
（仮称）瑞穂市大月運動公園整備事業の見直しについての意見募集結果について 

 

（仮称）瑞穂市大月運動公園整備事業の見直しに

ついて、平成２６年７月７日から８月５日までの

期間、直接提出・電子メール・郵送・ファックス

を通じて、広く市民の皆様からご意見の募集を行

いましたところ、９９件（募集要件を満たすもの）

のご意見をいただきました。いただいたご意見の

うち８３件は整備内容について、１６件は整備事

業に反対するものでした。 

主な意見は次のとおりです。 

                              ※( )は件数 

(1) 整備のあり方についての主な意見 

① 子どもが遊べる大小の遊具があり、木々や四季

の花が溢れる自然豊かな場所にする。(15) 

② 子どもから高齢者が集い、憩いの場や交流の場

とすることができる。(14) 

③ スポーツに親しんだり、健康増進を図ったりす

ることができる。(13) 

④ 瑞穂市の文化や産業に関する文化施設とする。

(9) 

⑤ 競技スポーツや大会の開催ができる。(7) 

⑥ 災害時に避難場所として活用できる。(7) 

その他(36) 

 

(2) 整備内容についての主な意見 

① 公園(30)  

② 競技場(24) 

③ 屋内施設(18) 

④ グラウンド(14) 

⑤ プール(10) 

⑥ 総合体育館(9) 

⑦ 文化施設(8) 

⑧ 下水処理施設(5) 

その他(6) 

 

 

 

 

①事業内容

への意見 

83件 

②整備事業

に反対    

16件 
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(3) 整備に反対の主な意見 

① 優先すべき課題は他にあり、税金を有効に活用すべきで

ある。(7) 

② 陸上競技場は必要ない。(3) 

③ 無駄な施設は必要ない。(3) 

④ 体育施設は他にもあるので運動公園は必要ない。(2) 

その他(3)  

 

 

 

今回ご意見をお寄せいただきました多くの方々のご協力に厚く御礼申し上げます。 

いただきました意見を参考にして、今後は市として整備事業案を作成いたします。案ができましたら再

度皆様にご意見の募集をさせていただく予定です。 

 いただいたご意見は別紙のとおりです。なお、とりまとめの都合上、要約させていただいております。

※すべて常体で表記させていただきましたのでご了承願います。 

 

 

 

 

提出された意見 

○整備内容意見 

  いただいたご意見（要約文） 
 

 

 

 

1 

○第１次総合計画後期の他の事業と比較して費用が大きすぎるので、まずはグラウンドとして 

利用し、管理棟は半分くらいで始めて、後年に増設してはどうか。 

○平野部で田園を中心としたまちであるので、木々の茂った長良公園のような公園がほしい。 

○十九条、本田地区の下水道事業を前倒しするため、下水処理施設の増設はできないか。 

2 

○公共施設運営も安定した事業経営をすべきで、税金を投入せず保有する施設に価値をつ 

ける発想が大事である。スポーツ施設は維持管理に莫大な金額発生が予想されるため、産業

歴史館と併せて学習農園の創設及び直売所を開設してはどうか。 

 3 

○費用のかからない施設を年月をかけて段階的に整備し、維持管理費が軽微で、なおかつ

多くの住民が利用できる施設とする。 

○市民グラウンドゴルフ大会が可能であるグラウンド。 

○散歩、ランニングコースを併設した都市型農園として、野菜作り講習会や農機具の貸与な

どのサポートなどがあるレンタル農園と直売所などを１０年かけて段階的に整備していく。 

4 

○陸上競技に一生懸命に練習に励む子の姿を見ると今の環境は残念。テニスやサッカーな

どは他に場所があるので、手軽に利用できる陸上競技場で大垣の浅中競技場のようなグラ

ウンド。 
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5 

○下水道処理施設を新設し、その上に各務原市の県営処理場や安八町の百梅園ような市

民が憩える機能も備えた場所とする。中山道等を活かし、天理市の山の辺の道トレイルセンタ

ーのような観光情報施設を併設する。 

6 
○誰もが手軽に利用できる施設で、愛知県春日井市にあるような屋内流水プールや小牧市

の屋内で波の出るプール。 

7 
○一般市民を対象とした次世代を担う子どもたちのためになる施設が望ましく、近隣市町に

はあり瑞穂市に無いプールをお願いしたい。 

8 
○瑞穂市には大木、巨木が少ないので、人の心を安らかにさせる大きな木を主体とした岐阜

市の長良公園のような公園を作ってもらいたい。 

9 
○親子とお年寄りが楽しく「憩える」公園にする。その中には、遊具やバーベキュー施設、ミニ

プールがあり、健康増進のための軽スポーツができる施設もあるとよい。 

10 

○西地域には各小学校区に運動広場があり、これ以上の広大な運動場は必要はない。それ

よりも小高い丘や池があり、森林浴を楽しみながら散策し健康維持のできる芝生公園があると

よい。これにより医療費の軽減にもなる。 

11 
○税金が足りない時代であり、無駄な建築施設を作らず、雑草が生えない程度の芝生広場と

して活用してほしい。 

12 
○市民の代表である議員の意見が市民に反対される事になったことは大変残念である。高

齢者、障がい者、生活保護者の方々が働くことのできる場として活用してほしい。 

13 
○巣南地区の自然を活かし、いつでもみんなで楽しく集える緑の自然ゾーン・遊びのゾーン・

運動ゾーンを持った市民公園と運動施設を望む。 

 

14 

○瑞穂市の大きな課題である下水処理場の建設が全く進んでいない。第１次総合計画に基

づいた大月運動公園整備であると思うが、各務原市のように下水処理場の上に運動公園を

作れば一石二鳥である。 

15 ○本巣市の浅木公園のような子どもが遊べる遊具のある公園。 

16 
○維持管理費が大きすぎる陸上競技場は不要である。高齢者が増えるので、グラウンドゴル

フなどができる屋根付き運動広場があればよい。 

17 ○長護寺川を活かした公園。 

18 ○２／３を下水処理場として、その上に芝生の競技場を整備し、残りに総合体育館を整備。 

19 

○瑞穂市には、グラウンドを備えた広場はあるが、大型遊具や芝生など誰でも利用でき、小さ

な子どものいる家族が利用できる施設はない。岐阜市の長良公園や、各務原市の河川環境

楽園、大垣城公園のような安全に水遊びができお弁当を食べられるような芝生があり、散策コ

ースのある緑地公園に、スポーツや市民講座ができるクラブハウスがあるとよい。 

20 
○計画から長年放置されており、スポーツをする者としては悲しく思う。天然芝の競技場やウ

ォーキングコースなど市民が集える運動施設の早期実現を望む。 

21 

○ハブ機能を持ったバスターミナル。 

○陸上トラック。（陸上競技大会以外に利用） 

○住民投票で運動公園建設の適否を運動の好き嫌いという私的感情に刷り替えず、英知を

集結させてこの運動公園が住民の健康確保につながるようにしてほしい。 



22 

○瑞穂市大月運動公園整備には反対しないが、市としての意見がないので私個人としては

見直し案は出せない。運動公園なのか公園なのか、完成後の維持管理費の軽減案など具体

例があれば出すことができる。頑張って整備を進めてもらいたい。 

23 

○民営の老人ホームは入所できない方もおられるので市営のものがあるとよい。 

○親の亡き後の生活する場としてグループホーム及びケアホームがほしい。 

○障がい者・老人が互いに助け合って生活できる共同住宅。 

24 
○市民が利用しやすい自然豊かな芝生の公園で、その中にバーベキューテラスやイベントの

できるドームがあるとよい。 

25 

○高齢者が集えて話ができ、体を動かせる場所ができるとよい。グラウンドの外周には、季節

を楽しめる草花・樹木がある屋根付きウォーキングコースや簡単な筋力トレーニングが出来る

スペースがあるとよい。 

26 
○子どもから高齢者まで幅広く健康維持ができ、安心して通うことのできるスタジオ施設を希

望する。 

27 

○大月運動公園整備には大賛成。近くには MAG ロードが通るなど、周辺道路が整備され活

性化が見込まれることを踏まえ、瑞穂市民のみならず他地域から注目され利用できる施設を

望む。たとえば、水遊びができる小川や噴水が整備された芝生公園に、歩行プールやサー

キットトレーニング場などの運動設備のある建物を併設。 

28 ○８レーンある陸上グラウンドと屋根付きサッカー場と広い駐車場。 

29 
○瑞穂市には無い屋根付きサッカー場。進めるにあたっては意見を聞いて、強引に進めるこ

とのないように。 

 30 ○水はけの良いグラウンドと人工芝のフットサル場。 

31 
○陸上競技場や人工芝サッカー場、屋根付きフットサル場があるとよい。総合体育館や総合

病院等まだまだ足りないものはあるが、一つずつ進めていってもらいたい。 

32 

○スポーツをしている子の親としては整った施設はとても魅力的。学校等の環境整備を望む声

も多く、反対の署名活動が活発で白紙になったと思うが、立派なものでなくていいので雨天で

もサッカーができる施設があるとよい。 

 

33 

○「県大会を是非、瑞穂市で！」と言われるような施設を整備すべき。 

○近隣には公認の陸上競技場があることや、競技人口などを考えると天然芝のサッカー場を

メインとし、グラウンドゴルフなどの軽スポーツもできる競技場で、災害時には避難所としても

利用できるもの。 

34 
○屋根付きスタンドと夜間照明がある天然芝の競技場をメインとし、屋根付きフットサル場もあ

るとよい。 

 

35 ○スポーツのためだけに利用するものでなく、避難所にもなるグラウンド。 

36 

○全世代が利用できる場所にしてもらいたい。巣南地区には大きな公園がないので、小さな

子どもたちが安心して利用できる遊具と木陰があり水遊びもできたり、高齢者が健康づくりが

できたりするウォーキングゾーンのある公園とする。さらにバーベキューが出来る施設があると

よい。 



37 
○小さな子どもたちを連れてゆっくり遊ぶことのできるところがよい。遊具や水遊びのできる小

川、木陰のあるベンチ、さらにバーベキューができる施設もあるとよい。 

38 ○広くて鏡のついた体育館で子どもにチアダンスをやらせてあげたい。 

39 ○加圧トレーニングなどができる屋内運動室。 

40 
○鏡のあるホールや談話室、シャワールームなどを備えた施設と、夜間でも安心して歩ける

遊歩道。 

41 

○前回の案は何がダメだったのかわからない。子どもたちのためにスポーツができる環境づく

りとしてトラック、芝、管理棟がある施設ではなぜダメなのか。作るのは１回。多少予算的に無

理があっても思いきったことを望む。市民が集まって癒される場所を希望する。 

42 

○老若男女が集まり健康に関心を持ち健康づくりができる場所を望む。自由に遊ぶことがで

きたりお弁当を食べたりすることができる芝生広場や雨天でも運動できる室内運動施設。さら

にアスレチックなどもあるとよい。 

43 

○幅広い年齢層の方々がスポーツや遊びに利用できる施設を期待する。 

○瑞穂市にはないロッククライミングや軽スポーツが無料でできる体育施設やウォーキングコー

ス。 

○水遊びができる小川や芝生広場のある、長良公園や養老公園のようなファミリー向けの公

園。 

44 

○高齢者になっても元気に過ごすために運動することはとても大切であり、そのためにも身近

にスポーツができる場所を希望する。 

○ダンススタジオとシャワールームやサロンが併設された施設、雨天時にもサッカーやゲート

ボール等ができる屋根付きコート、軽スポーツができる芝生広場。 

45 

○公園は沢山あるので、公園の機能より、サッカー場や音響の整ったダンススタジオ、相撲場

などのスポーツ施設ができるとよい。また、子どもたちがのびのびと自由に遊べる広場もあると

よい。 

46 

○市の公園等計画にあるように、シンボルとなるような大きな木を中心とした緑の公園。子ども

も老人も使える健康遊具、屋根付きの東屋の大きめのものがあるとよい。 

○特定の団体、スポーツ種目の施設は作るべきでない。クラブハウスも不要である。 

47 

○老若男女が集える場所にしてほしい。市民が格安で利用できる夜間照明付のテニスコート

やサッカー場があり、ジョギングもできる運動公園の整備。その中にスポーツジムやシャワー

室があるとよい。 

 48 

○緑深く豊かな中で人としての情感を育てる場として、子どもから高齢者までが憩うことのでき

る施設。シンボルとなる大きな木を中心に大型遊具、水遊びができる小川、お弁当を食べら

れるような芝生広場、散策コースのある緑地公園。 

49 ○木々が生い茂り、セントラルパークのようなランニングも出来る緑地公園。 

50 
○四季を感じる遊歩道があり、すべての人に親しまれる緑豊かな緑地公園に災害時にも対応

できる施設を併設するとよい。 



51 

○スポーツ施設建設は反対。瑞穂市を魅力的なまちにし、市外からの集客を増やすことによ

り活性化を図るべき。たとえば、工芸等の制作体験や、地産農産物の販売ができるような道の

駅の整備を提案する。また、歴史的遺産を外部へ発信することにより全国から注目されるよう

な市を目指すべきである。もう少しリサイクル推進の町として取り組んでほしい。 

52 
○安八町の百梅園のような季節を楽しめる草花・樹木のある公園にオリジナル性の高い吹き

ガラス・柿渋染め等の体験ができる文化施設を併設。 

53 
○隣に図書館があることもあり、陶芸やガラス工房などの文化施設の集合棟を整備。 

○子どもたちが安全に過ごせる子育て関連施設の整備。 

54 
○多目的に使えるホールやグラウンドに、プールやアスレチック、バスケットコートのある施

設。 

55 ○トレーニングジムのある総合体育館や、無料の市民プールや大きな遊具のある公園。 

56 

○総合体育館。 

○市民プール。 

○屋根付きグラウンド。 

○何も整備しない土地ならば売却。 

57 

○幼児から高齢者まで市民が健康維持・交流に利用でき、整備予定地近隣公共施設と総合

的に利用できる多目的施設。 

○維持管理費を軽減するために人工芝グラウンドとする。 

○災害時には避難所として活用できる。 

58 

○ナイター設備のある屋根付きのサッカー場。 

○野外活動のできる施設（宿泊・バーベキュー）。 

○市民プール。 

○テニスコート。 

○陸上競技場。 

○フットサルコート。 

○木陰やアスレッチック、噴水のある芝生広場。 

59 ○市民プール。  

60 
○瑞穂市はスポーツに対して消極的なイメージがある。グラウンドと体育館が併設された総合

運動施設に、予算的に難しいかもしれないが宿泊研修施設もあるとよい。 

 

61 ○冷暖房完備された武道場と多目的に使える競技場。 

62 ○市民球場。 

63 

○防災に強く避難所として収容がしっかりできる総合体育館。 

○鍵管理されていない誰もが気軽に利用できる公園。 

○ナイター設備のある人工芝サッカー場。 

64 
○体育館、スポーツジム、プールなどがある総合運動施設。 

○遊具があり、水遊びができる公園。 



65 

○スケート場。 

○陸上競技もできる総合スポーツ施設。 

○子どもも高齢者も楽しめる大きな公園。 

66 

○武道場。 

○屋内市民プール。 

○子どもから高齢者まで使用できる多目的施設。 

67 
○総合体育館。 

○災害時には避難所として活用できる。 

68 ○子どもたちの将来のためにも県大会が開催できる総合体育館。 

69 ○ジム付き室内市民プール。 

70 

○子ども達が夢と希望をいだけるよう全国レベルのチームを招くことができる山県市総合体育

館のような総合体育館。 

○災害時には避難所として活用できる。 

71 ○無料で利用できる卓球場とグラウンドゴルフができる場所。 

72 
○合宿や大きな大会を開催できる相撲場にクラブハウスを併設する。 

○健全な体力と精神を持って生涯スポーツを楽しむことができる施設の実現を願う。 

73 
○瑞穂市には土俵がなく、マットだと汗で足がとられ練習に支障がでるので土俵があるとよ

い。 

74 
○近隣と同等の土俵で、のびのびと相撲ができる環境でのびのびと練習できる相撲場を作っ

てもらいたい。 

75 

○他のスポーツ施設はすでに整備されており、特色ある設備のある公園にすることが地域の

活性化につながる。特色あるスポーツとして、わんぱく相撲が開催されるなど何年も前から相

撲が盛んである。土俵がないので是非つくってほしい。 

76 

○スポーツ人口や健康体力づくり人口の増加により体育施設（体育館）の絶対数が不足して

おり、スポーツをする場所がない。スポーツ振興や活性化を図るためにも公式試合の出来る

総合体育館を願う。 

 

77 
○他市に羨ましがられる運動公園の整備を望む。直線１００ｍ７レーンのあるグラウンドと周囲

に高齢者や車椅子のかたも散歩できる遊歩道を備えた運動公園。 

78 ○瑞穂市をアピールできる貴重な施設であるガラス工房が入った文化施設。 

79 
○大小の遊具や水遊びができるような小川があり、芝生広場や散策コースもある長良公園の

ような公園。 

80 
○陶芸・ガラス・パン・クッキーの工房に、そこでできあがった物を売る直売所を併設し、それ

ぞれを繋ぐ散策路のある道の駅のような施設。 

81 
○誰もが気軽に訪れることができ、健康増進を図り、中山道を学ぶことができる散策路がある

公園。 

82 
○技術的な問題や経済的な問題は分からないが下水処理施設に全世代が楽しく過ごせる

公園を設ける。施設はあまり欲張らず、将来の維持管理費が少なく済むことを望む。 



83 

○陶芸・ガラス等の工房やギャラリーがあり、そこでできあがった物や地産農産物を売る直売

所や喫茶室がある道の駅。施設の中には遊具があり親子が集うことができ、また高齢者のか

たも交流ができる場があるとよい。 

 

 
○整備事業反対意見 

  いただいたご意見（要約文） 

 

1 ○皆さん反対のよう。 

2 ○大月公園整備事業に反対。 

3 

○まだ陸上競技場を作るのか。多目的広場の整備は税金を投じてまで作る必要があるのか。

無駄なハコモノは不要である。消費税も上がって生活が苦しくなっているのでよく考えてほし

い。 

4 
○「（仮称）瑞穂市大月運動公園整備事業」に反対。何故これほどの陸上競技場が必要なの

かわからない。維持管理費についても計画案に盛り込むべきである。 

5 
○なぜ陸上競技場にこだわるのか。子どもたちに負債を残すような、瑞穂市に不相応な陸上

競技場は要らない。 

6 

○瑞穂市において地域住民が利用できる公園施設は十分とはいえないが、スポーツ施設を

完備した大型の公園については最近整備された生津スポーツ広場があるので不要である。

どれだけの人が必要とし利用するのか。住民の必要性を考えると多額の税金で早急かつ強

引に建設しようとしているのか全く意味が分からない。仮に意見を求めるのであればスポーツ

施設に代わる税金の有効利用を求めるべきである。例えば、少子化対策として、保育料の無

償化などに税金を有効利用してはどうか。 

7 

○生津の運動場、穂積北中の北グラウンドも殆ど利用されていない状況でこれ以上の運動

公園は必要なし。財源を、今求められる市民サービス、例えば社会福祉・医療・教育サービス

に優先的に使用すべきである。 

 

8 
○運動公園を整備する前にやらねばならない事が山とあるはず。他の運動公園の使用方法

を考えればよい。税金の使い方を間違われては迷惑である。 

9 

○大月運動公園建設断固反対。 

○保育所、幼稚園、小中学校建設など優先課題が他に多くある。 

○企業誘致など、瑞穂市の財政を豊かにすることが先決。 

10 
○将来にわたってこの整備に必要性を感じない。もっと少子高齢化対策を考えてもらいた

い。 

11 
○大月に運動公園が整備されたとして、何人集まるのか。団体だけが利用するなら税金でな

く、自前で整備される方法を検討されたい。 

12 ○運動公園をつくるより、市内に特別養護老人ホームの建設を希望する。 

13 

○土地が空いているから何かを作らなくてはならないということはない。将来にとっておくとい

うのもひとつの手である。財政が厳しいのだから、無駄になるものは決して作ってはいけな

い。 



14 

○合併特例債も税金であり、箱物を作れば市民の負担になる。このままでも維持費がかかる

ので、企業誘致をして買ってもらえばよいのではないか。生活を切り詰めている市民に運動

公園は今は受け入れられるものではない。焦って作ったところで維持管理費がかかってしまう

だけ。 

15 
○陸上競技場の魅力や必要性が感じられない。陸上競技場に費用対効果・経済効果がある

のかわからない。 

16 
○既存の運動施設の利用が少ないので税金の無駄使いである。土地を売るか老人ホームを

建設するなど、税金の使い方を考えてほしい。 

 

 


