
第３回ふりかえりシートまとめ

１．参加したテーマについて、自分の考えや思いを書いてください。

Ａ：⽴地場所の検討について

【高台への移転】【高台への移転】【高台への移転】【高台への移転】
・津波・液状化のため高台の方（アクセスも良い）（常滑・男・60歳代）
・やはり高台移転で。特に「財源」「安全面」「平時の利便性」などの理由か
ら、意見としては病院東で。（南陵・男・60歳代）

・飛香台がいいと思う。図書館も近くに欲しい。（常滑・女・50歳代）

【他の公共施設の近く】【他の公共施設の近く】【他の公共施設の近く】【他の公共施設の近く】
・市が所有している土地で、病院・消防署にも近い飛香台に移転して欲しい。
（鬼崎・男・20歳代）

・市の中心が良く、保健センターにも近い（分散してしまっている。）。「行っ
て帰ってきて。」と言われるので近い方がよい。（常滑・女・40歳代）

・市民と市役所が共に利用・活動しやすい。やさしい市役所。（常滑・女・60歳
代）

・災害時にも近くに使用できる施設がある場所（常滑・女・60歳代）

【立地場所（その他）】【立地場所（その他）】【立地場所（その他）】【立地場所（その他）】
・一角集中しないよう（消防、市民病院からは遠い方がよい。）。市役所の周り
は開発の可能性あり。（南陵・男・60歳代）

・災害からの安全性、機能性、利便性、実現性（財政負担の軽減）を考えて決定
する。（常滑・女・60歳代）

・交通に便利、安全、コミュニケーションなど中心となるようなものが良い。
（常滑・女・60歳代）

・土地は安くて広い場所（市街化調整区域）（南陵・男・60歳代）

【跡地の利活用について】【跡地の利活用について】【跡地の利活用について】【跡地の利活用について】
・市役所・市民病院跡地なら高く売れる可能性あり？（南陵・男・60歳代）

【次回への意見・要望について】【次回への意見・要望について】【次回への意見・要望について】【次回への意見・要望について】
・今回は提示された土地であったので、他の利用施設についても検討したい。
（南陵・男・60歳代）

・「庁舎建替え」の方向で話を進めてもらいたい。（鬼崎・男・20歳代）
・建替え予定時期が32年着手であれば、ほぼ基本計画は決まっているのではない
か。（常滑・男・50歳代）

【その他・感想】【その他・感想】【その他・感想】【その他・感想】
・決まっていかない。（常滑・男・60歳代）
・今日のグループはみんなの意見もまとまっていて、話もきちんと聞けた上で発
言もありとてもよかった。（常滑・女・40歳代）

Ｂ：庁舎の基本機能について

【市役所の通常機能】【市役所の通常機能】【市役所の通常機能】【市役所の通常機能】
・機能＝使いやすさなのか？（南陵・男・50歳代）
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・市役所の事務機能（証明書等は庁舎でしか取れないものがある。将来的に便利
な庁舎は変わると思うが、今の所は必要なので、機能的で市民にやさしいもの
に。）（常滑・女・60歳代）

・現在の機能も備えつつ、不要な部分、不足している部分を把握してから本当に
必要な基本機能を絞り込む必要がある。（鬼崎・男・30歳代）

・建物の基本機能は今は当たり前のことで、市役所の立場が建物が必要かどう
か、分散化した方がよいかになってくる。（青海・男・40歳代）

【街づくり】【街づくり】【街づくり】【街づくり】
・市民にとってわかりやすく、職員にとって働きやすい場所で、いずれも快適で
美しい施設で街と調和がとれている庁舎を希望する。（常滑・男・60歳代）

【その他・感想】【その他・感想】【その他・感想】【その他・感想】
・市役所に必要な機能は「市民とのコミュニケーション」だと思う。新しい市役
所には市民と行政のコミュニケーションが取れるようなハード面での機能が必
要だと思う。（南陵・女・60歳代）

・納税者として市民が使いやすい庁舎を作りたいと思います。（南陵・男・50歳
代）

Ｃ：庁舎の付加機能について

【防災対策機能】【防災対策機能】【防災対策機能】【防災対策機能】
・防災拠点として機能するためには、建物自体に問題がないことが前提となるの
で免震構造は必須だと思います。（鬼崎・男・30歳代）

・災害復興の拠点となる機能が全ての面で盤石であることが必須である。（常
滑・男・70歳代）

・被災状況の正確で迅速な把握のためにドローン（北部・中部・南部の３機位）
の導入と活用を図っては？（常滑・男・70歳代）

・大震災時に発災から復興まで切れ目なく業務を遂行できるため、必要な設備・
施設対応を行っておく。（常滑・男・60歳代）

【災害時の情報発信】【災害時の情報発信】【災害時の情報発信】【災害時の情報発信】
・防災に特化してコンパクトにするか、新しい常滑の情報発信の場として多少コ
ストをかけても次世代につながる建物にするのか選択するべきです。（鬼崎・
男・30歳代）

・災害時の庁舎としての機能として、情報発信ができるか。（鬼崎・男・20歳
代）

・災害時には空港など不特定多数の外国人も含む人たちへの対応・機能も必要に
なるのではないかと思う。（青海・男・60歳代）

・情報センター機能をきめ細かく発揮できる体制をつくる。（常滑・男・60歳
代）

【複合化】【複合化】【複合化】【複合化】
・図書館や会議室などの収入を見込むことは人口から考えてあまり必要ではない
と思う。（青海・男・40歳代）

・市役所や職員さんと馴染みになれば、市民として市に愛着がわくと思うので、
他の施設との兼ね合いもあるが、図書館や展示スペースがあると良いと思う。
（常滑・女・60歳代）
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・せっかく市庁舎を建てるのであれば、多くの市民が足を運ぶように図書館や展
示スペース、おしゃれなカフェ等が併設されれば、もっと市民のものになるの
ではないか。（南陵・女・50歳代）

・オフィスだけでなく、より親しみやすく行きやすい場所になるよう常滑ならで
はのことと、より魅力的なものを共にできるとよいと思います。（常滑・女・
20歳代）

【街づくり】【街づくり】【街づくり】【街づくり】
・若い人が集まれる庁舎にしてほしい。（常滑・男・20歳代）
・新市役所を核とした街づくりがどうなるかに興味があったが、まだ煮詰まって
いない。（鬼崎・男・60歳代）

【次回への意見・要望について】【次回への意見・要望について】【次回への意見・要望について】【次回への意見・要望について】
・（災害時）イオンやコストコとはどういった話になっているか。（常滑・男・
20歳代）

・各機能・拠点を具体的に検討する場合には全ての市有地（構築物・遊休地等を
含めた）物件リストが一覧表的に欲しかった（例：大曽プール、大曽公園、西
仲根グラウンド、旧小鈴谷小学校跡地、小脇公園など）（常滑・男・70歳代）

・移転新築に話が進みすぎていると感じた。現建物での改築での考えも必要か
と。（青海・男・40歳代）

【その他・感想】【その他・感想】【その他・感想】【その他・感想】
・世界初の付加価値を持った市庁舎が建てられるとよいと思います。（鬼崎・
男・40歳代）

・将来、自分の住む常滑についてどんな街になると楽しいかを考えた。（南陵・
女・20歳代）

・女性のみのグループで年代は色々ですが、楽しく話ができて良かった。（鬼
崎・女・60歳代）

Ｄ：常滑市の財政について

【財政への不安】【財政への不安】【財政への不安】【財政への不安】
・自分としては移転新築も致し方ないと思うが、赤字財政の中、市民に納得して
もらうには、とにかく庁舎の規模を含めての建設予算の軽減に大変な努力が必
要。財政について大変心配でいます。（常滑・男・60歳代）
基本的に建替えには賛成です。借金をしても返済できるという安心材料を提示
して下さるとありがたいです。（鬼崎・女・50歳代）
建替えには反対しない。しかし財政に不安がある。削減も必要かもしれない
が、増やすことも考えなければならない。（鬼崎・男・40歳代）

【次回への意見・要望について】【次回への意見・要望について】【次回への意見・要望について】【次回への意見・要望について】
・「消費的経費」の中身を詳しく出してもらいたい。ここを洗い直して経費を浮
かせなければならないと思います。（常滑・男・70歳代）

【その他・感想】【その他・感想】【その他・感想】【その他・感想】
・最も苦手な財政のことを選んでしまいました。長年主婦をしてきたからか、や
はりお金のことが気になり、安心して新庁舎への建替え賛成をしていきたいと
思いました。（常滑・女・60歳代）
お金を使う順位が違う。（常滑・男・50歳代）
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借金を増やさないで欲しい。借金をしてまで建てることはない。（青海・女・
60歳代）
市役所の分散化（本庁と分庁（１階の市の窓口の仕事））、より身近で利用で
きれば良いので、以前の公民館での営業を希望。（青海・女・60歳代）

２．同じグループの他の参加メンバーの意⾒で印象に残ったことがあれば

３．書いてください。

Ａ：⽴地場所の検討について

【高台への移転】【高台への移転】【高台への移転】【高台への移転】
・補助金のことも考え、高台移転がよい。（常滑・男・40歳代）

【他の公共施設の近く】【他の公共施設の近く】【他の公共施設の近く】【他の公共施設の近く】
・消防も近く、災害時に自衛隊等は常滑中に集まると思われるので病院または消
防の横がよいのではないか。他の場所は液状化・交通の便が悪いなどで一致し
た。（常滑・女・40歳代）

【立地場所（その他）】【立地場所（その他）】【立地場所（その他）】【立地場所（その他）】
・農地利用もどうか？（常滑・男・60歳代）
・市役所は市の中心部がよいという意見があった。（常滑・女・60歳代）
・市役所が通常時に利用しやすく、災害時に最大に機能する場所であるという意
見。（常滑・女・60歳代）

【跡地の利活用について】【跡地の利活用について】【跡地の利活用について】【跡地の利活用について】
・移転後の市庁舎跡地をマンション等での処分することの意見。（南陵・男・60
歳代）

【その他・感想】【その他・感想】【その他・感想】【その他・感想】
・みなさん真剣に考えてみえます。（常滑・男・60歳代）
・収益を生む考え方があり、皆さんも同じでよかった。（南陵・男・60歳代）

Ｂ：庁舎の基本機能について

【複合化】【複合化】【複合化】【複合化】
・用がなくても来たくなる庁舎機能（郷土レストラン）（常滑・女・60歳代）

【コミュニケーション】【コミュニケーション】【コミュニケーション】【コミュニケーション】
・触れ合うのが市役所。企画課など人を相手にする部門はもっと情報の共有化が
いるのではないか。（常滑・女・60歳代）

・市役所はふれあいの場。ソフトこそ大事。（南陵・男・60歳代）
・心のふれあいという曖昧な理由ではなく、現実論として必要があるから市役所
に行くわけだが。（南陵・男・60歳代）

・市役所の一番大きな価値は「信頼性」（南陵・女・60歳代）
・職員の意識が問題。（常滑・女・60歳代）
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【次回への意見・要望について】【次回への意見・要望について】【次回への意見・要望について】【次回への意見・要望について】
・時間的にまとめることが困難に思えた。相互意思疎通が十分にできない時間と
人数では？（常滑・男・60歳代）

【その他・感想】【その他・感想】【その他・感想】【その他・感想】
・市民が来庁する市役所って本当にいるの？と先進的な意見があった。（青海・
女・60歳代）

・市役所不要論をする人々がいることに驚いた。（南陵・男・60歳代）
・サービスと事務所に分かれて、事務だけならば市役所は不要。（青海・男・40
歳代）

・そもそも市役所は不要ではないか？という意見に驚いた。（鬼崎・男・30歳
代）

・声が大きいだけの中身のない議論であったようです。（南陵・男・50歳代）

Ｃ：庁舎の付加機能について

【防災対策機能】【防災対策機能】【防災対策機能】【防災対策機能】
・一時避難の場にはなるので、広場の併設はすべきと感じました。全国からの物
資が集積できるように。常時はイベントスペースに利用できて良いと考えまし
た。（鬼崎・男・30歳代）

・ヘリポートやドローンといった意見。（鬼崎・男・40歳代）
・市役所を避難所施設として考えて良いか。避難所として期待できないものにす
れば、役所の人たちが復興・復旧支援しやすいのでは。（青海・男・40歳代）

【複合化】【複合化】【複合化】【複合化】
・コミュニティーラジオに関する意見。（常滑・男・20歳代）
・若い人が普段から集まれるような施設・機能が必要。（青海・男・60歳代）
・庁舎に若者が集まる場所（レンタルオフィス、アート工房）を付帯するという
意見。（常滑・男・60歳代）

【付加機能】【付加機能】【付加機能】【付加機能】
・写真を撮りたくなるような（インスタグラム用）市役所だったら来るかも。
（常滑・女・60歳代）

・若者が興味を持てるような場所・付加施設（南陵・女・50歳代）
・子どもも楽しめるような市役所。（南陵・女・20歳代）

【その他・感想】【その他・感想】【その他・感想】【その他・感想】
・常滑は観光の街という認識が若い人たちにあることが新鮮でした。（鬼崎・
男・60歳代）

・図書館に行かない理由が「ダサい」。（常滑・女・60歳代）
・常滑焼のことや地産地消のことなど地域を生かす考えが多く素敵だと思った。
（常滑・女・20歳代）

・若い方の話が真面目でいろいろ考えていることに頼もしく感じた。（鬼崎・
女・60歳代）

・みんな本当に作って将来の収入に見合うのか不安を感じていた。（常滑・男・
70歳代）

Ｄ：常滑市の財政について
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【財政に関して】【財政に関して】【財政に関して】【財政に関して】
・市の歳出削減にもっと努め、とにかく赤字を小さくすること、借金の返済計画
が大変大切。（常滑・男・60歳代）

・借入をして返済は本当にできるのか。（青海・女・60歳代）
・お金を増やすことは意識していなかった。（鬼崎・男・40歳代）

【次回への意見・要望について】【次回への意見・要望について】【次回への意見・要望について】【次回への意見・要望について】
・資料内の言葉の意味がわかりにくいものがある。（鬼崎・男・40歳代）

【その他・感想】【その他・感想】【その他・感想】【その他・感想】
・常滑市を魅力ある市にして、人を呼び込むという発想。（鬼崎・女・50歳代）
・箱物を建てすぎた反省ができていない。（常滑・男・50歳代）

３．他のグループの発表内容を聞いて印象に残ったことがあれば書いて

３．ください。

「Ａ：⽴地場所の検討について」に対して

【高台への移転】【高台への移転】【高台への移転】【高台への移転】
・津波・液状化がないので飛香台Ａが〇が多かった。（常滑・男・60歳代）
・高台へ。庁舎と公共施設は徒歩圏内。（常滑・女・60歳代）
・移転先は飛香台が良いという意見が多かったこと。（青海・男・60歳代）

【立地場所（その他）】【立地場所（その他）】【立地場所（その他）】【立地場所（その他）】
・立地場所に関して新しい地で考えていたこと。（常滑・男・20歳代）
・調整区域はダメですか？総合パイロット事業があった場所？２０年以上たって
もダメですか？（鬼崎・女・60歳代）

【複合化】【複合化】【複合化】【複合化】
・複合化した時に土地面積が足りるか。（常滑・女・60歳代）

【その他・感想】【その他・感想】【その他・感想】【その他・感想】
・余った土地より、住まいも増やせる計画を立ててほしい。（常滑・男・60歳
代）

・「市民に優しい市役所」という話がより市民によりそった考えで便利な施設に
つながっていくと感じました。（常滑・女・20歳代）

・建替えにしても立地が重要と思う。既に候補が出揃ってきている感じがした。
（鬼崎・男・40歳代）

「Ｂ：庁舎の基本機能について」に対して

【市役所の通常機能】【市役所の通常機能】【市役所の通常機能】【市役所の通常機能】
・新たな時代・状況に対応した市役所機能への対応を踏まえた庁舎規模の検討は
非常に重要だと思った。（南陵・男・60歳代）

・市役所の基本機能として「時間外窓口」を作って欲しいという意見は大いに賛
成。（鬼崎・男・20歳代）

・証明がコンビニでとれることを初めて知った。（常滑・女・50歳代）
・機能だけを求める市役所ならコンパクトでいい（南陵・女・60歳代）
・コンビニで住民票が発行できる話は知らなかった。（鬼崎・男・30歳代）
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【次回への意見・要望について】【次回への意見・要望について】【次回への意見・要望について】【次回への意見・要望について】
・市役所の利用実態調査（常滑・女・60歳代）

【その他・感想】【その他・感想】【その他・感想】【その他・感想】
・市役所って本当にいるのかという意見。（常滑・男・20歳代）
・市役所って本当にいるのかという意見（安心・安全に暮らしていけるのも市役
所のおかげと思っている自分がいるから。）（常滑・女・60歳代）

「Ｃ：庁舎の付加機能について」に対して

【防災対策機能】【防災対策機能】【防災対策機能】【防災対策機能】
・太陽光発電にしたり、地下水を貯める。（常滑・男・60歳代）
・災害調査におけるドローンの活用やＩＴを使った災害情報の提供（南陵・男・
・ドローンの活用はよいと思う。（常滑・女・60歳代）
・ドローンの設置（常滑・女・60歳代）
・災害のためのソーラーパネル設置はいい！（常滑・女・50歳代）

【災害時の情報発信】【災害時の情報発信】【災害時の情報発信】【災害時の情報発信】
・観光客用への情報提供の仕方。（南陵・女・60歳代）
・災害時の外国人への対応。（青海・男・40歳代）

【複合化】【複合化】【複合化】【複合化】
・庁舎の付加機能の意見が多かったこと。（常滑・男・60歳代）
・ギャラリーやカフェの意見が良かった。（南陵・男・60歳代）
・市役所に娯楽施設は必要ないかな。マナーが悪い人が集まるかもしれないし、
利益目的にするしないどちらにしても反対意見が出る（市役所の職員はいい
なぁ…って言われませんか）。（鬼崎・男・20歳代）

・付加機能（図書館やギャラリー）を市役所と一緒に建設すれば費用負担も軽減
される。（常滑・女・60歳代）

・図書館・カフェの併設は敷地の大きさをそれなりにしなければならないのでは
ないか。（常滑・女・40歳代）

・市役所の中に「郷土レストラン・カフェ・授乳室」を作るとはいい考え。（常
滑・女・50歳代）

【その他・感想】【その他・感想】【その他・感想】【その他・感想】
・災害時にあったら良いもの。避難所などとしての役割をわかりやすく発表して
くださったので良く分かった。（常滑・女・60歳代）

・市役所にコミュニケーションの場を求める意見は意外だった。（鬼崎・男・30
歳代）

・市役所移転よりも小中学校を先に移転したらどうかという意見はとても大切だ
と思いました。（青海・男・40歳代）

・収益を生む考え方もあり、みなさんと考えが同じでよかった。（南陵・男・60
歳代）

「Ｄ：常滑市の財政について」に対して

【財政に関して】【財政に関して】【財政に関して】【財政に関して】
・市民へ財政状況を知らせると良いのでは？（南陵・女・60歳代）
・常滑の財政が思ったよりも負債を抱えている。（南陵・女・20歳代）
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「全般」に対して
・関連する課題がたくさん存在している。（常滑・男・70歳代）
・夢があるなぁ。（鬼崎・女・50歳代）
・他のグループはもう移転・新築の話で、一番大切な金の問題への考えが少な
い。最新内容についての理想を言っている。（常滑・男・60歳代）

・（どの意見も）立地場所が悪く利用できない可能性あり。レストランは今も使
用できるはず。（青海・女・60歳代）

４．今⽇の会議に参加して、⾃分のテーマ、問題意識が変わったり、つけ加わった

３．りしたことがあれば書いてください。

【立地場所について】【立地場所について】【立地場所について】【立地場所について】
・現市民病院の土地は、今後医療系で使って欲しい。（常滑・男・60歳代）
・スリム化できるところはする。そうすれば敷地はそんなに拡げなくてもよいの
ではないか。（常滑・女・40歳代）

・市役所と市民病院の役割、最近耳にして気になったことで「今まで病院の近く
に市役所があったから介護手続等が楽だったけど。」（常滑・女・60歳代）

【防災対策について】【防災対策について】【防災対策について】【防災対策について】
・市役所庁舎はランドマークであり、単にオフィス機能があれば良いのではない
と感じた。防災拠点として、新しい常滑の情報の発信の場として。（鬼崎・
男・30歳代）

・市役所が災害時の拠点であることを改めて思った。（鬼崎・男・60歳代）
・旧消防署・旧市民病院を解体する前に市役所を建てるのでしょうか？海沿いに
ある小中学校は耐震改修で市役所はなぜ移転？子供より大人が先に安全な場所
に移転はいかがなものかと。（青海・男・40歳代）

・市役所を避難所とせず、他の場所を避難所として災害対策にあたるという考え
方。（鬼崎・男・40歳代）

【市役所の機能について】【市役所の機能について】【市役所の機能について】【市役所の機能について】
・そもそも市役所はいるのか。いずれいらなくなる部門があるのでは…（常滑・
女・60歳代）

・新庁舎の新・改築にあたっては、シンプルな構造を旨とし、後々のメンテナン
ス費用を考えたとき、奇抜と思えるデザイン・機能は決して取り入れないこ
と。（常滑・男・70歳代）

・庁舎の規模・形態について考えることが金額の削減につながる。（常滑・男・
60歳代）

【複合化・分散化について】【複合化・分散化について】【複合化・分散化について】【複合化・分散化について】
・庁舎で使用しながら、一方で収益を得られるような複合使用の意見が予想より
多く驚いた。（南陵・男・60歳代）

・市役所（行政）だけでなく、企業にも入っていただき、収入となる部分がある
ような市庁舎。（南陵・女・50歳代）

・複合施設にすることで、どの施設にもいきたくなるような構造やレイアウトに
すること。（常滑・女・20歳代）

・市が長いのに庁舎として真ん中に一つでいいのか？中継地はいるのか？（常
滑・男・20歳代）

・常滑の北部と南部に全く同じ設計の建物を２つ作り、一つダメになっても、も
う一つの建物でカバーできるようにできたらいいなと思う。建てる時も違うゼ
ネコンで競わせれば建設費も抑えられると思う。（青海・男・40歳代）
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【コミュニケーションついて】【コミュニケーションついて】【コミュニケーションついて】【コミュニケーションついて】
・「市役所を交流の場に」という意見になるほどと思った。（常滑・女・50歳
代）

・市庁舎というのは「市民にやさしい場所」であるべきなのか。（南陵・男・50
歳代）

・市役所の存在価値について、市役所でふれあう場として大切なものである。
（常滑・男・60歳代）

【財政ついて】【財政ついて】【財政ついて】【財政ついて】
・「借金はなるべくしない」これが基本だと思った。（常滑・女・50歳代）
・建設にあたり、現状を切り詰めてやっていかなければ建てられないのでは。
（青海・女・60歳代）

・一に経費、二に経費、三四がなくて五に経費削減をまず徹底して市民に示して
ほしい。（常滑・男・70歳代）

・負債600億（ガーン）、上限あと260億円プラスされると破綻…（青海・女・
60歳代）

・市議の人へもっと市の財政を考えて議論してください。（青海・女・60歳代）

【次回への意見・要望について】【次回への意見・要望について】【次回への意見・要望について】【次回への意見・要望について】
・本庁以外の施設利用も検討したい。提示物件以外の土地・施設を次回に提出し
て欲しい。（南陵・男・60歳代）

・市街化調整区域で確認申請の通るようにシュミレーションをしてください。ま
た期間を教えてください。（南陵・男・60歳代）

・市役所との関わり方によって求める意見が異なる。多種多様な人からの意見を
求める必要があると思った。（鬼崎・男・30歳代）

・一方的な物件であったが、現在使用されている施設も検討すれば今後の建替え
が一度にできると思う。（南陵・男・60歳代）

【その他・感想】【その他・感想】【その他・感想】【その他・感想】
・庁舎の耐震工事をするという意見がやっぱり理解できない。（鬼崎・男・20歳
代）

・入口の議論ばかりで少しも中身に入ってゆかずもどかしい。（南陵・男・50歳
代）

・若い人の率直な意見が聞けて良かった。あらゆる方向から見て考え、最善の市
役所としたい。（常滑・女・60歳代）

・自分の知らない常滑の文化などがあり、それをもっと生かして街づくりをして
いくこと。（南陵・女・20歳代）

・魅力ある市役所になら、今は一年に一度しか行かないけど、行けたらいいな。
（鬼崎・女・60歳代）

・自分にはとても深くて難しい話が出て、ついていけないような気がしました。
（常滑・女・60歳代）

５．今後の市⺠会議に望むことがあれば書いてください。

【進め方について】【進め方について】【進め方について】【進め方について】
・基本計画が決まっているのであれば、それに対して会議した方がよいのではな
いか。（常滑・男・50歳代）

・本日のようにテーマ別での話し合いは、意見も出しやすく内容も深めやすく
なって話し合いが良くできた。（常滑・女・60歳代）

・やはり市に対する要求を一本化していくべきと思う。（常滑・女・50歳代）
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・もっと具体的に掘り下げたい。（常滑・女・60歳代）
・建物は建替え？改修？必要？方向を決めさせる打合せなのか、建替えありきな
のか？（青海・男・40歳代）

・インターネットなどを見ると各地で同じようなことをやっている。常滑市の固
有の問題について検討する必要があるのでは。（青海・男・60歳代）

・拠点・災害対策機能はすでに実績例も多いと思われるので、特に検討を必要と
するものに限定して話を深めてはどうか。（常滑・男・60歳代）

・テーマを決める時、具体的な規模・位置を決めて行っていただければ、より具
体案が出ると思われる。（常滑・男・70歳代）

・市民会議終了後の予定（行程）を聞きたい。（常滑・女・60歳代）

【時間配分について】【時間配分について】【時間配分について】【時間配分について】
・時間配分と内容によって、決められた時間にして欲しい。資料配布の時期を早
めにしてほしい。（常滑・男・60歳代）

・時間設定が毎回気になる。のびるのであれば最初から設定すべき。（鬼崎・
男・60歳代）

・時間を守った運営。（鬼崎・男・40歳代）

【複合化について】【複合化について】【複合化について】【複合化について】
・「Ｃｉｔｙ　Ｈａｌｌ」の中に「役所」が関係する施設はできないか。できれ
ば様々な補助金を。「つぎはぎ」できるような「複合」というより、多機能施
設を。（南陵・男・50歳代）

【財政について】【財政について】【財政について】【財政について】
・愛知県一人当たりの借金番付ランキングは５４地域中６番目（42万4,000円＋
市庁舎の借入金）、国民一人当たり約837万円の借金。子・孫にツケを回さ
ず、少しでも節約。（南陵・男・60歳代）

・場所・機能について話す前にとにかく金のことが先決だと思う。（常滑・男・
60歳代）

・複合施設にすること。夢のあるプランも素晴らしいと思いますが、これ以上予
算がふくらんでいくのが不安です。（鬼崎・女・50歳代）

・市の収入を増やす方法はないのか？（青海・女・60歳代）

【その他】【その他】【その他】【その他】
・議会から案を出させてほしい。（常滑・男・60歳代）
・何も期待しておりません。（南陵・男・50歳代）

６．第４回の市⺠会議で希望されるテーマに〇をつけてください。次回とりあげ

６．たいテーマがあれば書いてください。

【立地場所について】【立地場所について】【立地場所について】【立地場所について】
・市庁舎を市街調整区域に（南陵・男・60歳代）
・市民病院の近くに決めての話し合い（常滑・女・60歳代）

【跡地の利活用について】【跡地の利活用について】【跡地の利活用について】【跡地の利活用について】
・新築移転の場合の跡地利用（南陵・男・60歳代）

【防災について】【防災について】【防災について】【防災について】
・避難所について（常滑・男・60歳代）
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【複合化について】【複合化について】【複合化について】【複合化について】
・複合施設について（鬼崎・男・20歳代）
・災害時に役に立つ他の複合施設（常滑・女・40歳代）
・市役所と他の施設との連携（常滑・女・50歳代）
・複合化について（常滑・女・20歳代）

【分散化について】【分散化について】【分散化について】【分散化について】
・本庁一つか本庁と支所を作るか（青海・男・40歳代）

【付加機能について】【付加機能について】【付加機能について】【付加機能について】
・市民にとってわかりやすく、職員にとって働きやすい快適で美しく魅力ある施
設（常滑・男・60歳代）

・付加機能について（鬼崎・男・40歳代）
・市民と市役所の接点（青海・男・40歳代）

【市役所の機能について】【市役所の機能について】【市役所の機能について】【市役所の機能について】
・市の機能の見直し（常滑・男・70歳代）
・必要な庁舎の機能（常滑・女・60歳代）
・市役所のシステム変化に伴う、仕事の分散化・電子化（青海・女・60歳代）

【財政について】【財政について】【財政について】【財政について】
・経費削減（常滑・男・70歳代）
・歳出削減の案（常滑・男・60歳代）

【これからの常滑市について】【これからの常滑市について】【これからの常滑市について】【これからの常滑市について】
・これからの常滑について（鬼崎・男・30歳代）
・街づくり（常滑・男・20歳代）
・５年先までではなく、10年後・20年後の姿（鬼崎・男・60歳代）
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