
第5回eモニターアンケート「本證寺史跡公園（仮称）の活用について」 

実施期間 平成30年9月7日 ～
回答数 1073 人

平成30年9月14日
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世代別 

10代 
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その他と回答した人の意見（抜粋）
・名前を聞いたことがある程度。
・建築物があることだけ知っている。

259 
24.1% 

281 
26.2% 

533 
49.7% 

問1：本證寺を知っていますか。また行ったことがあります

か。 

知っている、また行ったことも

ある 

知ってはいるが、行ったことは

ない 

知らない 

単位：人(割合％) 
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本證寺の開祖である慶円上人 

本證寺の伝説（「雨漏り御殿」「貸し椀」等） 

天然記念物のイブキの樹 

三河一向一揆での中心寺院 

堀や土塁を持つ城郭寺院 

歴史的建造物（本堂や大鼓楼等） 

江戸時代には約200の末寺を持つ大寺だった 

名物のハスの花 

浄土真宗の寺院 

宗教行事（報恩講や「おきょうえんさん」等） 

宝物（聖徳太子絵伝や善光寺如来絵伝等） 

本證寺を会場としたイベント（本證寺フェスティバル、お茶

会等） 

国の史跡に指定されたこと 

歴史博物館での展示 

その他 
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問2：どのようなことを知っていますか。 (問1で「知っている、

また行ったこともある」「知っているが、行ったことはない」と

回答した人。複数回答可) 

単位：人 



・SNSで友達が投稿していたので。
・なんとなくイベントの情報などで。
・時々、広報などで名前を見る程度。
・お寺の周囲に昔の堀跡が実際に残っている
・チェックした事項は知っているというより説明を聞いたことがある程度です。
・NHK大河ドラマ「おんな城主直虎」後半に映像とナレーションで紹介されたこと。

その他と回答した人の意見（抜粋）
・歴博のついでに
・三河一向一揆の中心寺院であったため。
・桜井公民館の「公民館講座・本證寺」を受講して、現地解説を受けた。
・先祖供養（檀家です）
・シルバーカレッジの郊外活動でバスで一度行きました。
・子供の自由研究のため、車でないと行かれないので一緒に
・仕事（土塁やお堀の調査）
・ウォーキングで
・近所
・名鉄ハイキング
・団体での見学会
・お墓参り
・消防の文化財保護訓練の一環で。
・近くに住んでいたので、遊びに行っていた、盆踊りもやった記憶がある
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宗教行事（報恩講、お葬式や法事等）に参加するため 

歴史のロマンを感じるため（城めぐり、史跡や歴史的

建造物の見学等） 

静かな古寺を散策するため 

かつて夏に行われていた「お虫干し」（宝物の公開）を

見るため 

お茶会に参加するため 

ハスの花を見るため 

豊かな自然に触れるため(虫取りや山菜取り等) 

本證寺フェスティバル等のイベントに参加するため 

コンサート(クラシック、和楽器演奏等)を聞くため 

勉強や研究のため(夏休みの自由研究等） 

学校での遠足や見学等の一環で 

その他 
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問3：本證寺を訪れた理由は何ですか。(問1で「知っている、また

行ったこともある」「知っているが、行ったことはない」と回答した人。複

数回答可) 

単位：人 



132 
12.3% 

941 
87.7% 

問4：本證寺周辺を史跡公園として整備する計画について聞

いたことがありますか。  

聞いたことがある 

聞いたことがない 

単位：人(割合％) 

423 

207 

330 

55 
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231 

189 

366 

456 

295 

55 

133 

369 

368 

46 

39 

歴史的建造物の内部、堀や土塁等の見学 

城や歴史等に関する講演会 

周辺の史跡を含めたウォーキングやサイクリング 

宗教行事(報恩講や｢おきょうえんさん｣等) 

仏教に関する催し(法話、絵解き、お経の勉強会、ヨガや座

禅等） 

宿坊(お寺に泊まること)の体験 

講座や教室(平成の｢寺子屋」、日本の伝統文化教室等) 

境内全体を使ったイベント(本證寺フェスティバル、お茶会

等) 
門前市(地元野菜の販売、フリーマーケット、マルシェ、古本

市等) 

コンサート(クラシック、和楽器演奏等) 

スポーツ大会(周辺道路でのランニング大会等) 

写真撮影会(ハス等の自然、写真モデル、歴史的建造物

等) 

ハスの花見や自然(植物、鳥、ホタル等)に触れる催し 

スイーツや和菓子、精進料理を味わう 

婚活パーティー 

その他 
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問5：本證寺周辺を史跡公園として整備する場合、どのような催

しがあれば参加したいと思いますか。(複数回答可) 
 

単位：人 



その他と回答した人の意見（抜粋）
・アイドルのライブ
・限定御朱印
・プロジェクションマッピング
・武将隊
・特色のあるランチを割安で提供。
・小学生の子供と一緒に参加出来るイベントがあれば参加したいです。
・子どものみで参加できるお寺の修行体験(夏休みや自由研究の為の勉強会）

・水彩画の写生会
・参加者の対象を、県内・日本全国・外国からも「訪れたくなる」発想が大切だと思います。
・あんくるバスを使ったイベントがあると良い

その他と回答した人の意見（抜粋）
・ARよりVRの方がより歴史を体験でき、市民のアイデンティティーが醸成されると思う
・駐車場の位置の案内
・web予約可能の一人でものんびりできる場所
・SNS映えするもの
・旅行雑誌などへの掲載
・庭園や植物の手入れ
・犬と一緒に楽しめるスペース
・景観の整備。歴史文化が一目で分かる展示。
・子どもが遊べる遊具

・サイクリングロードが設けられるなら、セグウェイでお庭を回るツアーとかどうだろう？

・障害者も参加できる催しやバリアフリー設備、ボランティア常駐

・バスの駐車場は離れて設置し、バスの停車スペースのみ寺 近くに確保して乗客の乗降させ、バスは離れた場所
の駐車場に待機。又是非実現して頂きたいのは当時の本證寺の復元を希望します。

・災害時に活用できる物をおく。ベンチや遊具などが、実は組み立てると災害時に活用できるアイテムになりま
すよ、とか

・公共交通機関の充実とあるが　シンプルに最寄り駅からのシャトルバスにして本数を増やした方が使いやすい
と思います

・合戦イベントをしてはどうか？甲冑を来て、大将も決めて、チャンバラ合戦をする。園内のハスでハス茶を作って、振舞った
り、お土産として売る。

603 

248 

409 

199 

173 

166 

482 

325 

216 

578 

686 

344 

261 

145 

40 

あんくるバス等の公共交通機関の充実 

歴史的建造物(堀や土塁を含む)の復元 

豊かな自然に囲まれた静かな雰囲気の維持 

城や歴史を学んだり講座に参加できる施設 

観光ボランティアガイド 

スマートフォンによるナビゲーションやＡＲ(拡張現実)に
よる説明 

お茶(スイーツや甘味を含む)や食事のできる場所 

おみやげ(お守りやお札、朱印帳を含む)が購入できる場

所 

夜間開園やライトアップ（ナイトツアーを含む） 

十分な駐車場(大型バスが駐車可能) 

清潔なトイレ、授乳施設 

子どもが遊べる芝生の広場等 

ウォーキング、サイクリングコース(周辺の史跡等を巡る） 

気軽におしゃべりができるサロン的な場所 

その他 
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問6：本證寺周辺を史跡公園として整備する場合、どのような

設備等が必要だと思いますか。(複数回答可) 
 

単位：人 



その他と回答した人の意見（抜粋）
・自分の出来る事、出来る時に。
・子どもと参加できるボランティア活動

97 
9.0% 

356 
33.2% 

620 
57.8% 

問7：本證寺と史跡公園での様々な活動にボランティアとし

て参加したいですか。 

参加したい 

参加したくない 

わからない 

単位：人(割合％) 
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21 
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33 

13 
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21 

34 

5 

歴史や文化財のガイド 

名物のハスの花の育成 

周辺の自然環境の観察と保護 

イベント(本證寺フェスティバル、お茶会、

スポーツ大会等）の企画運営 

イベントや門前市等への出店(模擬店、フ

リーマーケット等） 

本證寺フェスティバルやコンサート等への

出演(演奏、演技等) 

講座や教室の講師 

史跡公園や境内の清掃活動 

様々なイベントや宗教行事のお手伝い 

その他 
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問8：ボランティアとして参加してみたい活動は何ですか。(問
7で｢参加したい｣と回答した人。複数回答) 

単位：人 



その他と回答した人の意見（抜粋）
・高齢であり、体力に自信がない。遠方であり、交通の便が悪い。
・どこにあるのかわからない
・孫の世話、介護などで多忙なので。
・交通手段がない
・ボランティアするなら障害者の方の為になるものを優先したいから
・車を運転できないので、自転車で現地まで行くのがキツイ。
・公共の交通の便がよければ参加したい
・必要さが感じられない。
・持病があり、ボランティア参加に無理がある。
・子供がちいさいのでもう少し大きくならないとできない
・住まいから少し遠く、交通に問題有り。
・ボランティアガイドはしてみたいと思いますが、知識がないので。
・負担が少なければ、ボランティアも検討したみたい

525 
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86 

321 

131 

78 

87 

48 

仕事、家事、子育て等が忙しく時間がな

い 

活動が負担になりそう 

どんな人がいるのかわからない 

実際の活動内容がわからない 

どのように参加すればよいのかわからな

い 

歴史や文化の活動に興味がない 

ボランティア活動自体に興味がない 

その他 

0 100 200 300 400 500 600

問9：ボランティアとして参加したくない理由は何ですか。 (問
7で｢参加したくない｣｢わからない｣と回答した人。複数回答) 

単位：人 



問10：本證寺史跡公園（仮称）の活用について、ご意見がありましたらご記入ください。(抜粋)
聞いたことは有りましたが家から遠く、縁が有りませんでした。今回のアンケートを見て、一度は
行ってみたいと思いました。
本證寺が歴史上重要な場所であることを、大河ドラマ及び関連の番組で知りました。史跡公園の整
備されるのは、良いことだと思います。
もっと、歴史上重要な役割を果たしたことを市内外にアピールした方が良いと思います。発掘調査
などの催しがあったら、是非参加したいと思います。
宗教に関する関心が薄れている状況から寺の諸行事を気楽に参加できるイベントと自然の中にある
幼児から大人、老人までも楽しめる公園を期待します。
ぜひ実現させてほしいです。頑張りましょう。
ただ、公園だけがあっても、他の公園と差異はないので、一年中休憩できる場所や、食事ができる
場所があればいいと思います。
官が介入することに慎重であれ　他のことに税金を使って下さい。
知らなかったので子供と行ってみたいと思います。歴史を身近に感じられるので大切に守っていく
べきだと思います。
本證寺だけでなく市内の歴史建造物をつないだストーリーを描き、そのコースを歩みたい。
本證寺の歴史だけでなく、関連する歴史の場所の紹介及び体験による学びの場があると嬉しいで
す。
歴史的建造物の復元などがあると、足を運ぶ人も多くなるし、今知らない人も興味を持てると思
う。
公園として整備するのは賛成ですが、どういう方向性にするのかは、よく検討してほしいです。
私が本證寺やその歴史を知ることになったのは、昨年の大河ドラマでした。地元ではないので、そ
れまでは寺について全く知りませんでした。寺を魅力的にアピールすることで、誰もが活用しても
らえる施設になると思います。
駐車場の整備を！
現地までのアクセスがわるく、参加しずらい。
お寺が騒がしくなるのが嫌いだから。本證寺の事、多くの人に知って貰うのは良いことだとは思い
ますが、お寺本来の良さ、世俗を離れた場所、精神を静かに見直す場所になって欲しいから。今の
世の中、イベントが多すぎる傾向がありますね。なぜそんなにイベントを催すのでしょうか？私は
解せません。
当時の本證寺の復元が最大の願いです。
安城といえばここ！という場所が増えていくのは良いことだと思うので、誰でも気軽に訪れる事が
できる場になるといいなと思います。
もっと他のことにお金を使って下さい。新安城周辺の踏切の立体交差化や渋滞緩和のための車線を
増やす等々。
公園とは言えあまりにも家族連れ＆子ども連れを対象にすると全体の雰囲気が悪くなる。間違って
もゆるキャラのような設定はするべきではない。歴史的荘厳さを保ってほしい。
宿坊があったら体験してみたい。近隣に宿坊できるところがあまりないため、興味もあるから。
安城駅のホームに、安城といえば、みたいな看板にこの場所の名前があった気がしますが、それが
どこにあってどんな場所なのか調べた事がありません。今から調べてみようと思うのですが、公園
が整備されれば絶対に行くと思います。犬の散歩で安城の公園は色々回ってますが、一番の公園に
なると嬉しいですね。
歴史的価値について安城市民に広く知られていないと思うので、まずはその周知から始める必要が
あると思う。

新しく公園が出来る事は大変嬉しく思いますが、周辺住民のみなさんの環境の変化が心配です。現
在はとてものどかで良い環境ですので、この状態が壊されないように最大限の配慮をお願いしたい
です。

歴史的な史跡をきちんと整備するのはよいことだと思います。あまり大げさにならない木や花や木
製のベンチなど人工的なものがあまりない、子供たちだけでなく大人も散策に行きたくなるような
公園ができたらうれしいです。
ウォーキングの見所、インスタ映え、パンやスイーツもインスタ映えする物が有ると良いですね。
歴史的価値があるので大切にして欲しい。
安城市は観光地が少ないので 観光地の一つになるといいなぁと思います。
マルシェや音楽イベントが定期的にできると良いと思います。
地元出身ではないですが、三河の歴史を感じる場所です。整備して活用すべき資源と思います。
歴史的な場なので、集客も大切ですが、あまり騒がしいイベント等の場にはしない方がよいと思い
ます。
とにかく知名度が低いので、どこの史跡なのか、場所を教えてほしい。



市民に親しまれる公園になると良いと思います。デンパークは交通手段がとても貧相でビールを飲
みにも行けません。自家用車でなくても行けるようにして欲しいです。
開発とか、活用とか調子のよい言葉を利用して、今ある自然環境を壊さないでくださいね。植樹な
らいいけど、樹木1本たりとも切り倒さないようにしてほしいです。
いい事だと思います。完成したら是非行ってみたいです。
歴史のある建物であり、周辺も原形を壊さないような整備にして欲しい。歴史が学べ、周辺との関
わり、文化財の展示公開してほしい。
せっかく作るなら、安城市の自慢の一つになる素敵な空間にしてほしいです。
税金がもったいないので、ポジティブな印象を持てない。
静かなところにあるのであまり観光化しないほうがいいような気がします。今の感じがとても素敵
ですね。
有名な寺院ですから、良い活用ができればいい。
よく知らないので、広報などで紹介してほしい。安城の野菜を使った精進料理を教えてほしい。写
経もやってみたい。
初めて計画のこと知りました。色々な施設が充実することはすごく素晴らしいことだと思います。
知立の弘法さんのような、毎月決まった日に出店など出たら良いと思う。
空前の城ブームが到来しています。史実通りに忠実に復元してください。模擬は価値や魅力を大き
く下げるため駄目な手本とならないよう、本物でお願いします。
歴史的な建物として思い浮かぶのは、歴史博物館ですが、そこと同様に、静かな環境の中にある荘
厳な雰囲気のお寺にして欲しい。日本人はもちろんですが、特に外国の方々はそういった日本の厳
かな雰囲気を好むと思います。
市の補助なしに運営できる体制で行っていただきたい。
ぜひハンドメイドイベント等やってほしいです。開催する際は、出店しやすい料金などでお願いし
たいです。
やはり、蓮の鑑賞会やご住職の説法を開催してほしいです。
どのくらいの公園になるかわからないですが、渋滞などおきてしまうのは嫌だと思います。(近く
に小学校もあるので)
子供が遊んだり学んだり、大人がリラックスしたり、運動したり、お年寄りが集まれるサロンや散
歩できる、市民の多くが集まれるような公園が良いですね。
美しい自然を確保してください。(荒らされないように)
現状のまま、後世に遺すべき。手を加えるほど『三河一向一揆』の歴史遺産が崩れます。朽ちた寺
院の趣が分かりませんか？
夏休みの自由研究に安城市の古墳めぐりをしました。駐車場が近くになく不便でしたが、綺麗に整
備されているところもあり大切にされていて感心しました。ぜひ歴史博物館のように子供が小さい
時は公園として遊びに行けて、大きくなってココね！と身近に感じるような公園になってくれると
歴史に興味のない方にも入りやすいと思います。
子供連れでも楽しめるようにして欲しい。
大人が静かに楽しめる史跡公園があると良いと思う。子どもは堀内公園が近くにあるため、大人も
子どももと色々と欲張り、中途半端な公園にならないように希望します。
歴史的史跡の少ない安城市に於いて、貴重な本證寺の境内周辺を整備する計画をご検討との事、大
変うれしく存じます。是非とも若い人にも「行ってみたい・見てみたい!」と思わせる施設の完成
を楽しみに期待いたしております。
そもそも何と読むのかわかりません。親しみのある呼び方がないでしょうか？　「（仮称）本證寺
史跡公園」は漢字ばかりで硬いイメージが！　また新たな公園が楽しみです。
行ってみたいな、と思いました。
古き良きものを残して、季節を楽しみ、またご当地の和のスイーツに和み、集い癒しの公園になれ
ばと願います。
子どもが遊べる施設があると、自然と親子連れが遊ばせにやって来る。今のままでは、年齢層の高
い人にしかアプローチが難しいと思う。
子どもなどがわんさかいるようなガヤガヤとした空間にはして欲しくない。また、史跡・文化財の
破壊や自然環境の破壊などに繋がるようなことがないようにして欲しい。
公園にして人が来るだろうか？場所が悪いと思う、私は行かない。
市民の中でもあまり知られていないのがもったいない、もっと周知をしてほしい。
デンパークなどと、安城市で1日楽しめるようになるとよいと思います。
普段行っても駐車場に困ります。気楽に行けるよう、駐車場を整備してもらいたいです。
公園ができてイベントなどがあれば是非参加したいと思う。
史跡公園の単独では苦しい。歴史博物館とコラボが必要だと思う。安城市の財政は解らないが、支
出の優先順位は低い。今は、少子化・高齢化対策と災害、3駅前の開発を最優先して下さい。



親子で、安心＆気楽に訪れることができる場所になると良い。
安城市は音楽文化的な催しがとても少ないと感じているので、歴史的建造物でのクラシックコン
サートは是非開催してほしい。最近はどこの地方でも頻繁に開催されているのでノウハウは入手で
きるはず。そのようなイベントなら喜んでボランティアにも参加してみたい。ただ、素人に毛が生
えたような演者のイベントは望んでいない。歴史ある本證寺のPRの為にもそれなりの実力のある室
内楽メンバーなどをキャスティングするべき。
ゆっくり静かに過ごせる場所にして欲しいです。
以前、訪れた時には駐車場もわからず、案内があまり見当たりませんでした。まず、案内板をしっ
かりとしていただけたらと思います。
宗教色を出さず、のんびりと自然に親しめる施設にして欲しい。
昼間だけでなく、夜間も楽しめる何かがあると人が集まる。プロジェクションマッピングとか。
正直無理があると思う。そっとしておくのが一番だと思う。
駐車場がもう少したくさんあればもっとたくさんの人が見に来てくれると思います。ぜひ市は、本
證寺を大切にして手入れしながらたくさんの人達に訪れてもらえるようにして欲しい。
単発での開発では無く、観光コースとして複数施設をめぐる様なコースとして整備した方が得策で
はと思います。
三河一向一揆に関連する寺院だろうから関連する史跡等も含めて史料館やイベントを展開して貰え
れば良いです。ママチャリでも参加できるようなバイクツアーとかも企画して頂けると膝とか痛め
ていても参加しやすいと思います。
行った事ないから一度行ってみたい
お寺の前の道路は歩道も狭く、車道がカーブしていてもかなりのスピードで車が来ます。通学路に
もなっていると思うので施設整備の際には周辺道路のことを十分考えてください。
貴重な史跡を維持管理し、活用していくことはとても重要だと思います。
門前の県道を多くの自動車が高速で通行しているので、恐ろしくて立ち寄る気になりません。郷土
の史跡について知ることのできる整備はとても大切だと思います。しかし、その整備は、来場者の
安全を確保することが最優先のはず。「県道だから市は口をだせない。だからしょうがない」など
という考えは改めていただきたいです。
公園にするなんて、馬鹿げたことは考えるべきではない。防災、福祉、まだやれていない。もっと
市がやることがある。
今回の件で初めて知りましたが、ぜひ足を運びたいと思いました。子どもが遠足などで行って楽し
める施設だと、一気に多くの方々に周知してもらえると感じました。
人が集える場所に、コミュニティーに。計画当初から一般も参加できるようにしてみんなで「公園
を育てる」形を作っていくといいのではないでしょうか。
どうせやるなら、中途半端なものではなく、将来の安城の宝になるようなもの。
将来、安城の歴史を身近に感じ、親しみを持てるよう、子どもたちが楽しめる公園にしてほしいで
す。
十分な駐車場の完備。
犬山城みたいな観光資源であってほしい。
行きたいと思うきっかけがあれば安城以外の方の利用も見込まれるのではないかと思うので、維持
する力と企画力が必要かと思います。
正直まったく知らなかったので、マルシェとか開催したり、写真撮影会はできれば和風な浴衣ファ
ミリー撮影会とか開催してもらえると、ファミリー層にも親しまれると思います。年配層には、
ウォーキングイベントと絡めての参加が一番だと思います。
近くに住んでいますが、静かな今の環境を守ってほしい。
案内図の完備。自転車ラックの整備。Cafe等の整備。
あまり存在自体が知られていないようです。SNSでの情報発信をたくさんできると良いですね。
山岡荘八氏小説で知りました。安祥城の戦いも含め、もっと地元を知ってもらえる方法を募集して
はどうか。小学校で教えてますか？地元の歴史を身近に感じられる環境を作る。
安城市には観光する場所が少ないため、安城の歴史にふれられる、魅力的な観光地になってほしい
です。
15年以上住んでますがこのお寺のこと自体初めて知りました。もっとアピールしても良いと思いま
す。野寺町が安城のどこなのかもわからないです。
静かなお寺という本来の環境を守りながら、公園を作ってほしい。自然を壊さないでほしい。
今の状態を保ちながら、公共の交通機関を充実させて 歴史的価値をみなさんにひろめていけるよ
うにしてほしい。
子供参加型のテンプルサービスデーなどがあれば、喜んで参加させていただきます。子連れではイ
ベント等のボランティアはとても難しいです。
駐車場とトイレは必須だと思います。



史跡として文化保存を図るのはいいが、あまり集客は望めないと思う。県外に発信してもわざわざ
来るだけのネームバリューも魅力もない。大げさなものにするのではなく、近隣の方の憩いの公園
のなかに史跡があるというような感じが良いと思う。今後管理する上で経費がかからないように工
夫する事が必要。

市外・県外・国外からのお客さんに胸を張ってお薦めできる観光地が、正直安城にはないと思って
います。テレビなどで取り上げられている場所も「またあそこね。でも大したことはないんだよ
な」と思って見ています。遠方からわざわざ来ていただく方も文句なしに満足して帰ってもらえる
ような魅力的な場所を作ってもらいたいです。近年人気の御朱印も安城ではもらえる所がほぼない
のが残念です。あと本證寺に十分な駐車場があることを希望します。
安城歴史博物館と並んで本證寺史跡公園を名所にしてほしい。近くに駐車場がないので整備してほ
しい。
身近に歴史を感じられる公園にしてほしい。そのためには、各種イベントの開催などがあると他市
からの見学ツアーも増えると思われる。
公園ができるのは大賛成です。市民からアイデア・要望等募集したらいいと思います。
まず整備することにより、費用対効果がどのくらい見込めるのか、を先に市民に示すべきであり、
元から認められないようであれば、そもそも整備をする必要すらない。安城市は福祉対策や高齢者
対策など、市民の生活に直結した事業に税金を使用するべきであり、一部のマニアのためだけに税
金を投入することは認められない。こういったことは有志や個人グループの資金のみで行うべきで
ある。それができないのであれば、それは市民が必要としていないことの裏返しであり、その実態
を認めるべきである。
三河一向一揆などの史実に基づくドラマとかと、その歴史的香り以外のブラスαの一度行ってみた
いと思わせる魅力を持つ行きやすい施設として、タイミングよく世間に知られるようになるといい
ですね。
1年ほど前に引っ越してきました。近所を散策して存在だけはぼんやりと知っていました。何か お
役に立てればと思いますが…
ネットで見たら立派な建物で、行ってみたいとは思いますが、目的がそれだけではまたいつかと結
局忘れてしまいそうです。やはり周辺整備と誘致を上手くやってほしいです。
歴史に重点をおいた施設にするのか、オールマイティーの間口の広い施設にするのか市内にはコン
サート施設も子供が遊べる場所もあるので、歴史に特化した大人向けの場所にしてもらいたい。
安っぽい何でもありの施設は必要ない。例えば徳川美術館のようなものを希望します。
安城市民なのにそんなに有名なお寺がある事をしりませんでした。学校でも習いたかったです。
精進料理に興味があります。精進料理を学べる場や食べる場があればと思っていたので、ぜひ取り
入れて欲しいです。
歴史博物館の雰囲気がとってもよい。ここに本證寺が追加されることは良いと考えます。
自然を大事にゆったりできる雰囲気になるといいと思います。
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