
景観アンケート　自由意見総数　　312件
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計 443 件
重複意見含む

⑤　ピーチライナーに関すること

※個人が特定できる内容および誹謗中傷的な内容等が記載される部分及びご意見については省略しております。

⑫　その他

①　景観事業の進め方などに関すること

⑥　公園、緑道に関すること

⑪　防犯に関すること

⑩　街路灯に関すること

⑧　交通施策に関すること

④　まちの賑わい、活性化、観光に関すること

⑦　ごみに関すること

②　都市基盤（道路、河川など）の整備、維持管理に関すること

⑨　街路樹、緑に関すること

③　市の方針など市政全般に関すること
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①　景観事業の進め方などに関すること
136件

1

個人で小牧の景観を美しくより良くしたいと思い活動している人たちがいる一方、そういった人達の話だけ聞き何も
しない市役所の体制が気に入らない。データばかり集めるのではなく、小牧の景観を良くしようと思っている人たち
の協力をして欲しい。街路樹で信号が見えない事があるので、街路樹の手入れはしっかりしてもらいたい。必要な
所は、年間に何回などと決めず必要に応じて対応していただきたい。聞き流すのではなく、集めたデータをもとに
迅速、具体的に動いて欲しい。市民の声を聞かずデータばかり集めててはダメだ。(男性、30歳代)

2
中心市街地ばかりではなく、他の地域にも配慮して頂きたい。(女性、30歳代)

3

事業を進めるにあたり、景観の為の景観にならないようにお願いします。景観を良くするのは目的は市民の幸せ
の為と思います。そのへんにバランスのとれた事業を粘り強くなるべくお金を使わずに推進していって下さい。(男
性、50歳代)

4

「良好な景観づくり」といって、ただ見た目がきれいなデザイン性にこだわるのではなく、整備されたことによって「歩
きやすい“安全”な道が出来た」とか、「緑が増えたことで近所の人が集う場所ができた」とか・・・汚くて見せたくない
物を壁で隠してしまうのではなく、私たちが心の内側からきれいになったと感じられるような活動をしてほしい。そし
てちゃんと「こういう理由、目的の為にこうします」と納得できる税金の使い方をしてほしい。こういうアンケートに初
めて回答しましたが、今、小牧市にこういう計画があったり、今後どうしていきたいのかなどとても勉強になりまし
た。若い市長さんになられたので、心配もありましたが逆にこんな風に１人１人自分の声も聞いていただけるのだと
うれしく思いました。少しずつ市政にも関心を持っていこうと思いました。(女性、30歳代)

5

景観は、観光客が見込める場合にのみ税金を投入すべきで、交通渋滞を解消するような我々市民に影響の大き
いことを解決する方向へ進めてほしい。即ち踏切を無くす立体化とか道路の拡張や信号システムの改善などで
す。小牧市は赤字でないから景観に事業を投入にしているようですが、投入するには、回収（＝観光客収入）を考
えて行ってほしい。収益見込みがなければ昔からの箱物投資と一緒です。市民病院の花壇は植えかえすぎで
は？(男性、40歳代)

6

小牧市へ来てから40年になりますが、はじめは何と田舎へ越してきたかと思いましたけど、現在はずいぶんと便利
になり景観がよくなりました。(女性、70歳代)

7
子供が生まれるので、自然のある空気のきれいな街並み作りをしていっていただきたいです。(女性、30歳代)

8

景観基本計画について知りませんでした。申し訳ありません。但し私個人としては景観については非常に興味を
持っています。景観の先進国はヨーロッパだと思います。私の知る限りの差は、河川道路の清潔さ、商店街の賑わ
い、明るさ　等です。
１、まず金をかけずにできること。①道路、低樹木にあるゴミの徹底除去だと思います。②川底に生えている草の
除去
２、市が特にPRしたい場所への大型看板の設置と誘導。（市への東西南北の入口に）
３、市がPRしたい場所のPR　中日新聞・TV等へ月１位の定期に季節便りを。(男性、70歳代)

9
将来を見据えた景観づくりをして欲しい。(男性、50歳代)

10

○何を目指しているのかわからない。○観光地的なものを目指しているのならば、あまりにも中途半端すぎる。○
全てを統一するものと地域によって統一するものを別にした方が楽しみが増える。（ex.市で同じ草花をやるものと
は別に地区ごとの街路樹をかえてみたり、四季を感じられるものも入れる。ただ緑だけあればいいというものでは
ないと思う。）○形だけやってます的な取り組みじゃなくて、やるなら市民だのみではなく役所の人も率先して取り組
んでほしい。（市役所の前に、いろいろな形の花を１年中植えてみるとか。）○神奈川県足柄下郡湯河原町を参考
にしてみてはいかがですか？（一朝一夕でできるものではないとわかると思います。他にも何かと参考になると思
います。）(女性、30歳代)

11
景観はもちろんとっても大切です。ですけれどもっともっと大切なことがいっぱいあると思います。とりたてて景観に
税を使うというのは賛成できません。(女性、70歳代)
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12
歴史ある小牧山や観光名所の美装は大事だと思う。計画道路の進捗が遅いと思う。(男性、40歳代)

13

景観を著しく損なうものに対しては規制する必要があるが、基本的にはできるだけ景観保護のための規制はしな
い方が良いと思う。公園・街路樹の整備等、基本的なことに力を注ぎ、電線等の地中化事業の様に金の掛かるこ
とは小牧市くらいの規模では必要ないと思う。(男性、70歳代)

14

数年前から整備されてきていると感じています。キレイな町にして頂きありがとうございます。市の財がどれだけあ
るかわかりませんが、やはり省エネに配慮し、税金も必要最小限に抑えてこそ本当の町並みの美しさになるので
はないでしょうか？今後とも小牧市が美しい町を維持できるよう自分のできることをしていきたいと思います。(女
性、20歳代)

15

高速道路からも小牧城が見える。ライトアップもいいが、犬山城みたいに周辺地区もお城にふさわしい景観にして
もらいたい。観光客をよぶためにも。(女性、50歳代)

16
ほっと一息景色を眺め癒されたりするそれぞれの場所が小牧にも少しずつ増えてほしいです。(女性、40歳代)

17
景観という抽象的なことに税金を投入することは必要最小限とすべき。(男性、50歳代)

18

街の景観は建物や田園、色彩デザイン等も大事なことですが、それだけで決まるものではないと思います。美しい
街並づくりは市内の道路の整備も重要だと思います。場所によっては幹線道路（県道178号）でも道幅が狭く危険
を感じる箇所が多くあります。車道と歩道の区別のない道路、また道路沿いの草が歩道や車道にまで伸びている
箇所もあります。長期にわたり中途半端な状態で、道路整備が行われていない箇所も多くあります。道路がきちっ
と整備されている街は美しく見えます。まず街の景観づくりは道路の整備からだと思います。私は初めて訪れた街
で道路がきれいに整備されていて車道と歩道の区別もカラーペイントで色分けされており、街全体が美しく見え景
観もよく見えました。まず街の景観づくりは道路の整備からだと思います。車道と歩道の区別のある安全と安心で
きる街づくりが美しい街並、美しい景観に結び付くと思います。(女性、60歳代)

19

今の小牧市の景観があるのは、それを整備する方達や整備の計画を立ててくれる方達のお陰だと思っています。
今の小牧市の景観がそんなに悪いものだとは思いませんし、陰で努力されている方達にとても感謝しています。細
かいことまで言えば、まだまだ整備の進み具合の差は大きいと思います。ただ、それは個人のマナーやモラルに
よって保たれているところも大きいと思います。市としての活動だけではなく、個人個人の美化への意識を高めて
行くような呼びかけや、場合によっては規制も必要になってくると思います。いたずらにお金をかけることだけをす
るのではなく、市や街、地域で一緒に協力し合って行くような体制で取り組まないと解決に近づくことは無い問題だ
と認識しています。僕自身にしてもそうですが、中々皆は「自分一人がやっても・・・」という意識は必ず持っている
はずです。みんなが協力しやすいような、参加しやすいような、そういう敷居の低いところから始めていくのもいい
と思います。具体的でなくて申し訳ないです。小牧がよりよくなっていくのを願っています！(男性、20歳代)
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20

僭越ですが、私の意見をのべさせていただきます。工事を行って、人工的に景観を造るのは、もう必要ないと思っ
ています。人工的な景観は、今のままでも十分整って見えます。（あくまでも個人の主観ですが）市の財力には限り
があります。小牧市はそれを潤沢に持っているわけではありません。人工的に景観を造るのに必要なのは「初期
工事費用」だけではないのです。その後の「維持費用」も必要となります。（これが「釈迦に説法」であることはわ
かっております）新しく人工景観を造るということは、維持費用が増えていく、ということでもあります。そうやって固
定的な歳出を増やすのは、市の財政を苦しくする事ではないでしょうか。ならば、別の有意義な所につぎ込むべき
です。景観を造りだすのではなく、確固たる考えに基づいて規制する。市、みずから人工景観を造るのではなく、規
制によって景観をコントロールする。これで十分だと思います。お金もそんなにかかりません。景観については「き
れいと思われることより、汚いと思われないこと」「人工的に整えるより自然に任せ調和を乱すものだけ排除する」
が必要だと思います。ごてごてと厚化粧をした整形美人より、清潔な薄化粧の女性の方がわたくしは好きです。ラ
イトアップには反対です。夜目に美しいのは認めます。しかし、ライトアップは人を集めるためにするのです。商店。
飲食店。観光地。アミューズメント施設。商売人は夜に集客できて、してやったりかもしれません。人を集めて自己
満足にひたりたい人は、それでいいかもしれません。しかし、夜を静かにすごしたい人、眠りたい人にとっては、人
が集まるのは迷惑です。人が集まれば音無しではいられません。電気代もかかるのです。（しかも、この電気は太
陽光で作れません。火力または原子力になるでしょう）３月の大震災以降、東京では節電の為、外の照明が減った
そうです。そのおかげで、星がよくみえるようになったとか。暗いから夜なのではありませんか。この地が観光で成
り立っているなら反対しませんが。市政の事情も知らない者が勝手なことを申しました。何らかのお役に立てば幸
いです。(男性、50歳代)

21

景観について、そこまで考えたり感じたことはありません。小牧城が夜ライトアップされて見えるのはいいと思いま
す。それを活かすためにも、他のライトは少なめにして、省エネにしてほしい。自然が多い街にしてほしいです。(女
性、30歳代)

22

小牧山へのシンボルロードの整備が進んでいることは大変良いと思いますが、道路は車がスムーズに流れること
だけの感もあって、たとえば原川も小牧山に向かって市中を流れ市民会館への美観や早朝山へ散策に出かける
人々の為に川沿いを整備すれば車・人共に美しい流れができると思う。10年以上前に原川の整備計画が出てきた
のに東海豪雨と重なった為にどこかへきえかけているので、シンボルロード+シンボル川として早急に計画を進め
て下さい。(男性、60歳代)

23
無駄を省き自然を残していったほうが良い。(男性、70歳代)

24

市職員の仕事、業務等を増やすような景観づくりには反対である。市民のボランティア啓発を積極的に行う事がよ
い。(男性、60歳代)

25
税金を投入して大規模に行う必要がない。(男性、40歳代)

26

落書き防止、ポイ捨てをしない等、市民一人一人がマナーを守ればある程度の景観は維持できる。むやみに税金
を使わないでほしい。→このところやたらにアンケートが多いが、それにも相当な税金が使われているのではない
だろうか。「HPをご覧ください」で終わらせないで、アンケート結果が活かされた形を残してほしい。（全ての家庭が
HPを見れるわけではないはず）(女性、30歳代)

27

○景観のみを取り上げての議論はムダでは？街づくり（道路なども含めた都市整備や今後の小牧の動向、目指す
市像など）を進めるうえで景観についても一体となって考えるものではないか。○小牧市内の川はコンクリで全て
固めている所が多く、ドブ川のようで、まるで魅力を感じない。現在では自然工法による治水が可能なはず。ぜひ、
昔のような石や草がいっぱいの気軽に川に触れられる魅力ある川に戻す工事を進め、岐阜の長良川のような自
慢出来る川にしてほしい。(女性、30歳代)

28

今の時代、一般市民は生活するのがやっとで、税金を払うのも大変です。景観も大事ですが、税金は他にも色々
使うことがあるのではないでしょうか？税金で美しい町にする事より、ごみを捨てない人間としてルールを守る、思
いやりを持つ、今の子供たちに教育し、大人も見本を見せる、そういう事で住みやすくやさしい町になれるのではな
いでしょうか。(女性、50歳代)

29

統一された公共施設の案内標識は大変良い例かと思う。電柱も化粧して、地域に見合ったカラーに（地域の住民
の意見を重視する）するのも意識づけになればよいかと思う。ただし電柱を管理している企業の協力も必要でしょ
う。(男性、60歳代)
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30

「小牧市都市景観基本計画」などというものがあったことに、このアンケートをいただいて気付いたのが本音です。
小牧市の景観について、きれいで美しく見えるのが良いに決まっていますが、全ての人びとが同じ好みの傾向で
はないため、この時期に税金を使ってまで見栄えにこだわる必要があるのか正直分かりません。特別観光都市を
目指しているならともかく、住み良い街であることの方が必要なのでは？問③－⑧のようにお金をかけ統一をはか
り、調和をはかることは良い事ですが、何十年先に、それが維持できているのかわかりません。現在ＴＶ等で問題
となっており自転車専用道の整備などに「力」を入れてほしいと思います。(女性、50歳代)

31

全体的に緑が少ないですね。交通の面やお店が多くあるのは、とても便利ですが、緑が少ない分とても冷たい雰
囲気がしました。後、緑があっても雑草とわからないくらい手入れされてないものもあったりと、まだまだな所もあり
ます。畑や田んぼがとても少ないですね。もっと増やしてもいいのでは？建物ばかりが多くて圧迫されます。(女
性、20歳代)

32

景観を見た目だけの視覚的なものだけに限定した考え方が基本的にあるのは設問を見てもはっきりしている。良く
言われる落ち着いた街の雰囲気、思わず住みたくなる街をどうしたら実現できるかの観点が重要。第一にある一
定地域は車の制限をすること（住民のみ）そしてその地域の周りに駐車場を設けること。テレビで良く放送されてい
るヨーロッパ等の街作りを参考にすべき。(男性、60歳代)

33
田園地域と工業地域を明確区別し、田園地域の景観を温存すべきと存じます。(男性、60歳代)

34
市西部にも良くして下さい。(女性、60歳代)

35

背の高いマンション等が多くながめが今一よくない。何階と決める事ができると。。。！大山川不発橋近くは下に降
りて歩く事ができますが、途中で終わっていて残念です。川沿いを散歩するのにいいので、歩きやすい道にして下
さい。(女性、50歳代)

36

「うわあ電線多い！」と思う地域（交差点）があり、がっかりします。よろしくお願いします。（例、久保一色の交差点）
(女性、40歳代)

37

○パンジー、ビオラが花壇にあちこちに植えてありますが、場所によってはむだな所もあるように思います。○立派
な小牧山があります近くに、高いビルが建てられ山が見えなくなり、近所ぐらいは考えてほしい。○小牧の町並み
をまず何とかして欲しい。○カラスが多すぎです。玄関などにフンが落ちて大変です。なんとかしてほしいです。お
ねがいします。これから大変でしょうが若い人たちのため係の方達頑張ってください。御苦労さまです。(女性、70歳
代)

38
景観より生活のインフラ整備に力を入れてほしい。(男性、60歳代)

39
緑と建物が調和した街。田園新旧建築物と調和した街が希望です。(男性、40歳代)

40

その場所その地域での統一も確かに必要だが、市役所や支所、図書館と図書室、保育園、学校とそれぞれの同じ
種類の建物を市内で見つけやすく、わかり易くする目的で同様のパターン、色、雰囲気を持たせてはどうか。スー
パー等は同じ系列のは他県でもすぐわかり便利。郵便局等は小さくて通り過ぎてしまうところもある。もっと市民の
利便性も考えてみてほしい。支所はどこもぱっとしない建物が多く残念だ。(女性、40歳代)

41

私は80歳という高齢ですが、ゆえあって名古屋から約10年前にお世話になるようになりました。引越してきたときは
田園風景の残る魅力的なので大変よろこんでいましたが、今は田園が少なくなり、少しがっかりしています。でも市
の方には大変感謝しています。(女性、70歳代)

42

最近ミニ区画整理と称して散在する小農地（緑地として残したい土地を税収の増加目的か市街化完遂目的か）勝
手に業者が許可を得て開発が進みます。誠に残念です。やはり所々に緑地（農地を含む）合ったほうが景観上も
良いと考えます。(女性、70歳代)

43
すてきな小牧の街づくり、誰もが住みたいと思える街になれるとよいと思います。(女性、40歳代)
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44

景観計画よりまず先にやるべき事があると思います。資金を使って新しい事を始めるよりも、まず、個人のゴミ捨て
などしない様に対策をたてると良い。花等を植えた所で道路にゴミが落ちていたら意味がありません。税金を使うこ
とを考えるのではなく、まずは、どうやったらゴミ等が散乱しないかを考えるべきだと思う。桃花台の交通の便も考
えてほしいです。このアンケートを取って、ちゃんと意見が反映されるかも疑問です。(女性、30歳代)

45

アンケートの内容が作為的な方向になっています。第一は地域にすむ人の為の行政に徹して下さい。第三者に左
右されて住人の不合理を生み出してはおせっかいというものです。無駄なカネを使うことを考えるのでなく、毎日の
生活の不便さをなくして下さい。「景観」は業者の思うツボですわ。景観の観は主観の観です。観方の概念のレベ
ルがないままのアンケートは無駄です。頭で考えてもその人なりの結論が出ても他人のレベルに合うものか。そこ
のツメが感じられません。この統計が黄門様に出てくる悪代官に利用されても黄門様のお裁きは届きませんでしょ
うね。(男性、70歳代)

46

出来るならば総てよい方向にと思います。しかしその財源をどのようにして求めるかを思うと。きれい事ではすまさ
れない。(男性、70歳代)

47

形の景観と同時にマナーの向上など地道な継続的な取組が必要と思います。○犬のフン、尿→散歩も嫌になり、
他市から友人が来ると恥ずかしい。○放置自転車○産廃（不審な車が出入りする）不法投棄ゴミ○信号付近の投
げ捨てゴミ、カン○電柱の不法チラシ(男性、60歳代)

48
積極的に進めること。(男性、70歳代)

49

景観が美しい事は小牧市民の誇りですが、お金もかかります。長い目で徐々に良くなっていってほしいものです。
ただ、一番気になるのは、電線の多さです。いつか、電線を目にすることなく、美しい緑あふれる小牧市が見られる
日を楽しみにしています。(女性、60歳代)

50

景観に税金を使って何のメリットがあるのかよくわからない。そんなことに使うなら小学校をもっときれいにして欲し
い。地震で街を失ってしまった被災者に言わせたらぜいたくな話。普通に生活出来ているのだから、景観なんてこ
とにお金使うなら寄付したら？(女性、30歳代)

51
小牧市の誇れる景観をめざして、頑張りたいと思います。よろしく。(男性、70歳代)

52

このところ尾張部は三河地方に比べ地価が相対的に低いようですが、それだけ街の魅力が乏しいのでしょう。小
牧市も名古屋市から10数kmと近いにもかかわらず、同様の事がいえます。街の魅力には様々あると思いますが、
景観の面で尾張部は平坦であり、どうしても不利にならざるをえません。それを補うものは何かを考えて、整備する
必要があると思います。(男性、60歳代)

53

色々な面で無理とは思いますが、小牧市には小牧と言えばここ、という（小牧城は除いて）有名な通りがない気が
します。並木道の様な通りが出来るとうれしいですネ。(男性、70歳代)

54

荒れた環境に住むより、景観よい町に住む方が、生活は向上しもたらすメリットは大きいと思う。しかし、税金を使う
のでそのメリットとコストを精査し、コストのかからない有益なやり方で進めてほしい。やみくもにコストをかけて、単
に一定の業界をうるおすためのみのものであるなら賛同できない。どのくらいのコストでどんな事ができるのか、市
民に公開すべき。(女性、40歳代)

55

文化財や歴史的建物の保存や復元をもっと積極的に行うのが良いと思います。今の小牧駅周辺やラピオ周辺は
中途半端だと思います。(男性、40歳代)

56

歴史はとてもおもしろく戦術、城の役目などを学べることは、今を生きている人の生活を豊かにすることにつながる
と思う。小牧には小牧城があるのだから、小牧城の魅力をもっと引き出していいと思う。展示するだけの歴史では
なく、専門家による説明とかもいいと思う。夜間のライトアップもぜひ行なってほしい。ただ省エネも大事なので。観
光地はライトアップをして活気づけを行うが、ソーラーパネルを屋根につける過程には補助金が出たりなど、省エ
ネに対する政策も並行して行うといいのではないでしょうか。(女性、30歳代)
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一部の地域に限らず、広い範囲で統一感を持たせ、市全体が明るく調和のとれた町になればよいと考えます。(男
性、50歳代)

58

私は、小牧市に住んでいても岩倉市に近いため、小牧の中心街に行く事がなく、岩倉駅を利用して名古屋の方や
車で江南などに行ってしまいます。ですので小牧市の景観についての質問にあまり上手く答えられておりません。
質問内容についてですが、少し似たような部分があるので、もう少し減らすと答えやすいと思いました。そして景観
についてですが、田畑が少なくなっている事が気になります。通学路の周辺が田んぼから工場に変わっていたの
を見て寂しくなりました。また、小牧駅周辺の景観も魅力的であるとは言えません。小牧駅を利用しない私にとっ
て、あえてそこには行こうという気持ちがわかないからです。やはり駅のまわりは人が集まるような工夫をして、活
性化していってほしいと思います。その一つとして景観から考えて、ライトアップ、花や緑など今ある物を利用して、
さらにアイデアを加えて行くといいと思います。あまりお役にな照るアンケート内容ではないと思いますが、どうぞ御
査収下さい。(女性、20歳代)

59

将来に向けての街創りのため、景観に力を入れて行くことは大切だと思う。犬山市などは成功している。が、景観
よりも福祉に力を入れるべきとの人も多くおり、市民としては市のバランスのとれた計画を願っています。市の規模
に対して、市役所の建物は立派すぎると思う。(男性、40歳代)

60
市民からさらに税金を集めて、景観に対して取り組みをするのなら反対です。(女性、40歳代)

61
幹線道や高速などから見える景観も重要なのではと思う。(男性、40歳代)

62

小牧駅前、小牧市役所等小牧市中心部のみ景観（歩道など）の整備が進んでいるように感じます。他、駅前、県道
沿いなども同じように整備をすすめていって欲しいです。また、高速道路の下はゴミがとても多く、放置されていて
景観がとても悪く、また治安も悪いように感じます。ＮＥＸCOとの兼ね合いかとは思いますが、もう少しきれいにす
れば治安もよくなるのではないかと思います。(女性、30歳代)

63

見た目の美を追求するのではなく、安全で防犯機能も高い街づくりを進めて頂きたいです。また、継続して美しい
街を維持管理するには、住民のモラル向上も必要であると思われます。ゴミの分別など小さなルールから徹底して
遵守する必要があると思います。古い街並の再生に関しては、京都の様に、歴史的価値のある物を大切にしなが
ら、じょうずに発展した都市をお手本にするのも良いと考えます。小牧市の歴史を再度見直し、魅力があり人が集
まってくる街になれば良いと思います。(女性、30歳代)

64

ペット（特に猫はどこでも糞をするため飼主のマナーと規制、何匹までとしてほしい）又、犬も特に深夜に鳴くとやか
ましいため何匹までとする規制をもうけ、違反者には罰金をする厳しい環境をして欲しい。※外観ばかり景観して
も、中身（くさい、やかましい）の乱立があってはシン（本当）のイメージがすでにダメになり、本来の力が入らないと
思う。(男性、70歳代)

65

歩道、車道、自転車道の拡充してほしい。小牧市はバランスの良い住みやすい街だと思います。昔の街並みも良
く探せばあちこちにありますが、あまり周知されていない気がします。近代的な景観も魅力的ですが、昔の小牧駅
（地上にあり）もレトロな感じで好きでした。(女性、40歳代)

66

各家庭において、庭、軒先、玄関等の緑化は全面的に賛成ですが、垣、柵などに樹木（特にかいずかいぶき）を植
えるのは大反対です。アレルギーとか歩道にまで伸びた枝で大変危険で迷惑です。(女性、60歳代)

67

見た目だけでなく、機能をそこなわずに生活が向上するような、景観対策を望みます。一番気になるのが、大山川
沿いの遊歩道です。現状、川の中に散歩道＆自転車道が全くなく、雑草が生えているだけです。景観整備の一貫
として、四季の森～小牧山まで、歩道と自転車道が並行して、速く安全に移動できるようにして、橋の下もくぐれる
ようにしてほしいです。これは、車と人、自転車を分離して、相方が安全に走れるようになるますし、現状、車におど
されてとても危険です。試しに朝の通勤時間帯に、四季の森～小牧山まで自転車で走ってみてください。景観どこ
ろでない現実が見えてくるはずです。(男性、40歳代)

68

活気があり楽しい魅力ある町にして下さい。ウォーキングなどで小牧山頂上へ行っても周りの木が高くて町並みも
景色もなにも見えない。木を低くしてもっと景観を良くして下さい。(男性、60歳代)
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問３－③について：列記されている○○計画・条例について知る由がなかった。市はどのように広報していたので
しょうか。
問３－④、⑧：一般の市民には考える範囲が広くなり、唐突には答えられない設問である。　アンケートの主旨につ
いて：市の取り組みの現状をあまりよく理解していない身です。公園の緑化、街路樹の整備等は日常生活の中で
感ずることはできますが、景観全般に対するルール作りやコンセプトについて広報がないと思います。一部には企
業活動にも関連する内容です。今回のアンケートの結果の使い方、利用の仕方が気になります。　回答後の感想：
アンケートの前に市の取り組みの現状と市の取り組み方の考えを広報すべきであると思う。(男性、60歳代)

70
区画整理が進んでいる所から電柱を地中に埋設する事ができないか。(女性、60歳代)

71

あくまでも理想であり、今後住んでいくのに景観が美しいのがいいのはあたりまえですが、今の時期に進んでやる
べき事ではないと思います。これから新たに建設するものは考えてもらいたいですが、今あるものを手にかける程
のことではないと考えます。１人１人が意識できればいいのですが。私はこれからは意識していきます。(女性、40
歳代)

72

建物を建設する時、何か規制をもうけるのであれば、助成金を出す等の事をやらないと協力が得られないと思い
ます。(女性、40歳代)

73

そもそも税金を使ってまで景観にこだわる意味がわかりません。既に方向性が決まっている上での強引なアン
ケートもわかりません。緑化、省エネは必要です。歴史・文化も大切なことは当たり前ではないでしょうか？このア
ンケートもムダに感じます。景観も大切なことは分かりますが、もっと子供たち、老人たちが住みやすくする町づくり
に税金を使って下さい！　駅前のイルミネーションで町が活気づく事もあるので、そのようなイベント的な事（時間、
期間決めて）は賛成です。ただ、ムダなことはやめて下さい。（提案）市や市役所で不当な扱いをされたり、対応が
悪かった場合、ムダな事をしてたりする時に相談できる“コンシュルジュ”的なデスクを設置したらいかがですか？
市民が平等に安心出来る町づくりを！(女性、30歳代)

74

歴史があった小牧市だが、古い建屋も少なくなった。もう遅い。登り屋台など観せて置く建屋などはどうか。(男性、
70歳代)

75
桜がきれいに咲いている町が好きです。(男性、40歳代)

76

最近小牧市内を仕事で回って、色々な人から感想を聞いたのでこちらに書きます。（仕事仲間より）
○里山が思った以上に残っており、住みやすそう
○家（住宅）が多すぎで、あまりにぎわいを感じない。
○小牧駅前が（中心駅とは思えないほど）さみしい。もう少しビル等繁華街的な要素もあってもよいのでは。　○
ピーチライナーの跡地を何とか利用できないか。利用できなければ撤去してほしい。
○道路が整備されていて、車での移動にはよさそう。
○小牧山がきれいだった。
あまり景観というものに関心がなかったですが、色々な人に言われて、気付かされる事が多かったです。(男性、40
歳代)

77

いつも見ている通っている所しかわかりませんが、小牧は良い町、住み良い町と思います。30年前に市の方から
小牧のへき地ですねと言われた事がありますが、今では見た所はきれいで良い町になりました。(女性、60歳代)

78

自分の住んでいる街が美しくなる事は大変嬉しいことです。特に私は樹々や花が好きなので、外出した折に目に
写る景観は大切だと思って居ります。小牧市の発展と美しい街になること祈って居ります。(女性、60歳代)

79

幼い子どもたちが、成長した時に、懐かしいと感じるふるさとであってほしい景観を望みたい。そこで生活となると
大変かとは思いますが、歴史的な物が残ることを希望します。(女性、60歳代)
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駅前のホームレスに退去してほしい。行政指導できないでしょうか。イルミネーション（冬）は華やかで心踊るので
続けてほしい。急がず着実に進めてほしい。(女性、30歳代)

81

環境問題は重要な事項で住みよく安全で健康的な街にする事は行政の重要事項であるが、美だけでなく、街全体
がバランスの取れたものでなくては意味がないと思います。そのためには専門職の職員を置き、長期的な計画で
進めるべきと思います。(男性、60歳代)

82

○金を掛けずに景観を作ることが最重要
○金を落とす場所を確保し、そこにライトアップや何回も訪れたい設備を導入する。
○住宅地もモデル地域を設定して、スマートグリッドを行う。地元の企業を優先的に採用してよりよい小牧を提案し
てもらう。
○要は商業用と住宅用と場所を決め、まずは小規模で試す。良かったら順次発展させていく。
○風俗店をいたる所に営業許可を出す町に良識人が住みたいとは思わない。
○景観が悪くなるのが嫌なら山を切りくずさない事です。人口がやたら多くなれば、（新世帯の人々）代々住んで、
小牧の良さが知らない人が多くなり、本来持っている良いところが無くなる。
○ピーチライナーの残骸をなんとかしないと（金があるうちに）　末代まで重い物を背負うことになりますよ。（景観も
損なう）(男性、40歳代)

83
子供が安心して生活できる様に防犯の面からも景観を考えて頂きたいと思います。(男性、30歳代)

84

空港が簡素化された現在、小牧駅が顔であり、窓口であり、メインであるべきだと思いますが、ピーチライナーもな
くなり、長居が出来るほどのショッピング街もなく、ここ数年はいつもしょぼくれたイメージしがつきまとっています。
でも、クリスマスシーズンのライトアップは毎年素敵です。中心街は寺院が多いため道が狭くて、あまり車で通りた
くなかったので、メイン通りの道路の完成はうれしかったです。小牧市全体を見ると、工場も住宅地も田畑もあるの
で、全部を統一するのは無理だと思います。それぞれのエリアに合った景観を整えて行くのも大事な事でしょうが、
小牧駅周辺をもっと魅力的にしてほしいです。あと、ピーチライナーの名残は落ちぶれた街の象徴を見ているよう
で、気分が落ちます。桃花台から小牧駅の間は寄り道出来る所がほとんどなく、夜は暗い道をただ帰るだけなの
で、つい春日井方面へ出向いて行ってしまうのは仕方のない事だと思っています。(女性、40歳代)

85

市民憲章に沿った小牧の景観の目印を作ること
１．小牧の中心～駅付近～に小牧の象徴を今以上に大きく表現される様工夫すること
２．中央通りの町造り～小牧の表通り商店街～道路、歩道と店構え、樹木と緑、空間配備etc.
３．小牧の歴史産物の保全とＰＲ　小牧山と人の城下町の整備　施設と造形美考慮
４．遠望景観　（小牧山、東部丘陵、名古屋空港、高速道路etc.）が小牧のシンボルとして目立つものとする
５．商業、工業地域の表通り景観を統制した造形表現とする。
６．公共施設、資源造形物（河川、集会場、ゴミ置場まで）も統制された景観とする工夫(男性、60歳代)

86
人々が行ってみたくなるような魅力ある町を作ってほしい。(女性、70歳代)

87

長い目で見たら堪えず景観づくりは力を入れなければならない重要な問題であると思います。財政と良く相談の
上、向上することを願っております。今までは市の景観に無関心でした。景観問題でしたが、この度長野方面へ旅
行して驚きました。以前から気付いていた事でしたが、特に長野県はオリンピック以来、ずっと環境教育に力を入
れた地域、びっくりしました。デザインの優れた建物が多く、特に教育に熱心と言われるだけあり、学校の建物がと
てもユニークで、優れたデザインの建物が多くみられ驚きました。景観良く住み易ければ、人間的にも向上し健全
な街づくりにつながるものと確信致します。(女性、70歳代)
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出来るだけお金をかけずに良好な景観を保全する方法を考えて欲しい。市民負担軽減を第一に考えて下さい。期
待しています。小牧は歴史ある町です。都市化により多くの貴重な景観を失いつつあります。小牧山は市民のシン
ボルです。小牧小の校歌にある様に尾張平野に泰然と立つ姿は誇りです。
①大草太良のマメナシの群生地
②小牧山の桜
③味岡清流亭のフジの景観
④野口大山に広がる貴重な里山、貴重な遺跡群、湿地又小牧最高峰の天川山もあります。公園化しないでぜひ
自然をいかした保全をお願いします。
⑤小牧山ふもとを流れる木津川（昔はホタルが乱舞するほど素晴らしい川でした）是非その景観を取り戻してほし
い。
⑥西町、中町、横町等城下町の保全活性化。(女性、60歳代)

89

小牧の景観はどこに向かって工事整備がされているのかわかりません。駅前も途中工事のようで駅前がきれいに
なったと感じられない。全体の調和がないからかもしれない。駅前の動線→小牧山、市役所、図書館等、特に文化
度を示す図書館がもっときれいで進歩したシステムにすべき。24時間対応している図書館も世界にはある。ピーチ
ライナーも都市計画に基づき整備されたはずだが、今の状況を放置しておいてもよいのか？小牧市の恥です。農
業公園もいつになったら実現するのでしょうか？長期的に計画して、完遂願いたい。(男性、50歳代)

90

建物のデザイン、色調等の規制は難しいと思うが。道路や歩道の整備、道路から住宅までの距離がある程度一定
だと美しいと思う。ただ、景観が美しい方が良いと思うが、税金を投入して最優先させる課題ではない様に思う。
(女性、40歳代)

91
今後は税金投入まで景観の要望まで着実まで整備まで要望は時期を待てば良いと思います。(男性、70歳代)

92

小牧市は散々とした街並みで集約された街がない。このような街では地域毎にテーマを決めて実施した方が良
い。全体でやる場合、看板等の広告物の規格統一、設置場所の条件等市独自の法令で行うのを最優先でやって
ほしい。(男性、30歳代)

93

長い間小牧市に住んでいますが、昔から見ている小牧山は見ていてもあきません。四季が感じられていますが、こ
こ数年間で高いビルが建ち、昔はもっと身近だったのが遠くに行ってしまったかのようになってしまいました。やは
り悲しいです。小牧は、場所場所ではいい所もあるとは思いますが、桜が少ないように感じます。昔は田んぼが
あって、走り回っていたものの、今は家が建ちそんな風景を見つけることはほとんどなくなってしまい、時々市外に
ある田んぼの風景を見ると、なつかしさを覚えます。どんどん昔の姿から変わってしまうのが、時代の流れかもし
れませんが、昔を思い出せないほど変わってしまうのは、寂しいですが、それと共に便利になってくる事には変わり
ないので住めば都でしょうか。これからも大好きな小牧市のために、小牧を守りたいです。(女性、30歳代)

94
自分の敷地周辺は自分で草を刈り植樹する。最近は雑な草刈で見苦しい。桃花台近辺しか行動していないので他
の所はわからないです。(女性、50歳代)

95
景観づくりは必要だと思うが、協力となると何を出来るかわからない。(男性、60歳代)

96

景観等についてあまり考えた事がなく、勉強不足でどこに宿場町があるかどうかも知らなくて、アンケートに答える
のが難しかったです。(女性、60歳代)

97
他の地域をまねるのではなく、小牧市独自の景観を目指してもらいたい。(男性、30歳代)

98

人が住みやすい環境は自然と景観が良くなると思います。見た目の景観ばかりを整えず、まずは人が住みやすい
環境を整えて下さい。そうすれば、おのずと景観は良くなります。今まで、工業や車を中心に都市が造られてきまし
た。しかし、ヨーロッパでは人を中心とし、人が過ごしやすい環境を整えています。例えば市の中心は車の出入りを
禁止し、人と自転車だけが入れるようにしたり、憩いの場として、大規模な自然公園を造ったりしています。このよう
に人を中心とすると環境は良くなります。ヨーロッパの先進的な考え方を日本風にアレンジして、小牧市に採用して
いけば人が住みやすく、また景観の良いと市になると思います。今後の取組に期待しています。以上(男性、30歳
代)
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景観作りは大切な事と思いますが、その前にストップしている道路の工事や住宅街の環境など安心して住める街
にする事の方が大切なのではないでしょうか？(女性、40歳代)

100

ライトアップなどは節電の事もあるが、なんだかほっとして明るい気持ちになる。夏祭りを表す提灯も趣があって良
いと思う。(男性、20歳代)

101

私は小牧市に引っ越してきてまだ1年と半年ほどです。しかし小牧城一辺の景観等は整備されていて大変良い雰
囲気があると感じています。より良好な景観が増えていく事を「小牧市」に期待しています。着実に進めて行かれる
様、よろしくお願い致します。(男性、20歳代)

102

景観については美しい街並や落ち着いた市の雰囲気が感じられる事と、小牧城をもっと活かせて城下町を大切に
したいものと思います。(女性、60歳代)

103

転勤族で全国を回り、小牧に来ました。今後定年をむかえ、小牧が終の棲みかとなりますが、他県にいる友人が
訪れた際に「小牧はこういう所」と話す事ができません。歴史の上では名前が出てくる事があるのですが、認知度
は全くなしです。こういう面でも代々地元に居る方と他県から来たものとでは感じ方や考え方が違います。市役所
に勤務されている方々、今回の様なアンケート調査を考えた方々は代々小牧の方が多いのではないでしょうか。
広い目で日本全国を見て、小牧の小ささや、中途半端な史跡ある街を見直して頂きたいと思っています。全国の人
に、「小牧市はこういう街だ」と自慢出来るような街になる事を切に希望します。(女性、50歳代)

104

今までが殆ど何も行って来なかったと思われる。少々時間的に遅れていると思うが、今からでも残す物があると思
う。建物、仏像もっと教育委員会（学芸員）の活躍を期待する。(男性、60歳代)

105

財政難の時は税金を投入してまでやるべきでない。しかし、方向性はしっかりと持ち、いけない事は厳しく対処すべ
き。となりとの決められた基準（建築法）は守る、道路幅等は規制すべき。(女性、60歳代)

106

3-⑦にて記した通り、新小牧市の統一感を早期に作り出し、小牧市全体の景観を要望致します。歴史のあるまち
づくりとして、織田信長の居城であった小牧城以前の関係市町村、岩倉市、江南市との一体景観を長期的に将来
を考えて実施する事も必要と思います。以上(男性、60歳代)

107

景観についての市の取り組みがあまり市民には知られていない様に思います。厳しい財政状況の中で、出来る範
囲で行って頂きたいと思います。(女性、50歳代)

108

コンセプトに沿った統一感のある景観が必要だと思う。取り組みには金がかかるが、必要以上に高価な取組としな
いことが大切、美しいが高価な部材、意匠を用いる必要はないし、資源として利用できるならばリサイクル品も使っ
ていってはどうか。夜間景観は、防犯の意義もある、照明は必要なのだから、ライティングの工夫により省エネ派
の理解を得られるようになると良い。100年続くコンセプトを作って住民に理解を得て、官だけではなく、取り組みが
理想！(男性、40歳代)

109

このアンケートが来るまで、あまり考えた事がなかった。震災もあって、省エネの点で進めるべきなのかどうか難し
い所。クリスマスも近くなり、個人宅でキレイにライトをつける家もあるし、ある程度なら電気を使ったライトアップ等
もありだと思う。(女性、40歳代)

110

近くに住んでない家があり、草はボウボウで家もいつ壊れるか？と思うし、猫が住みついて皆さんが困っていま
す。火災も心配しています。こんな家があることが一番景観が悪いです。(女性、60歳代)

111

◎若者が健全に育っていける環境を作る（店舗の深夜営業etc.）
◎高齢者に負担の少ない道路整備
◎自転車専用道路の確保
◎Ｒ155とＲ41の交差点（コロナ、あみやき亭、旧東名モータース交差点）の電飾広告版が目ざわり、運転時支障に
なる。(女性、50歳代)
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景観について市民の方向性をまとめ、実施されていることに敬意を表します。どちらかと言えば景観は命、暮らし
に直接的な影響が少ない項目ですから、まとめるのは困難です。ですから、どうしたいのか、どのような景観にした
いのか、決めたら強力に実施する事が重要と思われます。(男性、60歳代)

113

目に見える景観だけでなく、目に見えない景観、例えば騒音とか、排気ガス等を含めた心を満たす景観づくりをお
願いします。私たちもしっかりと協力してより住み心地の良い小牧市と思います。(女性、60歳代)

114
デザインばかりに囚われないで、バリアフリーにも気をつけてほしいです。(男性、50歳代)

115

駅から小牧山への道が整備されていますが、次は街並を城下町の趣のある落ち着いた家やお店を作って、形成し
て下さい。土地に対する執着があり、なかなか難しいと思いますが、今の小牧はあるいてブラブラ買物を楽しむ所
はどこにもないと思います。車で行きたい所に移動するだけ。せっかく小牧城があるので、観光にも外からバスで
わざわざ来てくれるような魅力のある街並を計画的に作って小牧を活性させて下さい。(女性、50歳代)

116

小牧のゆるきゃらとか名物をもっとアピールして景観に取り入れる。春夏秋冬や自慢の出来る景観スポットをもっと
アピールする。(男性、30歳代)

117

私の住んでいる所は二重堀地区であるが、アンケート調査による各項目について一切関係ないと思われるので、
取り残された他の地域についてもっと考えてほしい。(男性、70歳代)

118

①緑地公園の施設について　パターゴルフ場、フライングデスクゴルフ場、子供遊園地、バーベキューハウス等老
若子と全国的に誇ることが出来る施設なのに、やや交通不便であり、絶対的車の駐車場近くに不足している。（園
の中、前）朝駐車場確保の為に開園前から道路に車を並べており、大型車の通行を妨げている。（※両側）
②街の特色づくり　これと言った通りもなく、城下町の歴史が薄く何も感じない。戦時中の砲火も免れ若干古い建
物と町並みもあるが、活かされていない。遠地から観光に来るくらいの整備をしないと、将来の発展は叶わない。
注：大型店は郊外へ
③観光のない町　人に紹介する所がなく、（何時も苦慮する）せめて道の駅的施設をつくりＰＲの場を設けてほし
い。（発信基地）(男性、70歳代)

119

県外から友人が遊びに来た時言っていた事です。小牧は、寺や神社が他の土地よりも多く、信仰の厚い土地柄に
見える。寺、神社の建物も立派なので、人が中に入り易いようにしてＰＲすれば犬山に近い事もあるし、もっと人が
来るのではないか、とのことでした。「寺、神社のある景色」が良いそうです。名古屋に行かなくても、最近のものが
買える町になると若い人が駅周辺で買物をするようになって、町が元気になる＝おしゃれな人が集まる町になると
思います。統一感も大切だと思いますが、“色”も必要だと思います。ファニチャードームいいです。外から見えると
もっといいです。地下鉄と繋がり、駅周辺はマンションも増えてきたので、これからはもっと人が集まり、寂しくない
ようになっていくのではないかと期待しています。景観は人がつくるものですので。頑張って下さい。(女性、30歳代)

120

景観は大切だが、費用については最小限に抑えるよう努力が必要。業者がもうかるだけではダメ！(男性、50歳
代)

121

小牧駅周辺のライトアップ等、心和むものがあります。ただ、省エネの問題、植物の生態系の問題を考えると、た
だきれいだからＯＫという訳にはいかないと思います。ライトが必要なのはまず第一に安全を守るため！中心部か
ら外れると街灯も少なくなり、又、薄暗い。そうした部分にも目を向けていただき、小牧市全体がどこにいても安心、
安全でくらせる都市計画をたてていただきたいです。(女性、40歳代)

122

景色と言うものをゆっくり見えない世の中に自分も入り込んでいるようだ。車の社会がその原因だ。周りの人の意
見も聞けるアンケートであれば良いと思った。(男性、70歳代)
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小牧は日本の中世織田信長が天下統一を夢に見、実行する為に本格的にスタートした所がある。しかし高度成長
期、工業化必要にせまられ、税収、経費を優先して確かに大きく発展しました。こうなってしまったアンバランスな景
観を作り直すことは並大抵ではないと思いますが、世界中でも国内でもみごとに景観を取り戻した街はあると思い
ます。市民のあるいは各方面の人々の知恵を集めて、歴史ロマンあふれる町造りをロングタイム（30年50年100
年）に行って子や孫たちが自慢出来る街作りを計画・実行される事を願っています。(男性、60歳代)

124

財政状況に応じた投入が基本だと思いますが、それでも優先すべき所、それでない所を良く考えていただきたいで
す。地域で協力出来る所は協力して行ければより良い町づくりが出来るのではないでしょうか。モラルの問題もあ
りますが、ひと時より小牧の町はキレイになったと聞いています。(女性、40歳代)

125

小牧市は特色がないと思います。また、「人と緑・・・」とありますが、ほんとに緑が必要なんでしょうか。方向性に一
貫的な目標がなく、想像しにくい将来像でわかりにくい。その一方で交通に不便があることを認識していながらそち
らは何も見えない。今回アンケートを答える事ができ、とてもよかったと思う。小牧に特色がない事の理由がわかっ
た気がする。アンケートは景観だけだが、多分万遍なく問題をクリアして行く案だけ議論されている感じがする。振
り返ればもともとどんな具体的な街づくりだったのか、青写真はあったのか、疑問である。抽象的表現が多く本気
度を疑う。せっかくアンケートを書いたので最後にアンケート結果と市の考えとのギャップをしっかり考えて情報公
開してほしい。市が緑が大事だと言うなら、緑以外の議論は優先度を下げるべきと思う。間違いなら修正すれば良
いだけのことである。(男性、40歳代)

126

日々の忙しさに周りの景観について「整備されてきた」程度の関心しか持っていませんでした。今回のアンケートに
よって知らなかった事が沢山あり、気付かされました。退職して時間に余裕がでてきた際には、協力できる範囲で
参加していきたいと思います。行政のみに任せているのではなく自ら参加することでよりよい景観を求めていく事
が必要です。(女性、60歳代)

127

小牧駅周辺には大きなマンションが建っていますが、このために周辺の民家の方々が太陽がさえぎられて、つらい
思いをされている方も多いと思われます。ぜひ高層マンションの規制をして、今まで住んでいる方々がつらい思い
をする事がないようにして頂きたい。法律の問題もあることとは思いますが、長年住んでいる方々を守ってあげて
ほしい。高齢の方も多いと思いますから。私自身は久保一色ですからこのような被害にあっているわけではありま
せん。高層マンションは街の景観も著しく損ないます。マンションは３階とか4階までぐらいにしてほしい。また、マン
ション建てる場合は敷地に多くの樹木を植えて景観に配慮して下さい。(女性、70歳代)

128

ゴミのポイ捨て等、市街地を少し離れると粗大ゴミが捨ててあったり、不法投棄等厳しく取り締まるべき。無人カメラ
設置や見回りの強化を望みます。個人でゴミ拾い、くさむしり、清掃等やられてる方々もいるので、その方達を表彰
したり広報に取り上げる等して頂きたい。景観や緑化、清掃をやられている会社も取り上げてはどうでしょうか？多
くの方々が興味を持てるように。会社にとっては、広告になるので、良いのではないでしょうか？市街地を離れると
汚くしている会社も少なくはないです。ゴミの野焼も減らしたいです。(女性、30歳代)

129

現在の小牧市の景観は、特定の場所のみを化粧しているような印象である。財政的にも厳しさを増す近年におい
ては景観そのものも重要であるが、安全、安心が感じられる形（ex.夜間のソフト照明の有効利用）で景観づくりを
進めてほしい。小牧駅なども昼にみればこぎれいに見えるが、夜間（21時過ぎ）には不安を感じる場所である。行
政の方も色々な時間帯の景観の確認を行い、バランスの良い街づくりに努めてほしい。（夜間に嫌な思いをした当
事者としては見栄えよりも安全、安心への配慮をお願いしたい。）(女性、40歳代)

130

桃花台の近所に新しく工場が出来るなどして自然がどんどん少なくなってきているのは寂しく感じます。それでも
所々にある緑豊かな景観は、今でも美しいと思えます。大切に守っていって欲しいと思います。一昨年、初めて小
牧山から初日の出を拝みに行きました。でも電線が沢山あったり、妙な所に雑な木があったりして、思い描いてい
た初日の出とは程遠く感じました。歴史的重要文化財でもある場所なので、もう少し魅力ある場所にしてもらえたら
嬉しいです。(女性、40歳代)
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データ処理されるアンケートにたよること自体、市の担当の方々が迷われてる？事の表れでは。景観についてす
でに成果を上げている市町村の担当者に直接話をきいてみるとか、研究者（専門の方）にアドバイスを求めると
か・・・。素人にアンケートをとって予算を使うより、プロ、先駆者に知恵アドバイスを得、足を使って生の目で見てい
ただいた方が有意義ではないですか？街づくりの方向性、コンセプトで迷われて、アンケートを取るのであれば理
解できますが、今回の内容では、上記のように感じてしまいます。(女性、40歳代)

132

景観な町並や交通渋滞のない道路は重要です。岩崎周辺は区画整理され、町並、町住みスーパー最高です。ま
ず小牧市全地区道路整備を基本として余裕のない景観は無意味です。朝夕、生活道路まで通勤自動車が入り込
めば、景観は望めません。余裕と不満とでは不可解です。(女性、70歳代)

133

※強力なリーダーシップがないと推進できないものであると思う。※推進モデル地区を決めたらどうか。(男性、60
歳代)

134
20年前と現在は小牧市ってすごくかわりました。小牧市「好き」ですよ。（女性、30歳代）

135

棚の上に置いたまま期限切れとなり申し訳なく思います。投函すべきか迷いましたが一応お送りさせていただきま
す。少しでもお役に立てればと思いました。（男性、70歳代）

136

・中途半端まで進めてその後何も進捗市内道路工事が多すぎる。Ex.新町３丁目、小牧原、過去の話であるがア
リーナ周辺・きちんと計画をすれば、もっと早期に終了できたはず。わざとゆっくりしているようにしか見受けられな
い。一方、無駄な道路工事も多い。味岡付近直線化、155号オーバーブリッジ（渋滞解消ならR41を高架にすべき。
意味がない。）工事業者と癒着しているのではないかと疑ってしまう。はっきり言って無能極まりない。
・景観についても、必要であるとは思ったが、多大な税金を投入してまで進めるべきではない。樹木を無駄に増や
せばその維持にもお金がかかる。
・他にも市民がより住みやすくする方策はいくらでもある。交通アクセス（もっと名鉄にも働き掛けるべき）企業誘
致、人口を増やす算段
・もし景観などに配慮し、樹木を増やすのであれば、退職した人材を活用するなどして互助関係を築き上げるべ
き。
・小牧市は市民の血税をどう考えているのか？将来も考えず無策であり、平和ボケしている。（男性、40歳代）
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②　都市基盤（道路、河川など）の整備、維持管理に関すること
63件

1
道路の整備(女性、50歳代)

2

景観は、観光客が見込める場合にのみ税金を投入すべきで、交通渋滞を解消するような我々市民に影響の大き
いことを解決する方向へ進めてほしい。即ち踏切を無くす立体化とか道路の拡張や信号システムの改善などで
す。小牧市は赤字でないから景観に事業を投入にしているようですが、投入するには、回収（＝観光客収入）を考
えて行ってほしい。収益見込みがなければ昔からの箱物投資と一緒です。市民病院の花壇は植えかえすぎで
は？(男性、40歳代)

3
道路を広く、もっといくつか道路を作ってほしい。(女性、70歳代)

4

小牧市の全ての歩道をお歩きになった方が市職員の中でどれだけ見えますか？今現在どのような現状になって
いるとおもいますか？(女性、60歳代)

5

○車道と歩道の区別がつかない場所があり、ジョギングや散歩する上で安全性に欠ける。ぜひ安心してウォーキ
ングができるよう整備をお願いしたい。
○生活用水等ふたをしないままドブ状態になっている場所が多い。衛生面でも悪臭等問題があるので改善してほ
しい。(女性、50歳代)

6

市内全般にあたり景観への取り組みはこれからの課題であると思われる。特に東部地域の整備は何も進んでは
いない。大草地区の吉原から南の三差路は毎日が混雑している。また、桃花台高蔵寺の混雑もひどい。清水洞の
三差路から火葬場周辺の道路整備は第一整備道路ではないだろうか。(女性、70歳代)

7

①木や花を見ながらサンポできる所を多く作ってほしい。②公園や小牧山頂上などお茶屋さんが欲しい。③モノ
レールの上サンポコースにして下さい。木や花を植えて。④川の水がきれいで有りたい。⑤土手に花や低めの木
(女性、60歳代)

8

小牧山の東の合瀬川に土砂が溜まりその上に木が大きく伸びています。川の清掃お願い致します。(女性、60歳
代)

9
歴史ある小牧山や観光名所の美装は大事だと思う。計画道路の進捗が遅いと思う。(男性、40歳代)

10
道路が増え過ぎなのでうんざりしています。(女性、40歳代)

11

以前桃花台に住んでいて13年前に久保一色へ引っ越しました。桃花台に住んでいるときに特に安心して子育てが
できたひとつに“ペデ”がありました。通学時車にぶつかる心配もなく各戸から自然にペデへの目線があり、大変助
かっていました。久保一色周辺は古くからの家も多く、道路がせまく入りくんでおり、子育てしていくには、交通安
全、景観からもあまり好ましくないところが、多く見られます。老齢化が進み放置されている田畑の雑草も気になる
ところです。景観の上からも早期の区画整理や道路の整備等を進めていただきたいと思います。その中で、通学
や散歩等に使える車道から独立した形の歩道を設置して頂けると嬉しく思います。(女性、50歳代)

12

街の景観は建物や田園、色彩デザイン等も大事なことですが、それだけで決まるものではないと思います。美しい
街並づくりは市内の道路の整備も重要だと思います。場所によっては幹線道路（県道178号）でも道幅が狭く危険
を感じる箇所が多くあります。車道と歩道の区別のない道路、また道路沿いの草が歩道や車道にまで伸びている
箇所もあります。長期にわたり中途半端な状態で、道路整備が行われていない箇所も多くあります。道路がきちっ
と整備されている街は美しく見えます。まず街の景観づくりは道路の整備からだと思います。私は初めて訪れた街
で道路がきれいに整備されていて車道と歩道の区別もカラーペイントで色分けされており、街全体が美しく見え景
観もよく見えました。まず街の景観づくりは道路の整備からだと思います。車道と歩道の区別のある安全と安心で
きる街づくりが美しい街並、美しい景観に結び付くと思います。(女性、60歳代)
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小牧山へのシンボルロードの整備が進んでいることは大変良いと思いますが、道路は車がスムーズに流れること
だけの感もあって、たとえば原川も小牧山に向かって市中を流れ市民会館への美観や早朝山へ散策に出かける
人々の為に川沿いを整備すれば車・人共に美しい流れができると思う。10年以上前に原川の整備計画が出てきた
のに東海豪雨と重なった為にどこかへきえかけているので、シンボルロード+シンボル川として早急に計画を進め
て下さい。(男性、60歳代)

14
自転車で走る時危険かつ景観を損ねている道があり、そこから改善してほしい。(男性、30歳代)

15

野口のあたりなど、山深いところは夜暗くて、車でも怖いので街灯を増やしてほしいですね。狭い道路の電柱を何
とかしてほしいです。自転車・歩行者と車がすれ違う時が怖いです。(女性、20歳代)

16

○景観のみを取り上げての議論はムダでは？街づくり（道路なども含めた都市整備や今後の小牧の動向、目指す
市像など）を進めるうえで景観についても一体となって考えるものではないか。○小牧市内の川はコンクリで全て
固めている所が多く、ドブ川のようで、まるで魅力を感じない。現在では自然工法による治水が可能なはず。ぜひ、
昔のような石や草がいっぱいの気軽に川に触れられる魅力ある川に戻す工事を進め、岐阜の長良川のような自
慢出来る川にしてほしい。(女性、30歳代)

17

景観よりも子どもの命と思う。蓋のない側溝に蓋をお願いします。わが子が落ちて流され、危うく命を落とす所でし
た。市役所に訴えましたが、予算がないからと却下されました。市長が変わられた期待を込めて再度強く訴えま
す。蓋のない側溝に蓋をお願いします。景観よりも子どもの命を大切に思います。(女性、30歳代)

18

「小牧市都市景観基本計画」などというものがあったことに、このアンケートをいただいて気付いたのが本音です。
小牧市の景観について、きれいで美しく見えるのが良いに決まっていますが、全ての人びとが同じ好みの傾向で
はないため、この時期に税金を使ってまで見栄えにこだわる必要があるのか正直分かりません。特別観光都市を
目指しているならともかく、住み良い街であることの方が必要なのでは？問③－⑧のようにお金をかけ統一をはか
り、調和をはかることは良い事ですが、何十年先に、それが維持できているのかわかりません。現在ＴＶ等で問題
となっており自転車専用道の整備などに「力」を入れてほしいと思います。(女性、50歳代)

19

小牧山から駅までの道をキレイにするのは良いが、肝心な警察署とＲ155の交差点の拡張はどうなっているの
か・・・今現状でさえ右折車線がなく混雑しているのに開通させたらもっとひどい渋滞になると思う。素人目から見て
も明らかに考えられる状況だと思うのですが、その辺はどのように対策しているのか広報で知らせてほしいです。
(女性、30歳代)

20

別件になりますが
①市民会館西側の道路（北上しますと犬山へ行く道です。）の歩道の舗装が高速道路高架下あたりからずっとひど
い状態です。舗装ははげてボロボロで自転車で走行しますとガタガタで卵を自転車のかごに入れてあれば割れて
しまいそうな程です。あれはどこの業者が担当したのでしょうか。本当に税金ドロボウです。公共事業を担当した業
者はその事業のどこかに業者名を表示して下さい。「なんて手抜きの仕事したの！この業者は」とすぐに判るよう
に。
②私の家の近くの街路樹はいつも定期的に手入れされており、雑草が目立つようになったかなと思う頃にはもう手
入れされきれいになっています。車で他の市町村を走る時、伸び放題の街路樹、雑草だらけの所を見ると少しうれ
しく思います。　個人的には小牧市は住みよい町だと思います。係の皆様のおかげと思ってます。(女性、50歳代)

21

パークアリーナから小牧山までの歩道がせますぎる。ドブがむき出しなので子供が落ちたら危険。歩道を広くする
意味でドブに蓋をして欲しい。ガードレールをなくしてほしいです。(男性、30歳代)

22

背の高いマンション等が多くながめが今一よくない。何階と決める事ができると。。。！大山川不発橋近くは下に降
りて歩く事ができますが、途中で終わっていて残念です。川沿いを散歩するのにいいので、歩きやすい道にして下
さい。(女性、50歳代)
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○景観というより安全ですが、道路、歩道、ガードレール、電柱等広告や売り物が「じゃま」「目ざわり」「運転の死
角」になり迷惑しています。○道路工事の表示、看板等交差点角のガードレール、電柱に縛りつけてあったりして
車の運転者から見て、歩行者の確認車の確認がしずらい。看板の位置を指導してほしい。法にふれるような物は
撤去を指導ねがいたい。○住宅地の緑の多いのは良いが、垣根が成長して大幅に道路にはみ出している所が古
い住宅地に多くあり、剪定を指導してほしい。　桃花台の紅葉「なんきんはぜ」がきれいでいつも季節を感じさせてく
れます。ぐちばっかりですみません。以上(男性、50歳代)

24

自転車通勤ですが、これから車道を走らなくてはなりません。自転車専用標識を作成して頂けないでしょうか？
又、歩道が幅が広ければ自転車専用の線を１本引いていただけたら、事故も少なくなると思いますが。(女性、40
歳代)

25
安心して通れる歩道整備が重要であり、併せて景観を考えることが重要です。(男性、60歳代)

26

中心部だけではなく防犯にもなるので人通りの少ない道や、暗い場所への街灯をつけたり、子供や老人にも通り
やすい歩道の整備、自転車用道路などができるといいなあと思います。市が管理している建物や公園はいつもき
れいで使いやすく、嬉しく思っています。今後もその様な場所が増えたらうれしいです。(女性、30歳代)

27
ふだん特に考えてなかった。魚釣りが出来る様な川や池があるといい。(男性、50歳代)

28

景観も大切ですが、安全面、歩道のない道路、暗い道路で溝にふたのないところ、自転車専用等などの設備をお
願いします。(男性、40歳代)

29

小牧市の道路の幅をもう少し広くして頂けたら、景観もすっきりすると思う。道幅の狭い道路が多く走行しづらいで
す。(女性、60歳代)

30

工場、企業が多い市だけに、道路等が車優先の作りになっている様に感じます。歩道がしっかりと整備されていな
い等「ゆっくりと散歩したりしながら街並を楽しむ」等ができない市だと感じます。ピーチライナーの駅跡など大変見
苦しい。(女性、30歳代)

31

合瀬川の岸辺は時々雑草が生い茂り、散歩するのに夕暮れなどは怖い時があります。道はほぼ全体に舗装さ
れ、毎日の散歩を楽しんでいます。一部舗装していない所がありますので、全体に舗装をお願い致します。犬の散
歩にはかい主が美化に協力し、歩いている人の迷惑に成らない様始末をきちんとしていただきたいと思います。
(女性、70歳代)

32

歩道、車道、自転車道の拡充してほしい。小牧市はバランスの良い住みやすい街だと思います。昔の街並みも良
く探せばあちこちにありますが、あまり周知されていない気がします。近代的な景観も魅力的ですが、昔の小牧駅
（地上にあり）もレトロな感じで好きでした。(女性、40歳代)

33

各家庭において、庭、軒先、玄関等の緑化は全面的に賛成ですが、垣、柵などに樹木（特にかいずかいぶき）を植
えるのは大反対です。アレルギーとか歩道にまで伸びた枝で大変危険で迷惑です。(女性、60歳代)

34

見た目だけでなく、機能をそこなわずに生活が向上するような、景観対策を望みます。一番気になるのが、大山川
沿いの遊歩道です。現状、川の中に散歩道＆自転車道が全くなく、雑草が生えているだけです。景観整備の一貫
として、四季の森～小牧山まで、歩道と自転車道が並行して、速く安全に移動できるようにして、橋の下もくぐれる
ようにしてほしいです。これは、車と人、自転車を分離して、相方が安全に走れるようになるますし、現状、車におど
されてとても危険です。試しに朝の通勤時間帯に、四季の森～小牧山まで自転車で走ってみてください。景観どこ
ろでない現実が見えてくるはずです。(男性、40歳代)

35
区画整理が進んでいる所から電柱を地中に埋設する事ができないか。(女性、60歳代)
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景観も重要だと思うが、自宅横を通る県道158号の歩道をつくってほしい。車（大型車）がよく通るのにほどうがな
く、車道を高校生や中学生が歩いていてあぶない。(女性、30歳代)

37

川沿いや目立たない所などのゴミが多いと思います。明るく目立つ道は通りやすいけど、けっこう細い道に入ると
建物や木の陰におおわれて危ない道もあると思います。(男性、60歳代)

38

小牧市の道路は道が狭く排水路や電柱で余計に狭くなっています。又自転車で走ると歩道が整備されていない所
や今問題になっている車道走行など危なくてもっての他と感じています。車道と共にその点も見据えてよりよい整
備を望みます。(男性、60歳代)

39

荒地、休耕地が目立ちます。又、小牧市中心部の道路が旧道と新しい道が一緒になってわかりにくい。ピーチライ
ナーの橋脚、早く今後の方針を出してほしい。今盛んに言われている自転車道の整備、又、車の交通量が多い所
は歩道をしっかり作って欲しい。特に池之内方面の道路は危険です。(女性、60歳代)

40

市内の渋滞が目立つ。駅前に活気がみられない。樹木は枯れ葉が落ちないものがよい。歩道を広く。ピーチライ
ナーを早く処理する。(男性、40歳代)

41

①大雨時に、排水の悪い場所がありますので、排水を良くして頂きたいです。
②朝６時30分からのラジオ体操の件ですが、小牧山のようにパークアリーナも自動的にラジオ体操が流れるように
して頂きたいです。
③公園のトイレ美化して頂きたいです。
④トラックの路上駐車がなくなるといいなと思います。(女性、60歳代)

42

用水と柵、塀の中をコンクリートでかためるか、毎年草取りを業者に依頼、実施させて下さい。今まで毎年20年以
上草取りをしてきましたが、市の土地であるのでよろしくおねがいします。(女性、40歳代)

43

昔は川、池などで魚釣りが出来たが、今は出来ないので魚釣りが出来る所を作ってほしい。子供たちがしたくても
やれない状態である。道路の街灯が暗いためあまり役目をはたしてない。これをＬＥＤの照明にすればあかるくな
り、犯罪も減るのでは。電気は太陽光発電にすればよいのでは？　釣り場は車で遠い所に行かなくてはいけない。
川をきれいにして、釣り場をつくる。そしてその横に公園などをつくれば家族などで楽しめると思う。(男性、60歳代)

44

自宅の前に糸川が流れています。只今農協西側の道路が整備されていて水の流れがよくなる事を期待するもの
です。自然の美しさにわが町が発展するよう念じて止みません。関係各位のいっそうのご活躍を念じて止みませ
ん。合掌(男性、50歳代)

45

暗い夜道が多くて１人で歩けません。もっとライトとか増やしてほしいです。きれいな道にしてほしい。工事長すぎ。
混む道はもっと短期間でお願いします。何度も同じ所を工事していて、理由がよくわからないので教えてほしいで
す。よろしくお願いします。(女性、20歳未満)

46
歩道の幅が狭いと思う。(女性、50歳代)

47

小牧山山頂で行われている発掘は環境破壊ではなにですか？「発掘」を名目に木を切り倒すのは自然を壊し景観
を損ねるものです。掘り直さない事も歴史を守ることだと思います。これ以上の破壊はやめて下さい。又、神明社
北側の整備に時間がかかりすぎです。ただでさえ必要のないことだったのに、何故あんなに時間をかけるのか疑
問です。前のままの方が、歴史ある風情ある街並みでもありました。もったいないことです。(女性、40歳代)

48

老朽化した側溝のふたなどの整備を早急にお願いしたいです。地に足のついた計画をお願いします。(男性、50歳
代)
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◎41号脇の花壇だったところが、白いコンクリートで埋められてしまって味気ない。
◎小牧駅から北に伸びる道路の整備がなかなかされず、ずっと景観が悪いまま。早く工事を進めてほしい。
◎交通量の多い道路でも狭いところが多い。電柱が道路に出ていて危ないし、景観も悪い。(女性、40歳代)

50

問３-⑨で電線ともに車道、歩道共に、雨水が地中にしみ込む材でしてはどうですか？車がすごく水をはね上げた
り、水たまりで歩きにくかったりです。下水のエコにも良いと思います。　問３-⑤防犯上照明はとても大切。特に各
駅今は暗いです。(女性、50歳代)

51

市の景観に財政資金を投入するのは最小限にして、現在市のやるべき事は、インフラの整備、特に下水道を整備
して、くみとり便所をなくす様努力して下さい。住居地域のニオイ対策を切望します。(男性、40歳代)

52

街路樹が少なすぎる。私の実家は70万人の市だが、小牧よりもはるかに街路樹がある。小牧は緑が少ないせい
か、とてもほこりっぽく感じる。下水道も整備されていないので、くさいし汚い。早く引っ越したい。(女性、30歳代)

53

◎若者が健全に育っていける環境を作る（店舗の深夜営業etc.）
◎高齢者に負担の少ない道路整備
◎自転車専用道路の確保
◎Ｒ155とＲ41の交差点（コロナ、あみやき亭、旧東名モータース交差点）の電飾広告版が目ざわり、運転時支障に
なる。(女性、50歳代)

54

私は味岡地区の住民です。今、私の所は、区画整理により道路が広くなっていますが、住宅地に広い道は駐車の
車で逆に道幅が狭くなって通りにくくなっている所や、スピードを出す車で事故が多くなってしまっている様に思いま
す。生活するには必要な道ですが、住宅地に広すぎる道路はムダな道です。税金のムダ使いです。戦後のルール
を今の社会に持ってきてもダメ。新しいルールが必要なのでは。(女性、60歳代)

55

パークアリーナ西側の横断歩道に押しボタンの信号を設置してほしい。信号間の間かくがあり、なかなか変わらな
いため。(男性、70歳代)

56

◎大山川、合瀬川、木津用水、道路より河川内を散歩できる歩道を作ってほしい。（道路の橋の下を通れる）◎尾
張広域緑道の小牧市、大口町、犬山市、管理が違うのか除草がまちまちで、美しくみられない。（明白）(男性、70
歳代)

57

今年で小牧に住み3年になりますが、ピーチライナーを見るたびに悲しい気持ちになります。使用されていないの
に、ずっとっ放置はよくないです。川も汚い、ごみが落ち過ぎている。小牧の景観を守ろうと思うのなら、まずは学
校教育で取り組んでいって欲しいです。ゴミ拾いをしている大人の方は良く見ます。子供は見ません。生活排水も
そのまま流している場所もまだまだあります。川が汚い。ザリガニがいるなんて、おどろきました。(女性、20歳代)

58

桃花台のモノレール、景観が悪い。小牧市内の道路が非常に悪い。曲線道路が多い。20年前引っ越してまいりま
したが碁盤の目のようにわかりやすくして頂くと良いと思います。(男性、70歳代)

59

①小牧市民憲章の各項の理念を行政担当者各自が行政に反映させる気構えが必要です。
②改築される予定の市民病院は景観を配慮した安らぎと病院機能を両立させる施設にして欲しいです。
③ふらっと南を隣接する公園（区画整理課）と一体化する施設にして下さい。(男性、60歳代)
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60

景観を論ずる前になすべき事が山ほどある。小牧市の景観で観光客が呼べるとは思えない。人口10万ちょっとの
小牧市に観光事業は税金の無駄遣いである。他の事業を進めた方が良い。身近な声で歩道のない市道を小学生
が通学している。歩道がないのでえらく遠回りして通学している。その他いくらでもあるけど、言わない。民間は給
料下がっているのに、公務員だけ上がっている。自分達で考えてや。景観を論ずるのは100年早い。アンケートに
当たるより宝くじに当たって欲しい。宝くじ買ってないけど。(男性、70歳代)

61
155線の歩道がガタガタだと思います。(女性、70歳代)

62

景観な町並や交通渋滞のない道路は重要です。岩崎周辺は区画整理され、町並、町住みスーパー最高です。ま
ず小牧市全地区道路整備を基本として余裕のない景観は無意味です。朝夕、生活道路まで通勤自動車が入り込
めば、景観は望めません。余裕と不満とでは不可解です。(女性、70歳代)

63

・中途半端まで進めてその後何も進捗市内道路工事が多すぎる。Ex.新町３丁目、小牧原、過去の話であるがア
リーナ周辺・きちんと計画をすれば、もっと早期に終了できたはず。わざとゆっくりしているようにしか見受けられな
い。一方、無駄な道路工事も多い。味岡付近直線化、155号オーバーブリッジ（渋滞解消ならR41を高架にすべき。
意味がない。）工事業者と癒着しているのではないかと疑ってしまう。はっきり言って無能極まりない。
・景観についても、必要であるとは思ったが、多大な税金を投入してまで進めるべきではない。樹木を無駄に増や
せばその維持にもお金がかかる。
・他にも市民がより住みやすくする方策はいくらでもある。交通アクセス（もっと名鉄にも働き掛けるべき）企業誘
致、人口を増やす算段
・もし景観などに配慮し、樹木を増やすのであれば、退職した人材を活用するなどして互助関係を築き上げるべ
き。
・小牧市は市民の血税をどう考えているのか？将来も考えず無策であり、平和ボケしている。（男性、40歳代）
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③　市の方針など市政全般に関すること
43件

1

小牧市の方向性が多方面にありすぎで、どの方面も中途半端ではないでしょうか。観光、商業、工業とありとあら
ゆる方面で税金をかければ特徴ある街作りは無理ではないでしょうか。(男性、30歳代)

2

モノレールを無くして生活が減望しました。生活も苦しく老人との生活ですが、小牧市は貧しいイメージしかなくなり
ました。私自身を休めてくれるのは木々の緑だけです。これだけ生活の為に桃花台を選んで住んだのに（住宅ロー
ン）モノレールを失くし、仕事も行くことが不便にな、景観・・・とかの問題ではない。年金のない老人と収入のない
（少ない）所得の低い人間にどう責任を取ってくれるのか・・・がもっと大事です。住宅のお金も戻らず・・・小牧は
もっと交通・・・車のない老人のいる我々の貧しい人への車を考える方が先だと思います。(女性、50歳代)

3

小牧市は緑が豊かで中心部も多くの店が集まっていて良いとは思います。桃花台なども景観を考えて町作りをし
ているとは思いますが、やはり交通の便が悪いのでなかなか発展できないのではと思います。(女性、40歳代)

4

私はもう20年以上桃花台地区に住んでいます。小牧市中心部の方が考えていることとのズレをいつも感じていま
す。私が考える小牧市のあるべき姿とは、名古屋に比較的近い立地を活かしたベッドタウンです。小牧市駅周辺
の繁栄を望んではいません。東部地区からは小牧市駅は遠く春日井駅の方がアクセスが良いのは明白です。バ
スを今以上に増やしたり店を増やしてほしいと常々思っています。もし小牧駅周辺の繁栄を進めるのであれば、小
牧駅から小牧山までの道をもっと歴史ある街並みにそろえたり、食べ歩きできる店を作る等工夫できませんか？
犬山城周辺は本当にきれいになりましたよ。小牧市役所を建て替える暇があるなら、早く図書館を何とかして下さ
い！！(男性、20歳代)

5

犬山、春日井に比べると、何事においても市民の盛り上がりに欠ける。私の子供も含め住んでいる団地からは成
人すると他市へ移り高齢者ばかり。こども会もなくなり、祭りもなくなり、今度どうなるか。犬山を見習い、行政、市
民、商店街等で皆で盛り上げる町造りが必要では。市は何事においてもPRが足らない！(男性、60歳代)

6

小牧駅前の発展には小牧市役所を当然の事ながら小牧駅前に建設すべきで小牧市役所を中心とした城下町を造
るべきで、あの様な場所に建設するとは何たる愚策ぞ。これでは小牧市の発展はなしと考える物である。(女性、70
歳代)

7

景観のみを取り出す前にもっと重点的に実施すべき事がある。小牧市の活性化、少子高齢化対策、災害、犯罪防
止対策、住環境の整備等に推進する。具体的には道路整備、歩車道分離、自転車通行帯の設置、歩道整備、バ
リアフリー化、住環境整備では旧住居地域の狭あい道路の解消、災害、防犯面では中小河川の改善、夜間照明
の改善、東部工業地域における中小企業の活性化、（産業転出による空き地が目立つ）以上の点等を重要し取り
組んでいけば必然的に景観整備に繋がると思う。(男性、70歳代)

8

春日井、犬山に比べて人に聞きますと財政は一番豊かと聞きましたが、駅下車一見に一番豊かさが見られないと
私は思います。財政に応じた街をつくりあげたいものです。本当に３市の中で小牧市が恵まれているのでしょうか。
市長さん、若い山下市長になりましたこと、ガンバッテ！下さいませ。祈ります。(女性、70歳代)

9

小牧市景観基本計画が作成されて10年たっているのに、10年前と何が変わったのかまったくわからない。無駄に
立派な道路ができただけ。そのようなものに税金を投入するなら、歩道の雑草をきれいにしてほしい。道や箱もの
が好きな経済最優先主義はやめていただきたい。(女性、40歳代)

10

観光都市を目指さなくてもよい。自然を未来に残していく事が重要。桃花台方面に主に自然が残っており、主要道
路もあり、周辺には工場もあり、にぎやか。重要文化財などもあり、小牧市には、いろんな方面でバランスのとれた
土地柄だと思う。いろんな方面でいろんな企画を実行して、にぎわい、市民が住みやすいあたたかい「小牧市」に
なれたらよいと思う。(女性、30歳代)

11

落書き防止、ポイ捨てをしない等、市民一人一人がマナーを守ればある程度の景観は維持できる。むやみに税金
を使わないでほしい。→このところやたらにアンケートが多いが、それにも相当な税金が使われているのではない
だろうか。「HPをご覧ください」で終わらせないで、アンケート結果が活かされた形を残してほしい。（全ての家庭が
HPを見れるわけではないはず）(女性、30歳代)

12

直接関係ありませんが、小牧飛行場周家屋に補助金を出して桃花台地区に移転してもらうというのは国防上、公
益上から必要だと思います。（跡地は緑地にする）現状の国や地方自治体の財政からして、今以上の事はできな
いと思います。地域活性化のために小牧がブルーインパルスが飛べる町になることの方が早いのではないかと思
います。また微力でも震災がれきを小牧市は受け入れることはできないでしょうか。遊休地はたくさんありますの
で。以上考察いただければ幸いです。(男性、40歳代)
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13

今回のアンケートと等などでもそうですが、市が良くなる事は良い事だと思われます。しかし今、世の中はエコ活動
が活発に言われていますが、小牧市はエコを利用したまち作りを重点に置き、向上等が多いんですから会社等に
エコの（リサイクル）の利用をもっと活用させればもっと良いまちになると思います。(男性、40歳代)

14

市内の景観を考える前に、市民は何に困っているかを調べ困っている人の多い項目を優先して対処してほしい。
雇用、福祉、教育、医療、防犯など。又、建設関係では豪雨時の河川溢水による住宅地、田畑の被害をなくしてほ
しい。(男性、70歳代)

15

多気地区に住んで約30年、当地区は景観や公園一つなく恩恵は無である。片寄った行政をやめて平等な行政景
観等の整備を行って欲しい。(男性、60歳代)

16

景観を良くしようとしているのはよくわかるが、都市計画課だけではなく、市全体で考えてほしい。どちらにしろ市民
及び小牧で働いている人のマナー向上により景観は良くなると思う。特にトラックのマナーは最悪。市民ではないと
思うが、そのトラックが小牧には多い。そこからだと思うが！(男性、70歳代)

17
名古屋市のように、減税などという馬鹿げたことはせず、整備事業を推進して下さい。(男性、30歳代)

18

○町づくりの全体像がよくみえない。
○名古屋圏に便利で近い交通体系の展望（バス路線が不便な鉄道（小牧駅ばかり）に行先が設定されているが、
名古屋方面に便利な岩倉方面バスで小田井方面への足がない）・・・岩倉方面越境乗り入れ可能とする地公体の
話し合い要と思うが。利便性考慮すべき。
○廃線桃花台線。見苦しい。(男性、70歳代)

19

市のこのような市民の意見を聞く姿勢は非常に良い事だと思います。良い町づくりとして取りくんでいる事がよくわ
かりました。(女性、60歳代)

20

将来に向けての街創りのため、景観に力を入れて行くことは大切だと思う。犬山市などは成功している。が、景観
よりも福祉に力を入れるべきとの人も多くおり、市民としては市のバランスのとれた計画を願っています。市の規模
に対して、市役所の建物は立派すぎると思う。(男性、40歳代)

21

そもそも税金を使ってまで景観にこだわる意味がわかりません。既に方向性が決まっている上での強引なアン
ケートもわかりません。緑化、省エネは必要です。歴史・文化も大切なことは当たり前ではないでしょうか？このア
ンケートもムダに感じます。景観も大切なことは分かりますが、もっと子供たち、老人たちが住みやすくする町づくり
に税金を使って下さい！　駅前のイルミネーションで町が活気づく事もあるので、そのようなイベント的な事（時間、
期間決めて）は賛成です。ただ、ムダなことはやめて下さい。（提案）市や市役所で不当な扱いをされたり、対応が
悪かった場合、ムダな事をしてたりする時に相談できる“コンシュルジュ”的なデスクを設置したらいかがですか？
市民が平等に安心出来る町づくりを！(女性、30歳代)

22

小牧市がとっても大好きです。もっと活気溢れる町とてもおしゃれな町になってほしい。市長に頑張ってほしいので
応援しています。家の建て方（日あたり）とか考えて建ててほしいです。(男性、30歳代)

23

大都市の様な駅を中心とした商業市街地化は小牧には無理だと思う。それより幹線道路をしっかり整備（雑草やゴ
ミなども含む）したり、東部丘陵地区の緑の多い地域で、最近目立つ荒地などは不法投棄の温床になりやすいの
で行政指導してほしい。これから高齢化がすすむと益々自分の土地、建物ですら美化整備出来なくなる為、各地
区自治会による美化活動を今まで以上に支援してほしい。あと、市民からすれば、街の景観が余り良くないといっ
て、景観だけの為に税金を投入してほしくない。主は医療、福祉、学校だと思うから。ＰＳピーチライナーの駅舎、
高架は美観も損ねますが、最近地震も多いのでとても心配です。（阪神大震災の時あれだけの構造物が倒壊した
ので）(男性、40歳代)

24

小牧市の方向性がわかりません。工業都市を目指すのか、自然豊かな都市を目指すのか、中心市街地を活性さ
せるのか、等。基本計画の充実をし、中途半端にあれもこれもでは税金のムダです。資源を集中して活用して下さ
い。(男性、30歳代)

25

小牧市に住んで感じることは、桃花台ニュータウンなど計画的に整備されたとされているが、ピーチライナーの廃
止をはじめ、病院、施設、工場、大型店、小店が少なく、不便を感じています。夜はひっそりとして、あまり治安がよ
くありません。バイクや車の騒音で迷惑しています。もう少し便利であれば、良いのですが、（春日井方面へ足が向
きます）住んで良かったと思われません。魅力と活気のある町づくりを希望します。（若者が日中ほとんど勤めに出
ていて、人影はまばらです。）ただ、住宅、マンションが多いだけです。名古屋へ出るにもバス代が高く高齢者は大
変です。(女性、70歳代)
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26

○金を掛けずに景観を作ることが最重要
○金を落とす場所を確保し、そこにライトアップや何回も訪れたい設備を導入する。
○住宅地もモデル地域を設定して、スマートグリッドを行う。地元の企業を優先的に採用してよりよい小牧を提案し
てもらう。
○要は商業用と住宅用と場所を決め、まずは小規模で試す。良かったら順次発展させていく。
○風俗店をいたる所に営業許可を出す町に良識人が住みたいとは思わない。
○景観が悪くなるのが嫌なら山を切りくずさない事です。人口がやたら多くなれば、（新世帯の人々）代々住んで、
小牧の良さが知らない人が多くなり、本来持っている良いところが無くなる。
○ピーチライナーの残骸をなんとかしないと（金があるうちに）　末代まで重い物を背負うことになりますよ。（景観も
損なう）(男性、40歳代)

27

30年前にこの町に来ました。その頃は回りに田んぼが沢山ありました。その頃も住み易い所だと思っていました
が、田んぼがなくなり、すし店、ラーメン屋と食事をする所が多くあり、今現在もそれはそれで住みやすくとても好ま
しく思っています。69歳になりまして、市のバスも無料にして頂きまして、近くに小針の郷もあります。景観について
のアンケートでしたが、自分はきれいな町で不足はありませんので、アンケートには答えいにくい者でした。(女性、
60歳代)

28

小牧市は全体的に街、全体が古いイメージがあり、特徴のない場所が多く、景観としてはあまり良いイメージがな
い。特に道路は狭く汚れている。街中もただ古いだけの場所が多く、一方桃花台の住居としてだけの街づくりがし
てあるように、全体としては古くさく、暗いイメージの街である様に思う。駅前を核にしてきれいな街づくりを期待す
る。あくまで予算があればの話であり、無理をする必要はなし。(男性、70歳代)

29

小牧市スポーツ公園総合体育館、パークアリーナ小牧、小牧市スポーツ公園、市民会館等全て美しく、市が力を
入れているのがよくわかります。市民の一人として気分がよい。(男性、70歳代)

30

長い目で見たら堪えず景観づくりは力を入れなければならない重要な問題であると思います。財政と良く相談の
上、向上することを願っております。今までは市の景観に無関心でした。景観問題でしたが、この度長野方面へ旅
行して驚きました。以前から気付いていた事でしたが、特に長野県はオリンピック以来、ずっと環境教育に力を入
れた地域、びっくりしました。デザインの優れた建物が多く、特に教育に熱心と言われるだけあり、学校の建物がと
てもユニークで、優れたデザインの建物が多くみられ驚きました。景観良く住み易ければ、人間的にも向上し健全
な街づくりにつながるものと確信致します。(女性、70歳代)

31

小牧の景観はどこに向かって工事整備がされているのかわかりません。駅前も途中工事のようで駅前がきれいに
なったと感じられない。全体の調和がないからかもしれない。駅前の動線→小牧山、市役所、図書館等、特に文化
度を示す図書館がもっときれいで進歩したシステムにすべき。24時間対応している図書館も世界にはある。ピーチ
ライナーも都市計画に基づき整備されたはずだが、今の状況を放置しておいてもよいのか？小牧市の恥です。農
業公園もいつになったら実現するのでしょうか？長期的に計画して、完遂願いたい。(男性、50歳代)

32

景観に関するアンケート調査とのことですが、小牧を観光都市として発展させていくのですか？市役所に観光課は
あるのですか？あまり活動している様には見えませんが、市民のいこいの場をたくさん作るのはお金があればい
い事だと思います。(男性、60歳代)

33
桃花台や市街地ばかりでなく北里、小木地区の事も考えてほしい。(女性、50歳代)

34

いろんな事について他市と比べると遅れていると思う。まあ、地道に進める事が大事だと思う。あせらずに少しずつ
進める。(男性、50歳代)

35

私は名古屋市で住んで結婚して小牧に住みました。生活に不便って思っていましたが、想像以上に不便です。小
牧駅周辺はまだ整備されてますが、私が住んでいる上末はまったくです。表向きには整備されてますが、一方らに
入ったらまったくです。それに何もありません。近くにスーパーもなし、ポストも最近なくなりました。2人子供がいま
す。近くに公園がありません。普通ありませんか？ママ友造りたいのに公園がなきゃ作れません。ピーチライナー
もなくなって不便です。税金で維持費まかなってるなら、もう一度復活したら？バスだけじゃ絶対に不便です。市長
とかってちゃんと小牧市民の事考えてるんですかね？小牧を美しく誇りと魅力って言ってる前に、もっと小牧市民
のちゃんとした意見聞いたら？(女性、30歳代)
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36

転勤族で全国を回り、小牧に来ました。今後定年をむかえ、小牧が終の棲みかとなりますが、他県にいる友人が
訪れた際に「小牧はこういう所」と話す事ができません。歴史の上では名前が出てくる事があるのですが、認知度
は全くなしです。こういう面でも代々地元に居る方と他県から来たものとでは感じ方や考え方が違います。市役所
に勤務されている方々、今回の様なアンケート調査を考えた方々は代々小牧の方が多いのではないでしょうか。
広い目で日本全国を見て、小牧の小ささや、中途半端な史跡ある街を見直して頂きたいと思っています。全国の人
に、「小牧市はこういう街だ」と自慢出来るような街になる事を切に希望します。(女性、50歳代)

37

いきなり暴力とは振るったりする男性などが多い様な気がするので、もっと空や海のようにみんなが安心して共に
わらったり、（時に泣いたり）できる心豊かなイキイキした人間に育つようにならないかなあと思う。(女性、30歳代)

38
現役引退して時間がある方で地域貢献意識の強い方の発掘が重要かと思います。(男性、50歳代)

39

小牧市は特色がないと思います。また、「人と緑・・・」とありますが、ほんとに緑が必要なんでしょうか。方向性に一
貫的な目標がなく、想像しにくい将来像でわかりにくい。その一方で交通に不便があることを認識していながらそち
らは何も見えない。今回アンケートを答える事ができ、とてもよかったと思う。小牧に特色がない事の理由がわかっ
た気がする。アンケートは景観だけだが、多分万遍なく問題をクリアして行く案だけ議論されている感じがする。振
り返ればもともとどんな具体的な街づくりだったのか、青写真はあったのか、疑問である。抽象的表現が多く本気
度を疑う。せっかくアンケートを書いたので最後にアンケート結果と市の考えとのギャップをしっかり考えて情報公
開してほしい。市が緑が大事だと言うなら、緑以外の議論は優先度を下げるべきと思う。間違いなら修正すれば良
いだけのことである。(男性、40歳代)

40

①小牧市民憲章の各項の理念を行政担当者各自が行政に反映させる気構えが必要です。
②改築される予定の市民病院は景観を配慮した安らぎと病院機能を両立させる施設にして欲しいです。
③ふらっと南を隣接する公園（区画整理課）と一体化する施設にして下さい。(男性、60歳代)

41

住宅・店舗等空き地、空き家が目立つ地域があるのは残念です。とりあえずでも1ヶ所大規模に誇れる場所がある
と良いと思います。どこもかしこも少し手を付けて中途半端な感じがします。(女性、40歳代)

42
新庁舎の建設は不要だと思う。→無駄遣いである。小牧山の前が汚く感じる。(男性、50歳代)

43

・中途半端まで進めてその後何も進捗市内道路工事が多すぎる。Ex.新町３丁目、小牧原、過去の話であるがア
リーナ周辺・きちんと計画をすれば、もっと早期に終了できたはず。わざとゆっくりしているようにしか見受けられな
い。一方、無駄な道路工事も多い。味岡付近直線化、155号オーバーブリッジ（渋滞解消ならR41を高架にすべき。
意味がない。）工事業者と癒着しているのではないかと疑ってしまう。はっきり言って無能極まりない。
・景観についても、必要であるとは思ったが、多大な税金を投入してまで進めるべきではない。樹木を無駄に増や
せばその維持にもお金がかかる。
・他にも市民がより住みやすくする方策はいくらでもある。交通アクセス（もっと名鉄にも働き掛けるべき）企業誘
致、人口を増やす算段
・もし景観などに配慮し、樹木を増やすのであれば、退職した人材を活用するなどして互助関係を築き上げるべ
き。
・小牧市は市民の血税をどう考えているのか？将来も考えず無策であり、平和ボケしている。（男性、40歳代）
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④　まちの賑わい、活性化、観光に関すること
35件

1
小牧の町が淋しい町になりました。もうすこしにぎやかな町になってほしいと思います。(女性、70歳代)

2

小牧は広い市だと思いますが、ぱっと思い浮かぶ場所が小牧城しかなかった。桜の名所をつくったり、もっと集客
観光にスポットが当たってもいいのかと思う。私は子育てママ世代なので、景観よりも子どもに役立つ施設をもっと
作ってほしい。小学校にも授業後もみてもらえる政策などにとりくんでほしい。(女性、20歳代)

3
家からあまり出たことがないのでわからないことばかり。ごめんなさい。(女性、70歳代)

4

小牧駅周辺が箱物が多く夜間等は寂しいぐらいである。小牧駅の中には喫茶店もなく乗りかえ等で待っていると行
くところがなく時間を持てあましてしまう。（夜間小牧駅は公園の中の駅という感じであるが、もう少し駅前のにぎや
かさがあってもよいと思う。）(男性、70歳代)

5

東部にはふれあいの森、稚児の森、四季の森と自然を大切にした魅力的な場所が沢山あります。小牧駅周辺の
発展の為には、駅から小牧城までお店を出展させればより魅力的になると思います。ピーチライナーの高架は有
効利用するか撤去して頂きたいと思います。(女性、50歳代)

6

このところ尾張部は三河地方に比べ地価が相対的に低いようですが、それだけ街の魅力が乏しいのでしょう。小
牧市も名古屋市から10数kmと近いにもかかわらず、同様の事がいえます。街の魅力には様々あると思いますが、
景観の面で尾張部は平坦であり、どうしても不利にならざるをえません。それを補うものは何かを考えて、整備する
必要があると思います。(男性、60歳代)

7

小牧山中心にもっと人を呼び込めるようにして欲しい。城もただ歴史物がかざってあるのみで、子供や歴史以外で
期待した人には期待はずれが大きい。もっとイベント、小牧だけの「みやげ物」等ほしい。
○（例）２～３ヶ月/１回くらい。殿、姫等でのお茶会や舞などで人を呼び込む。
○城で昔を再現して、小牧名物等の物産展を開く　などなど。　現在城に登ってもおもしろみない。(女性、60歳代)

8

文化財や歴史的建物の保存や復元をもっと積極的に行うのが良いと思います。今の小牧駅周辺やラピオ周辺は
中途半端だと思います。(男性、40歳代)

9

歴史はとてもおもしろく戦術、城の役目などを学べることは、今を生きている人の生活を豊かにすることにつながる
と思う。小牧には小牧城があるのだから、小牧城の魅力をもっと引き出していいと思う。展示するだけの歴史では
なく、専門家による説明とかもいいと思う。夜間のライトアップもぜひ行なってほしい。ただ省エネも大事なので。観
光地はライトアップをして活気づけを行うが、ソーラーパネルを屋根につける過程には補助金が出たりなど、省エ
ネに対する政策も並行して行うといいのではないでしょうか。(女性、30歳代)

10
市民会館の駐車場を地下（１～２階建）に建設し、地上は公園にする。小牧市は市街地中心部に大きな公園がな
いのが欠点。弱点の一つである。(男性、70歳代)

11

ピーチライナーの後をどうにかしてほしい。地震等で倒れてくるのではないかと心配になります。小牧以外も関与し
ているので、大変だとは思いますが、廃線になってからかなり経過しています。早急な対応をよろしくお願いしま
す。小牧駅周辺の景観は良いのですが、何かが不足している感じがします。活気がないような気がします。人が集
まるようにハードウエアの整備等を検討してほしいです。イベントなどソフトウエア面では、がんばりが伝わるだけ
に残念です。期待しています。(男性、40歳代)

12

私は、小牧市に住んでいても岩倉市に近いため、小牧の中心街に行く事がなく、岩倉駅を利用して名古屋の方や
車で江南などに行ってしまいます。ですので小牧市の景観についての質問にあまり上手く答えられておりません。
質問内容についてですが、少し似たような部分があるので、もう少し減らすと答えやすいと思いました。そして景観
についてですが、田畑が少なくなっている事が気になります。通学路の周辺が田んぼから工場に変わっていたの
を見て寂しくなりました。また、小牧駅周辺の景観も魅力的であるとは言えません。小牧駅を利用しない私にとっ
て、あえてそこには行こうという気持ちがわかないからです。やはり駅のまわりは人が集まるような工夫をして、活
性化していってほしいと思います。その一つとして景観から考えて、ライトアップ、花や緑など今ある物を利用して、
さらにアイデアを加えて行くといいと思います。あまりお役にな照るアンケート内容ではないと思いますが、どうぞ御
査収下さい。(女性、20歳代)
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13

最近小牧市内を仕事で回って、色々な人から感想を聞いたのでこちらに書きます。（仕事仲間より）
○里山が思った以上に残っており、住みやすそう
○家（住宅）が多すぎで、あまりにぎわいを感じない。
○小牧駅前が（中心駅とは思えないほど）さみしい。もう少しビル等繁華街的な要素もあってもよいのでは。　○
ピーチライナーの跡地を何とか利用できないか。利用できなければ撤去してほしい。
○道路が整備されていて、車での移動にはよさそう。
○小牧山がきれいだった。
あまり景観というものに関心がなかったですが、色々な人に言われて、気付かされる事が多かったです。(男性、40
歳代)

14
駅付近のシャッターのままの建物(女性、70歳代)

15

小牧駅前の活気が減った気がする。駅前の活気は小牧市の印象に直結すると思うので、景観整備と共に必要だ
と思う。(男性、20歳代)

16

観光施設の充実により観光市へとシフトする。
①小牧城→木々でかくれてしまい、街から天守が見えるようにする。犬山城との２大城めぐりコースを設定する。※
名鉄タイアップ。
②田県神社→祭り当日以外の日でもイベント実施できる施設を作る。田県神社駅改築と参拝ロードの整備により
年中集客できるところにする。※名鉄タイアップ　以上、市のビルや道路に税金を投入するより２大観光地への投
入により小牧市を日本の有数観光地へとレベルアップして下さい。（今のままでは宝のもちぐされ）(女性、50歳代)

17

市内の渋滞が目立つ。駅前に活気がみられない。樹木は枯れ葉が落ちないものがよい。歩道を広く。ピーチライ
ナーを早く処理する。(男性、40歳代)

18
味岡地区に大きな商業施設がほしいです。(女性、40歳代)

19

空港が簡素化された現在、小牧駅が顔であり、窓口であり、メインであるべきだと思いますが、ピーチライナーもな
くなり、長居が出来るほどのショッピング街もなく、ここ数年はいつもしょぼくれたイメージしがつきまとっています。
でも、クリスマスシーズンのライトアップは毎年素敵です。中心街は寺院が多いため道が狭くて、あまり車で通りた
くなかったので、メイン通りの道路の完成はうれしかったです。小牧市全体を見ると、工場も住宅地も田畑もあるの
で、全部を統一するのは無理だと思います。それぞれのエリアに合った景観を整えて行くのも大事な事でしょうが、
小牧駅周辺をもっと魅力的にしてほしいです。あと、ピーチライナーの名残は落ちぶれた街の象徴を見ているよう
で、気分が落ちます。桃花台から小牧駅の間は寄り道出来る所がほとんどなく、夜は暗い道をただ帰るだけなの
で、つい春日井方面へ出向いて行ってしまうのは仕方のない事だと思っています。(女性、40歳代)

20

私はどんかんですので意見は無いので申し訳ありませんが、小牧は職場が少なくなっていくのかなと思っているの
ですが、調査の内容がちがうかなと考え、こんなことを書いてわるいかな。84,5歳ですので許して下さい。(女性、70
歳代)

21

申し訳ございません、桃花台よりあまり小牧の町の方へは行きませんので、よくわかりません。どうぞごめんして下
さい。77才のばあちゃんより(不明、70歳代)

22
人々が行ってみたくなるような魅力ある町を作ってほしい。(女性、70歳代)

23

中心市街地というのが、どのあたりをさしているのか良く分かりません。他の地域の人が小牧を訪れた際に印象に
残るような整備された地域を作って頂きたいです。(女性、30歳代)
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24

私は大学の授業で、「自分の地域の特徴を調べ、法定外税を設けるとしたらどのような税をつくるか」というレポー
トが出た事があります。そのとき、小牧市について色々調べたところ、ラピオ再構築という問題があるという事を知
りました。テナントの撤退が相次ぎ、客足も減り、中心市街地に活気が無くなっていると感じました。そこで私は「地
域活性化税」という法定外税を設け市民からの手助けを借り、ラピオにドンキホーテなどの量販店を入れ、客足を
取り戻し中心市街地に活気を持たせようという内容のレポートを書きました。小牧市だけでなく色々な地域からお
客様が来てくれるようになったら、小牧市に元気が出ると思ったからです。そのような事を考えていたら、つい最
近、ラピオにファニチャードームができ、驚きました。開店の時には列ができていて、未だかつてあんな光景は見た
事がなかったです。少し活気が戻ったように思えました。一つ要望としてはラピオに飲食店を入れて欲しいです。若
者からお年寄りまで幅広い年齢層、家族で行けるようなフードコートではなく、ご飯屋さん（専門店）があったら、
もっと客足が増えるのではないかと思います。私自身ラピオから家が近いので、もっと利用するようになると思いま
す。意見を述べる機会を設けていただき、ありがとうございました。小牧市をよりよくするための活動に少しでもお
力になれればと思います。(女性、20歳代)

25

◎可児市の道路沿いにずっと植えてある花水木がとてもきれいでした。小牧市も道路沿いにうえてありますが、花
がないものなので、あまり目立たず、もったいない感があります。花がつくものだといいですね。
◎春日井市はたくさんの公園があり、花も多く憩うにはとてもいいです。小牧市は立派な市の建物がたくさんありま
すが、公園の花が少ないという印象です。
◎小牧駅まわりに小さな公園がありますが（日本庭園みたいな、昔見て、今あるかな）あまり人がいない感じです。
◎もっと人が行きたくなるような花の多い魅力的な公園、街にして欲しいと思います。(女性、40歳代)

26

ドッグラン設置を設けることで町も歩道もキレイになると思います。どうかよろしくお願いします。小牧山北側155号
沿いの商業施設を増やしてほしい。飲食店に都合のよい下水管を造ってほしい。専用駐車場なんかもあれば良い
と思います。(男性、20歳代)

27

駅から小牧山への道が整備されていますが、次は街並を城下町の趣のある落ち着いた家やお店を作って、形成し
て下さい。土地に対する執着があり、なかなか難しいと思いますが、今の小牧はあるいてブラブラ買物を楽しむ所
はどこにもないと思います。車で行きたい所に移動するだけ。せっかく小牧城があるので、観光にも外からバスで
わざわざ来てくれるような魅力のある街並を計画的に作って小牧を活性させて下さい。(女性、50歳代)

28

①緑地公園の施設について　パターゴルフ場、フライングデスクゴルフ場、子供遊園地、バーベキューハウス等老
若子と全国的に誇ることが出来る施設なのに、やや交通不便であり、絶対的車の駐車場近くに不足している。（園
の中、前）朝駐車場確保の為に開園前から道路に車を並べており、大型車の通行を妨げている。（※両側）
②街の特色づくり　これと言った通りもなく、城下町の歴史が薄く何も感じない。戦時中の砲火も免れ若干古い建
物と町並みもあるが、活かされていない。遠地から観光に来るくらいの整備をしないと、将来の発展は叶わない。
注：大型店は郊外へ
③観光のない町　人に紹介する所がなく、（何時も苦慮する）せめて道の駅的施設をつくりＰＲの場を設けてほし
い。（発信基地）(男性、70歳代)

29

県外から友人が遊びに来た時言っていた事です。小牧は、寺や神社が他の土地よりも多く、信仰の厚い土地柄に
見える。寺、神社の建物も立派なので、人が中に入り易いようにしてＰＲすれば犬山に近い事もあるし、もっと人が
来るのではないか、とのことでした。「寺、神社のある景色」が良いそうです。名古屋に行かなくても、最近のものが
買える町になると若い人が駅周辺で買物をするようになって、町が元気になる＝おしゃれな人が集まる町になると
思います。統一感も大切だと思いますが、“色”も必要だと思います。ファニチャードームいいです。外から見えると
もっといいです。地下鉄と繋がり、駅周辺はマンションも増えてきたので、これからはもっと人が集まり、寂しくない
ようになっていくのではないかと期待しています。景観は人がつくるものですので。頑張って下さい。(女性、30歳代)

30

仕事の関係で以前、関西北陸にも住んでいたが、名神高速道で小牧を通過する際、小牧山をほとんどの人が犬
山城と見間違えていた。（バス観光の折）案内標識があればなあと思ったことと、犬山城なら降りて観光したいと話
題になったが、小牧なら観光したいとは誰も言わなかったのが淋しかった。観光都市としての魅力も高めてほし
い。(男性、70歳代)
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31

時々ゴミ袋を持ってゴミを拾っていて下さる人々を見ますが、個人1人1人がゴミを捨てない様に気を付ければきれ
いになると思います。小牧市もお城がありますので、観光地としてお客さんを呼べるようになると思います。(女性、
70歳代)

32

景観を論ずる前になすべき事が山ほどある。小牧市の景観で観光客が呼べるとは思えない。人口10万ちょっとの
小牧市に観光事業は税金の無駄遣いである。他の事業を進めた方が良い。身近な声で歩道のない市道を小学生
が通学している。歩道がないのでえらく遠回りして通学している。その他いくらでもあるけど、言わない。民間は給
料下がっているのに、公務員だけ上がっている。自分達で考えてや。景観を論ずるのは100年早い。アンケートに
当たるより宝くじに当たって欲しい。宝くじ買ってないけど。(男性、70歳代)

33

小牧市はやはり小牧山、小牧城！！小牧市には観光スポットがあります。でも小牧駅の周りがぱっとしません。駅
から小牧山までの道を情緒ある風情に造り上げてはいかがですか？織田、豊臣、徳川の時代を思わせる歴史、文
化、日本古来の美味しいもの、小牧の桃、柿他・・・食べられる店、すべてこの道の周辺に凝縮されるといいです
ね。※たとえば鎌倉駅～鶴岡八幡官のような雰囲気(女性、50歳代)

34

自動車がないと買物、病院へ行けないです。桃花台でも住民の意見を取り入れてアピタだけではなくジャスコや
ビックリブやカインズといった店を入れてほしい。(女性、30歳代)

35

小牧市は土地柄住む人の人柄により新しいお店（飲食店など）が参入しづらいと聞きました。そのためか中心地の
小牧駅周辺もどこか人影なくさみしい感じがします。個人的意見ですが、気軽に寄れるコーヒーショップがない。ス
タバがあればいいのになあと思います。(女性、30歳代)
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⑤　ピーチライナーに関すること
34件

1

ピーチライナーの跡地の活用について検討はされているとは思いますが、もうこれ以上結論の先送りは駅舎の安
全上も許されない状況だと思います。解体するのか、活用するのか、検討状況も我々市民には伝わってきませ
ん。（行政の怠慢？）橋の部分はどこかで見た「太陽光パネル」を設置して「太陽光発電」に使えないかと考えたり
もしますが？やるとすると今がその風が吹いていると思いますが。景観アップにもつながるのではないでしょうか。
(男性、60歳代)

2

小牧市は山、川、田園、城に恵まれた美しい市だと他の市と比べても自信が持てる市です。大好きです。ただ唯一
最大の欠陥は、旧ピーチライナーの建造物の存在です。利用価値も方法もなく現在は放置状態です。小牧市の景
観を云々するならば避けて通れない問題だと強く感じております。早急に対処してゆかなければ小牧市を訪れた
他の市の人々は何と思うでしょうか。小牧市に住む私も自信を持って小牧市の良さを誇ることができません。ぜひ
第一に取りかかってほしいものです。(男性、60歳代)

3

①木や花を見ながらサンポできる所を多く作ってほしい。②公園や小牧山頂上などお茶屋さんが欲しい。③モノ
レールの上サンポコースにして下さい。木や花を植えて。④川の水がきれいで有りたい。⑤土手に花や低めの木
(女性、60歳代)

4

モノレールを無くして生活が減望しました。生活も苦しく老人との生活ですが、小牧市は貧しいイメージしかなくなり
ました。私自身を休めてくれるのは木々の緑だけです。これだけ生活の為に桃花台を選んで住んだのに（住宅ロー
ン）モノレールを失くし、仕事も行くことが不便にな、景観・・・とかの問題ではない。年金のない老人と収入のない
（少ない）所得の低い人間にどう責任を取ってくれるのか・・・がもっと大事です。住宅のお金も戻らず・・・小牧は
もっと交通・・・車のない老人のいる我々の貧しい人への車を考える方が先だと思います。(女性、50歳代)

5

○県道の街路地の植木が枯れて放置されています。○県道は県の方で小牧市には申請することはできないので
すか？
○ピーチライナーの廃止あとの景観がめざわりです。特に駅周辺だけでも早めに撤去されることを望みます。(女
性、70歳代)

6
ピーチライナーを早急にどうするか検討してもらいたい。(男性、50歳代)

7

ピーチライナーの高架橋について
１、小牧市として何か利用する方策があるのかどうか。
２、どこかの大学でも再生法を募集していましたが。
３、そのまま放っておくとすると景観上問題となるのではないでしょうか。
４、色々な方のご意見が出ていると思いますが、一度中間発表されてはいかがかと考えます。(男性、70歳代)

8

○私は小牧城山に来て21年になります。夜間に野焼（？）個人か工場かわかりませんが、化学物質を含むような
臭いが立ちこめます。21年間それに悩まされてきました。○ピーチライナーの線路跡の太陽パネルをおいてはどう
ですか？エコになると思います。壊す事も出来ず利用することもできないなら。(女性、50歳代)

9

美化が重要なのではなく、安全快適な街作りをしてほしい。ピーチライナーを春日井駅（ＪＲ）までつなげていれば
良かったと思う。名古屋へのアクセスをもっとよくしないと若者が住まない町になっていく。現に小牧駅行きのピー
チバスは赤字経営である。(女性、20歳代)

10

旧ピーチライナーは取り壊すのにも莫大なお金がかかると思いますが、そのまま放置しておくのも、もったいないな
あと思います。土をたくさん入れて畑にして、低料金で貸し出すとか、資金はかかりますが、太陽光パネルを置い
て公共施設の電気に利用したり、市民に低料金で提供できるといいなあと思います。(女性、30歳代)

11
小牧にはその他いろいろな問題があると思います。小牧から桃花台、モノレール等とか。(男性、60歳代)

12

東部にはふれあいの森、稚児の森、四季の森と自然を大切にした魅力的な場所が沢山あります。小牧駅周辺の
発展の為には、駅から小牧城までお店を出展させればより魅力的になると思います。ピーチライナーの高架は有
効利用するか撤去して頂きたいと思います。(女性、50歳代)
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13

○町づくりの全体像がよくみえない。
○名古屋圏に便利で近い交通体系の展望（バス路線が不便な鉄道（小牧駅ばかり）に行先が設定されているが、
名古屋方面に便利な岩倉方面バスで小田井方面への足がない）・・・岩倉方面越境乗り入れ可能とする地公体の
話し合い要と思うが。利便性考慮すべき。
○廃線桃花台線。見苦しい。(男性、70歳代)

14

ピーチライナーの後をどうにかしてほしい。地震等で倒れてくるのではないかと心配になります。小牧以外も関与し
ているので、大変だとは思いますが、廃線になってからかなり経過しています。早急な対応をよろしくお願いしま
す。小牧駅周辺の景観は良いのですが、何かが不足している感じがします。活気がないような気がします。人が集
まるようにハードウエアの整備等を検討してほしいです。イベントなどソフトウエア面では、がんばりが伝わるだけ
に残念です。期待しています。(男性、40歳代)

15

工場、企業が多い市だけに、道路等が車優先の作りになっている様に感じます。歩道がしっかりと整備されていな
い等「ゆっくりと散歩したりしながら街並を楽しむ」等ができない市だと感じます。ピーチライナーの駅跡など大変見
苦しい。(女性、30歳代)

16

桃花台線の高架線を景観をそこなわない様に、ソーラーパネル等を敷き詰めて照明電力として活用してはどうか。
桃花台線旧駅を商業施設として民間に貸出してはどうか。公園等公共施設の清掃を障がい者施設に委託して、就
労支援をしてはどうか。桃花台内の道路の案内掲示板が少なく、道をよく尋ねられる。(男性、50歳代)

17

景観とは無関係と思いますが、犬の散歩で見かけるのが名鉄バス大型がガラガラなのに対して巡回バスが年寄り
でいっぱいの時がちょくちょく・・・。バランス良くないなーっと。くどい様ですが、ピーチライナーもったいないです。
(女性、40歳代)

18

良好な景観づくりなら、ピーチライナーをどうにかしてもらいたい。冬になるとピーチライナー下は凍ってあぶない。
メンテナンスもかかると思うので、壊してしまう事はできないか？地震が起きた時に一番危ないのは、ピーチライ
ナーだと思います。これに税金使うのは許せます。(男性、30歳代)

19

荒地、休耕地が目立ちます。又、小牧市中心部の道路が旧道と新しい道が一緒になってわかりにくい。ピーチライ
ナーの橋脚、早く今後の方針を出してほしい。今盛んに言われている自転車道の整備、又、車の交通量が多い所
は歩道をしっかり作って欲しい。特に池之内方面の道路は危険です。(女性、60歳代)

20

大都市の様な駅を中心とした商業市街地化は小牧には無理だと思う。それより幹線道路をしっかり整備（雑草やゴ
ミなども含む）したり、東部丘陵地区の緑の多い地域で、最近目立つ荒地などは不法投棄の温床になりやすいの
で行政指導してほしい。これから高齢化がすすむと益々自分の土地、建物ですら美化整備出来なくなる為、各地
区自治会による美化活動を今まで以上に支援してほしい。あと、市民からすれば、街の景観が余り良くないといっ
て、景観だけの為に税金を投入してほしくない。主は医療、福祉、学校だと思うから。ＰＳピーチライナーの駅舎、
高架は美観も損ねますが、最近地震も多いのでとても心配です。（阪神大震災の時あれだけの構造物が倒壊した
ので）(男性、40歳代)

21

ピーチライナーの再利用ができなければ早急に撤去して欲しいです。見た目にも退化してきて景観を損なう。小牧
市のイメージが悪くなるばかりです。(女性、50歳代)

22

最近小牧市内を仕事で回って、色々な人から感想を聞いたのでこちらに書きます。（仕事仲間より）
○里山が思った以上に残っており、住みやすそう
○家（住宅）が多すぎで、あまりにぎわいを感じない。
○小牧駅前が（中心駅とは思えないほど）さみしい。もう少しビル等繁華街的な要素もあってもよいのでは。　○
ピーチライナーの跡地を何とか利用できないか。利用できなければ撤去してほしい。
○道路が整備されていて、車での移動にはよさそう。
○小牧山がきれいだった。
あまり景観というものに関心がなかったですが、色々な人に言われて、気付かされる事が多かったです。(男性、40
歳代)
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23

市内の渋滞が目立つ。駅前に活気がみられない。樹木は枯れ葉が落ちないものがよい。歩道を広く。ピーチライ
ナーを早く処理する。(男性、40歳代)

24

小牧市に住んで感じることは、桃花台ニュータウンなど計画的に整備されたとされているが、ピーチライナーの廃
止をはじめ、病院、施設、工場、大型店、小店が少なく、不便を感じています。夜はひっそりとして、あまり治安がよ
くありません。バイクや車の騒音で迷惑しています。もう少し便利であれば、良いのですが、（春日井方面へ足が向
きます）住んで良かったと思われません。魅力と活気のある町づくりを希望します。（若者が日中ほとんど勤めに出
ていて、人影はまばらです。）ただ、住宅、マンションが多いだけです。名古屋へ出るにもバス代が高く高齢者は大
変です。(女性、70歳代)

25

○金を掛けずに景観を作ることが最重要
○金を落とす場所を確保し、そこにライトアップや何回も訪れたい設備を導入する。
○住宅地もモデル地域を設定して、スマートグリッドを行う。地元の企業を優先的に採用してよりよい小牧を提案し
てもらう。
○要は商業用と住宅用と場所を決め、まずは小規模で試す。良かったら順次発展させていく。
○風俗店をいたる所に営業許可を出す町に良識人が住みたいとは思わない。
○景観が悪くなるのが嫌なら山を切りくずさない事です。人口がやたら多くなれば、（新世帯の人々）代々住んで、
小牧の良さが知らない人が多くなり、本来持っている良いところが無くなる。
○ピーチライナーの残骸をなんとかしないと（金があるうちに）　末代まで重い物を背負うことになりますよ。（景観も
損なう）(男性、40歳代)

26

空港が簡素化された現在、小牧駅が顔であり、窓口であり、メインであるべきだと思いますが、ピーチライナーもな
くなり、長居が出来るほどのショッピング街もなく、ここ数年はいつもしょぼくれたイメージしがつきまとっています。
でも、クリスマスシーズンのライトアップは毎年素敵です。中心街は寺院が多いため道が狭くて、あまり車で通りた
くなかったので、メイン通りの道路の完成はうれしかったです。小牧市全体を見ると、工場も住宅地も田畑もあるの
で、全部を統一するのは無理だと思います。それぞれのエリアに合った景観を整えて行くのも大事な事でしょうが、
小牧駅周辺をもっと魅力的にしてほしいです。あと、ピーチライナーの名残は落ちぶれた街の象徴を見ているよう
で、気分が落ちます。桃花台から小牧駅の間は寄り道出来る所がほとんどなく、夜は暗い道をただ帰るだけなの
で、つい春日井方面へ出向いて行ってしまうのは仕方のない事だと思っています。(女性、40歳代)

27
ピーチライナー跡地の整備等を進めてほしい。(男性、60歳代)

28

景観を意識するなら、ピーチライナーについて市は考えるべきだと思う。壊すにしても、維持していくのも費用（税
金）が使われるんであれば、たとえば一つの例として、太陽光パネルを設置し、電力を売るなど逆転の発想をして
もよいと思う。ライトアップも防犯と省エネを両立させるように太陽光パネルを使うなど工夫する時期では。(男性、
20歳代)

29

小牧の景観はどこに向かって工事整備がされているのかわかりません。駅前も途中工事のようで駅前がきれいに
なったと感じられない。全体の調和がないからかもしれない。駅前の動線→小牧山、市役所、図書館等、特に文化
度を示す図書館がもっときれいで進歩したシステムにすべき。24時間対応している図書館も世界にはある。ピーチ
ライナーも都市計画に基づき整備されたはずだが、今の状況を放置しておいてもよいのか？小牧市の恥です。農
業公園もいつになったら実現するのでしょうか？長期的に計画して、完遂願いたい。(男性、50歳代)

30
ピーチライナー後を・・・・どうにかしなくては？(男性、60歳代)

31

私は名古屋市で住んで結婚して小牧に住みました。生活に不便って思っていましたが、想像以上に不便です。小
牧駅周辺はまだ整備されてますが、私が住んでいる上末はまったくです。表向きには整備されてますが、一方らに
入ったらまったくです。それに何もありません。近くにスーパーもなし、ポストも最近なくなりました。2人子供がいま
す。近くに公園がありません。普通ありませんか？ママ友造りたいのに公園がなきゃ作れません。ピーチライナー
もなくなって不便です。税金で維持費まかなってるなら、もう一度復活したら？バスだけじゃ絶対に不便です。市長
とかってちゃんと小牧市民の事考えてるんですかね？小牧を美しく誇りと魅力って言ってる前に、もっと小牧市民
のちゃんとした意見聞いたら？(女性、30歳代)

32

残されたピーチライナー景観がとても悪いです。緑などもいいですが、これは困ったものです。道路に植えてある木
が車をこすりキズがつき困っています。切ることも考えて下さい。(女性、60歳代)
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今年で小牧に住み3年になりますが、ピーチライナーを見るたびに悲しい気持ちになります。使用されていないの
に、ずっとっ放置はよくないです。川も汚い、ごみが落ち過ぎている。小牧の景観を守ろうと思うのなら、まずは学
校教育で取り組んでいって欲しいです。ゴミ拾いをしている大人の方は良く見ます。子供は見ません。生活排水も
そのまま流している場所もまだまだあります。川が汚い。ザリガニがいるなんて、おどろきました。(女性、20歳代)

34

桃花台のモノレール、景観が悪い。小牧市内の道路が非常に悪い。曲線道路が多い。20年前引っ越してまいりま
したが碁盤の目のようにわかりやすくして頂くと良いと思います。(男性、70歳代)
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⑥　公園、緑道に関すること
32件

1

桃花台に住んでいますが緑道を夜に通るととても暗く場所によっては１歩先も見えないところもあります。景観を売
りにしている割には・・・。(女性、30歳代)

2

①木や花を見ながらサンポできる所を多く作ってほしい。②公園や小牧山頂上などお茶屋さんが欲しい。③モノ
レールの上サンポコースにして下さい。木や花を植えて。④川の水がきれいで有りたい。⑤土手に花や低めの木
(女性、60歳代)

3
１ヶ所くらいドッグランを作ってほしい。(男性、70歳代)

4
恒例の小牧山周辺での史跡の調査と登り道の工事が行われていますが、歩く道に力を入れたら・・・。(男性、70歳
代)

5

とにかく市民がほっとする場所、公園や緑豊かな心落ち着く場所がもっともっと欲しいと願っています。大山川も
ほっとする所で、かもの親子が巣を作って見ているだけで心がおちつきます。あまり手を加えないで、自然そのま
まがいいです。私の周りでも、田がほとんど消え、かえるのなき声、へび、とかげ、いたちもほとんど見なくなりまし
た。今の子供達にもこんなものを見せてあげたらいいなと思っています。とにかく緑豊かな自然そのままな小牧市
になってほしいと思います。(女性、60歳代)

6

カラスが多すぎます。なんとかなりませんか？ほっておくとカラスの町になってしまいます。小牧山を中心にどんど
ん広がっています。(男性、30歳代)

7

県外の人を小牧城に案内しました。正面から見にくいと言われました。桜の咲くときや紅葉の時は花等は美しく見
えるでしょうけれど、石段の下から正面だけはすっきり見える方がいいと思います。(女性、60歳代)

8

中心部だけではなく防犯にもなるので人通りの少ない道や、暗い場所への街灯をつけたり、子供や老人にも通り
やすい歩道の整備、自転車用道路などができるといいなあと思います。市が管理している建物や公園はいつもき
れいで使いやすく、嬉しく思っています。今後もその様な場所が増えたらうれしいです。(女性、30歳代)

9

○公園がへってきています。子供がのびのび遊べる場所を多くしてほしい。○ボール遊びが出来なくなってきてい
る。
○街灯が少ない。（子供が暗い中を帰っているのであぶない）(女性、30歳代)

10

１．市内全体のゴミ置き場の整備。
２．アリーナ東のビオトープの手入れ。(女性、70歳代)

11

市民会館の駐車場を地下（１～２階建）に建設し、地上は公園にする。小牧市は市街地中心部に大きな公園がな
いのが欠点。弱点の一つである。(男性、70歳代)

12

市内には公園がけっこうありますが、整備があまりされていない様な気がします。○木がのびすぎてイラガ多く、小
さい子を連れて公園に行けない。　○地域で花を植えてもっと安らげる場にして欲しい。ボランティアで参加したい
です。　○公園にただ、すべり台とブランコ、鉄棒があるだけという感じで、安らぎと温かみが感じられない。　○公
園のベンチに寝そべっている大人がいると、怖くて近寄れないので、木を低くしてきれいな花（プランタで）を並べる
と自然にみんなが公園を利用して、環境も良くなると思う。(女性、60歳代)

13

桃花台線の高架線を景観をそこなわない様に、ソーラーパネル等を敷き詰めて照明電力として活用してはどうか。
桃花台線旧駅を商業施設として民間に貸出してはどうか。公園等公共施設の清掃を障がい者施設に委託して、就
労支援をしてはどうか。桃花台内の道路の案内掲示板が少なく、道をよく尋ねられる。(男性、50歳代)

14

合瀬川の岸辺は時々雑草が生い茂り、散歩するのに夕暮れなどは怖い時があります。道はほぼ全体に舗装さ
れ、毎日の散歩を楽しんでいます。一部舗装していない所がありますので、全体に舗装をお願い致します。犬の散
歩にはかい主が美化に協力し、歩いている人の迷惑に成らない様始末をきちんとしていただきたいと思います。
(女性、70歳代)
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15

○景観に入るかどうかわかりませんが、ごみ収集場を市で統一してほしい。最近よく見かける鍵付きの屋根付きタ
イプ（オリのような）ゴミ収集場は見た目もよく、出したゴミを犬や鳥が荒らす心配もないので、いいと思います。中
心部などは良く見かけますが、西部地区などではほとんど見かけません。その辺りはどうなっているのでしょう
か？　○公園についても、大きな公園は設備をしっかりしていますが、地域の小さな公園は草が生い茂っていて、
遊べる雰囲気でなかったり、小牧山も周辺は遊歩道を作ったりと、きれいにしてありますが、ふもとにある遊具は、
子供達にとっては、危険な現状になっていたりします。（さびついていたり、空びんの割れた物がちらかっていたり
と。。。。）全体の景観も大切ですが、もっと身近な景観も大切だと感じます。(女性、30歳代)

16

ふれあいの森の遊歩道が両サイドの草木がおおいかぶさり、暗くて歩きにくい。又、大雨により歩道がえぐられ、危
険であるので早急に整備して頂きたい。(男性、70歳代)

17

活気があり楽しい魅力ある町にして下さい。ウォーキングなどで小牧山頂上へ行っても周りの木が高くて町並みも
景色もなにも見えない。木を低くしてもっと景観を良くして下さい。(男性、60歳代)

18

①大雨時に、排水の悪い場所がありますので、排水を良くして頂きたいです。
②朝６時30分からのラジオ体操の件ですが、小牧山のようにパークアリーナも自動的にラジオ体操が流れるように
して頂きたいです。
③公園のトイレ美化して頂きたいです。
④トラックの路上駐車がなくなるといいなと思います。(女性、60歳代)

19

私は一児の母親です。子供を連れて遊ぶ公園が家の近くに全くありません。どこも車を使用しなければいけない所
ばかり。公園があったとしても遊具がなく、子供が外で遊べる環境がありません。児童館以外で、子供が遊べる場
所があったらと強く思います。(女性、30歳代)

20

昔は川、池などで魚釣りが出来たが、今は出来ないので魚釣りが出来る所を作ってほしい。子供たちがしたくても
やれない状態である。道路の街灯が暗いためあまり役目をはたしてない。これをＬＥＤの照明にすればあかるくな
り、犯罪も減るのでは。電気は太陽光発電にすればよいのでは？　釣り場は車で遠い所に行かなくてはいけない。
川をきれいにして、釣り場をつくる。そしてその横に公園などをつくれば家族などで楽しめると思う。(男性、60歳代)

21

小牧市スポーツ公園総合体育館、パークアリーナ小牧、小牧市スポーツ公園、市民会館等全て美しく、市が力を
入れているのがよくわかります。市民の一人として気分がよい。(男性、70歳代)

22

防犯の街、安心して生活できる小牧市を最優先して下さい。後、子供たちの遊べる公園を増やして頂けると嬉しい
です。四季の森のような。(女性、30歳代)

23

小牧山山頂で行われている発掘は環境破壊ではなにですか？「発掘」を名目に木を切り倒すのは自然を壊し景観
を損ねるものです。掘り直さない事も歴史を守ることだと思います。これ以上の破壊はやめて下さい。又、神明社
北側の整備に時間がかかりすぎです。ただでさえ必要のないことだったのに、何故あんなに時間をかけるのか疑
問です。前のままの方が、歴史ある風情ある街並みでもありました。もったいないことです。(女性、40歳代)

24

◎可児市の道路沿いにずっと植えてある花水木がとてもきれいでした。小牧市も道路沿いにうえてありますが、花
がないものなので、あまり目立たず、もったいない感があります。花がつくものだといいですね。
◎春日井市はたくさんの公園があり、花も多く憩うにはとてもいいです。小牧市は立派な市の建物がたくさんありま
すが、公園の花が少ないという印象です。
◎小牧駅まわりに小さな公園がありますが（日本庭園みたいな、昔見て、今あるかな）あまり人がいない感じです。
◎もっと人が行きたくなるような花の多い魅力的な公園、街にして欲しいと思います。(女性、40歳代)

25

ドッグラン設置を設けることで町も歩道もキレイになると思います。どうかよろしくお願いします。小牧山北側155号
沿いの商業施設を増やしてほしい。飲食店に都合のよい下水管を造ってほしい。専用駐車場なんかもあれば良い
と思います。(男性、20歳代)

26

あいちの森と緑づくりから予算を取って自然を残してほしい。岩崎山の公園化に反対はアタと思うが、取り上げられ
ていない。現在の人達だけで自然を変えるのは行き過ぎで過去も未来人の知識も考えて行ってほしい。岩崎山を
小牧市の予算を持って買い取ってほしいと思います。(女性、70歳代)
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27

私は名古屋市で住んで結婚して小牧に住みました。生活に不便って思っていましたが、想像以上に不便です。小
牧駅周辺はまだ整備されてますが、私が住んでいる上末はまったくです。表向きには整備されてますが、一方らに
入ったらまったくです。それに何もありません。近くにスーパーもなし、ポストも最近なくなりました。2人子供がいま
す。近くに公園がありません。普通ありませんか？ママ友造りたいのに公園がなきゃ作れません。ピーチライナー
もなくなって不便です。税金で維持費まかなってるなら、もう一度復活したら？バスだけじゃ絶対に不便です。市長
とかってちゃんと小牧市民の事考えてるんですかね？小牧を美しく誇りと魅力って言ってる前に、もっと小牧市民
のちゃんとした意見聞いたら？(女性、30歳代)

28
小牧山に時計をつけてほしい。(女性、60歳代)

29
小牧市内の公園内ではペットの入場不可なので入れる公園があればと思います。(女性、50歳代)

30

◎大山川、合瀬川、木津用水、道路より河川内を散歩できる歩道を作ってほしい。（道路の橋の下を通れる）◎尾
張広域緑道の小牧市、大口町、犬山市、管理が違うのか除草がまちまちで、美しくみられない。（明白）(男性、70
歳代)

31

①緑地公園の施設について　パターゴルフ場、フライングデスクゴルフ場、子供遊園地、バーベキューハウス等老
若子と全国的に誇ることが出来る施設なのに、やや交通不便であり、絶対的車の駐車場近くに不足している。（園
の中、前）朝駐車場確保の為に開園前から道路に車を並べており、大型車の通行を妨げている。（※両側）
②街の特色づくり　これと言った通りもなく、城下町の歴史が薄く何も感じない。戦時中の砲火も免れ若干古い建
物と町並みもあるが、活かされていない。遠地から観光に来るくらいの整備をしないと、将来の発展は叶わない。
注：大型店は郊外へ
③観光のない町　人に紹介する所がなく、（何時も苦慮する）せめて道の駅的施設をつくりＰＲの場を設けてほし
い。（発信基地）(男性、70歳代)

32
小牧山の自然管理は素晴らしいと思います。ライトアップもきれいで良いと思います。(女性、30歳代)
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⑦　ごみに関すること
24件

1

設問にあった難しい施策はよくわかりませんが、家の近所のゴミ集積場のゴミが散らかっていたり、信号待ちのドラ
イバーが捨てたゴミが目についたり、景観を守るという観点からいうと、こういったことも大切だと思う。（人のマ
ナー・モラルの問題でもありますが。）(男性、50歳代)

2

大山川のゴミ拾いに毎年参加していますが、良好な景観づくりの第一歩は道路、河川、公園等のゴミを無くすこと
だと思います。ゴミ拾いのボランティアさんも見受けますが市民全体の問題でもあり、個人が自主的に清掃活動を
しやすいよう月１回の共同清掃日を設けるのは如何でしょう？(男性、70歳代)

3

外国の方が多く住まわれている地域や工業地域は特にゴミ収集所が汚いところが多い気がします。なかなか言葉
の壁もあるとは思いますが。住んでいない廃墟があるとゴミも散乱していますし景観ばかりではなく防犯にもつな
がると思います。イオンは放置してある自転車も多いですし、雑草も多くなってきた気がもします。自転車カゴに荷
物を置いてあるとほとんど取られてしまう程ですし。中心以外では街灯も少ないので全体に暗く活気が無く感じら
れます。(男性、40歳代)

4

私たちは食べ物を買いに行く道によくゴミが落ちてるから、拾うこともあります。もう少し道路がきれいなら良いと
思って居ます。(女性、70歳代)

5

空き缶、その他のポイ捨て、各駅の散らかしを無くせる様にすれば小牧はもっとより良い町になると思います。これ
は職員の皆さんの力不足ではなくて市民の皆様のモラルの問題だと思います。まずは市民の皆様にモラルを植え
付けて下さい。(男性、40歳代)

6

現在ある公園や上水路ロードの雑草やゴミなどを１ヶ月に１回とかきれいにするよう管理、見回りをしてほしい。15
年間週1,2回ゴミひろいのボランティアをしています。又その他の方が時々ボランティアでゴミ拾いしています。シル
バーの方を見回りや管理に採用はどうでしょうか？(女性、60歳代)

7

道路、田畑にゴミ、ペットボトルの陶器が多く見当たる。もう少し規制できないか。あまりにもきたない高速道下の大
型ゴミ等目立つ。(男性、70歳代)

8

掃除はお金をかけなくてもだれでも出来る。民１人１人が掃除すれば自然に良くしようとする意識が育つ。公では
お金を使って整備しても民の意識が無かったら町はきれいにならない。公は民がよろこんでする様誘導することが
大事であるのでは？(男性、50歳代)

9

自然の多い所に限ってゴミのポイ捨てが目立ちます。１つのゴミがきっかけでゴミの山の元になります。何か良い
策をお願いします。(女性、60歳代)

10

景観計画よりまず先にやるべき事があると思います。資金を使って新しい事を始めるよりも、まず、個人のゴミ捨て
などしない様に対策をたてると良い。花等を植えた所で道路にゴミが落ちていたら意味がありません。税金を使うこ
とを考えるのではなく、まずは、どうやったらゴミ等が散乱しないかを考えるべきだと思う。桃花台の交通の便も考
えてほしいです。このアンケートを取って、ちゃんと意見が反映されるかも疑問です。(女性、30歳代)

11

まず身近な公園や川のゴミがとても気になる。安全な場所にするように早急に！！街灯もある所とない所と差があ
りすぎる。個人の貸駐車場での防犯対策としてライトなどをつける呼びかけをしてほしい。何度も被害にあっていま
す。(女性、20歳代)

12

形の景観と同時にマナーの向上など地道な継続的な取組が必要と思います。○犬のフン、尿→散歩も嫌になり、
他市から友人が来ると恥ずかしい。○放置自転車○産廃（不審な車が出入りする）不法投棄ゴミ○信号付近の投
げ捨てゴミ、カン○電柱の不法チラシ(男性、60歳代)

13

１．市内全体のゴミ置き場の整備。
２．アリーナ東のビオトープの手入れ。(女性、70歳代)
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14

小牧駅前、小牧市役所等小牧市中心部のみ景観（歩道など）の整備が進んでいるように感じます。他、駅前、県道
沿いなども同じように整備をすすめていって欲しいです。また、高速道路の下はゴミがとても多く、放置されていて
景観がとても悪く、また治安も悪いように感じます。ＮＥＸCOとの兼ね合いかとは思いますが、もう少しきれいにす
れば治安もよくなるのではないかと思います。(女性、30歳代)

15

合瀬川の岸辺は時々雑草が生い茂り、散歩するのに夕暮れなどは怖い時があります。道はほぼ全体に舗装さ
れ、毎日の散歩を楽しんでいます。一部舗装していない所がありますので、全体に舗装をお願い致します。犬の散
歩にはかい主が美化に協力し、歩いている人の迷惑に成らない様始末をきちんとしていただきたいと思います。
(女性、70歳代)

16

見た目の美を追求するのではなく、安全で防犯機能も高い街づくりを進めて頂きたいです。また、継続して美しい
街を維持管理するには、住民のモラル向上も必要であると思われます。ゴミの分別など小さなルールから徹底して
遵守する必要があると思います。古い街並の再生に関しては、京都の様に、歴史的価値のある物を大切にしなが
ら、じょうずに発展した都市をお手本にするのも良いと考えます。小牧市の歴史を再度見直し、魅力があり人が集
まってくる街になれば良いと思います。(女性、30歳代)

17

○景観に入るかどうかわかりませんが、ごみ収集場を市で統一してほしい。最近よく見かける鍵付きの屋根付きタ
イプ（オリのような）ゴミ収集場は見た目もよく、出したゴミを犬や鳥が荒らす心配もないので、いいと思います。中
心部などは良く見かけますが、西部地区などではほとんど見かけません。その辺りはどうなっているのでしょう
か？　○公園についても、大きな公園は設備をしっかりしていますが、地域の小さな公園は草が生い茂っていて、
遊べる雰囲気でなかったり、小牧山も周辺は遊歩道を作ったりと、きれいにしてありますが、ふもとにある遊具は、
子供達にとっては、危険な現状になっていたりします。（さびついていたり、空びんの割れた物がちらかっていたり
と。。。。）全体の景観も大切ですが、もっと身近な景観も大切だと感じます。(女性、30歳代)

18

川沿いや目立たない所などのゴミが多いと思います。明るく目立つ道は通りやすいけど、けっこう細い道に入ると
建物や木の陰におおわれて危ない道もあると思います。(男性、60歳代)

19

①区画整理工事の工期が長い。公園が資材置き場のままです。早急に整備願いたい。
②歩道に犬のふんがあり、踏む事があった。何とかして頂きたい。（ペット用トイレの様な物の設置でも可）(女性、
40歳代)

20

大都市の様な駅を中心とした商業市街地化は小牧には無理だと思う。それより幹線道路をしっかり整備（雑草やゴ
ミなども含む）したり、東部丘陵地区の緑の多い地域で、最近目立つ荒地などは不法投棄の温床になりやすいの
で行政指導してほしい。これから高齢化がすすむと益々自分の土地、建物ですら美化整備出来なくなる為、各地
区自治会による美化活動を今まで以上に支援してほしい。あと、市民からすれば、街の景観が余り良くないといっ
て、景観だけの為に税金を投入してほしくない。主は医療、福祉、学校だと思うから。ＰＳピーチライナーの駅舎、
高架は美観も損ねますが、最近地震も多いのでとても心配です。（阪神大震災の時あれだけの構造物が倒壊した
ので）(男性、40歳代)

21

ゴミの収集場所にいつもゴミがあり、汚い所がある。（団地やコーポ）決められた日以外に出したい人もいるので、
置き場に何かアイデアがあるといいのですが、外国人の人が多いので、始めにきちんと説明して分別に協力しても
らいたい。回収されないゴミをなくす。　放置されている家屋がありますが、金がかかるので手が掛けられません。
見た目おんぼろです。助成金があったら、全額出たら嬉しいです。(女性、40歳代)

22

今年で小牧に住み3年になりますが、ピーチライナーを見るたびに悲しい気持ちになります。使用されていないの
に、ずっとっ放置はよくないです。川も汚い、ごみが落ち過ぎている。小牧の景観を守ろうと思うのなら、まずは学
校教育で取り組んでいって欲しいです。ゴミ拾いをしている大人の方は良く見ます。子供は見ません。生活排水も
そのまま流している場所もまだまだあります。川が汚い。ザリガニがいるなんて、おどろきました。(女性、20歳代)

23

時々ゴミ袋を持ってゴミを拾っていて下さる人々を見ますが、個人1人1人がゴミを捨てない様に気を付ければきれ
いになると思います。小牧市もお城がありますので、観光地としてお客さんを呼べるようになると思います。(女性、
70歳代)



⑦

24

ゴミのポイ捨て等、市街地を少し離れると粗大ゴミが捨ててあったり、不法投棄等厳しく取り締まるべき。無人カメラ
設置や見回りの強化を望みます。個人でゴミ拾い、くさむしり、清掃等やられてる方々もいるので、その方達を表彰
したり広報に取り上げる等して頂きたい。景観や緑化、清掃をやられている会社も取り上げてはどうでしょうか？多
くの方々が興味を持てるように。会社にとっては、広告になるので、良いのではないでしょうか？市街地を離れると
汚くしている会社も少なくはないです。ゴミの野焼も減らしたいです。(女性、30歳代)



⑧

⑧　交通施策に関すること
14件

1
家からあまり出たことがないのでわからないことばかり。ごめんなさい。(女性、70歳代)

2

美化が重要なのではなく、安全快適な街作りをしてほしい。ピーチライナーを春日井駅（ＪＲ）までつなげていれば
良かったと思う。名古屋へのアクセスをもっとよくしないと若者が住まない町になっていく。現に小牧駅行きのピー
チバスは赤字経営である。(女性、20歳代)

3

桃花台に住んで24年、建売りを買ったため敷地が少なく、子供達の成長と共に駐車場が足りなく庭をつぶして駐車
場にされる方が大勢見え外観が損なわれてきております。我家もそうです。昔は植栽も統一されており美しく思え
ましたが、残念です。東京で育った私には昔の住宅はとても魅力的でしたが、なぜか淋しいです。安くて広い駐車
場があれば良かったのですが。又、交通の便が良かったら車も必要なかったのかしら！(女性、60歳代)

4
バス停（巡回バス）細い道に設置してある（小牧市に多数）小学校の通学路等は特に注意してほしい。(女性、70歳
代)

5

景観計画よりまず先にやるべき事があると思います。資金を使って新しい事を始めるよりも、まず、個人のゴミ捨て
などしない様に対策をたてると良い。花等を植えた所で道路にゴミが落ちていたら意味がありません。税金を使うこ
とを考えるのではなく、まずは、どうやったらゴミ等が散乱しないかを考えるべきだと思う。桃花台の交通の便も考
えてほしいです。このアンケートを取って、ちゃんと意見が反映されるかも疑問です。(女性、30歳代)

6

自転車通勤ですが、これから車道を走らなくてはなりません。自転車専用標識を作成して頂けないでしょうか？
又、歩道が幅が広ければ自転車専用の線を１本引いていただけたら、事故も少なくなると思いますが。(女性、40
歳代)

7

老人がふえて電車やバスの利用がふえてくるのに、バスは本数がないのとバスが通っていない所もバスが通るよ
うになるといいと思う。老人がふえると買い物に行けなくなってきているので、住宅地は大変である。(女性、40歳
代)

8

○町づくりの全体像がよくみえない。
○名古屋圏に便利で近い交通体系の展望（バス路線が不便な鉄道（小牧駅ばかり）に行先が設定されているが、
名古屋方面に便利な岩倉方面バスで小田井方面への足がない）・・・岩倉方面越境乗り入れ可能とする地公体の
話し合い要と思うが。利便性考慮すべき。
○廃線桃花台線。見苦しい。(男性、70歳代)

9
景観よりも交通の便を良くしてほしい。(女性、40歳代)

10

景観とは無関係と思いますが、犬の散歩で見かけるのが名鉄バス大型がガラガラなのに対して巡回バスが年寄り
でいっぱいの時がちょくちょく・・・。バランス良くないなーっと。くどい様ですが、ピーチライナーもったいないです。
(女性、40歳代)

11

市内の渋滞が目立つ。駅前に活気がみられない。樹木は枯れ葉が落ちないものがよい。歩道を広く。ピーチライ
ナーを早く処理する。(男性、40歳代)

12

①大雨時に、排水の悪い場所がありますので、排水を良くして頂きたいです。
②朝６時30分からのラジオ体操の件ですが、小牧山のようにパークアリーナも自動的にラジオ体操が流れるように
して頂きたいです。
③公園のトイレ美化して頂きたいです。
④トラックの路上駐車がなくなるといいなと思います。(女性、60歳代)

13
高齢の為（歩行困難）外出が少なくなっている。現在適切な回答が出来ていませんのが残念です。よろしく。(女
性、70歳代)

14

自動車がないと買物、病院へ行けないです。桃花台でも住民の意見を取り入れてアピタだけではなくジャスコや
ビックリブやカインズといった店を入れてほしい。(女性、30歳代)



⑨

⑨　街路樹、緑に関すること
15件

1

個人で小牧の景観を美しくより良くしたいと思い活動している人たちがいる一方、そういった人達の話だけ聞き何も
しない市役所の体制が気に入らない。データばかり集めるのではなく、小牧の景観を良くしようと思っている人たち
の協力をして欲しい。街路樹で信号が見えない事があるので、街路樹の手入れはしっかりしてもらいたい。必要な
所は、年間に何回などと決めず必要に応じて対応していただきたい。聞き流すのではなく、集めたデータをもとに
迅速、具体的に動いて欲しい。市民の声を聞かずデータばかり集めててはダメだ。(男性、30歳代)

2

①木や花を見ながらサンポできる所を多く作ってほしい。②公園や小牧山頂上などお茶屋さんが欲しい。③モノ
レールの上サンポコースにして下さい。木や花を植えて。④川の水がきれいで有りたい。⑤土手に花や低めの木
(女性、60歳代)

3

○県道の街路地の植木が枯れて放置されています。○県道は県の方で小牧市には申請することはできないので
すか？
○ピーチライナーの廃止あとの景観がめざわりです。特に駅周辺だけでも早めに撤去されることを望みます。(女
性、70歳代)

4

もっと道路沿いに花を植えるとよいと思います。草が生い茂っているとこがあるので、キレイにして下さい。41号線
沿いにもっと緑が欲しいです。(女性、40歳代)

5

別件になりますが
①市民会館西側の道路（北上しますと犬山へ行く道です。）の歩道の舗装が高速道路高架下あたりからずっとひど
い状態です。舗装ははげてボロボロで自転車で走行しますとガタガタで卵を自転車のかごに入れてあれば割れて
しまいそうな程です。あれはどこの業者が担当したのでしょうか。本当に税金ドロボウです。公共事業を担当した業
者はその事業のどこかに業者名を表示して下さい。「なんて手抜きの仕事したの！この業者は」とすぐに判るよう
に。
②私の家の近くの街路樹はいつも定期的に手入れされており、雑草が目立つようになったかなと思う頃にはもう手
入れされきれいになっています。車で他の市町村を走る時、伸び放題の街路樹、雑草だらけの所を見ると少しうれ
しく思います。　個人的には小牧市は住みよい町だと思います。係の皆様のおかげと思ってます。(女性、50歳代)

6

○パンジー、ビオラが花壇にあちこちに植えてありますが、場所によってはむだな所もあるように思います。○立派
な小牧山があります近くに、高いビルが建てられ山が見えなくなり、近所ぐらいは考えてほしい。○小牧の町並み
をまず何とかして欲しい。○カラスが多すぎです。玄関などにフンが落ちて大変です。なんとかしてほしいです。お
ねがいします。これから大変でしょうが若い人たちのため係の方達頑張ってください。御苦労さまです。(女性、70歳
代)

7

○景観というより安全ですが、道路、歩道、ガードレール、電柱等広告や売り物が「じゃま」「目ざわり」「運転の死
角」になり迷惑しています。○道路工事の表示、看板等交差点角のガードレール、電柱に縛りつけてあったりして
車の運転者から見て、歩行者の確認車の確認がしずらい。看板の位置を指導してほしい。法にふれるような物は
撤去を指導ねがいたい。○住宅地の緑の多いのは良いが、垣根が成長して大幅に道路にはみ出している所が古
い住宅地に多くあり、剪定を指導してほしい。　桃花台の紅葉「なんきんはぜ」がきれいでいつも季節を感じさせてく
れます。ぐちばっかりですみません。以上(男性、50歳代)

8

景観と同時に市有地の管理を徹底してほしい。○樹木が近隣に日照・落葉等迷惑にならない高さに剪定　○下草
が生え放題なので除草と伝染病を媒介させる蚊等害虫駆除(女性、60歳代)

9
市民会館の南北の道路の樹木をもっと低く、葉が多い時周りがわかりにくい。（はなみずきがよいかな？）(男性、
50歳代)

10

市内の渋滞が目立つ。駅前に活気がみられない。樹木は枯れ葉が落ちないものがよい。歩道を広く。ピーチライ
ナーを早く処理する。(男性、40歳代)

11

歩道等に植栽が成されているが、そこに雑草がひどく生えている事があるが、みずほらしく、景観を失う。しかるべ
き団体に助成をして（日常的に）空き地や畑（未耕作地）に丈の高い草が生い繁っている場所があり、しかも道路に
はみ出しているのが地主の方の意識はどうなのか、と考えてみたりします。除草をしてもらうと良いのではないか。
(女性、60歳代)

12

◎可児市の道路沿いにずっと植えてある花水木がとてもきれいでした。小牧市も道路沿いにうえてありますが、花
がないものなので、あまり目立たず、もったいない感があります。花がつくものだといいですね。
◎春日井市はたくさんの公園があり、花も多く憩うにはとてもいいです。小牧市は立派な市の建物がたくさんありま
すが、公園の花が少ないという印象です。
◎小牧駅まわりに小さな公園がありますが（日本庭園みたいな、昔見て、今あるかな）あまり人がいない感じです。
◎もっと人が行きたくなるような花の多い魅力的な公園、街にして欲しいと思います。(女性、40歳代)



⑨

13

街路樹が少なすぎる。私の実家は70万人の市だが、小牧よりもはるかに街路樹がある。小牧は緑が少ないせい
か、とてもほこりっぽく感じる。下水道も整備されていないので、くさいし汚い。早く引っ越したい。(女性、30歳代)

14
残されたピーチライナー景観がとても悪いです。緑などもいいですが、これは困ったものです。道路に植えてある木
が車をこすりキズがつき困っています。切ることも考えて下さい。(女性、60歳代)

15

小牧市は特色がないと思います。また、「人と緑・・・」とありますが、ほんとに緑が必要なんでしょうか。方向性に一
貫的な目標がなく、想像しにくい将来像でわかりにくい。その一方で交通に不便があることを認識していながらそち
らは何も見えない。今回アンケートを答える事ができ、とてもよかったと思う。小牧に特色がない事の理由がわかっ
た気がする。アンケートは景観だけだが、多分万遍なく問題をクリアして行く案だけ議論されている感じがする。振
り返ればもともとどんな具体的な街づくりだったのか、青写真はあったのか、疑問である。抽象的表現が多く本気
度を疑う。せっかくアンケートを書いたので最後にアンケート結果と市の考えとのギャップをしっかり考えて情報公
開してほしい。市が緑が大事だと言うなら、緑以外の議論は優先度を下げるべきと思う。間違いなら修正すれば良
いだけのことである。(男性、40歳代)



⑩

⑩　街路灯に関すること
11件

1

外国の方が多く住まわれている地域や工業地域は特にゴミ収集所が汚いところが多い気がします。なかなか言葉
の壁もあるとは思いますが。住んでいない廃墟があるとゴミも散乱していますし景観ばかりではなく防犯にもつな
がると思います。イオンは放置してある自転車も多いですし、雑草も多くなってきた気がもします。自転車カゴに荷
物を置いてあるとほとんど取られてしまう程ですし。中心以外では街灯も少ないので全体に暗く活気が無く感じら
れます。(男性、40歳代)

2

野口のあたりなど、山深いところは夜暗くて、車でも怖いので街灯を増やしてほしいですね。狭い道路の電柱を何
とかしてほしいです。自転車・歩行者と車がすれ違う時が怖いです。(女性、20歳代)

3

街灯が市全体で見ても少ない気がする。県内の防犯率の高さ（ひったくりの多さ）から考えても防犯のために街灯
整備を早急に進めてほしい。いままでよりもより安全な町づくりを望む。(男性、30歳代)

4

小牧市は駅周辺以外は暗くて人通りも少ない。ソーラーパネルを付けた照明なら電球をひんぱんに変えることもな
いし、裏道などが明るくなり安全に使う事ができると思います。(女性、20歳代)

5

中心部だけではなく防犯にもなるので人通りの少ない道や、暗い場所への街灯をつけたり、子供や老人にも通り
やすい歩道の整備、自転車用道路などができるといいなあと思います。市が管理している建物や公園はいつもき
れいで使いやすく、嬉しく思っています。今後もその様な場所が増えたらうれしいです。(女性、30歳代)

6

○公園がへってきています。子供がのびのび遊べる場所を多くしてほしい。○ボール遊びが出来なくなってきてい
る。
○街灯が少ない。（子供が暗い中を帰っているのであぶない）(女性、30歳代)

7

小牧駅周辺は家が多いのに、電灯が少ない。静かなうえ、暗いので夜道がこわいです。街全体をまんべんなく明
るくしてほしいです。(女性、20歳代)

8

昔は川、池などで魚釣りが出来たが、今は出来ないので魚釣りが出来る所を作ってほしい。子供たちがしたくても
やれない状態である。道路の街灯が暗いためあまり役目をはたしてない。これをＬＥＤの照明にすればあかるくな
り、犯罪も減るのでは。電気は太陽光発電にすればよいのでは？　釣り場は車で遠い所に行かなくてはいけない。
川をきれいにして、釣り場をつくる。そしてその横に公園などをつくれば家族などで楽しめると思う。(男性、60歳代)

9

暗い夜道が多くて１人で歩けません。もっとライトとか増やしてほしいです。きれいな道にしてほしい。工事長すぎ。
混む道はもっと短期間でお願いします。何度も同じ所を工事していて、理由がよくわからないので教えてほしいで
す。よろしくお願いします。(女性、20歳未満)

10

問３-⑨で電線ともに車道、歩道共に、雨水が地中にしみ込む材でしてはどうですか？車がすごく水をはね上げた
り、水たまりで歩きにくかったりです。下水のエコにも良いと思います。　問３-⑤防犯上照明はとても大切。特に各
駅今は暗いです。(女性、50歳代)

11

小牧駅周辺のライトアップ等、心和むものがあります。ただ、省エネの問題、植物の生態系の問題を考えると、た
だきれいだからＯＫという訳にはいかないと思います。ライトが必要なのはまず第一に安全を守るため！中心部か
ら外れると街灯も少なくなり、又、薄暗い。そうした部分にも目を向けていただき、小牧市全体がどこにいても安心、
安全でくらせる都市計画をたてていただきたいです。(女性、40歳代)



⑪

⑪　防犯に関すること
9件

1

外国の方が多く住まわれている地域や工業地域は特にゴミ収集所が汚いところが多い気がします。なかなか言葉
の壁もあるとは思いますが。住んでいない廃墟があるとゴミも散乱していますし景観ばかりではなく防犯にもつな
がると思います。イオンは放置してある自転車も多いですし、雑草も多くなってきた気がもします。自転車カゴに荷
物を置いてあるとほとんど取られてしまう程ですし。中心以外では街灯も少ないので全体に暗く活気が無く感じら
れます。(男性、40歳代)

2

街灯が市全体で見ても少ない気がする。県内の防犯率の高さ（ひったくりの多さ）から考えても防犯のために街灯
整備を早急に進めてほしい。いままでよりもより安全な町づくりを望む。(男性、30歳代)

3

まず身近な公園や川のゴミがとても気になる。安全な場所にするように早急に！！街灯もある所とない所と差があ
りすぎる。個人の貸駐車場での防犯対策としてライトなどをつける呼びかけをしてほしい。何度も被害にあっていま
す。(女性、20歳代)

4

人は城、人は石垣、人は堀、全ては人間である。景観を良くしても犯罪者や暴走族等の人々がいては、景観も無
に期す。まずは絶対安全都市としての市政、治安のよい小牧市にしてほしい。車上荒らしや窃盗犯が多すぎる。
(男性、30歳代)

5

見た目の美を追求するのではなく、安全で防犯機能も高い街づくりを進めて頂きたいです。また、継続して美しい
街を維持管理するには、住民のモラル向上も必要であると思われます。ゴミの分別など小さなルールから徹底して
遵守する必要があると思います。古い街並の再生に関しては、京都の様に、歴史的価値のある物を大切にしなが
ら、じょうずに発展した都市をお手本にするのも良いと考えます。小牧市の歴史を再度見直し、魅力があり人が集
まってくる街になれば良いと思います。(女性、30歳代)

6

小牧市に住んで感じることは、桃花台ニュータウンなど計画的に整備されたとされているが、ピーチライナーの廃
止をはじめ、病院、施設、工場、大型店、小店が少なく、不便を感じています。夜はひっそりとして、あまり治安がよ
くありません。バイクや車の騒音で迷惑しています。もう少し便利であれば、良いのですが、（春日井方面へ足が向
きます）住んで良かったと思われません。魅力と活気のある町づくりを希望します。（若者が日中ほとんど勤めに出
ていて、人影はまばらです。）ただ、住宅、マンションが多いだけです。名古屋へ出るにもバス代が高く高齢者は大
変です。(女性、70歳代)

7

防犯の街、安心して生活できる小牧市を最優先して下さい。後、子供たちの遊べる公園を増やして頂けると嬉しい
です。四季の森のような。(女性、30歳代)

8

景観を意識するなら、ピーチライナーについて市は考えるべきだと思う。壊すにしても、維持していくのも費用（税
金）が使われるんであれば、たとえば一つの例として、太陽光パネルを設置し、電力を売るなど逆転の発想をして
もよいと思う。ライトアップも防犯と省エネを両立させるように太陽光パネルを使うなど工夫する時期では。(男性、
20歳代)

9

現在の小牧市の景観は、特定の場所のみを化粧しているような印象である。財政的にも厳しさを増す近年におい
ては景観そのものも重要であるが、安全、安心が感じられる形（ex.夜間のソフト照明の有効利用）で景観づくりを
進めてほしい。小牧駅なども昼にみればこぎれいに見えるが、夜間（21時過ぎ）には不安を感じる場所である。行
政の方も色々な時間帯の景観の確認を行い、バランスの良い街づくりに努めてほしい。（夜間に嫌な思いをした当
事者としては見栄えよりも安全、安心への配慮をお願いしたい。）(女性、40歳代)
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⑫　その他
27件

1

名鉄田県神社前駅周辺を早期に整備に着手して下さい。名鉄電車の駅が有ると言っても、巡回バスの駅
（停留所）がない。バスの利用者はあると思う。それから老人の“いこい”の施設がない。現在は遠方の施設
を利用している。※田県駅の位置が悪い。特に大学生の乗降による付近道路の交通危険がある。整備する
と言われて20年ぐらい経過しているので早急に整備されたい。(無回答、70歳代) 都市基盤整備

2

景観は、観光客が見込める場合にのみ税金を投入すべきで、交通渋滞を解消するような我々市民に影響の
大きいことを解決する方向へ進めてほしい。即ち踏切を無くす立体化とか道路の拡張や信号システムの改
善などです。小牧市は赤字でないから景観に事業を投入にしているようですが、投入するには、回収（＝観
光客収入）を考えて行ってほしい。収益見込みがなければ昔からの箱物投資と一緒です。市民病院の花壇
は植えかえすぎでは？(男性、40歳代)

市民病院

3

誠に申し訳ありません。市の行事に参加する機会がまったくありません。小牧市に住んでいながら、関心や
興味も持てずにいます。まあまあ住みやすいとは感じています！(女性、60歳代)

協働

4

小牧は広い市だと思いますが、ぱっと思い浮かぶ場所が小牧城しかなかった。桜の名所をつくったり、もっと
集客観光にスポットが当たってもいいのかと思う。私は子育てママ世代なので、景観よりも子どもに役立つ施
設をもっと作ってほしい。小学校にも授業後もみてもらえる政策などにとりくんでほしい。(女性、20歳代) 子育て支援

5

当地区は、市街化調整区域で周りは水田地帯です。実は、隣地（畑利用）の方がこのほどトラクターを入れる
小屋を建築されました。（作業は全て個人で建築）建築の申請もされておられないと思います。景観に関して
のアンケート調査ではありませんが・・・ご担当部署様の、現地調査をお願いできれば幸いです。(男性、60歳
代)

その他

6

○私は小牧城山に来て21年になります。夜間に野焼（？）個人か工場かわかりませんが、化学物質を含むよ
うな臭いが立ちこめます。21年間それに悩まされてきました。○ピーチライナーの線路跡の太陽パネルをお
いてはどうですか？エコになると思います。壊す事も出来ず利用することもできないなら。(女性、50歳代) 環境

7
2,500人の中に選ばれましたが、今日常的に忙しくじっくりと取り組めなかったのがとても残念です。(女性、70
歳代) その他

8
小牧市からのアンケートは「無作為に選ばれた方」といつも書かれていますが、頻度が高く思います。本当に
無作為なのか疑問に思っています。（景観とは全く関係ない意見ですが）(女性、40歳代) その他

9

私も80ちかくになりました。小牧市に老人ホームが少ないので、安くて入れるホームを作って下さい。今では
年金で入れる所がない。先、いつか入れるかわからない。不安です。（３年以上もかかるそうです）(女性、70
歳代)

老人福祉

10

桃花台線の高架線を景観をそこなわない様に、ソーラーパネル等を敷き詰めて照明電力として活用してはど
うか。桃花台線旧駅を商業施設として民間に貸出してはどうか。公園等公共施設の清掃を障がい者施設に
委託して、就労支援をしてはどうか。桃花台内の道路の案内掲示板が少なく、道をよく尋ねられる。(男性、50
歳代)

サイン看板

11

ペット（特に猫はどこでも糞をするため飼主のマナーと規制、何匹までとしてほしい）又、犬も特に深夜に鳴く
とやかましいため何匹までとする規制をもうけ、違反者には罰金をする厳しい環境をして欲しい。※外観ばか
り景観しても、中身（くさい、やかましい）の乱立があってはシン（本当）のイメージがすでにダメになり、本来
の力が入らないと思う。(男性、70歳代)

ペットのマナー

12

①区画整理工事の工期が長い。公園が資材置き場のままです。早急に整備願いたい。
②歩道に犬のふんがあり、踏む事があった。何とかして頂きたい。（ペット用トイレの様な物の設置でも可）
(女性、40歳代)

土地区画整理事業
ペットのマナー

13

荒地、休耕地が目立ちます。又、小牧市中心部の道路が旧道と新しい道が一緒になってわかりにくい。ピー
チライナーの橋脚、早く今後の方針を出してほしい。今盛んに言われている自転車道の整備、又、車の交通
量が多い所は歩道をしっかり作って欲しい。特に池之内方面の道路は危険です。(女性、60歳代) 休耕地

14

小牧市がとっても大好きです。もっと活気溢れる町とてもおしゃれな町になってほしい。市長に頑張ってほし
いので応援しています。家の建て方（日あたり）とか考えて建ててほしいです。(男性、30歳代) 建築

15

駅前のホームレスに退去してほしい。行政指導できないでしょうか。イルミネーション（冬）は華やかで心踊る
ので続けてほしい。急がず着実に進めてほしい。(女性、30歳代) 福祉
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16

歩道等に植栽が成されているが、そこに雑草がひどく生えている事があるが、みずほらしく、景観を失う。し
かるべき団体に助成をして（日常的に）空き地や畑（未耕作地）に丈の高い草が生い繁っている場所があり、
しかも道路にはみ出しているのが地主の方の意識はどうなのか、と考えてみたりします。除草をしてもらうと
良いのではないか。(女性、60歳代)

耕作放棄地

17

小牧の景観はどこに向かって工事整備がされているのかわかりません。駅前も途中工事のようで駅前がき
れいになったと感じられない。全体の調和がないからかもしれない。駅前の動線→小牧山、市役所、図書館
等、特に文化度を示す図書館がもっときれいで進歩したシステムにすべき。24時間対応している図書館も世
界にはある。ピーチライナーも都市計画に基づき整備されたはずだが、今の状況を放置しておいてもよいの
か？小牧市の恥です。農業公園もいつになったら実現するのでしょうか？長期的に計画して、完遂願いた
い。(男性、50歳代)

農業公園

18

老人の一人暮らし（若者の一人暮らしが非常に多い）この人たちの活性を考えていただきたい。テレビでも
やっている事など参考にして、空いている公共施設を使用して、健康保険隣人のお助けで仕事をボランティ
アの紹介、うす疲の人たちの楽しめる場、コーヒー飲みとか食事作りとか。(女性、70歳代) 老人福祉

19

小牧山山頂で行われている発掘は環境破壊ではなにですか？「発掘」を名目に木を切り倒すのは自然を壊
し景観を損ねるものです。掘り直さない事も歴史を守ることだと思います。これ以上の破壊はやめて下さい。
又、神明社北側の整備に時間がかかりすぎです。ただでさえ必要のないことだったのに、何故あんなに時間
をかけるのか疑問です。前のままの方が、歴史ある風情ある街並みでもありました。もったいないことです。
(女性、40歳代)

小牧山発掘調査

20

ゴミの収集場所にいつもゴミがあり、汚い所がある。（団地やコーポ）決められた日以外に出したい人もいる
ので、置き場に何かアイデアがあるといいのですが、外国人の人が多いので、始めにきちんと説明して分別
に協力してもらいたい。回収されないゴミをなくす。　放置されている家屋がありますが、金がかかるので手が
掛けられません。見た目おんぼろです。助成金があったら、全額出たら嬉しいです。(女性、40歳代)

空家対策

21
フィリピンショーパブなど風俗などの建物があると周辺の環境が悪くなるのでなくしてほしい。(女性、40歳代)

風俗店規制

22

私の向いに●●(建物名称)のことで願いたい。資材置き場あり。日曜以外毎日朝7時～5時まで騒音で悩ん
でいます。ダンプ、砂、コンクリート、破片、セメント等毎日おろして、また砂コンクリート、またブルトーザーで
上げ、毎日繰り返し。風のある時は埃で窓を開ける事も出来ず、困っていますので、何とかしてほしい。(女
性、70歳代)

環境

23

◎若者が健全に育っていける環境を作る（店舗の深夜営業etc.）
◎高齢者に負担の少ない道路整備
◎自転車専用道路の確保
◎Ｒ155とＲ41の交差点（コロナ、あみやき亭、旧東名モータース交差点）の電飾広告版が目ざわり、運転時
支障になる。(女性、50歳代)

屋外広告物

24

野焼が駄目だと言われるが、稲刈り後のもみがらを燃やす事が風物詩のようになっている。昔人間の人は
気にならないが、若い世代、引っ越してきた者は煙の臭いが洗濯物にくっつくなど嫌な思いをしているのも事
実。両者が共に共存していける取り組みをしてほしい。(男性、50歳代) 環境

25

①小牧市民憲章の各項の理念を行政担当者各自が行政に反映させる気構えが必要です。
②改築される予定の市民病院は景観を配慮した安らぎと病院機能を両立させる施設にして欲しいです。
③ふらっと南を隣接する公園（区画整理課）と一体化する施設にして下さい。(男性、60歳代) ふらっとみなみ

市民病院

26

市の広報について月に９回の物を1回にまとめて配っていただけないか。色々の配布がなされても無駄だと
思うし。書く人も大変だと思うのにいろいろの広報が配られる。少なくしてもよいと思う。小牧には外国の人が
多く見える。その人からも市に税金をおさめて見えるか。できるだけその人からも税金を取るべきである。(男
性、60歳代)

市広報

27

小牧駅周辺には大きなマンションが建っていますが、このために周辺の民家の方々が太陽がさえぎられて、
つらい思いをされている方も多いと思われます。ぜひ高層マンションの規制をして、今まで住んでいる方々が
つらい思いをする事がないようにして頂きたい。法律の問題もあることとは思いますが、長年住んでいる方々
を守ってあげてほしい。高齢の方も多いと思いますから。私自身は久保一色ですからこのような被害にあっ
ているわけではありません。高層マンションは街の景観も著しく損ないます。マンションは３階とか4階までぐら
いにしてほしい。また、マンション建てる場合は敷地に多くの樹木を植えて景観に配慮して下さい。(女性、70
歳代)

マンション建設


