り上がっているように思います。この猛暑で救急搬

送されている人をよく見かけたので、開催日時の変更なども検討をした方がよいのではと思いました。

休憩場が少なく子連れでご飯を食べたりトイレを探すのに毎回大変です。また、今年は特に暑かったので、シャワーミストが出る所や

涼を工夫した休憩場が所々にあると大変助かります。暑すぎて食べる気力が沸かず露店でもあまり買えませんでした。

竹飾りをはじめ、祭りを盛り上げるメインになる飾りつけは、通り・（街の）ブロックごとに区切ってムードの統一感・カラーを出してはど

うか？（主になる飾りつけ材料は、安城市・商工会などでも補助する。）昔の安城七夕祭りや、現在の一宮市のような『七夕らしさ』の

復活を期待します。

時期的に暑すぎるし、何がメインの祭なのかがわからないので行ったことがない。花火を上げるなど目玉を明確にしたら市外からも集

客するのでは。



今年は暑く、エアコンが効いている無料の休憩所を増やしてもらいたいです。小さい子には、暑さがこたえたようで、例年よりも滞在時

間が短かったです。

今年の七夕神社であった御朱印はとてもよかったです！また、出店も市内企業が出店しているものはお得なものもあってよかった。

北京飯のたれや北京ぱんなど、地元を盛り上げるものがもっと出てくるといいなと思います。

最近の飾りは凝っているが、昔の単純な飾りのが素敵で良かった。歩いていると手が届くくらいの、歩道から車道に伸びている笹飾り

が埋め尽くす感じのやつ。

まだお祭りに行った事がないが、市民やその周辺に住む人にとって良いお祭りだと思う。また、外国人の多い土地柄なので、外国の

人に日本文化をアピールできる良い機会だと思う。

去年のことですが、朝、露店が並ぶ道が通行止めになる前に車で通りましたが、通行止めの前にもかかわらず、物、露店がかなり道

にはみ出していて、上からの飾りも垂れ下がって避けながら通らねばならず、非常に危険でした。時間前なのにスーパーボールがも

う露店で流れていたり、店として営業を始めていたように見えるところも何箇所かありました。通行止めになる前の時間は、安全に車

が通れるような指導を厳しくお願いします。それだけで、お祭り自体にもマイナスなイメージがつきました。

駐車場難のため「三河安城駅」迄車で行って、JRで「安城駅」へ、手間暇や金を掛けて、毎年或いは年2回以上も行く気はない。市の

大きなイベントとしては良いのかも知れないが、市外れの高齢者にとっては、魅力も関わりもない。

観光資源と位置付けられているが、際立つ特徴が無く単なる大きな夏祭りである。どこの誰に七夕祭りに来て欲しいのか、どんな楽し

み方をしてもらいたいと企画がお粗末。ジリ貧は不可避。いっそうのこと地元安城市民を対象にするなら他にも優れた方法がある。

砺波市、輪島市さん両市とも涼しいところで活動していただいてよかった。ただ奥の場所であったので、購入してくれる大人がなかな

か入ってこなかったように思う。そこがちょっと残念でした。

安城といえば七夕祭り。この祭りに行くと今年も夏がきたと思えます。年々竹飾りが減ってるように感じるのが少し寂しいです。願い事

ふうせんやキャンドルなどのイベントは綺麗で好きです。

年々工夫されている様子がわかって好ましく思っています。今年の"北京パン"のように、地元の有名店の七夕限定商品があれば、

大人でも楽しめてよいと思います。

若い頃や子供が小さい頃は、毎年楽しみにして、行くのが恒例でした。また、ここ数年は足が不自由になった高齢の母親を車いすで

連れて行き、とても楽しんでくれていました。しかし、今夏の猛暑で、健康上のことを考慮し、行くのをあきらめました。行けない事情の

ある人にとってキャッチの生放送をしてもらえたので、願い事ふうせんなどの新しい取り組みなどもわかり、ありがたかったです。

座れるスペースが露天の間にあるといい。座れる店を探して座るのは子ども連れには大変。空いてない事もあるし。

普段の街並みをもっと魅力的にして、それが七夕モードになったら素敵だと想像できる街づくりをしてほしい。現状では、炎天下、また

は猛暑の中、ここを歩くのかと想像するだけで、行きたくないと思ってしまう。街路樹や、ベンチなどをもっとふやして。七夕を売りにし

ているのだから、竹や笹の植え込みも増やして、身近に感じられるようにしてほしい。

駅前イベント以外に、朝日町各所で個別のイベントが行われており、七夕を盛り上げる町内の人のやる気と活気を感じました。パレー

ドは迫力があり、来場者との一体感をさらに高める工夫を期待します。

飾りが低い位置にあった頃は圧倒的なスケールでみんなにおすすめできた。今では飾りが高い位置にあり、こじんまりした印象に

なっている。射的や輪投げなどもなくなり、盛り上がりに欠けています。

毎年子供と楽しみにしています。ゴミなど、ボランティアの方が丁寧に分別等されていて、とても快適なお祭りだと思います。キャンド

ル点灯をみたかったのですが、南安城駅からは遠く、見に行くことができなかったのが残念です。

アンフォーレができて、更に良くなったと思います。食べ物が毎年揚げ物中心になってしまいます。→市が主導した露店をもっと出しま

せんか？少しの規模でも良いので、花火大会もくっつけてほしいです。

おそらくなにか事情があってそうしているのだと思うが、9時から消灯するアナウンスが流れるのは興ざめする。暑いんだから、夜の方

が長く楽しみたい。

年々、露天が少なくなっており、寂しく感じます。暑い中移動も大変なので、エリアを少し狭くできないでしょうか。

今年やった御朱印にはとてもがっかりでした。知らないうちに受付時間終了、先着限定と。昼間行けなくて夜行けるからととても楽しみ

にしてたのに。会場にはどこにもうたってない。ホームページ必ず見るとは限らない。見れないかもしれない。色々と怒りがこみ上げて

きました。七夕祭りは行っても神社には当分行きません。怒りがこみあげてくるからです。二度と行かないかもしれません。今年は気

分の悪さで楽しくなかったです。

車での来場者用に、パークアンドライド式を取り入れてみては？

ボランティアの人がゴミを片づけてくれていたり、子供が迷子になった時の対応が早かったりして対応がいいと思います。

今年の暑さは相当つらく、どうしてもアンフォーレなど、涼しいところに人が集まっていた。露店の買い物もできないくらいの蒸し暑さで

すぐに帰りました。ミストのシャワーがあるだけですずしさがかなり違った。 来年も今年ほど暑いかわからないけど、もっと涼しく休憩

できるところがあるといいと助かります。

安城七夕まつりは露店の数や市民の参加イベントなど他のまつりに比べて多く、商店街が巨大なまつりエリアとなる三河の一大イベ

ントだと思います。竹飾りが減るなどした時期もありましたが、最近は結構いい感じに復活しているので良いと思います。新しいアイデ

アを盛り込んで今後もまつりを盛り上げいって欲しいと思います。

アンフォーレ完成を契機とし、今後は市内 全町内で七夕まつり開催に協力して頂くには、如何にすれば良いか?　市のご指導、援助、

ご協力についてご検討をお願いいたします。

町内の公民館や公園をきれいに飾り付け、子供達の食事会など…楽しいひと時を過ごし、地域の親睦を図る機会とする町内も有れ

ば何も行わない町内も有り、現状かなり対応が異なります。折角、市より出向いて町内単位の飾り付け審査が行われている訳ですか

ら、市内全町内が飾り付けに参加して、まつりを盛り上げ地域の発展を切望いたします。

毎年楽しみにしています。今年は鼓笛パレードが急に中止になりとても残念でした。今後どうする予定なのか知りたいです。急に中止

になると、練習してきた成果を出す時がなくかわいそうです。また、来場者が多すぎて、夜になると東西の道路が歩けないほど混み合

い、気分が悪くなりそうです。

毎年、いろいろなイベントを企画・運営してくださる方や、当日頑張ってくださっているスタッフさん方にとても感謝しています。子ども

は、ゴミ箱の前に立って分別の仕方を教えてくれた方に「暑いのに大変だね」と言っていました。

今年は猛暑のため、パレード関係が軒並み中止になってしまったのはとても残念ですが、暑さ対策のためか、アンフォーレ内での催し

ものが充実していて、よかったと思います。来年こそは、夕方頃に行って、願いごとふうせんを飛ばすところを見たいです！

商店街がアーケードになっていると、昼間も、暑さをしのげて良いと思います。ゴミ箱がたくさんあり、分別のボランティアさんもたくさん

いて、いいと思います。

毎年七夕まつり開催時は、商店街が元気になります。ぜひ日頃も活発な商店街になるように希望します。ぜひ駐車場の確保をお願

いします。立体駐車場は、幅が狭いと入れにくいので、足が遠のいてしまいます。

七夕の飾りが少なく感じました。周りでも少なくなったと言うのが話しに上がってました。もっと多いと七夕らしくて良いと思います。あ

と、アンフォーレの閉館をお祭りの終了と合せて欲しいなと思いました。

お祭りが終わった次の日、道路の汚れや臭いが気になりました。

園児達のパレードが暑さの為、中止になりとても残念でした。なので、日陰の場所で行うなど安全に出来るようにして欲しいです。



アンフォーレの外の広場で霧が出る所があって、涼めて良かった。またアンフォーレ内でも、クールダウンできて良かった。クールダウ

ンできる場所を、東の方や、南の方、真ん中、北の方、等と、増やしてほしい。

毎年とても暑い時期と重なる為、長居できずに帰ってしまうことが多いです。今年は特に暑かったので、お店の数や人出も少なかった

ように感じました。難しいかもしれませんが、開催時期の変更も考慮されてはいかがでしょうか。また、もう少し目玉となるイベントがあ

るといいと思います。願い事日本一では、少しインパクトが弱い気がします。

岡崎の花火大会と重ならないように日程を調整した方が、人が集まるのではないでしょうか。

飾り付けにビニールが多用され、安っぽく見えてしまいます。毎年新しくなくても良いので、和紙や布地を使った文化的にも価値のあ

る飾りを追加してはどうでしょうか？ 吹き流しの品位も大事な要素だと思います。

屋台が密集していて歩きにくいので、できれば範囲を広くしてお店の間隔をあけて歩きやすくしてほしいです。今年は特に暑いので、

日傘をさしたかったのですが混雑がすごくて傘をさせず…ベビーカーも動きにくかったです。お店に並ぶ時に隣のお店が近いので列

が長くなると他のお店を塞いでしまいます。ゴミ箱がパンパンでゴミを捨てられないので、配置箇所を増やしてほしいです。

和太鼓の実演時間を振り分けて欲しい（午前・午後・夕べ）日中に行けない場合もあるので考慮されると更に良い。願いごと広場のト

イレが少ない！考えて欲しい。盆踊りやぐらの提灯が半分消えていたが何故？ もっと明るい方が派手やかで盛り上がるのではない

だろうか？ 音量ももっと大きい方が良い。ゴミの分別は非常に良い事だと感じた。他行事への模範となり定着して行けば更に良いと

感じた。

可能な限りで良いので露天マップが欲しい。食べたいものがあっても小さい子どもがいたり猛暑でなかなか全部のエリアを廻ることは

できないので、効率よく欲しいものを買うために。

七夕祭りに行っても、上に吊されている飾りよりも出店を見てしまう感じがします。出店の数が多すぎだと思います。もう少し出店の数

を見直し、飾りの方に視線が行くように何か工夫した方がいいと思います。

車椅子を押して歩くことが困難なので、最近は行くことをためらっています。少しだけ配慮があればと思います。

一時笹飾りが減ってお店ばかりになり、心配していました。最近また笹飾りが増えてきて、ホッとしています。

今回、ボランティア活動で、ごみかごの管理立ち当番をしました。今年は、異常な暑さで、立つ位置が日差しが強かった。来年は、立

つ位置を、日陰にして欲しい。

娘が吹奏楽バンドに入っていて、毎年ステージに応募するのですが、抽選で2年連続で漏れました。大勢の人が見てくれるステージに

当たる確率が、もう少しあがってくれたら嬉しいと思いますが…。

今年、七夕神社の御朱印を受けられると聞いたので行ったのですが、午後１時から９時までとなっていたので４時半に行ったのに、受

付を終わりましたって言われました。たった三日間しか受けることが出来ないし、整理券が配布されるのなら、最初から詳しい情報を

載せて欲しかったです！！

毎年必ず行っているが、運営の前年の改善やまたその年の課題がどのくらいあるかが何らかの形で分かると良いと思う。ニーズは高

くないのかもしれないが、全国にアピールすべき市民がそういう情報を知っているだけでも、物の言い方に現実味が帯びて興味を持

つ人が増えるはず。

図書館を涼む場所として活用されている人が多く、個人学習室で七夕まつり当日勉強をしていましたが、話し声がとてもうるさかった

です。オープンスペースも飲食する方はいませんでしたが、携帯ゲームをやっている人（学生）が多く、本を読みたい人、調べ物や勉

強をしたい人が使用できなかったのではと思うので、注意喚起があっても良かったのかと思います。あとは、七夕まつりの時だけ安城

に来てもらうのではなく、継続的に安城市に来て貰えるアピールを七夕まつりで行うべきかと思います。

暑さの為、仕方ないですが、小学校のマーチングパレード中止は残念でした。何でもかんでも中止！としてしまうのではなく、アン

フォーレステージでの発表など、子ども達のこれまでの練習の成果をきちんと発表できる機会を作って欲しかったです。大人の都合で

中止！とした印象が強く残りました。

今年は猛暑のせいもあってか、日曜の夜に行きましたがとても暑苦しく、またみんなも日中を避けるのか例年の夜間より人の数が多

いように思いました。夜でもこの暑さだと子連れは足が遠のきます。七夕と銘打ってるので難しいかもしれませんが、気候のいい時期

にずらした方が観光資源としてはより活かせるのではと思いました。

ゴミ箱が沢山あり、ボランティアの方がいつも見ていてくれるので、お祭り会場がとても綺麗に保たれていると思います。暑い日中の

ボランティアは大変だと思いますが、今後も続けて欲しいと思います。

会場にゴミが落ちていない、毎年のことながら素晴らしいと思います。願い事ふうせん、感動です。笹飾り、製作は大変でしょうが、た

くさん飾られると雰囲気がありとても綺麗です。沖田円さんの小説とのコラボ、よかったです。

障害者がどのように関わっているのか、教えて下さい。混雑してても構わないから、いつでも行けるようにガイドさんがいたらいいな。

制度の壁で時間が取れなかったり、ガイドさんが足りなかったり。一緒に回って貰えるボランティアがいたらいいな。

毎年楽しみにしていますが人が多くて赤ちゃん連れや小さい子供を連れて行くのは大変だと思います。授乳する場所や赤ちゃんのオ

ムツを替えるスペースがあればお知らせしてほしいです。

年々、飾り付けが減って来ているのが残念です。最近は酷暑の中の開催となっているので、食品の衛生管理が気になります。

地元密着の七夕まつりという感じがすごくよいと思いますので、それを続けていってほしいです。

願い事ふうせんの数を毎年、今年くらい多くしてほしい。緑黄色社会のライブは、毎年やってほしい。

最近イベントがワンパターン化していて、イベントを目的として祭り会場へ行くというより露店に行く、という感じになっている。また駐車

場に関して、臨時駐車場の場所や会場周辺にある駐車場への出入りの方法が市内・市外からくる人達への事前案内や当日の看板

や案内板の設置が徹底されていない。祭りに来たいが車をどこに停めたらいいのか、と聞かれたこともあるのでもっと積極的にアピー

ルした方がいいと思う。

七夕祭りの思い出は 大人になった時より 子供の頃の方が強く残っています。キラキラ光る竹飾りのなかを親と手を繋いで歩いたり、

露天で買って食べたりと、夜出歩く事も無かったなので、「お祭りに行く」 それだけでワクワクしてました。ぱっと見派手じゃなくても 小

さな子供達が楽しめる質の良いお祭りなので 他の地域の人にもオススメしてますよー。

参加型イベントを増やしてほしい　子供の遊べるスペースが欲しい

去年に比べて、七夕神社の竹灯篭のスケールが落ち込んだのが残念。プロジェクションマッピングも無くなった。以前より飾り付けの

スケールが落ち込んだようにも思える。七夕親善大使は不要。一宮の親善大使を知る人が、安城のは全然人と触れ合わない。芸能

人のようだと言っていた。オープンカーでのパレード等、特別待遇が多く親近感がまるで沸かない。マスコットにはきーぼーが居るし、

華が欲しいならご当地アイドルにお願いした方が市税も節約出来て良いと思う。一度、他の七夕まつりも参考にしてみては。

願いごと風船を土曜日だけでなく日曜日にも実施できないでしょうか？子供に参加させてあげたいのですが、土曜日だとなかなか参

加できないので、ぜひ日曜日にもできるようにしてほしいです。

ごみかごのボランティアを団体登録でやっていますが、６組中の２組で前の時間帯の担当者が不在で、ごみが整理されていない状況

が有りました。どのような理由かは不明ですが、残念なことです。

安城七夕神社のイベントを金曜日の初日にもなにか取り入れて欲しい。初日に立ち寄ったが閑散としていて寂しかった。ライトアップ

など、明るいお祭りの雰囲気があるとよかった。

当日に会場の何ヵ所かで地図の配布をしてほしい。七夕も何がどこにあるか、あまりわからない。

こどもたちの短冊をさがしに行きましたが、かざってある位置が高すぎて、みつけられませんでした　配慮がほしかったです！！
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