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Ⅰ 調査の概要 
１ 調査の目的 

「第６次瑞浪市総合計画」の策定に当たり、本市の次の世代を担う高校生や大学生の瑞浪市

に対する意見や要望を把握し、新しい計画づくりに役立てることを目的として実施しました。 

 
２ 調査の設計 

①調査対象  瑞浪市内の高校及び大学に通う学生 

②抽出方法  高校２年生 689 人、大学２年生 175 人 

③調査方法  学校を通じて配布、回収 

④調査期間  平成 25 年 7 月 16 日(火)～7 月 23 日(火) 

 
３ 配布・回収状況 

本アンケートの配布数と有効回収数は下記の通りとなっています。 

全体では、864 票の回収となっており、100％の回収率となっています。 

 

学校名 配布 回収 回収率 

瑞浪高等学校 159 159 100％ 

麗澤瑞浪高等学校 161 161 100％ 

中京高等学校 369 369 100％ 

中京学院大学 175 175 100％ 

合計 864 864 100％ 
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４ アンケート調査における標本誤差 

抽出によるアンケート調査では、統計上多少の誤差が生じます。そのため、その調査がどの

程度の精度を持った回答結果であるかを示す指標として、「標本誤差」という数値があります。 

以下の表に本調査における「標本誤差」を整理します。 

この表の見方は、例えば、「設問の回答数が 864 あり、その設問中の選択肢の回答比率が

60％であった場合、その回答比率の誤差の範囲は最高でも±2.80％以内（62.80％～57.20％）

である」とみることができます。 

 

（標本誤差早見表） 

回答比率 

回答者数 

10％または

90％前後 

20％または

80％前後 

30％または

70％前後 

40％または

60％前後 
50％前後 

864 ±1.71% ±2.28% ±2.62% ±2.80% ±2.85% 

351 ±3.00% ±4.01% ±4.59% ±4.91% ±5.01% 

485 ±2.49% ±3.32% ±3.80% ±4.06% ±4.15% 

340 ±3.06% ±4.08% ±4.67% ±5.00% ±5.10% 

480 ±2.50% ±3.34% ±3.82% ±4.09% ±4.17% 

175 ±4.40% ±5.86% ±6.72% ±7.18% ±7.33% 

689 ±2.00% ±2.66% ±3.05% ±3.26% ±3.33% 

※母数：2,915 人（平成 25 年 7 月時点の瑞浪市内の高校及び大学に通う学生） 

 

５ 報告書の見方 
(1) 図表中の N とは、回答者総数のことです。 

(2) 割合比は N を 100.0%として算出し、小数点以下第二位を四捨五入したため合計が

100.0%にならない場合があります。 
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Ⅱ 調査結果 
１ 回答者属性 

 学校 

「高校生」が 79.7%、「大学生」が 20.3%となってい

ます。 

 
 
 
 
 
 

 性別 

「女性」が 56.1%、「男性」が 40.6%となっています。 

 
 
 
 
 
 
 

 住まい 

「瑞浪市外」が 55.7%、「瑞浪市内」が 39.4%となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

瑞浪市内に住んでいる学生で最も多いの

は「瑞浪地区」で 43.2%、次いで「稲津地区」

21.2%、「土岐地区」13.5%となっています。 

瑞浪高校
18.4%

麗澤瑞浪高
等学校
18.6%

中京高校
42.7%

中京学院大
学

20.3%

N=864

男
40.6%

女
56.1%

無回答
3.2%

N=864

瑞浪市内
39.4%

瑞浪市外
55.7%

無回答
5.0%

N=864

瑞浪地区
43.2%

土岐地区
13.5%明世地区

8.2%

稲津地区
21.2%

陶地区
3.5%

日吉地区
2.1%

釜戸地区
3.5%

大湫地区
0.0%

無回答
4.7%

N=340
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２ 瑞浪市の暮らしやすさなどについて 

問 1 総合的にみて、瑞浪市は住みよいところだと感じますか？ 

全体で最も多いのは「どちらともいえない」で

44.8%、次いで「どちらかといえば住みやすい」

29.6%、「どちらかといえば住みにくい」11.7%

となっています。 

住みやすい（「大変住みやすい」と「どちらか

といえば住みやすい」の合計）との回答は 36.7％

となっており、学生の約３人に１人は住みやす

いと感じています。 

 

性別でみると、男性で最も多いのは「どちらともいえない」で 43.0%、次いで「どちらか

といえば住みやすい」31.6%、「大変住みやすい」9.7%となっています。 

女性で最も多いのは「どちらともいえない」で 46.0%、次いで「どちらかといえば住みや

すい」28.5%、「どちらかといえば住みにくい」14.4%となっています。 

 

居住地別にみると、瑞浪市内に住んでいる学生で最も多いのは「どちらかといえば住みや

すい」で 40.9%、次いで「どちらともいえない」29.1%、「大変住みやすい」12.1%となって

います。 

瑞浪市外に住んでいる学生で最も多いのは「どちらともいえない」で 55.1%、次いで「ど

ちらかといえば住みやすい」22.9%、「どちらかといえば住みにくい」13.1%となっています。 

 

高校生・大学生別にみると、大学生で最も多いのは「どちらともいえない」で 40.0%、次

いで「どちらかといえば住みにくい」22.3%、「どちらかといえば住みやすい」20.6%となっ

ています。 

高校生で最も多いのは「どちらともいえない」で 46.0%、次いで「どちらかといえば住み

やすい」31.9%、「どちらかといえば住みにくい」9.0%となっています。 

 

表 属性別住みやすさ 

 

大変住
みやす

い
7.1%

どちらかと
いえば住み
やすい
29.6%

どちらともい
えない
44.8%

どちらかと
いえば住み

にくい
11.7%

大変住みに
くい
4.4%

無回答
2.4%

N=864

合計 大変住みやす
い

どちらかとい
えば住みやす

い

どちらともい
えない

どちらかとい
えば住みにく

い

大変住みにく
い

無回答

864 61 256 387 101 38 21

100.0% 7.1% 29.6% 44.8% 11.7% 4.4% 2.4%

351 34 111 151 29 15 11

100.0% 9.7% 31.6% 43.0% 8.3% 4.3% 3.1%

485 27 138 223 70 21 6

100.0% 5.6% 28.5% 46.0% 14.4% 4.3% 1.2%

340 41 139 99 36 18 7

100.0% 12.1% 40.9% 29.1% 10.6% 5.3% 2.1%

481 16 110 265 63 19 8

100.0% 3.3% 22.9% 55.1% 13.1% 4.0% 1.7%

175 7 36 70 39 19 4

100.0% 4.0% 20.6% 40.0% 22.3% 10.9% 2.3%

689 54 220 317 62 19 17

100.0% 7.8% 31.9% 46.0% 9.0% 2.8% 2.5%

年
代

性
別

居
住
地

高校生

大学生

瑞浪市外

瑞浪市内

女性

男性

全体
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問 2 あなたは、瑞浪市がどんな“まち”であれば、「住みたい・住み続けたい」と思

いますか？【複数回答】 

全体で最も多いのは「災害や犯罪の少ない安全なまち」で 36.9%、次いで「病院などの医

療機関が整っていて、人々の健康づくりが充実したまち」25.6%、「まちなみの美しいまち」

24.9%となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.9%

25.6%

24.9%

23.1%

22.5%

20.5%

20.0%

18.9%

18.2%

13.0%

11.3%

9.8%

2.8%

8.1%

1.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

災害や犯罪の少ない安全なまち

病院などの医療機関が整っていて、

人々の健康づくりが充実したまち

まちなみの美しいまち

子どもたちが健やかに育つまち

身近な自然が多く、環境にも配慮したまち

文化活動やスポーツ活動が盛んなまち

観光で多くの人が訪れるにぎわいのあるまち

地域での助け合いや人々の

つながりを大切にするまち

高齢者や障がい者が安心して暮せるまち

住宅地として静かで落ち着きのあるまち

企業が元気に活動する産業の盛んなまち

学習するための環境が整った教育の進んだまち

農林業や畜産業が盛んなまち

その他

無回答 N=864



6 

 

 
性別でみると、男性で最も多いのは「災害や犯罪の少ない安全なまち」で 33.0%、次いで

「文化活動やスポーツ活動が盛んなまち」28.5%、「病院などの医療機関が整っていて、人々

の健康づくりが充実したまち」28.2%となっています。 

女性で最も多いのは「災害や犯罪の少ない安全なまち」で 40.0%、次いで「まちなみの美

しいまち」26.2%、「病院などの医療機関が整っていて、人々の健康づくりが充実したまち」

24.1%となっています。 

 

居住地別にみると、瑞浪市内に住んでいる学生で最も多いのは「災害や犯罪の少ない安全

なまち」で 38.8%、次いで「身近な自然が多く、環境にも配慮したまち」27.4%、「病院など

の医療機関が整っていて、人々の健康づくりが充実したまち」26.2%となっています。 

瑞浪市外に住んでいる学生で最も多いのは「災害や犯罪の少ない安全なまち」で 36.4%、

次いで「病院などの医療機関が整っていて、人々の健康づくりが充実したまち」と「まちな

みの美しいまち」26.0%となっています。 

 

高校生・大学生別にみると、大学生で最も多いのは「災害や犯罪の少ない安全なまち」で

31.4%、次いで「子どもたちが健やかに育つまち」30.9%、「病院などの医療機関が整ってい

て、人々の健康づくりが充実したまち」24.6%となっています。 

高校生で最も多いのは「災害や犯罪の少ない安全なまち」で 38.3%、次いで「病院などの

医療機関が整っていて、人々の健康づくりが充実したまち」25.8%、「まちなみの美しいまち」

25.5%となっています。 

 

表 属性別住み続けたいまち 

 合
計

災
害
や
犯
罪
の
少
な
い
安
全
な
ま
ち

病
院
な
ど
の
医
療
機
関
が
整
っ

て
い
て
、

人
々
の
健
康
づ
く
り
が
充
実
し
た
ま
ち

ま
ち
な
み
の
美
し
い
ま
ち

子
ど
も
た
ち
が
健
や
か
に
育
つ
ま
ち

身
近
な
自
然
が
多
く
、

環
境
に
も
配
慮
し

た
ま
ち

文
化
活
動
や
ス
ポ
ー

ツ
活
動
が
盛
ん
な
ま

ち 観
光
で
多
く
の
人
が
訪
れ
る
に
ぎ
わ
い
の

あ
る
ま
ち

地
域
で
の
助
け
合
い
や
人
々
の
つ
な
が
り

を
大
切
に
す
る
ま
ち

高
齢
者
や
障
が
い
者
が
安
心
し
て
暮
せ
る

ま
ち

住
宅
地
と
し
て
静
か
で
落
ち
着
き
の
あ
る

ま
ち

企
業
が
元
気
に
活
動
す
る
産
業
の
盛
ん
な

ま
ち

学
習
す
る
た
め
の
環
境
が
整
っ

た
教
育
の

進
ん
だ
ま
ち

農
林
業
や
畜
産
業
が
盛
ん
な
ま
ち

そ
の
他

無
回
答

864 319 221 215 200 194 177 173 163 157 112 98 85 24 70 11

100.0% 36 .9 % 2 5. 6% 24.9% 23.1% 22.5% 20.5% 20.0% 18.9% 18.2% 13.0% 11.3% 9.8% 2.8% 8.1% 1.3%

351 116 99 80 77 95 100 67 45 51 54 41 38 11 25 5
100.0% 33 .0 % 28.2% 22.8% 21.9% 27.1% 28 .5 % 19.1% 12.8% 14.5% 15.4% 11.7% 10.8% 3.1% 7.1% 1.4%

485 194 117 127 115 95 74 100 116 100 53 54 45 13 45 4

100.0% 40 .0 % 24.1% 26 .2 % 23.7% 19.6% 15.3% 20.6% 23.9% 20.6% 10.9% 11.1% 9.3% 2.7% 9.3% 0.8%

340 132 89 78 87 93 80 57 69 56 39 35 27 10 29 5
100.0% 38 .8 % 26.2% 22.9% 25.6% 2 7. 4% 23.5% 16.8% 20.3% 16.5% 11.5% 10.3% 7.9% 2.9% 8.5% 1.5%

481 175 125 125 97 95 91 103 86 93 68 59 56 13 40 4

100.0% 36 .4 % 2 6. 0% 26 .0 % 20.2% 19.8% 18.9% 21.4% 17.9% 19.3% 14.1% 12.3% 11.6% 2.7% 8.3% 0.8%

175 55 43 39 54 36 28 37 35 29 23 22 21 9 28 0
100.0% 31 .4 % 24.6% 22.3% 30 .9% 20.6% 16.0% 21.1% 20.0% 16.6% 13.1% 12.6% 12.0% 5.1% 16.0% 0.0%

689 264 178 176 146 158 149 136 128 128 89 76 64 15 42 11

100.0% 38 .3 % 2 5. 8% 25.5% 21.2% 22.9% 21.6% 19.7% 18.6% 18.6% 12.9% 11.0% 9.3% 2.2% 6.1% 1.6%

年
代

性
別

居
住
地

高校生

大学生

瑞浪市外

瑞浪市内

女性

男性

全体
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問 3 瑞浪市の魅力をより高めるために、「こんな施設があるとより暮らしやすくなる」

という要望や、「こんな事業をしたら素晴らしいまちになる」といった提案を記

入してください。【複数回答・自由記述】 

瑞浪市の魅力を高める事業について尋ねたところ、810 件の意見が寄せられました。 

具体的な提案をその内容別に整理すると、「商業」に関連するものが最も多く 288 件、次

いで「賑わい」に関連するもの 148 件、「スポーツ」に関連するもの 101 件などが多く挙げ

られています。 

 

表 内容別回答件数 

キーワード（主な意見） 件数 

商業施設等（大型施設の誘致や駅前の活性化など） 288 

交流・賑わい（ゲームセンターや映画館の誘致など） 148 

スポーツ（プールやスポーツ施設の整備や大会の開催など） 101 

環境（ごみの分別や清掃活動、自然の豊かさなど） 83 

都市基盤（公園や道路の整備など） 54 

交通（バスや電車の利便性など） 39 

文化・祭り（祭りやイベントの開催など） 20 

教育（学習施設や図書館の整備など） 19 

協働（ボランティア活動や行財政運営の内容など） 15 

医療・福祉・子育て（医療機関の整備や子育て環境など） 13 

安全・安心（街灯の設置や駅前の治安向上など） 11 

産業（企業誘致など） 6 

その他 13 

総計 810 
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３ ボランティア活動・公益活動への参加について 

問 4 あなたは、ボランティア活動や公益活動に参加したいと思いますか？ 

全体では「参加したい」が 49.2%、「参加し

たくない」が 46.2%となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

性別でみると、男性では「参加したい」が 48.7%、「参加したくない」が 47.0%となってい

ます。 

女性では「参加したい」が 50.3%、「参加したくない」が 45.6%となっています。 

 

居住地別にみると、瑞浪市内に住んでいる学生では「参加したい」が 55.9%、「参加した

くない」が 39.7%となっています。 

瑞浪市外に住んでいる学生では「参加したくない」が 50.9%、「参加したい」が 45.3%とな

っています。 

 

高校生・大学生別にみると、大学生では「参加したくない」が 55.4%、「参加したい」が

40.0%となっています。 

高校生では「参加したい」が 51.5%、「参加したくない」が 43.8%となっています。 

 

表 属性別ボランティア活動・公益活動への参加意向 

 

参加したい
49.2%

参加したく
ない
46.2%

無回答
4.6%

N=864

合計 参加したい 参加したくな
い

無回答

864 425 399 40
100.0% 49.2% 46.2% 4.6%

351 171 165 15
100.0% 48.7% 47.0% 4.3%

485 244 221 20
100.0% 50.3% 45.6% 4.1%

340 190 135 15
100.0% 55.9% 39.7% 4.4%

481 218 245 18
100.0% 45.3% 50.9% 3.7%

175 70 97 8
100.0% 40.0% 55.4% 4.6%

689 355 302 32
100.0% 51.5% 43.8% 4.6%

男性

全体

性
別

居
住
地

高校生

大学生

瑞浪市外

瑞浪市内

女性

年
代
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問 4-1 あなたがボランティア活動・公益活動に協力参加できるとすれば、どのような

ことが考えられますか？（問４で「参加したい」と回答した方のみ）【複数回答】 

最も多いのは「地域のお祭りや文化・スポーツ行事などへの参加」で 64.9%、次いで「地

域清掃や花植えなどの美化活動への参加」37.6%、「子ども会やスポーツ少年団などにおける

育成指導」29.6%となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64.9%

37.6%

29.6%

15.1%

11.1%

10.6%

8.9%

7.3%

5.9%

1.6%

1.2%

0.0% 25.0% 50.0% 75.0%

地域のお祭りや文化・

スポーツ行事などへの参加

地域清掃や花植えなど

の美化活動への参加

子ども会やスポーツ少年団

などにおける育成指導

高齢者や障がい者などに

対する支援活動の実施

商店街への試験的な出店や瑞浪市

の特産品開発する活動の実施

防災訓練や救命講習への参加

歴史や伝統について学

び伝える活動への参加

交通安全活動や防犯活動への参加

市内に設立されている「まちづくり推

進組織」の行う事業への協力・参加

その他

無回答 N=425
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性別でみると、男性で最も多いのは「地域のお祭りや文化・スポーツ行事などへの参加」

で 59.1%、次いで「地域清掃や花植えなどの美化活動への参加」37.4%、「子ども会やスポー

ツ少年団などにおける育成指導」36.8%となっています。 

女性で最も多いのは「地域のお祭りや文化・スポーツ行事などへの参加」で 70.5%、次い

で「地域清掃や花植えなどの美化活動への参加」37.3%、「子ども会やスポーツ少年団などに

おける育成指導」25.0%となっています。 

 

居住地別にみると瑞浪市内に住んでいる学生で最も多いのは「地域のお祭りや文化・スポ

ーツ行事などへの参加」で 65.8%、次いで「地域清掃や花植えなどの美化活動への参加」41.6%、

「子ども会やスポーツ少年団などにおける育成指導」30.0%となっています。 

瑞浪市外に住んでいる学生で最も多いのは「地域のお祭りや文化・スポーツ行事などへの

参加」で 65.1%、次いで「地域清掃や花植えなどの美化活動への参加」34.4%、「子ども会や

スポーツ少年団などにおける育成指導」28.4%となっています。 

 

高校生・大学生別にみると、大学生で最も多いのは「地域のお祭りや文化・スポーツ行事

などへの参加」で 64.3%、次いで「子ども会やスポーツ少年団などにおける育成指導」38.6%、

「高齢者や障がい者などに対する支援活動の実施」31.4%となっています。 

高校生で最も多いのは「地域のお祭りや文化・スポーツ行事などへの参加」で 65.1%、次

いで「地域清掃や花植えなどの美化活動への参加」40.8%、「子ども会やスポーツ少年団など

における育成指導」27.9%となっています。 

 

 

表 属性別協力可能なボランティア活動・公益活動 

 合

計

地

域
の
お

祭
り

や
文
化

・
ス
ポ
ー

ツ

行
事
な

ど
へ

の
参
加

地

域
清
掃

や
花

植
え
な

ど
の
美

化

活

動
へ
の

参
加

子

ど
も
会

や
ス

ポ
ー

ツ

少
年
団

な

ど

に
お
け

る
育

成
指
導

高

齢
者
や

障
が

い
者
な

ど
に
対

す

る

支
援
活

動
の

実
施

商

店
街
へ

の
試

験
的
な

出
店
や

瑞

浪

市
の
特

産
品

開
発
す

る
活
動

の

実

施

防

災
訓
練

や
救

命
講
習

へ
の
参

加

歴

史
や
伝

統
に

つ
い
て

学
び
伝

え

る

活
動
へ

の
参

加

交

通
安
全

活
動

や
防
犯

活
動
へ

の

参

加

市

内
に
設

立
さ

れ
て
い

る
「

ま

ち

づ

く
り
推

進
組

織
」

の

行
う
事

業

へ

の
協
力

・
参

加

そ

の
他

無

回
答

425 276 160 126 64 47 45 38 31 25 7 5

100.0% 64.9% 37.6% 29.6% 15.1% 11.1% 10.6% 8.9% 7.3% 5.9% 1.6% 1.2%

171 101 64 63 19 19 18 19 18 8 4 3

100.0% 59.1% 37.4% 36.8% 11.1% 11.1% 10.5% 11.1% 10.5% 4.7% 2.3% 1.8%

244 172 91 61 45 26 26 18 13 16 3 2

100.0% 70.5% 37.3% 25.0% 18.4% 10.7% 10.7% 7.4% 5.3% 6.6% 1.2% 0.8%

190 125 79 57 25 19 18 16 13 9 1 3

100.0% 65.8% 41.6% 30.0% 13.2% 10.0% 9.5% 8.4% 6.8% 4.7% 0.5% 1.6%

218 142 75 62 37 27 25 21 18 16 6 2

100.0% 65.1% 34.4% 28.4% 17.0% 12.4% 11.5% 9.6% 8.3% 7.3% 2.8% 0.9%

70 45 15 27 22 12 11 8 1 5 1 1

100.0% 64.3% 21.4% 38.6% 31.4% 17.1% 15.7% 11.4% 1.4% 7.1% 1.4% 1.4%

355 231 145 99 42 35 34 30 30 20 6 4

100.0% 65.1% 40.8% 27.9% 11.8% 9.9% 9.6% 8.5% 8.5% 5.6% 1.7% 1.1%

性
別

居

住
地

年
代

男性

高校生

大学生

瑞浪市外

瑞浪市内

女性

全体
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問５ 問４で回答した活動のうち、活動したい具体的なアイデアがあれば、選んだ番

号とその内容を記入してください。【自由記述】 

ボランティア活動や公益活動で活動したい具体的アイデアについて尋ねたところ、156 件

の意見が寄せられました。 

問４－１の選択肢別に整理すると、「地域のお祭りや文化・スポーツ行事などへの参加」

に関連するものが最も多く 53 件、次いで「地域清掃や花植えなどの美化活動への参加」に関

連するもの 39 件、「子ども会やスポーツ少年団などにおける育成指導」に関連するもの 29

件となっています。 

 

表 内容別回答件数 

キーワード（主な意見） 件数 

1 地域のお祭りや文化・スポーツ行事などへの参加 53 

2 地域清掃や花植えなどの美化活動への参加 39 

3 子ども会やスポーツ少年団などにおける育成指導 29 

4 高齢者や障がい者などに対する支援活動の実施 10 

5 商店街への試験的な出店や瑞浪市の特産品開発する活動の

実施 
5 

6 防災訓練や救命講習への参加 4 

7 歴史や伝統について学び伝える活動への参加 5 

8 交通安全活動や防犯活動への参加 4 

9 市内に設立されている「まちづくり推進組織」の行う事業

への協力・参加 
1 

10.その他 6 

総計 156 
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問６ 学生の皆さんが、ボランティア活動・公益活動に協力・参加しやすくなるよう

に、瑞浪市が実施した方がよいことについて、提案を記入してください。 

【自由記述】 

ボランティア活動・公益活動に参加しやすくなるための提案について尋ねたところ、324

件の意見が寄せられました。 

具体的な提案をその内容別に整理すると、「参加をしやすくする工夫」に関連するものが

最も多く 130 件、次いで「ボランティア情報」に関連するもの 116、「ボランティア活動内

容の拡大」に関連するもの 70 件となっています。 

 

表 内容別回答件数 

キーワード（主な意見） 件数 

1.参加のしやすさ ① 参加するメリットに関すること 58 

 ② イベントに関すること 26 

 ③ 学校の関与に関すること 18 

 ④ 実施日、時間に関すること 13 

 ⑤ 交流に関すること 6 

 ⑥ その他参加のしやすさ 9 

1.参加のしやすさ 小計  130 

2.情報提供 ① 開催 PR に関すること 97 

  ② 内容に関する情報提供に関すること 19 

2.情報提供 小計 
 

116 

3.対象の拡大 ① 環境対策に関すること 19 

  ② 交流活動に関すること 9 

  ③ スポーツに関すること 3 

  ④ その他対象の拡大 39 

3.対象の拡大 小計   70 

4.その他   8 

総計   324 
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４ 自由記述の詳細内容 

問 3 瑞浪市の魅力を高める事業の具体的提案 

1.商業施設等 288件 
いらないものを捨てると、ゴミが増えるから、リサイ

クルショップ？フリーマーケット？みたいなので、売

れる場を作る 

いろいろな店を増やす 

いろんな店がほしい。 

いろんな店を増やす 

お店 

お店をふやす。 

お店をふやす。 

お店をもっと増やして欲しい。 

お店を一箇所に集める 

お店を増やしてほしい 

気軽に shopping ができたり、雑貨屋さんがほしい。 

きっと高校生がたちよるような店があれば経済的に

もよくなると思う。 

コロナつくってほしい 

スポーツ用品店 

もっとお店をふやす 

もっとお店を増やして欲しい 

もっとお店を増やせばにぎやかになると思う。 

もっと店など増やして欲しい 

もっと店を作る 

学校に通う間に何もないから何か学校帰りによれる

お店がほしい。体育館がほしい！ 

瑞浪市内にないお店を作る 

店が少ない 

店が少ない 

店を増やした方がよい。 

店を増やす 

店を増やせばもっと人があつまると思う。 

店を多くして買い物をしやすくする 

田舎だからだめ 

都会にする 

都市化 

日常性生活において買い物をしやすいよう、お店を増

やしてほしい 

廃墟など、ゴーパーなどほとんどやってなさそうで、

危険なところなど 19 号の道沿いにある。ごみ集めし

（ガラクタ集め）してるところ、完全に潰してほしい 

買い物できるところ（服・カバンなど） 

服屋（ユニクロなど） 

100 円の回転寿司が欲しい 

カフェ（スタバ） 

スイーツがたくさんあるお店があるといい 

すし屋 

スターバックコーヒーをつくる 

スタバ、大きいデパート、遊ぶ場所あるといい！ 

スタバつくってほしい 

スタバをつくる 

ファミレス 

マクドナルドなど飲食店（ファストフードやファミレ

ス） 

マック 

マック・スタバ・大きいお店（服など） 

飲食店をふやす 

飲食店をふやす 

飲食店を駅の近くにつくってほしい 

飲食店を増やしてほしい 

飲食店以外を増やしてほしい 

回転すし、アミューズメントパーク 

回転寿司が欲しい 

居酒屋ビル、ビアガーデン 

銀たこ 

山を越えての差が激しいから、学校の近くももっと盛

んにして（飲食店 etc） 

寿司をつくってほしい 

寿司を食べたい 

食べ物の店や服屋などの若い人向けのものも取り入

れるべき。 

食事する場所や買い物する場所が多く交通に便利に

なってほしい（距離がとおいため） 

遅くまで仕事をしてるひとのために遅くまでやって

る定食屋をつくる。 

店の充実（飲食店など） 

19 号沿いだけに店が集まっていて不便だから、駅周辺

に増やしてほしい 

19 号沿い以外も店がほしい。駅の近く 

19 号よりも駅前が栄えてほしい。 

シャッター街にしない。 

駅から歩いていける距離に飲食店などを増やす 

駅の活性化 

駅の近くにコンビニが欲しい 

駅の近くに施設があるといい。今は遠いと思う。 

駅の周りにもっと施設を増やしてほしい。 

駅の周辺をもっとにぎやかな感じにしてほしい 

駅の商店街の再生 

駅をにぎやかにする。（学校帰りに寄れる飲食店があ

るといい） 

駅近くにもう少し若い人達が寄れる店を作る 

駅近くに飲食店が少ない。 

駅近くに飲食店などを増やしてほしい。 

駅近くに施設があれば嬉しい 

駅周辺にもっとにぎやかに店が多くあると良いと思

う。 

駅周辺にもっと楽しい施設がほしい 

駅周辺に飲食店を増やす。 

駅周辺に何もない 

駅周辺をもっと便利にしてほしい。 

駅周辺を活発させてほしい。駅から 19 号まで遠いか

ら駅付近にもっとお店がほしい。 

駅前、駅周辺を活性化させるといいと思います。 

駅前に、もっとお店を増やしてほしい‥ 

駅前に TABATA はいらない 

駅前にカフェやご飯を食べるところを作ってほしい 

駅前にコンビニがほしい 

駅前にコンビニが復活してほしいです 

駅前にご飯屋さんがほしです。 

駅前にもっと色々な施設や、お土産やがあるといい。 

駅前にもっと店を増やして、ちょっとした暇つぶしに
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なるようなカフェなどつくる 

駅前に何もない 

駅前のさびれ具合ひどいので、空き店舗をなくす努力

をしたほうが良い。 

駅前のシャッター商店街になってしまっているとこ

ろを復興させる 

駅前の賑わい力が少ないのではないかと感じている。

駅前にゆっくりできるカフェやおしゃれなレストラ

ンがあると良いと思います。電車の待ち時間を有効に

使える施設を希望します。 

駅前の害虫駆除（蛾など）駅前の活性化 

駅前の活性化 

駅前の活性化してほしい 

駅前の経済発展。駅はいろんな人が利用する場です。

今の駅はさみしくて、何もありません。もっと経済発

展してほしい。 

駅前の商業施設をもっと充実させてほしい 

駅前の商店街の活性化 

駅前の商店街の活性化 

駅前の商店街の活性化をして欲しい。お祭の時だけじ

ゃなくて、常ににぎやかであって欲しい 

駅前の商店街を、もっと活性化させることが必要だと

思う 

駅前の商店街をもっと活性化させる。若者が集まって

もっと活気のある町なるとおこう。 

駅前の商店街を活性化させてほしい 

駅前の通りに施設を集めると、人が来ると思う。 

駅前をにぎやかにしてほしい 

駅前をもっと活性化させてほしい 

駅前を充実させてほしい 

駅前を豊かにする（スーパーなど建てる） 

駅前近くにファミレスや本屋等の店を増やす。 

駅付近に飲食店かもっと増えるといい 

駅付近を活性化する。待つところがない。 

街を活性化し、便利で住みやすくする。 

釜戸を発展させよう。 

釜戸駅にベルマートがほしい 

集客できる駅前にもっと商業施設を。 

商店街が活性化するといい 

商店街の活性化 

商店街の活性化 

商店街の活性化 

商店街の活性化をもっとしてほしい 

商店街をもっとにぎやかにする 

商店街をもっと明るくしてまちを元気にしたらいい

と思います。 

瑞浪駅からにぎわっている方へ行くのが山を越えな

いといけない。駅前にもっと店など多く作ってほし

い。なんかいろいろ物騒だから怖い 

瑞浪駅周辺の活性化 

MOZO みたいなところ 

PARCO つくってほしい 

アウトレットなどのまとまったショピッングモール

をつくってほしい 

アピタなどの大きなショッピングセンターがあれば

遠くに買い物にいかなくてもよい 

イオン 

イオン 

イオンがほしい 

イオンが欲しい 

イオンつくってほしい 

イオンなど、ショッピングモールがほしい。 

イオンなど 1 つの場所で何でもそろうな店。 

イオンなどそういう建物を作る 

イオンなどのショッピングモールがほしい 

イオンなどの大きな店がほしい 

イオンなど大型ショッピングモールあればそれはう

れしいですが今まで続けられた地域のお店が営業な

くなるかもしれないので、個々の色々なお店ができた

りすると市も栄地域の店も栄えると思います。また企

業誘致をすれば市に少なからず市収入がうまれ、その

収入を市のために使えと思う。 

イオンのような所がほしい、プールがほしい 

イオンのような大型の店 

イオンみたいな大きいところを作ってほしい。学園台

にコンビニを作ってほしい。 

イオンみたいな大きいモール 

イオンモールができる 

イオンモールなど、遊べる所などかい物をしやすい所

があったら暮しやすい。 

イオンモールファッションのブランドの店を増やす 

イオンや mozo などのでかいショッピングモールがで

きてほしい（映画館）。 

イオン系列のショッピングモール。 

イオン作ってください。あと映画館も。あと水族館と

ディズニーランドも。 

ショッピングセンター 

ショッピングセンター 

ショッピングセンターを作ってほしい 

ショッピングセンターを作って人を集める 

ショッピングセンター食べ物屋を 19 号線だけでなく

他にもたくさん作って 

ショッピングモール 

ショッピングモール 

ショッピングモール 

ショッピングモール 

ショッピングモール 

ショッピングモール 

ショッピングモール 

ショッピングモール 

ショッピングモール 

ショッピングモール 

ショッピングモール 

ショッピングモール 映画館をつくる 

ショッピングモール（ジャスコ） 

ショッピングモール、店を多くする 

ショッピングモールがあるといい 

ショッピングモールがほしい 

ショッピングモールがほしい 

ショッピングモールがほしい！プリクラないのが不

便すぎる 

ショッピングモールなど遊べるところがあればいい

と思う 

ショッピングモールやゲームセンターやアウトレッ

トなどデパートに使えるような場所を増やす。 

ショッピングモールをつくる 
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ショッピングモールをつくる 

ショッピングモールを建設してほしい。 

ショッピングモールを建設する。 

ショッピングモールを作る 

ショッピングモールを作る 

ショッピングモールを作る 

ショッピング施設、ゲームセンター 

ショップがほしい 

ショッポングモールを増やして欲しい。 

ショピッングセンターがあるといい。 

ショピッングモールの建設 

でかい店つくる 

でっかいショッピングモールを作って、瑞浪にくる人

を増やす。 

デパート、アミューズメント施設があってほしい。 

デパート、コンビニ、駅前をもっと明るく 

デパートがほしい、動物園、水族館、飲食店 

デパートがほしい。もっと遊ぶ場所がほしい 

デパートなど 

デパートなど、遊べるところがもう少しくらい増えて

もいいのではないでしょうか。 

デパートなどがあると暮らしやすい 

デパートなどの大型ショッピングモールを作る。 

デパートなどの店を増やす 

デパートなど大きい店がいっぱいほしい 

デパートを作ってほしい 

デパートを作る 

ファーストフード店など、ゲームセンターもほしい！ 

ファッションモールほしいです 

もうちょっとでかいショッピングセンターがあると

いい。 

もう少しみんなで遊べたり、お買い物ができるような

ところがほしい 

モールを作るなどしたら若い人がやってくると思う 

モゾ、イオン、セガ 

もっとショッピングモールやコンビニなどを増やし

てほしい 

もっとショッピングモールや映画館などがほしいで

す。 

もっと人の集まる大型スーパーや施設を作るべき。 

もっと大きい店があるといい！イオンやアピタなど 

一つくらいジャスコ的なショッピングモールを作る 

街を明るく駅をもっと充実させて。スポーツにもっと

力を。アピタや遊びに来れるような所を作ろう 

充実した商業施設をつくる 

商業施設（カラオケ、ゲームセンターなど）があれば、

若い人が瑞浪にくることが多くなり、楽しむことがで

きるようになる。 

商業設備を増やす 

人がたくさんくるようなデパートなどを作る（映画館

がうれしい） 

人が集まるような大きいとこ。デパートなど。 

多くの人が買い物をしたり、遊びに来るような場所。

市内だけでなく県外の人なども来るような場所 

大きいお店を作る、駅をきれいにするなど、プールな

どの遊園地を作ってほしい。 

大きいショッピングモール 

大きいショッピングモールのようにさまざまジャン

ルの店が一つの場所にまとまってる施設。 

大きいショピッングモールを作る 

大きいデパート、ファッション店、フード店などを増

やしてほしい 

大きいデパートを建てる。 

大きなアウトレット・ゲームセンター・映画館・文化

センターも舞台を広くする 

大きなイオンができたらいい 

大きなお店があるといい 

大きなショッピングセンター、ゲームセンターなどを

作ってほしい 

大きなショッピングモール 

大きなショッピングモール 

大きなショッピングモール 

大きなショッピングモール、イオンなどがあるとより

暮らしやすい 

大きなショッピングモールをつくる 

大きなショッピングモールを建てて、たくさんの人が

瑞浪に来てくれるようにする 

大きなショッピングモールを作ってほしい 

大きなショッピングモールを作る 

大きなショッピングモールを作る 

大きなショッピングモールを作る 

大きなデパート 

大きなデパートなどを建てると人がいっぱい来ると

思う 

大きな商業施設をつくる 

大きめのショッピングセンターと映画館をつくって

ほしい 

大型ショッピングセンター（イオン）など作ってほし

い 

大型ショッピングセンターのう誘致 

大型ショッピングセンターや food 店を増やす 

大型ショッピングモール 

大型ショッピングモール 

大型ショッピングモール 

大型ショッピングモールと 24 時間営業の店がほしい 

大型ショッピングモールなどつくればいいと思う 

大型ショッピングモールをつくる 

大型ショッピングモールを作れば若者がたくさんく

ると思う 

大型スーパーを立てる 

大型デパートを建てる 

大型のスーパーマーケットなどを作る（ジャスコな

ど） 

大勢の人が来る商業施設（服、映画、スーパー、ゲー

ム、温泉、カラオケ）全部がある大きな施設。 

土岐アウトレットまで行かなくても良いように大型

ショッピングモールを建てる 

土岐アウトレットみたいな買い物ができる施設やカ

ラオケなどあると、若者などたくさん来ると思いま

す。食べ物の店は多いのに、そこら辺がもったいな

い！！ 

買い物をするために大きなショッピングモールがほ

しい 

買い物をするところが分散し過ぎている。一つの場所

ですべてがそろう場所が欲しい。そんな場所に人は集
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まると思う。 

友達や家族と一緒に出掛けて楽しい百貨店などがあ

ると良い。（服以外にも飲食する場やゲームコーナー

などがあったらより良いと思う） 

いろんなスーパー、デパート、コンビニなど、すぐ立

ち寄れることのできるところが増えると、便利で暮ら

しやすい 

コンビニ 

コンビニがふえてほしい 

コンビニやスーパーなどをもう少し多くすると、住み

やすくなると思います。 

コンビニを増やす 

コンビニを増やす 

コンビニを明世町月吉に作る 

コンビニ増やす 

ローソン ミニスットプ が欲しい 

スーパー、飲食店などを増やす。 

スーパーがたくさんある 遊ぶとこがある 

スーパーが多くあると便利 

スーパーなど増やす 

スーパーマーケット増やす 

スーパーやデパートなどの大型量販店 

スーパーや洋服の店なども増やし、充実させる 

スーパーマーケットをふやす 

もっと身近なところにスーパーやコンビニがあった

方がよい。 

西友やマックスバリュなどの安価なスーパー 

BOOK・OFF 

アニメイト 

古本屋 

2.交流・賑わい 148 件 
アミューズメント 

アミューズメント 

アミューズメントパークがある 

アミューズメントパーク的な施設もほしい 

いろんな世代の人々が関わり合える場を増やす 

たくさん遊べる所を作る 

もう少し遊べる場所がほしい 

もっと、遊べるところを作って下さい。遊ぶところあ

りません。不便です。 

もっと遊ぶところをつくってほしい 

もっと遊べたり、食事を出来る場所を駅のまわりに欲

しい 

もっと遊べると増やしたら、もっとにぎわうと思う 

駅の近くに色々あそべる施設がほしい。 

駅の周辺に、もっと遊べる場所がほしい 

駅前に高校生が遊べるような他の施設がほしい 

駅前に遊べるところをつくる 

温泉などの施設。 

学生が楽しめる場所 

学生の遊べる場所が欲しい 

娯楽が欲しい 

娯楽の店がほしい 

娯楽系の企業の誘致、起業の支援 

娯楽施設 

娯楽施設をもっと増やす。理由 瑞浪は娯楽施設が少

しないから子ども達が遊べるような空間などがある

と良いと思う。主に公園など 

娯楽施設を作る 

娯楽施設を増やしてほしい 

娯楽施設を増やす 

若者が楽しめる施設がほしい 

若者が遊べる場所がない！瑞浪市をあげて、若者が集

い活気が出るようなイベントをどんどん開いてほし

い！（七夕まつり、バサカニのような） 

小学生などが外で全然遊んでないから、そういう施設

がいいと思う。駅前に大きな建物がほしい 

人々が集まれるような場所を作る 

中高生が遊べる場所を増やす。（施設など） 

遊び場（大型のショッピングモールなど） 

遊び場を増やす 

遊ぶところ！！ 

遊ぶところがほしい 

遊ぶ所がない。イオンやドンキ・ホーテがあった方が

いい 

遊ぶ場所を作ってほしい 

遊べるところ 

遊べるところがあると助かります 

遊べる所がない、だから作ってほしい 

遊べる場所が少ない 

遊べる場所を増やしてほしい 

遊べる場所を増やす 

映画、ボーリング、フットサル場 

映画館 

映画館 

映画館 

映画館 

映画館、アミューズメントパーク、ゲームセンターの

設置 

映画館、カラオケ、イオン 

映画館、ショッピングセンター、ボーリング 

映画館、ショップ、モール 

映画館、ダンススクール 

映画館、プール、イオン、ジム 

映画館、街路樹の設置、野球場の整備 

映画館、遊ぶ所がない 

映画館があったらいい 

映画館があればよいと思う。 

映画館がほしい 

映画館がほしい 

映画館がほしい。ゲームセンターがほしい。ショッピ

ングモールなどの楽しめるところを増やしてほしい 

映画館つくってほしい 

映画館など、ショッピングモールなど、カラオケなど。

この瑞浪を出なくても遊んだり暮らしたり行ける所

が欲しい 

映画館の設置 

映画館やショッピングモールがほしい 

映画館や娯楽ができる施設があるとよい 

映画館をつくる 

映画館を建ててほしい 

映画館を建てて文化に触れる機会を増やす。 

映画館を作ってもらいたい。あと、複合娯楽施設を作

ってもらいたい 
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映画館を作る 

映画館を作る 

多治見などから来る人多いから高校生がいて楽しい

ところなど幼い子がいて楽しい所をつくればいいと

思う。例えば、服屋・映画館など 

店がほしい、映画館を作ってほしい 

遊べるところをもっと増やす。映画館、遊園地など 

遊べるところを増やしてほしい。映画館など 

遊べるような所が欲しい（買い物や映画館など） 

遊べる施設がなさ過ぎる ショッピングモール、映画

館など増やしてほしい 

遊べる所がほしい、映画館がほしい 

カラオケ 

カラオケ 

カラオケボックス、ゲーセン、図書館、飲食店 

カラオケやボーリングといった施設を駅からでも行

きやすいような所に建てるとにぎわいが増すと思う。 

カラオケを建ててほしい 

カラオケを増やすと若者が訪れると思う。 

きれいなカラオケを作るといいと思う 

ちゃんとしたカラオケ店がほしい（ジャパレン、まね

き猫） 

通学路にカラオケやゲームセンターがほしいです 

ゲーセンがない 

ゲーセンをつくるといいと思う 

ゲームセンター 

ゲームセンター 

ゲームセンターがほしい 

みんなが楽しめる設備（ゲームセンター） 

もう少しゲーセンがあるといい 

ラウンド 1（スポッチャ）があったら楽しみながら体

力をつけ長生きできる！ 

ラウンド 1、スポッチャがあったら楽しめる 

ラウンドワン 

ラウンドワンつくってほしい 

レジャースポット（遊び所など）・駅前の虫対策 

レジャースポット（遊べるとこ） 

駅の近くにゲームセンターなどほしい 

家族などで遊べるところ、ラウンドワンなど 

学生や若者の遊び場がほしい ゲームセンター等 

若者むけの遊び場がほしい（ゲームセンター、イオン、

カラオケなど） 

若者をとりこめるようなアミューズメントパーク系

あればいいかなと、遊園地など動物園は赤字になるだ

ろうからしないで。 

東濃にラウンドワンがないから作れば、他の地域から

も人が来る。レジャックなどは小さいから来ない。イ

オンなども家族で来るようになる。イオンの中に映画

館など作ればいい 

遊べる施設を駅周辺につくる。（ボーリング場、カラ

オケ、スポッチャｅｔｃ） 

ディズニーランド 

テーマパークみたいな場所があると、もっと住み人が

増えてもっと明るい街になると思います。 

瑞浪ディズニーランド 

遊園地 

遊園地、映画館、大きい公園、きれいなベンチ 

遊園地がほしい 

「街コン」を開催し、婚活を支援する。 

「街コン」を開催し、婚活を支援する。 

B-1 グルメを作る 

街コン！いいね！やろう！子どももふやそう！ 

街コンがあるといいかも。 

街コンしたらいいと思う 

街コンを開催しても良いと思う。もっと多くの住宅地

があっても良いと思うから。 

街コンを開催し婚活を支援。 

街コンを開催する 

街コン開催！！！ 

ここをテーマとしたアニメを作ってほしい。 

もっと地場物産の PR をする 

観光地で人を多くする 

近隣の市から「瑞浪には○○があるから、瑞浪に行こ

う！」みたいな感じで人を呼べれば、活気ある市にな

ると思う。 

自然との触れ合う機会を増やすこと。サイエンスワー

ルドである企画をもっと多くの人が知ることができ

るようにすると自然に触れ合う機会を増やせると思

う。 

街の人々もっと交流（コミュニケーションを高めてい

く）ためにも、公園や娯楽系の施設を充実させていく

こと。またその行事などが増えるといい 

ビジネスホテルを増やす 

ルートイン的な宿泊施設 

合宿施設をつくり学校や団体誘致 

自然を体験できる宿泊施設など 

宿泊施設があるとスポーツ事業とリンクして活性化

するなでは 

宿泊施設を増やして欲しい 

宿泊施設を増やす 

ツアー（大阪めぐりなど） 

にぎやかな町 

瑞浪の今の環境は活かした方がいい。野外活動の施設

を増やしたら、そういった目的の人達が集まると思

う。そういう面に関してはものすごく整っているか

ら、成功すると思う。それと同時に道の駅など、現代

的の店増やすよりも、文化や環境を活かした町がい

い。今は中途半端だと思う。名物など作った方がいい。

そして国体を活かすべき。 

瑞浪の特産品を広める 

世界の中心なる町にする。アニメなど素晴らしい 

他校の人とも仲良くなれそうな活動。 

地域市民がつどえる憩いの場のようなものの設置 

寮を豪華にして観光地にする（ホテルみたいな） 

屏風山 ハイウエイオアシス 

ゆるキャラで地域をもりあげる。 

時代のニーズにあった物をつくり、おすすめしたらい

いと思います。だから陶器を結構押してるけど、あま

り意味がないと思います。今の流れだったら、ふなっ

しーみたいなユニークな”ゆるキャラ”やＢ1 をねら

った人もくるのではないはでしょうか 

3.スポーツ 101 件 
スポーツ＋芸術活動を活性化させる 

スポーツがもうちょっとさかんな町になってほしい 

スポーツクラブをもう少し作る 

スポーツの活性化 
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スポーツの交流 

スポーツの施設などが少ない 

スポーツや芸術活動の活性化 

スポーツや芸術活動を活性化させる 

スポーツや芸術活動を活性化させる 

スポーツや芸術活動を活性化させる 

スポーツや芸術活動を活性化させる 

スポーツや芸術活動を活性化させる 

スポーツや芸術活動を活性化させる 

スポーツや芸術活動を活性化させる 

スポーツや芸術活動を活性化させる 

スポーツや芸術活動を活性化させる 

スポーツや文化活動を活性化させる 

スポーツを活性化させる 

スポーツを活性化させる 

スポーツを活性化させる 

スポーツ活動の活性化 

スポーツ活動を活性化させる 

スポーツ活動活性化する 

卓球を活発にしてほしい。 

スポーツができる施設がふえると良いと思います。 

スポーツをやる人たちのための設備。 

スポーツ施設 

スポーツ施設 

スポーツ施設などを開設し交流などを増やす 

スポーツ施設を増やす 

スポーツ総合施設 

運動できる施設を増やしてほしい 

運動施設をつくる 

気軽に色々なスポーツをすることができる設備 

競技場がほしい（タータンのやつ） 

鏡張りの部屋がある誰でも使える施設 

近年岐阜県はスポーツ等盛んになっているので、市と

しても盛り上げる。 

空地をスポーツ場したり、スポーツなどして、体の健

康づくりに役だてる。 

公共でもっと体を動かせる場所、施設がほしい 

公共のバスケットコートやテニスコートがあるとい

い 

芝生の大規模なグランドをつくり、スポーツを活発に

する 

人工芝のグランドを作ってほしい 

人々がより楽しめる施設をつくる。スポーツ関係や町

の人々の趣味などに合わせたものをつくる。 

野球ドーム、陸上競技場、空港、動物園 

陸上競技場の整備強化 

スポーツジムができてほしい。マルトなどの貸し出し

など出来るとこ。 

スポーツシムが欲しい。 

スポーツジムなどの運動できる場所を増やしてほし

い 

スポーツジムや体を動かせるところが増えてほしい 

スポーツジムを作った方がよい 

スポーツジムを増やす 

スポーツ活動の活性化→ジムをつくってほしい 

公共のスポーツジム 

瑞浪体育館のジムの使用料が高すぎるので安くして

ほしい 

スポーツ店をふやす 

スポーツの病院がほしい 

ダンスをやりたい人が多いので、スクールがほしいで

す。映画館 

ボーリング 

いつでも誰でも気軽に使える体育館やグランドが欲

しい。体力作りや地域の交流の場となればいい。 

スポーツがもっとできるように体育館を増やす 

スポーツのできる体育館など 

体育館が小さめのでもいいから近くにあってほしい 

体育館など 

体育館を増やしてほしい 

中京の近くに体育館をつくってほしい。 

冷暖房完備の大きな体育施設 

スポーツの大会や活動を増やす。 

スポーツ大会を開き瑞浪の市大会をやる 

スポーツ大会を増やす 

マラソン大会があると良い 

運動会をする 

球技大会 

市民大会みたいな地域ぐるみで誰でも参加できる行

事があればもっと活気あふれる町になると思う。個人

としては卓球がしたいです。卓球は高齢者の方々でも

やってるスポーツです。バスケとは違ってあちこち動

かさなくていいし、団体戦など 3 人でできるところが

いいと思います。学校に呼びかければすぐに人は集ま

ると思うし、クラブチームもこぞって参加してくると

思うのでいいと思います。そのためには公共の体育館

が必要なのですがやっぱり無理でしょうか？ 

瑞浪のマラソン大会などを採用する 

瑞浪市で球技大会などのスポーツ関係の事業 

300 円くらいで利用できるプールがほしい（室内） 

プール（市営のやつ） 

プールがほしい 

プールがほしい 

プールがほしい 

プールなどの娯楽施設を作る 

プールなどを作る 

プール作ってほしい 

岐阜には海がないのだから市民プールがあればいい。 

公営プールの設置 

公的の市民プール、スポーツ施設がほしい 

公認室内 50m プールイオンプール 

市民プールがほしい 

市民プールがほしい 

市民プールやバーベキュー場などのレジャー施設 

市民プールを作ると子どもがよろこぶと思う 

暑いから市民プール的なのがほしい 

大きなプール施設を作る 

明世のプールがつぶれてしまったからプールを新し

く瑞浪市にもつくって気持ちよい夏を過ごしたい、土

岐のプールまでは行きづらい。 

きれいな野球場があるといい 

バッティングセンター 

バッティングセンターがほしい 

めちゃでかい 東京ドーム ならぬ 瑞浪ドーム 

をつくってほしい 
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瑞浪市民球場 

野球球場を作る 

野球場 

4.環境 83件 
蛾を退治する人 

害虫駆除 

害虫駆除 

最近、蛾が非常に多く住みにくいため、対処してほし

い。 

キレイで川遊びできる川があるといい。 

川が近くにあったり、噴水など夏に楽しめるような。 

川の清掃活動 

川の掃除 

川をきれいにする 

川をきれいにする 

川をきれいにする 

川をもっと綺麗にしたい。 

川遊びできるとこがあるといい 

土岐川の見た目をもっときれいにしてほしい 

ゴミの減少・ボランティア、リサイクル 

ゴミの減量、リサイクルをする 

ゴミの減量化 

ゴミの減量化 

ゴミの減量化 

ゴミの減量化 

ゴミの減量化 

ゴミの減量化 

ゴミの減量化 

ゴミの減量化（ゴミ拾い） 

ゴミの減量化、リサイクルを推進する 

ゴミの減量化、リサイクルを推進する 

ゴミの減量化、リサイクルを推進する。 

ゴミの分別、減量化 

ゴミの分別がおおざっぱなので、プラならプラでわけ

たりしてリサイクルした方がいい 

ゴミをもっとなくす 

ゴミを減らす 

ゴミを減らす 

ゴミを減らす 

ゴミを減らす 

ゴミを減らす 

ゴミを減らすためのゴミ箱の設置 

ゴミ袋を今の小さいサイズより小さいサイズを作っ

てほしい。一人ぐらしでは一週間分くらいです。もっ

たいない。 

リサイクル・ゴミの分別を推進する 

瑞浪市がきれいになるように、ゴミのリサイクルを推

進する 

もっと自然を大切にして、豊かなまちにする 

稲津の森などの自然や町なみとてもいいから、何もし

ないで欲しい 

駅前に花を植える 

花などを植えてきれいな感じにする 

花を増やすといいと思います。 

街路樹を立てるといいと思う 

自然や環境が多い所 

町の緑を増やす 

木や自然がたくさんある 

木を植えるなどして街並みを整える 

すごく暑いから噴水を作る 

もっと町の外観をきれいにするような事業してほし

い 

静かで落ち着きのあるまちだといい 

町並みの美しい街にしたらいいと思う。 

日陰をもっと作って 

キレイな町にするために公共な所をキレイにする 

ゴーパーをきれいにする 

ゴールデンエコーの周辺があやしい 

ゴミのポイ捨ての禁止 

ゴミ拾い 

ゴミ拾い ゴミ箱の設置 

ゴミ拾いなどのボランティア活動 

ゴミ拾いをする。草刈をもっと定期的に。街灯を増や

してほしい 

ゴミ処理の仕方を変え、清潔な収集所をつくる。 

ゴミ箱を増やしてほしい 

ボランティア活動で市内のゴミ拾い 

ボランティア活動などを盛んに行い、市の美化等を促

進する 

ボランティア活動の支援 市全体やったりしてきれ

いにしたい 

ボランティア活動を多くして、ゴミなどないようにし

たり、自然に多くふれられることを行なう 

ボランティア活動でゴミ拾いをする 

もっと街をキレイにする→ボランティアを活発 

駅などの公共な場所のゴミの減量化 

駅を掃除するキャンペーンをやる 

駅周辺をも少しきれいにしてほしい 

駅前から市役所へ通りのようにきれいな道・街 

駅前のゴミを減らしたり、小さな子どもからおじいさ

んおばあさんの関わりを持てるようにボランティア

活動を増やす 

駅前の環境設備 

街の清掃活動 

街の掃除 

月に一度住民全員で掃除をする 

瑞浪駅や駅前裏を整備してもっときれいにしてほし

い 

瑞浪市は他の市とは違って、自然あふれる町だと思い

ます。だから自然な美しいまちをもっと作っていくた

めには、町にあるゴミをなくした方がいいと思いま

す。ゴミがない所にすると、自分自身や周りの人が豊

かに暮らせると思うからです。 

道などのゴミ拾い、花植え 

道路や公園などを緑でいっぱいにさせたり、駅前のゴ

ミを減らす 

5.都市基盤 54 件 
ユニバーサルデザインをほどこした環境をつくる。 

空き地をどうにかしてほしい 

でかい公園を整備し、子どもがあそべるところを増や

したがいい。 

安心安全で遊べる公園 

駅近くに公園 

学園台の公園にもっと遊具を増やしてほしい。 



20 

気軽に誰でも楽しめるような公園等がほしい！！ 

公園、学生が遊べるとこ。もっと来たくなるような町。

イオン・映画など。 

公園などの整備。地域でできることや、話せる場所を

作る 

公園などを整備する（子ども達の遊ぶ場増やす） 

公園にバスケットゴールがほしい 

公園や、ゆったりできる広場がほしいです。 

公園や街灯をもっと増やす。 

公園や自然のなど緑がたくさんある場所を増やす。 

公園をつくる 

公園を増やす 

公園を増やす。 

公園を造る 

子どもが安心して遊べる施設 

子どもが遊べる施設を作る 

子どもたちが安心して遊べる公園 

子どもたちが屋外で遊べるようにする 

子どもの遊び場を増やす 

市民が気軽に利用できる公園があると良い。 

大きい公園 

大きい森林公園 

誰もが安心して遊べる公園があるといいと思います。 

建築物を整備する 

建物の位置が遠い。何もない 

市内の各施設への案内を増やす（駅や学校など） 

自然（ex 尻風山）関する看板を増やす 

町の整備、住みやすい環境にする。 

公共道路の整備 

信号を増やす 

整備の届いていない道や、道まで出てきている草をき

れいにしてほしい。 

道路などせまいのでもうちょっと広くしたら事故防

止にもつながっていいと思います。 

道路などの整備 

道路に夏だといっぱいの虫がいるので、それを見た人

はきっと「うぎー」と思い嫌になるので、2 週に 1 回

はみんな（住民）で清掃をするという行事をする 

道路の整備。 

道路や公園などの整備 

道路や公園などの設備・充実だけでなく歩道橋や地下

道といったところも設備・充実していただきたいで

す。また駅前の商店街などの活性化、例えば瑞浪市の

協力の元、建物を統一（伊勢のおかげ横町みたいに）

する。などです。 

道路や公園などを整備 

道路や公園などを整備し、充実させる 

道路や公園などを整備し、充実させる 

道路や公園などを整備し、充実させる 

道路や公園などを整備し、充実させる 

道路や公園などを整備し、充実させる 

道路や公園などを整備し、充実させる。地域のお祭り

や文化、スポーツ行事などを活性化させる 

道路や公園などを整備し充実させる。 

道路や公園などを整備する 

道路や公園や建物を整備して、美しい町にする 

道路を広くすると良いと思う。 

道路設備が必要だと思う。 

歩道の整備 

6.交通 39件 
駅の整備 

駅の待合室がない 

駅の待合室がほしい。 

駅やホームについてのマナー 

駅をきれいにする 

駅を増やす 

駅裏にも、駅の出入り口がほしい 

駅裏に改札を作ってほしい。 

駅裏の駐車場が満車が多い。 

瑞浪市の門である駅の改築 

交通の便をよくしてほしい。 

交通の便をよくしてほしい。 

交通機関の充実 

交通不便な部分なくすようにする 

公共の交通機関の本数を増やす 

無料自転車を貸し出し 

電車の本数を増やす 

電車の量を増やす 

電車を増やす 

路面電車 

1 時間に走るバスの本数を増やす 

コミュニティバスを増やして、どこでも行けるように

する 

バスが、もっと使いやすくなれば良いなって思いま

す。 

バスの経路をもっと広く大きくしてほしい 

バスの時間をもっと遅くしてほしい 

バスの時間を多くする 

バスの数を増やす 

バスの本数を増やしてほしい 

バスの本数を増やして欲しい 

バスの本数を増やして欲しい。 

バスや電車の本数を増やす 

バスをもっとふやす 

バス停まで遠すぎる 

バス停を増やして欲しい 

バス料金安くして欲しい 

もっとバスを増やしてほしい 

もっと街中にバスを走らせる 

市内をもっとバスが通る 

無料バス、電車の本数を増やす。 

7.文化・祭り 20 件 
J-POP やロックなどのライブをするところあれば、一

時的でも多くの人が集まり、経済効果が期待できる。 

イベントやる 

イベントを増やす 

イベントを増やす（夏祭りだけではなくて、冬のクリ

スマスのイベントなど） 

にぎやかなイベントを増やしてほしい 

もっとイベントや祭りをおこなうといいと思います。 

花火などの季節のイベントで人を集めるためふやす。 

行事がもっとほしい 

合唱祭をする 

市で様々な活動（文化活動など）を企画する 
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声優のイベントをもっとひらく 

大きな花火大会。 

お祭りをもっと増やす 

お祭りを増やす 

もう少しお祭りごとを増やして、観光客を増やした

い。 

祭りなどの大きなイベントを増やす 

祭りのグレードアップ 

祭りの数を増やす 

四季のお祭りをつくる 

春、夏、秋、冬、に一回ずつ大きな祭りを開催する 

8.教育 19件 
もっと高校を増やす 

きれいで大きな図書館 

めちゃくちゃ大きくて、世界の本が集まっているよう

な図書館がほしいです。 

学習スペース、本が充実してる図書館 

学生が使える勉強のできる大きな図書館みたいなと

ころがほしい 

市立図書館を充実させる 

図書館（設備の充実してる）を作り、学習環境を整え

る。 

図書館が学校から遠いから近くして。 

図書館など落ち着ける場所 

図書館の数を増やす。 

図書館を広く 

大きい図書館 

大きい図書館を作る 

駅前に勉強できるような環境を作ってほしい 

学生が集え、勉強できる施設がほしい 

環境の整った教育の進んだ街（整備を整えてほしい） 

自習ができる施設がほしい 

大きな自習室がある施設があると良い 

勉強ができる施設 

9.協働 15件 
権力主義からの脱却 

市で目標を立てる 

市役所を新しくする 

瑞浪市内のことはよくわからないが、建物を再利用し

て、公共施設をつくり、新たに建築費をかけず、節約

したりなど。 

変なことに税金を使わない 

地域との交流を大切にする 

地域のつながりを活性化する。 

先日東京の練馬区で小学生に成人男性が切りつける

事件が」あった。そのとき横断歩道で子どものパトロ

ールをしていた 70 代の男性がすぐに駆けつけて小学

生は助かった。また逃亡した成人男性の車のナンバー

を地域の人が覚えていて警察に通報したことですぐ

に成人男性は捕まったという。このようなつながりを

通した防犯を瑞浪でもできれば良いと思う。つながり

を作るため例えば市全体やそれぞれの地域ではなく、

もっと小さいコミュニティでイベント活動などをす

ればよいと思う。 

地域の行事を大切にする 

地域の人々が気軽に集えるような場所（クラブや公民

館など） 

地域の人々とのあいさつを大切にする運動など。 

地域活動を盛んにする 

ボランティア活動や NPO 法人などを支援する 

ボランティア活動を活性化 

ボランティア活動を負担にさせないようにする。大き

なショッピングモールを作れば、人も多くなるし活発

される。 

もっと明るい町になる様な活動。 

10.医療・福祉・子育て 13件 
外科の診療所でいいとこがほしい 

熱中症などの予防のよびかけ。 

病院などの医療機関もっと整えてほしい。 

病院の設置・支援 

もっと子どもが楽しめる場所を作ったり 

市内の幼稚園、保育園を使って子どもの交流するきか

いを増やそう 

もっと福祉施設を増やす 

ロッジ、老人ホーム 

老人ホームなどあると便利だと思う 

高齢者が住みやすい街作りをする 

子どもから高齢者や障がい者が安心して暮らせる施

設を工夫して作る 

子どもの教育や一日面倒を見てもらえるような施設 

子育てに関する悩みや不安を気軽に相談できる場所 

11.安全・安心 11件 
駅前にいる不良供への取り締まり強化 

駅前にたまるヤンキーが迷惑だからどかしてほしい 

駅前に溜まる不良を少なくする。夏は凄く暑くなるの

で駅前に涼しい所をつくり、熱中症防止に努める。 

駅前の治安問題の解消 

駅前の治安問題の解消 

街灯が少ないので夜あぶない。 

街灯を増やす。 

街灯を増やすといいと思う。 

夜道にまっくらな場所がたくさんある 

この前カギを拾った時に交番に届けようとしたが交

番が遠すぎて困りました。増やして欲しいです。 

犯罪防止のために地域住民でパトロール。子ども達に

壁に絵を書いてもらったりして子ども達が町をデザ

インする 

12.産業 6件 
企業の誘致 

企業の誘致や起業・就農などの支援 

企業をもっと呼び込む、店が少ない、娯楽が少ない 

豊かな自然を残しつつ、企業を元気にするとよい 

特産物を RT する 

特産物を決めて、それに力を入れる！ 

13.その他 13 件 
Amazon 配送センター 

このままでもけっこういい 

外国派遣 

施設や行事は充実してると思うので、その中で新しい

取り組みをしたら良い。 

施設をもっと増やす 

施設充実させて、市外出なくとも用事を済ますことが

できるような 

暑いので涼める場所を設けてほしい 
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人間を消す 

瑞浪の坂をなくす 

瑞浪高校の坂をなくす 

銭湯の施設 

全員が心を広く持てる講活を聞くといい 

無線 LAN やフリーＷi-Fi などのアクセスポイントを

増やす 
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問 5 ボランティア活動や公益活動で活動したい具体的アイデア 

1.地域のお祭りや文化・スポーツ行事などへの

参加 53 件 
学校との連携を深める 

キッズフェスティバルなど開催をして、地域の子ども達にス

ポーツなどにふれあってもらえる 

ゲートボール大会 

高校生の自分達が小さい子などに教えてあげる 

子ども会などの行事の高校生を派遣する 

参加しやすいスポーツ大会をやる 

市民運動会 

市民大会をもっとたくさん開く 

市民で運動会 

ジュニアリーダー 

スポーツ交流をやって見たい 

スポーツ大会 

スポーツを通して地域活性化 

大会の開催 

地域の人達とスポーツでいっしょに汗を流したい。子ども

達に教えたい 

地区対抗運動会 

中学高校では、武道が必須科目になったので、武道につ

いて教えるボランティア活動をし、より、武道の素晴らしさを

知ってもらう。 

広い年齢範囲で参加ができるスポーツ行事 

文化部の瑞浪市内の演奏を増やす。 

ボール運びなど 

今もやっていますが、バサラを地域活性化のために続けた

いです。いろんな人に見てもらって少しでも元気になったり

すればいいと思います。 

お祭りで募金をやって大きい店を作る 

お祭りなどで屋台を出したりする 

お祭りなど屋台の経営 

お祭りに参加する！！ 

お祭りにバサラを披露したりしたい 

お祭りのお手伝い 

お祭の前に地域をきれいにしたり、当日に、なにかに参加

できたらいいと思いました 

お祭りを盛り上げるために学校を通して参加する 

子どもから老人まで参加できる事業を考える。 

交流を深めること。 

子どもたちだけで店を出すなど 

市内の学校の何らかの発売場をもける 

七夕祭りの地域活性化のために祭りを増やすとよい 

七夕まつりの手伝いなどしたい 

地域のお祭りでもっと店を出したり、もっといろいろな高校

と協力するとより良いお祭りができると思う 

地域のお祭りなどで健康や栄養に関する活動をする。 

土岐川の河川敷を使って祭りなど盛大に行なえばいいと

思う 

土岐地夏祭り 

夏祭りなどのボランティアで異年齢の人と交流ができる 

日本の行事ごとに祭りを開けば良いと思う 

バサラ 

バサラを頑張る、そしてお祭りで全力で踊る 

ポスターなどを貼って宣伝する 

祭り 

祭り 

祭り回数の増加 

祭りなどをもっと増やす 

祭りの際に、花火をあげる 

祭りの手伝い 

瑞浪はせっかくバサラがあるんだからもっと色々なところで

サポートしていくといいと思います。（高校のときバサラに参

加したが、ボランティアが少なすぎると思った 

ゴミが落ちていたらひろうなど 

ゴミ拾いなどしていい環境にする 

なかよくなる 

2.地域清掃や花植えなどの美化活動への参加 

39 件 
川その付近の清掃活動 

川の掃除 

川の所きれいにしたり、駅をきれいにしたり 

クリーン作戦として。学校などで たばこ 空き缶 ゴミ ガ

ム をとってキレイにする 

子どもからお年寄りまでみんなでいっしょになって清掃して

きれいな町にしたいし、花植えも一緒にして緑をいっぱい

にしたい 

ゴミ拾い、草取り 

ゴミ拾いのボランティアを学校などでやるなど、地域の区な

どに分かれてやればいいと思う 

ゴミ拾いをする 

ゴミをこれだけ集めてきてるから、てか、範囲にわけてこれ

だけキレイなったなど 

清掃活動 

清掃活動をする 

清掃をする 

地域掃除 

月に 1 回くらいのペースで市内の清掃をする 

道路に落ちてるゴミ拾い 

スプレーで書いた壁 らく書きを消す 

道路のゴミ処理 

道路のゴミひろい 

道路のゴミ拾い、草刈り 

土岐川の掃除 

花をたくさん植えて花でいっぱいの町にする 

日を決めて清掃活動 

ポイ捨てをやめさせるなど 

町がきれいになるとうれしいから 

街のゴミ拾いなど 

自らの手で町をきれいにしたいから 

瑞浪市民の人と中京生がボランティアでゴミを集める。一

人一つでもいいと思うしより住みやすくなるように。 

瑞浪中学校の横にある池の清掃 

駅前に花を植えたりして、始めて訪れた人に印象に残るも

のにする 

大きい花だんを作って花でアートする。 

世代を超えてみんな集まってつながりを持つ活動 

地域清掃や花植えなどの美化活動 
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花植え 

花植え 

花植えをする、緑を増やす 

花で文字を作る 例）瑞浪 

花をうえる活動をボランティアでよびかける 

瑞浪市にある学校全体で協力して美化活動への参加をし

てみたい 

高校や中学にボランティアをつくってよびかける 

もうちょっと時間を短く 

3.子ども会やスポーツ少年団などにおける育

成指導 29件 
子ども会 

子ども会でいろいろな楽しい行事をしたい。誕生会など 

子ども会なら、どうしたら子ども達が楽しく時を過ごせるか

流行な物を使う。スポーツ少年団なら試合があるときはで

きるだけ多くの人が参加し、応援する 

児童会などのイベントをする時に必要になるボランティア 

1 年に何回かプロの選手との交流をしたらいいと思う。 

おじいさん、おばあさんのやっているパターゴルフを今の 6

才～10 代後半の子に教えて一緒に交流する 

高校生による少年野球指導 

高校生を混ぜてスポーツの指導をさせる 

子ども会だったらいろいろな行事を設けたりする。スポーツ

少年団では、一人でも上手くなるように、一人一人を大切

にできる指導 

スポーツ教室・バサラ指導 

スポーツ教室などを積極的に行う。（年齢関係なく） 

団地ごとに団体でスポーツをする。その中で育成指導をす

る 

部活動で行なうなど 

ボールを使った遊びやらを教える 

野球教室をさかんに開く 

有名な選手やトレーナーを呼んでもらって、子ども達に指

導してもらうなどして技術向上に務める 

陸上指導を各小中学校でする 

子ども会、スポーツ少年団の大会を多くする 

スポーツ大会などを行う 

バスケ交流 

マラソン大会 

マラソン大会や水球大会、花火など。 

子どものお祭りなどをするスポーツ大会する（バレーなど） 

バサラを、もっとさかんに！ 

保育園との交流みたいなのがやりたい 

球技スポーツ 

子どもとあそぶ。スポーツ活動。散歩。 

整備のいいグラウンド 

どこか一つ体育館を借りて月 1 ぐらいにスポーツの実践を

する 

4.高齢者や障がい者などに対する支援活動の

実施 10 件 
高齢者とふれあう 

高齢者や障害者の日常生活の支援。（ふべんに感じてる

ことを手伝ったり、交流する） 

福祉施設でボランティアをする。 

ボランティアセンターに行って肩たたき。 

子どもも大人も高齢者も参加する 

障がい者を助ける 

障害者や高齢者の施設のイベントの手伝い。 

障害をもった方ともってない方とのふれあいをもうける。 

ふれあう、楽しませる 

弁当の配布など 

5.商店街への試験的な出店や瑞浪市の特産品

開発する活動の実施 5 件 
学生とコラボした商品。学生が,1 日商品をうる 

商店街もっと活性化しようよ 

瑞浪の新しい名物をつくりたい！うまいもの！ 

道の駅などでひまな学生が販売する 

物売り 駅の道での。 

6.防災訓練や救命講習への参加 4 件 
訓練に参加する 

警察や消防もいっしょに小学校などで講習を行う 

東北へいく 

病院での就職を希望してるのでボランティアの話を学校へ

まわしてほしい。 

7.歴史や伝統について学び伝える活動への参加 

5 件 
戦争と平和を教えたい 

瑞浪市の今と昔について学ぶ 

瑞浪の地歴について 

瑞浪の歴史や伝統料理を紹介する 

歴史的な有名な場所に行って学ぶ。 

8.交通安全活動や防犯活動への参加 4 件 
警察の方に来ていただき実例をあげてよくある事故また空

巣などの手口を講習していただきまた体験できるようなも

のをつくる 

小学校の登校時間にはたを持って立っているのを時間あ

る中高生や大学生などもやる。（いつもおじさんおばさんに

しかやってない。） 

小さい時から、ドラックの恐さをおしえるためにも恐怖をお

ぼえさせるような、広告など宣伝をする。 

補導をする 

9.市内に設立されている「まちづくり推進組

織」の行う事業への協力・参加 1 件 
ゴミ拾い、清掃 

10.その他 6 件 
東日本へのボランティア。海外へのボランティア 

駅前を鮮やかにする 

介護 

ゴミの分別の袋を大体 50m 間隔などで設置 

地域の幅広い人口が楽しく遊べるフェスティバル的な行事 

どんな活動をしていて、いつどこでといった事をより具体的

に伝える 
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問 6 ボランティア活動や公益活動に参加しやすくなる具体的提案 

1.参加のしやすさ  130 件 

① 参加するメリット 58 件 
100 円バスを増やす 

エサでつればいい 

お昼ごはんを食べさせてくれるとうれしいです。 

がんばったら何かもらえるしくみ 

ごほうび付き 

ジュースなどを配る 

ジュースやおかしなどを終了後子どもに配る 

ジュースをあげるなど。 

ドリンクなどをつける 

バイト制にする 

バスや電車がもっと充実したら良いと思う 

ボランティアじゃなくて報酬が出るようにする 

ボランティアすることによってポイントがつき、それで飲んだ

り食べたりできるようにする。限定の物と交換できるようきす

る。 

ボランティアという名のバイトならやると思います。 

ボランティアの後に差し入れをわたす 

ボランティアをした後の何か景品などがあると参加したくな

るし、若い子向けのボランティアの方が参加しやすい 

ボランティア活動して景品をつける 

ボランティア終った後にペットボトルのお茶をあげる 

やった人にジュースを配布や商品券の配布 

リワードを充実させる 

移動手段の確保 

飲みものなど 

何かがもらえたり、楽しい活動だったら参加すると思いま

す。 

何かの特典がもらえるとよい。 

何か特典があるといい 

夏だったらアイスがもらえる！！ など 

夏はあついから参加した人にお茶を配るなどすればいいと

思う。 

交通をよくする。 

交通費を出してくれる。 

交通費を出してもらいたい 

参加したらジュースやお菓子を配る 

参加したらなにかもらえる。 

参加した人に 1 日 5000 円払う 

参加した人にジュースなどちょっとしたものがあるといい 

参加した人にジュースを配る 

参加した人に利益がでるようにする 

参加してくださった方々へ、飲み物か何かをさし上げる。 

参加してみたくなるもの、参加したらジュースがもらえるなど 

参加すると何かもらえる 

参加にあってのメリットをもっと大きく広告できれば良いと思

います。 

参加者に何かあげる 

参加者に何か配る（ジュースなど） 

参加者の抽選者に景品 

参加賞 

参加賞をあげる 

参加賞をつくる 

参加賞をつける 

子どもがボランティアなど参加させるためにお菓子など配

ってほしい 

食事など出す。 

図書カードあげるなど 

図書カードプレゼント。 

図書券がもらえるなどあるとうれしい。 

図書券を配布する 

多少のご褒美を用意する 

着てくれたら何かをもらう（ジュースなど） 

報酬 

報酬 

報酬を出す 

② イベント 26 件 
イベント（バサラ）を増やす 

イベント（バサラ）を増やす 

イベントをする 

イベントを増やす。自分の住んでる市はイベントが多いで

す。 

お祭りしたい！たくさん！ 

お祭りなどでのボランティア 

お祭りなどの参加することを増やす 

お祭りの売店など 

お祭りを開催する 

お祭りを増やす 

ただボランティアをやるだけでなく、楽しんでできるような活

動にすればいいと思う。 

チーム対抗でゴミ拾いなど 

にぎやかにする 

バサラをする機会を増やす 

みんなが盛り上がって楽しくできるようにあいさつやボラン

ティアを一緒にやって行きたい 

何かイベントを設ける 

開催してる側も楽しければ、やる気にもなると思います。 

学生ができる範囲で七夕祭りの宣伝をするなど学生にしか

できないことをすること。バサラを広めてその日だけの観光

ではなく、常に観光客がいる場所にする。 

芸能人のボランティア参加 

芸能人をよぶ 

国道でのバサラカーニバル。青森では駅前ではなく国道

を使ってねぶたする 

祭り 

祭りをどんどん増やしていけばいいと思う 

参加しやすい雰囲気をつくる 

七夕やバサカニの運営の手伝いをしてほしい 

大きな、夏祭りを休日に 2・3 回やる 

③ 学校の関与 18件 
1 度学校単位で参加してもらう 

クラスから強制的に一人やる 

クラス単位ですこしずつやる 

各学校全体でやる 

学校で参加する行事をつくる 

学校として強制させる 
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学校と市との連携。まずは学校講義の一部としてボランテ

ィアに参加する。 

学校の行事の 1 つとして活動する。 

学校の事務所などで気軽に申し込めるようにすると参加し

やすい。 

学校の授業でボランティアを実施する。 

学校の授業などでのボランティアなら参加しやすいと思う 

学校行事にする 

学校単位で活動する 

学校単位で選抜した人が参加する ※やりたい人も可 

学校単位で当番制でボランテッア 

個人募集をかけのではなく学校全体が活動できるボランテ

ィアがあったらいいと思う。 

授業でやる 

勉強しやすい、環境を作って少しでも勉強に余裕ができれ

ば、参加する頻度も上がってくると思います。 

④ 実施日、時間 13 件 
なるべく休日ではなく平日。 

ボランティアの時間を短くする 

学校が休みの日に実施してほしい 

休日にしたり弁当をだす 

参加する機会を増やしてほしい 

短時間で気軽にできるボランティア活動があればいいと思

う。 

朝早い時間には参加しにくい 

当番制にする（学校、地域ごとで） 

日曜の午後など部活動がなく参加しやすい時間を考えて

ほしい。 

日曜日に実施する。 

比較的休日で短時間ですむもの 

予約したら現地集合。時前学習などはない方がいい。 

麗澤瑞浪の寮をもっと簡単に外出できるような制度しない

と無理です。僕らの場合は、日曜日限定でＡＭ9～ＰＮ5 ま

でしか外出できないので制度を変えてほしいです。 

⑤ 交流 6件 
もっと交流などがしやすくすれば良いと思う。 

一般の人も一緒に行なう 

一部の地域ではなく、広範囲で実施し、ボランティア活動

をする中で色んな方々と交流できるようにしたら良いとおも

う。 

大人ともっと接して話やすくなるようにする 

大人と一緒だとやりずらいので学生だけの活動があれば

参加しやすいと思う。 

友達と一緒に楽しくボランティアしたい 

⑥ その他参加しやすさ 9件 
ボランティアをする 

ボランティアをする時の道具をしっかりそろえてほしい 

ボランティア活動することで何かにつなげれる 

もっとオープンな感じにする。 

休憩するところをつくる（涼しいところ） 

強制 

強制参加 

強制参加実施 

子ども会などでボランティア参加する 

2.情報提供 116 件 

① 開催 PR 97 件 
PR 

いつやるのかなどわからないため、チラシなどを配ってほし

い 

いろんな高校に宣伝する 

キャンペーンのさくせい 

したいと思っていても探すのが難しいから出来ないから。 

たくさんの人を募集する 

たくさん宣伝する 

パソコンなどで参加人数がどれだけいるかを知らせる 心

理的作戦 

ポスターの提示 

ポスターやチラシなどを配る 

ポスターをはったりして、人の見えるとこ、イベントを開くこと

を伝えるものを出す。 

ポスターを作る 

ポスターを出す 

ポスターを貼り、積極的に宣伝する 

ポスターを貼る 

ポスター等の広告で呼びかける 

ボランティアしていることすら知らない 

ボランティアする機会をふやして、宣伝をして欲しい 

ボランティアに参加したら、参加しよう 

ボランティアのことを、前もって知らせてほしい 

ボランティアの情報をもっとオープンした方がいい 

ボランティアの募集をする 

ボランティアの話を学校へまわしてくれないと、どうようなボ

ランティアがあるかわからない。 

ボランティアをしてることがわからないから 

ボランティアを募集してる所と学生をつなげる場をつくる。

又はポスターなどでよびかける 

ボランティア一覧などの配布（手に入りやすいように）市の

いろいろな施設に設置 

ボランティア活動の参加を促す紙 

ボランティア活動をもっと、ピーアールすべき 

ボランティア活動参加募集を色々な所で提示 

ボランティア参加への呼びかけ 

ボランティア募集の紙を配る 

ボランティア募集の要項を学校などに配り呼びかければい

いと思う 

ボランティアが何があるか張り紙などをする 

もう少し人を集める。 

もっと、宣伝する 

もっとチラシなど積極的に配布する。 

もっとボランティアをふやす 

もっと告知した方がいい 

案内用紙ではなくて、分かりやすくまとめたカラーポスター

を学校に配布し、はってもらう。（1 枚ではなく、学年、クラス

ごと） 

駅や商業施設、図書館等にボランティア参加をうながすポ

スターを張る 

駅前にポスターを貼るなど 

駅前をもっとさかえさせて、そこで呼びかけてみる。 

各学校にボランティアの案内を知らせて、少しでも多くの人

にボランティアをしてほしいことを伝える 

各学校にボランティア募集をしかりとした方がよい。 
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各学校に呼びかける。 

学校から募集があれば参加しやすいと思う。 

学校などに協力してもらえるようにポスターなどを作る。 

学校にポスターをはる。 

学校にボランティア活動のお知らせの紙を配る 

学校にボランティア情報の紙を配る 

学校に協力してもらう 

学校に協力をお願いするとしやすい 

学校に呼びかける。 

学校に呼びかける。情報が届くといい。 

学校に参加を呼びかける 

学校の掲示板のポスターをはるなど、参加したいと思うよう

な宣伝。 

学校の方に頼みに行く 

学校向けに案内を配布する 

学校単位で募集する。 

学生がやりたい！と思うような広告をつくる。 

学生にボランティアの情報をもっと伝える 

学生に対してもっと呼びかけて、学校を利用していったほ

うがいい 

学生の目につく所に広告をけいじする 

学生への呼びかけ。ポスターなど 

活動のポスターをつくり、学校で掲示してもらう 

看板など 

気軽に参加できるように張り紙などに工夫したりする。いろ

んな場所にボランティア情報を流してみんなが分かるよう

にする。 

興味をひくポスターを考える。 

近くの学校に広告などをわたす 

呼びかける。 

呼びかけるなど。 

呼びかけをする 

呼びかけをする 

呼びかけをする（駅で） 

呼びかけを多くする 

広報活動の活性化。 

子どもたちにも参加してもらえるように学校でもよびかけし

たり、地域にもよびかけをしたらいいと思います。 

七夕やバサラカーニバルでの学校の募集を大々的に呼び

かける。 

人をしっかり集めていく 

人々のつながり 

人数を増やす 

瑞浪市で行なわれるボランティ活動や公益活動など、事前

に連絡する 

積極的に呼びかけるしかない 

宣伝をした方がいい 

全体的に瑞浪市内に広がるように呼びかける。 

多くのボランティアを呼びかける 

大きく宣伝する 

大きく宣伝する 

大学の方にボランティア募集を大きくとりあげさせる。 

大々的に募集したほうが良いと思う 

誰でもいいのでボランティアを募集する。 

地域に呼びかける 

地域の人達にボランティアの身近さを知ってもらう 

張り紙やネットなどでボランティアの募集を広くＰＲする。 

貼り紙で呼びかける 

登録していけば参加できる。 

募集の貼り紙 

② 内容に関する情報提供 19 件 
どのようなボランティアがあっていつやるのか分かりやすく

広告などにして学校に届けて欲しい。 

どんなボラティアを今募集してるか、冊子などにまとめて、

各教室においてほしいです。 

どんなボランティア活動あるのか全く知らない 

ボランティアした人がいたら感想とそのボランティアの感想

とそのボランティアの内容を公開し、ボランティアの存在が

身近になるようする。 

ボランティアの内容の魅力等をもっと伝えてほしい。 

ボランティア活動をして改善されたことを伝える。 

ボランティの大切さを知ってもらえるよう説明会 

ボランティ活動の具体的な内容を知らせる 

まず人々に知ってもらうこととから始めないと意味がないと

思う。 

やっているボランティア活動の内容を、1 ヶ月に 1 回くらい

学校に配ったりする。どこかに貼ったりする。 

学校にボランティアの内容を言ってほしい。 

学校に直接どのようなボランティアがあるか情報を入れる。 

活動していることをもっと公開する。具体的に公開する。 

具体的なボランティア内容を伝える 

初めての人にもわかりやすく内容を説明し、誰でも参加し

やすい状態にする 

身近で簡単な話題があると、参加しやすくなると思います。 

内容をくわしく話したり、高校生重視のボランティアを募集

する。 

分かりやすいところに目安箱の設置 

募集を分かりやすくする 

3.対象の拡大 70 件 

① 環境対策 19 件 
きれいにする。 

ゴミを捨てっぱなしにしていて、持ち帰っていない人がよく

いると思うので、そういう人がいなくなるように、一人でも多

くの人がポイ捨てをしないようにすればいいと思います。 

ゴミ拾い 

ゴミ拾い 

ゴミ拾いなど 

ゴミ集め 

ゴミ箱を設置する 

もっと町をきれいにする 

駅前 駅裏の環境整備 

街の清掃 

自分の町をきれいにしたい 

清掃活動 

清掃活動など 

川清掃、駅の掃除 

大垣共立銀行から駅にいくまでの道に蛾が大量発生して

るので、きれいに除去してほしい 

地域清掃をもっと 

町の清掃活動など。 

通学路の清掃 

土岐川の掃除 

② 交流活動 9 件 
異年齢交流をする（高齢者の方と小学生など） 
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駅前をにぎやかにする 

基本小さい子どもと関わるボラなどはやりたいと思う人もた

くさんいると思う 

高齢者とできる行事をすること。親近感がわくから。 

子どもとふれあう 

市民との交流を増やせばいい 

瑞浪の人との交流 

地域ともっとつながる 

地域交流ができるようにする 

③ スポーツ 3 件 
スポーツをもっと活性化させていく。 

ハンド部なのでハンドボールのできる体育館が欲しい 

球技大会 

④ その他対象の拡大 39 件 
いろいろなボランティアを実施する 

たのしい業事をつくること 

ボランティアが出来る機会をつくる 

ボランティアして良かったなと思えることをする 

ボランティアの内容を、高校生が食いつきやすいものにす

る。 

ボランティア活動を増やして参加する機会を増やしてほし

い 

ボランティア活動を増やして参加する機会を増やしてほし

い 

ボランティア活動を増やす 

ボランティア団体を作り、その団体を中心とし活動する 

もっといろいろな行事を行なう 

もっとそういうボランティア活動を増やす 

もっとたくさんのボランティアにする 

もっと学生でも、できるような活動をふやす 

もっと地域での活動を多く取り入れたほうがいいと思う。 

駅の風紀を整えてほしい 

皆に関係あることをする 

外国へのボランティア 

学生がやりやすいもの 

学生が興味を持ちそうなボランティア活動があるといいと思

う 

学生だけの活動をつくる 

楽しいことやる 

楽しいボランティア活動 

楽しくさせる 

楽しくしっかりできるようにする 

楽しくできると参加すると思う 

楽しくボランティアができるようにしてほしい。 

楽しくボランティア活動ができるような空気にする 

楽しくみんなで盛り上がるような活動をする 

楽しめるボランティア！ 

楽しめるようなもの、人の役に立つようなもののボランティア

を提案してほしい 

興味がもてるボランティア活動をすればよい 

興味がわくような感じ 

興味をそそるような企画。 

興味をひくようにものにする 

市内での行事をやってほしい 

種類を沢山増やす。資格がとれる 

誰でも気軽にいけるような活動 

魅力がある 

募金活動をする。 

4.その他 8件 
ＹＺサーキットがいやだ うるさい 

がんばろう 

ボランティアは自分がやりたいと思った人がやればいいと

思う 

ボランティア活動 

頑張る 

瑞浪の学生がいろいろな地区でボランティア活動を行ない

たい。 

無理に多くの学生させがちなのでかえってよくないと思う。 

衰退が激しすぎる！！ 
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