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【公表版】開成山公園トライアル・サウンディング利用者アンケート結果 

 

概要 

民間事業者が公園を暫定利用（ソフト事業実施）し、採算性及び集客性を確

認するトライアル・サウンディング（民間活用社会実験）を、令和２年 10 月 1

日から令和２年 10 月 31 日まで実施しました。 

その中で、民間事業者が主催するイベントに参加した方からのアンケート調

査を実施し、358 人から回答を得た結果を公表します。 

 

【質問１】イベントが開催されることを何で知りましたか（複数回答）（n=352） 

・知らずに来園してイベントに参加した人がもっとも多かった。 

・次に多かったのは家族･友人･知人から聞いて参加した人が多い結果となった。 

 

【質問２】開成山公園の施設で改善が必要と思うものについて（複数回答） (n=266) 

・駐車場の改善が必要と考える人が 60％以上ともっとも多かった。 

・次に多かったのはトイレの改善が必要と考える人で 30％以上という結果となった。 
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【質問３】開成山公園の利便性を向上させるために、駐車場を再整備する場合、駐車

場を有料化することに賛成ですか(n=307) 

・今回の調査では、反対の方が若干多い結果となった。 

・反対意見の中では、気軽に来園できなくなることを懸念している人が多かった。 

・賛成意見の中では、本来の公園利用者が停められるよう期待している人が多かっ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賛成の主な理由（142 件） 反対の主な理由（165 件） 

料金によるという意見 14 件 最初の数時間は無料などの工夫 3 件 

1 時間無料とのサービス導入前提 5 件 イベント時のみ有料   4 件 

管理に必要、不法駐車防止、マナー向上 27 件 気軽に来ることができなくなる 47 件 

混雑防止 7 件 公共施設のため    18 件 

その他 40 件 その他    24 件 

理由無回答 49 件 理由無回答 69 件 

 

【質問４】開成山公園にあると嬉しいものについて（複数回答） (n=263) 

・飲食施設が公園内にあるといいと考える人が約 75％ともっとも多かった。 

・次に多かったのは気軽にアウトドアが楽しめる施設が約 40％ 

・きれいな自然が整備された憩える施設が約 30％となった。 
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【質問５】開成山公園に関するご意見・ご要望があればお書きください 

・開成山公園に関する多様な意見が得られた。 ※P18 参照 

 

 

【質問６】個人属性 

①年齢(n=254) 

 

②性別(n=243) 

 

③お住まい(n=253) 

 

 

市外 いわき市、三春町、須賀川市、西郷村、石川町、大玉村、田村市、

二本松、二本松市、白河市、美里町、福島市、本宮市、矢吹町 

県外 仙台市、横浜市、新潟県 
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④交通手段(n=249) 

 

 

⑤駐車場の位置(n=160) 
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（参考） 記述式回答一覧 

 

【質問１】今回、イベントが開催されることを何で知りましたか 

co-ba koriyama 

Instagram 

SNS 

TV 

アメカゼ 

ある人 

テレビ 

テレビ CМ 

テレビで見て 

ニュースで見た 

ふくらぼ instagram 

ラジオ 

会社 

会社で聞いた 

会社の研修 

会社関係 

開成山のボードで 

看板を見た 

近所なので、見かけて犬の散歩がてら来ました 

携帯に出てきた 

公園の看板 

社内案内で 

出店社側から 

新聞 

先週の MARCHE イベントに参加した時わかった 

中学生の陸上退会に来て 

店の FACEBOOK 

福島民報 

民放新聞 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

【質問２】開成山公園の施設で改善が必要と思うものに関する理由 

駐車場 

49 号線側に広い駐車場が欲しい 

いつも満車 

イベント広場近くに確保してほしい 

すぐ満車になりがち 

すぐ満車になるから 

すでに満車だった 

せまい 

どこに行けばいいかわからなかった 

もう少し拡張すべき 

もう少し多くても良い 

もっとほしい 

もっと台数がとめられるとよい 

もっと欲しい 

もっと欲しい台数をふやしてほしい 

より多いといい 

遠い 

拡張・立体駐車場 

喫煙所がない 

休日は混むので… 

狭い 

狭いため駐車スペースが少ない 

狭いと思う 

空き状況が分かりにくい 

広い場所を！！ 

広く 

広くしてほしい 

混む 

混んでいる 

少ない 

少ない、もっと多いとよい 

少なすぎ 

少なすぎる 

数を多く 

増やすべき 

足りない 

多くしてほしい 

台数 



7 
 

台数がもっと欲しい 

台数が少ない 

台数が少なくて○○かわからない 

台数が停められない 

台数を多く 

台数多く 

大規模イベント不可 

駐車スペースが少ない、停められない 

駐車場が少ない 

駐車場のスペースがない 

駐車場の混雑 

駐車場の台数が少ない 

駐車場は早急な課題。人を集めることを前提にしていないので、そもそもから考え直し

た方が良い。時代は変わった。置いていかれる前に。 

駐車場少ない 

駐車台数 

駐車台数が少ない 

停められない 

停められないときがある 

停められる台数が少ない 

停められる台数を増やしてほしい 

入場時間がかかる 

 

五十鈴湖 

くさい 

にごっている 

ボート 

もっとアトラクションがあれば 

汚い 

水がわるい 

水をきれいにしてほしい 

水質 

水質改善 

 

自由広場 

いつ行っても何かやっているような仕掛けがほしい 

砂利でないほうがいい 

そんなに自由でもない 

暗すぎ 



8 
 

雨でも食事が出来るようにしてほしい 

楽しさがない 

砂利が… 

砂利が歩きにくい（ベビーカーが） 

砂利を整備してほしい 

砂利を直してほしい 

芝生がほしい 

少し殺風景 

食べ物屋さんがほしい 

線引きが不透明 

歩きづらい 

 

野外音楽堂 

イベントを実施してほしい 

イベントをもっと行って欲しい 

イベント少ない 

さみしい 

なぜ使わないのか 

バリアフリー化が必要 

ほとんど活用されていない 

もっと活用するべき 

もっと使うべき 

もっと有効活用してほしい。イベントがあまりない。 

音楽が身近でもよい 

音響が悪い 

観客席に屋根がほしい 

具体的に記憶がないですが、もったいない感じがします。 

使えるように 

使われている所を見た事がない 

自由に使えない 

特異性をうまく利用してほしい 

 

遊具 

ふわふわドームがほしい 

もっといろんな種類が欲しい 

もっと増やしてほしい 

もっと小さい子供が使えるもの 

暑い日、雨の日、屋根がほしい 

小さい子供（児童遊園と児童広場）と分かれていて、親が片方にしかいれない 
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遊具が少ない 

年齢制限悲しいです 

 

トイレ 

オシャレなトイレがほしい 

きれいだとうれしいです 

きれいではない 

きれいな、おしゃれなトイレがほしい 

きれいなトイレが少ない 

キレイなものが良い 

きれいに 

キレイにしてほしい 

きれいにしてほしい 

キレイにしてほしい（暗い、汚い） 

キレイにして欲しい。明るくしてほしい 

キレイにすること 

狭い 

バリアフリートイレを新しく 

増やして、洋式にしてほしい 

もう少しエリアを広げてほしい 

もう少しキレイになったらいいな 

もう少し明るい照明にして欲しい。暗くて怖い感じがする。 

もっときれいで使いやすくしてほしい 

もっときれいにしてほしい。 

もっと増えるとうれしい 

暗い 

暗い、鏡が欲しい 

暗い。石鹸が固形。コロナだというのに。 

汚い 

危険、不安で暗い 

気付きづらい 

近いとありがたいです。 

古くて怖くて入りにくい 

少し遠いと思った 

少ない 

少ない、増設希望 

少なすぎ 

場所、男女別 

数が足りない 
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数が少ない 

数が足りない 

数と清潔さ 

清潔で明るい作りだと安心 

清潔感、オムツ替えシートがほしい 

全て洋式化の整備 

男女共用しかない 

昼でも暗い 

洋式が少ない 

洋式を増やしてほしい 

和式トイレは子供が使えないので変えてほしい 

 

案内板 

チラシでは情報が少なく、何をするのかわからなかった。実際来てみたら、思った以上

のバラエティにとんだ店舗で、期待以上に楽しめた。時節柄、宣伝できなかったのかも

しれませんが、もっと告知してもよかったのでは？ 

もうちょっと分かりやすく 

案内が分かりづらい 

自分が公園全体のどこにいるのか把握できるような立て看板式の案内図があったほう

が、イベントがあったときに店舗との位置情報も分かりやすいのではないかと思う。 

少ない 

場所がよくわからない 

場所がわからなかった 

存在をはっきりと 

分からない、あまりない、特にトイレ 

 

その他 

イベントが少ない 

カフェがいつもあるといい 

カフェスペースがあったらとてもうれしいです。 

暗い 

ベビーカーでも通りやすい道にしてほしい。 

飲食施設が欲しい 

外周にジョギングコースがあれば良い 

街灯が少なく夜暗いです。 

犬と人のすみ分け、芝生に犬が入ってくるのが人によっては怖いのでは 

交通機関(公共のバスとか)利便が悪い。 

市役所側歩道の修繕 

自転車で園内に入っていいのか 
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自動販売機がほしい 

自動販売機がほしい（公園） 

室内音楽堂も欲しい 

水道設備が充実するといい 

駐輪場が必要 

駐輪場がほしい 

調乳＆授乳できる場所があるとなお良い 

日陰のベンチの増設 

夜は暗すぎます 

 

 

【問３】駐車場有料化に関する理由 

 

賛成 

100 円程度なら。駐車場の入替がありそうだから。 

1 台 300 円くらいまでなら良い。 

2 時間以内や 1 時間以内は無料という風にしてほしいです。 

49 号が混んで通れないから。 

49 号線が詰まるため、広くし、交通もより良くしてほしい。 

いつも混雑しているのでやむを得ないと思います 

イベントで一杯になり利用者でない人の利便を図られるべき。 

イベントによって使い分けする 

イベントのたび、すごく混んでいるので、循環を良くする為に予約制等するといいので

はと思う。 

きちんとルールがあったほうがよい。 

この立地で無理はムリだと思うので…。利用しやすい料金で。 

そのために駐車場整備してくれるための予算として使ってほしい、圧倒的に少なすぎ

る。 

その分、きちんと整備し拡張等改善してほしい 

その分、駐車場の整備ができて、台数カウンターなどをつけることができたら、より便

利になると思います。 

それぞれが選べばよいと思うので有料化もありだと思います 

ただし最初の 1 時間は無料にしてもよい 

ちゃんと駐車できるなら良い。 

安い設定でお願いします。 

なるべくバス等の公共機関を使用させたいため 

良くするためであれば別にお金をとってもかまわない。そんなに高いわけでもないだろ

うし。 

安い料金で有料化した方がいい 
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安ければいい 

安価であれば良いと思う 

安心できるから 

維持管理に使用されるならいい 

開成山利用でない人も駐車していることを防止するため。 

管理するのに必要なら仕方ないことだと思います 

良いが、気軽に来られなくなる。 

季節やイベント等で周辺道路の渋滞が緩和されてほしい。 

求める場合、お金はかかるものです。 

近くになるのであれば仕方ない 

公園が使いづらくなる 

公園は公共施設であり、料金を取るのはおかしい 

公園を利用しない人も使っているため 

公園以外の利用を防ぎ、公園利用者が確実に駐車できる、ただし駐車料金は他公園を参

考にし、高額にならないほうが公共性を維持できると考えます 

公園使用目的以外の人に止められるのを避けた方がいいかなと思います。有料のところ

と無料のところ、両方あると便利かも。 

公園内の駐車場に車を停めて、バス等で駅前方面に行かれる方が多くみられる。本来の

目的と違う使われ方をしている市民が多い 

公園利用者だけが使用するのが不明だったから 

公園利用者以外が駐車するのを防止するため 

公園利用者以外も駐車している為 

公共交通利用促進につながれば。 

高すぎなければ良いと思う。100 円/時間とか？無料だと公園に用事がない人も駐車して

いると思いますし、収益で公園がより良くなれば問題ない。 

最低限でも有料にすることにより、施設利用目的以外の駐車を減らせる。 

最低限のマナーが守られるから。 

参加しやすくなる。有料化！ 

賛成だが安くしてほしい。 

使いやすくなるのであれば、有料でも良いと思う 

使用者が負担すべき 

市役所の駐車場とセットで有料化すると、皆が使えて良いと思います。 

施設のためには必要。違法駐車を取り締まるため。（料金設定は低めで） 

止めやすくなるから 

時間制がいいのではないか。低料金にして有料 

車を止められないストレスを感じるよりはいい。 

車一辺倒になるより、バス、徒歩、自転車などまちをめぐる一つのキッカケになればと

思います。 

受益者が料金を出す 
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周辺のコンビニや店に迷惑がかからないようにできるのであれば 

少額でお願いします。時間制も良いのかも。 

常に停められるとよいと思います。 

神社にも申し訳ないので 

是非。ただし始めの 1 時間は無料とか、公園利用者にやさしく。 

整備に金は必要。受益者負担はあたりまえ。 

全部ではなく、一部有料でも良いと思います。 

駐車券等 使う人が効率よく使えるようになる 

駐車場が狭すぎる 

駐車場の無料化によって周辺の渋滞が予想される。公共交通機関を利用していただきた

いから。 

駐車場料金を公園の維持管理に利用してほしい。 

低額であっても利用者の負担は欲しい。縛りがあることで逆に本来利用したい人が使え

るようになる。 

停められないよりよい 

当たり前なので。1 時間は無料など 

白黒問題にせず、有料化するなら開成山公園に今以上の付加価値を考えてください。現

状のままであれば反対です。 

不要な長期間使用、近隣住民の使用が抑えられる。 

平日は停められますがイベント時は不便なのでイベント時の時は有料など 

便利になるのであれば。市民は無料とか、2h まで無料とか。 

本当に利用したい人が停められるように、たくさんの人が利用しやすい、 

無断駐車が減り利便性が向上する。 

無断駐車が増えて結局そんなに空いてない気がします！ 

無料だと、勝手に止める人が多いので 

無料だと公園利用以外の長時間駐車も考えられるので(ただし料金は安くしてほしい) 

無料だと停めるスペースがなくなってしまうため 

無料である意味がわからないから。 

無料にすると目的外の駐車が頻発すると思われる 

有料でも、広くしてほしい 

有料でもいいのでスペース拡大が欲しい。無制限に止める人もいると思うので、あって

もいい。市のものなのであまり金額は高いとダメだと思います。 

有料にすることで管理が行き届くと思う。高齢者や障害のある方は無料等の配慮が必要

かと。 

有料にすることで利用する人のマナー向上に繋がればと思います。また、その料金で講

演をより良く整えていただければ。 

有料にするのは良いが、イベントによっては無料にする（高校野球 etc）。有料にしたと

しても公園に応じた金額にする。 

有料化◎ですが、市民は安くしてもらえると OK かも 
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有料化で安心して駐車できるならばよいと思う 

予約出来ると良い 

利便性が良くなるなら OK 

利用する人が使いやすくなるため(長時間の駐車、利用しないのに駐車する人が少なくな

る) 

利用する人が増えると停められなくなったりすると思うので、必要な時に確実に停めら

れるとうれしいです。 

利用者の自覚ができる 

 

反対 

○時間から 100 円とかにしてほしい 

イベントがある時は有料でもいいと思います！普段は無料の方が助かります。子どもと

よく来るので… 

イベントに参加する、見に来る人が少なくなってしまう。 

イベントやりにくくなるのでは…。駅から 100 円バスを！！（駅前で他県の方に「開成

山公園へ行きたいのですが…？」と聞かれることが結構ある。駅から行ける観光地的に

思われているよう…。ガッカリされない公園になってほしい。） 

お金がなぁーという感じ 

お金をかけてまで来たいと思わない。さらに混雑すると思う。現状で十分足りていると

思う。子育て世代や高齢者が気軽に利用できなくなる。 

お金払いたくない 

気軽に来られなくなる 

タダのほうがみんな集まりやすい 

トレーニングに使うから 

ゆっくりできなくなるので… 

よく利用するため 

開成山公園は利用する人が多岐に渡っており、様々なイベントで利用できる公園だと思

っている。駐車場の拡充は検討しなければならないが、有料化するべきではないと思う。 

開成山公園行のバス価格が低下するなら賛成。現状料金で有料化は利用者が減ってしま

うと感じる 

格差広がる 

気軽に公園に来られなくなる 

気軽に停められて来られるのも利用しやすい点だと思う。もし有料にするならもっと台

数を増やすべき。 

気軽に来たいと思わなくなる。一部なら賛成です。 

気軽に来にくくなる。有料化するにも 1 時間無料などしてもらえるとよいと思う 

気軽に来られなくなる 

気軽に来る場所ではなくなる 

気軽に来られない 
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気軽に来られなくなる。市民のための公園でなくなる。車で来て散歩などのんびり過ご

しているので、有料化はやめてほしい。 

気軽に来られなくなるから 

気軽に来園しづらいため 

気軽に利用したい 

気軽に利用したいので無料が良い。 

気軽に利用できなくなる 

気軽に利用できなくなる。 

休みの日やイベント時など限定しての設定なら賛成。 

現状のままがよいです 

公園だとサービス券の発行など(○○円以上お買い上げ)難しそうだから。 

公園って無料だから集うのでは？バスやタクシーなどで来場できる都市づくりをしな

ければただ市民が行きにくくなるだけ。イベントの時にこそ徴収することで混雑緩和、

市民の目指す公共交通の活性化につながるのでは？ 

公園なので気軽に入れたほうがいい。 

公園なのにありえない！ 

公園に入るためにお金を使いたくない 

公園は市民が使う場所ですので、無料で駐車すべきだと思います。 

公園は自由に出入りできる場所であるべき 

公園は不特定多数の人が自由に使用できるスペースであると考えるため。 

公園利用者が市役所、ニコニコ子供館へ停めてしまうので。 

公共交通機関も使える使いやすい環境づくりをすれば自然と解消されるはずだと思う。 

公共の場なので無料だとうれしいです！ 

公共の場の面積に対して駐車場がそもそも少なすぎなのに、増やすから有料にするっ

て、逆でしょ！ 

公共施設であるため 

公共施設を有料というのは抵抗がある。 

公共性が必要だから 

行くハードルが高くなるため 

今の郡山の人々の感覚だと少し抵抗があると思うので、有料でも行きたくなる場づくり

実績を重ねては？ 

子供の大会などと普通に利用する場合など区別が難しい。 

子供は何時間も遊びたいのです。 

子供をつれて、気軽に利用できなくなってしまう。再整備に、という理由で他にできる

ことがあればぜひ協力したい 

市で運営する公園のため 

市の施設としては無料であるべき。 

市らしいのでぜひ。 

市民の憩いの場で、市営だから、無料がいい 
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市民の生活に直結しているから  負担無く多くの市民が利用できる方が良い 

市民の利用の推進を図るのであれば無料がいい 

車社会なので、有料化すると違う公園を使うようになる。 

集客を見て判断すべきかと 

集客を望むのであれば有料化は× 

集客力が落ちるため 

住民税でまかなえるはず 

身近な感じがなくなる 

人が集まらなくなる 

税金でまかなえそうだから 

足が遠のく 

他の空いている土地があると思うのでそこを利用出来たら良いと思います。（郡山市内

の人はできればバスなど利用するようにすればよいので） 

他の公共施設に関する有料、無料の線引きが不明確なため 

誰も来なくなると思う 

駐車券式にしてもいいとは思うが、一律有料ではなく、イベントがあるときのみ有料な

ど、方法を考えてほしい。 

駐車場料金はあまり払いたくないから。 

反対だが、公園に用のない人（近隣住民等）の利用があるようなので、どうにかイベン

ト用駐車場の確保をお願いしたい。 

民間ではないのだから 

無料だと何度でも来やすいから 

無料のほうが助かります 

無料の方が良い 

有料だと使用しないかと 

有料だと来たくなくなります 

有料だと来づらい。気軽に来られない。 

有料だと利用しないから 

有料だと利用しにくくなる。 

有料ならもっときれいな公園にしてほしい 

有料にしたら人が来なくなると思います。 

有料にしたら来ない 

有料にすると、逆に来なくなると思う。 

有料にするなら、台数を増やして常に停められるようにしないと不満がでる。かつ、渋

滞をなくしてほしい。 

有料になれば、あえて開成山に来ないと思います。 

有料化されると余計来ない 

有料化したら、利用者が減ってしまうかも…。 

有料化する場合、納得できる理由があればよいと思う。(“利便性の向上”を具体化する
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等) 

有料化になると足が遠のくと思います。 

有料化により、人が減ってしまうほうが嫌だから。金額によっては賛成。 

来づらくなる、公園なので利用しやすくするためには無料が良い。有料にするなら、そ

れなりの施設や時間制（2 時間は無料）とかが良い。 

利用しづらくなる 

利用しにくくなる 

利用頻度は減ると思います。気軽に子どもを連れて遊びや散歩に来づらい。周辺のコン

ビニなどに停める人も増えそう。 

 

 

【質問４】開成山公園にあると嬉しいものについて 

インスタ映えスポット（アート製作募集してくだされば協力します♪） 

スケートボードについて、警察の駐車台、ぜひ作ってください。 

トイレがもっとキレイだと良い 

バスケットゴール 

バラ園はもう少しテーマを設けて、魅力を出してほしい。 

映画 

今あるものを有効活用していくのがよいと思う。改めて何かを作るのではなく、特に C

については少し郊外の公園に行けばよいのでわざわざ開成山になくてもよいかと思う。 

施設は反対です 

自動販売機がほしい 

室内音楽堂 

真夏や雨の日でも遊具で遊べるように、屋根やテントがあれば。 

東屋がもう少しあるとよいかと思いました(屋根があるベンチ) 
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【質問５】開成山公園に関するご意見・ご要望があればお書きください 

緑地帯が多いので試験的にキャンプ等出来れば大変面白いと思います。 

いつもお世話になっています。桜がキレイですね。 

いつも犬の散歩などで癒されています！ 

イベントではなく常設で取り組みを発信してほしい（市のために） 

イベントの看板(いつ何をやるか)を常時わかるように設置してほしい。砂利のスペース

(以前ラーメンフェスゃった場所)をコンクリートにしてほしい。 

カフェができるといい 

かわいいオブジェを多くしたら楽しいと思います 

きれいにしていただいてありがとうございます。ちょっと厳しく言われるときがあります。 

公園とは別です。図書館の駐車場が図書館利用者に使用できるよう何か改善お願いします。 

スタジアムが雨の日でも観覧できるようにしてほしい。イベントスペースは風の日（ラ

ーメンフェスなど）に砂が舞うので対応してほしい。すべてを禁煙にする。 

スタバといいので、食べる施設を。宿泊施設も欲しい。楽天スタジアムと同様、野球場

＋遊園地の合わせ技（カルチャーパークの中身を精算）。開成山：普段の気持ちで遊びに

行ける。カルチャーパーク：アウトドアな施設。 

せっかくいろいろなイベント等できるような立地なのでもっと活用してほしい 

ソーシャルディスタンスを守られるイベントをどんどんやってほしい。 

デザインが悪い 

とてもキレイに整備された良い公園だと思います。夕方突然暗くなってしまうので、サ

ラリーマンは平日利用できず週末のみ利用しています。もし街灯が増えれば、平日夜に

安定した集客が見込めるので公園周辺の経済活性化に繋がるのではないでしょうか？ 

パーク内に wi-fi 設備が欲しい 

バラ園のほかに季節(時期)ごとに楽しめる花園があるといいですネ。 

まったりできる感じ、安全なところになるとよいと思います。 

ヨークスタジアムのドーム化、雨天のスポーツ開催可、全面禁煙！ 

ランニングトリムのコースを見直しお願いします。2km の距離が合わない。 

雨をよける場所（あずまや）が欲しい 

駅から少し離れているのが難。車、バスで移動の場合は渋滞も発生して不全さを感じる。

公園自体はまわりに色々に施設もあり好印象である。 

音楽を身近に感じられるようにしてほしい 

夏には多くのツバメが五十鈴湖上を飛び交っていたり、冬はカモ類の休憩所となってい

たり、開成山公園は人間以外も有効活用していると思います。今ある自然をなるべく壊

さないで改修を進めてほしいです。 

開成山は「にぎやか」よりも「リラックス」の空間であってほしい。イベント日以外は、

親子が安心してゆっくり過ごせる公園のままで…。（開成地区民の思い） 

開成山公園が大好きです！ 

開成山公園くらいの整備された公園をもっと増やしてほしい（小さくていいです）。郡山

は管理されてない公園が多すぎてびっくりしました（引っ越してきました） 
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喫煙所(煙が漏れない設備) 

急な天候に対応できる屋台付きのスペースがほしい 

筋トレできるところ 

郡山のハブとして、市民をひきつけ続けてほしいと願っています！  

景観が良く憩いの場となっている公園で、子育て世代にはとても使いやすい公園です。

問４に記載してある施設は大人が楽しむことが中心にみえます。無理に施設を整備しな

くても、多くの人が楽しむ工夫はできると思う。 

砂利が多すぎる。日影が少ない。テント張りづらい。 

桜がきれいなので、春が待ち遠しいです。 

仕事上、お昼に開成山公園を利用するので、お弁当を食べられるスペースがほしい。 

授乳スペースがほしい。 

小さい子も親世代もご高齢の方もどの世代の方も集える処がいいです 

正直、開成山公園はこのままがよい。 

大きな目標を持ったイベントが少ない 

大阪の天王寺公園みたいにして欲しいです 

駐車場が少ないため、入りたくても入れません。 

駐車台数が少ない 

野外音楽堂が利用されてないので、形をかえて有効利用 

老朽化しているところを直してほしい。ステージをもっと活用してほしい。 

 

 


