
実施期間 平成31年1月11日 ～ 平成31年1月18日

回答数 1030 人

第13回eモニターアンケート「スポーツ施設及び安城市ホームチームサポーター事業について」 第13回eモニターアンケート「スポーツ施設及び安城市ホームチームサポーター事業について」 第13回eモニターアンケート「スポーツ施設及び安城市ホームチームサポーター事業について」 第13回eモニターアンケート「スポーツ施設及び安城市ホームチームサポーター事業について」 
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単位：人(割合％）
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36.2%

657

63.8%

性別性別性別性別

男性

女性

単位：人(割合％）



「短い」と回答した人の適切だと思う時間区分（抜粋）「短い」と回答した人の適切だと思う時間区分（抜粋）「短い」と回答した人の適切だと思う時間区分（抜粋）「短い」と回答した人の適切だと思う時間区分（抜粋）

・4時間

・3時間以上を希望

・半日は欲しい

7

4.6%

112

74.2%

0

0.0%

32

21.2%

問問問問2：施設の利用時間区分（原則２時間）について、どう思いますか。：施設の利用時間区分（原則２時間）について、どう思いますか。：施設の利用時間区分（原則２時間）について、どう思いますか。：施設の利用時間区分（原則２時間）について、どう思いますか。

短い

適当

長い

わからない

138

13.4%

892

86.6%

問問問問1：リニューアル後の市体育館またはソフトボール場Ａを利用したこ：リニューアル後の市体育館またはソフトボール場Ａを利用したこ：リニューアル後の市体育館またはソフトボール場Ａを利用したこ：リニューアル後の市体育館またはソフトボール場Ａを利用したこ

とがありますか。（「利用」とは、応援や観戦、スタッフとしての利用等とがありますか。（「利用」とは、応援や観戦、スタッフとしての利用等とがありますか。（「利用」とは、応援や観戦、スタッフとしての利用等とがありますか。（「利用」とは、応援や観戦、スタッフとしての利用等

を含む。）を含む。）を含む。）を含む。）

利用した

利用していない

単位：人(割合％）

単位：人(割合％）



102

73.9%

31

22.5%

5

3.6%

問問問問3333：どちらの施設を利用しましたか。：どちらの施設を利用しましたか。：どちらの施設を利用しましたか。：どちらの施設を利用しましたか。（（（（問問問問1111で「利用した」と回答したで「利用した」と回答したで「利用した」と回答したで「利用した」と回答した

人。人。人。人。））））

市体育館

ソフトボール場Ａ

両方

単位：人(割合％)
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問問問問4：体育館内のどちらの施設を主に利用しましたか。（問：体育館内のどちらの施設を主に利用しましたか。（問：体育館内のどちらの施設を主に利用しましたか。（問：体育館内のどちらの施設を主に利用しましたか。（問3で「市体育で「市体育で「市体育で「市体育

館」「両方」と回答した人。複数回答可。）館」「両方」と回答した人。複数回答可。）館」「両方」と回答した人。複数回答可。）館」「両方」と回答した人。複数回答可。）

単位：人



62

58.5%

31

29.2%

4

3.8%

9

8.5%

問問問問5555：：：：リニューアル後の体育館について、利用しやすかったですか。リニューアル後の体育館について、利用しやすかったですか。リニューアル後の体育館について、利用しやすかったですか。リニューアル後の体育館について、利用しやすかったですか。

（（（（問問問問3333で「市体育館」「両方」と回答した人。で「市体育館」「両方」と回答した人。で「市体育館」「両方」と回答した人。で「市体育館」「両方」と回答した人。））））

利用しやすかった

普通

利用しづらかった

わからない

単位：人(割合％)単位：人(割合％)

29

27.4%

65

61.3%

0

0.0% 12

11.3%

問問問問6666：：：：リニューアル後の体育館の照明の明るさはどうでしたか。リニューアル後の体育館の照明の明るさはどうでしたか。リニューアル後の体育館の照明の明るさはどうでしたか。リニューアル後の体育館の照明の明るさはどうでしたか。 （（（（問問問問3333でででで

「市体育館」「両方」と回答した人。「市体育館」「両方」と回答した人。「市体育館」「両方」と回答した人。「市体育館」「両方」と回答した人。））））

明るい

ちょうど良い

暗い

わからない

単位：人(割合％)



9

19.6%

21

45.7%

3

6.5%

12

26.1%

1

2.2%

問問問問8：リニューアル後のソフトボールＡで特に良くなったと思う設備は何：リニューアル後のソフトボールＡで特に良くなったと思う設備は何：リニューアル後のソフトボールＡで特に良くなったと思う設備は何：リニューアル後のソフトボールＡで特に良くなったと思う設備は何

ですか。ですか。ですか。ですか。 （問（問（問（問3で「ソフトボール場Ａ」「両方」と回答した人。）で「ソフトボール場Ａ」「両方」と回答した人。）で「ソフトボール場Ａ」「両方」と回答した人。）で「ソフトボール場Ａ」「両方」と回答した人。）

グラウンド

電光掲示板

ベンチ

わからない

その他

21

44.7%

10

21.3%

1

2.1%

15

31.9%

問問問問7：：：：リニューアル後のソフトボールＡは利用しやすかったですか。リニューアル後のソフトボールＡは利用しやすかったですか。リニューアル後のソフトボールＡは利用しやすかったですか。リニューアル後のソフトボールＡは利用しやすかったですか。

（問（問（問（問3で「ソフトボール場Ａ」「両方」と回答した人。）で「ソフトボール場Ａ」「両方」と回答した人。）で「ソフトボール場Ａ」「両方」と回答した人。）で「ソフトボール場Ａ」「両方」と回答した人。）

利用しやすかった

普通

利用しづらかった

わからない

単位：人(割合％)

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）

・育児で長時間の外出が出来ないため。

・利用するのも観戦するのも日時が合わないため。

・テニスコートのみを利用しているから。

・自宅から遠いから。

・まだ、日程が合わず観戦しに行ってないから。

・施設があることを知りません。イベント情報もどこで確認するのかわかりません。

・今は予定がないが、いずれ利用する。

・家から施設が遠くて利用しにくい。碧南は東西南に体育館があり随分安城と違う。

・リニューアルしてから利用する機会がなかった。

・利用の仕方がわからなかったため

・スポーツを頻繁にやっていないから。

・陸上競技で周辺の施設は利用してます。

・近くのお手頃スポーツジムに通っているから。

・スポーツセンターのジムを利用したいと思いつつ、なかなか時間がとれない。

・ヨガを申し込んだけど、落選した。それ以外は利用する事がありません。

・やりたいスポーツや観戦したいスポーツはあるけれど、行く時間がなくて利用していません。

・具体的な施設内容がわかりません。

・テニスがやりたいから。

・怪我で運動できなくなったから。

・毎日、忙しくて利用できない

・体調が悪く、現実的にスポーツができる状況ではないので。

・公民館などを利用しているから

・どこにあるのか、どうやって予約するのか知らないから。

・試合を見たいと思う、利用したいという気持ちが少ない。

・リニューアルしたことを知らなかった。

・よく知りません。

・車の運転ができないので移動が困難。

・いつも陸上部の子供達がフィールドを利用させていただいております。空手で道場も使う事もありますが、あいにくまだ利用しておりま

せん。

・施設は利用したことはありませんが、犬の散歩に良く利用させてもらってます。緑が多く歩きやすくて良いです。

693

214

164

13

82

利用する必要がないから

やりたいスポーツがないから

観戦したいスポーツがないから

施設の予約がいっぱいで取れないから

その他

0 100 200 300 400 500 600 700 800

問問問問9：施設を利用していない理由は何ですか。：施設を利用していない理由は何ですか。：施設を利用していない理由は何ですか。：施設を利用していない理由は何ですか。 （問（問（問（問1で「利用していなで「利用していなで「利用していなで「利用していな

い」と回答した人。複数回答可。）い」と回答した人。複数回答可。）い」と回答した人。複数回答可。）い」と回答した人。複数回答可。）

単位：人

328

31.8%

702

68.2%

問問問問10：「安城市ホームチームサポーター事業」を知っていますか。：「安城市ホームチームサポーター事業」を知っていますか。：「安城市ホームチームサポーター事業」を知っていますか。：「安城市ホームチームサポーター事業」を知っていますか。

知っている

知らない

単位：人(割合％)



355

34.5%

675

65.5%

問問問問11：企業チームのホームゲームが、ソフトボール場と市体育館で開催：企業チームのホームゲームが、ソフトボール場と市体育館で開催：企業チームのホームゲームが、ソフトボール場と市体育館で開催：企業チームのホームゲームが、ソフトボール場と市体育館で開催

されていることを知っていますか。されていることを知っていますか。されていることを知っていますか。されていることを知っていますか。

知っている

知らない

単位：人(割合％)

109

10.6%

921

89.4%

問問問問12：今年から：今年から：今年から：今年から5年間、全日本大学女子ソフトボール選手権大会が本年間、全日本大学女子ソフトボール選手権大会が本年間、全日本大学女子ソフトボール選手権大会が本年間、全日本大学女子ソフトボール選手権大会が本

市で開催されることを知っていますか。市で開催されることを知っていますか。市で開催されることを知っていますか。市で開催されることを知っていますか。

知っている

知らない

単位：人(割合％)



問13：日本リーグやインカレ等のスポーツ大会を盛り上げるアイデア等がありましたらご記入く問13：日本リーグやインカレ等のスポーツ大会を盛り上げるアイデア等がありましたらご記入く問13：日本リーグやインカレ等のスポーツ大会を盛り上げるアイデア等がありましたらご記入く問13：日本リーグやインカレ等のスポーツ大会を盛り上げるアイデア等がありましたらご記入く

ださい。（抜粋）ださい。（抜粋）ださい。（抜粋）ださい。（抜粋）

七夕まつりの頃のように各駅に広告をつける。

商店街での宣伝アピールや、SNSを活用したアピールを活発に行う。

小中高生を招いてソフトボール教室をやった方が観客動員の増加にも繋がると思う。

女子バスケの入場料が高いと思います。現在の半額程度が適当かと思いますが・・・・

広報で実業団の女子チームが表紙を飾っていて、いいなと思いました。

市民がよく目にする場所、スーパーマーケットやコンビニにポスターを貼る。公民館や図書館は行

かない人が多いけど、スーパーは利用する人が多いので。

チームのこと、選手のこと、もっとＰＲする機会を増やしたらどうでしょう。市の公式Twitter

（ＳＮＳ）はありますが、あまり活発に使用されている印象がありません。なので、安城ホーム

チームサポーター事業専用のアカウントで情報発信するとか、ありなのでは（ＳＮＳもいろいろあ

るので、Twitterもしくは、Instagramなど多くの人が見てくれそうなものを）。試合やＴＶ中継な

ど、情報発信をもっとしてください。

子供達と触れ合う、簡単な交流ゲームなどがあると、家族で参加しやすいかと思います。

スポーツに興味を持てるように普段からスポーツ体験ができるようにする。安城市の体育館などで

無料で体験ができるなど。体験の際にスポーツ大会のチラシを渡す。

観戦者が増えれば盛り上がるのでしょうけど、対戦者も試合しやすい環境になるといいのでは。対

戦者の応援団も来ると思うので、安城の宣伝もすると良いと思います。(安城の銘菓、名物を販売

するとか)

有名な人を呼んだり、人気のキッチンカーなどを集めてグルメも楽しめるようにする。

市役所、駅等に横断幕を掲げる。

スポーツ大会の開催に合わせて、幼児や親子で気軽に参加できるミニスポーツ大会のようなものが

あれば、参加してみたいなと思います。

市のHPのトップに目立つようにアイコンを表示する。市民が参加しやすい（応援しやすい）入場券

やグッズなどを用意する。

広報紙に載っても単発ではなく、何度も載せて市民に知しらせすることが必要だと思います。

DJのような解説、案内、コールを行う。プロ野球の応援で使うような応援グッズ・・名前がわかり

ませんが2本の棒のようなものを叩いて音を出す・・の貸出。

各試合に一定数の市民用招待席を設けて、市民を招待する。

チアやサポーターの確保。

現場で競技を見られない人も多くいると思います。地域ケーブルテレビ等の中継を活用したら盛り

上がるかもです。

知らないことが多い。

不特定多数の人が利用する駅やテレビのCM、新聞または広告などでの宣伝。とにかく開催すること

を知らないと何も始まらない。他には、大会の周りでイベントや屋台などのお祭り要素も加える

と、スポーツ観戦をしたことがない人も集まるきっかけになり、一度見て面白いとなればファンも

増える。

愛知県内の企業やスーパー等にチラシを配ったり貼ったりして見えるようにした方が周知されやす

いと思います。

小学生を授業の中で見学させるなどもっと身近に感じられるようにしてほしい。

ソフトボール、バスケットボール、軟式野球というのはマイナースポーツなので盛り上げるのは難

しい。普段からテレビや新聞等で大きく取り上げられるプロ野球のように盛り上げるのは無理だと

思わざるを得ない。

観戦の日程やチケット購入方法など、広報などで紹介してほしい。

まずはそのスポーツの面白さや見所を知らないと興味が湧かないので、事前にそれぞれのスポーツ

の面白さを知る機会があるといいと思います。

子どもがスポーツをするので総合運動公園に行きますが、その他の予定で行くことがありません。

大会と同時にマルシェ、フリマなど運動以外でも来れるイベントがあるといいのでは？そうすれ

ば、自然とスポーツを観戦していく人も増えるかと思います。飲食店がないのも良くないかと。

入場料を安くする。

試合結果を逐次市民に知らせる。動画配信をどんどんやる。選手名鑑を見てもらう。大会、試合は

無料とする。

私はスポーツ観戦に興味はありませんが、屋台を沢山出してフェスティバルの様にするなど、ス

ポーツ以外の見所があれば、そのまま試合を観戦していくかもしれないと思います。もともと興味

の無い層を取り込める工夫があると良いですね。

1 / 4 ページ



小中学生を招待するJFA（日本サッカー協会）が主催する夢の教室を安城市の全小学校で開催して

ほしい。

http://www.jfa.jp/social_action_programme/yumesen/

私も仕事で関わりがあったので必要があればご説明させていただきます。ぜひご検討下さい！

スポーツ大会の日時、場所、内容を事前に広く市民に知らせる広報活動が重要だと思います。私も

スポーツをやるのも、見るのも好きなのでぜひとも見に行きたい。これまでは大会があったことを

新聞等で知ることが多く残念に思っていました。

同じタイミングで、スポーツセンター周りでイベント開催。

市民割引を広報紙につけたり、市民への応援グッズプレゼントなど、得点をつけて足を運ぶように

したらいいと思う。

市民でも気軽に応援できる場所があれば良いと思います。

子供会のソフトボールをやっている子たちが、日頃見学できる機会を設ける。

市民枠での入場券のプレゼントがあったら、ぜひ、応援に行きたいです。

Facebookやツイッターの活用。

今まで知らなかったからどんな事したらいいのか。アンフォーレみたいな地域施設でパフォーマン

ス、選手のコスプレで観戦でここがポイントみたいな楽しみ方とか。

サッカーや野球のようなフード関係屋台の出店を募る。安城の特徴あるメニューを誘致する。

ゲスト（著名人ならなおよい）を呼んでSNSでイベントを発信する。

応援に行きたくなる環境作りではないでしょうか。チームの紹介、選手の紹介や会場周りで楽しめ

るように飲食店の出店があるとか。

ケーブルテレビ・コミュニティFMを巻き込んで、応援番組の放送・試合の中継を頻繁にしてもらう

(プロ野球のようなイメージ)。市や商店街や町内会のイベントのくじ引きの商品に観戦チケットを

入れる等、認知度アップを図ることから始めたらどうか？

選手との交流が出来る機会を作る。

せっかくなので知らない人もたくさんいると思うのでどんなチームがあるのか宣伝したほうが良

い。

開催日を広報に載せて、興味の無かった人達が気軽に入れる無料席を用意する。関連のあるゆる

キャラを登場させる。関連のあるご当地アイドルが前座で盛り上げる。関連のあるブラスバンドが

前座で盛り上げる。ファンクラブを作る。

今まで全く触れる機会が無かったので…小さい子も参加できるイベントがあれば低年齢層の家庭の

目にも留まるかもです。

年齢的なこともあり、又近年はこれら施設を利用することもないので、アイデアは浮かんで来な

い。

1月26日・27日に実施される女子バスケットの試合のように割引券を出して、市民が興味を持って

いる試合を少しでも安い入場料金で見学できるようにして、観客を増やす。

認知度が低い＝市からの広報活動が足りないと思います。盛り上げるためにはそこから始めなけれ

ばならないのではないでしょうか。

選手参加のＰＲビデオ。りこぴんも参加で。ついでに地域ＰＲも。

私もでしたが知らない人が結構いると思うので、もっと大々的に宣伝をした方が良いと思います。

ホームタウンになる。キャンプ地として誘致して、バックアップし準ホームタウンとしてサポート

する。

著名なソフトボール選手の各学校への公開指導。

あまり興味がないです。盛り上げる！宣伝ですか？良い意見が思い浮かばなくてごめんなさい。

応援団の募集、応援歌。開催日に合わせて広報車を走らせる。

商店街に旗を掲げたり、ポスターを貼る。会場外で飲食できる物、応援グッズなどの物販をする。

ゆるキャラ、チアガールによるPR活動。

刈谷市にて開催されていたのですが、ビール飲み放題ですと思わず参加してしまいます。

大型スーパーなどでのイベント、本人達によるトークショーや写真展、小中学校などでのイベント

など。

１．何といっても、テレビや活字で応援しているよりも実況観戦にまさるものはありません。

２．しかも、日本リーグやインカレはトップレベルです。勝った・負けたのスポーツも意味があり

ますが、選手と観客が一体となって呼吸を感じ、汗と涙の感動を「ANJYO」で観戦できることはあ

り難いことです。

３．小生は高齢を迎えていますが、何といっても「次の時代を切り開く子供たち（幼児を含む）」

を対象にした“盛り上げる企画”を展開して下さるよう期待しています。

ネットなど、告知の方法を多角的に利用する。ホームページのトップに早くから掲載する。駅や商

業施設などに大きく告知し、自然に認知できる方策が必要。関係するスポーツでのイベントなど市

民に参加していただく。

2 / 4 ページ



保育園や学校からのお便りに広告が入っていれば目にする。インカレ開催初めて知ったけど見に行

きたい。

ホームページや広報で参加するチームの概況や特性を紹介する。

ケーブルテレビにて実況放映してもらい認知度を上げる。トヨタ系の企業にアピールする。市報に

華々しく掲載する。

子どもたちが小さい内からスポーツに親しむ、スポーツを観戦する習慣をつけたり、選手たちと交

流できると親しみが湧くかな？私はスポーツする習慣がないですし、観戦もしたことはありません

が、広報等でよく見ているので親しみは感じます。

応援チームが市民の代表になるよう、メンバーの中に市民がいれば大いにＰＲすること。企業の代

表であっても身近に感じられない。

企業へのサポート要請。

インカレの聖地化にするためには、周りの環境も必要だと思う。私はソフトボールが専門で、イン

カレも4年間出ました。一番欲しかった情報は、コインランドリーやコンビニの位置です。選手目

線でのフォローが必要だと思います。

お手頃な応募グッズがあるといいと思います。

プロのバスケの試合会場に使用してもらう。

ＰＲが足りないのでは？市政だより等でもっとＰＲした方がよい。駅、アンフォーレ、市役所等人

通りの多い施設へ看板とかポスターを掲示する。

大会運営に地元ボランティアやサポーターを採用する。

広報紙でもっとPRするとよい。そしてボランティアを活用するとよい。

スポーツをやったり観ない人には知らないことばかりです。ポスターや広報活動でもっと広めてく

ださい。

開催や内容を周知できるように宣伝する。駅やスーパー等にポスターの掲示や電光掲示板を活用し

たり、駅や店内の放送をお願いして、盛り上げ感を出すようにする。

大会の開催情報を広報、ボスターで知らせる。選手との交流(握手会、一緒に写真撮影など)。

市民はプロスポーツを無料で観戦できるようにする。浜松ではＪリーグを無料観戦できる。

市内の駅やバス停にのぼりやポスター等の広告を掲載する。

興行として成り立つかどうかはファンの増加と会場運営です。自分を含めてまだファンが少ないの

と市のサポート度合いが市民にうまく伝わってないように思えます。他のメジャースポーツに比べ

ると、サポートしているスポーツ自体にスポットが当たるのはオリンピックと世界大会くらい。日

本の選手権レベルでは苦しいと思います。もちろん、そのスポーツ毎に外国人選手も在籍している

と思いますが、まずは現場で見たいと思えるアプローチを市民に対して行ってはどうかと考えてい

ます。

インカレ、ソフト女子を楽しみにしてますが、駐車場が心配です。

近隣企業、学校にも宣伝するのはどうでしょうか。在勤、在住でも全然知らないことが多いです。

暑い時期は団扇に広告を載せて配付したら、多くの方に手にしてもらえると思います。ティッシュ

よりもじっくり見るはず。

メジャーなスポーツと違い知名度が薄い。安城市のいろいろなイベントに参加して市民との交流サ

イン会や握手会などを「安城ホームチームサポーター事業」に加えて、底辺の知名度を上げる。

アンフォーレで土日に、試合に向けて応援イベントを定期的に開催し、サポーターを募集する。

日本リーグもインカレも市の主催事業ではないので、市民の税金を使う理由を明らかにしておかな

いと議会等での説明がつかないと思います。

マツダスタジアムみたいに会場横でバーベキューが出来る。名古屋ドイツビールフェスティバルみ

たいに他国の文化が体験出来るイベントが会場横でやっている。

来場者にまた来てもらえるよう、振る舞いをして欲しい。この前、シーホース三河試合を見て大盤

振る舞いのプレゼントや振る舞いにまた見に行きたいと思いました。キッチンカーなどのお店を出

店してほしい。

選手たちとの交流の場があると、その競技に興味が湧き、知っている選手が出る試合だと応援に行

きたくなると思う。

豊田スタジアムがやっているような、出場するチームの地元の食べ物などの屋台を沢山出す。来場

者へのスポーツに関連したプレゼントを配布するなど。

安城市内の中高生によるサポート・運営、更に合同練習の実施。

（１）JR安城駅、名鉄新安城駅等の主要駅、市内飲食店の協力を得て試合等スポーツイベント周知

用のポスターを掲示してもらう。（２）安城市広報に試合情報を大きく載せる。※刈谷市は企業バ

スケット等の試合広告ポスターを市内いたるところで見かけます。市民にも企業チームを応援しよ

うとする雰囲気を強く感じます。刈谷市のやり方は参考になると思います。

家族が集まれるイベントを公園等で行う（出店など）。駅からのシャトル運送（三河安城、新安

城、安城駅から）
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参加チーム毎にサポート（小、中）学校を決めて、応援する。

小学校、中学校に選手が来てくれることがあります。保護者も参加可能にしてほしいです。大人が

興味を持たなければ、見に行く、応援することが実際にできないと思うので、多くの方に関心を

もってもらうことが必要だと思います。

試合の様子をインターネット配信する。公共施設でパブリックビューイングできるようにする。

皆さんに知らしめるべし。サッカーやラグビー同様、身近な競技にすべし。普段は普段。

市民として安城ホームチームサポーターとして開催試合には、是非とも応援したいと思っています

ので、是非『入場費』は無料にしていただきたい。

大会開催中に、小中学生のマーチングバンドやパレードなどで盛り上げる。

広報あんじょうや市のホームページに載せること。イベント企画では、地元の人が参加、盛り上げ

ていけるようにして、他の市の有名人を呼ぶ等の方法に頼らないほうがよいと思う。

小、中、高等学校等、学生を中心にファンを増やし、応援したい気持ちを高める。小さい子供は、

親が体育館などに連れて行かないと参加しにくいので、自然と何倍もの人数の応援が集まると思い

ます。

安城市には色々な地域（他県）出身者が多く住んでいます。試合チームメンバーの出身者等の情報

などを広報したらどうでしょうか、自分は福井県出身者ですが、チームに福井出身者の選手いたら

応援したいと思います。

スポーツに興味ないのでわからないが、興味のない人でも参加できるようなイベント（スポーツ関

係でなくても）を絡めてみるとか...

市民と交流して顔見知りとなって、身近に感じられなければ応援する気にはならないでしょう。特

に市内には大学が無いからインカレと言ってもインドカレーくらいしか思い浮かばない。

試合とコラボでグルメを企画したり、複合的なイベントにする。

ソフトボール選手権が行われることは知っているが、時期などはっきりしない。公民館などで、掲

示でもあるとよい。各町内の掲示板を活用したら！

自分はソフトボールが好きだから日本リーグやインカレが開催されることを知っているが、もっと

宣伝をするべき。チラシを配るのはもちろん、市民はチケットが安く買えるとかチラシに特典(チ

ラシを持ってきたらグッズが貰えるなど)を付ける。大会を見るだけじゃなく、キッチンカーなど

に来てもらったり子供が遊べるようなイベントなど、他にも楽しめることがあるといいと思う。

選手は大変とは思いますが、本市で試合をしたときは、試合後でもこども達と体験交流する行事を

年に１回くらいでいいので、やって欲しい。すでにやっていればもっとＰＲして欲しい。

小学校などで紹介し、応援の案内を配る。ソフトボールやバスケットボールについて、チームのこ

と、競技のこと、ルールや歴史などを、子供たちに教えて興味を持たせる。

多数のメディアを使い、まずは開催を周知徹底させ、競技ごとの魅力を感じさせる映像を不特定多

数の人が集まる場所(駅、ショッピングモール・病院・街角)で表示する。

まずは市民によく知ってもらうために、大々的に宣伝、アピールすることです。

子どもたちがやってるスポーツのクラブチームなどに、そのスポーツの大会などがある時に広報し

たり無料で安城市の応援グッズを配ったりしたら、やってるスポーツだと興味も持てるので行くよ

うな気がする。

複数の応援グループを募り、応援合戦をやって楽しむのはどうかな？

チアガールなど募集したり、B級グルメ販売。

全く知りませんでした、宣伝が足りないのでは。駅前などに垂れ幕をする等。本市を拠点としてい

るなら応援していきます。
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問14：スポーツ施設全般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14：スポーツ施設全般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14：スポーツ施設全般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14：スポーツ施設全般についてご意見等がありましたらご記入ください。（抜粋）

出来るだけ市の予算（税金）を使わずに現在募集中のネーミングスポンサー等々を拡大して前問の

費用等に廻して活性化する。どんどん良い方向にスパイラルアップできるような方策をお願い致し

ます。

どんな施設があるのか知らない。

マーメイドパレスのプールが建て直しをしていますが、体育館のプールも遊泳だけではなく、家族

で遊べるスペースもあると嬉しいです。

基本的に綺麗な施設が多くて、気持ち良く使えると思います。

立派な施設を有しており、より利用されていると思います。

スポーツをする機会がないので特にありません。

スイミングプール、サイクリングロード、外周ジョギング設備を利用して、「ママチャリOKミニミ

ニトライアスロン」を開催して欲しい。

他の市はトレーニング室がもう少し安い。また、運動レッスンのプログラムがもう少し平日や昼間

にもあると嬉しい。小牧市はトレーニング室も安く、毎日朝から夜まで当日先着順のレッスンが

あった。ヨガ、ボクササイズ、ズンバ、介護予防、エアロなど。安いため昼間でもたくさん人がい

たし、トレーニング室とセット料金なのでトレーニング室も行くかなっという感じで賑わっていま

した。

中学生や高校生が気軽に軽いスポーツする場所があるといいな。海外駐在してましたが、公園（屋

外）にバスケットゴール、卓球台、など置いてありました。予約は必要なく、老若男女、屋外で、

運動したり、チェスをしたりしてました。ゆる～い雰囲気でスポーツができる環境が欲しい。

スイミングが好きですが、市の施設はいつもいっぱいで、1コースに数人なんて事があるので、も

う少し充実するといいなぁと思います。

年数が経っているところを順番にリニューアルして、魅力のあるスポーツ施設にして下さい。

スポーツ施設不要。他の事に予算をつけるべき。

子供がたまに使わせていただいてます。とても綺麗でうれしいです。

色んなスポーツができるようにして欲しい。

どのような施設があるか広報をしてほしい。

安城市に住んでいて、とても立派な体育館があるので、公園も含め、よく利用させていただいてお

ります。運営側の皆様にいつも感謝しております。

気楽に予約なしで利用できるスポーツ施設があれば利用者が増えると思う。アーチェリーが予約な

しで気が向いたときに出来たら他の市民も来ると思う。

以前、総合体育館内のプールを利用していました。プール利用後にシャワールームでシャンプーや

石鹸が使えないことが残念でした。髪や身なりを整えて、その後寄り道ができません。せめて、ト

レーニングルームの方のお風呂利用がプール利用料金内でできるといいなあと思います。

体育館等リニューアルしたことも含め全然知りませんでした。イベント等あったらチラシをいれて

ほしいです。

野外観戦に日陰が少ないので日射病・熱射病の対策を考えて欲しい。

予約が個人でも取りやすくなると良い。

是非観戦したいので、安城市で行う試合は安城市民は無料にして欲しい。

観戦ツアーバスを運行する。

ロードバイクのチームを誘致したりはしないのでしょうか？

インカレの入場券はどうやって売りだすのかな？広報に載るのかな？見に行ってみたいです。

シニア世代にやさしいスポーツ教室が、もっとあるといいと思います。

私は、高齢者です（７０歳です）。スポーツには縁がないと思っていますが、あまり体力を必要と

しないものなら、やってもいいかなとも思います。高齢者向けの施設ありますか。あれば何らかの

方法で紹介下さい。

雨の日でも走れる、歩けるコースが欲しいです。

家族で参加できるイベントで盛り上げてほしい。利用しやすくしてほしい。

私は市体育館がリニューアルオープンしたことは何となく見聞きしたことがあるので知っていた

が、興味がないので１度も行ったことはない。昨年の４月ということをこのアンケートを通じて初

めて知ったが、数年前から聞いていたような気がするので意外に新しいことに驚いた。ソフトボー

ル場に関しては全く知らなかったし、利用するつもりも全くない。すぐ近くにスポーツセンターが

あるのに、わざわざ体育館までリニューアルするほど古かったとは思えない。税金を大切に使って

ほしいものである。

女子ソフトボールには興味あるので一度観戦したいと思います。

一部の特定の人しか利用してないのではないかと思う。

グラウンドの土が黒いので落とせるものが出入り口にあるとイイと思う
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日陰スペースがもう少しあると助かります。飲食店がないので、土日だけでもミニコンビニらしい

ものがあると助かる方が多いように思います。

体育館でどこまで土足で歩いていいのか分かりづらい。

テニスコートの予約が取りにくいので、施設の増設をして欲しいです。

高校野球の県予選やプロ野球(2軍)、実業団(硬式)野球の試合が開催される球場が欲しい。岡崎市

や刈谷市、豊田市がうらやましい。

ラ一ジボウル卓球の教室は毎回受講者が同じである。新規者を優先するべき。何回か受講したもの

は、自主グループを作るよう指導するべきです。

自由に使うコースでターンの練習や大会用？の練習をやたらとしている親子さんが複数組います。

あまり泳ぎが上手ではないので、ゆっくりそのレーンで泳ぎたいのですが、上記の方々が幅をきか

せていて泳ぎづらいです。対応策を考えていただきたいです。

昨年、総合運動公園で行われたスギ薬局のイベントが良かったです。スポーツ以外のイベントもど

んどんあれば良いと思います。

ジョギングコースを教えてほしい。

安城市はスポーツ施設の利用料金が割高だと思います。スポーツは、毎日継続的にやったほうがい

いと思います。毎日、少しづつ、短時間からでも始められるように、割安の毎日券を作ってみては

どうでしょうか。

スポーツセンターのジムやプールを健康作りのためによく利用します。でもプールの水泳教室はい

つも１３：００からしかありません。１５：００くらいからの教室も作ってください。

夏、冷房の設定が高くて暑いです。ズンバなど運動量によっては低くしないと倒れそうなものもあ

ります。

昨今のランニング人気で利用者が増えましたが、ランニングコースの設備があまりないのて、近く

に荷物置き場、簡易更衣室、休憩所ができると助かります。

安城はいろいろな施設が充実していて嬉しいです。息子たちも、野球場や体育館等は部活動等でお

世話になりました。リニューアルなどでお金はかかると思いますが、必要費用は仕方ないと思いま

す。これからも、市民のために施設の充実をお願いします。

スポーツ施設が少ないので、予約がとりにくい月があるのが残念です。

ソフト場のBもAのようにしてください。中学の大会が雨で中止になってしまうと、ソフト場で大会

ができなくなるので、予備日もソフト場でできるようにして欲しいです。

せっかく名鉄が通っているので、駅を作った方が良いと思います。

スポーツ施設は公共の交通機関から近ければ近い方がよい。子供だけで行けるし駐車場の心配がい

らない。

どんな施設があって、どんなことができるのかわからないので調べてみようかと思いました。

市の施設なので仕方がない事だと思うが、定休日があること・利用時間に制限があることはネック

だと思う。また、体育館・スポーツセンター・各球技場共に、本格的にその競技をしている人向き

の施設で、何かを気軽に始めたいと思う人には敷居が高い。そこまでじゃなくても、遊び半分で利

用できる雰囲気があればもっと喜ぶ人もいるのでは？

そもそもまだまだ活用可能なソフトボール場をリニューアルする事が理解出来ない。市役所がソフ

トボールに力を入れすぎていないか？市役所として他のスポーツにもバランス良く力を入れて欲し

い。検討して下さい。

トヨタ対アイシンの女子バスケの応援に行きましたが、スピーカーの音量がうるさすぎて早々に抜

け出しました。バスケの応援はそれが普通、と夫に言われましたが、耐えられませんでした。もう

二度と行かないです。

総合運動公園で様々な施設が充実していて良いと思う。

駅からの乗り継ぎ、市内のアンクルバスの乗り継ぎが良くなればみんなが行きやすくなるのでは。

あと、駐車場がいつもいっぱい。

体育館にしてもその他施設にしても、イベントがあると駐車場が満車で止める所を探すのに苦労す

るので駐車場をなんとかしてほしい。

とても整備が行き届いて気持ちよく利用できると思います。

施設と近い駐車場が良く分からなくて、凄く歩く事があります。施設に行きやすい最寄りの駐車場

が分りやすくなると嬉しいです。分かりやすい表示が必要です。

スポーツ施設に限りませんが、公共施設はトイレが綺麗でないと人が集まることはないと思ってい

ます。低年齢層家庭は特に気にすると思います。あとは駐車場でしょうか。アンフォーレの駐車場

が狭くて動きにくく、がっかりしたので。維持・管理は大変かと思いますが、頑張って下さい。
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ジムを使いたいのですが、器具の種類が少ないため、市外のスポーツセンターを利用しています。

特殊なスポーツだけでなく、誰でも気軽に出来る運動施設をもっと充実させてほしい。例えば安城

スポーツセンターのランニングコースは、途中公園の外に出て走るコースになっていますが、女性

としては外から人に見られるのは非常に恥ずかしいので、あまりあのコースで走りたくないです。

昼間は恥ずかしいので夜走りに行きますが、夜は暗くて危ない。なんとかならないかなと思いま

す。

施設の抽選会(予約)がネットで出来るようになるとありがたいです。今はとても時間がかかり、効

率が悪いです。もっとスムーズな予約方法にしてほしいです。

スポーツ施設は基本、安全できれいでなければみんなに使ってもらえない。施設の清掃、整備は重

要であることを認識してもらいたい。スポーツセンターの器具の中には壊れたまま何か月もそのま

まにしているものがあった。料金を徴収する以上はそういうことにもきちんと気を配ってほしい。

大会等で行くときに、朝早く行かないと駐車場に停められない。途中、抜け出して戻ってくると、

満車で停めることが出来ない。駐車場を増やしてほしい。

地方都市としては充実した施設があると思うが、老朽化や斬新さが薄らいできていると思う。ス

ポーツも多様化しており、全てを網羅することは難しいと思うが、健幸都市としては近隣の市には

引けを取らない充実した基礎体力を維持・向上できるような施設が必要ではないかと思う。

スポーツをする人達の意見を聞いて皆さんが使いやすい施設、求めている施設に改善していって下

さい。

テニスの壁打ちやキャッチボールが、一人でも楽しめる施設が欲しい。

駐車場が足りない。停めるのにとても苦労する、大会時は特に停められないので、足が遠のいてし

まう。いつ行っても余裕で停められるのなら観戦や利用したいと思っている。立体作りませんか？

スポーツはしたい。が、時間もお金も無い

とても、素晴らしい施設になりました。また、一度行きます。優勝チームは安城市内でパレードす

る。

リニューアルしたにもかかわらず床がべこべこしている。プロの業者がやったとは思えないよう

な？夏場や冬のエアコンの使用で、こちらから催促しないとかけてもらえない時があります。夏場

は運動していると脱水状態になる危険性あり。実際に仲間が熱中症で倒れました。

スポーツセンターを利用しています。（トレーニングルーム）この6月くらいから1年間工事の為に

利用できないそうですが、天井修理のためと聞いています。高齢の方も健康維持のために利用され

ているので、1年の工事期間はとても長く感じます。

体育館の床が白っぽいため、バドミントンのシャトルが見にくい、また床に靴のゴムの色が残りや

すい。なんで一般的な床より白っぽい床を選んだのか、理解に苦しむ。一般的な床の色には理由が

あるのでは？他の施設で同じ失敗をしないような取り組みをお願いします。

日よけ対策やトイレがきれいな環境だと、スポーツに集中できます。

プールの観覧席が小さくて、市の大会もまともに見られません。

スポーツ振興はいいが、予算が適切に利用されているか監視が必要。

駐車場をもっと作ってください。各施設が一斉に使われる日などは満車で困ってしまいます。

週１回、スポーツセンターのジムに通ってるんですが、6月から1年間ほど補修工事で施設が使えな

いと聞きました。器具を移動して他の場所で出来ないだろうかと話もしてましたが、難しいよう

で。仕方ないとはいえ本当に残念です。

スポーツセンタのトレーニングルームを使用しているが、できれば月曜日も稼働してほしい。

施設の利用方法をインターネットやユーチューブ、新聞広告などでアピールして、ケンサチを宣伝

するのが良いと思います。

少人数での施設管理お疲れ様です。

大会などがある時は、体育館の駐車場のほかに、臨時の駐車場があるとよい。

予約システムが分かりにくい。スポーツする人数が集まらないので少数でスポーツをしたい場合は

ラウンドワンに行きます。

スポセン。筋トレマシン、もう少し使いやすいものがあるといい。ランニングマシン、テレビ付き

のものがあるといい。発券機は新しくしないのでしょうか？

総合運動場は多くの学生生徒が利用すると思うが、運動場に名鉄の新駅が出来れば便利になるとい

つも思っています。

柔道場前(エレベーター側)の靴を着脱する場所が狭く、親子での体操教室で利用の際に混み合いま

す。

スポ－ツ観戦が基本興味が無いため、市体育館にはほとんど行ったことが無いのですが、以前、市

のスポ－ツ、体操等、短期間講座が有り、応募をして教室参加にしたことがあります。今もありま

すが、興味がある講座が無く、参加出来ていません。

安城シティマラソンの手続きが郵送化されてよかったが、参加賞がマラソンに関係なく貧素で寂し

かった。
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ジムとプールの利用料を安くして欲しい。

安城市総合運動公園の市営テニスコートは予約が一杯で取れません。テニス愛好家人口に対してテ

ニスコートは足りてないと思います。またスポーツ大会があると駐車場はすぐ不足します。安城市

総合運動公園が最近のスポーツ利用者増加に対して受け入れ切れていない気がします。安城市の

「健幸」をアピールする「象徴的スポーツ施設」ですのでキャパオーバーではいけません。運動公

園東側の隣地を購入して運動公園エリアを拡張することも選択肢です。

スポーツセンターのジョギングコースをウォーキングしてますが、シルバー人材センターの人が草

刈りしていて横を通る時も草刈りを止めてくれなくて、石が飛んできたことがあります。人が通る

時はもう少し配慮して欲しいです。失明でもしたら大変です。

広報でチームの開催日時・場所などアピールすると良い！

・駐車場の配置やルートが今一つ。満車なのか？状況もわからない。改善してほしい。

・体育館周辺の名鉄線を渡る所が少なく、狭い住宅街を走る車がいて危険。ちゃんと渡れるところ

を整備してほしい。

夏暑くて、冬寒い、何かいい対策はないのか。

陸上競技場は、陸上の大会のため利用しました。とてもきれいな施設だと思います。毎年、柵の前

で立ち見をする方がいて、見えづらい時があるので、柵の前での観覧をしないように、注意してい

ただくと良いと思います。スタート時に静かにすることも、徹底されていない気もするので、人を

増やして、マナーを守っていただくようしたほうがいいと思いました。

健康増進には不可欠ですのでPR強化が必要と考えます。

テニスコートはもっと一般の人も使えるように抽選制にしてほしい。

大会開催日は非常に車で混雑しますので交通整理・駐車場案内人を増員していただきたい。

スポーツを気軽にできるように、スポーツ用具のレンタルがその場で出来たらいいと思います。

もう少し整備して中日ドラゴンズのゲームをして欲しいです。

安城市の体育館は学生の部活の大会がたくさん開かれていることもあり、市民の運動交流の場でも

あり、重要な役割を果たしていると思います。リニューアルオープンして嬉しいと思います。

施設が少なすぎると思う。

私もやりたい！参加したい！と思いますが、なかなか時間がありません。なので、子供が一生懸命

使用させて頂いております。

大会情報を多く提供して欲しい。

プール利用したいがロッカールームが汚いので整備してほしい。

より高度な技術を有する方々を招いていい試合をたくさん見せていただきたい。

スポーツセンターも近々改装するみたいだが、施設利用料は少なくとも現状維持すること。

以前は利用していましたが、子供が成長した現在は全く利用する予定がないです。ただ安城市のス

ポーツ施設は充実していて満足していました。

スポーツ観戦は全然分かりません。好きなスポーツ（と言っていいかわかりませんが）は陸上や登

山のため、球技にはあまり興味がありません。

利用しない人から見たら、費用対効果に疑問を感じる。

高齢になりスポーツには縁遠くなりました。テレビではマラソン、サッカー、野球、ラクビーなど

楽しんでいます。安城で行われる日本リーグ、インカレ一度見たいと思います。

総合運動公園の横に名鉄の駅が出来たら利用者が便利になる。特に大きな大会で市外の方が来ると

きに便利ではと思います。

スポーツに興味がありません。

今後、新設改修時には出来る限り最新の設備を導入してほしい。量より質を重点に行ってみたい、

使いたいと思えるような、安城市のイメージをはっきり設定し、それに沿った施設にしていただき

たい。

ローラースケートボードの出来る施設が無いのは寂しい。

私事で大変申し訳ありませんが、現在のところ体調も芳しくないことからスポーツ観戦はもとよ

り、自分自身もスポーツを楽しむ状況ではありません。しかし安城市のスポーツ施設については昔

に比べ充実されてきたと思います。建物および資機材等についての維持管理については大変予算の

かかることだと思いますが、昨今、健康志向も高いことから健康面を考慮したスポーツ施設の充実

を希望いたします。

いろんなスポーツ障害者も含め行えたらいいと思います。
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