
■市民会議③ 2008/02/14　グループワーク 「なったらいいな！こんなまち」 まとめ

タイトル 安城大好 タイトル こんなまちをめざそうよ！ タイトル

カラスにも、お年寄りにも、若者にも、鳥にも、おばさんに
も、外国人にも、これから生まれる命にも！、外国人にも差
別のない（安城市に住む人みんなに）みんなつながっている

思いやりのある町

タイトル 楽しいくらし

こんなまちになったらいいな！（夢・希望）

・環境に配慮する町作り ・緑が多い街 ・市民1人に木が1本あるような緑の町にしたい ・自然が多いまち

・自然の豊かなまち ・緑が多いマチ
・自分の住む環境を大切にする。文化、自然、
環境

・緑豊かな都市

・自然を大切（保護）にする行政 ・自然の多いまち ・牧歌的な雰囲気漂うまち ・自然のあるやすらげるまち

・星空が見えるまち
・街路樹、花壇などに面した住宅の方で落葉拾
える人の人間性が良い

・みんなで自分の畑をもてる

・緑いっぱい大きな木を育てよう ・緑が一杯の街、道路には木々、草花を ・緑はなるべく残ったまちがいいなぁ

・景観の整ったマチ ・川遊びしたい
・街路樹に大木がほしい。大木とは高さ16ｍ、横
幅10ｍくらい

・環境都市として永続できる都市を市民の協力
で

・ゴミのない街 環境 ・ゴミをしっかり分ける町 緑　自然 ・市民参加によるグリーンロードをつくりたい

・ゴミ減量とリサイクル ・ゴミのない街

・公害のないマチ
・街中にゴミのない町づくり。※いわゆるポイ捨
てのない町づくり
・ごみのおちてないきれいなまち

・環境首都

・環境首都と自他ともに認められるマチ

・子どもが安心して歩けるまち ・犯罪のない街 ・犯罪の少ない町
安心安全
（交通）

・安心して外を歩けるまち

・街灯が多い町 ・子どもが安全に外で遊べるまち ・夜でも明るい町

・夜安心して歩けるまち ・子どもが安心して遊べるまち ・家のカギを閉じなくても安心な町

・住みよい町作り（安全、かいてきな） ・安全なまちー犯罪のないまち ・災害に備えができているまち

・災害に強い街 ・安全な「まち」

・住む実感が満足できるまちづくり ・平和な町

・安心して住める町

・交通の便がよいまち ・交通環境の整ったまち
・自転車で安心して市内どこでも出かけられる
町にしたい

・安城のいなかでも自家用車をつかわずに暮ら
せるバス路線の整備

・自家用車に乗らなくてもよい、公共交通機関の
たくさんあるまち

・市の中心部と周辺部への行き来がしやすいま
ち（交通網の発達）

・公共交通により移動ができるまち（あんくるバ
スなど）

・もっと自転車道がほしい

・歩道の多い町

・徒歩で暮らせるまち

移動しやすい ・自転車が安心して走れるまち
安心安全
（交通）

・交通事故死をゼロにして安心して住める町づく
り※安心して死ねる町
・自転車・歩行者を区分し安全なルールをつく
る。事故を少なくする
・人と車が絶対に交わらない通路づくり（人身事
故ゼロ）

・バリアフリーの町

・障害のある人もどんどんでて交流できるまち

・自助　自分のことは自分で
 共助　コミュニティと地域の連係

・自助・共助・公助が施されたまちづくり ・住民が互いに協力しあい共に栄えるまち

・みんなが笑顔ですごせる町 ・ふれあい・たすけあいを大切にするまち ・思いやりのあるまち

・みんなが住んでよかったといえるまち

・障害者にとって住みやすいまち ・少数者も認める地域

・共生と共助を基本としたまちづくりを行う

・弱者の暮らしやすいまち 市民活動 ・みんなで助け合う、支えあうまち

助け合い

自治

交通

移動しやすい

みんな仲良く ふれあい

安全
防災防犯

移動しやすい

交通 交通

自然

環境

緑　自然
環境（自然）

環境

空気

理想

ゴミ

移動しやすい

交通

い ろ は に

自然環境を
大切にするまち

バリアフリー

みんな仲良く
助けあえるまち

安全なまち
（防犯防災）

交通の
便利なまち

環境問題に
取り組むまち

交通安全の
まち
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・自治会が機能している
・大きな声で話し合える人間性を教育してほし
い。特に保育園児

・自治会活動、町内会の楽しい行事
・明るい笑顔で挨拶、会話ができるようにするこ
と

・隣どうしが声のかけあえるまち ・あいさつをかわすまち ・若い世代の人達が活発に活動しているまち ・にぎやか、元気のよいまち

・隣人の顔がわかるまち ・本音で話し合えるマチ ・みんなが自由に何でも言えるまち ・となり近所が仲よく暮らせるまち

・隣近所が仲良しなまち
・（特にマチ部で）近所付き合いが活発になるま
ち

・自治会運営にグループワークの手法が取り入
れられた町

・隣近所の仲が良いまち ・市民協働の地域づくり ・本音が語れる町 ・地域の町内会にもっとしたしむ
・コミュニティ施設・公民館にはいつも地域の人
が集まって何でも話せる町にしたい

・もっと気軽に地域の人があつまれたらいいな

異文化 ・外人のいない街 ・住民が自分たちで問題解決するまち ・人が集まって会話する場所が多いまち

・活気のあるまち

・福祉行政の行きとどいたまち ・いつでも医療が受けられるまち
・医療体制が主もととのっている。他方と比べる
と最もよい

・病院がことわらないまち ・みんなが年寄りを大切にするまち
・老人が安心して暮らせる町づくり※介護施設
の充実

・市民が健康で長生きできるまち ・健康で長生きできるまち

・老人が安心してくらせるまち ・老後が安心して過ごせるまち

・いじめのないまち

・子どもを育てやすいまち

理想 ・文化の香りあふれるマチ
・文化がありほこりがある楽しみ生きがいのある
まち

明るくて元気
・体育館やテニスコートの予約が取りやすい。是
非これはこのまま！（これはスゴクいいことです
よ！）

・伝統文化を守る町

・歴史浪漫のまち

・楽しく遊べる所が多いまち ・遊び場を失わない町

・公園がいっぱいある（子どもの遊び場） ・こどもがのびのび安心してすごせるまち

・公園の多い町 ・子どもが健全に育つまち

・たくさんのあそびの有るまち

・商店街がにぎやかなまち ・商店街が生きる町 明るくて元気 ・駅前の商店街のシャッターがあくといいなぁ

・歩いて買物にいける店がある ・地域通貨が利用できる町
・安城市エリアから出なくでもすべての物が買え
るまち

お店
・商店の未来を子供（小学生・中学生・高校生）
に考える機会を与える

・あらゆる小売店が有るまち

理想
・七夕祭りが「本当に」日本三大七夕に数えられ
るようになるといい

・タナバタの他に市のイベントを考える。人が
集ってくるまち
・観光名所があるまち

緑　自然
・デンマークと云う以上、もう少し他のイベントを
考える。農業まつり、田植え

・老、若、子バランスのよいまち 助け合い ・老若男女バランスのとれたマチ

・適正な人口規ボのまち

・農業・商工業・団体等調和のとれた町作り 理想 ・農工商バランスの取れたマチ

・住民主体の地方行政（市役所） ・市民の知恵と汗を政策に反映できるまち 市民活動
・市民でできることは自分達でできるような町に
したい

・行政は顧客第一主義、民間手法を取り入れて
経営する（N.PM）の導入

・投票率No．１

・市民が自治を自覚して行動する

・住民と行政、団体が良く話し合う事

税金の安いまち 行政 ・税金の安いまち 税金 ・税金の無いまち、夢

行政 ・食料の自給率を上げる行政 ・自給自足で食料がまかなえる町

・食が安心な町

大学のあるまち 憩い ・大学のあるまち 教育 ・大学等の高等教育機関（研究機関）

・若い世代の増加するまち

・仕事先が多いまち

・働く場所の豊かなまち

その他 アットホーム ・パチンコ屋さんが早くしまる街

働く場

食

明るくて元気

表現の場

明るくて元気

産業・商業

行政

行政

理想

心と体の健康

憩い

文化・スポーツ

子ども

みんな仲良く ふれあい

自治

い ろ は

働けるまち

福祉・医療

安心安全

に

医療・福祉の
充実したまち

住民が
主体のまち

地産地消のまち

遊び場の
あるまち

バランスの
よいまち

イベント・観光が
楽しいまち

商店が
元気なまち

文化・スポーツの
まち

活発なコミュニティ
のあるまち

買物
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「子ども・小学生」になったつもりで考えよう。

・道（公道）を安心して歩けるまち 交通 ・歩道をひろげてほしい
・市内を移動する手段がたくさんある

環境・自然 ・魚つり（ポンツク）できる川、池のあるまち ・公園が近く緑が多い街

・公園をたくさんつくってほしい

・スキーのできるまち

・テーマパーク等がたくさんあるまち

・運動レジャー施設がたくさんある
・まちでテレビなどで出ているキャラクターに会
える

いじめのないまち 助け合い ・いじめのないマチ 教育
・いじめのない健康で明るい性格の人造り※尚
且つ高度な教育

助け合い ・宿題のない学校 教育
・安城からサッカーのJリーグに入れるチームを
立ち上げる

アットホーム ・お父さんの帰りが早くなってほしい

「中学生・高校生」になったつもりで考えよう。

文化・スポーツ ・テニスコートの多い町 お店
・地元の自然食品を生かした和、伊、中のレスト
ラン街

商業・産業 ・いろんな物の売っている町 教育 ・高レベルの教育が受けられる大学の設置

防犯のまち 防災防犯 ・夜でも明るい町

「若者・大学生」になったつもりで考えよう。

・野外コンサート場が欲しい 表現の場 ・音楽を発表する場所があるまち

・Ｊ１のサッカー場が欲しい

買物したい！ 買物 ・商業、買い物場

働きたい！ 働く場 ・働き口があるといいゼ

「会社員・OL」になったつもりで考えよう。

移動しやすい ・ファッションがすばらしいモダンな町 ・おいしい飲食店街のあるまち ・遅くまでやってるスーパーが沢山あるまち
・集合店舗の商店街、アーケード必要。ショッピ
ング等男性も集ってくる所

・飲み屋の近くにカラオケBOXがあるまち ・仕事帰りにフラッと寄りやすい酒場のあるまち
・イザカヤ等がある必要有り。若者たちが歌い、
酒がのめる所、安くて

集い ・スポーツ施設が充実しているまち ・運動・レジャー施設の利用しやすいまち
・月一のイベント等があること、いろいろな題目
で

・クラブ・サークル活動の盛んなまち ・若者達が集まる場所設置

・コンサート開催、屋外、室内

快適な道路 交通 ・ドライブしたいけど、道は広いほうがいいなぁ 交通 ・交通渋滞のないまち

・男女参画社会が実現、女性部長の出現
・安全安心な地産地費、トレーサビリティのの農
産物

みんな仲良く ・すばらしい伴侶に出会いますように 自然 ・緑、公園が多く気分がいやされるまち 防災防犯 ・街路が明るいまち

「子育て中のお母さん」になったつもりで考えよう。

・安全に子どもを遊ばせてあげられる場所があ
るまち

自然 ・公園が多く緑が多い街 福祉・医療
・市内すべての施設も託児スペースを設けてほ
しい

・遊具がたくさんある公園が近くにあるまち

教育
・子どもを安心して預けられる学校や保育園が
身近にほしい

みんなで子育て みんな仲良く ・地域みんなで子育てができるまち 助け合い ・子育て中のお母さんが多い街

その他 移動しやすい ・歩いて買物に行けるまち 空気 ・空気がきれいな街 教育 ・先進的な教育を安価で提供してほしい

集い

表現の場

お店

行政

その他

みんなで
集まれるまち

お店が
充実したまち

文化・スポーツ

産業・商業

その他

憩い

移動しやすい
移動しやすい

まち

遊び場の
あるまち

いろいろな
施設のあるまち

い ろ は

安心して
遊ばせたい！
預けたい！

音楽・スポーツの
場があるまち

文化・スポーツ

憩い

に

自然
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「元気な中年女性」になったつもりで考えよう。

市民活動 ・週に何度かボランティア・公益活動 教育
・もっと市民会議みたいな会を紹介してほしい。
どこにでも顔だすわよ！！

自治 ・きれいな公園も自分たちで整備

趣味で仲間を！ 文化・スポーツ
・ひまな時間におけいこごとやスポーツが楽しめ
る

表現の場
・外でサークルかなにか人がたくさん集まってい
る楽しい会はない？

安価・安全な食！ 産業・商業 ・スーパーで食料品が安い！！ お店 ・安くて安全な食べ物がほしい

交通が充実！ 交通
・クルマがなくても公共交通がしっかりしている
ので移動も安心

交通 ・車ないからスーパー・病院とかバスでてない？

・子供が病気になったけどちゃんと病院にみても
らえた

安心安全
・子供が安心してあそばせられる場所がほしい
わ

・義理の親の介護もあまり負担にならないわー

「定年退職した男性」になったつもりで考えよう。

・人生経験をいかし、ボランティア活動に参加し
よう
・地域活動に参加し、地域住民とのふれあいを進め
たい

アットホーム ・地域、家族をふりかえり、家族の絆を大切に

買物 ・コンビニなど手近に買物できる

心と体の健康 ・大きな病院ですぐ診てほしい

・美術館、図書館が充実してほしい

・かし農園がほしい

移動しやすい ・自転車で安心して走れる道がある

「お年寄」になったつもりで考えよう。

市民活動
・ボランティアグループが充実し健康で安心なサ
ポートのある町がいい

・夫婦揃って長生き、ゆっくり暮らしたい

・安心・安全

明るいまち 子ども
・子どもがいつも挨拶してくれる町になったらい
い

明るくて元気 ・楽しく明るく元気に

歩道のあるまち 交通 ・歩道がどこでもある町がいい

「外国人」になったつもりで考えよう。

・自分から話し掛けた時に笑顔で接してくれると
良い

・コミュニティに参加したいです

・市民一人一人が声を掛けてくれると良い ・日本人と交流できる機会があるといいなぁ

・ニコニコとした顔で接してほしい

異文化 ・外人扱いしないでほしい

・共に世界にこうけんしたい

・ボランティアに参加したいです

・市民活動にもっと参加したい

情報求む！ バリアフリー？ ・もっと情報がほしい

働きたい！ 産業・商業 ・働くとこはないか

学びたい！ 文化・スポーツ ・伝統文化を学びたいです

もっと仲良く
できるまち

市民活動に
参加できるまち

ふれあい
自治

市民活動

地域や家族を
大切に！

施設が
充実したまち

憩い

ふれあい

安心なまち

子ども・親にも
安心なまち

市民活動
したい！

福祉・医療

安心安全

い ろ は に

- 4 -



「ネコ」になったつもりで考えよう。

・夜は明るい道を散歩したいねー 交通 ・車はキライだー！ 交通 ・自動車がびゅんびゅん走っていると危ない

・安全で広い道を歩きたい

安全
・雨がふると困る。市内全域に屋根をつけるべ
し！

太陽の下がいい！ 自然 ・日当たりのいい場所求む！ 緑　自然
・公園とかはらっぱとかいろいろ遊ぶことができ
る場所がある

環境 ・ゴミのないきれいな町に住みたいねー ・狭くてきたない所好きだニャー！

・えさが落ちているとイイナ！

やさしいまち 明るくて元気 ・みんながやさしいといいな

「トリ」になったつもりで考えよう。

・くだものの木がたくさんあるまち
・エサになるザリガニやフナが住む川や湖にし
てほしい

・木々の豊かなまち
・エサのなる実のなる木がほしい。止まり木にな
る樹木がほしい

・さかながたくさんいるまち（食べたいよー）
・大気がよごれているのできれいにして。高くと
んでもまちがみえるように

・水のきれいなまち（泳ぎたいよう）

・ビルの少ないまち

・空の広いまち

・空気がきれいなまち

差別のないまち バリアフリー？
・俺はカラスだ。毛嫌いしないでほしい。人間と
一緒、生まれてきた。カァー

「ナレーター」になったつもりで考えよう。

紹介しやすい
まち

理想 ・ひとことで紹介（説明）ができるまち 表現の場
・みんなに良いところをいっぱい紹介できる素敵
なまちになるといいなあ

人のあつまる
まち

集い ・たくさんの人が集まることのできるまち 表現の場
・イベントの機会がたくさんあって私の出番があ
ると良いね

・議会・行政（団体）の首を〆るような基本条例
は作らない
・老人から子供まで平等にしたしめる町（条例）
を作る
・市民に安城市の基本条例を良く説明して理解
を得る
・市民・議会・行政がなか良く（話し合う）市政を
運営する事

・日常の小さな幸せがあればいいんだよ。何
たって私はナレーターなんだから。上手にお話
ししちゃうからさ
・文化の卵があったら私がみんなに紹介してそ
れを育てちゃうよ

助け合い ・助けあいの心をもったまち

空気 ・空気がきれいなまち

交通 ・交通渋滞の少ないまち

に

自然豊かな
まち

環境

環境（自然）

ゴミの
ないまち？？

いつでも自由に
散歩できるまち

移動しやすい

市政はみんなの
ものだから…

行政

明るくて元気幸せのあるまち

その他

い ろ は
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