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本市ではこれまで、高度経済成長や昭和 40 年から昭和 50 年代の急激な

人口増加と都市化の進展に伴い、市民ニーズに応える形で学校・市営住宅

などの公共施設や上下水道・道路などのインフラ施設等の整備を図り行政

サービスの充実に取り組んできた。 

 

しかしながら、少子高齢化の進展や人口減少社会の到来による厳しい財

政状況下においては、今後、一斉に更新時期を迎える公共施設の老朽化へ

の対応など、財政負担の増大が全国的な課題となっている。このような中、

本市においては、行財政の効率化や持続可能な財政運営を行うため、平成

27年４月からは、新公会計制度を導入するとともに、平成28年３月には、

長期的視点に立った公共施設等マネジメントの基本方針である「郡山市公

共施設等総合管理計画」を策定し、現在、計画の具体化へ向けた取り組み

を進めているところである。 

 

地方公共団体が保有している財産は、これまで納められた大切な税金等

により取得したものであり、これら貴重な財産については、将来にわたっ

て効率的に有効活用するとともに、行政経営の観点も考慮しながら引き継

いでいかなければならない。 

 

本市議会では、これら、地域経営にとって大きな課題である公有資産の

有効活用や公共施設の適切なあり方についての調査・研究を行うため、平

成 27 年 12 月 15 日に「公有資産活用検討特別委員会」を設置した。 

 

委員会においては、市当局による公有資産の利活用に係る現状や各種事

業の進捗状況等の聴取をはじめ、豊田貯水池跡地をはじめとする現在未利
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用となっている資産や、湖南町等における廃校等の現地調査による現状と

課題の確認、さらには、幅広く知見を得るため、専門的知識を有する学識

経験者を招いた講演会の開催や先進都市への視察など、多角的に調査を進

めてきた。 

 

これらの調査結果等を踏まえ、本市議会では、平成 28 年９月 20 日に、

「旧豊田浄水場跡地の暫定的な利用について」、「公共施設駐車場につい

て」、「貸し施設について」、「公有資産活用における市民意見の反映等につ

いて」、「小中学校の統合を見据えた取組みについて」の５項目については、

早急に対応すべき事項として、提言を行ったところである。 

 

さらに、委員会においては、郡山市民を対象としたアンケート調査を実

施し、多くの方々の意見の把握に努めるとともに、魅力あるまちづくりを

進めるという観点も加味し、更なる協議・検討を重ねてきた。その結果、

公有資産の有効活用に関する次の事項を新たにとりまとめたので、これら

の趣旨を踏まえた速やかな対応を求め提言する。 
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― 提言の体系 － 
１ 未利用資産等の活用について 

（１）旧豊田貯水池跡地の利用について 

（２）赤道・青道・ため池について 

（３）不要水道管敷地の利用について 

 

２ 行政財産・普通財産の有効利活用について 

（１）小学校統廃合後の廃校利用について 

（２）既存廃校の利用について（湖南地区） 

（３）西田地区廃校利用について 

（４）小中学校における転用可能教室活用について 

（５）土地開発基金保有財産について 

（６）土地開発基金による財産の取得について 

（７）市営住宅の政策空き家の利用について 

 

３ 公有資産の最適化と利便性向上について 

（１）公園施設の更新について 

（２）貸し施設の利用促進について 

（３）公共施設駐車場の整備について 

 

４ 財源の確保等について 

（１）ＰＰＰ手法等の活用について 

（２）遊休地の有償貸付について 

（３）市が県に無償貸与している土地について 

 

５ 計画等について 

（１）個別マネジメント計画の連携について 

（２）市民意見の反映について 

 

６ まちづくりにおける公有資産の有効活用について 

（１）郡山駅周辺の再開発について 

（２）まちづくりとの連携について 

（３）福島県郡山合同庁舎の移転後について 
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１ 未利用資産等の活用について 

（１）旧豊田貯水池跡地の利用について 

旧豊田貯水池跡地は浄水場廃止後４年が経過したが、いまだに

利用計画が決まっておらず、維持管理費のみが発生している状況

である。 

そのような中、市役所や文化・スポーツ施設が集中する麓山・

開成山地区においては、施設利用者用の駐車場が不足していると

いう市民意見が多いことから、旧豊田浄水場跡地の一部について、

当面、安全性を確保のうえ、駐車場や自由広場等として暫定利用

できるよう、必要最低限の整備に向け対応すること。 

また、将来の利用計画についても、早急に検討していくこと。 

 

（２）赤道・青道・ため池について 

赤道・青道・ため池などの法定外公共物のうち、公共的利用見

込みのない財産については、状況確認後、情報を公開し、できる

限り関係者に働きかけ、払い下げを進めること。 

 

（３）不要水道管敷地の利用について 

不要となり活用見込みがない水道管敷地については、隣接地主

等と売却等の協議を行うなど、未利用資産の有効活用へ向けた積

極的な取り組みを行うこと。 

 

 

 ２ 行政財産・普通財産の有効利活用について 

  （１）小学校統廃合後の廃校利用について 

小学校統合により廃校となった建物のうち、耐震上問題のない

建物については有効活用を図ること。また、その利活用を進める

にあたっては、「（仮称）廃校利活用ガイドライン」等を策定する

とともに、「みんなの廃校プロジェクト」の活用用途募集廃校施設

等への登録など、ＰＰＰ・ＰＦＩの活用も視野に入れながら、広

く活用施策の検討を進めること。 
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  （２）既存廃校の利用について（湖南地区） 

湖南地区における廃校利用については、地域住民の意見に十分

配慮しながら、利活用計画の方向性を早急に決定すること。また、

廃校の活用に関する民間等の意見を広く公募し、その活用を推進

すること。 

あわせて、自由な広場等としての地域での利用等を検討するこ

と。 

 

  （３）西田地区廃校利用について 

西田学園義務教育学校の開校により廃校となる５つの小学校に

ついては、地区住民による利用のほか、民間等への貸与や売却等

も視野に入れながら、利活用計画の方向性を早急に決定すること。

また、その検討にあたっては、体育館の利用や地区の避難場所等、

住民の安全・安心の確保、さらには公共サービスの充実について

も十分配慮したものとすること。 

 

（４）小中学校における転用可能教室活用について 

小中学校における転用可能教室については、少子化の進行に伴

い今後増加することが見込まれることから、余裕教室としての活

用の判断を図るとともに、活用するための「（仮称）転用可能教室

等活用ガイドライン」の策定を検討すること。  

また、その活用にあたっては、安全・安心の確保ととともに、

地域住民や教職員のニーズ・意見等を十分に踏まえたうえで実施

すること。 

 

  （５）土地開発基金保有財産について 

活用見通しが立たない土地開発基金保有財産については、計画

されていた事業の必要性等について再検証を行うとともに、計画

の見直しや整理を行うこと。また、計画の見直しにあたっては、

持続可能なまちづくりの観点等を踏まえ、再構築を図ること。 
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  （６）土地開発基金による財産の取得について 

土地開発基金による財産を取得する場合においては、塩漬け財

産を生み出さないため、綿密な検討と見通しのもとに用地を取得

するとともに、議会への報告や説明を十分に行うこと。 

 

（７）市営住宅の政策空き家の利用について 

市営住宅の政策空き家については、可能なところから早期取り

壊しを行うなどの整理を進め、それにより生じた空地の積極的な

利活用を行うこと。また、整理を進めるにあたっては、入居者を

はじめ市民ニーズを十分に踏まえること。 
 

 

３ 公有資産の最適化と利便性向上について 

  （１）公園施設の更新について 

公園設備については、時代に合わせた遊具の更新等を計画的に

進め、子どもたちが家の中から進んで外に出て遊びたくなるよう

な、安全･安心で魅力あふれる「遊び場」としての公園構築を図っ

ていくこと。 

また、時代にあわせた遊具の更新のほか、耐用年数による設備

更新や定期的な安全点検の実施も含めた年次計画を策定し、子ど

もたちに魅力的であり高齢者も生き生きと活用できる、安全を確

保した公園整備を計画的に進めること。 

 

  （２）貸し施設の利用促進について 

市民の利便性に鑑みた、貸し施設の更なる利用促進等を検討す

ること。 

・公民館の利用促進については、地域住民や利用者の意見を十分

に調査するとともに、その反映を図り、利便性の向上に努める

こと。 

・多くの市民の利用機会の多様化に対応した、開館時間の延長、

開館日の拡大を図ること。 

・予約キャンセル料発生時期の見直しなど、市民の理解が得られ
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るルールとなるよう検討すること。 

 

 （３）公共施設駐車場の整備について 

市役所や文化・スポーツ施設が集中する麓山・開成山地区をはじ

め、行政センターや公民館等の公共施設駐車場については、慢性的

な駐車場不足が発生し、市民アンケート調査においても駐車場が不

足しているとの意見が多数を占めている。 

このため、民間事業者の駐車場設置・運営等の手法を取り入れる

など、更なる市民サービス向上に向け、適切な駐車場確保等への検

討を進めること。 

また、公共施設の整備にあたっては、施設の収容人数等を踏まえ

た十分な駐車場を確保すること。 

 

 

４ 財源の確保等について 

 （１）ＰＰＰ手法等の活用について 

ＰＰＰ手法（官民連携）等の活用を図ること。特に、その活用に

あたっては、事業実施の早い段階から民間事業者との対話を行う「サ

ウンディング型市場調査」の手法等も検討し、民間のアイディアや

高い技術を最大限活用すること。 

 

 （２）遊休地の有償貸付について 

活用がされず遊休地となっている公有財産については、利用を促

進するための条件整備を図るとともに、利用希望者へ向けた周知を

行うなど、民間等への有償貸し出しを進めること。 

 

 （３）市が県に無償貸与している土地について 

市独自の管理運営や事業展開の観点からも、市所有施設がある県

用地と県所有施設がある市用地の交換など適正化を図るため、協議

を進めること。 
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５ 計画等について 

（１）個別マネジメント計画の連携について 

施設の利用状況や老朽化状況、さらには各地域における需要の変

化等を踏まえた、より具体的な公共施設マネジメントを推進するた

め、公共施設等総合管理計画における個別計画の早期策定を進める

こと。 

また、まちづくりや地域性に関して、各個別計画間の相互連携及

び統一性を図ること。 

 

（２）市民意見の反映について 

計画の策定にあたっては、多くの市民の意見を反映させるための

仕組みについて検討するとともに、計画策定における検討状況につ

いてもわかりやすい情報発信を行うことができる体制構築を図るこ

と。 

 

 

６ まちづくりにおける公有資産の有効活用について 

（１）郡山駅周辺の再開発について 

郡山駅前周辺においては、各施設の利便性を高める観点からも、

市の各施設との連携を図る交通結節点としての機能充実を含めたま

ちづくりを進めること。 

また、公有資産である道路等の市用地のユニバーサルデザイン化

を推進するなど、市民がゆとりとうるおいを感じ、回遊したくなる

ような快適性・利便性の高い公有資産の整備を推進すること。 

さらに、中心市街地活性化基本計画の策定と連動した駅周辺の活

性化に向けた公有資産の有効活用についても、市民の意見を取り入

れながら検討を行うこと。 

 

（２）まちづくりとの連携について 

公共施設の再編・最適化を図る際には、大きな計画等を踏まえる

など、まちづくりとの連携を図ること。 
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（３）福島県郡山合同庁舎の移転後について 

福島県郡山合同庁舎の移転に対応し、移転予定先となっているビ

ッグパレット周辺地域における交通手段の充実等を含めたまちづく

りビジョンの策定など、移転後を見据えた公共施設の配置や最適化

について検討すること。 

また、旧市役所庁舎として使用されていた県郡山合同庁舎は、郡

山市民にとって歴史的な財産であることから、歴史資料保存施設等

としての活用検討など、庁舎移転後の保存や建物の有効利活用を図

るための検討を市民の意見を取り入れながら行うこと。 
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市民意見調査報告書 

 

 

 

 

 

 

○調査期間：平成 29年１月 12日（木）～平成 29年２月 10日（金） 

 

○調査方法：公共施設へのアンケート用紙設置（行政センター等 18施設）、 

      インターネット、郡山駅西口駅前広場での対面調査（H29.2.2） 

 

○回答者数：872人 

 

 

 

 

 

参 考 
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■ 回答者の属性

公有資産活用検討特別委員会 市民意見調査報告書

（１）性別

選択肢 基数（人） 構成比（％）

男性 455 52.2

女性 410 47.0

無回答 7 0.8

計 872 100.0

（２）年齢別

選択肢 基数（人） 構成比（％）

～17才 16 1.9

18～29才 40 4.6

30～39才 84 9.6

40～49才 129 14.8

50～59才 159 18.2

60～69才 278 31.9

70才～ 158 18.1

無回答 8 0.9

計 872 100.0

52.2%

47%

0.8%

0 10 20 30 40 50 60

男性

女性

無回答

1.9%

4.6%

9.6%

14.8%

18.2%

31.9%

18.1%

0.9%

0 5 10 15 20 25 30 35

～17才

18～29才

30～39才

40～49才

50～59才

60～69才

70才～

無回答
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○
調

■回答者の属性

（１）性別

選択肢 基数（人） 構成比（％）

男性 455 52.2

女性 410 47.0

無回答 7 0.8

計 872 100.0

（２）年齢別

選択肢 基数（人） 構成比（％）

～17才 16 1.9

18～29才 40 4.6

30～39才 84 9.6

40～49才 129 14.8

50～59才 159 18.2

60～69才 278 31.9

70才～ 158 18.1

無回答 8 0.9

計 872 100.0

（３）居住地区

選択肢 基数（人） 構成比（％）

旧市内 280 32.1

富田 90 10.3

大槻 83 9.5

安積 50 5.7

三穂田 16 1.8

逢瀬 32 3.7

片平 19 2.2

喜久田 24 2.8

日和田 20 2.3

富久山 44 5.1

湖南 37 4.3

熱海 63 7.2

田村 75 8.6

西田 23 2.6

中田 14 1.6

無回答 2 0.2

計 872 100.0

（４）職業

選択肢 基数（人） 構成比（％）

経営者・役員 42 4.8

会社員 186 21.3

公務員 112 12.8

自営業・自由業 85 9.8

パート・アルバイト
（フリーター）

70 8.0

学生 24 2.8

専業主婦・主夫 147 16.9

求職中・働いていない 64 7.3

その他 133 15.3

無回答 9 1.0

計 872 100.0

4.8%

21.3%

12.8%

9.8%

8%

2.8%

16.9%

7.3%

15.3%

1%

0 10 20

経営者・役員

会社員

公務員

自営業・自由業

パート・アルバイト

（フリーター）

学生

専業主婦・主夫

求職中・働いていない

その他

無回答

0.2%

1.6%

2.6%

8.6%

7.2%

4.3%

5.1%

2.3%

2.8%

2.2%

3.7%

1.8%

5.7%

9.5%

10.3%

32.1%

0 5 10 15 20 25 30 35

無回答

中田

西田

田村

熱海

湖南

富久山

日和田

喜久田

片平

逢瀬

三穂田

安積

大槻

富田

旧市内
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○
調

問１ 公共施設駐車場について

問１-1 開成山地区（市役所・開成山公園周辺）、麓山地区（中央公民館・中央図書館周辺）の
公共施設駐車場についてどのように感じますか？

問１-2 開成山地区・麓山地区以外の行政センターや公民館等の公共施設駐車場について、
どのように感じますか？

選択肢 基数（人） 構成比（％）

足りている 69 7.9

足りない時がある 318 36.5

足りない 411 47.1

わからない 61 7.0

その他 12 1.4

無回答 1 0.1

計 872 100.0

選択肢 基数（人） 構成比（％）

足りている 141 16.2

足りない時がある 361 41.4

足りない 259 29.7

わからない 91 10.4

その他 18 2.1

無回答 2 0.2

計 872 100.0

7.9%

36.5%

47.1%

7%

1.4%

0.1%

0 10 20 30 40 50

足りている

足りない時がある

足りない

わからない

その他

無回答

16.2%

41.4%

29.7%

10.4%

2.1%

0.2%

0 10 20 30 40

足りている

足りない時がある

足りない

わからない

その他

無回答
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問２ 豊田貯水池跡地について

問2-1 現在利用されていない水道局西側の「豊田貯水池跡地」については、利用方法が決まるま
での間、どのようにするのがよいと思いますか？

問2-2 豊田貯水池跡地の最終的な利用方法は、どのようにするのがよいと思いますか？

選択肢 基数（人） 構成比（％）

（暫定的に）駐車場や
自由広場として利用で
きるようにする

621 71.2

利用方法が決まるまで
そのままにしておく

188 21.6

その他 47 5.4

無回答 16 1.8

計 872 100.0

選択肢 基数（人） 構成比（％）

浸水対策や水辺空間を
活かした公園等として
整備する

139 16.0

開成山・麓山地区にお
ける公共施設等の駐車
場として整備する

281 32.2

新たな公共施設と駐車
場を整備する

240 27.5

民間へ売却する 97 11.1

その他 96 11.0

無回答 19 2.2

計 872 100.0

16%

32.2%

27.5%

11.1%

11%

2.2%

0 10 20 30 40

浸水対策や水辺空間を活かした

公園等として整備する

開成山・麓山地区における公共

施設等の駐車場として整備する

新たな公共施設と駐車場を整備

する

民間へ売却する

その他

無回答

71.2%

21.6%

5.4%

1.8%

0 20 40 60 80

（暫定的に）駐車場や自由広場と

して利用できるようにする

利用方法が決まるまでそのままに

しておく

その他

無回答
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○
調

問４ 公共施設（貸し施設）の利用について

郡山市の公共施設（貸し施設）の利用しやすさについて、どのように感じますか？

郡山市では、湖南地域に小学校の廃校が５校あるほか、「西田学園義務教育学校」の誕生に伴い、
今後、新たに既存小学校５校が廃校となります。これらの使われない小学校（校舎や体育館等）の
うち、耐震基準等をクリアしている施設の活用方法は、どのように決定するのがよいと思います
か？

問３ 小中学校統合に伴う廃校の活用について

選択肢 基数（人） 構成比（％）

民間の事業者等から公募
する

528 60.6

公募は行わず、市が決定
する

109 12.5

どちらともいえない 165 18.9

その他 56 6.4

無回答 14 1.6

計 872 100.0

60.6%

12.5%

18.9%

6.4%

1.6%

0 10 20 30 40 50 60 70

民間の事業者等から公募する

公募は行わず、市が決定する

どちらともいえない

その他

無回答

選択肢 基数（人） 構成比（％）

利用しやすい 134 15.4

利用しにくい 173 19.8

どちらともいえない 406 46.6

公共施設を利用しない 123 14.1

その他 19 2.2

無回答 17 1.9

計 872 100.0

15.4%

19.8%

46.6%

14.1%

2.2%

1.9%

0 10 20 30 40 50

利用しやすい

利用しにくい

どちらともいえない

公共施設を利用しない

その他

無回答
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・総合体育館（駐車場、施設）

○
調

問6-2 現在の郡山市の施設で改善すべき施設はありますか？

問６ 整備してほしい施設、改善すべき施設について

問6-1 郡山市に整備してほしい施設はありますか？

公共施設の建設・統合・リニューアル・廃止、使用料金の決定・変更、施設の運用方針等を決める
際、市民の意見をどのように聞くことがよいと思いますか？

問５ 市民意見の反映について

選択肢 基数（人） 構成比（％）

計画や方針づくりの始
めから、進み具合に合
わせ、その時々で意見
を聞く

433 49.7

計画や方針がまとまっ
た段階で意見を聞く

255 29.2

どちらともいえない 141 16.2

その他 19 2.2

無回答 24 2.7

計 872 100.0

49.7%

29.2%

16.2%

2.2%

2.7%

0 10 20 30 40 50 60

計画や方針づくりの始めから、

進み具合に合わせ、その時々で

意見を聞く

計画や方針がまとまった段階で

意見を聞く

どちらともいえない

その他

無回答

選択肢 基数（人） 構成比（％）

ある 359 41.2

ない 449 51.5

無回答 64 7.3

計 872 100.0

41.2%

51.5%

7.3%

0 10 20 30 40 50 60

ある

ない

無回答

選択肢 基数（人） 構成比（％）

ある 278 31.9

ない 507 58.1

無回答 87 10.0

計 872 100.0

31.9%

58.1%

10%

0 10 20 30 40 50 60 70

ある

ない

無回答
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【 記述回答まとめ 】 
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問１－１【開成山地区・麓山地区】公共施設駐車場についてどのように感じますか？

意見

1
駐車場探しで周辺を移動すること度々です。大きな催し物の時は、民間駐車場の借上げ活用はできま
せんか。会津若松市では、警備員付きで、鶴ヶ城周辺の整備をしています。

2 市職員が利用する車のスペースをほかに持っていく。市民に開放するべき。

3 利用する機会があまりありません。

4 駐車できた人は「足りている」になるだろうし、できなった人は「足りない」になるのでは。

5 開成山地区の駐車場不足は明らか。立体にすればよろしい。

6 中央図書館駐車場は台数が足りない上に、狭くて非常に停めづらくて危ない。

7 現状でいいと思います。公共機関を利用すればいいと思います。

8 選挙、イベント時には不足している。障害者、弱者には困る。やさしくない街。

9 イベント時はまったく足りない。

10 「圧倒的」に足りません。キャパシティが無さすぎる。ドライバーにケンカを売っている。

11 開成山地区はイベントが重なった時、麓山地区はいつも非常に足りないと感じます。

12 車を利用しない。

意見

1 行事があると混みますので早めに出かけないとなりません。もっと広くしてほしい。

2 富田行政センター、公民館は狭すぎる。

3 富田は狭い。時々ぶつかりそうで危ない。隣の土地を買ったらどうか。

4 富田行政センターは特に不便です。

5 富田は足りない、狭い。

6 集会に参加することがうんざりすることがあります。

7 文化センターに一般駐車場がなく、大変利用しにくい。

8 文化センター、足りない。

9 立体駐車場を検討している。

10 一部の施設で足りていない。安積・富田行政センター。

11 安積行政センターの駐車場が足りない。

12 安積は狭く使い勝手が悪い（選挙時）。

13 新しい行政センターは、駐車場広くて利用しやすい。

14 駐車場が足りない行政センター多い。安積、富久山、富田、湖南、熱海、市民プラザ。

15 足りている施設とそうではない施設がある。

16 駐車場は全て有料にすべき。

17 「圧倒的」に足りません。キャパシティが無さすぎる。ドライバーにケンカを売っている。

18 車を利用しない。

問１－２【上記の地区以外】行政センターや公民館等の公共施設駐車場についてどのように感じますか？
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意見

1 分かりません。 （同一趣旨意見 ４件あり）

2 公園等 （同一趣旨意見 ３件あり）

3 民間へ売却。税収アップ。 （同一趣旨意見 ３件あり）

4 早く利用方法を決める。 （同一趣旨意見 ３件あり）

5 音楽堂などの施設を作る。 （同一趣旨意見 ３件あり）

6 県立武道館を誘致する。集客力をはかる。 （同意一趣旨意見 ２件あり）

7 一部を自由広場に。

8 土日だとなかなか停められない。

9 蓄積している放射性物質の拡散防止に努める。（除染の実施）

10 公募して、いろんな意見を聞くと良い。

11 利用方法が決まるまでそのままにしておくか、または公園的な利用も可。

12 いつまでなのか分からないので、答えようがない。

13 アパート。

14 ショッピングモール

15 野外総合体育施設にしてほしい。

16
体育館用の駐車場。イベント時に駐車スペースがなくなるのは以前から承知のはず。普段は有料駐車
場にすれば。広報に広告を載せるくらいの時代だから、これくらいやってもいいのでは。

17 市職員の駐車場にして、メタボ解消、歩いて本庁へ行く。

18 行政施設を移転し、駐車スペースを広くとる。

19 将来的には楽都郡山のシンボルとしてのコンサートホールを建設。

20 一時的な駐車場等にすると、その後決定したものをつくる時に駐車場等の撤去が必要となる。

21 有効活用してほしいが経費の問題があるのかな？

22 スポーツ広場がほしい。学生対象。

23 半分駐車場、半分自由広場はどうでしょうか。

24 公民館

25 早く活用方法を決めて、公共施設を作ってもらいたい。

26 一時的にロックレスコインパーキングと一時的に月極駐車場にして収益をあげる。

問２－１ 現在利用されていない水道局西側の「豊田貯水池跡地」については、利用方法が決ま
          るまでの間、どのようにするのがよいと思いますか？
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問２－２ 豊田貯水池跡地の最終的な利用方法は、どのようにするのがよいと思いますか？

意見

1 音楽堂 （同一趣旨意見 ２９件あり）

2 各種競技の全国大会が開催できる規模のもの。 （同一趣旨意見 ５件あり）

3 音楽専用ホール建設と駐車場。 （同一趣旨意見 ４件あり）

4 高齢者福祉施設 （同一趣旨意見 ３件あり）

5 ショッピングモール、映画館など。 （同一趣旨意見 ２件あり）

6 サッカー場、スポーツ施設。 （同一趣旨意見 ２件あり）

7 防災施設等の公共施設 （同一趣旨意見 ２件あり）

8 シティホール （同一趣旨意見 ２件あり）

9 シネコン誘致。 （同一趣旨意見 ２件あり）

10 公共施設等の駐車場。立体駐車場等で大容量でお願いします。 （同一趣旨意見 ２件あり）

11 そのまま。 （同一趣旨意見 ２件あり）

12 わからない。 （同一趣旨意見 ２件あり）

13 民間で音楽堂建設。

14 シネコン誘致、本格的野球場。

15 一部民間へ売却する。

16
民間へ売却するのは反対、財産である。１周辺のみどりを残し、公園化。２“水”の遺産として(水
辺の一部を残し）“水の歴史資料館”、（安積疏水の歴史、水の大切さ、エコ…）日本遺産としての
評価を活かし、市民にアピールする施設。３「水の歴史資料館または史料館」４駐車場も広く作る。

17
一本の水路記念館建設。1/2を池として、疏水開成３番地記念池とする。池の水は、せせらぎ水路に
疏水の水を流し、導入する。

18 造られた公園であっても、自然景観を目指してほしい。

19 ドーム型で、サッカーや野球、コンサートができる所。

20 ファイヤーボンズの本拠地となるような専用アリーナ。

21 体育館、もしくは武道館に。

22 開成山公園内の陸上競技場を移設する。駐車場は総合体育館北側と隣接して広く整備する。

23 野球場

24 フットサル、テニスコートなどの施設。ボルダリング施設。
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問２－２ 豊田貯水池跡地の最終的な利用方法は、どのようにするのがよいと思いますか？

意見

25 音楽堂、公園。

26 「親水公園（散策路）」と「スポーツ関連施設（パークゴルフ場など）」。

27 音楽堂を含めた多目的文化施設を有した公共施設、駐車場、公園を整備する。

28 運動施設と音楽堂、駐車場

29 合同庁舎を移転して跡地を文化センターの駐車場にする。

30 新しい屋内体育館を整備し、現在の施設を解体し、駐車場にする。

31
開成山地区、麓山地区の公共施設駐車場の整備費に充当する。売却する際は、地区の将来の土地利用
構想を踏まえた民間企業に売却する。

32 駐車場、武道場

33 第二総合体育館と駐車場と公園。

34 公園等と駐車場両方。

35 小規模文化センターと駐車場。

36 イベント時、大型バスが停められるような駐車場。

37
一部駐車場、一部民間へ売却。キッザニアが欲しい。子どものための学習施設。ボルダリングなど子
どもの運動不足解消のための施設。

38 子どもが楽しめるお店を作って。

39
図書館や公民館で学習している生徒をよく見かける。スペースが足りなく、いつも満席。寺子屋のよ
うな施設があるとよい。

40 市立保育所

41 子供・老人に優しい施設。一緒に和み遊べる施設。

42 今必要と感じているものに利用する。

43 どちらともいえない。
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意見

1 高齢者施設 （同一趣旨意見  １３件あり）

2 地域住民が活用できるようにする。 （同一趣旨意見  １０件あり）

3 公募、市が決定する、両方から考える。一方だけに偏らず。 （同一趣旨意見 ６件あり）

4 市民、学生等も使える、研修センターやトレーニングセンター等。 （同一趣旨意見 ５件あり）

5 民間企業と共同で最先端・画期的な取組みを行う。 （同一趣旨意見 ３件あり）

6 地元の要望、立地条件により、民間・市の振り分けをする。 （同一趣旨意見 ３件あり）

7 運動できるよう整備してほしい。 （同一趣旨意見 ２件あり）

8 公共の施設を維持し、使用料が少額になるよう、市民に開放してほしい。

9
市内にある文化、スポーツクラブ等社会教育団体等で借用を希望する団体を公募し、安い賃料で年毎
に貸与する。

10 児童養護施設として再利用。

11
障害者福祉に活用。アートに特化。伝統伝承の場づくり。サロン的なフリースペース。ソーシャル
ワーク的なもの。避難所として活用。

12 売却する。

13 企業誘致、売却。箱物施設が多すぎる。

14 水の都、緑豊かな市として利用してください。

15 体育館は残して、校舎は検討する。

16 防災用水路として現状のままとする。

17 該当地の問題

18
どちらともいえない。地域住民組織による提言を尊重してはどうか。そのための組織づくり、学習会
の開催など工夫次第で。湖の景観と新しい掘削で温泉が出れば組み合わせ「逢瀬荘」の湖南版なんか
はどうですか。利用者は市民以外にも開放…。市営バスの運行も実施。

問３ 郡山市では、湖南地域に小学校の廃校が５校あるほか、「西田学園義務教育学校」の誕生
      に伴い、今後、新たに既存小学校５校が廃校となります。これらの使われない小学校（校
      舎や体育館等）のうち、耐震基準等をクリアしている施設の活用方法は、どのように決定
      するのがよいと思いますか？
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意見

1 予約システムが使いやすい。 （同一趣旨意見 １４件あり）

2 利用料金が安い。 （同一趣旨意見 ９件あり）

3 地域の活動の拠点、クラブ活動の学習の場。 （同一趣旨意見 ５件あり）

4 近くにある。 （同一趣旨意見 ５件あり）

5 利用したいとき使える。 （同一趣旨意見 ４件あり）

6 職員の対応が良い。 （同一趣旨意見 ４件あり）

7 施設内部も整理されている。 （同一趣旨意見 ３件あり）

8 ルールがはっきりしている。 （同一趣旨意見 ３件あり）

9 市民のことを考えて作られている。 （同一趣旨意見 ２件あり）

10 イベントが多く、利用機会が増えている。 （同一趣旨意見 ２件あり）

11 安い料金で、駐車場もあり、便利。 （同一趣旨意見 ２件あり）

12 未使用であれば、安価に利用できるようにしてほしい。 （同一趣旨意見 ２件あり）

13 各地域にある。

14 駐車場が比較的広い。

意見

1 駐車場が足りない。 （同一趣旨意見 ２９件あり）

2 使いたいとき使えないことがある。 （同一趣旨意見 ２６件あり）

3 申請手続きが面倒なときがある。 （同一趣旨意見 １７件あり）

4 一部団体が占用していて、個人利用しにくい。 （同一趣旨意見 ９件あり）

5 施設の内容や借り方が分からない。 （同一趣旨意見 ７件あり）

6
富田公民館は冷房設備がない部屋がある。また、暖房設備がなく、廊下や玄関、トイレが寒くて身体
に悪い。 （同一趣旨意見 ５件あり）

7 施設等古く、不便がある。 （同一趣旨意見 ４件あり）

8 近くにないため、歩いて行ける所に。 （同一趣旨意見 ４件あり）

9 休祝祭日の借用方法、要改善。 （同一趣旨意見 ４件あり）

問４ 郡山市の公共施設（貸し施設）の利用しやすさについて、どのように感じますか？また、
   その理由についても教えてください。【利用しやすい理由】

問４ 郡山市の公共施設（貸し施設）の利用しやすさについて、どのように感じますか？また、
   その理由についても教えてください。【利用しにくい理由】
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意見

10 富田公民館を利用しているが、駐車場が狭い。 （同一趣旨意見 ３件）

11 無料開放が良い。 （同一趣旨意見 ３件あり）

12 アクセスが悪い。駐車場が狭い。 （同一趣旨意見 ３件あり）

13 申し込みの規定が厳しい。 （同一趣旨意見 ２件あり）

14 個人で借りられる体育施設が少ない。 （同一趣旨意見 ２件あり）

15 民間のような融通性が欲しい。 （同一趣旨意見 ２件あり）

16 バリアフリーになっていない施設が多い。 （同一趣旨意見 ２件あり）

17 対話が不愉快な対応をされた。職員の意識向上を求める。 （同一趣旨意見 ２件あり）

18 施設により異なるが、目的により足りなくなるときがある。 （同一趣旨意見 ２件あり）

19 施設の存在そのものをもっと周知させてほしい。 （同一趣旨意見 ２件あり）

20 市全域ではなくなるべく地域中心がよい。

21 料金が高い。

22 ユラックスプール、２時間を１時間毎に半額にしてほしい。

23 郡山駅前駐車場が高い。ハローワークも東口で使いにくい。

24 活動団体数からみて圧倒的に数が少ない。

25 フロアの貸室不足。

26 ふるさとの森のＡＢコートが悪い。水はけ、広さ。

27 庭球場が人口に対して面数が少なすぎる。

28 富田テニスコート、数が足りない。

29 夜間（時間外）等において、施設管理者が不在のため開・施錠が不便。

30 和室は、高齢者には不便。

31 地域公民館、地域外からの利用が多い。

32 図書館が身近にあると良い。貸し施設にトレーニング道具や器具があると良い。

33 申込みで早いものが勝つ。登録者優先にしてほしい。

34 横断的な受付専用ウェブページがあれば良い。

35 予約回数が月３回までと少ない。

問４ 郡山市の公共施設（貸し施設）の利用しやすさについて、どのように感じますか？また、
   その理由についても教えてください。【利用しにくい理由】
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意見

36 用具の必要な種目は、用具のある場所でなくては練習できない。

37 抽選というわりには空いてたりする体育館。

38 武道館をつくってほしい。

39 施設ごとに利用方法が異なる。

40 ユラックス熱海の様な発券機のある施設は使いやすいが、事務所に声をかけにくい。

意見

1 自分が申し込みをしていないので分からない。 （同一趣旨意見 ３件あり）

2 身近な公民館として存在、利用しやすい。利用しにくいのは、狭い、駐車場不足、図書館不足。

3 高齢のため、利用する機会が少ない。

4 少人数で利用できる施設が少ない。

5
他の地区は分からないが、喜久田ふれあいセンターは使い勝手がよく駐車場も十分に確保されてい
る。

6 入り口階段が高すぎて、高齢者には歩きづらい。スロープ設置を要望。日和田公民館八丁目分館。

7 湖南公民館実習室の水道が使いづらい。直してほしい。

8 利用するところが集中している。

9 分からないので利用しないのではないでしょうか。

10
分館利用について、毎月第三日曜日休館。
これを月曜休館等にして日曜日を利用可能にしてもらいたい。

11 公共施設を民間業者にすべて丸投げしないで、郡山市の運営を考えるべきと考える。

12
システム自体はわかりやすいが、それらの情報提示を増やせばより利用しやすくなると思う。
（料金・時間など）

13 利用時間を延長してほしい。

14
後期高齢者であり、車の運転もないので、ほとんど体育館は利用しない。
地域公民館は利用しやすい。

15 音楽堂を造ってほしい。

16 人口に対して施設が少ない。

17 民間は利用料が高い。フィットネスクラブのようなジム機器がたくさんある公共施設がほしい。

問４ 郡山市の公共施設（貸し施設）の利用しやすさについて、どのように感じますか？また、
   その理由についても教えてください。【利用しにくい理由】

問４ 郡山市の公共施設（貸し施設）の利用しやすさについて、どのように感じますか？また、
   その理由についても教えてください。【その他】
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意見

1 市民にも学生等にも広く意見を聞いてほしい。 （同一趣旨意見 ４件あり）

2 聞く必要なし。 （同一趣旨意見 ２件あり）

3 ＳＮＳを活用する。 （同一趣旨意見 ２件あり）

4 地域懇談会聞く。 （同一趣旨意見 ２件あり）

5
市民に発信、公募、意見を傾聴し、議会を通し決定。財産を常に良好な状態で管理すべき行政側
で関係者の意見を聞き、取り組む。 （同一趣旨意見 ２あり）

6 市民の意見を聞きすぎるとまとまらないので、議会と市で協議の上進めてもらいたい。

7 利用状況などビッグデータ化して分析してほしい。

8 事前参加型も必要。

9 市民から代表を募って意見を聞く。

10 計画的に。

11
地域住民参加はいいことです。それぞれの地域の住民対象の学習会、説明会等を再三開催し、
「○○づくり協議会」に発展させていく、そんな方針は出せませんか。市当局の考え方、情勢、
夢などが伝わればいい意見、参考になる意見が出ると思います。

問５ 公共施設の建設・統合・リニューアル・廃止、使用料金の決定・変更、施設の運用方針
   等を決める際、市民の意見をどのように聞くことがよいと思いますか？
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施設の種類 施設の場所

1 ＪＲの駅 ビッグパレット付近

2 アウトレットモール 場所の意見なし （同一趣旨意見 ４件あり）

3 アウトレットモール ＩＣからのアクセスがよいところ。

4 アウトレットモール 安積町

5 アウトレットモール 磐梯熱海

6
熱海地区に学習もでき、人の集まれる常設の図書
館。

7 アリーナ 場所の意見なし （同一趣旨意見 ２件あり）

8 アリーナ 駅の近く （同一趣旨意見 ２件あり）

9 アリーナ 郡山駅東口

10
安積疏水についても含め市立博物館もほしいで
す。

11 憩いの場 市内全域

12 イベント会場 富田駅周辺

13 イベントホール

14 今の体育館よりも大規模な体育館 豊田貯水池跡地

15 インドア施設 廃校の体育館

16 運動施設 富田、農業試験場跡地に。

17 映画館 駅前

18 駅前のバス停に待合室 高速バスの停留所

19 駅前ロータリー

20 逢瀬公園
噴水広場。本宮市のみずいろ公園のような、水遊
びができるきれいな噴水。

21 横断歩道 駅前

22 大きなコンサート会場 郡山の中心地

23 大きな体育館

24 屋内グラウンドゴルフ場

25 音楽関係。 市街地

26 音楽関係の施設
西部はまだあいているように思えますが。
（北部、東部も？）

27 音楽施設 小原田地区

28 音楽施設 市中央部

29 音楽専用の施設 駐車場が確保できるところ

30 音楽堂 場所の意見なし （同一趣旨意見 １１件あり）

31 音楽堂 開成山地区 （同一趣旨意見 ３件あり）

32 音楽堂 楽都の杜にふさわしいところ。

33 音楽堂 旧市内 （同一趣旨意見 ２件あり）

34 音楽堂 市街地なら良いが郊外でも良い。

35 音楽堂 駐車場を十分にとれるところ。

36 音楽堂 豊田貯水池跡地 （同一趣旨意見 ２５件あり）

37 音楽堂 麓山 （同一趣旨意見 ２件あり）

38 音楽堂、武道館 豊田貯水池跡地

39 音楽ホール 駐車場あり。

40 音楽ホール 文化センター

問６－１ 郡山市に整備してほしい施設はありますか？
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施設の種類 施設の場所

問６－１ 郡山市に整備してほしい施設はありますか？

41 音楽ホール、劇場、美術展等施設の複合施設
交通の利便性考慮。駐車場を備えられる郊外でも
よい。

42 温泉と温水プールとスポーツクラブ カルチャーパーク

43 会社・一般企業

44 開成山公園の開拓碑の水場の苔

45 各施設の駐車場 そこへの公共交通機関の整備・バスなど。

46 各スポーツ広場にトイレ設置 各スポーツ広場

47 学童保育 公民館の分館あたりがよいのでは。

48 学童保育 郡山市全域

49 カジノ

50 火葬場 逢瀬、三穂田、片平

51 火葬場 逢瀬町

52 火葬場 市内西部

53 学校併設の学童保育
大成小学校。急に、民間の学童が存続不可能とな
り、とても困っています。

54 合併浄化槽の排水用の処理施設 日和田町八丁目竹ノ作地区、ドブ化している。

55
河原敷きを利用した北海道の「パークゴルフ」施
設を是非作ってほしいです。

56 簡易集会所 町内会単位

57 気軽に使えるホール。

58 希望ヶ丘図書館 駐車場が狭い。

59 義務教育学校
逢瀬町の河内小、多田野小、逢瀬中を西田のよう
に義務教育学校にしてほしい。

60
旧市内に夜遅くまで使用できる公民館等がほし
い。

61 教育機関・関連施設全般（少子化対策）

62 行政センター 富田町

63 行政センター、公民館、商業施設の複合施設。 湖南町

64 グラウンドゴルフ場 三穂田地区

65 グラウンドゴルフ場、スケートボード場 西部第一工業団地の外周緑地。

66 黒石荘 中田町柳橋

67 公園

68 公衆のトイレ 開成山公園、東山霊園

69 交通歴史博物館のようなもの。 郡山駅近く。

70
交通公園のような、子供が自転車を安全に練習で
きる公園。

71 公民館 駅前

72 公民館 富田町 （同一趣旨意見 ４件あり）

73 公民館等 谷田川地区

74 高齢者がいつでも気軽に行ける施設。 各地域

75
郡山駅西口の一般車駐車場。以前のように30分無
料駐車場を作ってほしい。

郡山駅西口

76 郡山駅東口 東部地域

77 郡山駅東口の広場整備（拡張）

78 子供・老人に優しい施設へ。
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施設の種類 施設の場所

79 子どもが遊べる室内の施設 ペップキッズから離れた場所

80 子どもたちの支援施設

81 こどもの森公園 善宝池公園

82 湖南公民館 古いので。 （同一趣旨意見 ２件あり）

83 五百川親水公園等

84 ごみ焼却熱を利用した温水プール等 富久山町

85 古民家での昔の暮らしを知ることができる施設。

86 娯楽施設、日本一怖いおばけ屋敷 熱海町

87 サービスセンター 小原田

88 サイクリングロード 阿武隈川堤防

89 サッカー競技場 便利なところ

90 サッカーコート 薫小付近

91 サッカー場 駅に近いところ。

92 サッカー場 開成山

93 サッカー場 市内中心

94 里山自然公園 田村方部へ

95 市営住宅 日吉が丘町会内

96 施設付近 富田町

97 室内遊び場 ビッグパレット近く

98 室内のプール（温水） 市内

99 室内プール 総合体育館の周辺

100 自転車用駐輪場 駅前

101 児童館

102 市内各所へ小型のバスターミナル

103 シネコン 富久山町

104 シネコン、地下鉄、道路の融雪設備、駅前ビル
福島市のＭＡＸのようなビルが駅前にあればよい
と思う。

105 シネコンを誘致。本格的野球場。

106 市役所 駐車場

107 市役所 配置

108 射撃場

109 集会場 坦ノ腰

110 集会場

111 柔道場 喜久田地区

112 自由に借りることができる施設
広間を1階にしてほしい。高齢者、幼児が利用しや
すい。

113 宿泊体験施設

114 場外馬券売り場。道の駅。 郊外

115
小学生が体を動かしたり、オセロ等他者と一緒に
遊べる施設。ニコニコこども館等は幼児と一緒で
危ない。

116 小学校や中学校

117 小規模な施設

118 商業施設、子どもが遊べる施設

問６－１ 郡山市に整備してほしい施設はありますか？
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施設の種類 施設の場所

問６－１ 郡山市に整備してほしい施設はありますか？

119 親水公園 五百川

120 スポーツ施設 守山西部地区

121 スポーツ施設

122 スポーツ施設（ちょっとした運動施設）
新しく建替える。民間企業を誘致して活性化す
る。

123 スポーツ施設、県営のテニスコート、県立図書館 農業試験場跡地

124 スポーツジム 豊田貯水池跡地

125 スポーツ広場 駐車場500台確保できる地域。

126 スポーツ広場 富田町 （同一趣旨意見 ２件あり）

127 スポーツ広場 西田地区

128 整備管理

129 専用の展示室 がくと館

130 総合運動公園 逢瀬・大槻

131 総合運動公園、体育館、アリーナ 安積、三穂田、富久山、喜久田地区

132 総合運動場 南インター近く。

133 総合運動場

134 総合型ドーム施設

135 総合国際体育施設 安積、田村、西田、熱海

136 総合スポーツ施設 富田町

137 総合体育館

138 総合武道館 旧農業試験場

139 ソフトボール専用球場

140 体育館 場所の意見なし （同一趣旨意見 ４件あり）

141 体育館 郊外

142 体育館 八山田

143 体育館 三穂田

144 体育館、スポーツ施設 開成山

145 体育館付きの公民館。 日和田区画整理地内の３号公園（川坂公園）

146 体育館の増設 北部地区（富久山）

147 体育施設 東部地区

148 田村行政センター 場所の意見なし （同一趣旨意見 ２件あり）

149 男女共同参画センター 麓山

150 団地 三穂田地区

151 地域図書館

152 地域の集会所

153 中央公民館
中央公民館のホールの壁は目がチカチカして落ち
着かない。はりかえてもらいたい。

154
中央公民館のように市民が集える場所と行政セン
ターを合わせた施設。

各行政センター

155 中高生の学習スペース。 既存施設の再利用

156 駐車場 場所の意見なし （同一趣旨意見 ３件あり）

157 駐車場 駅前

158 駐車場 開成山 （同一趣旨意見 ２件あり）
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施設の種類 施設の場所

159 駐車場
開成山公園、市役所、中央公民館、21世紀記念公
園 （同一趣旨意見 ２件あり）

160 駐車場 片平ふれあいセンター

161 駐車場 郡山駅前、市役所 （同一趣旨意見 ２件あり）

162 駐車場 市民会館跡地

163 駐車場 市民文化センター

164 駐車場
市役所、西庁舎、こども館、総合体育館、陸上競
技場、野球場

165 駐車場 市役所周辺

166 駐車場
総合体育館、陸上競技場、野球場、市役所、こど
も館

167 駐車場 体育館周辺に駐車場をお願いしたい。

168 駐車場 堤下

169 駐車場 文化センター （同一趣旨意見 ４件あり）

170 駐車場 駅西口の地下 （同一趣旨意見 ２件あり）

171 駐車場 中央公民館

172 直売所 喜久田町

173 堤下分館

174 テニスコート 場所の意見なし （同一趣旨意見 ２件あり）

175 テニスコート 郡山庭球場

176 テニスコート 農業試験場跡地

177 テニス施設 現在の場所またはほかの場所

178 動物園 カルチャーパーク

179 動物園 西田地区

180 東部第２体育館、芳賀地区

181 図書館 熱海駅前

182 図書館 熱海町

183 図書館 大槻、三穂田、逢瀬

184 図書館 田村地区

185 図書館
どこでもいいが、今の１０倍の規模で使いやすい
場所に。

186 図書館 文化センター

187 図書館

188 図書館分館 富田町の農業試験場跡地

189 図書館分室
本来の目的からは外れるのかもしれないが、高校
生や浪人生のより所となるような公共施設を考え
ていただきたい。

190 富田行政センターと富田公民館 富田町

191 富田公民館 富田町

192 富田ふれあいセンター

193 トレーニングジム 駅周辺

194 トレーニング場 富田町

195 中山間地域における多目的対応公衆トイレ

196 西田行政センター 西田町

197 西田行政センター 駐車場の拡大

問６－１ 郡山市に整備してほしい施設はありますか？
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施設の種類 施設の場所

問６－１ 郡山市に整備してほしい施設はありますか？

198 西田町根木屋 小学校跡地に詩・音楽の施設があると良い。

199 パークゴルフ場 東部森林公園に。

200 バス停留所 バス停まで車でいけるよう駐車場がほしい。

201 馬入新田の水芭蕉。 布引高原

202 東山悠園に代わる火葬場 郡山西部地区

203 美術館 開成山

204 美術館 内容の充実

205 日和田駅の自由通路 日和田駅

206 フィットネスクラブ 駐車場のあるところ。

207 フィットネスクラブ ユラックス熱海

208 福祉関係

209 福島県中央運動公園 西田町鬼生田地区

210
福島市の十六沼公園のようなキレイで安全な施
設。

安積南

211 舞台 大槻地区

212 武道館 市内

213 武道館 豊田貯水池跡地

214 武道場 場所の意見なし （同一趣旨意見 ２件あり）

215 フリーイベントスペース

216 ふれあいセンター 富田中央地区

217 ふれあいセンター 富田東地区

218 ふれあいセンター 富田町

219 文化会合施設

220 文化施設 田村町

221 文化施設 富田駅南側

222 文化施設 豊田町

223 文化センター 場所の意見なし （同一趣旨意見 ２件あり）

224 文化センター 郡山

225 文化センター 市民文化センター

226 文化センター 市役所近く

227 文化センター 駐車場 （同一趣旨意見 ８件あり）

228 文化センターの近く 駐車場の立体化

229
文化センターや他の施設等で共同で利用できる立
体駐車場。

230 ペップキッズのような施設 安積町管内に

231 ペップキッズのような施設 中心地か安積町に。

232 保育園

233 ボルダリング施設、プール 総合体育館

234 身近に使える町内会用物置。

235
身近な場所の「地域図書館」老人達の歩ける範囲
のところに。子どもも使える、幼老憩いの場。

236 道の駅等農業を支援する施設

237
南インター周辺の調整区域を外しコストコやイケ
アのような大型ショッピングモールの建設。
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施設の種類 施設の場所

238 無料駐車場（時間制限つき） ビッグアイ

239 モノレール（鉄道でも地下鉄でもない。）

240 野球場 安積町 （同一趣旨意見 ５件あり）

241 野球場 開成山以外のところへ移す。

242 野球場 富田地区

243 野球場、安積公園 日和田球場

244 野球場、サッカー場

245 安い老人ホーム

246 屋内のイベント会場。駅前か市役所。

247 屋内フリー運動場 開成山

248 屋根があるイベントスペース。

249 屋根つき広場 まちなか

250 遊具付き公園 各町内に一つくらい。

251 養護施設 日和田地区

252 陸上競技場 カルチャーパーク

253 陸上競技場 サブトラック

254 立体駐車場

255 老人介護 廃校

256 郡山駅東側の整備

257 ツタヤ等一般業者を館内に入れて活性化を図る。

問６－１ 郡山市に整備してほしい施設はありますか？
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施設名 内容

1 安積永盛駅から日大へ行く橋 橋を広げてほしい。

2 熱海駅前 空き家がそのままになっている。

3 熱海スケート場 年中利用できるよう屋内型とする。

4
熱海のスケート場、サッカー場は年間を通し
て稼働率が悪い。

5 あちこちにあるがくとくんのキャラクター

6 石筵ふれあい牧場 お風呂付き休憩場

7 石筵ふれあい牧場 自分で遊べるところが欲しい。

8 石筵ふれあい牧場 展示内容、動物の種類を増やす。

9 委託管理の各施設 使用、作業員の雇用。

10 駅前の高速バスの待合室 バスが遅れた際、外で待たされる。

11 駅前の市の駐車場 駐車料金を安くしてほしい。

12 駅前ロータリー

13 大槻行政センター 窓口、スペースが狭い、混雑している。

14 小山田公民館 建て替え

15 音楽芸能堂

16 音楽施設

17 音楽ホール 音楽専門

18 開成館
料金をとっているが、館内の展示があまりにもおそま
つだ。観光ＰＲをするにしても、展示内容を新しくす
るべきだ。

19 開成山球場 駐車場 （同一趣旨意見 ４件）

20 開成山サブグラウンド 人口芝グラウンドに。

21 開成山野球場 スタンドの増設 （同一趣旨意見 ２件）

22 各学校 古くなってきたから。

23 各公民館 温水シャワートイレ

24 各公民館

子どもたちが使いたくなる施設として図書室・集会室
の設置。公民館の位置づけが“集会施設”として市当
局は捉えています。集会機能を持った学習施設ではあ
りませんか。

25 各地域のものも含め、図書館の駐車場。 駐車場を広く、多く。

26 各図書館 本の数を増やす。

27
がくと館専用の駐車場。利用料が高くなって
も警備員を配置して必要な台数を予約できる
ように。

28 火葬場の増設

29 片平ふれあいセンター 駐車場整備

30 学校関係
子どもたちの清掃だけで維持するのは無理。清掃業者
に依頼してきれいな環境で勉強させてあげたい。

31 カルチャーパーク 冬期利用できるように内容を増やしてほしい。

32 カルチャーパーク 遊具の充実を図ってほしい。

33 カルチャーパークのプール トイレとシャワー

34 カルチャーパークプール
屋根を付けて頂けると直射日光が避けられるので大変
ありがたいです。

35 義務教育学校
逢瀬町の河内小、多田野小、逢瀬中を西田のように義
務教育学校にしてほしい。

問６－２ 現在の郡山市の施設で改善すべき施設はありますか？
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施設名 内容

問６－２ 現在の郡山市の施設で改善すべき施設はありますか？

36
旧市内に夜遅くまで使用できる公民館等がほ
しい。

37 教育機関・関連施設全般（少子化対策）

38 行政センター、ふれあいセンター 富田町。公民館に併設していて狭い。単独で欲しい。

39 金透小学校

その後、どんな利用をされているのか知りたい。場所
的にもよいので、さまざまな利用法がありましょう。
教科書関係の施設として利用されているだけなので
しょうか？

40 黒石荘 中田町柳橋

41 桑野公民館 二階コンクリートフロア

42 公園

43 公民館 ＤＶＤが視聴できるようにしてほしい。

44 公民館 湖南町

45 公民館 駐車場が狭い。

46
公民館にちゃんとした臨時でない職員を配置
すべき。

47 公民館にはピアノを設置すること。

48 公民館の駐車場 管理人を設置してはどうか？

49 公民館もっと遅い時間まで使いたい 場所の意見なし （同一趣旨意見 ２件あり）

50 郡山駅前駐車場 郡山駅東口と西口との車での通りぬけ。

51 郡山駅前駐車場 不便。前のほうが良かった。

52 郡山駅前西側駐車場 無料駐車場（30分）を作ってください。

53 郡山庭球場 雷がなった時の逃げる場所。

54
国際基準のスポーツ施設（現況のものをリ
ニューアル）。

55 こども館 母親学級に参加

56 こどもの遊び場 使いやすくして。

57 こどもの森公園リニューアル 利用者が少ない。

58 湖南公民館 場所の意見なし （同一趣旨意見 ２件あり）

59 湖南公民館 寒冷地対応の建物に。

60 湖南公民館 冬は窓から雪が入ってくる。

61 湖南公民館、行政センター 老朽化。

62 湖南スポーツ広場 所々岩が出ている。

63 さんかくプラザ 駐車場

64 施設全般 バリアフリー化を。

65 施設の駐車場 駐車場が少ない。

66
児童施設や公園の遊具について、首都圏の自
治体を市議団で視察すべき。

67 市内公民館等 トイレ改修

68 市の道路 センターラインが見えにくい。

69

市民サービスセンターの職員数が多い。いつ
もふらふらしておしゃべり、タバコ室での休
憩。机に座ってパソコン眺めている状況はい
ただけない。
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施設名 内容

70 市民プラザ、ハローワーク

71 市役所
移動距離が多い。分かりづらい。障がい者、老人に不
親切な配置。 （同一趣旨意見 ３件あり）

72 市役所 駐車場 （同一趣旨意見 １０件あり）

73
市役所のトイレが臭い汚いので、洋式にして
ほしい。

74 小中学校 学校トイレを水洗＋洋式にしてほしい。

75 小中学校や古い施設 耐震化など対応して。

76 市立保育所
３歳以上の子も主食を出してほしい。費用を払ってで
も。

77 診療所の改善 西田町

78 スポーツ施設 中途半端な施設が多い

79 青少年センター多目的ホール

80 整備管理

81 総合体育館 車いすバスケも利用可能にしてほしい。

82 総合体育館 小さい。使いにくい。 （同一趣旨意見 ２件あり）

83 総合体育館 駐車場が足りない。 （同一趣旨意見 ３件あり）

84 総合体育館 トレーニング器具が壊れたり錆びたりしている。

85 総合体育館 夏場のエアコン。

86 総合体育館 リニューアル

87 総合体育館

88 総合体育館、武道（剣道場）

89 総合体育館柔道場 19時からの予約がなかなか取れない。

90 体育館 倉庫間口の高さ。

91
体育館剣道場。冷暖房作動時、高音で話が聞
こえない。

92
体育館剣道場の冷暖房設備。稼働時高音のた
め他人の話などが聞こえない。

93 体育館等 安いため、利用者が多く使用しにくい。

94 田母神の温泉 温泉いらない。

95 男女共同参画センター 駐車場が少ない。

96 中央公民館 清掃

97 中央公民館 多目的ホールの外に、防音室を。

98 中央公民館 駐車場 （同一趣旨意見 ２件あり）

99 中央公民館、中央図書館、開成山公園等 コインパーキングにしてほしい。

100 中央図書館
新しく建替え、民間企業を誘致して活性化する。
（同一趣旨意見 ５件あり）

101 中央図書館 閲覧室、学習室の拡張と専門者の充実。

102 中央図書館
駐車場が狭いので立体にするとか有料にするとかし
て、関係ない車が入りにくくしてほしい。（本も増や
してほしい）

103 中央図書館と文化センター

104 駐車場 場所の意見なし （同一趣旨意見 ７件あり）

問６－２ 現在の郡山市の施設で改善すべき施設はありますか？
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施設名 内容

問６－２ 現在の郡山市の施設で改善すべき施設はありますか？

105
低年齢の子のための施設ばかりでなく、幅広
い年齢の、また競技者のための施設がほし
い。

大きな大会が県内でできないので、運動に対する意識
が低い。

106 テニスコート
大きな大会は開けない。もっと郊外の広いところに移
転してはどうか。

107 テニスコート
コート面が16面しかなく、東北で最も少ない。少なく
とも30面以上は欲しい。

108 テニスコート 富田町

109 テニスコート等 西部工業団地内

110 東部スポーツ広場
東西南北からいけるなので、大型施設の設置が考えら
れると思う。

111 道路の拡張、渋滞緩和 場所の意見なし （同一趣旨意見 ３件あり）

112 図書館
古い本が少ない。図書館を新築して、市民の憩いの場
として活用してはどうか。交流館等にぎやかな集いの
場を希望します。

113 図書館

114 図書館、文化センター 駐車場設置と増設

115
図書館の分館（大槻町の土瓜辺りに）大槻町
公民館の図書室では不十分。

116 図書館分館を増やしてほしい。

117 富田行政センター 公民館と併設しており、狭い。

118 富田行政センター 狭い （同一趣旨意見 ２件あり）

119 富田行政センター
駐車場東側を出し入れ可能とする。時間外利用可能な
キオスク端末設置。

120 富田行政センター、公民館 総合的な施設にする。

121 富田行政センター・公民館 施設及び駐車場

122 富田公民館 場所の意見なし （同一趣旨意見 ３件あり）

123 富田公民館 規模拡大による新築。

124 富田公民館 集会、体育関係の活動ができるようにする。

125 富田公民館 駐車場 （同一趣旨意見 ３件あり）

126 富田公民館 使いづらい。 （同一趣旨意見 ２件あり）

127 富田テニスコート コートの面数が東北一少ない。

128 富田東公民館

129 富田保育所、公民館、行政センター 古くなっており、設備が使いづらい。

130 富田保育所、公民館、行政センター、図書室 使いづらい。古くさい。駐車場がない。

131 名前ばかり横文字に変わりよくわからない

132 西田ふれあいセンター
駐車場の拡張、ホールの音響効果、設備の改良、改
善。

133
西田町河川敷の運動場の復活 ソフトボール
ができる環境を

134 二十一世紀公園の駐車場と遊具の設置

135
日本人の昔の暮らしを知るための施設があっ
てもよいのでは。

136 布引高原のトイレ トイレ
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施設名 内容

137
芳賀小学校体育館、広い体育館に新築してほ
しい。

138 麓山公園
有形文化財として管理し、存続させるのか、意味のあ
る活用法を考え改善してもらいたい。

139 美術館 市内のどこか。

140 ビッグアイ 使用料

141 日吉が丘市営住宅
若い人、サラリーマンの人たち２人とか入居していま
すが、市の規定よりオーバーしている方がいると思い
ます。いつまでたっても整備できないと思うが。

142 日吉が丘市営住宅

143 日和田公民館 緊急時の避難所となっているが収容力が足りない。

144 福祉センター 駐車場

145 富久山行政センター
もっと利用しやすい場所に新築して、駐車場も整備す
る。

146 富久山総合学習センター 駐車場がなく使いにくい。

147 古い公民館
広間を1階にしてほしい。高齢者、用事で利用しやす
い。

148 ふるさとの森スポーツパークＡＢ グラウンドの水はけ。

149 ふるさとの森スポーツ広場

150 文化施設 トイレリニューアルを。

151 文化センター 場所の意見なし （同一趣旨意見 ４件あり）

152 文化センター 音楽性能が良くない。 （同一趣旨意見 ３件あり）

153 文化センター じゅうたん、いすの張替

154 文化センター 駐車場 （同一趣旨意見 ３８件あり）

155 文化センター 洋式トイレの数を多くする。

156 文化センターと図書館 設備内容。学習スペースを増やしてほしい。

157 文化センターと図書館 駐車場がない。

158 保育所、介護施設 増やしてほしい。

159 保健所 市障がい福祉課の近くに。

160 歩道等に凸凹の平石ブロック設置 市内全域

161 三穂田公民館 ふれあいセンター内に移設すべき。

162 野球場 スタンド拡張

163 野球場、総合体育館、市民文化センター

164
野球場の駐車場が不足した際、臨時の駐車場
を考えてほしい。

165 ヨーク開成山球場 駐車場

166 ヨーク開成山スタジアム

名前が長すぎる。開成山の名を残したいのは分かる
が、命名権を導入すると決めた時点で、そんな思いは
捨てなければならない。ヨーク開成山スタジアムなん
てニュース読む人はいない。命名権はあまり採用しな
いほうがいいと思う。日本では、名前がかっこ悪い事
例が多い。郡山で命名権でかっこよくなりそうな企業
はゼビオくらいだと思う。

167 陸上競技場 改築

168 陸上競技場 時間の延長（７時まで）。

問６－２ 現在の郡山市の施設で改善すべき施設はありますか？
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施設名 内容

問６－２ 現在の郡山市の施設で改善すべき施設はありますか？

169 歴史資料館
建物が古い。歴史を物語るのに、ただそこに置いてる
ようだ。歴史は大切にすべきだ。

170 サービス向上、対人、気持ちよく使えるよう。

171 トイレの洋式化

172 道路の鳥のフン害をキレイにしてほしい。
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○公有資産の有効活用についてご意見があれば、ご記入ください。（自由記述）

意見

1 駐車場のラインをしっかり引いてほしい。

2 駅前の駐車場が少ない。

3 駅前ロータリーをスムーズに。

4 駅西口のロータリーが使いにくくなった。

5
駅西口のタクシー乗場では、小型・中型の区別がされているが、客は前の方にある中型（料金が高い
方）に乗ってしまう。改善を。

6 アーケードを新しく、またはなくすこと。今から改善してほしい。

7 大阪から来て住むことにした。市民が使いやすいようよく考えてください。頑張ってください。

8

市役所の敷地内に水素ステーションを設置しようとしている。トヨタ自動車に聞いたところ、東北地
方で水素自動車の販売実績はなく、今後も増える見込みはないとのこと。そのため、市役所に水素ス
テーションを設置する意味がなく、市税の無駄遣いにほかならないため、水素ステーション設置に反
対する。

9
全天候型のスポーツ施設があれば良い。現在、自動車送迎ができない児童生徒は遠い所の施設利用が
できず、部活動が制約される。近くの市町村民も郡山市の施設が利用でき、活性化になるのでは。

10
施設の職員、少し体を動かして。机にばかり向かっていないで、使っている人たちを見るだけでも自
分自身の勉強になるし、おしゃべりしてる人の多いこと。何もしてないのにパソコンばかり見て。

11
市役所の施設内に水素ステーションを設置する方向で進んでいる。現在東北地方で水素自動車を保有
している人は誰もなく、700万円以上する水素自動車が今後普及するとは思えない。市税の無駄遣い
にならないように、水素ステーションの設置に反対する。

12 駐車場

13

市役所の土地内に水素ステーションを設置しようとする動きがある。県内はおろか、東北地方におい
ても水素自動車は一台も走っていない。また価格も700万円以上と高価なため、誰も購入しようとし
ない。なぜこのような事のために郡山市は水素ステーションを設置しようとしているのか疑問であ
る。もし設置後、部外の会計監査が入った場合、使用頻度が少なく、市税・国税の無駄遣いであるこ
とが明確になるはずである。そのため、水素ステーションの設置に反対する。

14
市役所食堂の鯉料理を夫婦で食べに来庁。11:30に行ったのですが、すでに完売。やはり限定20食で
は少ないと思います。広く宣伝するなら、50食位は出してもらわないと、来た人ががっかりすると思
います。

15

１こうしたアンケートも良いが、実際に現地に行って地区の方々の人と意見交換をして情報を取るべ
きです。２積極的に現場に行き、現地の人の意見を広く聞いてください。３たとえば駅前の駐車場、
何ゆえにタクシー乗場を優先したのか、地方は自家用車利用が主です。そちらを重視すべきです。４
市長自身がタクシー乗場に行き決めた様に聞いていますが、もっともっと研究の余地あります。バス
を含めて！

16 未使用物件があればそれを公開し、意見を聞く。

17

八山田には分館が立派にできている。市長が住んでいるからか？富田はどうして地区の公民館なのに
整備しないのか。あまりにもひどい。優先順位というものがあるはずだ。富田は近いから、図書室も
行政センターもしょぼい。ずっとずっとそのままだ。住民が利用できる多目的ホールを作ってほし
い。人口はどんどん増えていても、近いからだめなんだというのは別の話だ。

18
若い人たちが入ってきているようです。また車も１軒で２台もあり、入居基準より外れているのでは
ないですか。もう建て替えなくてはならないのでは。
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○公有資産の有効活用についてご意見があれば、ご記入ください。（自由記述）

意見

19
未利用財産のうち、小規模物件については、隣接する土地所有者へ無償払い下げを積極的に実施すべ
きである。

20

喜久田でも富田が近いので富田を利用するが、富田は図書館がお粗末で、和室では座っているのに、
なかなか年寄りは座れない。トイレが寒くて廊下も寒い。公民館としては古いが、もう少し近代的な
施設で駐車場を広くしてほしい。孫が保育所に行っているが、富田保育所はお遊戯会もできない。運
動会もできない。一体で改築してはどうか。

21 富田

22
富田町の住民としては、富田行政センター及び富田公民館が併設となっているが、例えば大槻のよう
な広い場所を探し、駐車場を備えた場所にふれあいセンターを建設していただきたい。

23
開成館の展示は、お金を出して見るには物足りない。せっかくの施設なのに、もう少しＰＲする案内
方法を現代的にしてはどうか。ただあるだけではもったいない。

24 富田町日吉が丘147～151、道路西側の側溝整備。

25
近くで便利な施設、駐車場を広くしてほしい。図書館の中で放射能の検査をしている。いつまでやる
のか、図書を充実してほしい。

26
入居者をいくつかの棟に入居していただくことはできないのですか。このままでは何十年たっても今
のままで、草木も伸びたままです。また、タンス等も置きっぱなしです。

27

郡山の都市像をモットーやキャッチコピーで表現することもいいのですが、その具体像、具現化した
ときの姿がイメージできません。具体化の方策、方法論と公有資産の有効活用されたときの郡山のイ
メージを、行政の方々と地域住民、市民が共有できれば、と考えます。例：郡山市内の小中学生は、
どれくらいの人数が市立図書館や開成館の利用をして卒業していくのでしょうか。生涯、知らずに巣
立って行く子もいるのではありませんか。

28 ほかの役所は郡山以上に使いやすいというように考えてください。

29 駐車場を完備したコンサート会場などに使える施設

30

70代女性ですが、ますます高齢化社会になっていくのは必至。健康寿命を延ばすためにも大型フィッ
トネスクラブ（年相応なマシン、インストラクターの配置、健康食提供のレストラン、そして保育児
童も気軽に高齢者とふれあえる。遊び場もある等々）があったらすばらしいと思います。プールの完
成を待望しておりますが、果たして高齢者にも優しい施設になっているのか。ユラックス熱海のプー
ルからお風呂に行くのには着替えていかなければならない不都合もあるわけで…。

31 公園にトイレがほしいです。特に町外れの公園。

32
郊外の公共施設の料金を安くして街中の施設はもっと料金を上げてもいいと思う。一律同じでなくて
いいと思う。

33 公民館と体育館など、地元優先（なるべく）でお願いしたい。

34 文化センターの駐車場が近くにあるといい。

35 郡山駅西口のターミナルの拡張整備、駐車場増設をしていただきたい。

36 有効活用できるなら活用して、できないなら処分する。

37
民間を活用し、協力しなければ面白いアイデアは出ないのではないでしょうか。公有資産の活用とい
うと、しばりが多そうなので、規制緩和し、官民一体となったモノづくりを期待します。

38 総合地方卸売市場の土地を民間に貸し、赤字にしない。
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○公有資産の有効活用についてご意見があれば、ご記入ください。（自由記述）

意見

39
イニシャルコスト、ランニングコストの後年度負担を考慮すれば、行政による施設整備は消極的で
あってよい。

40
子どもを生み育てたくなるような施策に期待しています。認可保育所を増やすことも検討してほしい
です。

41

私たち物の足りない時代に生きてきた者と与えられすぎている今の時代の者たち、生まれたときから
満ちている育ち方に、何が不足なのかを聞いても分からないかもしれない。市の遊び地がたくさんあ
ると思うが、何に使用したら良いかを考えるとき、もう箱モノはいらない。市自体の身を細くしてし
まうことも一案、売れるものは売る、そして税金で増収を図る。

42 駐車場利用を無料にしてほしい。

43 駐車場

44

施設は維持管理費がかかるのでどうしても売却などの方向から話が進むと思う。それでは人もモノも
育たないし動かない。半官半民などのＮＰＯなどを育成し、市民活力を育てなくては。その運営でも
しものときの有事に備えなくてはならない。3.11を体験し、そこからの学びは決して忘れてはならな
い。きたるべき東京五輪で、いろいろな意味で日本を元気にしなくてはならない。垣根を越えて。こ
こフクシマの郡山から発信できれば、市民として一人の人間として幸せなことだと思う。

45
地域の体育館で２名程度で剣道をやりたくても使用できない。バスケなどしかできない。また、プロ
バスケが優先らしく、一般市民の小さな声は関係なく、行政が動くのはおかしい。もっと広く意見を
聞くべき。せめて、剣道を５、６人で素振りくらいさせてもいいと思う。やる場所がない。

46
今は車社会。そのため駐車場がないと困ってしまう。特に文化センターは駐車場がなく、終わる時間
によってはバスもないのであきらめてしまうことがある。八山田にできたこども公園も、駐車場がな
く、孫を連れて行けない。施設を作るときにはそこまで考えてほしい。

47
市がアイデアを出して、市民にある程度意見を聞くなどして有効に活用できないか。パラマウントの
あったところは民地か。開成山にも近く、駐車場になれば、開成山の利用価値も上がると思う。

48
農業試験場跡地は、旧市内に残る最後の広大な土地。市民の福利厚生の向上に寄与する使い方をして
ほしい。

49 使わなくなっているため池を地域の下水道処理施設にして阿武隈川をきれいにする。

50

公園用地の有効活用を。土地区画整理組合から市へ移管され、市管理となる公園用地内に、ごみ集積
所を設置してほしい。もしくは設置許可を。日和田公民館収容人数不足。駐車場問題。文化体育館老
朽化、双方を考慮し、土地区画整理地の３号公園（川坂公園）に体育館付き日和田公民館を新築・移
転する。日和田駅拡大もできる。

51 廃校の有効活用を。過疎化を進めないためにも地域の意見を聞いて進めてほしい。

52
富田駅南側の、仮設住宅の後利用を有効に考えてほしい。市街地であれほどの土地は貴重。マンショ
ンや住宅地にはしないでもらいたい。

53 施設、公園などの清掃が行き届いていない。花苗、花木、緑をもっと増やしてほしい。

54 建物は使わないと痛むので、何かしらに活用しないと。

55
廃校は広く事業者等に活用法を募ったり、そのまま貸し館にしても需要があると思う。ブリティッ
シュヒルズをコスプレ撮影会場に使って話題になったが、廃校校舎や安積歴史博物館などをそのよう
に貸し出すとさらに収入が見込めるのでは。

56 不要な土地・施設は積極的に民間へ売却。

57
熱海町は温泉旅館が多くありますが、観光場所がありません。お化け屋敷を作って、天候や季節に関
係なく一年中人が集まることができる場所が欲しいです。
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○公有資産の有効活用についてご意見があれば、ご記入ください。（自由記述）

意見

58 熱海町のフットボールセンターを、既存施設と一括で予約できるようにしてほしい。

59
郡山市、文化都市、積極的に美術や音楽公演などを招き、もっと活発な明るいイメージを持てるよう
な施設づくりや活動を展開してほしいと思います。大きい都市であるにもかかわらず、消極的であ
る。

60 市中心部の施設は、駐車場不足。新規施設をつくる場合、十分な駐車場が必要と考える。

61
大衆芸能も必要であるが、芸術性の高い他に誇れるホールは絶対必要である。仙台市では、街の中央
に作るとの話があり、「楽都仙台」なる目標を掲げている。郡山の楽都はどうなるのか。

62
音楽都市が音「学」都市になっている。このあたりの御検討を賜りたい。また、施設駐車場は十分と
はいえない。公共施設駐車場について御検討をいただきたい。

63
昭和30年代目指した「東北のウィーン」どうしたのか。平成20年「音楽都市宣言」どうしたのか。音
楽都市のシンボル、殿堂建設資金（基金）は。全国に名をはせた、コンクールでがんばっている子ど
もたちに誇れる施設を切望する。

64
高齢化が進み、グラウンドゴルフ愛好者が増加している中、冬場は雪により長期間活動できないの
で、会津地区のように室内の施設があれば、冬期の運動不足解消につながるので、是非とも検討して
ほしい。

65

例えば町道等改修で空き地ができたなら、雑草が生えないように小さな休憩場所にするとか、広い場
所でしたら、地元の子どもたちの運動場に解放するとか、荒地防止と健康に役立ててほしい。郡山市
西部地域は、ハイテク工業団地として開発されていますが、何もない田村地域には、巨大な遊園地開
発で観光バスを集客できるような場所を作ってほしい。例えば、平田村ではジュピアランドで成功し
ています。

66
文化センターの駐車場があまりにも小さく活用に問題がある。カルチャーパーク周辺に公共施設をつ
くり、北側の駐車場の有効活用に努める。

67

地域の活性化につながる業態の民間業者（地元業者）が望ましい。物流の拠点となるものは望ましく
ない。郡山市の施策に基づく、例えば福祉施設などの市民の健康に関する施設等の誘致が望ましい。
業者の選定にあたり、公募等で採算面のみ重視するのではなく、地域への貢献度も考慮していただき
たい。

68
今回の懇談会について。始まる前に、進め方など何の説明もなく、どのように行っていくのかもわか
らないまま始まった。説明がほしかった。

69 荒らすのではなく、方針が決まらなくても地域で管理させて、公園等々で美化する。

70
市当局、地域も多くの努力をしているが、なかなか良いアイデアが出てこない。市内の各地区間で設
備等の優位性が明らかに差が生じているように思う。各地区の状況がいろいろあるので、同一仕様に
はならないと思うが、極力同等となるような施策を講じてほしい。

71

文化センターの駐車場の確保。西田町内のマイクロバス等の必要性。（百円くらいで）山の荒れてい
るところを行政で対応してほしい。地域の集まりごと、行政でできる限りやってほしい。住民が少な
くなっているのにもかかわらずやることが多い。若い方は、町から（西田町）でていってしまいま
す。

72
個性豊かな人材、地域の特性を生かすためにも、その地域の人たちに十分話を聞き、より良い活用を
してほしい。

73 市民サービスもいいけど、将来的には若い人たちの負担にならないようにしてほしい。

74 中田地区の小中学校の統合を進めてほしい。

75
中央公民館の駐車場そばも広いのに芝生のようになっています。足りないので駐車場にすればもう少
し車が止められます。つぶして駐車場にしてください。おかしいです。恐ろしく狭くて困ります。
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○公有資産の有効活用についてご意見があれば、ご記入ください。（自由記述）

意見

76 公共施設駐車場立体化は無理なのですか？

77 中央公民館はほぼどの部屋も利用前に掃除している。

78 府中市などにある学習センターのように、総合施設を郡山市の中心部に。

79
施設をつくる中では、将来像を見すえた計画、メンテナンス等含め、長く親しめる公共施設になるよ
う考えていただきたい。

80
プールや野球場は公認の試合ができないと聞きましたが、どうせ作るなら公認で駐車場が広いところ
を作ってほしいです。

81

利用目的の定まらないままに、何年間にもわたって宙ぶらりん状態となっている資産はありません
か？ 一度じっくり洗い出し、「広報こおりやま」に連載してみてはいかがでしょうか。一般市民に
は皆目わからないので、是非知りたいと考えています。特定の議員さんに頼るのではなく、市の機関
からの報告を期待している一市民です。

82

駐車場等の利用については料金を徴収するようにすれば良いと思います。図書館・中央公民館前の利
用は通勤者と思われる方が平日朝から夕方まで置きっぱなしであり、有料とするようにしたいもの
だ！ 以前は駐車場の管理はシルバーセンターの人が管理していたようだが、今は誰もいないので、
平日の日中は通勤者の利用が優先されている。資産管理はお金がかかるので、駐車料金を少しでも徴
収したいものである。

83 10時すぎのお掃除は止めてほしい。授業中に迷惑です。

84
中央公民館でピアノのある部屋が一つでは足りない（練習部屋）。ピアノの調律などもやってほし
い。

85 歳を取ることにより、施設があってもなかなか遠いと利用することができなくなる。

86 公共施設の駐車場については駐車許可証の発行をすべき（１年）。

87 文化センター利用時に駐車場が大変不足しております。どうぞ新増設してください。

88 どの施設も駐車場が足りないように思います。

89 開成山屋内プールや高校野球等々…豊田貯水池跡地は、ぜひ駐車場にお願いします。

90
一番、利用して気づくのは、どの施設も街中にあり、駐車場が少ないことです。今は車社会ですか
ら、郊外でも良く、広いスペースを確保してほしい。

91 駐車料金が高い場所にわざわざ公共施設をつくるな。

92

福島市といわき市を比較対象とすることになるが、野球場が市中心部にあることがあまりに車社会に
合致しないことが誰にも考えられると思うが、大金をかけて改修するなど郡山市全体を視野に入れた
施策に金と頭を使うべきである。当時の市長はそれを押し切った経緯があり、一市民として、自身は
傍観していたわけだが、どうしても駐車場のことを看過、観戦から足が遠のく現実となった。この先
市街地が縮小していく政策ならともかく、旧郡部をどう活性化するか大問題を置き去りにして廃校跡
をどうするかの話ではないかと激怒します。

93

音楽堂建設の運動もあるようですが、若者の意見も聞いてくださいますか。若者イベント会場が少な
く、ライブハウスは何かありましたら、大変なことになります。中高年の年代が音楽堂ほしいとのこ
と、伺ってますが、もし音楽堂が完成する頃、ほしいと言っている年代は老年です。つくるなら東北
一のものか、これからの若者に借金だけは残さないでほしいと切なる希望です。

94
見たい映画の大部分は、福島まで行かないと見れないのが実情です。中核市とは名ばかりのようです
ね。
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○公有資産の有効活用についてご意見があれば、ご記入ください。（自由記述）

意見

95

あちこちにあるがくとくんのキャラクター。まちを歩いていて大変不愉快。市民の気持ちがかなり損
なわれていると思います。市の方で一方的にやっているキャラクターですが、まったく親しみがわか
ず、どこの町なのか、自分のふるさとなのかよく分からなくなります。音楽という一部の分野にかた
よっているのは異常だと思います。ラーメンやおまつりと違い、人間のやることのひとつですから、
心身に支障をきたす影響が大きすぎます。他の地域のキャラクターと質が違う。はっきりいって恥ず
かしい。こんなことがわからないから、田舎モノだと馬鹿にされるのです。

96
体育施設が中心以外は遠いので、宿泊や交通の便を考えると利用しにくい。もっと、いろいろなス
ポーツができる（幅広い年齢が）施設がほしい。小さい運動場ばかりで使いにくい。高速道路の近く
で気楽に来られる場所にほしい。

97 和太鼓ができる施設があると良い。

98 合同庁舎の駐車場を開放してほしい。

99 芸術作品等の展示場があればよい。

100
東北のウィーンとして良いイメージは広がりましたが、スポーツに対する市の支援は他市町村と比べ
十分とは言えない。市で保有する土地を活用し郊外に市民が利用しやすいスポーツ施設を新設できな
いでしょうか。開成山は市の中心すぎて駐車場の問題を含めて利便性が良くありません。

101 予約システムの申し込み回数を３回から４回にしてほしい。19時～の申し込みの枠を開けてほしい。

102 どのような公有資産があるのか、もう少しわかりやすい形で公表してほしい。

103 市内に武道館をつくってほしい。

104 人工芝の広いコートを作ってほしい。

105 人工芝の広いコートを作ってほしい。

106 トランポリン専用の施設があったらうれしい。

107 個人的に今の郡山市に十分満足しています。

108
市内の公共施設はほとんどが駐車場が足りないばかりでなく、公共の交通も利用しにくい。駅前や市
内を活発にしたいのであれば、駐車場不足は大きな課題である。施設だけでなく、ほとんどが郊外に
流れてしまうことが残念である。

109 貯水池跡に音楽堂を是非作ってほしい。

110 音楽堂を是非作ってほしい。貯水池跡は最適。

111
交通の便がよく老人や子供でも出かけられるよう市内をまわるシャトルバスの利用がほしい。温泉施
設や運動場、演芸場などがほしい。音楽を皆で楽しむ場所。

112
現代に駐車場がない施設等考えられない（現在の文化センター）。駐車場が近くにあれば、もっと利
用が増えると思う。

113 郡山は楽都をセールスポイントにしている割にコンサートホールがない。

114
ピアノの指導を自宅でしています。発表会時、文化センターがとりづらく、楽都郡山にしては、音楽
施設が足りません。本格的な音楽ホールを是非お願いします。

115
開成館の展示内容が貧弱なので、もう少し展示内容を充実させるべきである。オリンピックももうす
ぐだが、日本遺産に認定されても、魅力のない展示では情報を発信できない。
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○公有資産の有効活用についてご意見があれば、ご記入ください。（自由記述）

意見

116

郡山市の東側が、西側と比較して施設整備が遅いように感じる。中央工業団地へのアクセス道路が不
足している。通勤時の渋滞の緩和対策。富田ふれあいセンターの設置を希望している。今後の少子高
齢化社会や2025年問題を考慮したとき、本庁を遠く感じる時代がくるのではないか。富田行政セン
ターの施設の充実、事務改善は必要。公共施設を利用する場合、利用者はルールを守ることが大切で
ある。

117

○中央公民館。職員の対応が冷たい。いらっしゃいませ、ありがとうございます等々の温かい対応を
お願いしたい。終了15分前です、のアナウンスは、利用者にとってまとめの妨げになっている。○各
地区には社会福祉事業を行う社会福祉協議会支部がある。市民福祉にかかる様々な事業を展開してい
る。各地区で進めている事業について、地域の方々から寄せられる要望は、近所に気楽に集まり、茶
飲みや軽運動、手芸、工作等々ができる簡易集会所があればよいという声。足腰の弱い老人や小・中
学生が自分の住まいから近ければ集まり、活動を楽しむことができる簡易集会所の整備を空き家対策
と合わせて進めてください。施設の管理運営は、各町内会で行う。

118 富田ふれあいセンターを整備してほしい。

119 富田は人口が多いのに、広い集会施設がないので、ふれあいセンターを整備してください。

120 郡山駅前の30分無料駐車場がなくなり、大変不便になってしまった。

121
カルチャーパークあたりに、テニスコートや野球場、陸上競技場などがまとまってあるとすばらし
い。

122

最少の経費で最大の効果を上げ、最適な利用、更なる有効活用について積極的に取り組む、そんなマ
ネジメントができる組織を作っていただきたいと思う。ＰＰＰが必然的＝提案公募型アウトソーシン
グ制度を導入。中途半端な施設ばかりではなくて、「げんきキッズパークにほんまつ」のような屋内
遊び場をカルチャーパーク周辺に作ってはいかがでしょうか。公有地の移転、交換による公益施設の
移転建て替え活用＝良好な環境の形成につながると考える。（公営住宅小山田地区等）未来ある子ど
もの育成支援するまちづくり、行政組織を作り上げてほしいと思います。

123
街の景観を悪くする看板などの設置利用はやめるべきです。ミニ休憩所など市民にやさしい憩いの場
として活用してほしい。

124 市役所駐車場は有料とする。

125
都市計画公園等で、市民アンケートを実施のうえ、無駄だとされる公園を民間に売却し、本当に必要
な公園の整備の原資として活用すべき。また、維持管理のかかりすぎる街路樹については植え直し等
により景観を向上させつつ維持費を圧縮してはいかがか。

126 音楽活動がしやすい施設が必要。 ピアノなどがないところも古いところもある。

127 剣道場は、テニスなどで利用され、靴跡が残り、武道修行の場として、相応しくない。

128
統合、廃止の方向性は理解できるが、統合等を進める際は、幅広い年齢、地域、職種の方々からの意
見を踏まえて進めるべき。

129
今後を担う世代への投資（＝少子化対策）が無ければ、自治体・地域は滅びてしまう。子供達に罪は
無い。その為には「雇用の創出」は必然的になる。好待遇の民間企業（事業所）が少ない。首都圏の
自治体ほどの魅力が郡山を含む県内には無い。

130
お役所の人達だけで、昔気質の考え方がまだ根強く、やはり一般企業のいいところをどんどん参考に
してほしいです。
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○公有資産の有効活用についてご意見があれば、ご記入ください。（自由記述）

意見

131

豊田浄水場跡地の活用については、是非大規模なコンサートや国際的なスポーツの大会ができる常設
の観客席が整った大規模なアリーナの建設をお願いしたい。理由としては、郡山市は、首都圏からも
１時間半程度で来ることができるため、大規模なコンサートやスポーツの大会があっても、ある程度
日帰りで行き来ができることから、充分な観客が見込める。そのためには、郡山駅から近いこと、郡
山駅へのバスのアクセスが良いことが必要である。そのためにも、さくら通り、麓山通り、文化通り
の３路線が利用できる豊田浄水場跡地は適地と思われます。更に、駅からのアクセスが容易な分県外
から列車等で来た方達にも駅周辺で地元の名物を味わってもらえる時間的余裕もできるので駅前の活
性化にもつながる。それに福島空港を利用して来る方にも便利であり、大規模なコンサートやスポー
ツの大会が行なわれること自体が福島空港利用者促進にもつながる。それから、併せて市民文化セン
ター等と相互で利用できる立体駐車場を現在の麓山公園の駐車場の場所に整備すれば良いと思う。特
に図書館の耐震工事が行われ、図書館が長期休館されている今がいいタイミングだと思う。中途半端
では駄目。

132 立地条件等から豊田の跡地は駐車場が最適である。イベントを実施するにはどうしても必要である。

133 郊外ではなく駅前や市役所の近くに施設を集めてコンパクトなまちにした方がよいのでは。

134
 豊田貯水池を当面、駐車場として利用させるべき。

周辺でイベントがあると、駐車場ばかりか、道路の渋滞にもつながっている。

135

豊田貯水池の跡地を駐車場としての暫定利用は、絶対にすべきでない。一度作ったら、廃止はでき
ず、廃止する場合、代替の駐車場が当然必要となる。郡山市の中心地という状況を踏まえ、駐車場利
用者数の最大値を考えた駐車スペースの確保はすべきでない。人口減少の中、これからは、公共施設
の統合、複合化もすべきであり、このような中、新設はないと思われるので、民間売却により、開成

 地区等の活性化を図るべきである。
 暫定利用による駐車場が必要であるというのであれば、明確な根拠を示したうえでなければ、検討の
余地がないとも思う。

136
 県外より沢山の方々が気軽に泊まれる施設。

自然は大切だと思いますが、現状、放射能の問題があり子供たちの運動できる室内の施設。

137
市民の意見や他県、他市で喜ばれていたり、有効活用されているものをリストアップし、よく協議し
た上で作ってほしい。ただ、箱ものも大事ですが、郡山文化会館辺りは慢性的な駐車場不足と感じま
す。

138 無理に市で活用するのではなく、民間売却も検討してほしい。

139
郡山駅～郡山市役所まで、さくら通りの上空にモノレールを整備する。市役所をトランジットモール
として、モノレール沿線付近に図書館等の施設を整備する。試算だけでも推奨したい。

140
使用されていない施設（廃校等）維持費・管理費を含め経費がかかる。その施設本来の利用目的に限

 定せず、多様な発想での活用が必要であると考える。

141
テーマとは異なりますが、国の復興予算を活用して、市民に夢を与える「音楽堂」の建設が、楽都郡
山にふさわしい「夢」であり、復興への象徴になろうかと思います。

142
駐車場ありきの質問であり、疑問を感じます。あの地区に駐車場が必要でしょうか。民業圧迫も懸念
します。

143
 最近は黒字決算ということをお聞きしますが、前市長の音楽堂基金に積み増ししてほしい。

そして、本当の楽都にしてほしい。

144 職員が素人なのが問題。音楽を知らない人がどうして音楽施設を運営出来るでしょうか。
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○公有資産の有効活用についてご意見があれば、ご記入ください。（自由記述）

意見

145

廃校の活用について。新宿区に閉校した小学校を活用した芸能芸術文化活動のための創造スペース
『花伝舎』がある。演劇、音楽、舞踊、演芸など芸能及び芸術文化の創造と交流の場として、かつて
の教室は稽古やワークショップまた映画やドラマ、ＣＭの撮影、イベントなど多彩に活用。伝統的な
芸能に触れたり子どもの創造性を豊かに伸ばす場となっている。また、舞台の大道具、小道具や衣裳
などを制作する工作室に学校等のスペースはもってこいだ。廃校となった逢瀬町の旧市立河内小学校
夏出分校の立派な教室が物置となっているのを見学し、郡山市と協力して学校を有効に活用したいと
強く感じた。できれば市の中心地に建物があれば、高齢者や仕事帰りの社会人には理想的ではある。
私は郡山市文団連加盟の劇団に長年所属、この３月会社を退職する６０代だが、経験や資格、培って
きたプロの演劇人等の人脈を生かして運営面に携わり、まちづくりのために働きたく、廃校活用の公
募にぜひ加えていただきたい。

146 音楽堂の新設は不要。

147   すべてを公有資産で一括りにするのはいかがかと思います。

148

造ることが第一になり、その後どう活用していくかが伴わない施設が多い、造りっぱなしで終わるの
ならば、むしろ維持費の面でも無駄、いらないと思います。今ある施設は頭の固い方々にお任せする
のでは無く、民間の力をもっと取り入れた方がよいと思います。また熱海地区にあるスポーツ施設を
もっと活用してもらうように、宿泊施設も併設し団体等を呼べば稼働率も上がるのでは。

149 施設の削減を図るべきだと思います。

150 人口が少なくなっています。施設の数も削減すべき。
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