
施設の休館日・開館時間についてご意見などがありましたら、自由にお書きください。

施設によっては休日利用者が多いと思われるので、ウィークデイにスタッフを減員してやれば

利用日を増やせるかと思います。

月曜振替休日なのに、休館が多いのでどうにかして欲しい。仕事帰りに寄れるように１１時閉

館に。図書館は、職員が多すぎる。バスもそうだが、すぐに税金投入というアンケート法もい

かがなものかと思う。もっと内側からの改革がなければだめで、金がないなら知恵を出せ、と

思う。この集計結果を利用して、税金投入したくないとのことですので廃止します。というもの

に利用されないかも心配になってきた。公共施設には地域に関する情報が多い。時間があ

わないと利用しなくなり、それが市政への無関心につながると思う。

市民会館サルビアホールの音響の悪いのは三河地区で有名です。安城出身のピアニストの

方たちの活躍されています。その演奏をもっと良い音で聴きたいと思いました。ぜひ、よい

ホールを作って頂きたいです。

中央図書館の土・日・祝の閉館時間は５時となっているが、少なくとも平日並みの７時までに

してほしい（欲を言えば８時）。

施設の休館日・開館時間が延びれば便利かもしれないけど、それだけで市民サービス向上

につながるとは言えない気がします。もっと質の向上が欲しいです。また、光熱水費や人件

費などの経費が増えた分は、節約出来るところでカバーすればよいのでは。例えば、碧南市

の図書館では人気がある書籍については市民から不要になったものの提供をお願いしてい

るようです。金をかけないとサービス向上が出来ないとか、開館時間が延長さえすれば利用

者が増えるというのは安直な発想のような気がします。

今のままでよさそう。

現状のままで良い。

サービスを向上する変わりに税金を投入します、ではなく、まずはやれる努力をして欲しい。

休館日は無くして遅くまで開館したた方が使い勝手は良いですが、一日中開館の必要はな

いように思います。例えば１１：００～１４：００＆１６：００～１９：００の６時間の開館の方が多く

の人に利用してもらえるように思いますが、いかがでしょうか？もちろん新たな税金の投入は

しないで。

現状でも大変満足しています。中央図書館は、開館時間をもう少し長くしていただけるとあり

がたいです。（予約図書が来ました、メールが来るのが、いつも午後5時15分前後で、それか

ら取りに行こうと思っても、図書館は閉館しているので、結局次の日になってしまいます）

どの施設も十分に遅くまで開館していると思います。各地区の公民館の遊戯室がみんな月

曜日休みなので子供が未就園児のお母さんはは困っていたと思いますが、あんぱーくが出

来てからは解決したと思います。

特に不便は感じていない。今のままでいいと思います。

休館日や開館日については意見はありませんが、スポーツセンターのプールについてお願

いがあります。かねてから継続して利用したいと思っているのですが、プール使用後にシャ

ワー時にシャンプーが使えないことがネックになり、利用を控えています。同建物内のジムに

は大浴場があるので、そこをプール利用料金内で使用させてもらえると使い勝手がいいなあ

と思います。また、スポーツセンターの職員の方もそういう問い合わせがあるとおっしゃってい

ました。是非、前向きにご検討ください。主旨のずれた意見で大変申し訳ありません。



開館時間については、職員数が不足していなければ勤務時間を交替性にすることで開館時

間の延長が可能。無駄な税金を投入せずとも実現できる。

現状のままで良いと思います。

中央図書館くらいしか普段利用する機会がありません。魅力あるイベントがあれば時間をあ

わせてでも出かけると思います。

公民館の図書館などは知らないうちに利用時間が延長されていて、利用しやすくなったと

思った。休館日があることによる不便は感じられないので、税金を投入してまで減らす必要は

ないと思う。

今回のアンケートの目的は、よく分からない。もっと利用して欲しいと思っているいるのであれ

ば、設問は、何故利用しにくいのかの問いをすべきと思います。もし休館日・会館時間を減ら

したいのであれば各公共施設の中の施設毎に活用率を整理して何故かを考えるべき

小学校や幼稚園は行事の代休で月曜が休みとなることが時々あります。その際に施設を利

用しようと思ったら「あっ、休みだ！残念…」ということがあります。ぜひ月曜以外の休館日に

してほしいです！これは以前からずっと思っていました。

学校の代休などにあわせて、近くの公民館が開いていると、子どもたちの居場所ができて、

いいと思う。

二本木公民館は２１時まで開館しているのに中央図書館が土・日・祝日午後５時まではあま

りに早すぎます。

子どもがいるのでよく児童センターを利用するのですがどこも月曜日休みなので施設によっ

て違うとありがたい。祝日があると休館日が変則的になったりして間違えて施設にいってしま

うことがある。わかりやすくしてほしい。

学校行事の代休は月曜日が多いので、子供が遊びに行こうと思っても行くことができないの

は残念に思う。代休のことを考えたら月曜日は困る。

職員を休ませるためでしょうか、サービス業なのに休みがあると不自由を感じる。それぞれの

施設には図書を整理する休館や、プール清掃のためなどの長期休館は仕方ないとは思いま

すが、

今より市の施設の使い勝手がよくなることはうれしいと思うが、余分に税金を使うことについ

てはもっと議論が必要だと思う。

プールはもう少し早く営業してほしい

子供が小さいので公民館と図書館をよく利用します。休館日が同じ為、天気が悪い日は遊び

に行く場所が無くとても不便です。休館日が異なると、とても便利だと思います。

施設の休館日がわかりやすく良いと思います。

今のままで特に不満はないので、変更する必要はない。

夏休みなど長期連休のときは、出来る限り開館してもらえるとありがたい

公共施設は　市が運営しているので、税金の無駄遣いをされるぐらいなら　多少の不便はい

たしかたない。

休館日は統一した方が良いが、月曜日は学校の振替休日がが多いため、公民館や堀内公

園の有料の乗り物、プール等、利用できないと不便なので、月曜日以外の休日が望ましい。



現状通りでよい。

月曜日は学校が休みとかが多かったりするので月曜日以外の休みがいいかな

学校の代休が月曜日が多いのでマーメイドパレスや図書館に行きたいのに子ども達がガッカ

リしています。月曜日以外で検討して下さい。

利用者が少ない所はもっと利用されるようにアピールし結果黒字になるように努力する。黒

字化が無理なら閉鎖もやむを得ないと思う。似た様な施設が近隣にある場合は出来るだけ

合併させる。小さい施設の自販機は必要がないと思う。今後も閉鎖さないであろう施設につ

いては太陽光などで自家発電や売電も視野に入れても良いと思う。

施設により使用方法.申し込みが違い申請.利用しずらい

学校行事のための代休日が月曜日がほとんどなので、公共施設の休日を分散していただけ

ると非常にありがたいです。切に希望します。

子どもが勉強するために公民館をよく利用しています。学校が土曜日にあるとき、月曜日が

代休になりますが、そういう時、公民館が休みのため利用できません。そんな時は公民館の

休みが火曜日になればいいのに…と思います。

利用料金についは、多少の値上げには理解できます、利用し易いように改善すべきだと思い

ます、

開館時間などはきりがないので一定のラインが必要だと思います。ただし、時間がのびれば

税金投入との考えはおかしいと思う。広報など見ていると時給や交通費など何でこんなに高

いのかと疑問に思うことがあるし、臨時職員ではなく、もっと民間に業務委託すればサービス

も利用者の利便性もあがると思う。民間であれば時間が長くなると料金上がるなどという論

理にはならないはず。人件費や色々なむだが多く、考え方が「お役所」的だと思います。

利用がもっと増えるようイベントや お知らせ 駐車場の管理をしたらどうでしょうか

マーメイドパレス休みが多い気がします？（掃除期間が長すぎる）

夜間営業も検討願う

平日に利用したくても仕事が終わってからでは間に合いません。一日二日でも延長で業務を

行ってもらえたらありがいです

働きながらの身としては開館日程に制限があるのは確かに不便ですが、現状のままでも問

題ないと思います。下手に施設毎異なる開館日を設けると利用者の混乱を招く恐れがあるた

め、もし開館日程を変更するならば周知徹底が大切だと考えます。

仕事の兼ね合いがあるが、土曜、日曜にやっていれば、ほとんどの人が利用できるし、月曜

日以外はやっているわけなので、現状のままでいいと思います。

月曜や祝日の翌日が休館になるのは意外と不便をかんじることが多いです。パパもいない

し、子供とどこ行こう?？とたいくつを感じます。また、三連休の場合、遠出してしまって図書館

に行けなくて、休館の返却ポストに返しに行くことが多いです。刈谷市に住んでいた頃は、施

設によって休みがずれていたのでいろんな施設に子供を遊ばせに行きました。また、休みが

ずれれば、スタッフもローテーションできるのではないでしょうか？

子供が、振替で、月曜日が休みの時がたまにあるので、図書館など利用できればいいと思う

時があります。

図書館に行くとソファーで寝ている人がいます。暇つぶしなのか、夏場は涼みに来ているの

か・・・。時間や料金のサービスだけではなく使う人のマナーの向上（サービス）に力を入れる

べきだと思う。無料の施設をきちんとした目的で使う人は休館日と時間がきちんと決まってい

れば、それにあわせて行くと思う。



休館日は施設によって異なるほうが利用しやすいです。公民館と図書館が同じ曜日が休み

なので不便に感じます。

月曜日が祝日の日が多いので、そういう時だけは月曜日も開館して、翌日に休みにするなど

、役所仕事だからと割り切らず、利用者への配慮が欲しい。

図書館は毎週利用しています。19:00までやっているのも助かっています。開館時間は今のま

まで十分満足しています。

公民館の中にある児童センターをよく利用しますが、月曜日にも遊べる施設があると便利だ

と思います。

開館時間、夏期・冬期とわけてる会館もありますが統一してほしい。

職員さんの都合上しょうがないとは思うが、休刊日を公民館と図書館わけてほしい。分かれ

ていれば行きたい日に開いている施設をチョイスできる

市の公共施設は、月曜日休みだという認識があるので、特に変えて欲しいとは思いません。

スポーツ施設、ジムとかは仕事帰りに利用したいのに 早くにしまるから、金曜日と土曜日だ

けでも遅くまでやっているとありがたい。

休館日を変えるより、図書館の雑誌を増やすや、職員の方の対応など、行きたいと思える施

設になるよう改善に力を入れて欲しいです。

「月曜日はスポーツセンターも公民館も休みだ」という意識が市民のなかに定着しているので

敢えて変える必要はないと思いますが、なかには月曜日はどうしても休みが取れず利用でき

ないという方もおられると思いますので月一回の曜日変更はあってもいいかなと思います（特

にスイミングやトレーニング施設）

・施設によって一律の運用ではなく、いろいろな選択肢があっても良いと思います。

・施設間での競争原理が働いてもよいと思います。

・それぞれの施設が創意工夫を凝らして利用者に使われる施設が評価され、生き残れる仕

組みが必要と思います。

公民館等月曜日が休館の施設では、月曜日が祝日・休日の場合火曜日休館となりますが、

この場合は開館していただきたい。週一回の講座では休みになるとつらいものがあります。

・夜間の時間延長など必要ないです。現状でよいと思います管理に当たる人にも個人の生活

があります。その上に維持費・電気代なども増大します。ただし、夏季の図書館の時間延長

は好評で賛成です。

・夜間利用者の実態調査も必要かとも思いますが・・・・。市民の一握りの人の利益を確保す

るために、多くの人が犠牲（少しオーバーかな。市民税の使用から考えれば妥当）に成るの

はどうかと考えさせられます。

このような議論ではサービス拡大＝費用（税金）がかかりますと当たり前のように言っている

があまりの短絡さにあきれます。職員の勤務シフト変更、管理運営方法の見直し、市民ボラ

ンティアの呼びかけ＆活用なども議論に入れるべきではないでしょうか。もっと有意義な設問

を期待していましたが残念です。

学校の代休などにあわせて、その地区の公民館等を開放していただけると助かります。

子供が未就園児の頃、どこの施設も月曜が休館日で　苦労しました。福祉センターの子育て

支援ルームは開館しているのですが、施設の中にある為、部屋は開館していても、福祉施設

の入り口が閉鎖されている為、わざわざ保育園のインターホンでお願いして　中に入れてもら

う仕組みで、利用したくても、遠慮してしまい、これでは休館と同じ状況だと思います。

学校は月曜日に代休になる。施設も休みだと、行き場がない。月曜日休み、なんとかならな

いですか？



中央図書館の休館日/他の市では夏休みなど子どもが多く利用する期間は休館日を少なくし

ている市があります。安城市も教育的な面では休館日を見直して頂きたいです。スポーセン

ター/プールが平日、午後からしか開いていないことに常々ギモンを感じています。

本をよく借りるのですが、休館日があると返すタイミングを逃したりして、遅れたりしてします

ので、休館日でも公民館で返せるサービスがあるとうれしいです。

現状今まで通りよいと思います

会館時間よりも閉館時間を検討して欲しい。図書館などはスポーツセンターと同じくらいの開

閉館時間でもいいのでは？納税世代が使いやすい時間帯の運営を望みます。

学校の代休が月曜が多いのに公共施設は月曜休み、親が仕事の家庭も多いので月曜が休

館でないほうがありがたいです。

とりあえず今のままでいいですが、お茶のお教室(講座)お華、お料理など、今の若い人達が

縁遠くなってしまった【花嫁修行】(古い！(笑))的なものをお値打ちにやれるとそれもいいかも

しれません。ゆくゆく親になった時、少しやっておくと便利だし、なんとなく【マトモなオトナ】が

増えるような気が(笑)

学校などの代休は月曜日の場合がほとんどなので、月曜日に公民館が開いていればと思う

ことがよくあります。

スポーツセンターの月曜休みを変更して欲しい。民間のスポーツクラブも月曜休みなので、

休みの時に行こうと思っても行けなく、あまり利用していません。

印鑑証明等は、土曜日の午前中迄だがせめて土曜日は5時まで行って欲しい

平日昼間の利用率を上げる事を考えれば、利用時間が延びるイコール税金投入にならない

と思います。民間では死活問題なので普通にやっている事です。待ちではなく攻めることも必

要なのではないでしょうか？期待しております。

社会情勢は変化しているのに公共施設だけが時代遅れでこんなアンケートを出していること

自体ナンセンスに思います．原則年中無休で休日前位はオールナイトでもよい気がします．

光熱費などは施設の屋根を貸し，賃料を電力で返してもらうとかすれば経費増とはなりませ

ん．人件費も製造業のように３交代にすれば割増手当は深夜勤手当のみになり残業は極限

まで減らせます．かな？

子供が小学生の頃は、学校の代休に開いてるといいなと思いました。地域によって、柔軟な

対応ができると助かります。

図書館の休みの日に公民館で本を借りれるとうれしいです。

私は、図書館をよく利用しますが現状のままでいいです。 休館日や時間もきちんとカレン

ダーで持っているのでOKです。

マーメードパレスを良く利用させて頂いています。休館日とは関係ないかも知れませんが、土

日に何時間もスクールを開催されると、一般のコースが半分くらいになり、みんな困っていま

す。スクールはスポーツセンターで行ったらどうでしょうか？また、プール内が寒くて仕方があ

りません。水温だけでなく冷たい風が入り体を冷やします。子供や女性はぶるぶる震えてい

ます。係員の方にお伝えしましたが改善されたようにも思えません。他の方も温度について

質問していたようです。関係ない事で申し訳ありませんが、ご検討頂けると助かります。



希望が多いなら、休館日、時間外ともに便宜を図るべきと思うが、一部の人が常に使用する

ようではまずいので、本当に市民の多くが希望しているのかの見極めが必要である。休館日

を減らす場合の利用料金はどの日でも同じ料金で良いが、時間を延長する場合は料金を通

常より高く設定するなど料金体系にメリハリをつけると良い。みんな同じ条件が平等とは限ら

ない。

行ってみたら休みだったということが何回かあったので、安城市のホームページで当日やっ

てるかわかると嬉しいです。

月曜日は運動会等で振り替え休日になるので公共施設を開館して、休館日は他の曜日にし

てほしい。図書館はネット予約の活用をアピールして、開館時間延長は必要ない。

小中学校の代休が月曜日になることが多く、せっかくの休みで利用しようとしても休館日だと

利用できないので、月曜日休みを変更してほしい。秋葉公園のテニスコートが月曜日休みで

利用できないが、市営コートのように、事務は休みだけど、コートは使用できるので、同様に

してほしい。

月曜日は、学校の代休と重なるので違う曜日で統一してほしい。

公民館図書館は遅い時間までやっていてありがたい。

公民館図書館が遅い時間までやっていてありがたい。仕事後に立ち寄ることができる。

特にありません。全体的に利用しやすく良いと思います。また、図書館がＪＲ安城駅前に移転

するとのことですが、イメージ的に合わないので、朝日町商店街活性化のための施設・公園

が良いと考えます！

マーメイドパレスはとても人気があり、並ぶのでたいへんだ。もっと広くしたら楽しいです。

図書返却で困ることが多い。公民館にも時間外や休館日の返却ポストを設けてもらえると嬉

しい

図書館や福祉センターを利用したいが、利用したい都合の良い曜日が月曜なので、休館日

がないと利用しやすいのになあと思ったことがある。

同じような施設が沢山あるより、特色のある施設を作った方がよい。例えば開館時間につい

ては、24時間使える施設（図書館）がある一方で17時で終わる公民館など。また税金の使い

方も、ハード、ソフトともに最新設備で充実させる所と、地元企業との連携や空きビル、空き地

の活用で安く済ませるところなど、メリハリのある活用方法を考えて、コストを軽減しながらも

利便性を高める工夫をして欲しい。

各地域で事情が違うのでは．町内会などと連携して決めても良いのでは。また休館日でも実

績のある団体は鍵を貸し出して使用させてあげる手もあると思う。

夜も8時頃まであいていると助かります。休館日はずらしていただけるとありがたいです。しか

し、だから即税金を投入という、上記の設問自体が異常だと思います。市にはその考えをた

だしてほしいです。無駄な職員や、今回の南吉関係のひどすぎる無駄遣い等、見直してほし

いです。必要なところにただしく税金は使うべきです

現状のままで満足です。

図書館の休館日は年末、年始、月曜日のみにして欲しい。

図書館や「マーメイドパレス」をよく利用させてもらっています。月曜日休館が定着しているの

で現状でよいと思います。地区公民館については安祥の開所が待ち遠しいです。

マーメイドパレスの利用時間を平日も午前中に開園して欲しい理由としては昼間は年配者が

多く夕方からは子供が多く夜は利用しずらいため

図書館の本を借りたり返すとき、あんぱーくは月曜開館していてとても便利です。



午後9時以降も開ける日を作るべきかと

月曜日は子どもが代休のことが多くその際に利用出来るよう他の曜日に休館日を変更して

欲しいです。

公共施設は現状で十分なレベルにあり、これ以上過剰に投資する必要はないように思いま

す。それより、市役所の窓口業務の休日（土日）稼働を望みます。

子供の代休の日と休館日がかさなるので困る

学校の休みと休館日が一緒になる日が多いので、異なるといい

子供が小さいころは、月曜日にどこに行こうか悩んだものでした。でも、働く方の事情もある

ので、現状のままでもいいのかなと思います。

休館日が月曜日に重なってて、どこにも遊びに行けなくて困ったことがありました。ずらして欲

しいです。

仕事が平日休みなので、月曜日が休館日だといつも利用出来ないでいました。

もちろん休館日が削減され・開館時間が拡大すれば便利だが提供されるコンテンツ次第。市

民ニーズに応じた企画があるか？だと思います。結果的に使われなかったら無駄遣い。大き

な利益を得る必要はありませんが利用条件を緩和し、税金は投入するが売り上げで補填で

るような形態へ変化させる。今後、税収が伸び悩むことは避けられません。ハコモノ=無駄遣

いと敬遠されがちですが、財源確保の道具として有効活用できるのであれば税金の投資も

行うべき。

全施設の休館日を月曜日から金曜日に分散すれば利便性が向上する。また、開館時間につ

いても、勤務者の出勤時間帯を分散することで開館時間を拡大出来る(民間の会社はこのよ

うに対応している)

施設の休館日・開館時間については今のままでよいと思う。

土日に学校行事があると月曜が振替休日になるので、休館日は火曜の方が良い。

施設は月曜日が休館が多いですが、他の曜日の方がいいです。子供達の学校の代休が月

曜日なので（たまにしかありませんが）月曜日に開いてるとそういう時は利用しやすいです。

土日に集中しがちであるが、平日に利用しやすくなるといいと思う。

中学生と小学生の子供を持つ親です。現状のままで十分だと思います。日にちや時間が増

えても通える時間は変わりません。開館時間に利用するようにじゅうぶん時間が取れます。

公民館に関しても午後９時までやってくれています。本の貸し借りにおいても８時まで受け付

けて頂けるので、助かっております。主婦の立場から見れば、利用料金が上がることの方が

利用する機会を減らす要因になるかと思います。子供の負担も大きくなります。

休館日は統一したほうが分かりやすくて良いのですが、急に印刷機を利用したいとき等に、

たまたま休館日のため不便をしたことがあります。閉館時間は夜間管理人さんには大変ご苦

労さんですが、現状維持の時間でお願いします。

入浴施設の利用時間は年間10時～16時にしてほしいし、利用料は徴収し、サービス向上に

使ってほしい。

図書館とカフェが一緒になった、おしゃれな感じになればうれしいです。本を借りたり返したり

するのが、２４時間営業の西友やコンビニだったり、またはコメダ珈琲店との利用ができたら、

夜間図書館は必要ないと思う。多目的に利用出来ることがよい。



市の施設は建屋がすでにあるのだから、有効活用の面から、休館日をなくし、何時でも利用

できるようにしてほしい。管理者等は交代で休日を種痘すればよいと思う。そのために費用

負担が増えるのは是とします。

今のままで良い

冬休み、春休み、ゴールデンウィーク、夏休みなど、一般的に休みのときに出来れば利用出

来るようになれば、利用者に便利ではないでしょうか。また、休前日などは、開館時間を長く

するなど。

自分は無職なので今のままが良いが、普通に働いている人にとっては、閉館時間が遅い方

が良いだろう。その際は、多少利用料金が高くなっても仕方が無い。

今のままで困ったことはないので充分に感じる

今のままで満足です。

図書館の利用時間ですが、会社員は、平日の昼間利用できませんので、夜もう少し延長（１

～２時間程度）してほしい。

一般的に公共施設の休館日は　月曜日になっていますが、何か特別な意味はあるのでしょう

か？小学校など、学校も一般的には　土日に行事などで登校した場合　代休が月曜日となる

ので、できれば　公民館　図書館　スポーツセンターなどの施設が月曜日以外の休館だとあ

りがたいです。このようなはなしは、母親同士でもよく話題になります。もし　安城市が近辺の

市より早くさきがけとして休館日をほかの曜日にしたら、近辺からの利用者も増えると思いま

す。

子育て中で月曜日に行くところがなく、月曜が来るのを恐れていました。（車がないので、あ

んぱ～くも家から遠いし、バスは不便だし・・・）最近はお友達の車で幼稚園などの園開放へ

連れてってもらってます。

図書館はやけに休みが多い。

市職員の勤務時間は決まっていると思うので、ボランティアを募って開館時間を早くしたり、

閉館時間を遅くしたりすることは出来ないのか。

以前と比べれば充分使いやすくなっています。現状で良いと思います。

勤務を終えた人が２時間程度利用できるようにした方がよい。（閉館時間を２０時から２１時ぐ

らいにする。）

利用日内の応募が多くて利用出来ない場合は利用時間を増やす必要があると思いますが、

利用日は毎日利用する場合は非常に少ないと思え必要なら時間のみで良いと思います

利用者からの観点では、年中無休にこしたことはありません。

図書館をいつも利用させて頂いているが、今のままで十分だと思います。税金を投入してま

で職員等の負担を増やす必要性はないと思います。また、パート職員等を雇うと質の低下が

懸念されるので、そちらの方が問題になると思います。

就園前の子供がいます。現在は　月曜日が　休みなので、室内の遊びに行くところが、ありま

せん。園開放も月曜日は、あまり開催されていません。公民館の児童センターをよく利用する

ので、半分は違う日が休館日だと、うれしいと思います。一つだけ開けると、集中するので、

半分ずつ休みが違うと選択肢があり、利用しやすいです。

施設を利用するにあたり、時間の調整や、利用日時等は利用者が調整をするべきで、施設

側のルールを変える必要性はあまり感じない。



図書館について。岡崎の「りぶら」では研究生向けの学習用個室が有ったりする。課金をして

も静かな環境で本を読みたいと言う人も居るのでは。金一名サービスだけでなく、頂ける方か

ら料金を頂くと言うのも一つの考え方だと思う。

現状のままでよい。無理を言えば休館日は無い方がいいが税金が上がるのは困る。これか

ら先税金がどんどん上がって年金が下がるから生活が心配です

学校の代休と施設の休館日が同じで困る。プールは午後からしか使用できず不便。公民館

は9時開館ではないのか。勉強したくて10分前に到着したら開館していてすでに満席。人はい

なくても席にはかばんや本が置いてあり場所取り状態。いったい何時開館なんでしょうか。開

館前から並ばないといけないんでしょうか。節度ある行動が取れない人が多いなら整理券を

配るなり1人1席を徹底していただきたい。

マーメイドパレスなどのプールですが、平日子供が学校や幼稚園にいっている間に利用した

いです。午前中に利用できる日を平日一日でもあればうれしいです。

現状どおり限られた開館日の中で知恵をしぼってやりくりするのが良い。無制限に増やして

も、費用対効果が高くはなりえない。

子供が利用する施設等は、休館日を変更して欲しい。理由は、学校の振替休日が月曜日だ

し祭日が月曜日が多いので利用したくても無理だから。

自習するために図書館を利用したい。土日も9時頃まで利用できる場所が欲しい

公民館や図書館の利用が多いです。夕方～夜にかけて開館しているようですが、当方職場

が遠方ということもあり、夜間開館はいずれにしても利用できませんでした。そのため平日夜

間よりも、休日利用できることに利便性を感じていました。または夜遅くまで開いているスー

パーや駅で図書の貸し出し、返却ができると更によいなと思いました。とはいえ、税金投入ま

で考えると、やはり現状の公共施設の開館状況に落ち着くのかなと思いました。

陸上競技場の開設時間を延長し、仕事が終わったら練習できる環境を。また、スポーツセン

ターのランニングコースの整備と自転車乗り入れ禁止の徹底、犬等動物のコース進入禁止、

複数列にならないようなランニングや散歩の指導と看板の設置。逆回りの禁止等

夏季は時間の延長があると利用しやすくなると思う。

安城スポーツセンターについて、火曜バドミントン教室に参加させて頂いており、知識・技量

的にも今競技に興味が湧いてきました＾＾できればインターネットでアリーナの予約が出来れ

ば嬉しい。支払いもクレジットが使えると嬉しい。

私は不便さを感じていません。公共施設は月曜日休日なんだとインプットされています。突然

変更されたら戸惑います。

会社の転勤で、国内地方都市５市に住居（各５～３年）の経験から、安城市は今までの居住

市に比べて回りに優れた施設が多くあり、恵まれた環境と言えると思います。図書館にしても

「書籍を大切に」と利用者に対する啓蒙活動も活発です。安城市の市民は恵まれているが故

にチョットした考えが疎かと言えるのではないでしょうか。利用料金を値上げする前にお互い

にもう一度足元を見回す必要があると思います。

開館時間が増えることは、便利になると思いますが、だからといって利用回数が増えることは

あまりない気がします。やはり、参加したいと思うイベントがあれば、都合を合わせてでも利

用するとと思います。



公共施設が年中無休になる必要はない。娯楽施設なら尚更である。民間の類似施設はある

訳だし、嫌ならそこを利用すればよいこと。公共施設として、引き続き、現状の運営を行って

ほしい。１週間に１回の利用は、「たまに」でいいのかな？線引きをもう少し明確にしてほし

かった。

現在の情報を知らないので、休館日、時間を見直す以前に、もう少し施設情報を 流して欲し

い。

税金を投入するなら建物（ハード）を改善したり、開館時間を延長するだけでなく、中身（ソフ

ト）の充実も図ってください。休館日は分かれていた方が、出かける選択肢が増えて（あそこ

が休みなら今日はここ、といったように選べる）いいと思う。

幼稚園や小学校など、月曜日が代休が多いので、代休で雨の時など、遊べる場所がありま

せん。公民館など、月曜日に遊べる場所を増やしていただきたいです。

現状で良いと思います。ただ図書館の閉館時間だけは早すぎると思います。社会人にはキ

ツイ時間かと思います

今のままで、不便は感じません

図書館の閉館時間が早いのは、気になっていた。フルタイムで仕事をしてから図書館に寄る

には、せめて21::00位まで空いていてほしい。

私はたまに中央図書館やマーメイドパレスを利用します。そのほかの公共施設については分

かりませんが、現状の営業時間や料金に不満や不便さを感じません。ただサービス向上や

新しい機械を導入するなどあれば、営業時間や料金を見直しは必要だと思います。市民の

利用頻度を調査して改善するか検討したらいいと思います。

開館時間については現状で十分とおもいます。これ以上早くても遅くてもそれほど利用が増

えると思いませんが・・・

以前、体育館、スポーツセンターのアリーナをよく利用していた頃は、なかなか予約が取れ

ず、休館日をなくして欲しいと思いました。豊田には体育館もたくさんあり、よく利用させてい

ただきました。安城の混雑を考えると、夏休み期間だけでも休館日をなくすとか、なんらかの

対策をしてもいいような気もします。

休館日が全部月曜日なんて、ありえない！月曜日は学校が代休になることが多いのに、遊

ぼうとしたら、入園料やその他もろもろお金がかかるデンパークしかないじゃないですか！休

みが同じ方が分かりやすいって、休みの曜日くらいすぐに覚えられると思います。その点、お

隣の刈谷市は施設の休館日がばらけていると聞き、以前からうらやましく思っていました。ぜ

ひ改善をお願いします！

開館時間が延長になれば確かに便利にはなるだろうが人件費、固定費等とにかくお金がか

かるので現状のままでいいと思う。

現状維持で支障ないです

すでに機能としてあるかもしれないが、Web上で予約や利用状況が見れると便利かもしれま

せん。

公民館閲覧室、図書館等の開館時間は遅すぎ。学習用としても7時までで十分。人件費、光

熱費など、あまりにも経費をかけすぎ。なぜそこまで開館しなければいけないのか理解でき

ない。憤りを感じる。所得税に比べ住民税は非常に高いのだからもっと考えて使ってほしい。

開始時間は、どこも同じがいいです。

費用をかけてまですべきでない



開館時間意ついて、施設毎の利用者数（時間を横軸にして）のグラフなどで判断出来る資料

の提供が無ければコメント出来にくい。アンケートする人個人の意見だけで評価を取り纏め

する考えで有れば、この設問については疑問を持っています。

学校の行事が土曜日にある場合、月曜日が振り替えになることが多いですが、月曜日休日

だと行く場所がなくて本当に困ります。是非、月曜日休日をかえてもらいたいと思います。身

近で、よく同じ声を聞きます

市の施設なので休館日は同じ日のほうがわかりやすい。ただ、図書館が１６時までなので、

保育園が終わってから行けないのが残念です。せめて１７時まで開いていると有り難いで

す。

マーメードパレスの休館が多い。


