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開成山公園は50周年を迎えました。
　令和4（２０２２）年度、開成山公園は、昭和47（１９７２）年に都市公園としての供用を

開始してから50周年を迎えました。

　この地区の歴史は、明治維新後に武士の救済と新産業による近代化を進めるため、国営

事業の先駆けとして猪苗代湖から郡山に水を引く「安積開拓・安積疏水開さく事業」と

ともに始まりました。公園内には、開拓で灌漑用のため池として使われた五十鈴湖や、

当時の開拓者により植樹された日本最古のソメイヨシノをはじめとした約1,300本の

桜が残されており、平成28(2016）年からは日本遺産の

構成文化財として位置付けられています。

　現在では、野球場、陸上競技場、弓道場、

屋内水泳場、音楽・文化交流館及び

野外音楽堂等の施設が整備され、

歴史・文化及び運動施設等が複合

する総合公園として多くの方々に

親しまれています。
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 日本遺産とは・・・
我が国の文化・伝統を
語るストーリーを認定

　「日本遺産（Japan Heritage）」は、

地域の歴史的魅力や特色を

通じて我が国の文化・伝統を

語るストーリーを 「日本遺産」

として文化庁が認定するものです。

　ストーリーを語る上で欠かせない魅力溢れる有形や無形

の様々な文化財群を、地域が主体となって総合的に

整備・活用し、国内だけでなく海外へも戦略的に発信して

いくことにより、地域の活性化を図ることを目的としています。

　日本遺産認定
　郡山市と猪苗代町では、近代郡山発展の礎となった

“安積開拓・安積疏水開さく事業”をメインテーマとした、

猪苗代湖・安積疏水・安積開拓を結ぶストーリー

「未来を拓いた『一本の水路』ー 大久保利通“最期の夢”と

開拓者の軌跡　郡山・猪苗代ｰ」が日本遺産に認定されました。
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開成山公園ヒストリー

平成 元（1989）年

平成 4（1992）年

平成 6（1994）年
平成 7（1995）年

平成19（2007）年
平成21（2009）年
平成22（2010）年
平成23（2011）年

平成25（2013）年
平成26（2014）年

平成28（2016）年
平成29（2017）年

承応 2（1653）年

明暦 2（1656）年
明治 7（1874）年

明治11（1878）年

明治37（1904）年

「はなれ森池（上ノ池）」（現五十鈴湖）　　　
が造られる。（灌漑用として）

「下ノ池」築造。（灌漑用として）
灌漑用ため池として「開成沼」（現開成山
陸上競技場一帯）が完成する。
開成社が、「開成沼」や「上ノ池」の堤等
に桜を植樹する。
五十鈴湖（上ノ池）の周辺を馬場と
して改修し、競馬が毎年開催される。
※昭和2（1927）年には、開成山
競馬場が落成する。その後
昭和31（1956）年に閉場となる。

平成

Koriyama City Kaiseizan Park's HISTORY

昭和 9（1934）年

昭和12（1937）年

昭和27（1952）年

昭和34（1959）年

昭和36（1961）年
昭和37（1962）年
昭和39（1964）年

昭和41（1966）年
昭和45（1970）年
昭和46（1971）年

昭和49（197４）年

昭和53（1978）年

昭和54（1979）年
昭和55（1980）年
昭和63（1988）年

開成山公園の桜が国の史蹟名勝天然記念物に指定される。
※昭和35（1960）年に指定が解除される。

上ノ池一名を五十鈴湖と称す（伊勢五十鈴川に因む） 
※いつごろから五十鈴湖と呼ぶようになったかは不明

開成沼周辺を整備し、開成山陸上競技場が完成する。
開成沼周辺を整備し、開成山野球場が完成する。
五十鈴湖(上ノ池)、馬場、運動場を合わせた30.3ha（現在の
公園面積）を開成山公園として整備開始
開成山水泳場が完成する。
市営庭球場（現在の陸上競技場補助陸上競技場）が完成する。
東京オリンピック聖火（リレー）郡山に一泊
福島県聖火歓迎大会開催 
こどもまつり始まる。
蒸気機関車Ｄ51が設置される。
日米プロ野球開催（巨人VSボルチモア・オリオールズ）

水上野外音楽堂、 児童遊戯施設、 芝生広場等の整備が完了し、
30.3haを供用開始する。 バラ園が開園する。
ワンステップフェスティバル ロックイベント（36組出演）が開催

（5日間で7万人を超える）　主な出演者：オノ・ヨーコ、
沢田研二、内田裕也、上田正樹、かまやつひろし、つのだひろ他
開成山陸上競技場補助競技場が完成する。
開成山公園花火大会始まる。 
五十鈴湖噴水を設置
児童文化会館（現在の音楽・文化交流館）開館
開成山公園大噴水が完成する。

明治以前

th
ANNIVERSARY

昭和

昭和47（1972）年 　　都市公園としての供用を開始

野外音楽堂が完成する。
桜のライトアップ・桜まつり開催
ふるさと創生事業として「開拓者の群像」を建立する。

（制作者：郡山市名誉市民  日本芸術院会員  三坂耿一郎）
開成山弓道場が完成する。
第1回郡山シティーマラソン開催
第50回国民体育大会（ふくしま国体）開催
サマーフェスタ IN KORIYAMA（ビール祭）開催

「日本の歴史公園100選」に選定される。
「207万人の天才。風とロックFES」福島を開催
開成山野球場耐震及び防災設備改修が完了する。
東日本大震災により開成山水泳場等が損壊
開成山野球場を災害対策本部、避難所として使用
音楽・文化交流館（ミューカルがくと館）開館
第９回B-1グランプリ開催
風とロック芋煮会2014開催
日本遺産の構成文化財の一つとして位置づけられる。
県内初の市営屋内50mプールが完成する。

第40回日米大学野球選手権大会開催
公園内にあるソメイヨシノが日本最古である
ことが学術的に認められる。
東京2020オリンピック聖火リレー福島県
最終地点(セレブレーション会場)となる。
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会
事前キャンプ実施

「ラッキー公園 in こおりやまし」開園
ポケモンマンホール「ポケふた」設置
開成山公園リニューアルオープン（Park-PFI事
業、開成山地区体育施設改修整備事業）

令和

令和元（2019）年

令和3（2021）年

令和4（2022）年

令和6（2024）年
　　　　　（予定）
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昭和

昭和47（1972）年 　　都市公園としての供用を開始
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コンテスト作品には

日々公園で育まれている

人々の大切な想いが

刻まれていました

Kaiseizan Park Photo Contest

コンテスト入賞作品は市のウェブサイトにも掲載していますのでどうぞご覧ください♪

開成山公園50周年を記念して、
四季折 の々景色や、イベント時
の賑わい、友人や家族と
過ごす日常の様子など、
日本遺産「一本の水路」の
構成文化財でもある開成山
公園の魅力を伝えることが
できる素敵な写真を募集
しました。

応募総数215作品の中から、一般
投票等で審査を行い、優秀作
品を選びました。自分が好き
な開成山公園の景色や魅
力を写真におさめ人に伝え
る、それを目にした人にも
新たな公園の魅力や見どこ
ろや、楽しみ方が伝わる機
会になりました。

開成山公園 フォトコンテスト

　　　　　工藤　俊さん　
「郡山は立派な街になりましたな。」

市長賞

私が子供のころにはまだ無かった「開拓者の群像」
ですが、像に近寄ってみると何か会話をしている
ように見えたので別日に改めて朝日を絡めて撮
影しました。少し印象的な色を出すために特殊効
果フィルターを使用して撮影。

  特選

双子の孫のはじめての入園式。満開の桜と一緒に
まだまだ大きい制服を着てはにかむ二人を撮りました。

準特選　菊地　紗也子さん
　　　　「さくらいっぱい！」

準特選　渡辺　淑恵さん
　　　　「春爛漫」

準特選　井上　かおりさん　　
　　　　「開成山公園50周年と
　　　　 愛娘生誕300日記念日」

準特選　渡辺　淑恵さん
　　　　「五十鈴湖と娘」

準特選　佐原　寧々さん　
　　　　「真夏のせせらぎ」

準特選　古川　悦男さん　
　　　　「満開の桜並木」

準特選　國分　麻衣さん
　　　　「笑顔が映える開成山公園」

準特選　橋本　薫さん
　　　　「開成山公園の四季」

準特選　三高　歩美さん
　　　　 「寒くたって、お散歩大好き。」

準特選　伊藤　富男さん
　　　　「白銀の五十鈴湖」

渡部　典子さん　「桜満開の入園式」
この秋初めて霜が降りた冷え込んだ朝でした。

渡辺　進さん　「晩秋の朝」  特選
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郡山富田駅

　開成山公園は、さらなる利便性や魅力の向上を目指し、
Park-PFI（公募設置管理制度）を導入しました。
　令和４年11月には、公園の整備や管理運営を行う事業
者を決定するとともに、その提案内容を公表いたしました。
　令和６年の供用開始に向けて、令和５年５月頃から整
備工事が始まる予定です。スケジュールなど、詳しくは
市ウェブサイトをご覧ください。

公募設置管理制度（Park-PFI）とは？
　飲食店、売店等の公園利用者の利便向
上に資する公募対象公園施設の設置・管理
運営と、この将来的な収益を活用した公園の
広場、園路、駐車場等の特定公園施設の整
備・改修等を、民間事業者が一体的に施工
することができる都市公園法上の制度です。

開成山公園は、より楽しく快適な公園に進化します

編集発行

郡山市ウェブサイト 
https://www.city.koriyama.lg.jp

〒963-8601
福島県郡山市朝日一丁目23番7号本庁舎3階    
電話 024-924-2361 fax024-938-2720

郡山市LINE
公式アカウント
友達登録で

『欲しい情報』が
届くよ♪




