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問４の自由回答一覧

問４ 南公園の再整備について、アイデアがあれば教えてください。

・施設が⽼朽化しているので少しずつ新しいものに変えていって欲しい（利⽤価格は今までぐらいの値段が助かりま

す）。

・プールも屋根付きになると良いかも。

・子供図書館 ・屋内で遊べる施設が意外と少ないのでそう⾔ったものがあると良いと思います（モリコロパークの児

童総合センターみたいなもの）。

防災の拠点（災害時）としての施設配備が必要ではないだろうか。

・景観にあったカフェ（セールスポイントになるため）があればよい。

・駐⾞場を多くする ・安く利⽤できる遊具は残してほしい。

・プール施設より手軽な水遊び施設の方がよい。

毎週２回南公園で 6名でテニスをやっています。グループの意⾒を集約して書きます。南公園は皆が集まりやすく⽴

地条件がとてもいいです。中央総合公園テニスコートは遠いので、この南公園のテニスコートをつぶさないでほしい。

・景観にあったカフェ（セールスポイントになるため）があればよい。

・駐⾞場を多くする ・安く利⽤できる遊具は残してほしい。

・プール施設より手軽な水遊び施設の方がよい。

水遊び、公園、遊園地と設備が増えるほど滞ざい時間がながくなるため、お弁当を食べる場所、休けいできる場所な

ど子供を連れてきた大人が休めるスペースがほしいです。

snowpeak など、アウトドア関連の企業と連携し、気軽に若い⽅々が使える施設だと良いと思います。⾼齢者よりも

子育て世代のニーズに焦点を当ててあげてほしいです。代替を予定されているテニスコートなどは比較的に東部地域

の山間部はいかがでしょうか。

今⼀番必要な回収のみを⾏ってほしい（トイレの回収、プールの回収）。

市⺠に喜ばれている公園と考えますので、現状を維持してほしいです。それと、事業規模(全⾯改修）⾦額を提⽰

していただきたい。PFI事業⽅式と聞いたが、このやり⽅は、利⽤料⾦の値上げになるため直営での今まで通りの運

営で良い。

広い広場の公園が少なくボール遊びがなかなかできないので、何もない広い広場ができたらうれしいです。

①プールの改築、幸田のような施設と 50m プール。

②遊具をもっと増やす。駐⾞場を 2 階建てにする。

③現状を変えない（野球場、テニスコート、交通広場）こと。

④外部委託をしないこと（特に PFI 方式はダメ）。

コロナ渦の現在、失業や倒産で多くの国⺠が苦しんでおり、税収も減収が予想されており、公園の整備をする状況

ではない。岡崎市の予算⽅針もその⽅向になっており、今何故公園なのか全く意味不明である。

駐⾞場がたくさん欲しい。

ボランティアを募ることで花がいつでも咲いている所（四季）、⼦どもを連れて⾏⼈（⺟⽗、親（の友⼈））などが

まずくつろげる場所が⼤切。⽬的の各施設の道が移動するのみの道では味がない。もったいない。遊び⼼がほしい。
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⻑男に障害があり、初めてのものはなかなか挑戦しようとしませんが、いつも 1 つずつ乗り物に乗ってみたり、歩いてみ

たりしてゆっくり過ごしています。⼤きな遊園地は⾏く事が難しいので、現状のゆったりした雰囲気も残していただければ

うれしいです。交通広場では⾞は来なくても信号があり、交通ルール（信号の渡り⽅）も覚えることができました。今

後のリニューアルも期待しています。よろしくお願いします。

植栽し、木陰ベンチ、フィールドワークを。

冬でも入れるプール、競技用プールが欲しい。安さのメリットが崩れるならやめた方がいい。

小さな幼児が親子で遊べ、親同士が育児などコミュニケーションが出来る様な場所があったらと思う（天候に関係な

く）。

⻑い距離のすべり台等、乗り物でない特徴のある遊具。

各施設はどう変わる︖→屋付遊戯施設、親⽔広場の案は極めて良いと思う。⼦どもにとって。

動物を必要最低限飼う。池にいるカモを 1 年じゅうおさせるようにようにする。（これも最低限）デブガモにさせる。

（1部）

市⺠がより活⽤しやすい施設になっていくことを楽しみにしています。

せっかくある⽊々を切り倒してしまうことなく、⽊陰や⽊漏れ⽇を楽しめるように 20年後も⾒据えた再整備を望んで

います。

公園内の各施設計画及び、基本コンセプトに市の努⼒を感じ、賛同します。

成⻑した⼦供達とテニスをしたいので、テニスコートは残してほしい。

超⼤型遊具︕⼤きく体を動かして遊べる遊具がほしいです。

北公園を作ってもらえるとうれしいです。

⼦供の公園であると併せて、⾼年者も楽しめる場所。

屋内施設も併用されると雨の日に助かります。親水施設もいいですが、小さい子限定になって小学生くらいの子が泳

げるプールがなくなるので、市⺠プールは安くて⼦供が利⽤しやすく残してほしいです。※最近の暑さで部活がなくなっ

たり、外遊びもできないので、運動もかねてプールがあるとありがたいです。

大人、子供ともに遊べるような施設になると、家族そろって訪れる機会が増えると感じる。

財政が厳しい中⽼若男⼥が楽しめる公園造り願います。

小学生以上のカフェ・飲食店員の職業体験機能。

授乳、おむつ替え専用の建物があるといいと思います。（トイレと兼用ではなく）男性用トイレにもおむつ替えスペー

スがあってもいいと思います。⼥性だけの仕事ではない。その場合、他の⼈に⾒られない配慮が必要です。もしくは男

児のみ可にするなど。

刈谷ハイウェイオアシスもそうですが、子供たちが安価で気楽に遊べる公園にして下さい。

今年も 4⽉コロナ禍を避けて⾏って来ました。とても良い公園と満⾜してきました。

道の駅の様な、ちょっとした地元を PRする様な場所であると良いと思います。⼦供を遊ばせる場プラス、⼤⼈も楽し

める所もあると幅が広がり良いと思います︕

⼦供が⼩さい頃は利⽤させてもらった。プールや⾜でこぐモノレール︖みたいな物、春は梅が咲いて良い所だと思う。

利⽤料も安くて⼤変良かった︕リニューアルしたら娘の⼦（1 才 4 ヶ月）遠くににいるのでコロナが収まったら連れて

⾏きたいです。

⼤変良い案だと思う。しかし、BBQ場は再考して欲しい。住宅街にあり、そこまで⼤規模公園ではないので、近隣住

⺠としては臭いが⼼配です。
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水生生物の観察場。

⾃宅から近いために⼣⽅のウォーキングで利⽤していますが、にわか⾬の時などにも利⽤できる屋根付の休憩所が少

ないと思います。少⼈数でのみ利⽤するテニスコートは公園の施設としていかがなものかと思います。廃⽌して他の施

設にすべきだと思います。

駐⾞、駐輪場にお⾦を出す意識が無い。しかし良いと思ったら⾦を出す市⺠性。キッザニアに全⾯委託し、全国から

⼈の流れを作り、逆に地代で収⼊になれば、愛知県に今無い事を希望する。

週替わりの朝市。地元の野菜、魚、八丁味噌すくい取りなどいろいろな物を 1 つ週替わりで⾏われたら、⼤⼈も⼦

供も楽しめると思います。メニューは市政だよりに記せる。

子供達が主役の公園に!!

動物はどうかな!!

幼い頃よりたくさんの思い出があります。亡き祖⺟に連れられ、むきになってゴーカートを乗っていた思い出があります。

サイクルモノレールは幼い私には大変勇気のいる乗り物でしたが、楽しかったです。最近はケガのリスクで守られた施設

ばかりで、子供にとっては多少怖くてもよいのかと思います。

市⺠参加型の花壇スペース、楽しみながらまわれる通路（あいち健康の森、健康ロードのような）。

3 年前、当時 6才だった娘が、交通公園のレンタル⾃転⾞（補助輪付）でバランスを崩して転倒し、左肘を⾻折

しました。普段⾃転⾞を乗りこなしていたのに、⾃転⾞のバランスが悪かったようです。新しい⾃転⾞の整備を願いま

す。

⻑いすべり台、アスレチック的遊具、トランポリン、スリルのあるすべり台、趣向の変わったブランコやジャングルジム。

低料⾦で、⼩さな⼦供を遊ばせるのに安⼼安全を⼼掛けてほしい。⼟・⽇にキッチンカーなどの利⽤も。

バスケットボールコートを作ってほしい。

自然の中でゆっくり散歩できる公園。

屋内施設は衛生面が重要だと思います。「ボールプール」は衛生的な安全が保てないと思います。ボルダリングやアス

レチックが体験できる施設があるといいと思います。指導員や管理員さんがいて⼦供（孫）に安⼼して体験できる場

所があるといいです。

季節を感じる公園、それに伴うイベントの開催。中根市⻑の元では、お⾦をかける事は極⼒⽌めてほしい。市⻑が交

代してから再考してほしい。

今まで通り安い遊具施設を維持管理して下さい。ゴーカートは良い。

手洗所の増設。

自然の中を散策できたり、その途中で休憩できるような、ゆっくり休める場所（カフェ、ベンチ、イスなど）があるとうれし

いです。

水遊びした後に軽く浴びられるシャワースペースがあったらうれしいです。

マラソンやウォーキングコースもあると良いです。季節の花畑とかあったら嬉しいです。

ドッグランを作ってほしい。できれば⽝の⾜を洗えるような低い⽔道があるといいです。⽝をつれて⾏ける公園なら⾏き

たいです。

プールを新しく、大きくして欲しい。冬はスケートがしたい。昔はあったが、岡崎にはスケートできる場所がない。雨天で

遊べる施設が欲しい。岡崎にない。東岡崎の開発、コンベンションホール建設…ムダです。南公園は⼦ども〜⾼齢

者、市外の⼈も多く来て、散歩したり、遊んだりと岡崎の中でも数少ない貴重な施設だと思います。多額の税⾦を取

られ生活している身です。活かし方を考えてもらいたい。
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⾬が降りそうな⽇に遊べる場所が少ないと思うので、⾬の⽇でも遊べる施設を増やしてもらえると嬉しいと思います。

（体が思いっきり動かせるような場所が良い。）

ドッグランがあるといいと思います。

⾬が降っている⽇にも利⽤できる施設があるといいと思います。

バーベキュー施設は利⽤者が限定され、若者のアルコールの⼼配もあり、もっと簡単にシートを敷いてピクニック気分が

家族中⼼に気軽に楽しめる広場（芝生）が良いです。

幼児が遊べる幅広の滑り台。

屋外・屋内問わず、幼児、低学年、⾼学年、年齢別のアスレチック施設があれば、体を動かすのに良いと思います。

あと、レスパ側へ⾏く道の整備とゴミ箱の設置（ゴミ箱は駐⾞場からはなれた所）。

今は⼩さい⼦向けだけど、⾼学年でも楽しめるようなアトラクションの追加。インスタ映えするようなスポット。

壁打ちテニス、壁に向かってのボール投げ（ピッチャー）。

家族、保育園児の集団など子供が楽しめるもの。

室内施設の充実。雨の日に子どもが遊ぶところがないので。

バーベキューはゴミ、カラスなどの不安もあるし、ブースも限られるし、利⽤できる⼈が限られると思うので、何もない空

間として広場的な場所を作ってもいいのではないか。ただ、何もしないでいい空間もありではないかと思います。

環境教育の観点からビオトープを作っては。

ゴーカートなどの機器は残して欲しい。（屋内施設で遊べる場所もほしい）

広さとしては中途半端なので、ウォーキングをする人たちを集めるように、整備を進め、又、植物も○○の名所と言わ

れる程、1年中楽しめる⽊や花を増やし、あらゆる世代に来てもらえる公園にする。

岩津地区に住んでいても訪れたくなるような公園を目指して欲しいという点で、岡崎唯一無二のスケートリンクが欲し

い。名前⾃体は東海オンエアの動画などで知っているだけに、単純に魅⼒不⾜によるものであると思う。

施設内で遊べるアスレチック場、市⺠プールに流れるプールの設置、交通広場のゴーカートのリニューアルと対象年齢

の変更（幼児〜成⼈までなど)。

岡崎市⺠が使いやすい施設であってほしい為、周辺地域の⼈にももちろん使⽤して頂きたいが、ある程度の差別化

を何らかの形でとって欲しい。

夏の暑い日でも、家族でリフレッシュできるプレイハウス（ex.鞍ヶ池・全天候型）のようなものがあると、大変ありがた

い。ミストも出るとすずめる。オリンピック種目にもなっているスケートボードができるパークがあるとよい。

ボルダリング、フィールドアスレチック、展望タワー、東屋を増やす、ベンチを増やす。

とってもすてきだと思います。これからの子育てが楽しみになります。

⼟・⽇を駐⾞場の確保の為有料にする。バーベキュー場をぜひ作ってほしい。

⺠間にやらせればリスクや財政削減が出来るなんて発想がそもそも間違っているのではないか!!50,000 円/人に較

べれば安いものじゃないか︕

基本コンセプト「家族が笑顔になれる公園」の方針 1、2、3、4は⼤変良いと思います。

使⽤頻度が低い使⽤者から⾒ると、あまり予算をかけないように!!他に⾏政として⾏う事が多々あると思われる故、そ

ちらに予算化を進めるべき!!

アスレチックを安くやれるとうれしい。他の場所だととても高い。プールはいらない。

ドッグカフェがあるといいと思います。ドッグランとかも。散歩している人多いと思いますし。
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バーベキュー場は騒がしくなり公園でのんびりとは違うと思い反対。⼜、桜の⽊等は切らないでほしい。おだやかな公

園を望みます。年齢により考えはいろいろあると思いますけれど。

南公園の基本は無くさないよう願います。

動植物でこじんまりとしているが、南公園にしかない⽬⽟が有ると良いと思います。

ウォータースライダーを備えた屋外プール、カフェ。

岡崎には南公園にしか気軽に⾏ける遊園地がない。その為、もっと遊園地に⼒を⼊れるべきだと思う。

プールの改造。

運動推進可能なスペース、バスケット 3on3 のスペースとか、マラソン。

散歩道の整備。

梅林、野⿃の森の充実。⾃然と親しめる場所であり、⼦供も⼤⼈も癒されるという事が⼤切か。

年齢層や健康維持等、狙いを決めて再開発されてはどうですか︖東公園は⽊々が繁って、健康の為の散歩等狙い

も明確に感じますよ。

就学前の⼦供を基準に考えてはどうでしょうか︖

砂場と⽔をセットにした遊び場、トイレの充実（質、量）、⾷事のできる⽊陰＋ベンチ（⾷事時間になるといつも場

所で困る）。

公園の木々等の名前を細かな説明を入れてほしい。

花。

公園内を利⽤したウォーキングコースを整備してほしい（できれば公園内のいろいろな場所を⾒ながら楽しんで歩ける

ような道を計画してほしい）。

森の中を⻑く歩けるといいなー。

キャンプ場。

屋内遊戯施設はあった方が雨になってもいい。

梅の花の開花の時には毎年⾏ってます。ベンチがもう少しあると良いと思います。緑が多く、散歩には良いと思います。

バーベキュー場はいらない。大谷公園とダブる。飲酒の場にしたくない。

・⾛り回って遊べる起伏のある芝生広場と、囲むようにアスレチック遊具、⽊陰から⼤⼈が⼦どもを⾒守ることができる

公園。

・⼀⾓にバーベキューが出来るスペースがあると良い。（⼤府みどり公園をイメージしています。）

・鞍ヶ池公園のような全天候型のプレイハウスがあれば最高です。

温水プールを作ってほしい。

ベンチが沢山有ると楽で良いと思います。梅林はきれいだったから残してほしいと思います。

3-7

もう少し屋根付の休憩所があると良い。池の周囲⼜は梅の庭園（岡崎市を PR するちょっとした施設があるとい

い）。

⺠間のノウハウを利⽤して、財政⽀出を削減して、管理も任せる。他の市町村の良い所を取り⼊れていく。

梅林だけじゃなく、他の草花の庭も作ったら良い。バラとか。プールに⼊れない⼩さな⼦供が⽔遊びできる所を作る。

施設の間をぬうように緑のあるウォーキングロードが出来れば良い。
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今ある施設を市⺠がより⼀層楽しむことの出来る⽅法を考えてほしい。248号に⾯したところを利⽤してカフェを作っ

た⽅がよい。⼀歩公園内に⼊れば梅林等緑があり、池があり好条件の公園を整備し、利⽤しやすい⽅法を考えてほ

しい。

気温・天候を気にせず子どもが快適に遊びたい。

同じ岡崎市⺠でも、遠路、南公園に⾏くことは、若い頃からありません。東公園の紅葉の様な特徴がないと感じる。

休憩時や、⼦どもが遊んでいる時に親が近くで⾒守る際、⽇陰の部分があまりないため、そのような場所があると親と

しては嬉しいと思う。

路⾯電⾞（岡崎）歴史館、SL展⽰よいが、カナアミ必要か。近くで⾒たい。

バス（南公園にアクセスする）。

スケッチ、写真等、大人の対応、道具をちょっと掛けたり置ける所。コインロッカー的な物。

⼯作教室や簡単な科学実験や⾷⽂化を学ぶ料理教室コーナーがあれば⾯⽩いと思います。

水遊びが出来る所とかスライダーがほしい。ステージがほしい!!（水鉄砲が出来る所）

新たに作る事も良いですが、出来るだけ再利⽤しながら整備してほしい（新しく作っても維持する事が難しいと思うの

で）。

最近は⾏っていないが、3〜4年前に駐⾞場が何カ所あるか分からず看板があれば良いと思ったが、現在は変わって

いるかもしれない。

災害が起きた時の市⺠のために使⽤出来る施設や、備蓄出来る倉庫があれば安⼼だと思います。

桜等の季節ごとの⽊や花を植えて、芝生を整備することでも、家族連れのピクニックや若年層のデート、⾼齢者の⽇

頃の散歩など、幅広い世代に使用される施設になると思います。

桜の木をもっと多く植えてほしい。

⼩さな⼦供は誰も好きなアンパンマンの空間を作ったらいいと思う。若者が集える⾃然の中で楽しめる場所。

駐⾞場が少ない（今のままなら OK。いろいろ施設を新しくすると人が増えるので。）。

市⺠プールがなくなるのは残念。「⽔遊び場」だと⼩学校低学年以下対象だと思うので。

駐⾞場が少ないから、利⽤が出来ない理由でもあります。

ドッグカフェやドッグランが出来る場があれば、⼦供が成⻑し、公園に⾏かなくなった今の生活にあってくると思いました。

⾃然を⼤切にした芝生広場に⽊陰の出来る⼤きな⽊と誰でも使⽤できるステキなベンチだけで充分かと︕（⽇光

浴のできるような。）

⽴体駐⾞場があると嬉しい。⾞を停める所が少ない。

周りに飲食店も多いし、カフェなどは必要ないと思います。それよりもお弁当を持ってきて食べられるような場所を作っ

た⽅が良い。今もあるにはあるけど、整備してきれいになるともっと⾏きやすいです。

・⽊々や池、広さを生かしたいくつかのエリア別で楽しめる公園・料⾦の安さを維持してほしい。

・安城の堀内公園にあるフワフワドーム、芝生滑り、ローラー滑台などが孫たちのお気に⼊りです。

アイデアではないですが、お値打ちに遊べてとても嬉しいです。

カフェ、レストランは必要ないと思います。遊歩道をもっと充実させて、中⾼年の⼈が訪れても楽しい公園にしてほし

い。梅以外の花、樹木をもっと植えてほしい。

屋内で遊べるところはとても良いです。⼦供が⼩さい頃（1〜2 才）他の子と遊ばせたり、まだしっかり歩けない時、

すごく屋内で遊べる所を探しました。なかなか⾒つからず豊⽥まで⾏っていたので、近くで遊べるととてもうれしいです。
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・ウォーキングコース。

・梅林だけでなく、他の花⽊で来園者を増やす。

今まで通りで⾃然を残して⼦どもから⽼⼈までが利⽤しやすいこと。⼤きな遊具よりも昔ながらの体⼒のつくのぼり棒

やうんてい、鉄棒、ブランコは必要。

自然のままがいいので本当はお店の様な物は希望しません。

利⽤の少ないテニスコート、運動場は廃⽌し、跡地には遊戯施設を充実させ、親⼦で楽しめる施設にするべき︕

南公園はしばしば利⽤するが、運動場ではボール遊び（キャッチボール、サッカー、ゲートボール等）をしている⼈を、

またテニスコートでもプレーしている⼈をよく⾒かけます。他の運動施設（中総・⿓北・げんき館等）と⽐較しても極

端に利⽤者が少ないのかも考慮した上で改善（変更）内容の検討が必要では。利⽤者数について 1 人単位で

集計されているが、どのようにカウントしたのか疑問であり、数値を正として捉えても約 40 万前後で横バイと観るのが

妥当では︖

76才になります。以前は⾃宅から（若松）毎朝公園まで歩いて⾏っていましたが、70 才で乳がん、甲状腺の手術

をして、その後歩く事も遅くなり、最近は週 1⽇⾏くことぐらいです。歩く気は有りますので、出来上りが早くなれば少し

で回数を増やしたいです。とても良いことでお願いします︕

SDGｓを前面に出し、岡崎市の取り組みとして、それぞれの目標に対して達成を目指す。家族対象に加え、障害

者の活動の場を創る。

家族に限らず、いろいろな市⺠が笑顔になれる公園が⽬先に欲しい。

再整備後は、刈⾕ハイウェイオアシスまで⾏かなくて良くなるので、⼩さな⼦どものいる家庭は喜ぶと思います。駐⾞場

の幅が狭い所があり荷下ろしが⼤変。駐⾞場から⽬的地まで安全に歩ける歩⾏者ゾーンがあると嬉しいです。南公

園だけでなく、各住まいにも⼦どもたちが⾞や住宅を気にせず⾃由に遊べる広場がほしいです。

テニスコートは市に数カ所しかないのでテニスをする⼈にとってはとても⼤切な場である。実際予約は埋まっていることが

多い。ただ古いのでハードコートの整備は必要である。⼩さい⼦供のいる家庭の意⾒を聴くことも重要だが、岡崎市

⺠全体の利⽤のことも考えてほしい。かたよった意⾒で進めないでほしい。

多目的ホールがあれば、災害や今のコロナで集団接種等に使えると思う。

⼦供だけでなく⾼齢者も集う、コミュニティガーデンを造る。花や⾃然の⼒を借りて、笑顔にする場所を作る。ボランティ

アを募って、ガーデニングをする。月 1回程度集まって花の管理をする。コミュニティガーデンコーディネーター「⽊村智

子さん」の講演会を開催してほしい。

子どもから大人まで入れるドッチボールコート、タイヤとび箱、鉄棒。

⽼⼈や⼦供と⼥親の散歩のために、階段の塔（らせん）、⼀番上に登るとオルゴール or 鐘がたたける。幼児向き、

中級、上級。

テニスコートはよく利⽤していたのでなくなるのは残念。園児や未就園児が中⼼の施設を充実させるのは良いと思う

が、あらゆる世代で楽しめるようゾーン分けして、カフェも 1 カ所集中とならないよういくつかあると嬉しい。静かに休める

場所、散歩コースにも良い場所となってほしい。駐⾞場が現状、休⽇は⾜りていないので⼯夫してほしい。街中なの

で、バーベキューは反対。におい、けむり、近隣の⼈は迷惑と思う。

汚れづらいトイレ、動物とふれあえる。

岡崎は小さい子供が雨の日に体を使って遊ぶ施設がないとよく耳にします。「小牧こども未来館」のような施設とか、

夏に水遊びができるような場所は必要だと思います。テニスコート必要ないです。

ビニールシートを敷いて、芝生広場でゆっくりできる場所。トイレの数を増やす。
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幸⽥町や⻄尾市、刈⾕市にあるような温⽔プールがあると良いと思う。また、ゴーカートや遊園地は安価で安⼼して

遊べる施設なので、なるべく値上げはおさえる形で整備が進むと良いと思う。ゴーカートは屋外が良いと思う。

トイレを明るく広くした⽅が良いと思います。⽇陰を作ったり、３世代で訪れることを考えるとベンチを増やすと良いと思

います。

野鳥の森での探鳥の会を拡充してほしい。

問 3 のカフェ、飲食店については、子供連れが多いと思うので、一般の人とキッズスペースは別にした方がお互い気を

遣わずに食事ができると思う。

プールをきれいにしてもらえたらうれしいです。

きれいなトイレが多くあると良い。

アイデアは思いつきませんが、同封書類に⾒え通し年数回しか⾏けなくなった南公園に⼜⾏きたくなりました。今度は

孫と⼀緒に⾏き遊びたいです。

雨の日に遊べる場所が欲しい。大人も一緒に遊ぶことが出来ると楽しい。

昔は交通公園でした。ゴーカートで交通ルールを学ぶ公園で１回２回いけば次に⾏きたいとは思わない。駐⾞場が

なかったなかなかとめられない。⾃分が⼩さい頃乗った観覧⾞、電⾞、だがし屋は良かったと感じる。テニスコートが有

るが、テニス好きのグループのシニアが常に使用していたと思う。元気館のテニスコートと同じだ。１日中公園ですごし

たくなる。次にもう何度も⾏きたくなる。

カフェは近くにもあるので必要ない。運動場は残した方がよい。小さい子供達だけでなく、中、高校生がサッカーやキャ

ッチボールを運動場でする姿をよく⾒かけます。近くの中小公園では、どこも球遊び禁止となっており、キャッチボールを

する場所もなくなってしまう。安全のためにも小さい子供と中高生の子供の遊び場の住みわけは必要。あれだけの広

さの代替地は近くでは⾒つからない。

⾃然をなるべく壊さず、開発するのではなく利⽤した型の施設であって欲しい。

訪れたことはないですが、⼩さい⼦どもがいるので遊びに⾏きたいと思っていました。南公園直通のバスがもっと増えれ

ば⾏きやすいなと思います（最寄りのバス停には公園⾏きはない）。

スケートボードの練習の施設・大会ができればと思います。孫が全日本選手権に出ています。

⾬降りや真夏、真冬でも遊べる屋内アスレチックなどあると嬉しいです。

今ある遊具は、他の公園ではないものがたくさんあり、（ゴーカート⾃転⾞乗り場、ロープでよじ登るすべり台など）そ

れらはできるだけ残して欲しいです。

安城 堀内公園の様に、芝生の広場があれば。レジャーシートでお弁当が食べれる様な。

散策中ベンチがもう少しあればと思います。

観覧⾞は電気代のムダだから今すぐやめるべき。おかざえもんが有名なのだから、おかざえもんの家を作るなどもっと岡

崎の強みを分析し、論理的に、ビジネスの視点をもって考えましょう。

池の⿃をながめながらお茶が出来る場所、孫は安城（堀内公園）豊⽥（鞍ヶ池公園）のソフトな素材で出来て

るピョンピョンとべる⼩山のような物によくあそびに⾏きます。⼦供さん（⼩学生⾼学年にも⼈気です）。

交通広場のトイレや授乳室をきれいにしていただけたら嬉しいです。若い主婦の皆様の話も聞きました。園内のトイレ

市内１番の近代的な建物が︖完成しますよう。駐⾞場が少ない。

⺠間企業の協⼒を合わせて︕︕

今年度検診ないですか︖

レジャーシートが広げられる（屋根つきだとうれしい︕）広場。
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障がい者の⽅々が⾏う、物品販売店があれば、福祉的機能を活⽤することができると思った。

プールの⽼朽化が⼀番気になります。散歩道の整備、草花を植えると明るくなるから是非やって欲しい。東公園の様

な遊具を増やして欲しい。

⼩さい⼦供が乗れる遊具が格安で利⽤できた点が良かったので、残したら、と思う。

刈⾕オアシス参考、お年寄りも外出できるよう健康遊具があるといい。⾼齢化社会、元気に過ごせるお年寄にも外

出の機会が必要なので、市⺠皆が楽しめる公園にしてほしいです。

井⽥町に住まいしていますので南公園利⽤の機会は少ないと思います。

①近年、毎年春の梅花を無⾵で暖かい⽇に花を愛でるのを楽しみに公園へうかがっています。

②団体で移動する場合⾃家⽤⾞を停めさせていただいています。年１回くらい。（248 沿いに）Ⅰ.昭和 32年 5

⽉普通⾃動⾞運轉免許証を取得した場所です。⾦箔で三つ折りの⾰の免許証でした。

プールに屋根をつけてほしい。

きれいなトイレ、カフェ、屋根とベンチ（多め）があるととても嬉しいです。

遊戯施設に⼩学校低・中学年が遊べるような物作りとか画⾯で運転できるなど少し⾼度なものがあれば良いかと思

います。トイレが暗く、清掃してあっても汚く感じてしまうので、明るく楽しいトイレがほしい。

坂道が多くて移動がやや不便。駐⾞場が少ない。

0〜2歳くらいの⼦どもが遊べるコーナーがほしい。ストライダーを持ち込んで練習できる場所がほしい。観覧⾞裏の遊

具が炎天下にさらされて熱くなっていて使えないので、何か対策が欲しい。市内のジャブジャブ池は混雑していたりお

湯になっていたりするので対策が欲しい。カフェも良いですが、テイクアウトしたり持ち込んだりしたお弁当を⾷べられるベ

ンチがもっと多いといいです。⾃然の中で遊べる施設は、巨⼤迷路のような⼤がかりなものじゃなくてもいいので、⾃然

を感じられるような遊具が欲しいです。

グランドやテニスコートと言った運動設備も整備して欲しい。スケボーなど新たな設備も欲しい。芝生広場。

公園は広場や林、⽇向や⽇陰が、植物などによって生まれる⾃然な空間があれば良いと思う。カフェやレクレーション

などは極⼒控え、静かで、空気の美しい光と⽇陰を楽しめるものが良い。

岡崎にはプールがないので、整備して欲しい。

駐⾞場に使⽤の偏りが出るのは、P1 が独⽴していて他の駐⾞場と連携していないからで、他に回れる連絡道を増

設するか、248沿いに全ての駐⾞場空き満⾞情報を出すとかしたらどうか。

⼦供が⼩さいときはよく⾏っていたが、⼤きくなってほとんど⾏かなくなった。⼤⼈だけでも楽しめる憩いの場になってほし

い。梅園は開花の時期になると「南公園に⾏こうかなあ」と思い⽴つものの駐⾞場も狭いし他に何もないしなあ、とや

めてしまうことがしばしば。梅園を上⼿く利⽤してほしい。⼩中学生が、ボールを蹴ったりキャッチボールをしたりできる広

いスペースのあるところが少ないので、グランドのようなフリースペースも残してほしい。イベント利⽤にも活⽤できるので

は。

幼児エリアと小学生以上のエリアを分ける。

今と同じ料⾦体系を維持した上で施設の充実に期待しています。値上げするなら今のままで良いです。南公園の良

いところは家計に優しくて親⼦で楽しめるところです。そこから離れないことを願います。

アイデアではないですが料⾦は現状を維持して欲しい。

Pokemon GO のスポットが多くあります。Pokemon GO とも、コラボしていくのも一つの案です。24時間利⽤でき

るものが、自販機しかないのが辛いので、夜も楽しめるものが欲しいです。
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グランドやテニスコート、交通公園はそのままにしてほしい。グランドは子供が自由に遊べる貴重な遊び場です。交通

公園は昔の⾵情があってそれがいいところなのです。ゴーカートも低料⾦で乗れます。駐⾞場増設はドミーと提携して

使わせてもらえば事⾜ります。ドミーとしても買い物客が増えて良いと思われます。

楽しみ。

何年間の PFI かわかりませんが、バーベキューが⼀過性の流⾏だった場合には PFI 事業者が内容の変更をしてもい

いようにする。利⽤は冬を除く週末中⼼で来客者の⼊替もあまり⾒込めない施設で⻑期経営ができるのかどうか。

やはり今の南公園の実態として、⼦供とその家族が南公園へ遊びに⾏くような魅⼒や施設などが不⼗分である事は

否めないと思う。そのため、室内遊具を建てて、どの天候でも遊べる環境となるのは大変素晴らしいものであると思う。

また、大人へのニーズに対応するためにカフェを呼び込み、子供連れの親が一休みできる空間もまた評価できる。た

だ、施設の利⽤を盛んにするためにはあと３つの客層のニーズに応える必要がある。学生、サラリーマンや OL、そして

ご年配の⽅々の３対象である。特にはインフルエンサーの役割も果たす前者２つの対象はよほどの動機がなければ、

公園へ⽴ち寄ろうとは思わない。

そこで、若者向けには聖地巡礼化して、岡崎市観光伝道師である東海オンエアの⼒を借りてみてはどうだろうか。南

公園内をスタンプラリーのような形で⾒てほしい箇所に東海オンエアのメンバーパネルなどを設置すれば、南公園の魅

⼒を伝えるだけでなく、若者のいわゆるインスタ映えスポットとして⼤きな役割を果たすと考えられる。働く⼈向けには、

カフェも有効的なのだが、飲食店を呼び込んだり、筋トレ遊具などを整え、休憩時間のアクティブレストに繋げるのはど

うだろうか。昨今のコロナウイルスによって、多くの⼈が⼀つの遊具に触れる事は衛生上良くないが、近くに消毒や⼿洗

い場を設ける事で懸念材料が少しは解消されるのではないか。働く⼈向けはもう少し練る必要があるように思える。そ

して、ご年配の⽅々のニーズに応える事。ご年配の⽅々は散歩を⽬的に今も利⽤が多くあると思う。そこを狙って、触

れ合いの空間を作ると良いと思う。⾄る所に椅⼦を設置するだけでなく、触れ合いの空間を作る建物の設置を⾏う

と、リピーターにたらしめる事は不可能ではない。先述の通り、コロナウイルスによって、⼈が集まる事は良くないが、未

来を⾒据えてここは、そういったニーズに応えるべきだと思う。参考にしてください。

テニスコートの利⽤が少ないとのアンケート結果は誤りです。いつも抽選で外れます。コート利⽤者は多いため、無くす

ことのないよう、お願いします。

市外(または県外)からの客を増やすには、[東海オンエア]にまつわる設備を設けることが岡崎の財政を潤す 1番の

⼿段だと思う。年間を通してでは無く季節ごとにイベントを変えれるような施設であればリピートも期待できるし客が絶

え間なく来ると思う。また簡易的なイベントステージを設けて有名なゲストを招くことも⼤切だと思う。

バーベキュー場は中央公園があるので不要。その分の⼟地を児童向け施設に充てるべき。

安価に市⺠が楽しめる場所は変えないでほしい。

全体的にママ＋幼児-低学年 のターゲットに感じます。パパ＋小学生-中学生くらいのアクティビティが欲しいです。

特に別の項⽬で記載したスケボー、インラインスケートなどを安⼼してできるゾーンについては、街全体で⾒た時に最

近できた乙川の一部ゾーンしか存在していないほど数が少ないです。一方でスケボーなどのローラースポーツはオリンピ

ック競技になっていることや、⾝体能⼒の開発に⼤きく寄与する⾯があります。施設のイメージとしてはテニスコートくら

いの綺麗な路⾯＋簡単なフェンスくらいのものです。

南公園は他の公園のようにママ+幼児メインのみをターゲットにするのではなく、より利⽤者の多様性を増させて全世

代から魅⼒に映る公園になってくれることを期待しています︕

岡崎公園でもっと気軽に花火ができるようにして欲しい。
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水遊び場はもちろん、各所に日陰やベンチを多く設置してほしいです。夏は酷暑が続くので子どもはもちろんですが、

付き添いの⽗⺟たちもかなりきついので、⽇陰が多くあると暑くてもたくさん⾏こうと思えます。遊び場のすぐ近くに⽇陰

やベンチがあると⼦どもを⾒ながら少し休めるので有難いです。

ホテルや会議場より、市⺠が使える施設である南公園をリニューアルすべきだ。

私は、今の南公園を小学生の頃から遊ばせてもらいました。再整備をするにあたり、今の南公園を懐かしく思っている

ところもありますので、これからの⼦供たちのみでなく、その親や、祖⽗⺟なども親しみを持てる部分を残してもらいたい

です。例えば、今設置されている恐⻯や、電⾞、モノレールなどよろしくお願いします。

鞍ヶ池公園などを参考に、企業との協働で岡崎ならではの良い公園にしてもらいたいです。

整備の度に⾃然が減っていきます。避難場所としても活⽤できるなら屋内施設や飲⾷関係もあれば良いとは思いま

すが、⽊を切り地⾯をならすばかりではなく、未来にも自然に触れ合える公園であって欲しいと思いますので、植樹と

か緑の保全にも⼒を注いで欲しいと近隣住⺠として切に願います。

水遊びができ、全天候型のプレイエリアも欲しい。また、くらがいけ公園にあるような、屋内の大きい児童館のような施

設もほしい。篭田公園のようなマーケットも開催してほしい。

屋内広場、プール、サイクリングコース、ウォーキングコース。

南公園にいた 地域猫はどうなったのですか︖猫嫌いの⼈もいることは分かりますが、猫ちゃんに癒しを求めた市⺠も

多くいました。猫ちゃんがいなくなって、全く利⽤しなくなりました。また、中根市⻑の公約「殺処分ゼロ」の取り組みが

市⺠には全く⾒えてきません。残念ですね。

⽇々散歩していると⽝連れの利⽤者が多いように思います。利⽤者のマナー向上も必要ですが、ペットのケアできる

場所や、歩道を幅広く取るなど、検討していただけると幸いです。バーベキュー場については、近隣住⺠としてはゴミや

臭い、利⽤者のマナー(若い⽅が利⽤するイメージです)など懸念される点が多く、設置には反対です。付加価値の

⾼い、⾼級志向と⽅針を拝⾒しましたが、岡崎という⼟地柄あまりニーズの⾼い施設とは思いません。

雨やコロナを気にせず子供が楽しく遊べる施設が南公園内に欲しいです。

安全な設備ももちろん重要だが、子どもが貴重な体験ができる環境にしてほしい。

市図書館に「はだしで⼤地に⽴つと病気が治る」という本があります。⼦供が裸⾜で遊べる裸地、⼤⼈が裸⾜で歩け

る裸地のウォーキングコースを作り、その後に⾜を洗える場所と靴を置く下駄箱とベンチを作って欲しい。裸⾜て歩くこと

で体内の静電気を抜いて様々な病気の予防、治療ができるかもしれない。「南公園で裸⾜で歩いたら病気が治っ

た」という市⺠が増えれば、⽼若男⼥の利⽤者が増えて、健康な市⺠が増えるかもしれない‼

岡崎市は近隣の市に⽐べ財政が厳しいので最低限安全性を確保して今あるものを活かし、新しく欲しい施設はクラ

ウドファンディングなどで達成したら作ればいいと思います。自然は豊かで鳥など共存できる範囲でバーベキュー施設な

ど家族で集まれる場所になれば魅⼒的な公園になります︕南公園⼤好きです(^-^)

鞍ケ池公園のような屋根付き屋外広場(敷物を敷いての休憩場所、遊び場として。複数あるとよい)。刈谷ハイウェ

イオアシス店舗前の噴水のような水遊び施設(深さがあると衛生面がきになるので地面から水が出てくるくらいで十分)

が欲しいです。駐⾞場も拡充してください。

・⽔場と迷路を合わせて⽔路のようなレジャー施設。

・ちょとした細工や展示なども作れば、学びにもつながる。

・もっと外から中が⾒えるようにして⼈を来させやすくさせる。

・虫取りができるような空間など友達だけで来れるような施設や広場をつくる。

・動物園の東公園スポーツの中央と区別して、遊びや憩いの場やコミュニケーションとしての公園みたいにする。



【 参考資料 】

12

屋内施設是非欲しいです︕

テニスコートをなくさないでほしい︕市の南にはあまりありません︕

梅園をもっとたくさんの種類を植樹して欲しい。雨天時でも楽しめる場所が欲しい。

・低年齢向けの遊具、⼤⼈⽤の遊具があると良い（藤⽥病院近くの公園のイメージ）。

・ピクニックできる広い芝生。梅林でもできるが通路が近かったり傾斜があって落ち着かないので。

野球場は残して欲しい‼ 野球をしている傍らで他の施設で兄弟が楽しめる施設が併用されている場所であることが

とても⼤切だと思います。

テニスコートを残して欲しい。

市内南部にテニスコートが無くなると困ります。

テニスコートを残してください。

テニスコートの拡充を期待します。

テニスコートを残してほしい。

屋内の遊戯施設。

雨の日でも遊べる施設が欲しい。大きな屋根付きの広場とか。

⾞の⼊らない空間を広く取ってほしい。公共交通機関で⾏けるような設計をしてほしい。⾬の⽇でも遊べる⼯夫をし

てほしい。

⽼朽化により、危険なところだけ修理するだけにして、⼤切な税⾦を、たくさん遣わないで下さい︕南公園の猫を地

域猫にして、守ってあげて下さい。よろしくお願いいたします。

変に先延ばしせず、普通に整備してほしかった。

これまで通り誰もが安価で楽しく利⽤できる遊具を残してほしいです。

・全天候型の、小さな子でも遊ぶ事のできる施設。

・豊田市鞍ヶ池公園にあるような施設。

あったらいいと思う施設のチェックが３つまでだったので上のアンケート内容とかぶりますが、遊んで疲れた後に休憩出

来る場所はあった⽅がいい。ドリンク、軽⾷等。市議会を聞いて『インクルーシブパーク』という⾔葉を初めて知ったので

すが、調べたら背もたれがあるブランコや⾞イスでも飲⾷しやすいテーブル設置などがあったので、そういうのも取り⼊れ

てもいいのかなと思いました。とにかく子どもが思いっきり体を動かせて楽しめる施設がいいと思います。

雨でも遊べる施設があるといいと思います。

コンセプトに合った機能があると良いと思います。いつまでも⼦どもと家族が楽しめるようお願いします。

大屋根の広場は、是非作って欲しい。

アスレチック場のような、からだを使う設備がもっと欲しい。

現在であってもかつて自分が楽しんだ各アトラクションを子供と共有できて嬉しい。既存は温めて、かつ現代のニーズに

あった展開を期待します。奇抜な新規遊具よりは、公園敷地全体を組まなく巡る事が出来る設置や企画を期待し

ます。キャンプ・デイキャンプ施設は魅⼒的ですが、ある程度厳しい設定を希望します。設定されれば是非利⽤した

い。

健康的にお散歩できる器具があったり、交通公園部分の整備。
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ボールプールなどはコロナ禍で消毒が必要な時に⼿⼊れなど⼤変では︖バーベキュー＝ゴミ、匂い、騒⾳は⼤丈夫︖

駐⾞場少ないし、混むので年に⼀回⾏くか⾏かないかです。グランドはスポーツ⽤にあった⽅が良い。ポケモンスポット

でウジャウジャ⼈が居るので嫌です。噴⽔ぐらいならいけど、⽔遊びマナーが出来てないと⾏くのが怖い。幼児の裸や、

着替え、トイレなど。

低年齢層の交通公園と遊園地で、⼦どもが⼩さい頃はよく⾏ったけど、あとは運動施設なので⾏くことがなくなった。で

も、⼩さい⼦たちの⾏く場所。としては市内にないといけないと思う（かつての岡崎っ⼦たちが康生にあったスケート場

やプールで「おかざきっ⼦はアイススケートができるんやで︕」って⾔うように）。

犬を飼っているので、ドッグランとかあるといいです。

岡崎育ち在住の大学院生です。幼い頃はよく南公園の遊具で遊び、部活でテニスをやっていた時代はテニスコートを

よく使わせてもらっていました。しかし⼤⼈になった今、南公園に⾏く⽬的がなくなってしまいました。とても思い出深い

場所であり、久しぶりに⾏きたいと思うのですが、きっかけがありません。掲⽰板に書かれていたように、カフェやバーベキ

ュー場など、大人でも訪れるきっかけになる施設の設置を希望します。

ＰＦＩ化すると設備が儲かる・儲からないの二択化され、公益性が高くても収益性の低い施設は軽視されるように

なる恐れがあるため、20年間で７億程度しか差が出ないのであれば純公設公営を維持した⽅がいいと思う。今の

南公園の魅⼒は低年齢層の⼦供を満⾜に遊ばせても低価格に抑えられる安価な価格設定にあり、どこの⾃治体に

もある似たような施設を建てて価格設定が上がるようでは意味がないし魅⼒を失うことになりかねないと思う。特に交

通広場や市⺠プールなどは何のために整備するのかをきちんと考えて公設公営で運営するのが良いと思う。

池の周りと梅園の散歩コースは残していただきたい。

キャンプ、デイキャンプができる施設。

鞍ケ池公園や堀内公園を参考に整備してほしい。

利⽤者の対象年齢層を絞り、東公園との差別化した施設として整備して欲しい。プールやテニスコートは中央総合

公園へ機能を集約化するとよい。南公園は幼稚園児とその家族が利⽤する施設との位置付けが良いと思う。⼦供

が身体を動かす施設で乗り物ではない施設を多く設置して欲しい。売店ではなく、屋台を入れてはどうか。キッチンカ

ーなどが⼊れるように整備するのも良いかと思う。

野鳥の森にキャンプ場を整備してほしい。

現在の公園にはテニスコートがあるが、⼀部の利⽤者のために多くのスペースが必要で、南公園には不要と思いま

す。（中央総合公園等で利⽤すれば良いです。）⼦どもがメインの公園にして下さい。

水辺のカフェが欲しいです。

日陰で休憩できる大きな場所があるといいです。

テニスコートや野球場は他にもあるので、子ども達の喜ぶ施設は大賛成です。

⽇陰になる施設が欲しい。駐⾞場が少ない。

急な坂があり、⾜腰の不⾃由な⽅や⼩さい⼦供には⼤変なものとなっていると思いますので、バリアフリーな施設にな

ったらと思います。⼜、交通公園と梅林、野球場が離れており道が少ないので少々便が悪い気がするのでそこも配慮

して欲しく思います。
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鞍が池のような暑い日や寒い日、雨の日でも遊べる屋内施設が欲しい。それに併設した形で小さい子ども連れにも

優しい飲食店や手頃な売店があると 1日過ごせると思う。子どもが小さい頃、岡崎市内の公園でも遊びましたが、

刈⾕の交通公園やハイウェイオアシス、豊⽥の鞍が池へもよく⾏きました。南公園は、安い値段で遊園地を利⽤でき

ることと、交通マナーを学べるのが魅⼒ですが、綺麗な芝生の広場や、噴⽔の出る⽔遊び場のようなものがあると⼦ど

もも喜ぶと思う。籠⽥公園がとても綺麗に整備されて、通るたびに癒され温かい気持ちになります。⾒えないところでた

くさんの⽅々が苦⼼されたんだろうなと思っています。岡崎市がさらに魅⼒的な街になるよう頑張ってください。

梅林側の公道の幅がせまいので、広くして欲しい。そうすれば 248号線沿いの駐⾞場だけでなく、安全に野球場側

の駐⾞場も利⽤しやすくなるのでは︖

スタバのようなカフェ、宿泊ができるキャンプ施設があると嬉しいです。

今のままでも⼦育て家族にとても優しいので助かっています。⼦供が遊具に乗れる歳になり、やっと遊べる︕と思ったと

ころコロナでなかなか⾏けず…。暑いので、計画にあったような屋内遊戯場もとてもいいと思います。

・子供と出かけた時に昼ごはんにできる物の販売。

・水遊びのできる施設（噴水だけでなく、水炉や少し深いところも欲しい。日差しが直接当たりすぎない。）。

・雨の日や夏場も遊べる施設（室内遊具の設置や屋根のある遊び場）。

・大型の遊具や総合遊具の増設。

天候が悪くても遊べる施設が欲しいです。

⽔辺の近くに⽇陰になり、くつろげる場所が欲しい。お弁当を⾷べたり、お茶が飲めるようなスペース。⽇本庭園のよう

な作りの場所も欲しい。茶室ができるといい。南公園は季節を感じられる公園なので、海外の⼈が⽴ち寄って⽇本を

感じられるといいと思う。

バーベキューやレクリエーションは⽬新しく⼈気もあるが市外や若者の来園者が増えそう。もちろん家族でも楽しめるが

リーズナブルな南公園のイメージとは異なるのでまずは市⺠が⽇常的に使える公園としてリニューアルをして欲しい。ふ

らっと気軽に訪れれる施設にして欲しい。プールは隣接した市町村に充実した施設があるので差別化した施設が欲し

い。⽔遊びは⼿軽で良いが泳ぐことができる施設も必要。更⾐室やシャワーなど衛生⾯やプライバシーに配慮した設

備も必要。また、市内には科学館の要素を含んだ施設がないので室内遊具と併せて作って欲しい。生理学研究所

が市内にある強みを生かして欲しい。

全天候型の⾬でも⼦どもが遊べる場所があると良いと思います。特に乳幼児が体を動かして遊べる場所。あと綺麗な

幼児⽤トイレもあると良いなと思います。男親でも⼀緒に⼊れる新しい⼤型ショッピングモールにあるようなやつ。

プロジェクションマッピング等を活⽤し、インスタ映えなど若い⼈も併せて楽しめて、市外の⼈からの注⽬を浴びるような

施設。

家族が集まるような、雨でも子どもが遊べる室内施設も作る。野外には、屋根付きバーベキュー場を作る。噴水広場

もあると夏場は楽しいと思う。

⼦供が⼩さいうちはたくさん利⽤していましたが、⼤きくなるにつれ⾏かなくなってきています。⼩学校⾼学年や中学生

とかでも遊べる感じにして欲しいです。小ちゃい子ゾーンなど分けて。

バーベキューができるといいです。

安全、綺麗に使えるトイレがあると嬉しいです。
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もうすぐ 2歳になる⼦供を連れて、南公園を利⽤させていただいています。利⽤していて、改善するとさらに良くなる点

をいくつか挙げさせていただきました。具体的には、⼩さな⼦供を連れての視点、近隣の豊⽥市や刈⾕市にある公園

と比較して思ったことを書かせていただきました。

・噴水や小さな小川などがあり、小さな子供でも気軽に水遊びができる場所が欲しい。

・有料の乗り物以外にも、公園などの遊具の施設をさらに充実させて欲しい。遊具の場所が少し狭いので、もう少し

広くするか、何箇所かに分けて遊具があるとさらに楽しいと思う。

・すぐに⽴ち寄れるコンビニなどがあると、気軽におかしやお昼ご飯などが買えて、よりよくなると思う。それに伴い、ご飯

が食べられたり、休憩できたりするスペースがあるといい。

微⼒ではありますが、よりよい南公園になるように、少しでもお⼒添えができたらといいなと思います。今後も、楽しく南

公園を利⽤させて頂きます。

・全天候型の遊戯施設。

・運動場の一部芝生化(安城や豊⽥のように芝生の球場を安価に借りれるなら利⽤頻度は上がると思う)。

・池を利⽤したレクレーションボート。

・園内移動バス等移動手段の拡充(高齢者でも移動しやすく、子どもが乗りたがるような園内を周遊する乗り物)。

・売店やバーベキューといった⾷物施設は隣にドミー(レスパ)があるため、利⽤頻度が⾼くないように感じる。

・スーパーの惣菜等より魅⼒ある売店ならチカラを⼊れる価値あり。

昔の南公園みたいに駄菓⼦が買える売店がほしい。。。⾬が降っても遊べる室内施設や屋根のついた場所、楽しめ

るプールや⽔遊び場が本当にできたらもっともっといきたい︕ふわふわドームもいいなぁ。。

碧南のスケートパークみたいに２４時間誰でも使えるパークを作れば人が集まると考えます。岡崎市公園のパーク

は、狭いです。うまい人がやっていたら下手な人達が練習できません。碧南のスケートパーク以上の広さが欲しいで

す。

とにかく駐⾞場を多くしてほしい。⼦供たちが⼩さかった頃、せっかく⾏っても、満⾞で諦めたこと多数。岡崎は⾞社

会。せっかく⼦供たちが喜ぶいい施設がそろっているのに、残念だった。駐⾞場、よろしくお願いします︕

ウォーキングやランニングができる周回コースがあるといい。距離がわかるようにしてほしい。

室内、屋根付きで身体が動かせるところがあるとうれしいです。

駐⾞場の停められる台数を増やして欲しい。休⽇は満⾞で停めにくいので⾏くのをためらう。コンビニなど⾷事を購⼊

できる場所があれば⻑時間滞在しやすい。⾬天や熱中症を気にせず遊べる屋根付きの遊び場が欲しい。池に⽔上

ボートのような乗り物が欲しい。

グランドは無くしてほしくないです。無くすなら近場に代替グランドを用意してほしいです。

テニスコートや野球グラウンドは⼦供や親⼦も⾒て、スポーツへの⼊り⼝となっていますので、縮⼩しないでいただきた

い。スポーツからの教育も考えていただきたい。

家族が笑顔になれる公園作りは賛成であるし、大変素晴らしいと思う。しかし、現在運動できる場所が限られている

中でグラウンド等をなくすことは反対です。無くすので有れば別の場所に作ってほしいです。

ドッグランを追加して欲しい。

岡崎市のスポーツ施設が他の市より充実していない。データグラフ⼊らないので省略します。スポーツ環境の整った市

になると嬉しいです。
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グランドが無くなると噂で聞きました。昨今、親子でボール遊びができる場所が減っている中でグランドが無くなると非

常に残念です。なにより⼟⽇にグランドで遊んでいる親⼦は沢山います。少年野球のチームだって使用しています。岡

崎市の⼦供は野球できなくなるんですか︖使う当てがない、誰も必要としていないグランドかどうかちゃんと調査してか

ら検討してください。

子供にとっては楽しめる内容ではあるが、趣味を持つ人にとっては廃止されると、困る施設もあると思います。

グランド廃⽌には反対。⼦供たちと⾃由に球技や⾃転⾞などが使える広いグランドは必須。

アンケート実施のサンプルに偏りが⾒える気がします。利⽤者、来園者の親⼦連れのサンプルが多いと回答内容に偏

りが出そうだと思います。グランド、テニスコートを無くすあり気の内容に⾒えますが、運動公園の代替え案はそもそも順

調に進む計画があるんでしょうか︖また、リニューアル後の維持管理費は⺠間企業の⼿法を取り⼊れ安く抑えれると

なってますが、新設する、運動公園の維持管理費等が多く掛かるなら意味ない気がします。

野球、テニス場を廃⽌しようと市⻑がしていると聞いたが、スポーツをしている現場が無くなると、⼦どもたちがそのスポ

ーツを⾒ること、関⼼を得る機会が無くなってしまう。私⾃⾝、⽗親がやっていた草野球を⼦どもの頃良く⾒に⾏ってお

り、楽しそうにやっている⽗親を⾒て、地域の野球チームに⼊り、プロ野球の舞台に⽴ちました。そういった１つのサイク

ルが無くなると、そのスポーツに触れる機会が減ります。テニス場にしても良くお年寄りが楽しそうにボールを追いかける

場⾯を⾒ます。数少ないスポーツ施設、グランドを潰してまでやらなくてはいけない計画なのでしょうか︖市⻑はまだ任

期１年も経ってないですよね︖どうせ次の選挙では落選すると個⼈的には思うので、岡崎をこれ以上ぐちゃぐちゃにし

ないで静かしていて下さい。⾃⼰満⾜で市⻑をやった感とか出さなくて良いので岡崎市の事を振り回さないで︕︕

再整備をする前に市⺠に給付⾦はどうした︖やる順番が逆ではないか︖市⺠の生活を無視して無駄なお⾦は使う

な。経済が安定してからでも再整備は遅くない。⽼朽化するまで放置していた岡崎市のツケですよ。市⻑、市議会

委員、市役所の怠慢ですよ。

野球場をなくしてしまうと、どんどん野球人口が減ってしまい、今後未来の子供達の野球をやる場を失ってしまうことに

なります。他があるからいいやではなく、利⽤できる球場もそこまで多くないので無くなると⾔うのはいかがなものかと思い

ます。

ベンチがたくさんほしい。交通公園を整備してほしい。SL を綺麗にしてほしい。

ウォータースライダーがほしい。

コンビニがあると良いです。

公園は幅広い層が使える施設である必要があると思います。スポーツ施設は子供から高齢者まで無くてはならない

施設だと思います。

草野球で南グラウンドを良く使⽤してます。グラウンド廃⽌は反対です。もしグラウンドが無くなるなら代替えのグラウン

ド設⽴を検討お願いします。

多額の税⾦を投⼊するのは公園ではない気がする。
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【グランド廃止をするなら、岡崎南部に野球のできる代替グランドを新設して欲しい】

グランドを新設していただくのであれば、【福岡小学校区にお願いします】

資料によると

https://www.city.okazaki.lg.jp/1100/1184/1170/p005412.html

お隣の上地⼩学区（⼩学生 758 名 27 学級）は、資料に記載されている公園は、１２あります。

①若松公園、②じぞう公園、③前⽥公園、④⽮崎公園、⑤ながね公園、⑥善⼗林公園、⑦⼤⾕公園、⑧大谷

緑地、⑨奥山⽥池緑地、➉⼤久後公園、⑪上地 1 号緑地、⑫上地 2 号緑地 

福岡学区（小学生656名 24学級）は、⾼須公園、上地若宮公園、清⽔公園の３つでした。

福岡学区には、６つの幼稚園保育園がありますが、みやこ幼稚園が 300 名募集規模の幼稚園を移転させるとのこ

とです。現在、

１．クローバーインターナショナルスクール ２．蓮華の家共同保育園 ３．蓮の実保育園 ４．みやこ幼稚園

（188 名） ５．福岡南保育園 定員200 人 ６．福岡保育園 定員165人

子どもが集まる人数に対して、公園の数が少ないのではないでしょうか。

グラウンドをなくして欲しくない。

小さな子供から大人まで楽しめる公園にしてほしい。今の遊園地よりグラウンドや野球場が充実できれば小中学生か

ら⼤⼈のクラブ活動まで幅広く利⽤できる。岡崎市はスポーツ推進が盛んだし、⾝体作りにも役に⽴つ公園にして欲

しい。

◎グランド廃止をするなら、岡崎南部に野球のできる代替グランドを新設して欲しいです。

◎グランドを新設していただくのであれば、福岡小学校区にお願いします。

お隣の

●上地小学校区【（2020年調査）⼩学生 758 名 27 学級】に公園は、１２ヶ所あります。

①若松公園、②じぞう公園、③前⽥公園、④⽮崎公園、⑤ながね公園、⑥善⼗林公園、⑦⼤⾕公園、⑧⼤⾕

緑地、⑨奥山⽥池緑地、➉⼤久後公園、⑪上地 1 号緑地、⑫上地 2 号緑地 

福岡学区【（2020年調査）⼩学生 656 名 24学級】は、⾼須公園、上地若宮公園、清⽔公園の３ヶ所でし

た。

●福岡小学校区には、６つの幼稚園保育園がありまして、さらにみやこ幼稚園が 300名募集規模の幼稚園を移

転させる計画があります。現在、

１．クローバーインターナショナルスクール ２．蓮華の家共同保育園 ３．蓮の実保育園 ４．みやこ幼稚園

（188 名） ５．福岡南保育園 定員200 人 ６．福岡保育園 定員165人

子どもが集まる人数に対して、公園の数が少ないのではないでしょうか。子どもたちは、学校からは学区外には遊びに

⾏かないよう⾔われています。

グラウンドやテニスコートを減らすことには再考願う。特にテニスコートについては予約も取れず、利⽤率が低い結果に

ついては納得がいかない。もしそれが本当なら、予約を取るだけ取って、直前でキャンセルしたり来なかったりしてるので

はないかと思う。キャンセル待ちのような仕組みを加えて、利⽤率を上げる⼯夫を希望する。

テニスや野球を楽しむ場所は残して欲しいです。今まで利⽤させていた⽅々が⼿配に困らないように代替え場所の⼿

配があれば良いですが… スポーツは違いますが（屋内）場所を⼿配する厳しさは分かります︕⽔遊び場があれば

プールは必要ないと思います。プールより安全で⼿軽に利⽤できるところが良いと思います。南公園周辺はコンビニや

飲食店もあるので 新設を考えるのであれば 周辺にはない施設を設けた⽅が新鮮味があるのではないでしょうか︖
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◎グランド廃止をするなら、【岡崎南部に野球のできる代替グランドを新設して欲しい】

◎グランドを新設していただくのであれば、【福岡小学校区にお願いします】

※テニスコートも無くし代替を考えるのであれば、バスケができる公園も少ない為、一緒に検討して欲しい。

●上地小学校区【（2020年調査）⼩学生 758 名 27 学級】では、公園は、【１２】あります。

①若松公園、②じぞう公園、③前⽥公園、④⽮崎公園、⑤ながね公園、⑥善⼗林公園、⑦⼤⾕公園、⑧⼤⾕

緑地、⑨奥山⽥池緑地、➉⼤久後公園、⑪上地 1 号緑地、⑫上地 2 号緑地 

福岡学区【（2020年調査）⼩学生 656 名 24学級】は、⾼須公園、上地若宮公園、清⽔公園の３つでし

た。

●福岡小学校区には、６つの幼稚園保育園がありまして、さらにみやこ幼稚園が 300名募集規模の幼稚園を移

転させる計画があります。現在、

１．クローバーインターナショナルスクール ２．蓮華の家共同保育園 ３．蓮の実保育園 ４．みやこ幼稚園

（188 名） ５．福岡南保育園 定員200 人 ６．福岡保育園 定員165人

子どもが集まる人数に対して、公園の数が少ないのではないでしょうか。子どもたちは、学校からは学区外には遊びに

⾏かないよう⾔われています。

https://www.gaccom.jp/schools-24316/students.html

施設の充実は望んでおりますが、野球グラウンドがなくなるのは困るという声を多く聞きます。グラウンドを無くすのであ

れば、別の場所(福岡学区など南方面希望)に野球ができるグラウンドを新設してください。お願いいたします。

◎グランド廃止をするなら、【岡崎南部に野球のできる代替グランドを新設して欲しい】

◎グランドを新設していただくのであれば、【福岡小学校区にお願いします】

野球やテニスのグランドは残して欲しいです。

岡崎南部地区は⼦どもが増えている⼀⽅で⼦どもが思い切りスポーツを楽しめるグラウンドが圧倒的に少なく⾝体を

動かす機会が奪われてしまっている現状があります。特に福岡小学校区は子どもが増えているにも関わらず野球が出

来る広さのグラウンドがほとんど無い為、南公園にグラウンドを残して頂くか土地が沢山ある福岡小学校区にグランド

を新設して頂きたいです。どうぞ子ども達の未来の為によろしくお願い致します。

通常通りの生活を⾒据えてと⾔われても、with コロナの生活様式が定着していくと考えられますが、どうでしょう︖お

⾦をかけて新しい施設を作り、⼤規模な整備をするより、今あるものに⼿を加えて整備してもらいたいです。

また、南公園のグラウンドがなくなるのは大反対です。子供たちがサッカー、野球が出来る公園が近くにありません。友

だちと走り回って遊びたくても、広いスペースの公園が近くに無いのです。もし、グラウンドを無くすなら、岡崎南部の別

のところに新しく整備してもらいたいです。

私は福岡学区に住んでいますが、広い公園が学区に無いため、南公園か、上地学区の大久後公園、岡崎学区の

駅南中央公園に子供を連れて⾏きます。しかし、学区外のため、⼦供だけで⾏くのは禁⽌となっています。緊急事態

宣言で学校のグラウンドも使用できず、休日の子供たちは遊ぶ場所がありませんでした。小中学生が元気に走り回れ

る、安全な広場なりグラウンドが欲しいです。南公園のグラウンドを無くすなら、福岡学区にグラウンドなり広い公園を

作ってもらいたいです。家族が笑顔になれるのもいいですが、何もない、広いグラウンドも⼤切です。
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岡崎公園は⼦供が⼩さい頃から利⽤させてもらっています。先⽇も名古屋から未就学児の甥っ⼦家族が来て、乗り

物あり、グランドあり、そしてこのコロナ渦でも密を気にしなくてよいくらいの敷地の広さに感動していました。今の計画だ

と…グランドがなくなっているようなので、野球などができるグランドは必ず残すか、別の場所に再建するかをして欲しい

です。

皆で集まって安全にスポーツをする環境はとても⼤切です。特に福岡学区に公園が少ないです。新たに作るなら、福

岡学区にグランドを造って欲しいです︕

私は豊田市南部在住のため、生活圏は岡崎北部です。遠⽅の南公園の情報が無くて⾏くきっかけがないです。岡

崎市⺠への情報提供はされているのかと思いますが、再整備した際はメディアでの紹介など市外へのプロモーションを

かけていただくと助嬉しいです。市⺠公園の意図と反するかもしれませんが、市外の利⽤者増になるかと。

公園は目玉として県内最大のボルダリング施設があると嬉しい。それを中心に他のアクティビティ(例:安価なツリークラ

イミングやアスレチック遊具)、飲⾷店、売店、農産物市場があれば嬉しい。以前、籠⽥公園でスノーピークがイベント

をやったように常設でワクワクするような公園作りをして欲しいです。期待してます︕

岡崎市を愛する豊⽥市⺠より

◎グランド、テニスコートを廃止をするなら、

【岡崎南部に野球やテニスのできる代替グランドを新設して欲しい】

◎グランドを新設していただくのであれば、

【福岡小学校区にお願いします】

・周辺市町と比較して圧倒的に遅れをとっている分野が、子どもを安心して遊ばせられる屋内施設だと思うので、この

構想は素晴らしいと思います。年代別に遊べるエリアを分けてもらえると安⼼です。この屋内施設は何歳くらいまでの

利⽤を想定していますか︖兄弟姉妹で遊べる部分も必要かと思いますが、⼩学校低学年くらいまでかと思います。

屋外に大型アスレチックなどあれば、様々な世代の家族が笑顔になるかと思います。

・野球場とテニスコートは代替施設が複数あり、無くても困らないと思います。

・濾過された⽔が池に流れるようにして、濾過⽔が流れるところが親⽔エリアだといいですね。（豊川のぎょぎょらんどな

ど。）

・交通広場前の雑⽊林はカブトムシやクワガタムシがいるので、そのまま残しつつ、昆⾍を公園で飼育してもらえたら⼦

どもに⾒せてあげられます。

・住宅地側の駐⾞場出⼊りがない⽅がいいです。

・施設によっては有料でいいと思います。

・雨の日でも遊べる室内遊具があると嬉しい。

・駐⾞場を広くして欲しい。

室内遊具場が欲しい。岡崎市で⾬の⽇に利⽤できる施設が少なく感じているので、⾬の⽇でも室内で遊べるように

なったらいいなと思います。

野球場は使います︕

テニスコートの一部を屋根付きにしてほしい。

籠⽥公園の屋根の部分がステキなので、あのような場所があればフリマもイベントも出来るし、⾬の⽇は屋根の下で

卓球みたいな遊びも出来るので作って欲しい。遠足に来た子たちの荷物置き場にもなれば最高です。

屋外の日陰が沢山出来るといい。これからは全てが変わると思う手洗い場を増やして家族が楽しく屋外で過ごせたら

いいと思います。頑張ってください。孫が七⼈いてよく遊びに⾏きました 20年前の楽しい思い出です。
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⼦供の多様な体験が確保されると未来の岡崎を⽀える担い⼿の成⻑につながり、また、岡崎で暮らして次の世代を

育む人を増やせると思う。

全天候の遊べる施設が欲しいです。あと夏の暑い時期に休める場所が欲しいです。

⼩学生の頃から家族でのテニスコートの利⽤を⽬的に南公園に⾏っていたため、なくなるのは困る。

現在の名物であるゴーカートは無くさないでほしい。

スポーツ施設の充実。

・季節の草花がたくさん⾒られるとよい。

・園内で⾒られる動植物の紹介の紹介パネルがあると嬉しい。学習にもつながる。

・交通広場があるので、もっと色んな乗り物の展示があると楽しい。

南公園や東公園は、全国に例がないくらい、料⾦の安い公園として認知している。⼀⽅、可処分所得が増えない⼦

育て世帯が多くなっている現況で、最新設備の建設→⼊場料の徴収や増加は、そのような世帯の利⽤が減ることが

予想されます。無料がすべて良いとは思いませんが、やはり無料や低価格の維持は、こどもを気軽に遊ばせられること

も考慮して、市⺠および⼦育て世帯として非常に助かります。

とても素晴らしい案だと思います、是非、この案に沿って進めて下さい。応援しています︕

・市内にプールがないことから、屋内遊戯施設（子育て関係のサークル等で利⽤できる会議室や多⽬的ルームも配

置）と併設したプールを設置すべき。プールも屋内、屋外を併設し、全部屋外としたり、全部屋内とすることのないよ

うにしていただきたい。

・交通広場に名鉄バス停を設置し、本物のバスを乗り⼊れることで、学習と駐⾞場問題の両⾯に有効性のあるもの

にしてはどうか。バスでの来園者には公園内での特典をつけてもらいたい。

・プールや屋内遊戯施設等を設置した場合、市⺠は低料⾦、市外の⽅には応分の負担をしてもらう施設としてほし

い。

・駐⾞場が多くあるとよい。

・レジャーシート広げて弁当が⾷べれることが良いので、カフェやコンビニの必要性が感じない。隣にスーパーもある。た

だ、屋根のある広場はすごく助かる。カフェよりはフードコートならいいかも。

・親水広場はよい。

・バーベキュー広場、テニスコート、グランドはいらない。

・室内遊戯施設は南公園じゃなくてもいいがあるとよい。豊田の地域文化広場みたいな施設になるといい。

コロナのときの⼈がいなそうなときにたくさん⾏きました。現在も。プールが気になります。とても素敵な場所なので気に

入っています。冬には（冬じゃなくても）岡崎公園みたいにライトアップ一部でいいので是非してもらいたいです。人混

みを避けると、夕方や夜になってしまいます。

巨大なアスレチック遊具が欲しい。

今は野球場の利⽤がメインであるが、⾊々できればそのついでに遊んでいけると思うので、頑張ってください。グラウンド

⽤の駐⾞場が遠くてもいいのであると嬉しい。

今みたいに、身近な遊園地として遊びにいける場所になってほしいです。

今のプールよりも拡充してほしい。15 年くらい前にそんな話があったはず。無駄にしないで。

スポーツ施設の充実をお願いします。

手軽な遊園地があり、子供の遊園地デビューをさせていただきました。また、梅園や池など自然も多くあるので、このま

ま、家族で楽しめるコンセプトを続けていただきたいです。
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梅林はいらないので、広い芝生広場があるといい。

・スポーツガーデンよのうなスケート場

・小学生が楽しめるアスレチック

・豊橋市にあるような室内施設（ここにこ）

有料施設でいいからクオリティの⾼い施設が欲しい。「とりあえずつくりました。」だけの施設はいらない。

・坂や段差が多い失くすか、段差を活かすかしたい。⻄駐⾞場へのアクセス道がせまいので買収して広げる。

・⼈が⾞と交わらない⾼架などがある周回できるルート整備

岡崎には⼦どもたちが遊べるプールがないため、幸⽥町や⻄尾市、安城市などのプールに⾏っている。岡崎市にもそう

した施設がほしい。

ランニングコースを作ってほしい。

計画に時間が掛かるのは分かるが現状室内で遊べる施設がない状況で親は困ってるので早く進めて欲しい。計画か

ら時間がかかりすぎではないか︖

アンケートも H26 の結果に基づいて作成している内容が多くあり計画から約 7年近く掛かっている。7年前に⾚ちゃ

んだった⼦達はもう⼩学生です。少なくとも何年後にできるかを公表してほしい。

野球場を無くさないでください!

移動販売の⾞等を集めたイベントをやってみたら、⼦供さんだけではなく親側も楽しめるのではないでしょうか︖

南公園は低価格で遊べる公共施設として親しまれているが、ボーネルンドの PlayVille（プレイヴィル）のような屋内

のあそび場と屋外のあそび場を組み合わせた空間になると、全天候で子ども達がのびのびと思いっきり遊ぶことができ、

素敵な空間になると思う。

パターゴルフコース❗ 家族や⾼年者のグランドゴルフ⛳ コースや芝生の広場�フリスビーや体操やヨガの為❗ 人工芝

含む‼

花がもっと欲しい。

プールは思い出があるので、残してほしい。

愛知県児童総合センターのようなある程度の広さのある屋内で、⼦どもがめいいっぱい⾝体を動かせる施設がほし

い。イベントを⾏うと駐⾞場が満杯になってしまい、周辺道路で渋滞が起きるのを解消してほしい。園内飲⾷所を充

実させてほしい。店も飲食スペースも。

・400 ㎡程度の広さの屋内プラレール広場。

・子どもたちが主役で楽しめる空間であってほしい。

・野球やテニスは中央総合公園や⿓北グラウンドで楽しめば良い。

キレイなトイレ。

自然体験教室。

アスレチック。

⼦供やお⽗さんが選⼿として出て、それを家族で応援できる公園は、中央総合公園くらいではないでしょうか︖遊具

もよく使ってますが、成⻑して遊具を使わなくなった⼦どもが使える野球場や体育館、プールといった再整備をお願いし

ます。

屋根付きで、⾬天も利⽤できる施設があると良いと思います。
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近隣の豊⽥市にある施設を丸写しでは無く、岡崎市独⾃・オンリーワンの施設の導⼊を考えていくべきである。⼦ども

や家族をターゲットにするコンセプトは良いと思うが、少⼦化や⼈⼝減、税収減も踏まえ何⼗年後には、その時代の

ニーズに合った公園施設に簡単にリニューアルできるようにフレキシブルな公園施設の導入を考えていって欲しい。

岡崎市在住の６歳、４歳、２歳児の⺟です。どんぐりトイレがきれいで助かります。駐⾞場が広く、整備された遊具

があり、乗り物も安くて、芝生も池もあり、楽しめるので、子連れには助かります。

新しい施設や遊具を増やすよりも、⼿洗い場の増設や、今あるトイレ（交通公園⼊り⼝や梅林公園横、モノレール

下）を新設⼜は改装してもらえると、もっと使い勝⼿が良いと思います。今は近くを通っても、どんぐりトイレまで少し我

慢して歩いて連れて⾏っています。施設の係の⽅も優しく親切な雰囲気の⽅が多くて、素敵です。観覧⾞、池の噴

水、ゴーカート、交通公園きのこの遊び場は、なぜかこどもが喜んでいます。ぜひ継続していただきたいです。

事業期間20年は、リスク管理の観点からせめて 10年くらいにしておいた⽅が良いと思います。パブリックありきで考

えるのは健全ではない気がします。屋内施設があるので、屋根付き多目的広場は特にいらないのではと思います。南

公園は開放感あふれる施設なので、⾼い位置に景観を遮る構造物は極⼒無い⽅が良いと思います。

グラウンドをなくすのであれば、サッカーができるような整備されているグラウンドを別の場所に設置する。特に福岡学区

にはサッカーができるような整備されているグラウンドがなく小中学生が運動できるような公園がないので設置場所は

福岡学区にするべきだと思う。

プールは色を塗り替えたりロッカールームなどのメンテナンスをして、そのまま継続していただきたいです。グランドを廃止

するのであれば、変わりとなるような場所を福岡小学校地区内に設置して欲しいです。福岡小学校学区は野球やサ

ッカーができる場所がない。

夏の猛暑でもこどもを遊びに連れて⾏ける、室内での遊び場、室内⼤型遊具を是非導⼊お願いしたいです。岡崎市

は室内で遊ばせられる施設が不⾜しています。

今の南公園の雰囲気が好きです。心が癒される場所です。東岡崎駅ビルの閉店や乙川の整備など、岡崎市の自

然と調和した景⾊の美しさやレトロ感がどんどん薄れていくようで寂しいです。岡崎市は憧れの住みたい街で、度々訪

れていました。昭和感を残して頂けたら嬉しいです。

芝生でみんなが球技が出来る場所が欲しい。野球場、サッカー場。子供が思いっきり走り回れる広い場所がなかなか

ないので。

⾷べ物を充実して欲しいです︕

野球が出来るグラウンドがなくなるのは困ります。

コロナ禍による影響を受け、国、県、市財政の更なる困窮が想定されるため、当面、最低限の公共事業以外はお

⾦を掛けるべきでない。このため、再整備ではなく補修整備に⽌めるべき。今回の再整備提案の前提となる市⺠アン

ケートの N値が１４８とあるが、岡崎市⺠の⼈⼝数からみて余りに少なすぎで、また、南公園の利⽤者、関係者、

近隣地域住⺠に対するアンケートを実施していないなど⽋陥ある進め⽅である点が⼤きな問題。

例えば、テニスコートは平⽇利⽤が少ないため、廃⽌する案とのことであるが、実際には予約が取れないほど利⽤者

が多い施設でありながら、そうした虚偽の報告がされているため、岡崎市の施設全ての年間利⽤者数を公表すべき

である。それ無くして廃止することは大きな問題であり、提案関係者がだれか責任を明確にすべき。

更に、市⺠のためでない、こうした前提とした不適切な提案が、そのまま進めている事務局、関係部署、議会にも⼤

きな不信感を持たざるを得ない。市⺠⽬線での市⺠のための税⾦の使い⽅を、本気で考えるよう改めて要望する。

⼦供だけでなく、⽼⼈が中⼼となって使える施設が必要
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新しく作り変えるのではなく、今の施設の修理で充分南公園の特徴がでてると思う。南部地域にテニスコート(スポー

ツ施設)が必要。

アスレチック。

夜に散歩で⾏くことがあるので、夜ももう少し明るい公園になるといいなと思います︕

屋内施設は、小学生以下の子どもが一緒に遊ぶことができる木育を目的とした施設が望ましい。

・駐⾞場を増やす。

・自販機置く。

・トイレ綺麗に整備 広めに 子供用も。

・遊具の値段あげて公園の整備に。

・季節の花広場。

・交通を学べる施設。

両親や祖⺟と⽝の散歩に⾏くことが多いです。⽝と⼀緒に歩きやすい広い道や、祖⺟の体⼒低下を防⽌するために

楽しく使える高齢者向け遊具を整備していただけると嬉しいです。

何も施設がなくても⼦供は⾃分で考えて遊びます。⾃然環境基準で良い。

野球グランドは残してほしい。もしくは⾃転⾞圏内に代替えを。

テニスコートを⼦供達と楽しく利⽤させていただいています。ぜひ今後もテニスコートは残していただきたいです︕

広い屋根の下で遊べる場所と屋内遊戯施設です。屋内遊具は⽊の漂う空間の中で思いっきり遊べるのが良いで

す。森のわくわくの庭というのが岐⾩県養⽼町にあります。額⽥材を使って⽊育も市⻑のインクルーシブ構想も屋内で

有れば出来ると思います。是非わくわくの森の庭のようにつくってください。

テニスコートやグランドを廃⽌しないでください。⼦供達が利⽤しています。

遊園地は残して欲しい。プールは古くイマドキではないため籠⽥公園や、刈⾕のハイウェイオアシスのように誰でも気軽

に⽔遊びが出来る様にしたい。また夏場の⽇陰対策も何かしら出来ると良いと思う。

池にボートがあったら乗りたい。

市内に、観光の目玉になるようなものが少ないように感じます。県外の両親(⼦供の祖⽗⺟)を連れて⾏くような場所

がないので、南公園の飲食店にも、目新しさを期待したいです。スタバのようなカフェも、あればいいですが、それだけで

は寂しく、昼食の場所に困ると思います。

たとえば、⿅児島の指宿に「市営唐船峡そうめん流し」というものがあり、地元の⽅に親しまれるとともに、観光地にも

なっていました。そうしたイメージの、ちょっとしたレジャー感のある飲食店の誘致を期待します。

『北欧ライフが楽しめる公園』

生涯にわたって⽊育を学び続ける⽂化が根付いている北欧。ものづくりに参加して、学びを得ることで良質な時間を

過ごします。小物はもちろん、家具までも作れちゃうワークショップを実施してはどうでしょうか。また広場ではモルック。モ

ルックは北欧フィンランドを代表する国⺠的スポーツで、⼦供から⽼⼈までが生涯スポーツとして楽しめます。室内のイ

ンテリアは憧れのナチュラル、ビンテージ。エクステリアも北欧ガーデンでインスタ映えする映画のようなスポットとします。

室内の遊び場ができると嬉しいです。トイレがきれいになるといいです。

トイレが汚すぎる臭すぎる。
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1．PFI⽅式による運営は良いと思いますが、コロナ禍で⾒えてきた優先課題に税⾦を戦略的に配分できるよう、基

本計画を⾒直し、事業費の更なる削減をお願い致します。

2．箱物メインの再整備とならないようお願い致します。

3．テニスコートが存続しても、今回の再整備基本コンセプトに合致していると思います。休日はテニスを楽しむ親子

で一杯です。どうかテニスコートの存続を前向きに検討して下さい。

テニスコートで土曜日曜祝日に、子供夫婦と孫達とテニスを楽しんでいます。南公園は、週一回孫達とスポーツがで

きる貴重な楽しい場所です。テニスコートがなくなると聞いて悲しい思いです。どうぞ、なくさないで欲しいと思います。

豊田の鞍が池公園や広域広場?のような、小さい子供から小学生位の子供が室内で遊べる施設があると助かると

思います。太陽の城が親⼦共々好きでした。狭いながらも外でも遊べ、本もあり、室内も遊具があり、週末や⻑期休

みには工作や音楽教室もあり、とてもお世話になりました。南公園は外は充実しているので、屋内施設があればどん

な季節天気でも気軽に利⽤できると思います。期待しています。

・これから子供が生まれるので、授乳室やトイレが室内だと嬉しい。

・コンビニ（フィールみたいな小さいスーパーでもいいかも）と飲食店両方ほしい。

・できれば炎天下でも少しでもいいから外にいても避暑できるスペースがほしい。

・避暑スペースはウォーターミストあると嬉しい。

市⺠プールを綺麗にして欲しい。

既にアイデアにあがっているような全天候型の、室内遊具があるとよい。ただ、今までのように安価に使用できるような

施設であってほしい。

〇身近な貴重な森なので自然環境の保護・保全を強く望む（大きな屋根などで囲うのではなく人工的なものは極

⼒少なくし、⽊の伐採などは最⼩限で）。

〇豊⽥市の鞍ヶ池をイメージしているのであれば、その運営についても同時に学ぶ必要あり（例えば、公園の維持保

全活動のための⾥地⾥山会のボランティアの存在など）。

〇建物や人工物優先の再整備ではなく、家族連れや子ども達が気軽に親しめる公園を望む（NPO法人等が運

営するプレイパーク（冒険あそび場づくり）などもその⼀例)。

〇今回、⾒直しが検討されている野球場、テニスコートは、他の代替措置を講じるとされているが、方向性だけでも

⽰すなど丁寧な説明が必要である（仮に、既存のスポーツ施設に⼀元化するのであったとしたら、離れたところへ移

すことへの理由付けなどきちんと⽰さないのはフェアとは⾔えない。）。

〇効果的なＰＦＩ⽅式の活⽤を期待する（⺠間活⼒を有効に活⽤するのは望ましいと思うが、その名を借りた⼟

木工事優先志向では、既に岡崎市では前市政で明らかなように失敗も多く、内容面でも、財政面でも将来に禍根

を残す。）。

〇その他（アンケート⽅式について）多くの市⺠の声を集めるのであれば、バーコードの読み取りだけではなく、紙媒

体でのアンケートの配布なども適切に⾏って欲しい（紙媒体のアンケートも少なく、そもそもアンケートも無く整備の説

明のポスター掲⽰だけだと、市⺠の声を本気で聞くという姿勢にはほど遠い。また、アンケートや調査は誘導的であって

はならない。現在示されている様式そのものも少し疑問を感じるのは私だけであろうか。このアンケートでは、既に構想

されている機能から 3 つ選ぶので構想を追随しがちな結果になってしまう。また、アイデアについての記述欄はあるが、

今回の公園整備そのものに対する自由記述も設けられていない。)。
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テニスコートは南公園がなくなると、岡崎市の北部（山の上）ばかりにしかなくなってしまうので、南部の利⽤者のた

めに残してほしい。プールサイドの利⽤してない⾯積が⼤きいので、そこを有効活⽤してはどうか。

岡崎市南部のテニスコートがなくなるのは反対。家族とテニスする場所がなくなる。プールサイドの有効活用など、敷

地内の再配置で残してほしい。

岡崎市南部にテニスコートがなくなってしまう。親子でテニスする場所をなくさないでほしい。プールサイドの広い面積を

有効活用して、残せないか。コート面数は維持または減らしても壁打ちできる場所を作ってほしい。

鞍ケ池を真似すれば良い。屋根付き芝生広場、噴⽔、屋内施設 etc。

⼦供だけでなく⾼齢者の散歩や軽運動も利⽤できるよう幅広い年齢層が利⽤できる施設としていただきたいと思い

ます。

⼦供達が⼩さい頃は、南公園の他に、豊⽥市の鞍ヶ池公園、モリコロパーク、安城市の堀内公園も利⽤していまし

た。⼿ぶらで⾏っても、安く 1⽇遊べるのが良かったです。南公園は半⽇で満⾜してしまっていた事を思うと、規模が

⼩さいのでしょうか。⼦供がいなくても利⽤できるように、カフェがあったり、産直市場や⼊浴施設、ランニングコースがあ

ったりしても良いのではないでしょうか。⽔遊び場はミストシャワーや噴⽔のような物で良いと思います。公園に⽔着を

⽤意して⾏くのは少し⼤掛かりです。⽔遊び場は年間を通して欲しいものではありませんので、他の場所に子供が遊

びやすい室内プールの設置をして欲しいです。⻄尾市のホワイトウェーブ、幸⽥町のハッピネスヒルのように年中使える

と嬉しいです。

ソロキャンなどの出来るキャンプ施設を作って欲しい。

BBQ はあればと思うが、近頃キャンプ用品の盗難が相次ぐ為キャンプでなく BBQ の方がいいと思う。だが、ゴミなどを

そのまま捨てたりする⼈がいる場合があり、南公園内にゴミが出る可能性も懸念できない為、検討お願いします。年

中遊べるものはあるが、夏の暑い時期に遊べる⽔場的なものがないのであっても良いのかなと思う。

・運動場を緑化し、駐⾞場化は少なめに。

・幼な子連れ、孫連れにもやさしい配慮。

・基本コンセプト「家族が笑顔・・・」に加え「子育て」を工夫して組み込んではどうでしょうか。

子供達が小さな頃には、毎週の様に訪れていました。池があり、四季折々のはなや、木々に囲まれ園内を散策する

のは、五感が磨かれら良い場所だったと思います。今は、なんでも便利になりすぎで、どこに⾏っても変わり映えしませ

ん。バーベキュー広場なども、あちこちにブームでふえており、敢えて、南公園内には必要ない様に思われます。衛生

⾯での管理は、もっとお⾦がかかるのでは︖南公園らしさは⼤切にした⽅が良いかも

南公園は数少ない憩いの場所だと思います。最低限の物を思いっきり充実させて、あとはそれをいかにずっと活用して

いくかを考えたらどうでしょう︖

幼い頃の懐かしい場所でもあります。再整備も嬉しいですが、少し寂しい気持ちもあります。交通広場やキノコの公

園、池の周りなど残してほしいです。

運動場、プール、テニスコートは季節、天候によって使用できない事多いので、室内施設や屋根付き広場（鞍の池

公園のような）を整備して欲しいです。

交通広場は私が小さな頃すごく好きだった施設で、小さな子どもにとってとても楽しく遊びながら学べる場だと思うの

で、ぜひアップデートして残してほしい。

岡崎は室内で遊べる施設が少ないと思うので導入をお願いします。
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バスケットコートやバスケットゴール、スケートボードのような、ストリート系のスポーツができる施設がほしいです。理由

は、周囲にあまりそのような設備が無く、ある公園に殺到してしまっているため。⼩学生の娘が使いたくても若者が占

領していて⼊り込めず、その点からも不⾜していると感じます。ただ、夜間など若者の溜まり場となる可能性もあると思

うので、騒音対策等は必要になるかとも思います。

プラネタリウムの設置。

幼児〜⼩学生

・⾃転⾞の練習ができるスペース、クローズドのコース。⾃分の⾃転⾞で⾛りたい。

・夏でも日陰がある散歩コース。ベビーカーで苦労しない道。何m と書いてあると意識して歩きそう。岡崎まめぽと紐

づいて欲しい。

・芝でこけてもケガをしにくい、熱くなりにくい広場。

・屋外に作るなら岐阜のオアシスパークのようなアスレチック。

・同上の川遊び。もしくはぎょぎょランドのような⽔遊び。管理費が⾼いなら不要。くらがりやわんパークに⾏く。

・全天候型の施設が欲しい。愛・地球博記念公演や鞍ケ池のように。⾬の⽇で遊ぶところがない。

・安城堀内公園にあるふわふわドームは欲しい。

・交通広場はセグウェイや電動スケーターみたいなもので遊べると楽しそう。屋内なら産業技術記念館のテクノサーキッ

トのようなものや VR や AR を使った施設があると魅⼒的。

・梅が咲く季節は 248 の渋滞がひどいのでパーク&ライドにするか⾃家⽤⾞以外なら乗り物タダとか。

・プールは近隣のスイミングスクールと連携できないか。外は暑すぎて熱中症が怖い。

・カフェや休憩スペースは⼦供が⾒えるような配置に、⾷事はデリバリーを使える導線にしてほしい。ただし半⽇で帰る

⼈が多いなら不要かも。

・高校生や大学生が休み期間や授業で出店、起業できる小さなワークスペース。

・カフェや BBQ スペースはサスティナブルなものを。

・ジェンダーレスのためのトイレや施設。

・トイレは広くきれいに作って欲しい。おむつ替えがしやすいように。イオンの 1F のトイレみたいに。

・フリーWi-Fi。

遊園地は安く、⼦供が幼児の時は毎週のように⾏ってました。しかし、中学、⾼校になった時に家族笑顔で積極的に

⾏くかというと⾏かない可能性が⾼い（私が⾼齢者として妻と⾏くくらい）と思うので、割り切って設計して欲しい。他

市と比べても乗り物の料⾦が安く、⾃然もあり広さもある魅⼒的な公園のため。

子どもがら遊びやすいプールを整備して欲しい。

楽しいウォーキングが出来る散歩道が欲しい。

・交通公園の充実。

・ゴーカートのコースを⻑くして、料⾦も⾼くする。

・DIY が出来る木工所的な施設、ツリーハウス。

・⾃然を感じられる林などは残して頂きたいが、少し薄暗いのが気になります。
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屋内遊戯施設はぜひ導入してください。太陽の城がなくなってから、雨の日に遊ぶ場所が岡崎にはありません。また支

援センターや各⽀所においても⼩学生は利⽤できないため、未満児と⼩学生を⼀緒に遊ばせることができません。結

果的に豊⽥の鞍が池、豊橋のココニコ、⻑久⼿のモリコロパークなど室内施設の充実している近隣の都市へ遊びに⾏

っているのが現状です。改⾰案はどれも魅⼒的なのでぜひ実現させてください。

・維持費がかかる無駄な箱物(記念館や歴史資料館的な物や明らかに利⽤者が少ないと予想できる物)や石像／

銅像は不要と考えます。

・トイレの整備や小さな子供が安心して来れる設備(おむつ交換や授乳、日除け出来るレストハウス)。

・BBQ場を作る場合は実施できる場所、アルコール販売、飲酒できる場所を明確に示して欲しい。

・駐⾞場は駐⾞スペースと⾞道は間隔が広く余裕がある物、駐⾞場内は歩道と⾞道を事故がないように分けて欲し

い。

・全天候型のイベント／プレイスペース(屋根付き)を設置して天気に左右されない定期的なイベントの開催。

・池などの水回りをきれいに浄化してほしい。

夜でも安心して散歩やランニングが出来る歩道の整備と照明。

気軽に宿泊出来るキャンプ場があればいいなと思う。

岡崎は⾬の時に遊ぶところがなさすぎるので、有料でもいいので、屋内施設あるいは屋根のある遊具の施設を作って

ほしいです。

雨天でも遊べる室内施設などとてもいいと思います。また、東公園も整備していただけると嬉しいです。

子育て時代は本当にお世話になった公園です。再整備案は素晴らしいと思います。ただ、災害時の避難場所でもあ

るので、そこを想定して更に整備すると良いのでは⁇多⼈数対応のトイレや、炊き出しも出来る設備、屋根付きの施

設も非常時にシートなどでテント状に出来るものに出来ないでしょうか⁇ 

現在、⽼若男⼥の⼤勢の⽅々が来られているので今後も、どの世代でも楽しく南公園に過ごせる場所であって欲し

いです。

コロナ禍を克服した象徴のような存在であって欲しいです。３密を思う存分に楽しめるような施設に。人との繋がり、

肌の温もりが感じられ、大きな歓声を上げて、笑顔が溢れる場所。

コロナ禍が始まる前の、当たり前の公園を取り戻してください。

全天候型施設は絶対に必要だと思う。岡崎市では雨の日に子供と遊べる場所がなさすぎる。

日陰が少ないので日陰を増やして欲しいです。屋根付きの休憩スペースや、自然の藤棚のようなものもいいと思いま

す。

岡崎市にバスケットボールゴールがある公園が少なすぎるので、バスケットボールができる環境を整備してほしい。

せっかく、交通公園があるのでカート場を広く使ってレースができるようになったら楽しいかもです。

・運動場の⼀部が駐⾞場として増設されるとのことですが⾞両で東⻄公園内移動できるとありがたいです。

・スターバックスの誘致は辞めてほしい。渋滞や駐⾞場が混み利⽤し難くなる。

・屋内遊戯場ですが多⽬的広場の屋根設置で代⽤可能と感じました。規模にもよりますが⼦供だけの利⽤では公

共性に疑問を感じます。維持費は利⽤料を取るなら問題無いと思います。

BBQやグランピングなどがあればさらに利⽤してみたいと思いました。
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八帖にバスケットコートやバーベキュースペースができ、乙川河川敷もテントスペース、スケートボードができるように改

修され、古い町で保守的だった岡崎市が前に進もうとしてるのが分かります。南公園という広大な面積を上手く使っ

て、次世代に適合した物を作れればと、切に願います。今の南公園は⼦供が⼩学生低学年までは利⽤しますが、

⾼学年以降になると利⽤しなくなるものかと思います。中学生以上になっても利⽤できるフットサルコートや、ボルダリ

ングなどできたらと思ってます。

運動場は残して欲しい。中、高校生がサッカーや野球をして遊ぶ場所は南公園運動場しかない。近くの公園は球遊

び禁止になっているので、キャッチボールをする場所さえなくなってしまう。安全のためにも小さい子供と中、高生の遊び

場の住み分けは必要。近くであれだけの広さの代替え地は⾒つからない。

全天候型プラレール広場 100㎡以上の広さが欲しい︕

⼦供が楽しめる施設なので、バーベキュー場は不要です。安価で楽しめる遊具を新しくしてほしいです。

是非進めてください!テニス場や野球場は⿓北等の他でやれば良いと思いますので、岡崎の未来を担うこどもたち向け

に特化した施設整備をするととともに、⺠間と連携して質の⾼いサービスを実現してください。

⼩さい⼦供対象の施設が多いが⼩学生⾼学年や中学生でも思いっきり体を動かせる施設や公園がほしい。

駐⾞場をもっと広くして欲しい。

・無料遊具の充実。

・アスレチック設備。

・屋内プール。

いい感じにしてください。

⼤きな滑り台、⼤きな遊具、アスレチックなど、こどもが無料で遊べる遊具を充実させて欲しいです。滞在時間が伸び

ると思うので、駐⾞場を⼗分に増やしてほしいです。

満⾞の⽇が多く⾏くかどうか迷ってしまう。駐⾞場がもう少しほしい。ベビーカーでも通りやすい道だと嬉しい。ベンチをも

う少し増やして欲しい。

地震、風災害やコロナ禍のような緊急事態に対して、今後公共の公園が備えるべき機能、施設についても、検討、

企画されてはいかがですか。

可能ならば商業施設を誘致して⾊々な施設を作ってもらえばよい。そうすればそこまでお⾦がかからないはず。

愛⽝家も多いので、ペットと楽しめる施設（テラス席のあるカフェやドッグラン、お散歩コース）ができたら利⽤したい。

・室内で遊べるところがあると嬉しい。

・遊具、ゴーカートはなくしてほしくない。

・今のチケットもそのまま使えるようにしてほしい。

・自分が子供の時に握りしめて遊んでたチケットと同じもので子供が遊べるのは本当に嬉しかった。

幸⽥にあるような市⺠プールがあれば良いと思います。

飲食に関してですが、個人的にはコンビニや売店等があった方がピクニック感覚でご飯を食べれる事ができて非日常

的な感覚が味わえて良いですが、ゴミの観点からするといろんな所にゴミが落ちてたり⾶んでったりしてしまうので、飲⾷

店のが良いのかなと思いました。例えば、落ちたゴミを集めてポイントをもらい、貯めたポイントで乗り物が 1回無料な

ど子供や大人も楽しめるようにしたらキレイな公園を維持できるのではないかと思いました。あと、松ぼっくり等も集めた

らおもしろいかも。飲食店を作るなら、飲食店でありながら多少売店も併用した方のが、子供の遊び道具やオムツ

等、持ち忘れのピンチも助かるのかなと思いました。

より良い公園に生まれ変わる事を願っています。
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南公園だけでなく、近隣の公園の統合管理拠点としての機能を持ってほしい。たとえば、グラウンドやバーベキューサイ

トの予約など、週末や祝日に応対してほしい。

傾斜のついた道や⻑い階段を少なくして欲しい。南公園の広さがそのままなら、⼦供が乗って喜びそうな園内巡回バ

スがあるといいと思う。

子どもたちがダンスなど発表できるステージなどあったらよい。

公園の東側の林を整備して、池と合わせて⾃然に親しみながら安⼼して散策、散歩が出来るようにする。

イベント、ライブが出来る会場があると便利。

⼩学校⾼学年〜⾼校生も遊べるような場所がよい。スケボーや BMX、アスレチックが出来る広場など。

遊園地は低料⾦で⼩さな⼦供が楽しめてとても良いのでこのまま残して欲しい。桜や梅を毎年楽しみにしている。な

るべく切らずに残して欲しい。⼦どもたちと楽しめるエリアと、⼤⼈が静かに散歩できるエリアの両⽅あると良い。

・⽇常的に多世代が気軽に利⽤できる。

・現存するプールやテニスコートは綺麗に再整備して残して欲しいです。

・豊田の鞍ヶ池公園のような、雨でも身体を動かして遊べる屋内施設が必要。岡崎市には現在どこにもないため。

・他市の公園にはある、ふわふわドームもあると良い。

樹木を充実してほしい。

子供がおもいっきり遊べる場所を提供してもらいたいです。近頃は、公園でボール遊びができないので、ただの広場も

あったらいいと思います。屋根付きの多目的広場はぜひお願いします。カフェ・飲食店ですが、犬同伴OK スペースが

あったり、テイクアウト出来るととてもうれしいですね。

真夏や真冬、⾬天時に遊びに⾏ける場所が少ないので、外で遊べない⽇に体を動かして遊べる場所が出来ると嬉し

いです。

交通広場の管理棟も⽼朽化しているので、⼤規模に建て替えて、カフェやレストランもそれに併設してはいかがでしょ

うか。カフェレストランが 248号沿いだと、南公園から⾏く際に駐⾞場内が動線にならないか⼼配です。
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あるといい施設

①ドッグラン

外から⼦供達がドッグランの様⼦が⾒れるようになっているといいなと思う。

②ママ友同士で集まれる場所

ママ友グループで利⽤できる場所がほしい。ママ友グループで集まる場所が少ない。⽀援センターや公園でいろんなマ

マと話すのもいいが、親しいママ達だけで話したい時もある。また、支援センターや公園などでママ友グループが居座る

と、グループじゃないママが気まずくなるので、ママ友グループで集まる場所と開けた場所は分かる必要があると思ってい

る。屋内遊戯施設の中に個室があるイメージです。

公園全体

日陰を多くして欲しい。屋根のある多目的広場は大賛成。また、屋根のないところに木陰になるような木も植えてほ

しい。木陰の下にポップアップテントやレジャーシートを敷いてお弁当を食べるイメージで。キッチンカーが来てほしい。屋

根のある多目的広場にもキッチンカーが乗り入れられるようにしてほしい。

交通広場

電⾞の野外展示を増やしてほしい。人気があるので増やしてもいいと思うのと、時々運転席の奪い合いが起きるた

め。

運動場は狭くして駐⾞場を充実させる。

大きな芝生広場が楽しい。

駐⾞場が何か所かあるといいです。また、針崎あたりの住宅街の公園と連動させ、それぞれの魅⼒が楽しめるコースも

いいです。サマーキャンプなど、子供を預けられるアウトドア託児などどうでしょうか。

外に出た孫が帰って来ると南公園に遊びにいきます。乗り物には何回も乗りとてもよろこびます。⽼朽化したのであれ

ば、観覧⾞や乗り物は同等なものを設置して欲しいです。園児や⼩学生中学年までが楽しめる程度の乗り物が有

ると親子で楽しめます。

また、柔らかいボールで遊べるような屋根付きの広場が有ると嬉しいです。そこには屋根だけで壁は不要です(オアシス

２１みたいな感じ)。東公園は動物園、南公園は遊園地で分けれたら孫達とたくさん遊べます。

障害者も健常者も一緒になって楽しめる皆んなが幸せに感じる公園を是非整備してください。また、野球場やテニス

コートなどの運動施設は河川敷など利⽤して南公園を児童や幼児が⼤きな屋根の下で遊べる広場を作ってくださ

い。

多目的広場が欲しい。ドッグランが欲しい。

天候に関係なく遊べる屋内アスレチックがあるとよい。鞍ヶ池公園のような場所が出来たらいい。

小動物を飼育、展示する。

駅南中央公園にあるようなクッション性のあるフロアのスペース等があるといいと思います。また、⽬が離せない⼦供を

連れて発券機で券を買うのは少し苦労しますが、子供の勉強にもなると思うので、発券機は残してスマホ決済の導

入やプリカを追加してもいいと思います。

アイデアではないですが、⼩さい⼦からお年寄りみんなが気軽に集まれる場所になるといいです。

広いじゃぶじゃぶ池ができるとすごく嬉しいです。幼児と児童が安全に楽しめるような⼯夫がされていると、⻑く通うこと

ができて良いと思います。
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世代や言語を越えて、みんなが楽しめる場所ならみんな集まると思う。熱中症や寒さへの対策も、点ではなく面でや

ってもらえれば安心。

駐⾞場が分散していて初めて利⽤する⼈がわかりづらいと思う。

乳児も楽しめる室内遊び場があるといいと思います。ヒーローショーなどのイベントがあるといいと思います。

乗り物 3歳も無料にしてほしい。

飲食店が入ると一日遊べて助かります。

単価が⾼いカフェや飲⾷店だと、家族連れは利⽤せず、お弁当持参になると思う。東公園みたいに安い売店で良い

と思う。売店を整備しても混雑を予想してお弁当持参家族も多いと思うのでお弁当を⾷べるスペースがあると良い。

・年齢別で分けられた遊具があるといいです。

・雨の日や暑い日でも遊べる室内遊び場があると嬉しいです。

・冷暖房が⾏き届いたトイレ、キッズトイレ、⾚ちゃんルームがあると助かります。

市内で唯一の遊園地だから，アトラクションを作って欲しい。

・熱中症対策で屋根がある新施設。

・外で歩いても暑くなりにくい素材の床。

・おむつの子でも遊べる施設。

・授乳、オムツ、ミルクの調乳ができる施設。

・年齢で分かれそうな感じの⽔遊び場。

・0〜5歳は浅くて⽔の流れが緩やかだったり、・6歳〜⾼学年までは流れが少し早めとか。・年齢で簡単に分けれた

ら危ないのもなくなり安心するから。

今のリーズナブルな使⽤料は、気軽にしようできる⼤事なポイントなので、値上げは慎重にお願いします。

基本学校がお休みの日に出かける遊び場があるといいなと思うので夏休みに通いたい 0歳から⼩学生低学年まで

楽しめる⽔遊び場が欲しいです。⾼学年になれば、⾊々⾃分で遊びに⾏けると思うので、親の付き添いが必要な 0

歳から 10歳ぐらいまでが遊べるにしてほしいです。

室内遊具や屋根付き広場も、ぜひ取り入れて欲しいです。雨の日の遊び場とっても助かります。

こどもか、何回も乗れるように、価格を下げたほうがよいと思う。 池がもっときれいだと、池にくる野鳥などの生き物を、

観察できてよい。(別の話ですが、東公園の池は、たまに異臭がするので、人が寄りついていない気がします。) 小さ

い子どもや、赤ちゃん用のトイレ、授乳室、屋根のある遊べる場所もほしい。

ベビーカーで散歩をすることが多いのですがガタガタの道が多くタイヤがはまってしまい⼦供が落ちそうになりました。散歩

コースは道路の整備をお願いしたいです。

・今あるプールを乳幼児から利⽤できるようにリニューアルして欲しい。乳幼児は籠⽥みたいな⽔遊び場、幼児は浅い

プール。兄弟で一人親だった場合に、近い場所に設置希望。冬はプールのところがスケートリンクになるように。昔、リ

ブラの前にあったような施設になって欲しい。

・人口芝生の上に大きい屋根がある施設が欲しい。豊田の鞍が池公園みたいな感じ。

・お子様弁当があるような売店が欲しい。

・それか、岡崎市には⽔族館がないから、ちっちゃくていいから無料⽔族館か、少し派⼿にして有料⽔族館が欲しい。

池で釣り堀ができたらいいなと思う。

カフェ・飲食店の運営時にはアレルギーの２８品目を対象に表示をしてほしいです。

低年齢が遊べる広場(ハイハイができる)。
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たくさんの種類の遊具をおくよりも、数を増やした⽅がたくさん遊べると思います。例えばブランコや、滑り台など。安全の

為、死角になるような場所は作らない方がいいと思います。

良く⽝の散歩で⾏かせてもらってます�みんなで良く話してますが、南公園にドッグランスペースがあれば本当に良いな

ぁって言ってます。カフェももし出来るなら犬も同伴、テラスなら OK とかにして頂ければまた人気になりそうです。ドッグラ

ンは無料じゃなくてもワンコイン 500円とかでも全然良いと思うので是非検討してもらいたいなと思います︕⼩さい頃

からこの南公園で遊ばせてもらってるので、盛り上げて⾏けたら良いと期待しています☆よろしくお願いします︕

1 子ども

市営プールは続けてほしいです。コロナで２年連続でお休みでとても残念でした。

２犬

岡崎市条例でノーリードはできないので、広場にドッグラン欲しいです。囲いがあれば。わんわん動物園で遊んでいま

すが、10 時から 5時までと日中しかなくて、夏は特に早朝や夜にも走り回れる施設がありがたいです。

３サイクリング

⾃転⾞⾞両乗⼊れ可能で作ってサイクリングコース欲しいです。

南公園はプールや遊具が⼩さな⼦向けなのでそれを充実して、もっとトランポリン︖の様な遊具や⼩さな噴⽔みたい

な遊具があれば楽しい場所になるのでは︖ボールプールやボルダリングみたいな室内遊具はあれば⾬の⽇も楽しい。

とにかく暑いので、休みながら遊べるようしてほしい。屋内遊戯場が少ないので、遊び場が限られるので、屋内のものを

増やして欲しい。

キャンプ。

⼀部の年代にしか利⽤し⾟い計画で残念です。２５M プールが切実に欲しいです︕今までのプールは古いものの、

泳ぐのに⼗分満⾜できる広さでした。⼩学⾼学年になれば、１⼈でも泳げるのもとてもよかったです。岡崎の北部の

⽅にはげんき館みたいな市⺠が使えるプールがありますが、南部からは遠く、⽇常的に使えません。健康的に過ごすた

めにもプールはとても重要です。南公園のプールがなくなるなら、南部に住む⼦も⾃転⾞で通えるような位置に市⺠プ

ールをつくってください。⽔遊びスペースは、⼩さい⼦しか使えず、⼩学⾼学年以上の⼦も楽しめるスペースが欲しいで

す。

テニスコートは減らさない様お願いします。

1 年ほど前近くに引っ越してきました。週に 2.3度は⼦供が⾏きたい︕というほど⼤好きな南公園。⾍探しをしたり鯉

に餌をあげたり遊具で遊んだり乗り物に乗ったり、、、と⾏くたびに⼤満⾜なのですが、⾬の⽇は全くといっていいほど楽

しめず、、、何もできません。公園だから仕方ないかと思いますが、、、ずっと家にいても私も子どももイライラ�

例えば散歩コースに⾬でも歩けるよう駐⾞場付近から⼀周屋根でもついていたら散歩やジョギングに使えるかなーと

思いました。また、⾬でも遊べる施設、⾬でも、寒くても楽しめる⼦どもの遊び場の充実に⼒を⼊れていただけると、近

所に住むものとしては、とても嬉しいです︕⼦どものストレスも、私のストレスも岡崎の⼦育て世代のストレスも絶対軽

減されると思います。

乳幼児⽤の遊具エリアや、万博記念公園(大阪府)にあるネットやトランポリン、柔らか滑り台のようなものあると⼩さ

い子どもでも安心して遊べると思います。今ある滑り台やブランコだけだと⼩学生がまざると乳幼児は遊ばせにくいで

す。
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⼥⼦⾼校生の中でネタですが、南公園は岡崎のディズニー︕︕と⾔って盛り上がっています。エモくてとても良いので

すが、ただ、いざ⾏こう︕となった時に何がある、︖︖となってしまいます。お洒落なカフェがあればより⾏きたくなると感

じました。それにテイクアウトも加えればなおさら良いと思います。

私は岡崎市⺠で⼩さい頃から南公園に通い詰めているので、より良くなって欲しいと思っています。

鞍ヶ池公園はお気に入りの施設のひとつなのでそのような施設が市内にできるのは嬉しいです。ただバーベキューの施

設はあまり必要ないかと(他の施設でも間に合っているので)それよりも今まで通り(それに近い)価格で遊園地で遊べ

るようにしてほしいなあと思います。篭田公園のような場所も好きなので同じような水遊び場ができるのも嬉しいです。

難しいと思うのですが、親 1人で複数の小さい子(特に全員未就学児)を連れて⾏きたい時になかなか乗り物に乗れ

なかったりするのでそういう状況の時に何か楽しめるものがもっとあればいいなあといつも思います。東公園とかはなんと

か⾏けますが乗り物系が少ないかと。

うちは 3人全員未就学児なのでワンオペの時は(ひと月の半分以上は主人が週末いないです)近所の小さな公園ば

かりになりがちなので、一日中遊べる施設が増えれば助かるなあと思います。

⽔遊びの施設の近くに簡易的でも良いので着替えスペースが欲しい。噴⽔でも⼦どもは全⾝濡れに⾏くので下着も

含めたお着替えが必要となる。たとえ幼児のお着替えでも盗撮される恐れはあるし、幼いうちからの性教育のためにも

オープンスペースで着替えてはいけないことを⾝につけたい。本格的な更⾐室があれば良いが、管理やスペースに課題

があるなら街中の喫煙スペースのようなついたてに囲われたもの、悪⽤される懸念があるなら⾼さ１メートルくらいで

も、設置いただけると嬉しい。

・ドッグランとカフェ。

・もう少し駐⾞場を広くして欲しい。

スケボーができるパークを作ってください︕

スケボーできる場所。

南公園のスポーツ施設は他市町村のように他へ集約すべき。岡崎市は⼦育て⽀援が不⼗分のため、重点すべき。

岡崎には⾬でも遊べる施設が少ないです。有料でもいいのでそういう施設が欲しいです。既存の⼦育て⽀援センター

は少し低年齢向きで 4歳以上の子供向きではありません。

取り敢えず、籠⽥公園のイベントの情報のインフォームが適当過ぎるので、⼀週間前までに⽇時タイムテーブル内容

などの詳細全て公表してください。中途半端な公表は税⾦の無駄なので要らないです。きちんとやるかやらないか、⾃

治体としてやる気あんのか無いのかはっきりしてください。南公園には⾦かけるな。公園整備の恩恵得られるのは近隣

住⺠だけだぞ。すぐ飽きるから。

公設プールは必要です。逆に公設の｢⾼品質な｣バーベキュー場はコンセプトと照らし合わせても必要なのでしょうか︖

みんなが驚くような公園をよろしくお願いします。

暑い、寒いに対応できる休憩スペース(カフェ)があれば良いと思います。

・ゴーカートの内側の、手で動かす乗り物が好きでした。そういう遊具も残して欲しいです。

・⼤⼈が梅林を⾒ながらゆっくり過ごせるような東屋とかあると良いです。

・梅林などを⾒ながらゆっくりできるカフェとかもあると良いです。

・プールも安くて良いですが、プールに⾏きたければ他の⺠間施設もあるので、プールにお⾦と⾯積をかけるなら、他の

アスレチックとかにして欲しいです。

小さい子どもが雨の日でも遊べる室内の遊び場があるといい。

スケートボード場の整備。
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非現実感がないので、しっかり敷地を囲うなどして、違う世界に居るような感覚にしてみたら。

低価格の遊園地は、継続し、⼦供たちが遊べる施設の充実をはかってほしい。また、駐⾞場が⾜りないため駐⾞場

を確保してほしい。具体的には、古いプールの取り壊し、テニスコートを撤去し敷地を有効利⽤する。⽴体駐⾞場を

整備する。

岡崎市内の公共施設では子供が室内で体を動かせるような場所がないので、鞍ヶ池公園のように室内で遊べる施

設があるといいと思う。

⼦どもの遊び場としての公園と⼤⼈が運動する公園が⼀緒にある意味があるのか︖利⽤者同⼠の交流がある訳で

も無く、共同で使える施設と⾔ったら、トイレぐらい︖基本コンセプトを家族が笑顔になれる公園とするなら、それに特

化した施設を整備して。

⼦供が室内で思いっきり遊べる場所がぜひほしいです︕楽しみにしています。

テニスコート、プールを潰してフラットな木陰のある広場にする。南側にバーベキュー場、食材はドミーと提携。指導者

を付けても。交通広場は必須、⼈気だし、交通教室にも利⽤可能。観覧⾞など維持に⼤⾦が必要な⼤きな機械

的なものはやめて、⼿作り感のあるアスレチックなどに変更。来場年齢層が広がってくる。そのあたりを⾒込んて、縮⼩

した売店に契約ファストフードの販売もいい。

⼩さい頃祖⺟と来るのが楽しみだった場所です。売店の紙⾶⾏機⾶ばしたり動物を⾒たりしました。あくまで客層は

小さな子供をターゲットとし、思い出を作れる場所がいいと思います。

本格的なアスレチックや（屋内）レジャープール（波、流⽔、スライダー等）を求めて市外に⾏くことが多々ある。岡

崎市には過去には康生や矢作にレジャープール（総合運動公園には 50mプール）もあったが、どんどん無くなって

いる。⼦供はプール⼤好きなのに、プールらしいプールはげんき館だけで、⼦どもも利⽤しづらい。ぜひ市内に本格的な

アスレチックとレジャープールを整備してください。

⼦どもがのびのびと遊べ、家族で１⽇過ごせる施設にしてほしいと思います。利⽤頻度の低いテニスコートや運動場

は⿓北があるので南公園には不要です。南公園は⼦ども、家族連れのための施設として、周辺の市町の⼦どもたち

も⾏きたいと思えるようなワクワクする施設にしてほしいです。

子供向けには遊び方が限定的な遊具よりも、いろんな使い方ができ全⾝運動できる遊具が良い。⼩さな遊具や器

具があって、⼩さな⼦供とお年寄りそれぞれが点在して利⽤できると良いと思う。・札幌⼤通公園の鯨の森のような公

園がいい。そこにある巨大な白い坂なども、全身を使って遊べて凄くいい。また、夏場に熱くならない遊具、屋外で涼

しく 4.5 人くらいで話せる東家や藤棚やベンチ、ストレッチや簡単な筋トレのできる健康器具（中国の公園のよう

な）、四季で楽しめる花が咲く樹木などが望ましい。

クラウドファンディングを利⽤するのも⼀考。中途半端なプールであれば継続するより廃⽌し新たな施設を採⽤すべ

き。

・スケートボード用の施設を検討。

・クライミングのできる施設を検討。

・パターゴルフのできる施設を検討。

今の市⺠が毎週⼟⽇に、お⾦に負担なく連れていける公園がいい。

他の公園のいいとこどり。動物、城、⼑、恐⻯、タワー、毎⽇⼤道芸、冨⼠塚、菖蒲園、バラ園、⼀⽇で⾒きれないく

らいに、てんこ盛りにまた、こさせるように。
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1 岡崎駅からの道のり(周辺地域の活性化)を考慮した起爆施設の配置。森を生かしたプロモーションで単体だけで

人を呼び込むことが出来るカフェや店の集合体エリアの整備。浜松市のぬくもりの森や高浜市のけやきの杜など。

2 施設への愛着や宣伝として、各保育園への公用バスの優遇措置や個別予算の確保。

3 市外からの来場や駐⾞場対策として、⼟⽇曜⽇の駅からのシャトルバスの導⼊。

⼤規模災害時の拠点として、仮設住宅（トレーラーハウス）などが搬⼊できるスペースや給排⽔が可能な設備の設

置も検討されてはどうでしょうか︖

⼦供に特化し過ぎて欲しくない。コロナ禍でより公園利⽤の多様性も求められています、現役世代や⾼齢者にとって

も憩いの場であって頂きたい。

全体的に綺麗にして欲しい。

雨でも子どもと遊べる施設が欲しい。

プールをきれいにしてほしい。

オリンピックで、スケートボードが注⽬されましたが、練習場所が無いと⾔われています。⼩学生から中学生くらいが利

⽤できるスケートボードランプを作り、それとともに、市中で乗らないように、マナーを教える教育の場になると良いと思い

ます。そして、岡崎から、オリンピック選⼿を出しましょう︕

再整備に当たっては、⼀般的に⺠間が運営している施設（遊園地、プール、バーベキュー場など）との差別化が図

れている必要がある ⺠間にある物と同じ施設を⾏政が⽤意する必要はなく、⺠間の施設と異なったコンセプトである

ことをしっかりさせ、利⽤者が⾃⾝のニーズにあわせ公共施設、⺠間施設を選択し利⽤すべき。

○低料⾦の乗り物は、残して欲しい。⼦供が⼩さい頃は、とても助かりました。

○自然の中のアスレチック ⼦供達が好きだったから。⽊陰があると良い感じ。

○売店は必須。東公園の売店は必ず利⽤してます。

○カフェがあると嬉しい。⼦供達が⼤きくなると、季節の花々を楽しみに⾏ったり、散歩に出かけるので、休憩できるカ

フェがあると嬉しい。

交通広場も⼤胆にリニューアルし、市内のあらゆる年齢層が交通安全教育を⾏える場所として欲しい。

コンビニは利⽤されやすいが、売店は利⽤が少ないと感じる。

南公園は、⼩さなお⼦さんを連れた若いご夫婦がよく利⽤をしているかと思います。これからは、プラスお孫さんと共に

ご年配の⽅々が、利⽤できる施設となってほしいと思っています。とにかく安全で、視覚や危険がないバリアフリーな公

園をお願いします。

現在と同様に⼦ども（⼦育て）に特化した公園とすべきと考えます。同じ境遇の者同⼠であれば、お互いの理解も

あり、安⼼して遊ばせられ、協調性も育めます。活発な⻘年以上と混合することは、⼦供にとっては恐怖であり、萎縮

してしまいます。また、⾒ている親も⼼配にななります。これは⻘年以上の⼤きい⼦たちを否定したり除外したい意味

ではなく、年齢に応じた施設をまとめることで、お互いがのびのびと楽しめるようになると思うからです。

また、現在各所にある公園はボール遊び等の広い空間で遊ぶことに対して制約がありすぎます。家族連れが好きな

時間に来て自由に楽しめる広場があるとよいです。現在の南公園のグラウンドは基本予約制で、休日ともなれば大

人たちが本気の草野球をしており、とてもボール遊びなどできません。だからといって、代わりとなる広場もないかと思い

ます。すなわち、野球場は別の箇所へ移転して、広い芝生広場でも作ってはいかがでしょか。

名城公園トナリノみたいにおしゃれで、わざわざ他の市からでも⾏きたくなるような施設がほしいです。本格的なアスレ

チック遊具が欲しいです。岡崎にはないので。

楽しい公園。
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幼児、中高生、大人まで幅広く使えるプールがあるといい。

近隣市町の市営プールに⽐べ劣る。料⾦は上がっていいので、プールのグレードアップを。

⼦供たちが⼩さい頃は何度も遊びに⾏く所でした。どんな⾵になるとしても、ワンパークみたいに使⽤できない遊具とか

でないとイイなぁと思います。

・アスレチック、身体を使うアトラクション。

・横浜の、実寸大のガンダムの様に、インパクトのあるもの。

室内で人工芝などで赤ちゃんも楽しめる施設があるといいな。

・プールは、今の数⼗円の破格の価格設定では採算がとれないのでは。無理してプールを再建しなくてもよいと思うの

で、噴⽔などの安全な遊具とする案は、良いと思います。

・梅園を良い感じに活⽤してほしいです。場所があれば桜やダリアなど、新たなお花⾒スポットを増やしても良いので

は。

・多目的広場が演奏会やミニコンサートができる施設にし、貸出できるようにする。

・幼児や⼩学生を持つ家族や⾼齢者を対象だけでなく、幅広い世代に利⽤できるような遊戯施設の内容にする。

家族で楽しめる施設にしてほしい。

・パネルは良い案であるが、休める場所（ベンチなり屋内なり）が欲しい。個⼈的視点かもしれないが、本市には児

童向け的な機能施設はだいぶ拡充されてきてはいるが、乳幼児向けは少ないように思える。特に屋内施設、雨天時

に⾏く場所は︖と考えるとなかなかない。そういった受け⽫があれば良いかなと考える。

・熱中症対策等、気候対策ができるようにしてほしい。アサガオによる視覚効果による暑さ対策は、あまり賛同しな

い。

・ジップラインや自然をとりあげるならば、木材の多用を願う。川上（額田）から、川下（南公園）までの連続性を

反映されてはいかがか。

雨の日に子供を遊びに連れていける場所になるとありがたいです。

キッチンカーもたくさん入れるような設備の整備。

それなりの歴史を刻んでいる公園なので、今の雰囲気を壊すことなく、利便性が向上すればそれで良いと思う。奇をて

らうような施設は不要である。

家族が笑顔になれる公園と対象を限定しないほうがよい。⼈が笑顔になれればよいと思う。近隣の施設を参考にす

るのはよいが、差をつけてほしい。例えば、知育に役⽴つような⼯夫もあり（⾃然の中で遊べるだけでなく、伝統⼯芸

でも良いし）、ＳＤＧｓにつながっていくような体験ができるようにもしてほしい。

⽔を利⽤した遊び場。⽔かけをしたり親⼦でガッハッハ︕︕と笑いながら楽しめるところ。その後のシャワーや更⾐室も

（プールと共用でも）あるとよい。

交通公園を交通に特化した体験が出来る施設に出来ると良いと思います。

現状で良い。

プール以外は現状を変える必要はない。

プール以外は変えなくてよい。

グランドゴルフができる運動場は残して欲しい。

グランドゴルフができるように。

グラウンドはそのままで残してほしい。

南公園にグラウンドを残してほしい。⽼⼈の遊び場を残してください。
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グランドゴルフが今までのように利⽤出来るように願いたい。

遊具や施設が安価で楽しめるのは魅⼒であったが、外部に委託すると⽴派になっても利⽤料が⾼くなるのでは。年配

者にも楽しめる場を奪わないで欲しい。池の工事に費用がかかったであろうに無駄な事をしたと思う。ボート乗り場とし

て活用してはどうか。

南公園は岡崎でも唯⼀の遊園地です。⾃然を楽しむ事の公園にして下さい。⽼⼈も楽しめるグランドゴルフ施設にし

てほしいです。

グランドゴルフ、テニスコートは残して欲しい。

南公園は運動公園と思っている。運動が出来る施設があると良い。

現在 2個ある池を 1個にして小さい 2〜3 人乗る乗り物を作り浮かべて集客することを提案します。

今まで通り球技⼤会が出来る、グラウンド付きの公園にしてほしい。年寄りの楽しめる公園が良い。年寄りを⾒捨て

ないで下さいお願いします。

市⺠のための公園を低コストで現状を維持管理すべき。コロナにより収⽀が苦しい時代に⼤規模・外部委託型の再

整備をすべきでない。

（問題点）

・事実が正しくない→予約がとれない状況にありながら、テニスコート利⽤者が少ないとは統計が正しくない。

・ニーズ調査→154票で岡崎市⺠の⽅としているのは論外。こうした内容の再整備計画が現状の問題点を考えに

進んでしまっている市政に問題。

今のままでも良い。

テニスコートをなくさないでください。

今のままでも十分だと思います。

テニスコートの再整備、現場所で。

テニスコートを無くさない様にして下さい。

テニスコートをぜひ残してください。

何でも子供向けばかりにせずに皆が使える施設がいいです。

岡崎市はテニスコートの数が少ないので、ぜひ残してほしい。

テニスコートを新しくして欲しい。

現状で充分です。自然の中で運動ができたり、遊べるのは最高です。テニスコートは必要です。

テニスコートぜひ残して欲しい。

中央総合公園、東公園との差別化を図るために、水をコンセプトにした公園があってもいいのではと思います。水遊び

を通して、⽔素エンジンなど科学的な知識にふれ合える場もあってもよいのではとも思います。

海南こどもの国にある砂場遊具は楽しいと思う。子供がワクワクする遊具の充実が大事です。企画する人が育児した

事がないと分からないと思うので、人選も大事。

キャンプ場の整備設置をしてほしい。それに伴う、炊事場、テントサイト、キャンプファイヤーができる場所。

交通広場をもっと魅⼒的なものに︕交通安全に関して学べるストーリー性が欲しい︕

プールのところを水遊びができる場所にして欲しい。豊川市のぎょぎょらんどのような浅い池のような水遊び場や、噴水

のように水が地面から出て遊べるような感じがいいと思う。
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展示パネルの案が素晴らしいと思います。カフェはバリアフリーにして、障害者の方が働ける場所になるといいなと思い

ます。作業所の手作り品の販売なども期待します。温暖化対策で、大きな屋根がある遊び場や、室内遊戯場などが

あると嬉しいです。ボールプールより、カプラの方が他と差別化が図れていいと思います。リニューアル楽しみにしていま

す。

市⺠プールの営業再開を希望します。


