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Ⅰ 調査の概要 

１ 調査の目的 

公共施設等のあり方を検討するうえで、参考資料とするため、調査を実施するものです。 

 

２ 調査対象 

可児市在住の 20歳以上を無作為抽出 

 

３ 調査期間 

平成 27年７月 31日から平成 27年８月 31日 

 

４ 調査方法 

郵送による配布・回収 

 

５ 回収状況 

 配 布 数 有効回答数 有効回答率 

成 人 1,500 通 711通 47.4％ 

 

６ 調査結果の表示方法 

・回答は各質問の回答者数（Ｎ）を基数とした百分率（％）で示してあります。また、小数点

以下第２位を四捨五入しているため、内訳の合計が 100.0％にならない場合があります。 

・複数回答が可能な設問の場合、回答者が全体に対してどのくらいの比率であるかという見方

になるため、回答比率の合計が 100.0％を超える場合があります。 

・クロス集計の場合、無回答を排除しているため、クロス集計の有効回答数の合計と単純集計

（全体）の有効回答数が合致しないことがあります。なお、クロス集計とは、複数項目の組

み合わせで分類した集計のことで、複数の質問項目を交差して並べ、表やグラフを作成する

ことにより、その相互の関係を明らかにするための集計方法です。 

・調査結果を図表にて表示していますが、グラフ以外の表は、最も高い割合のものを  で網

かけをしています。（無回答を除く） 

※自由意見は記入された方の意図がそのまま伝わるよう、可能な限り原文を尊重して掲載して

いますが、明らかな誤字・脱字と思われる字句は修正しています。また、個人（団体）が特定で

きる記述や、誹謗・中傷等は削除しています。 
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Ⅱ 一般調査 

１ 調査結果（単純集計） 

（１）あなたご自身のことについてお聞かせください。 

問１ あなたの性別をお聞かせください。 

「男性」の割合が 43.3％、「女性」の割合が

55.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２ あなたの年齢をお聞かせください。 

「60 歳代」の割合が 25.5％と最も高く、次い

で「70歳代以上」の割合が 20.7％、「50歳代」の

割合が 15.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 711

無回答
0.8%

女性
55.9%

男性
43.3%

N = 711

70歳代以上
20.7%

60歳代
25.5%

50歳代
15.8%

40歳代
15.2%

30歳代
15.0%

20歳代
7.3%

無回答
0.6%
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問３ あなたのお住まいの地区をお聞かせください。 

「帷子」の割合が 21.7％と最も高く、次いで「桜ケ丘」の割合が 11.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 711 ％

今渡

川合

下恵土

土田

帷子

春里

姫治

平牧

桜ケ丘

久々利

広見東

広見

中恵土

兼山

無回答

8.0

5.3

7.2

7.0

21.7

7.7

3.8

7.7

11.1

1.3

3.1

6.8

2.7

1.8

4.8

0 10 20 30
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問４ あなたのお住まいについてお聞かせください。 

「一戸建て（持家）」の割合が 89.9％と最も高

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問５ あなたは、可児市にお住まいになられて何年になるかお聞かせください。 

「20 年以上」の割合が 70.9％と最も高く、次

いで「11 年～20 年」の割合が 15.8％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問６ あなたの家族構成をお聞かせください。 

「親と子（中学生以下の家族がいない）」の割

合が 29.1％と最も高く、次いで「夫婦のみ」の割

合が 28.4％、「親と子（中学生以下の家族がいる）」

の割合が 16.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 711

親と子（中学生以下の
　　　　　　家族がいない）

29.1%

一人暮らし
5.6%

無回答
1.0%その他

5.5%

３世代（中学生以下の
　　　　　家族がいる）

7.0%

３世代（中学生以下の
　　　　　　家族がいない）

7.0%
夫婦のみ

28.4%

親と子（中学生以下の
　　　　　家族がいる）

16.3%

N = 711

無回答
0.6%

３年未満
3.1%

３年～10年
9.6%

20年以上
70.9%

11年～20年
15.8%

N = 711

わからない
0.3%

無回答
0.8%アパートなど（賃借）

6.8%

マンション（分譲）
0.4%

一戸建て（持家）
89.9%

一戸建て（賃借）
1.8%
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問７ あなたの職業についてお聞かせください。 

「会社員」の割合が 32.6％と最も高く、次いで

「無職」の割合が 27.1％、「パート・アルバイト

など」の割合が 19.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問８ 通勤・通学についてお聞かせください。 

「通勤・通学していない」の割合が 37.0％と最

も高く、次いで「市外の会社・学校へ、通勤・通

学している」の割合が 32.6％、「市内の会社・学

校へ、通勤・通学している」の割合が 22.2％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 711

無回答
8.2%

市内の会社・学校へ、
通勤・通学している

22.2%

市外の会社・学校へ、
通勤・通学している

32.6%

通勤・通学
していない

37.0%

N = 711

会社員
32.6%

自営業
4.8%

パート・
アルバイトなど

19.3%

家事専業
13.2%

学生
1.8%

無職
27.1%

無回答
1.1%
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（２）あなたの公共施設の利用状況についてお聞かせください。 

問９  あなたご自身は以下の公共施設をどのくらい利用していますか。それぞれの施設

について１～６のいずれか 1つに〇を付けてください。 

③陶芸苑、④兼山歴史民俗資料館、⑩トレーニング室、⑪ＫＹＢスタジアム、⑫テニス場（Ｋ

ＹＢ・鳴子近隣公園）、⑱多文化共生センター（フレビア）、㉒Ｌポート可児で「いままで一度も

利用したことがない」の割合が高く、約８割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

文化創造センター（アーラ）

Ｂ＆Ｇ体育館

学校開放（体育館・格技室）

Ｂ＆Ｇプール

トレーニング室

ＫＹＢスタジアム

テニス場（ＫＹＢ・鳴子近隣
公園）

グラウンド（運動公園・広
見・塩河・姫治・坊主山）

市庁舎

N = 711

荒川豊蔵資料館

公民館・連絡所（兼山生き生
きプラザ含む）

学校開放（運動場）

エコドーム

多文化共生センター（フレビ
ア）

児童センター（広見・帷子・
桜ケ丘）

老人福祉センター（福寿苑・
可児川苑・やすらぎ館）

図書館（本館・分館）

可児郷土歴史館

陶芸苑

兼山歴史民俗資料館

福祉センター

Ｌポート可児

6.9

41.8

11.1

4.1

4.2

13.8

21.9

12.9

6.5

24.6

9.1

28.7

13.5

29.0

64.7

87.8

64.0

81.0

51.8

79.6

4.4

3.7

4.2

4.1

3.9

3.9

4.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.8

1.1

1.0

0.1

0.4

0.3

0.1

0.6

0.8

3.2

0.1

0.1

1.0

0.3

0.7

0.6

0.3

0.1

0.6

0.7

0.6

1.1

0.8

0.7

0.7

0.4

1.5

4.1

15.5

0.3

0.3

0.1

14.5

2.7

0.1

2.5

1.4

1.7

0.4

5.3

4.2

5.1

1.7

4.5

1.0

4.2

4.5

43.3

35.9

3.5

4.8

20.4

1.1

0.6

1.4

1.8

21.1

19.4

21.4

10.7

9.6

13.9

28.0

30.2

30.8

21.0

18.6

38.0

32.8

14.3

10.8

67.7

70.6

67.8

82.3

81.2

79.9

63.4

59.6

18.1

20.7

73.6

80.3

84.2

53.0

27.1

4.4

3.9

3.7

4.4

3.7

4.2

3.8

3.5

2.7

3.7

4.1

3.9

3.9

4.1

4.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0.10.84.1 43.3 30.8 18.1 2.7
0% 20% 40% 60% 80% 100%

ほぼ毎日利用している 週に数回利用している

月に数回利用している 年に数回利用している

過去一年以内には利用していない いままで一度も利用したことがない

無回答
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問 10 問９で 「５．過去一年以内には利用していない」または 「６．いままでに一度

も利用したことがない」と回答された方は、その主な理由をそれぞれの施設について

１～５のいずれか 1つに〇を付けてください。 

③陶芸苑、④兼山歴史民俗資料館、⑤荒川豊蔵資料館、⑰エコドーム、⑱多文化共生センター

（フレビア）、㉒Ｌポート可児で「施設の存在やサービス内容を知らない」の割合が高く、約３

割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①図書館（本館・分館） 426

②可児郷土歴史館 647

③陶芸苑 676

④兼山歴史民俗資料館 673

⑤荒川豊蔵資料館 655

⑥公民館・連絡所（兼山生き
生きプラザ含む）

296

⑦文化創造センター（アーラ） 348

⑧ Ｂ＆Ｇ体育館 639

⑨ Ｂ＆Ｇプール 650

⑩ トレーニング室 667

⑪ ＫＹＢスタジアム 645

⑫テニス場（ＫＹＢ・鳴子近隣
公園）

661

⑬グラウンド（運動公園・広
見・塩河・姫治・坊主山）

634

⑭学校開放（体育館・格技室） 640

⑮学校開放（運動場） 631

⑯市庁舎 362

⑰エコドーム 552

⑱多文化共生センター（フレビ
ア）

670

⑲児童センター（広見・帷子・
桜ケ丘）

630

⑳老人福祉センター（福寿苑・
可児川苑・やすらぎ館）

641

㉑福祉センター 572

㉒ Ｌポート可児 662

12.7

28.1

31.8

10.5

14.7

12.8

27.2

71.0

57.8

61.6

83.0

79.7

77.6

66.2

4.9

12.4

6.2

5.4

5.1

4.7

7.7

5.1

13.9

14.4

12.8

14.1

16.4

18.7

12.8

13.8

11.5

10.5

27.5

29.1

33.3

17.3

6.8

78.3

78.9

80.3

78.1

75.7

68.8

71.5

72.6

71.3

77.4

65.6

64.5

61.4

73.6

73.5

0.2

0.3

0.3

0.3

0.3

1.8

0.6

0.3

0.2

0.5

0.8

0.9

2.1

1.8

1.3

4.0

0.3

0.5

0.7

0.3

1.1

4.7

0.9

0.9

0.3

0.8

0.3

1.3

3.0

0.3

0.3

0.8

0.6

0.8

0.6

2.3

1.6

3.2

2.0

0.6

1.4

6.1

0.6

0.3

0.5

0.7

0.3

0.3

0.6

0.3

0.6

0.6

1.3

1.2

1.2

4.9

5.1

3.1

0.3

0.3

0.6

0.3

1.9

0.1

0.3

6.5

5.6

4.4

5.3

5.0

4.8

6.5

7.7

9.8

9.5

5.2

4.9

4.4

6.3

7.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

6.8 73.5 4.7 6.11.9 7.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

施設の存在やサービス内容を知らない 利用する必要がない
サービス、利用時間、利用料金などに不満がある 県や他市町村の施設を利用している

民間施設を利用している 無回答
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（３）公共施設に関する市の取組みやあなたの考えについてお聞かせください。 

問 11 あなたは『可児市公共施設等マネジメント基本方針』についてご存知ですか。 

「知らない」の割合が 73.7％と最も高く、次いで「聞いたことはあるが内容までは知らない」

の割合が 19.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 12 問 11で１または２と回答された方はそれを何から知りましたか。（複数回答可） 

「広報かに」の割合が 71.8％と最も高く、次いで「人から聞いた」の割合が 12.9％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

711 4.5 19.4 73.7 2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

4.5 19.4 73.7 2.4
0% 20% 40% 60% 80% 100%

知っている 聞いたことはあるが内容までは知らない 知らない 無回答

N = 170 ％

広報かに

人から聞いた

ケーブルテレビ可児

公民館等においてあるパンフ
レット

可児市ホームページ

新聞記事

ＦＭらら

無回答

71.8

12.9

9.4

8.2

6.5

4.1

0.6

7.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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問 13 それぞれの方策についてどう思いますか。１～５のいずれか 1つに〇を付けてく

ださい。 

③【適正規模化】で「強く思う」と「少し思う」をあわせた“思う”の割合が高く、８割を超

えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 14 問 13の方策以外で、コスト縮減や財源確保の面から必要と思う取組みについて次

の中からお選びください。（複数回答可） 

「民間でできることは民間に任せ、運営コストを縮減する」の割合が 56.3％と最も高く、次い

で「企業等を誘致し、産業の振興を図り税収を増やす」の割合が 40.5％、「民間事業者に施設を

貸す、売却する」の割合が 35.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.8 35.7 9.0 1.5 10.4 3.5
0% 20% 40% 60% 80% 100%

強く思う 少し思う あまり思わない まったく思わない わからない 無回答

N = 711

⑤【集約・廃止】

⑥【民間活力の導入】

①【長寿命化】

②【基金( 貯金) の積立】

③【適正規模化】

④【複合化】

35.3

38.7

39.7

49.9

44.4

39.8

35.7

34.7

33.9

32.1

34.5

35.7

10.4

14.1

13.1

4.5

6.8

9.0

3.0

2.4

2.0

1.5

2.3

0.7

11.7

6.2

8.3

10.4

7.6

8.2

3.9

3.9

3.5

4.6

4.1

3.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N = 711 ％

民間でできることは民間に任
せ、運営コストを縮減する

企業等を誘致し、産業の振興
を図り税収を増やす

民間事業者に施設を貸す、
売却する

人件費を縮減する

人口増加政策により魅力ある
まちを形成し、税収を増やす

使用料金の見直しを行い、利
用者負担を増やす

その他

無回答

56.3

40.5

35.6

34.9

26.7

23.8

3.1

10.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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【その他の意見】 

意見 地区 年代 性別 

 現有施設の必要性を考える。 今渡 20歳代 男性 

 方策を検討し良い物は積極的に取り組んでほしい。 今渡 30歳代 男性 

 外国人より日本人の居住者を増やすべき。 今渡 30歳代 女性 

 運営コストを削減に加え、民間のノウハウ、人材を活用する。 土田 40歳代 男性 

 知らない施設が多いもっとアピールするべき。 土田 40歳代 男性 

 高齢者ボランティアの活用。ボランティア貢献度を数字で示

し伝える。 
土田 70歳代 男性 

 建て替えの議論に市民も参加させる。 帷子 20歳代 女性 

 少子高齢化に備え、本当に必要な施設を見極め、残していく。

無駄なものは、廃止すべき。 
帷子 30歳代 女性 

 冷静に客観的な判断を必要に応じて行う。 帷子 50歳代 女性 

 不必要な人員は退職してもらう。 春里 60歳代 男性 

 何割かは廃止する。 平牧 60歳代 男性 

 年度末の道路工事が大変無駄だと感じる事があります。 桜ケ丘 30歳代 女性 

 民間委託は必要だと思います。 桜ケ丘 50歳代 男性 

 個々の施設で検討する。 桜ケ丘 70歳代 男性 

 人を当てにするな。 広見 50歳代 女性 

 人口増加政策の内容を細かく教えてほしいものです。 広見 60歳代 男性 

 わからない。 中恵土 20歳代 女性 

 市民の生活水準にみあった施設を造るべきでは？ 兼山 70歳代 男性 

 市民が利用する施設に募金箱を置く。 無回答 70歳代 男性 

 

※自由意見は記入された方の意図がそのまま伝わるよう、可能な限り原文を尊重して掲載して

いますが、明らかな誤字・脱字と思われる字句は修正しています。また、個人（団体）が特定で

きる記述や、誹謗・中傷等は削除しています。 
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問 15 以下の市が管理する公共施設※のあり方について、あなたの考えをお聞かせくだ

さい。それぞれの施設について１～４のいずれか 1つに○を付けてください。 

⑨保育子育て施設（保育園・幼稚園）、⑩保育子育て施設（児童センター・キッズクラブ等）、

⑪高齢者用施設（老人福祉センター等）で「足りないので増やす」の割合が高く、約２割となっ

ています。④公民館・連絡所、⑤文化創造センター（アーラ）、⑦本支庁舎（市役所・総合会館

等）で「現状を維持する」の割合が高く、７割を超えています。一方、③その他の教育施設（郷

土歴史館・荒川豊蔵資料館等）で「多いので減らす」の割合が高く、約２割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 60.5 8.9 21.9 4.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

足りないので増やす 現状を維持する 多いので減らす わからない 無回答

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

本支庁舎（市役所・総合会館
等）

その他の庁舎施設（多文化共
生センター・エコドーム等）

保育子育て施設（保育園・幼
稚園）

保育子育て施設（児童セン
ター・キッズクラブ等）

高齢者用施設（老人福祉セン
ター等）

その他の福祉施設（福祉セン
ター・Ｌポート可児等）

市営住宅

N = 711

文化創造センター（アーラ）

スポーツ施設

義務教育施設（小・中学校）

その他の教育施設（図書館）

その他の教育施設（郷土歴史
館・荒川豊蔵資料館等）

公民館・連絡所

3.8

8.7

9.3

18.3

17.9

24.9

5.1

6.9

60.5

65.8

36.8

74.8

77.5

46.4

72.7

42.1

48.8

43.7

42.3

43.6

24.2

8.9

4.6

22.8

8.2

4.5

10.3

6.5

13.5

10.3

14.2

12.5

29.1

15.2

36.1

27.1

30.7

25.9

37.1

50.8

4.9

5.1

5.2

4.1

4.9

3.9

3.9

3.9

3.1

0.6

1.5

1.5

0.8

3.0

2.8

1.7

15.9

21.9

11.3

34.9

3.9

4.9

4.9

4.2

4.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 16 どのような状況の施設であれば規模の縮小や集約をしても良いとお考えですか。

次の中からお選びください。（複数回答可） 

「利用者・稼働率が少ない施設」の割合が 75.2％と最も高く、次いで「一部の個人・団体に利

用が集中している施設」の割合が 50.1％、「老朽化が著しい施設」の割合が 43.6％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他意見】 

意見 地区 年代 性別 

 関市のように役所、福祉センター、児童施設、図書館、プラ

ネタリウム、プールなど複合化できると良いのでは…。 
川合 30歳代 男性 

 使うチャンスがないから？ 下恵土 50歳代 男性 

 維持管理費を利用状況との比較。 土田 70歳代 男性 

 現在の車社会において近くに小規模で使えない施設があるよ

り利用価値が高い中距離にあるものが重宝されると思う。 
帷子 40歳代 男性 

 定年過ぎの人の留守番。 春里 50歳代 男性 

 個々の施設で検討する。 桜ケ丘 70歳代 男性 

 無駄なポストのための無駄な箱と出費。 広見 50歳代 男性 

 図書館は、内容を充実しもっと利用しやすく大きくすべき（駐

車場も含めて）こそ市の顔です。立派なものでも良いと考える。 
広見 60歳代 男性 

 老人が楽しめる施設…囲碁、将棋、お茶、お花、集まる場所。 兼山 70歳代 男性 

 

 

 

 

N = 711 ％

利用者・稼働率が少ない施設

一部の個人・団体に利用が
集中している施設

老朽化が著しい施設

運営費が高い施設

民間で同様のサービスを行っ
ている施設

近隣市町村で同様のサービ
スを行っている施設

その他

無回答

75.2

50.1

43.6

42.2

36.1

12.4

1.3

4.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

※自由意見は記入された方の意図がそのまま伝わるよう、可能な限り原文を尊重して掲載して

いますが、明らかな誤字・脱字と思われる字句は修正しています。また、個人（団体）が特定で

きる記述や、誹謗・中傷等は削除しています。 
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問 17 あなたは、この考え方についてどう思いますか。１つ選んで○を付けてください。 

「インフラは縮減できない」の割合が 58.4％と最も高く、次いで「わからない」の割合が 26.6％、

「インフラも縮減する」の割合が 10.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他意見】 

意見 地区 年代 性別 

 あまり利用されていない道路もありもったいない。 川合 30歳代 女性 

 人口が減少する今、新しい団地、新しい道路認めない。 川合 60歳代 男性 

 インフラは安心安全んでと思っているので老朽化のことを縮

減はしてもらいたくないが業者に足元を見られて高いメンテや

建設費などはどうにかしてもらいたい。 

下恵土 40歳代 女性 

 危険なところはなおしてほしい。 土田 50歳代 男性 

 道路や橋はすべてを車道にせず歩道や歩橋があっても良い。

また可児駅前整備の様に昔に計画されていたから整備したと思

うが、時代は一日一日と変わっているのだからその時点での検

討が必要ではないか。駅前は、何をやっても生き返らないと思

う。投資がもったいなかったと思う。 

土田 70歳代 男性 

無駄がなければ良い。 帷子 30歳代 男性 

 インフラは縮減できない。（但し利権に関わり特定の業者の

みが著しく利益をむさぼる様では本末転倒！！） 
帷子 40歳代 男性 

 勢いとその時限りの時流れで増え続けたものは、必要に応じ

て削減する勇気を持つ。 
帷子 50歳代 女性 

 計画的に同じ場所の工事をするといい。 帷子 60歳代 女性 

 可児駅の周りの発展を！ 春里 20歳代 男性 

N =

711 10.5 58.4 26.6

2.8

1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10.5 58.4 26.6 2.81.7
0% 20% 40% 60% 80% 100%

インフラも縮減する インフラは縮減できない わからない その他 無回答

※自由意見は記入された方の意図がそのまま伝わるよう、可能な限り原文を尊重して掲載して

いますが、明らかな誤字・脱字と思われる字句は修正しています。また、個人（団体）が特定で

きる記述や、誹謗・中傷等は削除しています。 
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意見 地区 年代 性別 

 それは構わないけど、つぎはぎだらけの道路はいただけない。 春里 40歳代 女性 

 インフラ必要。車と歩道。 春里 50歳代 男性 

 コンパクトシティー化し、拡大せずできるところを縮減する 姫治 40歳代 男性 

 適当な料金で工事されているか、常に監視する。 姫治 40歳代 女性 

 縮減できるように考えることも必要と思います。 平牧 20歳代 女性 

 できないが不必要な道路の建設等は、減らしていくべきだと

思います。 
平牧 30歳代 女性 

 可児市は、道路、歩道が狭すぎます！ 平牧 60歳代 女性 

 余分な道路などはいらないと思います。 桜ケ丘 40歳代 女性 

 場所により整備費の単価（方法）に差をつけるべきだと思う。 桜ケ丘 50歳代 男性 

 必要に応じて縮減を考えるべき。 桜ケ丘 50歳代 女性 

 必要性と利用率を考慮する。 桜ケ丘 70歳代 男性 

 人を縮減せよ。 広見 50歳代 男性 

 道路、橋は仕方がない。だからといって利用者（市民）の負

担が多くなるのはどうか→特に上下水道。美濃加茂市と上下水

道料金は、基本ベースで同じとアナウンスしていますか。 

広見 60歳代 男性 

 あまり利用されていない古い道は縮減。 無回答 70歳代 男性 
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２ 自由意見 

自由回答欄にお寄せいただいたご意見・ご要望を紹介します。 

調査票に自由意見欄を設けたところ、一般で 356件の意見が寄せられました。 

 

※自由意見は記入された方の意図がそのまま伝わるよう、可能な限り原文を尊重して掲載していますが、

明らかな誤字・脱字と思われる字句は修正しています。また、個人（団体）が特定できる記述や、誹謗・

中傷等は削除しています。 

 

公民館について 図書館について 教育施設について スポーツ施設について 

15件 37件 12件 25件 

文化施設について 高齢者施設について 
子育て支援施設につい

て 
その他の施設について 

16件 17件 21件 92件 

道路、橋等 市民病院 その他 合計 

37件 ４件 80件 356件 

 

１ 公民館について（15件） 

意 見 地区 年代 性別 

・公民館、市役所などにまめに行かないと情報をとりのがすこと

がよくあります。 
今渡 30歳代 女性 

・公民館を利用させていただきありがたいと思っています。使用

申請の方法等、申し込み日が土曜日、休日になる時は、前日（金

曜日）ではダメで、月曜日にわざわざ出かけなければいけませ

ん。現在（車に乗れない私は）自転車でいっています。金曜日

に申請ができるとついでがあり、ありがたいです。 

今渡 70歳代 女性 

・公共施設の使用の方法において高齢者が多くなり、民家の近く

でないと活動が難しくなりつつあります。ボランティアと市が

協力し、身近な公民館でクラブ等を行うことで市民にあった活

動ができるのでは。私たちも高齢者。 

川合 60歳代 男性 

・公民館の利用をもっと気軽にできるようにしてほしい。部屋を

借りる時に場所によっては「どうして使いたいのか」「なんのた

めに使うのか」「どのような団体なのか」根ほり葉ほり聞かれて

不愉快です。飲食などできるようにしてもらうともっとよいと

思います。 

下恵土 30歳代 女性 

・各地区には現在、立派な公民館がありますが、資金は、全部市

の負担でつくられているのか。土地はすべて市有地、または、

借用地もあるのか。 

土田 70歳代 男性 

・公民館勤務の女性が勤務中にしゃべり過ぎ。やることが無いな

ら人数減らせばと思う（帷公）。 
帷子 20歳代 女性 
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意 見 地区 年代 性別 

・以前、帷子公民館を利用しようと思った際、団体名でなければ

部屋を借りることができませんでした。利用者、稼働率を上げ

るためも当日空きがあるのであれば、個人でも部屋を借りられ

るようにしてほしいです。 

帷子 40歳代 女性 

・公民館など公共施設がとても立派すぎると感じます。新しい公

共施設をつくる際、もう少し簡素なものにしてみてはと思いま

す。 

帷子 40歳代 女性 

・正直言って、自分が利用しない施設は必要なのかどうかわかり

ませんが、普段使わないからといっても公民館などは、災害の

時など必要だと思うので削ってはいけないと思います。 

帷子 40歳代 女性 

・各地区の公民館にお金を使いすぎだと思います。市民会館があ

るのだから各地区はあそこまで立派な建物でなくてもいいと思

います。 

帷子 60歳代 女性 

・以前に比べると児童センター、公民館の利用者が少なくなって

きているみたい。安全ならなるべく長く施設を使わせてくださ

い。働いている方には申し訳ありませんが毎日座っているだけ

で何もしてないような時が多いように見えます。１人でよいよ

うな気もするが、何かあった時困るので２人くらいでもいいの

ではと思います。コスト縮減も考えてもいいのでは。可児のた

めにがんばってください。 

帷子 70歳代 女性 

・公民館が児童センターの役割を兼ねる等、場所を多様なことに

使い有効活用できるとよいのではないかと思います。 
平牧 30歳代 女性 

・公民館を縮小化し、稼働率の向上をはかること。 平牧 60歳代 男性 

・公民館等が多すぎる。 広見 70歳代 男性 

・公民館が多すぎる。広見、広見東、中恵土はまとめてもよいと

思う。マイナンバー制度を 120％活用し、連絡所の人件費等削

減をしたらと思う。 

無回答 40歳代 女性 

 

 

２ 図書館について（37件） 

意 見 地区 年代 性別 

・図書館をもう少しくつろげる憩いの場にしてほしい。アーラの

ようなおしゃれな施設にしてほしい。 
今渡 30歳代 女性 

・図書館は子どもの本はよいが、大人の本をもっと増やしてほし

い。もう少し開放感もほしい。 
今渡 30歳代 女性 

・図書館の拡充（本の種類、閲覧できるスペースなど） 今渡 30歳代 女性 

・図書館を充実させてほしいです。 今渡 50歳代 女性 
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意 見 地区 年代 性別 

・人口が 10万人にも関わらず図書館が小さすぎます。もっと広く

大きな駐車場をつくり「さっと入れる図書館」を。例えば、花

フェスタの横など。 

川合 20歳代 女性 

・図書館が充実すると嬉しい。 川合 20歳代 女性 

・可児市も駅前を整備されるのであれば、図書館も拡大し、利用

しやすいものにしてほしいです。図書館の駐車場も狭いです。

関市の図書館には、本や子どもを乗せるカートもあります。 

川合 30歳代 男性 

・可児の図書館が古い。利用する気にならない。他の地区はもっ

と大きくきれいで便利になっている。道路予算分をそういうと

ころにあてたらいいのではと思う。財政をあてる場所を考えて

ほしい。 

川合 30歳代 女性 

・図書館を魅力的にしてほしい。暗く、本も少ない気がする。 川合 30歳代 女性 

・私は生まれた時から可児市で、他の町も少しは見ましたが、や

はりずっと住むなら可児がよいと思って、可児に家を建て現在

も住んでいます。とくにこれ以上求めることはなかったのです

が、子どもができてから、図書館がとても使用しづらいことに

気がつきました。駐車場が狭く、ベビーカーでの利用が大変。

重い本を持って、子どもたちを連れて行くには危ない場所のよ

うな気がします。可児駅周辺に新しい施設ができるようですが、

そちらに移ってはどうでしょうか。 

下恵土 30歳代 男性 

・可児市図書館はよく利用していますが、駐車場も少なく規模も

小さいのでどうにかしてほしいです。 
下恵土 40歳代 女性 

・図書館がゆったりと本を読める施設では無い気がする。本館を

もう少し大きくするか、今ある施設のレイアウトなどを変えて

ほしい。川辺町や美濃加茂市のものをよく利用しているが、参

考にできるところはしてほしい。 

土田 30歳代 女性 

・利用者、稼働率によっては見直しも必要だし、図書館は思い切

って総合的なもの１つにまとめてもよいと思う。 
土田 30歳代 女性 

・駐車場が少し狭いと思います。車が無いと移動が難しいのでで

きるだけ広くいしてほしいです。図書館をもう少し広くしてほ

しいです。よろしくお願いします。 

土田 30歳代 女性 

・海外で生活して、日本にきて子どもを産んで今日思うのは、公

園はあっても、置いてある遊具は同じ。夏に小さい子が水遊び

する所は市外にしか無い。図書館も小さいし、学習室も小さく

て、長机だと 3人ではなく、1.5人しか座れない。1つは荷物置

き場になるから。 

土田 40歳代 女性 
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意 見 地区 年代 性別 

・私は車がないので図書館もいけません。読書が好きで今は、移

動図書館を毎月利用しています。この関係の方がここ一年で廃

止になるようなことを言っていました。その頃には私も年を取

り過ぎて読書もできないと笑っていましたが寂しいことです。 

土田 70歳代 女性 

・図書館は、本館が古く駐車場も狭いので行くのを敬遠しがちで

す。新しく建て替えて魅力のある場所にしてほしいです。 
帷子 30歳代 女性 

・名古屋の建造物、県立図書館は、黒川紀章さんの事務所に設計

をお願いされたそうです。旧図書館を利用していた人間（学生）

にとっては、優しくないものに変わってしまいました。いつの

時代も利用する人間の立場に立って、全市民の立場から公平な

改革を望みます。 

帷子 50歳代 女性 

・各地区の図書館を統合し、ひとつの大きな図書館にして、大都

市のような大きな公園の横に隣接する図書館をつくってもらい

たいと思う。 

帷子 50歳代 女性 

・一旦プランを決めたら変えようとしない。役所の硬直性を改め

てもらいたい。子育て支援中心の施設を駅前に設けるプランは、

大いに結構ですが、ママさんたちだけでなく、小中高生や一般

成人、高齢者も同じ場所で交流するためにも図書館等を（移転

させ）併設していただきたい。別々に建てるより経費や維持費

の節減にもなり、駅前の活性化にもつながります。車の利用だ

けでなく、広見線の利用促進にもつながります。 

帷子 70歳代 男性 

・図書館の雑誌があまりに古く、特に洋裁、編み物等、今時こん

な服つくる人居るのと思うくらい古いです。また借りたくなる

ような本をお願いしたいです。 

帷子 70歳代 女性 

・図書館を平地にし、駐車場も広く公園や広場があると、ベビー

カーの親子、高齢者、雪の日などの利用も増えると思います。

山上にある帷子分館、駐車場が狭い本館、利用しづらいです。

蔵所冊数も少ない。 

春里 40歳代 女性 

・夏休み図書館で勉強や工作ができるような広い図書館があると

よいです。 
春里 50歳代 女性 

・図書館が老朽化していて、魅力のあるものに思えません。幅広

い年齡の人が使えるものだと思うので一日中でもいられるよう

な施設になるとよいと思います。 

姫治 40歳代 女性 

・図書館や多治見市のまなびパークのような施設を充実させてほ

しい。 
姫治 40歳代 女性 

・図書館を他の市のように充実してほしい。何となく利用しづら

い。駐車場も。ハコモノでも多くの人が利用しやすい図書館を

充実すべきだと思う。 

姫治 70歳代 女性 
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意 見 地区 年代 性別 

・図書館は、図書館特別税を徴収してでもはやく建て替えてほし

い。 
平牧 40歳代 男性 

・不必要な道路や橋などはつくらないでほしい。それよりも図書

館はもっと大きくして、飛騨古川の図書館のように、市民が十

分に利用できる施設に変えてほしい。 

平牧 40歳代 女性 

・図書館は、10万人口都市にふさわしい施設を１ヶ所につくるこ

とを考えてほしい。あの施設ならば町の施設と変わらないうえ、

本離れが著しい現状においてはなくてもよい中途半端なもの

だ。 

平牧 50歳代 男性 

・図書館本館がハード、ソフト両面でみすぼらしい。建て替え、

移設またはアーラに組み込むなど可児市ふさわしい文化レベル

に合った図書館にするよう希望する。岐阜市立図書館を参考に

してください。 

桜ケ丘 60歳代 男性 

・図書館分館の開館時間を 10時～19時までとしてほしい。 桜ケ丘 60歳代 女性 

・加齢にて車の運転ができないため、どのような施設があろうと

も出かけることができない。日時に制約されない図書館の利用

が精々です。図書館の充実をお願いします。 

桜ケ丘 70歳代 男性 

・図書館（本館）についてですが、駅近くにあるのにも関わらず、

他市町村の規模に比べると、とても狭く感じます。学生の頃に

よく利用させてもらいましたが、駐車場も幅が狭かったことを

思いだします。駅前にあるのならば、もう少し利用者のことを

考えて、引っ越し等を市民にも考えさせてください。多治見市

駅前の図書館のように室内がとても明るくなるようなデザイン

もあればいいと思います。可児市の分館は使いやすいのですが。 

広見東 30歳代 女性 

・図書館（本館）は、規模が小さく、駐車場も不便。建て替えの

際は児童センター、福祉センターなどを集約させ、一か所で十

分過ごせる建物を建ててほしい。 

広見 40歳代 女性 

・広見の図書館は、大変に古く駐車場も狭いのでなんとかしてほ

しいです。 
広見 50歳代 男性 

・図書館は、もっと他市と見比べてほしい。福祉センター等を図

書館にしたらどうですか。 
広見 60歳代 男性 

・40年可児市民だがあの図書館をどうにかしてほしい。文化的水

準値をはかる指標になるものです。各務原市を見習ってほしい。 
無回答 40歳代 女性 
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３ 教育施設について（12件） 

意 見 地区 年代 性別 

・居住地域である今渡には、小学校が今渡北、南と２校存在する

が、規模を大きくして合併するか、１つを廃校にするか、施設

用途を変えるか。非常に近距離で運営する意味がなく、友人と

も近場の距離でも小学校が離れてしまい、かわいそうに感じる。

統合か、行きたい所を選べるようにするべき。民意を聞いてほ

しい。公園が極端に少なく子どもの遊び場が近くにない。 

今渡 30歳代 男性 

・小学校の校庭開放も縁がない物は利用しづらく、知らない者が

多い。 
今渡 30歳代 男性 

・小中学校は団地とともに急増させてしまったので、昔の小中学

校数に近づけるよう数を減らし、現在のように数があるだけで、

生徒がみだれた学校をなくし、県内でもすばらしいと言われる

ような、よい学校にしてほしい。蘇南中の様に人数が多すぎて

乱れている学校は、校区の区割を変えるなどしてよい学校にし

てほしい。 

土田 60歳代 女性 

・小学校、中学校の老朽化対策を行い、空教室に公共施設（老人

施設、保育園等色々あり）を移設し、できるだけ一か所で集中

管理できるようにする。 

土田 70歳代 男性 

・虹ヶ丘に住んでいるが帷子小学校の学区という点に疑問があり

ます。通学に少し不便そう。 
帷子 30歳代 女性 

・子どもが減っている小学校、中学校が廃校になったら防災の拠

点とし避難所、備蓄所、消防団詰所などを一か所に集約して、

普段からスポーツなどで人が集まるような工夫をしたらどうか

と思います。 

帷子 60歳代 男性 

・学校の空き部屋を利用して、老人向けの趣味の講座や体操教室

をやってほしい。公民館は利用サークルが固定している。 
帷子 60歳代 女性 

・学校の統廃合は反対。他の用途にも開放すべき。 帷子 70歳代 男性 

・質問が（内容）もう 1～2個あればというところがあります。学

校などは集約して、大きくすればいいものではなく、通学する

本人にして見れば何十年毎日のことですので、それなりに数を

増やして通学経費を少なくしてほしい。 

春里 70歳代 男性 

・今渡北小の排煙窓が開けられなくなっていますが、夏期はすべ

ての窓を開けても大変な暑さです。子どもたちが事故なく使え

るよう、工夫したいものです。 

姫治 40歳代 男性 

・兼山小学校で複式学級の話がでているという噂を聞いたけれど、

それはやめてください。 
兼山 30歳代 女性 

・大きな団地の形成などにより学校の教室数の変動（学生数の流

動による）。今たとえば、私の住んでいる久々利東明小学校は、

空き教室が随分あるようです。これらを保育施設または、高齢

者施設など共用できないものでしょうか。文化活動の施設でも

いかがでしょうか。 

無回答 60歳代 男性 
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４ スポーツ施設について（25件） 

意 見 地区 年代 性別 

・プールでウォータースライダーのある施設を増やす。 今渡 30歳代 男性 

・ごく一部の人の趣味として利用されるようなスポーツ施設をあ

えて市が運営する必要がない。（スタジアム、テニス場） 
今渡 40歳代 男性 

・スポーツ施設は、大人、小人（中学生）で価格を変える（特に

テニス場）。 
今渡 40歳代 女性 

・この近所で陸上のよい施設がないのでほしいです。今の坂戸で

は、サッカーと陸上が一緒になっているので集中できない。 
川合 40歳代 女性 

・体育館が（スポーツの大会で使える）あるとよいと思う。 川合 40歳代 女性 

・体育館の新設（バレーコート４面） 下恵土 70歳代 男性 

・今ある、運動ができる公園などに灯りをつけてほしい。夜、運

動したいが、どの公園も 17：00ぐらいまでで夜は真っ暗になっ

てしまう。無理につくることはないが、市民に予算や計画案を

広報などで確認しながら使いやすい施設にしてほしい。 

土田 30歳代 女性 

・Ｂ＆Ｇプールの更衣室の鉄扉に隙間があり、娘が５才の頃（現

在 30才）、孫が小学一年生の頃（現在四年生）、他にも近所の子

どもが、内側より扉を開けられた時、足を挟まれけがをした。

床面と鉄扉間のすきまをなくしてほしい。娘、孫がけがをした

時、係の人に危ないので直してほしいとは言ってありますが、

よろしくお願いします。 

土田 50歳代 男性 

・前山田市長の時、大型体育館をつくりたいと相談を受けました

がつくらなくてよいと答えました。 

理由：使用料が高くなる。（関市の体育館）維持費が高くなる。

（関市の体育館）使用率が低い。 

土田 70歳代 男性 

・ＫＹＢのような整備の整った人工芝のサッカー場がほしい。Ｋ

ＹＢはまわりを囲っている為、サッカーの場合、風が通らず、

夏は中の気温がとても高い。とてもサッカーをやる環境ではな

い。サッカー人口の増えている可児こそ、他県からもチームを

呼べるサッカー場を持つべきだと思う。子どもも大人も、男女

ともサッカーを楽しむ可児になるのが望みです。 

帷子 40歳代 男性 

・教育や生命にかかわるような施設は、維持をして、スポーツや

一部の人しか利用しないものは、民間に任せるか、ＮＰＯ化す

る。 

帷子 50歳代 男性 

・例にあげればプールなど、設備のよい所を１か所に絞り、入場

者を増やす。 
帷子 60歳代 女性 

・問 9 の内学校開放（運動場）について、何月何日開放されるか

の情報がない。 
帷子 70歳代 男性 
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意 見 地区 年代 性別 

・可児市の公共施設プールは、Ｂ＆Ｇのみです。（それも夏場のみ）

近隣の犬山市・各務原市・大口町・小牧市のプールで泳いでい

ます。健康寿命を少しでも延ばし、なるべく子どもたちの世話

にならないように生きていきたいので、できましたら可児市に

も年中泳げるプールをつくってください。 

帷子 60歳代 女性 

・トレーニング室に女性デーをつくっていただけたらと思ってい

ます。もっと利用しやすいのではと女性の立場ではいつも感じ

ています。 

帷子 60歳代 女性 

・野外スポーツをする施設が少ないと思うのでその方面に力を入

れてほしい。 
帷子 70歳代 男性 

・Ｂ＆Ｇ体育館を利用するようになって 18年目に入りました。週

１回の利用ですが４時になると可児高（生徒）が必ずいます。

今のままの料金（使用料）だと助かります。あとの２日間は集

会所を使用しています。使用料はＢ＆Ｇ体育館も集会所も同じ

です。 

帷子 70歳代 男性 

・可児市内のトレーニング室は講習を受けて、利用がはじめられ

ます。他市町は、申し込みの手続きをすればすぐにでも気軽に

はじめられます。講習を受けることも大切かもしれませんが受

けることのできない人は、市町外の施設に足を運び、その市町

にお金を払い、利用しているのは少し無駄だと思う。利用者が

増え、収益の上がる利用法を考えるべきです。 

春里 50歳代 男性 

・スポーツ少年団とのかかわりで、スポーツ設備を利用すること

がありますが、建物だけでなく、道具類の老朽化がすすんでい

るのも気になります。不特定多数の利用者があるものなので改

善を願います。 

姫治 40歳代 男性 

・私のように 70歳近くになるとあまり施設を利用しなくなるので

なんとも言えませんが、とにかく安くて運動できれば。年金生

活だとやはり家の近くへウォーキング。Ｂ＆Ｇも利用している

のは、やはり安いからです。これからはグランドゴルフへでも

と思っています。 

姫治 60歳代 女性 

・子どもが楽しめるプールや公園ももっと増やしてほしい。 平牧 40歳代 女性 

・高齢化社会に対応するため、シニア世代を対象とした複合型ス

ポーツ施設を建設してほしい。高齢者の健康維持を目指し、安

くて気軽に利用できることが望ましい。 

桜ケ丘 20歳代 男性 

・市民プールをつくってほしい。他の市町村は、綺麗な市民プー

ルがあり充実している。 
広見 40歳代 女性 

・Ｂ＆Ｇは周辺の地域にもあり、可児になくてはならないもので

はない。それにより周辺にないプール、体育館などをつくり、

市外からも人を集め、金額も高めに設定し、人を集めたらどう

か。魅力的な施設を建ててほしい。 

広見 40歳代 女性 

・Ｂ＆Ｇプールを年間通して使用できるようにしてほしいです。 中恵土 50歳代 女性 
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５ 文化施設について（16件） 

意 見 地区 年代 性別 

・アーラは維持費がかかりすぎるので縮小。 今渡 30歳代 男性 

・アーラなど稼働時間の長い施設へ集約を図ればサービス向上と

人権費増加抑制が同時に図れる。例：図書館などアーラへ集約

すること。 

土田 50歳代 男性 

・アーラ内に①図書館、②可児郷土歴史館、③陶芸苑、④兼山歴

史民俗資料館を移設する。 
土田 70歳代 男性 

・普通の文化施設もあちこちに造らず、可児市オリジナルな、（ユ

ニークな）ステキな施設を一点絞ってつくる。（例、荒川豊蔵資

料館など、外の県からも観光で訪れるところをつくる） 

帷子 60歳代 女性 

・歴史館、資料館等は学校教育の一貫として活用されていると思

いますが、地元だけでなく他地方からの訪問者に見てもらえる

ような工夫（宣伝やイベント等）が必要。また建物自体の明る

さ、展示方法、美化、入りやすさ、ガイドの教育等を考える必

要があると思います。 

帷子 70歳代 男性 

・文化創造センターは、大ホールのイベントが少なすぎて話にな

らない。もっと毎週のようにイベントが開催されて収入が増え

ないものですか。 

春里 20歳代 男性 

・夜遅くまでやっている自習室が必要です。（理由）図書館は 19

時までしかやっておらず土、日は、大変混み合います。アーラ

は自習スペースがなく、暗く、学生など騒がしい。提案として、

アーラが 22：30までやっているのだからアーラに自習スペース

をつくるべき。 

春里 20歳代 男性 

・ala など維持費がかかるものは民間などに委託するなどし、運

営のあり方を見直すべきだと思う。次世代に負担がかかる。維

持費がかかり続けるものは、基金や企業からの募金などで少し

でも負担を減らしてほしい。 

春里 30歳代 男性 

・アーラは、音楽のレッスンに利用していましたが、椅子や机（重

い）を自分たちで出したり、片付けたりしなくてならないので

不便でした。椅子や机が、そのままで使用できる部屋があれば

もっと活用したいと思います。 

春里 60歳代 女性 

・自分の好きなことには手を出すけど、その他のことには、あま

り興味が無いので行くこともないです。歴史館、資料館などは、

１度行けばもう行くこともない。 

姫治 60歳代 女性 

・仕事柄、アーラのギャラリーやホールを利用することがあるが

金額が高いのに、市の職員やパート、技術者の態度や対応が悪

いので二度と利用したいと思わない。少し遠くても隣の市の文

化センターを利用しようと考えている。 

平牧 40歳代 女性 
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意 見 地区 年代 性別 

・瑞浪市の（文化センター）には、グランドピアノが２台あり、

一般の人は、予約をすれば（１時間）無料で、だれでも弾くこ

とができるため、もう数十回と可児から車で 45分ほどかけてで

かけております。帰りは、喫茶店がセンター内にあり、休憩し

て帰ります。可児にもアーラがあるので、大きなイベント以外

にもこうした市民が楽しめるピアノ（グランドピアノ）でなく

ても、電子ピアノやアップライトピアノを置いて、自由に楽し

める会場があってもいいのではないか。 

平牧 60歳代 男性 

・アーラでのチケット購入受付は１人でもよいのでは。あまり混

雑しているのを見たことがない。 
平牧 60歳代 女性 

・文化創造センターの活動が高く評価され、実際スタッフの方々、

ホールの音響もすばらしいので、その質を保ち、更に発展させ

るように期待しています。 

桜ケ丘 60歳代 女性 

・アーラを活かしきれていないと思う。家族連れが憩うのもよい

が、もっと文化的事業的に力を入れてほしい。有名人を招いた

り、市内のサークルなど、もっと周知して市民参加の機会を増

やしたらと思う。映画もたくさん上映してほしい。 

無回答 40歳代 女性 

・問 10、歴史館、資料館等→聞いたことはあるが 1人では足が。

でも友だちを誘ってまでは（興味が無いしなかなか）暗いイメ

ージ。 

無回答 50歳代 女性 

 

 

６ 高齢者施設について（17件） 

意 見 地区 年代 性別 

・今後は高齢化が進むが、もっと先の未来は高齢化のためにたて

た施設などが運営困難になってくる。 
今渡 30歳代 女性 

・高齢化対策として必要となるであろう施設に予算を配分する。 今渡 40歳代 男性 

・施設で働く人数を減らす（仕事をまとめる）。高齢者用施設で風

呂など、時間を決め、光熱費を抑える（曜日を決めたり）。福祉

施設などへ補助金を考える。 

今渡 40歳代 女性 

・ある老人福祉センターでは、１人で行っても一部の人たちに私

物化されているようで行きづらいと聞きます。料金化したらど

うですか。 

下恵土 70歳代 男性 

・問 10について現状利用する必要がないので答えられません。老

人福祉や子どもの育成に関わるものは充実させてほしい。 
土田 50歳代 女性 

・公共施設を利用したことが無いので今のところ必要ありません。

しかし、自分自身、年をとった時は利用しやすい施設があれば

すごく助かると思います。ですので、子どもやお年寄りが利用

しやすい施設があればいいと思います。 

帷子 30歳代 女性 
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意 見 地区 年代 性別 

・いま子どもが少なくなってきているので、小学校などを合併し

て、老人ホームや福祉ホームの施設を増やすとよいと思う。 
帷子 50歳代 女性 

・老人ホームをつくってほしい。 帷子 60歳代 男性 

・問 15公共施設のあり方ついてのアンケートでは利用状況がどの

程度なのか不明なので分からないという回答が多くなりまし

た。②人口はどうなる。公共施設の利用者も減少するため、と

ありますが施設にもよりますが、65才以上の人口が横ばいで、

今、利用するために申し込んでも断られることがあります。そ

の時、他の施設が空いていたら利用できるシステムがスムーズ

にできることを願います。 

帷子 60歳代 女性 

・昭和 23、22、24年生の人が多いので老人施設はそれにあわせて

多くしたり、少なくしたりした方がよいと思う。 
姫治 60歳代 女性 

・高齢化に伴い、高齢の人たちの健康寿命が延びるような施設、

企画を考えてほしいです。 
桜ケ丘 60歳代 女性 

・高齢者の健康寿命を伸ばすため自宅近くで気軽に利用できる施

設があるとありがたい。 
桜ケ丘 60歳代 女性 

・高齢者に伴う施設は、特に考慮してほしい。 桜ケ丘 70歳代 男性 

・高齢者用施設についても一部の個人の利用が集中している。 広見 70歳代 男性 

・公共団体にかかわらず低所得者、独居住まいの人間が入居した

い時（介護度にもよりますが）に入所できるようお考えいただ

きたく思います。 

中恵土 70歳代 女性 

・老人介護施設（春里苑）のようなものや、一人暮らしの老人を

集めて生活する安心施設とか考えてください。 
無回答 70歳代 男性 

・（個人的に腰痛で病院に通うことが多くなり）とくに災害時など

実際に今１人の方は本当に不安だと思う。地元で安く入所でき

る老人施設がたくさん必要かと。  

無回答 50歳代 女性 

 



26 

 

７ 子育て支援施設について（21件） 

意 見 地区 年代 性別 

・今まさに子育て期間であるが、可児市は、他の市に比べて子育

ての施設をもう少し充実してほしかったです。 
今渡 30歳代 女性 

・労力不足の中、若い母親にとっては、子どもを安心して預けら
れる施設があれば働きたい人は大勢いる。朝８時から夜７時く
らいまで預けられる方法はないか。核家族で固定する母親の相
談、アドバイスできる人をつくれないか。暇を持て余している
老人を活用することはできないか。 

今渡 60歳代 男性 

・幼児がいる関係で、子どもと一緒に利用する施設に目がいきま
す。高齢者施設は、可児市に現在、多数設備されており充分か
と思います。御嵩町の「ぽっぽかん」などよい施設だと思いま
すが、可児の児童センターは、対象年齢が幅広く、０～３才な
どの乳幼児が利用するには、危険も多いので利用できません。
子どもが少し大きくなってからは、関市の市役所内の全天候対
応型の遊び場などよく利用しています。 

川合 30歳代 男性 

・保育子育て施設と、その他の福祉施設を適正に規模化し、複合

化を行う。 
川合 50歳代 男性 

・高齢者の福祉施設は、結構よく見るようになったのですが、子

ども、青年の福祉面ももっと充実するとよいと思います。 
下恵土 30歳代 女性 

・小学校、保育園、児童館を統合することはできないでしょうか。

利用する側としてはそのほうが便利です。児童館については、

美濃加茂や御嵩のほうが魅力があると思います。 

下恵土 40歳代 女性 

・子育てをしているので、保育所の老朽化や、セキュリティ面で

の心配がある。 
土田 30歳代 女性 

・未満児を預けられる保育園が足りない。実態調査をして、待機

児童ゼロにしてほしい。保育園の数もそうだが、保育士の数も

増やすべきだと思う。虹ヶ丘に住んでいるが帷子小学校の学区

という点に疑問があります。通学に少し不便そう。 

帷子 30歳代 女性 

・小学校に通う教員や生徒の親のための託児所、幼稚園を併設す

る。 
帷子 60歳代 男性 

・児童センターが学区的にあるとありがたい。春里小学校の子は、 

帷子児童センターまで行くのに必ず送り迎えが必要になり、子

どもが行きたくても、親の都合で行けない時がでるので、利用

回数も減ってしまう。 

春里 30歳代 男性 

・保育子育て施設を増やして待機児童をゼロにしてほしい。 春里 40歳代 男性 

・保育園に障害児枠がない。多治見にはあるのに、可児では親が

苦労している。断られる場合もあり、発達障害児の行き場が限

られる。公立の幼稚園もひとつだけは少なすぎる。瀬田は今、

園児がいっぱいで、加配がつくのに発達障害児は面接で落とさ

れる。公立なのに面接で拒否されるとは何事か。 

桜ケ丘 30歳代 女性 

・働くママが増え、保育園の必要性は高まっていると思う。 桜ケ丘 40歳代 女性 
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意 見 地区 年代 性別 

・子育て世代の人が住みやすいまちづくり、子育てのしやすい施

設づくりを望みます。 
桜ケ丘 60歳代 女性 

・子どもたちのための施設は充実させてください。 桜ケ丘 70歳代 男性 

・広見の児童センターがなくなってしまうことに子どもたちをは

じめ、保護者の方々からも不満の声が多く聞こえます。駅前に

変わってしまうと、広見の子どもたちが行きづらく、不便です。

広見児童センターを残し、子どもたちが安心して遊べる場所を

今まで通り与えてやってください。 

広見東 30歳代 女性 

・小学校、中学校、高校の教室に冷房設備を付けてほしい。（暑く

て勉強ができない。成績上がらないのでは）学校教育、いじめ

問題、教師いじめの知識、専門性を持ってほしい。いじめに真

剣に取り組んで、子どもの心、仲を守ってほしい。子ども達の

ＳＯＳを気がついてほしい。 

広見 40歳代 女性 

・保育園の受け入れの人数が少ないため、その負担が私立に向か

っている気がする。民間企業ではあるが、市も現状をきちんと

知るとよい。公立の保育園を増やすか、受け入れ人数が増える

と民間の負担も減り、働きやすいと思う。 

中恵土 20歳代 女性 

・公共施設というか、子どもたちが気がねなくのびのび遊べる場

所をと思います。 
中恵土 60歳代 女性 

・未満児の保育園を充実してほしい。料金を安くしてほしい。兼

山保育園は人数が少なく、行事（運動会や発表会等）の運営も

厳しい学年もあるので、両親が働いていなくても入園できるよ

うにしてほしい。 

兼山 30歳代 女性 

・子どもが使う施設に関しては維持してほしいです。 兼山 30歳代 女性 

 

 

８ その他の施設について（91件） 

意 見 地区 年代 性別 

・問 16にあったように利用者の少ない施設、利用が片寄っている

もの（公園も含む）は、市の担当部署は徹底的に調査等を行い

（放ったらかしにしない）、有無を決めていく。動いたら面倒的

な考えはやめる。建設的な意見はどんどん吸い上げてください。 

今渡 20歳代 男性 

・既存の施設で魅力あるサービスを提供できなければ、何をして

も無駄になる。（無駄と思われてしまう）市民に求められる公共

施設運営を。市民にはできないことがもっとあると思います。 

今渡 20歳代 男性 

・他の自治体にないようなオリジナリティーがあれば利用者の増

加にも繋がると思う。 
今渡 30歳代 男性 

・人件費などもかかるので、同じような施設や近いもの等はでき

るだけ集約し規模を小さくする。 
今渡 30歳代 男性 
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意 見 地区 年代 性別 

・可児駅前の開発をし、民間のビルなどをいれて道路を有効活用

しないとあの立派な橋や道路がもったいない。花フェスタもそ

ろそろ整理してはどうでしょうか。 

今渡 30歳代 男性 

・できる限り一つの場所にして、家族のいろいろな年代が同じ場

所で事が足りるといいと思う。バラバラすぎて人件費がかかる。

民営できるものはする。 

今渡 30歳代 女性 

・人口は減るだけだから施設は増やす必要はないと思う。ただし、

安全を第一と考え、施設の整備は徹底するべき。それから、何

かと工事を長期に渡り行いすぎだと思う。そんな所に税金を使

わないでほしい。 

今渡 30歳代 女性 

・今回はじめて知った公共施設がたくさんあった。利用状況にも

よりますが、同じようなサービスを行っている施設は、まとめ

てしまったほうがよいと思います。 

今渡 30歳代 女性 

・エコドームを利用したいが、曜日が決まっており利用すること

ができない。 
今渡 40歳代 女性 

・公共施設を知らないことをこのアンケートにより知りました。

子ども（小学生）が歩いていける範囲で安心して遊べる場があ

るとよいと思いますが、少ないように思います。（鳴子公園は不

審者が出たこともあると聞いて行きたがりません）。市外の人も

「可児市に行きたいと思うような取り組み、宣伝、施設の見直

しがあるとよいと思います。子育てに優しい町＝人口が増える

＝財源確保になるのではと思いますが。“魅力ある可児市”であ

るとよいです。 

今渡 40歳代 女性 

・各公共施設の利用状況は、分かりませんが、大所高所から状況

を判断し決断しないと解決しないと思います。未来に負の遺産

を残さないようにしてほしいです。 

今渡 50歳代 男性 

・税収が厳しくなることは切実な問題ですが、これから年を取っ

ていく身としては、施設が減らされると、困ってくると思いま

す。今は、車で少々遠くても出かけられますが、外出も大変に

なってくると思うので、便利な施設が身近な場所から減らされ

ないことを望みます。今、少しされ始めていますが、コンビニ

と連携して住民票などが交付してもらえるようになったり、補

うことができるようになれば、それでもよいかと思います。 

今渡 50歳代 女性 

・会社勤めでは、途中で抜け出すことが大変難しい。市役所の各

種手続きが、土日にできるようになればうれしい。 
今渡 60歳代 男性 

・年代別に見て 65歳以上の人口がこの先増加していくのに比べ、

若い世代の人口が少ないので、若年世代にとって住みやすいま

ちになっていけたらよいと思います。施設も利用度の少ないも

の、維持に費用のかさむものを見直し、縮小することも必要で

す。 

今渡 60歳代 女性 
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意 見 地区 年代 性別 

・将来的に人口減少、税収入の減少、高齢化が見込まれる現状下、

身の丈に合った運営が必要であり、不要不急、また利用者の少

ない施設は順次廃止、または民間業者に譲渡し、スリム化を計

るべきである。可児川苑、アーラ、歴史館など。 

今渡 70歳代 男性 

・公共施設にかけるべき財源を算定した上で、今後どうするか考

えるべき。今後の人口や企業が増加するかどうかを考慮したう

えで利用率における優先順位をつけたほうがよい。 

川合 20歳代 男性 

・箱物はいらない。 川合 40歳代 男性 

・民間の空き部屋やマンションを買い取り、低価格でリノベーシ

ョンをして活用する。 
川合 50歳代 男性 

・利用者が少ない施設、一部の人しか利用しない施設は縮小か廃

止するべきだと思います。 
川合 50歳代 女性 

・利用者、稼働率が少ない施設であっても地域の人に必要があれ

ば縮小したり、見直すことは大切だと思います。人件費もある

ので正しく分析できるとよいと思います。 

川合 50歳代 女性 

・関係ないことですが、緑のカーテンをやっていますが意味がな

いです。あれをやる目的は葉を茂らせて室内温度を下げること

です。でも、それができていると思われない。植えている植物

の育て方が理解されていない。目的を達成するためにやるべき

ことがされていない。能力がなさすぎ。全員クビ。 

下恵土 30歳代 男性 

・どんな施設でもなくなれば利用者としては困る。なくす場合は、

変わりになるものが必要となる。 
下恵土 50歳代 男性 

・使っていないから個人的には「いらない」が、使用している人

には施設は「大切」。 
下恵土 50歳代 男性 

・市民が利用する魅力のある施設。健康増進を気軽に行いたい。 下恵土 50歳代 男性 

・規模の縮小や集約をしても、それを感じないような、ゆったり

としたものであってほしい。事故につながらないよう建物等再

検査をしていただきたい。 

下恵土 60歳代 女性 

・利用の少ない建物などは、減らしていったらよいと思います。 土田 30歳代 女性 

・来るべき少子高齢化に備え、特に、私のように両親縁者がなく

なり「保証人」や「連絡先」が用意できない人に対しても、公

共施設を活用し、１人でも自立、文化的生活ができるようにし

て頂きたいのと、若者や高齢者が１人にならないような「サロ

ン」的な活用も考えられる。人と人のつながりのなかで「少子

化」も歯止めがかかるかも知れません。 

土田 40歳代 男性 

・初めて行った公共施設で、勝手がわからず困っている時の職員

の対応がちょっと冷たく感じます。施設になれている方ばかり

ではないので、ちょっと迷っている方を見かけたら声をかける

などしてほしいです。 

土田 40歳代 女性 
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意 見 地区 年代 性別 

・公共施設は普段利用することも少なく、必要と感じることがな

いかもしれませんが「いざ」という時があります。その時に備

えて、他とのバランスを取りつつ、改善し、残すものや活用し

ていくものについて、いろいろな意見を取り入れていかないと

と、思っています。思わぬ使い方や代用策など広く募集してほ

しいです。 

土田 40歳代 女性 

・魅力ある施設づくりをお願いします。 土田 40歳代 女性 

・可児市の能力（財政）に合ったことを基本としてほしい。他市

の施設を貸用することなども考えてもいいのではないですか。

堅実な市政運営を希望します。 

土田 60歳代 男性 

・交通の便のよい場所に集約できるものは集約し、多くの人が利

用しやすい施設にしてほしいです。運営コストの縮減やよりよ

いサービスの提供などは、民間企業などと協力して運営できる

仕組みを作ってあらゆる世代が住みやすい街の基盤にしてもら

いたいです。 

帷子 30歳代 女性 

・ＩＴ技術（ネット予約）等、ある程度の近代化。清掃の徹底に

よる清潔の維持などにより利用率を高め、ランニングコストを

下げられることが公共施設の鍵になると思う。 

帷子 40歳代 男性 

・税金の使いみち（使途）について再精査する必要がある。市民

税をはじめとする各種の税金を納めているがなんの恩恵もな

い。ひとつひとつの公共施設について維持管理費の精査、価値

の妥当性、必要性等適切かつ確実な対応を。本アンケートを形

だけの対応とせず活かしてほしい。 

帷子 50歳代 男性 

・人件費等かかると思いますが、休日の変更、時間を延長、ある

いは始業時間の９時～を、１１時～に遅らせるなど勤務後に利

用できるようになるとよいと思う。 

帷子 50歳代 女性 

・現在の年齡と家族構成により使用する施設は片寄りますので、

現状利用したことのない施設についてはわかりません。施設が

多ければ、多いほど市民生活は便利になりますが、建物もさる

ことながら、そこに従事する職員の人件費も非常に大きいと思

われます。高齢化も極まっており、利用動向により、削減して

いくことは当然と思います。多くの市民がアクセスに便利で利

用しやすい環境を整えた施設を残し、施設数を減らすことがで

きれば効率化できるのかと思います。 

帷子 50歳代 女性 

・自治体が本来しなければならない事項と、一部市民が恩恵を受

けるサービスは別のことと考える。人口減少社会の中でやらな

ければならない施策と、市民サービスをよく考えた市政運営を

要望する。 

帷子 60歳代 男性 

・「ハコモノ」は費用が多額となります。余分なものは、つくらな

いようにしてください。 
帷子 60歳代 男性 

・ボランティアを使い、経費を抑えたい。 帷子 60歳代 女性 
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意 見 地区 年代 性別 

・足が不自由のため公共施設に行きたくてもなかなか外出できま

せん。近くの駅や団地の集会所などに出張してくださるとよい

と思います。老人には何をするにも不便です。 

帷子 60歳代 女性 

・私は利用することは少ないですが、孫達が利用させていただい

ております。 
帷子 60歳代 女性 

・人口が少なくなるのに新しく建設することはないと思います。

今ある施設を統合したり、民間に払い下げたりして活用したら

よいと思います。これ以上、田畑や野山が少なくなって、箱物

ばかり増え、無用の長物になるのはやめたほうがよいのではな

いでしょうか。将来に、緑豊かなよい環境を残した方が賢い方

法だと思うのですが。いかがでしょうか。 

帷子 60歳代 女性 

・場所がよくわからない。 帷子 60歳代 女性 

・40年前にこの地に住むようになった時は、小学校の数も少なく

入学前から学校建設のために出資したり、ショッピングにも車

がないといけない状態から考えるとずいぶん生活のしやすいい

い街になったと思います。今は、70近くになり、独居（40才過

ぎた娘は名古屋まで務めに出ているので）となり、自分の健康

を維持し、日々を送ることができているのか、どうかが一番の

心配事で、市の方もこれから私のような年寄りが多くなってい

く中、市民全員が満足する決断をするのは難しいかもしれませ

んが、ハコ物が多ければ、楽しく暮らし易いという時代ではな

いと思います。 

帷子 60歳代 女性 

・特に無し。ただ特定の個人や企業が優先して使用しているもの

は、検討の余地あり。 
帷子 70歳代 男性 

・新可児駅前の駐車場だらけより企業優先で税収を確保。それに

よりアーラの使用料を下げて利用者を増やす。あまりにも駐車

場だらけ。公共施設の利用を増やすのは今の現状ではどうかと

思う。 

帷子 70歳代 男性 

・一部の人しか利用しないような施設は撤廃すべし。維持費、人

件費を切り詰める。 
帷子 70歳代 男性 

・公共施設が点在するのではなくて、なるべく集中的にして交通

機関を整備していったほうが、統合に向けては必要かもしれま

せん。例えば、アーラと図書館の隣接が望ましい。 

帷子 70歳代 女性 

・施設の②～⑤、⑰⑱㉒は、そのような施設があることを知りま

せんでした。利用者が少ない施設は閉鎖したらよいと思います。 
春里 30歳代 女性 

・数が少ない。 春里 40歳代 女性 

・これ以上「ハコ」に金を使用するのは無駄だ。役人の定年後の

先も必要だが、国民のためか。役人の「あとおし」。地面ではい

つくばって生活する人の身をよく考えてください。 

春里 50歳代 男性 
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意 見 地区 年代 性別 

・子育てが終わり、今、介護のことを重点に思っていますが、そ

の年代で感じること、必要なものがあると思います。何もかも

民間とは思いませんが、無駄なことは除いてもらいたいとは思

っています。 

春里 50歳代 女性 

・利用者の数は毎年毎に集計を出していることですが、その中に

於いて、利用者が多い少ないをしっかりみて、今後のことを考

え、厳しい決断をしなければ、今後も市の負担は多くなると思

われる。つまり身を切る思いで政策をしなければ、将来必ず不

利になると思われる。 

春里 60歳代 男性 

・一部の個人団体のための施設が公共であるが、民間利用ででき

るのではないか。利用料の値下げ。一個人、一団体の意見がす

べての市民の声になっていないか。声を大きくした一部の意見

が通るのが公共なのか。 

春里 60歳代 男性 

・夜が暗い（照明）。施設の人が多すぎる。気軽に利用できる施設

に。 
春里 60歳代 男性 

・公共施設は、民間に比べ、サービスが悪い。 姫治 50歳代 女性 

・市役所や公民館、その他の職員をもっと減らしてほしい。市の

経営する老人施設を増やしそちらで収入を得たらどうだろう

か。あとシルバーの活用やパートの活用で、正社員の市職員の

削減を求む。誰もが思うが、市役所へ行っても人数の割にのん

びり、応対も遅い。その給料でインフラ整備をしてほしい。 

平牧 40歳代 女性 

・農地をつぶしての新築、新興住宅をストップして各団地の空き

家、空き土地を有効利用。若い人向けに、古家を簡単にリフォ

ームするだけでは無理。何をするにも財源が必要。もっと企業

誘致が必要かと。先の市会議員選挙でも誘致をうたっていたの

は３名だけ。 

平牧 60歳代 男性 

・愛知県犬山市学習等併用施設を参考にしてもいいと思います。

先着順に毎月一日を申込日とし、少人数でも無料で借りられる

よう、営利を目的とせずもっと社交ダンス等練習する場がほし

いです。私は可児市民ですが、犬山の学習等併用施設を利用さ

せていただいております。もう 20年もサークルで使わせていた

だいています。管理人さんも皆いい人です。ダンスは運動です。

汗が多く出ますので絶対に冷房施設は必要です。お願いします。 

平牧 60歳代 女性 

・どの施設も職員が多すぎませんか。 平牧 70歳代 女性 

・公共施設が多く減少してしまうと、市街地から離れた「周辺」

地域の住民の負担が増すため規模の集約には気をつけて対応し

てほしい。 

桜ケ丘 20歳代 男性 

・縮小、集約ではなく、コスト、人件費の縮小により維持は可能

である。施設を減らすと利用者できる人が限られてしまう（車

を運転できない人、バス代を払えない人、長時間家を空けられ

ない人等のために小規模でも数は必要）。 

桜ケ丘 30歳代 女性 
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意 見 地区 年代 性別 

・証明書の交付を大垣市や高山市の様にコンビニ自動交付などを

活用しサービスの利便性を上げつつ、窓口を減らし、施設の集

約をするのであれば、施設を減らしても問題ないと思います。 

桜ケ丘 40歳代 男性 

・世代によって利用施設や頻度が違うので選択が厳しいと思う。

一概に稼働率、利用者が少ないからといって歴史的なものを削

れないと思う。地域によって世代の差があるのでそれに応じて

必要性も変わってくると思う。 

桜ケ丘 40歳代 女性 

・現状をよく分析してどこにより重点をおいて縮小するか、増や

すかを考えるべきだと思います。維持費や運営費が極端に高い

のも考えるべきだと思います。（運営方法などを）住みやすい可

児市になるよう、よろしくお願いします。 

桜ケ丘 40歳代 女性 

・全体的な数は把握していないが利用者の少ない施設は廃止する

べきであると思います。建物の維持費、人件費等は少数利用者

のために使われるべきではないと思います。可児市が発展でき

ないのは昔のつながりの業者、人脈にこだわりすぎて民間の斬

新なアイデアを取り入れてない所があるからです。一昔前の村

社会と同じです。 

桜ケ丘 50歳代 女性 

・少子高齢化、人口減少が進む中、財政事情も厳しい折、箱物、

特に、公共施設の数が多すぎる。当然老朽化が進み、改修費用

も必要となる。時代背景を考慮し全般的な見直しを切望する。 

桜ケ丘 60歳代 女性 

・利用者が少ないなどの施設については、早急にやめるべきです。

役所の仕事は、いつまでも時間をかけすぎで決定が遅いです。

担当責任者が自分の時は結論を出したくないような気風がある

ように思います。なにごとも迅速に。すべてにおいて職員の人

件費を減らすべきだと思います。 

桜ケ丘 60歳代 女性 

・転入後２年も経ていなくて、パートにも出ているので市役所、

図書館以外利用したこともありません。今後については老齢化

に伴い、きめ細かい対応（老人対策）をお願いしたいと思いま

す。尚、市役所では、いつも親切丁寧にして頂き不満に思った

ことはありません。ありがとうございます。 

桜ケ丘 60歳代 女性 

・基本的に現在あるものを有効活用していってほしいです。多少

使用目的が当初のものと変わってきてもよいので。 
桜ケ丘 60歳代 女性 

・ハードが多すぎると費用が大きいので縮小していったらよいと

思う。 
桜ケ丘 60歳代 女性 

・若い人が郷土に誇りを持って、住み続けたいと思え、また、若

い人の意見を取り入れた施設はあるのでしょうか。 
桜ケ丘 60歳代 女性 

・新オレンジプラン、団魂世代が暮らしやすいまちづくりを目指

し、公共施設についても考えていただけたらと思います。 
桜ケ丘 60歳代 女性 
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意 見 地区 年代 性別 

・公共施設について質問するにはあまりに大雑把すぎます。それ

ぞれの施設の現況、将来像を個別に示してもらわねば市民とし

て判断できるものではありません。公共施設は、街の文化、知

性、志操の表れと思います。一度作ったら長期に存在し社会に

地域環境に影響を与えるものです。教育文化施設のような設備

とインフラ、福祉庁舎とは同じレベルで効率を問うようなマネ

ジメントはありえません。それだけの高い見識、広視野、深い

専門性の認識の上での方向性のアセスメントであるべきと思い

ます。 

桜ケ丘 70歳代 男性 

・現在市の公共施設に従事している人々は、それぞれの責任感を

持って努力しておられることと確信しております。市民が感謝

ながら利用できるような環境づくりに一層の努力をお願いした

いと思います。 

桜ケ丘 70歳代 男性 

・すべてを市がカバーするのは、難しい。必要と思う人もいれば

不必要と思う人もいる。年代でも使用施設は違ってくるし。今

使用しても数年後は、使用しないとか。公共施設は安いが、使

用者が限られているので、民間の方が市の援助を受けながらや

るのがよいと思う。 

広見東 30歳代 女性 

・利用者が入りやすく、且つ様々な方が集まることができる施設

が増えるとよいと思う。そのために細かいところの費用をしっ

かりと皆でじっくり考えて決定してほしい。 

広見 20歳代 男性 

・市民にとって使いやすく使いたくなるような施設に変えていっ

てほしいです。よろしくお願いします。 
広見 30歳代 女性 

・障がいを持っている人が安心して雇用できる事業所を増やして

ほしい。一般事業所でも障がい者が働ける採用率を増やす。ゲ

リラ豪雨、災害に強いまちづくり。避難所を増やす。現状では

足らないと思う。障がい３級手帳を持っている人にメリットを

増やしてほしい。夏祭りはもう少し遅い８月中旬頃にしてほし

い。熱中症になりそう。市役所の案内がわかりにくい。（特に国

保課、年金課、税務課、健保課）。 

広見 40歳代 女性 

・利用する人がいるなら少数でもなくしてしまうのはどうかと思

う。集約、廃止してかえって不便になる人はでないか考える必

要があると思う。私自身公共施設を利用することがほとんどな

いのですが。施設を整備した時点で老朽化は考えていたんでし

ょうか。 

広見 50歳代 女性 

・福祉センターは何やっているのか。職員は何人いるのか。市営

の葬祭場でもつくってもらって方が市民は安心です。箱物は、

市民参加で保全したらどうか。ペンキ等。 

広見 60歳代 男性 

・企業の誘致では社会的に人材不足、魅力ある町づくりには新た

に膨大なお金がかかると思います。そして可児市は内陸にあり、

山地であり道路も狭く逃げ道がない。新たな第３の新しいアイ

ディアをさがしだし、じっくり考えるしか無い。 

広見 70歳代 男性 



35 

 

 

意 見 地区 年代 性別 

・それぞれの公共施設の内容や役割及び、利用状況等をほとんど

知らないのに判断することは、困難ですが、一般論として思う

ことは、公共交通機関が十分ではない現状では、利用者が少な

くても、地域によっては必要な施設は、維持すべきだと思いま

す。また施設は質素、省エネでも構いませんが市民に広く開か

れた利用しやすい施設であり、民主的な運営がなされるもので

なければならないと考えます。 

広見 70歳代 男性 

・次世代の若い人達の負担が、少しでも軽減できる様にお願いし

ます。 
広見 70歳代 女性 

・最近朝昼夜なく健康維持のために歩いたり走っている方を多数

見かけます。野外にて太陽光を利用した照明にて安全に回週で

きるような公園が市役所周辺等にあるとよいと思います。また

高齢者の乗る自転車が安全に走行できる高低差の無い道を設計

してほしいですね。 

中恵土 50歳代 女性 

・どんな施設がどのように利用できるのか、あまりわかりません。

どのような場所にあるのかもわかりません。利用サービスの前

の段階でアンケートの参加は不向きでした。 

中恵土 60歳代 女性 

・個々の公共施設の建設目的・目標を再度整理し現状および近い

将来の目標達成度を数値化する。その上で個々の公共施設の廃

止・統合・集約案を立案し、実施時期を調整することで必要予

算を均等化する。公共施設見直し案と毎年度の施設維持費を市

民に提案する。尚、目的・目標達成度による施設利用評価は３

年毎に実施し計画見直しをする。 

兼山 60歳代 男性 

・行ったこともない施設が多いことに自分で驚いています。必要

とされる施設、あまり利用されていない所をしっかり把握し、

今後のあり方を考えていただきたい。小さなことですが利用さ

れていない施設の夜の開館等ムダははぶいてほしいです。あま

り利用されなければもっと充実していくよう努力も必要かと思

います。 

兼山 60歳代 男性 

・建物が立派すぎる。職員の質の向上を望みます。市の顔であり

営業マンであるべきと考えます。 
兼山 70歳代 男性 

・高齢で活動家でもありませんので申し訳ありませんがあまりわ

からないのが本音です。でも若い頃利用させていただいた図書

館や、行く回数は少ないですが歴史資料館、公民館等はいつま

でも残してほしいし、充実もしてほしいと思っています。 

兼山 70歳代 女性 

・市内の施設の老朽化は、仕方ないとして、分散の仕方、統合の

仕方等お役所都合が多すぎる。ワンストップ申請等の流れに反

すると思う。各公民館の防災施設の充実を図ってほしい。 

無回答 40歳代 男性 

・ここ数年でめまぐるしくいろんなことが変化してきていると思

います。何が必要で何が必要でないかは、個人の考えもさまざ

まで難しいと思います。それでも子どもや老人が楽しくふるさ

とである可児で生きて、いいところだと思える公共施設であっ

たらと願っています。 

無回答 無回答 無回答 
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９ 道路、橋等（37件） 

意 見 地区 年代 性別 

・子どもや老人が気軽に安価で利用できるところがもう少し多く

あるとよいと思う。公園なども少ないと感じられます。 
今渡 60歳代 女性 

・年末に無駄に道路の工事を毎年しはじめる。20年以上住んでい

るが、年度末調整感が毎年半端ない感じがします。きれいな道

路をわざわざボコボコにしているところもあり疑問です。（特に

桜ヶ丘ハイツ～あおい書店間に年末無駄工事が多い。） 

川合 30歳代 女性 

・目立たないものが多いことや道路が狭く、車で行きにくい場所

に建っている所へは行こうと思えないので改善すべき。 
下恵土 20歳代 女性 

・駅西の公園は、使う側の視点でつくられていません。 下恵土 40歳代 女性 

・広見橋とほたる橋の中間の新設橋の建設理由の意味がわからな

い。 
下恵土 60歳代 男性 

・名鉄広見線の存続について今後どのようにするのか。早急に結

論を出したらどうか。 
下恵土 70歳代 男性 

・橋、上下水道、道路等のインフラは、整備していただきたい。 土田 50歳代 男性 

・公園等を各地毎に増やす必要あり（緑地が身近にあるとよい。） 土田 60歳代 男性 

・公園内の樹木を大きいから邪魔だからと切らないようにお願い

したいです。（自然と緑を大切にしてください） 
土田 70歳代 男性 

・可児駅前に作った道路や橋は無駄、利用なし。上下水道料金の

高さ。なぜ名古屋市より高いのか。無駄な施設が多いから。外

国人からもっと税金をとるべき。市職員も人口比に対して多い。 

土田 70歳代 女性 

・頻繁に道路工事しすぎ。 帷子 20歳代 女性 

・必要のない道路を作らない。利用者の少ない道路の道幅を広げ

るのは、無駄だと思います。利便性の高いものから順に精査し

て住民の暮らしに本当に必要な物は何かを見極めていく必要が

あると思います。 

帷子 30歳代 女性 

・通学路は、本当に安全か。子どもたちが安全に通える環境づく

りを行ってほしいです。団地内のカーブミラーが足りていない

です。調査していただき、必要な所に早めに設置してもらいた

いです。団地内を走り回る子どもたちも多いため。工事車両な

ど住民以外の車輌ドライバーは結構スピードを出して走ってい

くので心配です。よろしくお願いします。 

帷子 30歳代 女性 

・また、他の市に比べて大きい公園が少ないと思います。ちびっ

子が遊べるような大型遊具を備えた（岐阜ファミリーパークの

ような）大きい公園が１つあると、他の市からも人が集まって

くると思います。近くにあるやすらぎの森も、今ひとつパッと

しません。アスレチック（利用料をとってもよいと思います）

をつくるとか、もっともっと活用できそうなのに、もったいな

いと思います。書ききれません。がんばってください。 

帷子 30歳代 女性 
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意 見 地区 年代 性別 

・車通りの少ない場所への信号機設置などは無駄で交通渋滞にな

ります。やめていただきたいです。公共施設の維持管理も大切

で、難しい問題もいろいろあると思いますが、危険な箇所（児

童の通学路）や街灯の明るさ（暗すぎて物騒な場所も多々あり

ます）の見直しも重要だと思いますがいかがでしょうか。団地

内は夜遅く高校生が帰宅する子もいて（部活）、同じ子を持つ親

としてとても不安になっています。今後の市政に期待していま

す。市民の意見をまとめるのは大変でしょうが応援しています。 

帷子 40歳代 女性 

・施設の集約をした場合交通の便を考えてほしい。 帷子 60歳代 女性 

・高齢化が進むなかで公共施設を利用する移動手段も考えた合理

化が必要だと思います。 
帷子 60歳代 女性 

・どの施設を利用するにもまずは車がないと動けない。統廃合す

るのは大切だが、家から遠くなると利用しづらくなる。団地は

坂道が多く自転車も大変。再度さつきバスやさつきタクシーの

利用方法を周知して下さい。（タクシーの利用方法がわかりませ

ん）。 

帷子 60歳代 女性 

・道路・橋は利便性を考え充実した方がよいと考えます。 帷子 70歳代 男性 

・鳩吹台団地内道路が工事後の凸凹も多く通行に悪影響が出てい

る。ほこりこそ立たないが、舗装道路とはとても言えないと思

う。 

帷子 70歳代 男性 

・何でもかんでも箱物をつくるのは後世にそのツケ（維持費）を

回すだけだ。最小限の小さな政府を目指してほしい。以前から

提案しているが、都会に近い自然の多い住みやすい街を目指す

ためにホタルを養殖し、ホタル公園なるものを作ってはどうか。

子どもから年寄りまで喜び、人が集うのは間違いないと思う。

コストも維持費もさほど掛らないと思うがどうでしょうか 

帷子 70歳代 男性 

・利用したい所も交通の便が悪く、長く利用しにくい所がありま

す。 
帷子 70歳代 女性 

・人口減少の傾向を推測するとコンパクトな町づくりが必要と思

う。 
帷子 70歳代 女性 

・立派な施設があっても交通が問題です。公共交通が不便だった

り交通費が高かったりしたら利用したくてもできないです。 
帷子 70歳代 女性 

・私たちは自営業の為に子どもとの休日も合わなくて利用する機

会があまりありませんでしたので、あまりわかりませんが、運

動会や会合の時くらいでどこでも駐車場が少ない思いを持って

いて、あまり出かけたいと思いませんでした。 

春里 50歳代 女性 

・それなりの理由があると思うが、年度末に同じ場所の道路工事

をしていて市民には無駄に見える。複数の工事を一度で同期間

で行う等、今のやり方を根本的に見直す必要があるのでは。 

姫治 40歳代 女性 
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意 見 地区 年代 性別 

・施設を集約した場合、遠くの施設までの交通機関が必要と思わ

れます。（高齢者） 
姫治 50歳代 女性 

・疑問点ですが、上下水道が完備されてから 10年以上たちますが、

まだ下水道を使っていない家々があるようです。規制とかは無

いのでしょうか 

姫治 60歳代 女性 

・道路のセンターラインがうすれ雨の日見にくい。（質問と違いま

すが） 
平牧 60歳代 男性 

・市内を回るコミュニティーバスの幹線バスダイヤ本数の増便特

に桜ケ丘線は、市役所までの時間がかかりすぎ、または、他の

地域でも苦情が多いと思いますが幹線直通バスダイヤが組めな

いか。 

平牧 70歳代 男性 

・大森に住んでいますが、バスが通らないので広見に買物にも行

けない。また桜ケ丘～福寿苑に通っているバスは、（広見に買い

物に行くために）山崎や杉本から乗れませんか。300 円タクシ

ーでもどうやってたのめばいいのかわからない。そうと言って

もバス停までは遠いし。 

平牧 70歳代 女性 

・いくらよい施設があっても老人がそこへ行くことができない（運

転できなくなる）場合、使用したくても使えない。市のコミュ

ニティーバスがあるが、運行間隔がまばらすぎて使い物になら

ない。名鉄や東鉄などとタイアップして、もう少し市内の公共

交通を充実させてほしい。（例多治見駅→桜ケ丘→広見→土田を

基幹とするバス） 

桜ケ丘 40歳代 男性 

・桜ケ丘に住んでいます。車がありませんので、花フェスタ行き

のバス、文化センターに行くバスがあれば楽しみが増えるかな

ーと思います。（友達とも行けますので）この２ヶ所は、夫が元

気なときは運転してくれてよく行きました。（４年前） 

桜ケ丘 60歳代 女性 

・KYB スタジアム、可児川苑、アーラ等、可児市主要施設には交

通機関の充実と、デマンドタクシーの乗継なしで行くことがで

きるように要望します。 

久々利 70歳代 男性 

・道路のでこぼこを直してほしい。標識が多すぎて景色が悪い。

信号機のＬＥＤ化を増やす（車で市外に通勤しています。川合

地区は、道路がでこぼこ。雨の日は最悪）。 

広見 40歳代 女性 

・JRと名鉄の駅をもっと近代化してほしい。多治見の駅と比べる

と見劣りして恥ずかしい。 
広見 40歳代 女性 

・市内道路が場当たりすぎて、流れを乱した作りのためかえって

渋滞を起こす元となっている。車の流れを全く把握していない、

ご都合主義の作り。私の周りでは、「名古屋まで行くのに、市内

通過の方が時間がかかりすぎ」「産業を推奨する割には大きな車

が通る道と、生活道路が一緒なのはありえないし、議員の家の

周りだけ綺麗にしている」と、言われている。全体のビジョン

がなさすぎ。 

無回答 40歳代 男性 
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10 市民病院（４件） 

意 見 地区 年代 性別 

・美濃太田駅の駐輪場は、無料でバイク置き場の横は、交番でと

ても安心して停められます。アーラより市民病院がほしい。春

日井からこちらに引っ越してきたとき大きな病院がなかったの

で不安でした。子ども達が結婚し子どもができたら親元で（実

家）と考えているようですが、大きな病院がないので私として

は、複雑です。 

下恵土 40歳代 女性 

・高齢者世帯（子どもは遠方）が増え、夫婦のいずれかが病気入

院した場合、病院へ見舞いに行く足がない。特に真夏の今困る。

市外入院ですとタクシー等に頼るしかない。年金暮らしでとて

も大変です。市の総合病院がほしい。痛切。 

土田 70歳代 男性 

・企業の誘致を行い町を活気つける。市民病院を建設し安心した

生活ができるようにする。 
帷子 70歳代 男性 

・市民病院を建設していただきたい。 平牧 70歳代 女性 

 

 

11 その他（80件） 

意 見 地区 年代 性別 

・名古屋でら得のようなプレミアム商品券を発行するのはどうで

しょうか。（Ｋマネーあるのは知っていますが。） 
今渡 30歳代 女性 

・知っている人は活用していても、知らない人などはどこで何が

できるのかいまいちわからない。今回アンケートに答えてみて

知らない施設の多さに驚いた。来年、子どもがうまれるのでも

う少しわかりやすく、魅力的な施設案内やサービスがあるとよ

いと思う。利用者も増えていいのでは。 

今渡 30歳代 女性 

・質問の意味が分かりづらかった。利用と言っても自分の意志で

はなく選挙等で指定されて利用している。利用しない理由も興

味がなければ利用しない。回答に困る質問が多かった。 

今渡 40歳代 男性 

・福祉施設などへ補助金を考える。 今渡 40歳代 女性 

・ドッグランを是非つくってほしいです。花フェスタ公園もリー

ドをつければペット同伴も可にしてください。 
川合 20歳代 女性 

・もし学校を減らすなら、バス等の通学手段を充実させてほしい。

施設の存在を知らなかったり、利用方法がわからないことが多

いので、広報などで知らせる場合には広告のように、目に留ま

りやすい構成にしてもらえるとよい気がする。 

川合 30歳代 女性 

・利用したことのない公共施設のアピールポイントを載せたパン

フレット。 
川合 50歳代 女性 
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意 見 地区 年代 性別 

・公共施設の利用者負担の見直しを行って運営費を低くする。民

間事業者に施設を貸すとあるが、なぜ市でアイデアがでないの

か。一般の企業は、問題に対し取り組み改善している。 

川合 60歳代 男性 

・施設のあり方について、民間業者の意見はおおいに参考になる

と思う。役職主義の運営は限界があると思う。（従業員の能力も

含めて）。 

下恵土 30歳代 男性 

・人口の減少は、予想以上に加速すると思います。財源の確保も

厳しいと思います。駅前開発で新しく不要な箱物をつくる必要

はないと思います。市営住宅も民間施設、空き家を利用し、廃

止したらどうでしょうか。廃止対象を早々に決め、廃止、統合

は先行し進めるべきだと思いますが、不便の無いよう複合化も

図るべきだと思います。せっかくつくっても利用しにくいもの

であれば税金の無駄遣いです。中途半端なものはつくらないほ

うがいいとお思います。 

下恵土 40歳代 女性 

・過剰サービスにならないように、人件費を縮減して費用の確保

をお願いします。 
下恵土 50歳代 男性 

・こんなアンケートが一番無駄ではないか。企画のプロなら自分

たちで考え提案すべきでないでしょうか。※だれが考えても当

たり前の質問をしてどうするの。こんなので仕事になるはずが

ない。馬鹿でないかと思います。 

下恵土 50歳代 男性 

・公共施設の維持に費用がかかると考えている中で、新たに駅前

に施設を建設しようとすること自体おかしいと考えます。今あ

る公共施設を補修しながら、利用できる年数をのばすとともに

利用者に適切な利用負担を求めるべきです。利用価値の無い施

設について市民が負担をしているのは理解できません。 

下恵土 50歳代 女性 

・市内に公共施設はたくさんあると思いますが、どこに何があっ

てどのように利用できるのかが市民に周知されていないように

思う。周辺市町村を「いいな」と思わなくなるような可児市の

魅力がある施設づくりを予算との兼ね合いもあるとは思うが是

非お願いしたい。 

土田 30歳代 女性 

・運営を民間に任せられるようなもの（図書館、児童センター等）

は、民間にまかせ、市でやっていくべきものを選択、集中して

いくべきだと思う。 

土田 40歳代 男性 

・市民にとって大切な施設のこと。申し訳ありません意見はあり

ませんがどうぞよろしくお願い致します。 
土田 40歳代 女性 

・学校は何があっても事なかれ主義。尾木ママを呼ぶのはいいが、

来てもらったことに満足して終了している気がする。宿題も常

に同じプリントの繰り返し。できれば他の地区へ行きたいなと

思う。教育も自然もどっちもだめ。 

土田 40歳代 女性 
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意 見 地区 年代 性別 

・子育ても終わり、高齢者用の施設の利用もまだ先で公共施設を

利用することは、仕事をしていることもありほとんどありませ

ん。ですからあまりこういうことを考えたことはありません。

公共施設の一覧を見ましたが、国民健康保険診療所はどこにあ

り、多数の利用者があるのでしょうか。診療所であれば医師が

いるわけで市内に個人医院などあると思うので公共施設として

必要なのかわかりません。 

土田 50歳代 女性 

・何が最も必要なのかを上に立つ人がしっかり見ていることが大

切ではないでしょうか。住民が何を考え必要としているか、１

つにまとめることは、たいへんなことですがその場にいる指導

していく人がよりよい可児市を守っていくことだと思います。 

土田 60歳代 女性 

・個人としては利用しておりません。 土田 70歳代 男性 

・だれもが自由に利用できるように、マナーの悪い人にはどしど

し意見を言える人を公共施設に常においてください。 
土田 70歳代 男性 

・昔からの地区割制を再検討する。すべての項目について検討。

新しい地区割りを行い、支所等などの統廃合を行う。 
土田 70歳代 男性 

・色々施設を利用したくても出かけるのが大変です。近所の方た

ちと笑って話せる小さな場所があると、一人住まいの方でも近

況がわかって安心です。 

土田 70歳代 女性 

・公共施設の利用ＰＲをしているように感じられない。施設の存

在も知らないくらいだから案内の仕方を考えたほうがいいと思

う。 

帷子 20歳代 女性 

・公共施設の運営・運用という点で民間活力の導入といった他力

本願的な考え方はやめてください。 
帷子 30歳代 男性 

・うちは子どもがおりませんのでよくわかりません。申し訳あり

ません。 
帷子 30歳代 女性 

・他の市で日々、雇用（パート）として、２か所の公共施設で働

いたことがありますが、職員は忙しそうにしているが、無駄な

仕事が多いように見えました（可児市はわかりませんが）。無駄

なことは省き、仕事の効率を上げ、まずは人件費の削減を。年

度末には来年度の予算が減らされないようにと無駄に文房具を

大量に買っていたり、見てられませんでした。 

帷子 30歳代 女性 

・道路の整備がないのに大型店舗ばかり増えている。同じ種類の

店舗が近くにたくさんできて人口は増えないのにいくつも店が

できている。市が許可するのだろうか。 

帷子 40歳代 男性 

・インフラ整備は必ずやっていかなければいけないことなので、

公共施設にかける費用は、本当に必要なことだけにしてほしい

と思います。 

帷子 40歳代 女性 

・インフラに関しては、最近穴の空いた道路がよくあるので縮減

せずにしっかり整備してほしいと思います。 
帷子 40歳代 女性 
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意 見 地区 年代 性別 

・今後の方策は、問 13 の各項目及び問 14 の項目をバランスよく

取り入れて実施していくしかないと思います。課題は実施方針

が定まったら「どのように、何を、いつまでに」という実務的

な検討な部分だと考えます。また、アンケートを記入していて

全般的に思ったのは「民間活動の導入」が何故メリットがある

のかが分からない点（逆に言えば、現在の公的サービスコスト

の負担が多いということ）。この際、市が保有する遊休施設、土

地の売却貸付の検討、既存貸付料の見直し等をさせることも必

要ではないかという点です。また、利用頻度がゼロの施設は回

答に困りました。 

帷子 50歳代 男性 

・他の市町村からも利用者を呼べる施設づくり。他の市町村から

の集客があれば周辺への経済効果もあり、他にもあるからつく

るのではなく、オンリーワン的な特徴のある施設づくりが必要。

他市町村からサイクリングや山歩きに訪れる人をよく見かけ

る。まだ自然環境がよい状況にあると考えられるので、より呼

び込めるインフラ整備を望む（イベントも含む）。ただし、中途

半端でないものづくりで。 

帷子 50歳代 男性 

・人口減少で施設も少なくすることになるので当然市会議員、市

職員も最先に減員すべきと考えます。 
帷子 60歳代 男性 

・可児市にある教職員用住宅は今使用されていない様ですがもっ

たいないね。 
帷子 70歳代 男性 

・問 16の 1.2.3を重視して施設を増減する。インフラも不必要な

施設については縮減する必要がある。 
帷子 70歳代 男性 

・老人の施設ばかりに片寄らないで色々な年代の人に行き渡るよ

うな施設を工夫してほしい。施設を利用する人は、ある程度の

負担を負担をしてほしい。 

帷子 70歳代 女性 

・公共施設をもっと広く市民にアピールする必要があると思う。

昔から住んでいる人より近辺から来て住んでいる人のほうが多

い気がするが、旧跡やいわれのある場所等、最近テレビで見て

驚いたことがあった。地図を作ったり、子どもと一緒の場所探

しをしたり楽しい行事があるともっと市民に関心を持ってもら

えると思う。 

帷子 70歳代 女性 

・立派すぎて維持費が掛かり過ぎるのは問題です（アーラのよう

に）。耐火、耐震、バリアフリーが整っていれば美観的なものは

不要です。その分経費を抑えて下さい。 

帷子 70歳代 女性 

・今後できる駅前施設に自習室があり、夜遅くまでやってくれる。

もし、現在夜遅くまでやっている自習室があるのならば教えて

ほしいです。名城大学跡地、立地が悪いので民間へやったほう

がいいと思う。どう進んでいるかわからないけれど。花フェス

タ、アーラの活用、アーラはともかく花フェスタ。可児御嵩に

イオンができる頃までに花フェスタをもっと輝かせるべき。ア

イデアは思いつきませんが。 

春里 20歳代 男性 
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意 見 地区 年代 性別 

・何をやっているか明確ではなく、どう利用したらよいか不明。

子育て世代としては、児童館など、産科で利用方法などをレク

チャーする必要がある気がします。子どもが２人いますが、１

度も利用したことがありません（支援センターと児童館の違い

がわからない）。忙しいため利用が難しかったりします。 

春里 30歳代 男性 

・ハコモノはどうでもいいので、害獣対策をなんとかしてくださ

い。イノシシを退治してもらわないと本当に困ります。 
春里 40歳代 女性 

・水道工事等舗装を剥がす際計画的にし１年に何回も埋めたり剥

がしたりしない。箱物も必要性をよく検討してから進める。 
春里 50歳代 女性 

・近隣市町村在住の知人から可児は、アーラがあるのでうらやま

しいとよく言われます。多目的で小ホールの利用料金も安く設

定してあるので助かります。可児市は面積が広いのに公共交通

機関がありませんのでアーラ同様の施設で図書館や公民館機能

あるいは子育て支援施設の機能等を併せ持つ複合施設がもう一

つ位あってもいいのではないかと思います。 

春里 60歳代 女性 

・利用したい時もありますが、足がないばかりに残念に思います。 春里 70歳代 女性 

・アンケート用紙を送って頂きましたが、交通不便のため思った

ように行動ができませんのでわからないことばかりで申し訳あ

りません。 

春里 70歳代 女性 

・家と仕事以外は、生活に必要な買い物、病院ぐらいしか行かな

いので、公共施設は利用しない。よくわかりません。わかろう

とする余裕もないのですみません。 

姫治 40歳代 女性 

・働いている世代には役所以外、特定の人しか市の施設を利用し

ないと思う。高齢者が市の施設を利用するには、移動に不便が

あると思う。 

姫治 40歳代 女性 

・Ｌポート可児は、何をやっているのかわかりませんし、やはり

家から近くを利用すると思う。 
姫治 60歳代 女性 

・先日、家の近くで目の不自由なおいじさんが迷子になっていた

ので、おいじさんがいつも通ってる道まで連れてっていってあ

げた時、障がい者が暮らしやすくなるといいのにと言っていま

した。おじいさんがどのような意味で言ってたのかはわからな

いけど、障がいがある人のことも考えた町づくりも大切だと思

いました。 

平牧 20歳代 女性 

・上下水道は、海外の国では民間がやっている所もあるようです

ので検討してみては。後のことを考えずにハコモノを作ってき

たツケが回ってきただけ。税負担増や、公共施設削減かどちら

かだね。 

平牧 40歳代 男性 

・いろいろな施設のサービス内容についても、もっと市民に伝わ

るよう宣伝してほしい。 
平牧 40歳代 女性 
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意 見 地区 年代 性別 

・利用者が少ない施設を補修などして、登校拒否児童が通うフリ

ースクールなどになればよいと思う。そこでは大学の学食のよ

うに一般市民も出入りできる食堂やカフェがあり、高齢者や障

がい者や登校拒否の子が、一緒に運営することができたらよい

と思う。もう一つ、農家で余った野菜や、お店で出た賞味期限

が近い品を寄付してもらい、生活が困窮している人に配る仕事

があれば、引きこもりの子も人とコミュニケーションがあって

よいと思う。言うのは簡単。夢物語ですみません。 

平牧 40歳代 女性 

・市営住宅の縮小化検討を。利用者はいるのか。 平牧 60歳代 男性 

・民間の活力を利用し、共同な運営や設備の維持を含むのが必要

ではありませんか。 
平牧 60歳代 男性 

・①地域発展に利用できる施設 展示会、産業祭等に利用できる

集客がたくさん見込める施設（大規模な駐車場付）②街の発展

にかかせない施設 産業廃棄物処理の新設（多治見市平和公園

規模位）が必要。 

平牧 70歳代 男性 

・１か所に集約し、地域の交通機関バス、さつきバスの利用を高

めていく。高齢者に優しいまちづくりをお願いしたい。 
桜ケ丘 20歳代 男性 

・適正に運用されていると思っています。 桜ケ丘 30歳代 女性 

・所得の格差などの問題や、高齢化社会などの観点から、なるべ

く国にお支払いしている税金の中で地域に関わることができた

ら一般市民には一番助かると思います。ハード面、ソフト面で

民間に任せられることが少しでもできたら市役所でお仕事をさ

れる方を削減できないかなと思います。効率化も UPするかと思

います。赤ちゃんからお年寄りに優しい可児市であってほしい。 

桜ケ丘 30歳代 女性 

・地域により整備の方法（コスト・単価）にメリハリをつけ費用

を効率よく使用してほしいです。上下水道でも市の中心部と周

辺（地方）で同じものが必要なのですか。なにか必要なのかを

わかりやすく考えた整備が必要です。 

桜ケ丘 50歳代 男性 

・福祉センターの利用料金（エアコン、暖房費）が高いので、部

屋料金の中に入れて同じ料金で安くかりられる様にしてほし

い。 

桜ケ丘 50歳代 女性 

・皆様の努力に感謝します。 桜ケ丘 60歳代 男性 

・公共施設の存在がわかりにくいので広報誌などで紹介してほし

い。若い人が郷土に誇りを持って、住み続けたいと思え、また、

若い人の意見を取り入れた施設はあるのでしょうか。 

桜ケ丘 60歳代 女性 

・企業民間をもっと活用する努力が必要。他市町村と比べ努力不

足と思う。 
桜ケ丘 70歳代 男性 
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意 見 地区 年代 性別 

・どこにどのようなサービスをする施設があるかわからない（ア

ピール不足）。具体的なデータを記載して欲しかった（アンケー

トが丸投げ）。アンケートを取る前に PR する文書を回覧するべ

きではないでしょうか。実際に利用している人の声を聞いたほ

うがよいと思います。このアンケートの結果でどこが、どのよ

うに改善されたかの結果を見える形で表現してください。お願

いします。 

久々利 20歳代 男性 

・あまり利用していないのでなんとも言えません。 広見東 20歳代 女性 

・インフラも適正に実施されていることがだれの目にも見てわか

るようにしていただきたい。 
広見 40歳代 男性 

・重度障がい者ショートステイの施設がほしい。 広見 40歳代 女性 

・公務員の数も人口に比例して減らす。高すぎる人件費も減らす。

民間は、そうして工夫して生き残る。お役所はお上と履き違え

て住民サービスという意味を理解していない。サービスとは奉

仕の気持ちがないとできない。残念ながら、そういう人間を見

かけない。市役所の人間の口の聞き方はひどい。民間ならクレ

ーム来て大変なことになる。 

広見 50歳代 男性 

・どのような公共施設があるのか、使用するためにはどのような

手続きが必要なのかアピールが何もない。知っている人間だけ

が得をしており不公平をすごく感じる。 

広見 50歳代 男性 

・福祉センターは何やっているのか。職員は何人いるのか。市営

の葬祭場でもつくってもらった方が市民は安心です。箱物は、

市民参加で保全したらどうか。ペンキ等。 

広見 60歳代 男性 

・ムダ、ムラ、ムリのある施設は削減するのがよい。一部の個人、

団体等限られた設備は利用者負担。 
広見 70歳代 男性 

・今回はじめて聞いた施設が多かったです。利用者が増えるよう

に告知やイベントの工夫が必要だと思います。でなければムダ

なので縮小してもよいかと思います。 

中恵土 30歳代 女性 

・公共施設を利用したくても仕事をしているため休日や夜間しか

利用できず、施設によっては日中に利用したい内容が集中し特

定の利用者しか利用できない状況になっているような気がしま

す。問い合わせも日中しかできず夜間対応がしっかりしていな

い。夜間に問い合わせると的確な返答が得られない。利用者や

稼働率が少ない施設に関しては規模の縮小や集約を強く希望し

ます。コスト縮減目的で民間委託できるところは民間委託した

方がいいと思います。 

中恵土 50歳代 女性 

・自動車がないのでいくのに大変だ。 中恵土 60歳代 女性 

・市役所の企画部の皆様ご苦労様。 兼山 60歳代 男性 



46 

 

 

意 見 地区 年代 性別 

・お金に限りがある以上、残念ながら広い可児市をすべて満足さ

せることは難しいと考えます。選択し、集中した資金の投入は、

やむを得無いと考えます。 

無回答 30歳代 女性 

・児童センター、図書館、プール、体育館等→孫がいれば行くか

も。この先高齢になって運転免許に返上した時がコワイ。平地

ならまだしも、バスやタクシーを利用しても山を造成した団地

ばかりで車がなくなったら引きこもりになりそう。都会の病院

近くのマンション等への転居も考えなくもない。（将来、子ども

も帰ってこない為（雇用もないし。）余力のあるうちにと）。各

地若葉台のような問題も出てくると思う。自然が多くてのどか

な場所での子育て時代は良かったのですが。時は流れ１人にな

ったら認知症など出たら心配です。近所の絆→とくに自分は外

に向けて助けてと言えるタイプではないのでムリ。 

無回答 50歳代 女性 

・ふるさと納税等考えてはどうですか 無回答 60歳代 男性 

・稼働率の少ない施設や一部の人が利用するものは、減らすべき

と考えます。名城大学の閉鎖もせまっていますが、次の利用方

法考えていますか。 

無回答 70歳代 男性 

・利用することがない。 無回答 無回答 無回答 
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