
 

 

パブリックコメントの結果について 

募集期間：平成２４年６月１５日～平成２４年７月１３日 

応募件数：１６件 ※ただし、計画案から読み取れないものについては公表しないこととします。 

番号 応募方法 募集要件 意見等 回 答 

１ 郵送 

 

市内に住

所を有す

る人 

冬の雪の時期、外で遊ばせられない時もあり、幼稚園

入園以前の子供を体を使って思い切り遊ばせる場所に

困りました。百沢総合公園の建物の中にある幼児プレイ

ルームに連れて行って遊ばせました。もっと町中にあれ

ば良いと思いました。 

一日、その場所で楽しく過ごせる、人を育てる場所に

なって欲しい。 

・ 2,3 人の友人でバドミントン、卓球、室内テニス、

室内ゲートボール等使用料を払う事で簡単にプレ

ーできる場所 

・ 第二の図書館を作る 

・ 中高校生の自習室を作る 

・ 音楽やダンスをしている若い人に場所を開放する 

・ 年寄りも、若い人も、それぞれ楽しみながら、知ら

ない間に交流できている場所 

子育て支援センターや託児機能、遊び場など様々な子

育て機能を導入した「こどもの広場」や「こども図書館」

のほか「市民の活動拠点」として、多目的スペース、活

動室や会議室、学習室、市民ホールなどの導入を計画し

ております。 

具体的には今後検討することになりますが、一つの形

態に拘らずに多様なニーズに対応可能なスペースとし、

幅広い年代層が利用しながら、多様な世代が交流できる

場と考えております。 

また、スポーツができる環境整備については、ビルの

活用可能な面積や施設構造上、困難なものと考えられま

す。 



 

 

２ 郵送 

市内の事

務所又は

事業所に

勤務する

者 

弘前駅前、弘前中心にと立地条件が最高の場所なの

で、赤ちゃんからお年寄りまで皆が集う場所にしてほし

いです。子育て真最中のママ達は家の中にいる時間が長

く、子供の世話、家事にと息つく間もなく、１日を過ご

しています。なので、子供を中心とした広場、その周り

をママ達のいこいのカフェをつくり、どの親からも子供

達の様子が見える、そんないこいの場所や、お年寄り達

も集う場所からも子供達、ママ達が見えたりお互い会話

が出来たりしたら最高だと思います。 

 あと、学生の町弘前を活かして、学生と市民の集いの

場があったりなど、考えてみました。 

 再開発たのしみにしています。 

子育て支援センターや託児機能、遊び場など様々な子

育て機能を導入した「こどもの広場」を計画しておりま

す。 

その中で、子育ての相談や親同士の交流などの幅広い

機能を導入していきたいと考えております。 

また、市民の活動拠点としての多目的スペースや学習

室などの利用により、学生と市民はもとより、様々な世

代交流が可能だと考えております。 



 

 

３ 
ファック

ス 

市内に住

所を有す

る人 

此度は意見を聞いて下さるとの事に感謝しておりま

す。私共ボランティア団体は、教育再建、海外支援、留

学生支援など、多岐に渡る活動をしております。一端と

いたしましては、月に何回かのイベント、集会そして学

習もしています。今までは学習センター等も使わせてい

ただいてきましたが、列車・バス等の交通手段の事を考

えますと、此度の計らいにとても感謝すると共に関心が

あります。今までは少しばかりの不自由を強いられてき

たようです。貸し室、貸し会場、そしてオーディオ類の

設備等の整った場所が少なかったからです。 

 この際、上記に揚げました、諸々の条件が満たされた

ならば、より活動がしやすいことを確信いたしますの

で、是非叶えてくださいますようにと切に希望いたしま

す。どうぞ宜しくお願いいたします。 

「市民の活動拠点」として誰でも気軽に利用できる、

多目的スペースや活動室、会議室などを計画しておりま

す。 

それぞれのスペースや設備機器等については、ご意見

を参考にさせていただき、効果的な利活用がなされるよ

う具体的に検討してまいります。 

 



 

 

４ 
ファック

ス 

市内に住

所を有す

る人 

あったら便利かなと思うもの。部屋のみのレンタル。

今よさこいやダンスなど活発に活動されていますが、個

人的に大きな鏡の前での練習ができないはず。そのほ

か、個人的な雑談や趣味での使用に、飲食持込 OK で。

洋室、和室を数部屋１フロアーに。 

「市民の活動拠点」として誰でも気軽に利用できる、

多目的スペースや活動室、会議室などを計画しておりま

す。 

施設の仕様については、多様なニーズに柔軟に対応可

能なスペースとなるよう検討してまいりたいと考えて

おります。 

５ 
ファック

ス 

市内に住

所を有す

る人 

大人も子どもも楽しめる遊び場を作ってほしいです。

子供が裸足になって遊べる森の遊び場。 

ただ、遊具を置くのではなく、森に見立てた空間に滑

り台やブランコを配置して非日常空間を楽しんでもら

う。雨の日でもお外で遊んでいるような感覚。凸凹して

いる床やよじのぼるロープ、ジャンプしたくなる川、か

くれんぼしたり木登りしたくなる木、小さなトンネル、

ターザンロープなど。遊具をフロアの外周に配置して、

中央に椅子やテーブルを配置すれば保護者の休憩場所

兼見守り場所になるのでは。遊具の感じは昔の弘前運動

公園のような感じ。森の感じは土手町にあったベニヤ遊

子育て支援センターや託児機能、遊び場など様々な子

育て機能を導入したいと考えております。 

 遊び場の具体の内容につきましては、ご意見を参考に

しながら、今後検討してまいりたいと考えております。 

 また、各種スポーツ施設の設置に関しましては、ビル

の活用可能な面積や施設構造上、困難なものと考えられ

ます。 



 

 

技場にあった無料の遊び場のような感じ。子供を置き去

りにしないよう親子で入場するシステムにする。その為

の人員はきちんと整備する。 

各種スポーツ施設 

スケート場、ソフトテニスやスカッシュ、ボルダリン

グ（ロッククライミングの練習場みたいなもの）、スケ

ートボードやインラインローラー場、ゲートボール、グ

ランドゴルフなど。シャワールーム・化粧室などがあれ

ば、運動後にさっぱりして駅前で買い物などして帰れま

すね。 

６ 持参 
市内に勤

務する人 

こども図書館について 

本のほかに、アニメ DVDの視聴ができる設備があれば

よいと思う。 

椅子・テーブル席・ソファーのほかに、靴を脱いでく

つろぎながら本を読める読書スペースも設置してほし

い。 

弘前市立図書館の蔵書活用のほかに、市民から読まな

くなった絵本・児童書の提供をしてもらい、活用しては

どうだろうか。（本のリサイクル） 

「こども図書館」の具体の内容につきましては、ご意

見を参考にしながら、今後検討してまいりたいと考えて

おります。 

庁舎機能については「総合行政窓口」の設置をはじめ、

職業紹介機能を持った就労支援センターやジョブカフ

ェあおもりなどの国・県施設との連携など、市民の利便

性が向上するよう、商業施設と連動し、土日や夜間を含

めた運営方法により、様々なライフスタイルに対応した

行政機能の提供を検討してまいりたいと考えておりま



 

 

商業施設の営業時間に合わせた開館時間にし、市立図

書館のように週 1 回の休館日を設けないほうが利便性

につながるのではないだろうか。 

ベビーカーでの利用者には通路・本棚配置、保護者で

ある祖父母には動作範囲・視野も配慮した構想にしてほ

しい。 

 

市庁機能について 

 土・日・夜間のほか祝日に利用もできるのか 

 年末年始は商業施設と市役所のどちらに合わせるの

か 

 上下水道部に関して、利用手続き、支払いに関するこ

とをしてほしい。 

 子育て支援課に関して、こども広場、子育て支援セン

ターとの連携をしてほしい。 

小中学校の手続きに関すること、費用補助相談などの

学務課、就学相談として指導課を教育委員会の一部移

転。 

 

す。 

多目的スペースや活動室、会議室といった「市民の活

動拠点」としての多目的スペースの利活用については、

飲食の可否や設備内容等、多様なニーズに柔軟に対応可

能なスペースとなるよう、ご意見を参考にしながら今後

検討してまいりたいと考えております。 

子育て支援センターや託児機能、遊び場など様々な子

育て機能を導入し、育ての相談や交流の場となるよう進

めてまいりたいと考えておりますが、具体的な運営方法

につきましては、ご意見を参考にしながら、今後検討し

てまいりたいと考えております。 

 



 

 

交流広場について 

 県外・市外から公共交通機関（JR、バスなど）を利用

して来る人が、公共交通機関利用の時刻に合わせやすい

使用時間区分の設定。 

 会議室・多目的スペース・活動室での飲食・飲酒は可

能だろうか。 

 中央公民館と東部公民館の中間点に位置する駅前・大

町地区住民の交流の場となる地区公民館的機能として

の活用はどうだろうか。 

 学習室にインターネット設備を整えてほしい。 

 貸館業務だけでなく、こども広場や健康広場との共同

事業も市民利用や活性化につながるのではないだろう

か。 

 

子育て支援センターについて 

 地域の人たちが子育てを相互に支え合うためにファ

ミリーサポート事業を充実してほしい。 

 遊び場や世代間交流促進を手伝ってくれる大学生や

シニアなどのボランティアの受け入れ。 



 

 

   

こどもに広場について 

 ガラスに描いても消せるクレヨン、水で落とせるクレ

ヨン、雑巾でふくと汚れが落とせる壁紙に使用でき、子

どもたちが自由にお絵かきを楽しむことができるスペ

ースの設置。楽しんだあとは、ほかの子のために自分で

消すシステムで物の共有・公共マナーを学ぶ。 

 親子のコミュニケーションとして保護者も一緒に遊

べる遊具 

 こども広場のマスコットキャラクターを小学生から

募集し、チラシやリーフレットなどに使用するのはいか

がでしょうか？ 

 託児機能として、授乳・おむつ交換・食事・休憩のた

めの託児室を設置してほしい。また、粉ミルク用のポッ

ト(湯)、哺乳瓶保温気完備、おむつの処理袋の斡旋 

 託児機能として、障がいのある子（発育がゆっくりな

子）の受け入れ。 

 一時保育の利用で、保護者が公共階利用時の場合の割

引制度の導入をしてほしい。 

 放課後児童クラブは小学 3年生までが対象だが、放課

 



 

 

後児童クラブ的要素と学童保育所的要素を取り入れ、未

就学児童、小学生全学年を対象とする。 

 『あそび』遊びの場、『そうだん』子育て支援センタ

ー、『あずかる』『ほいく』託児機能に市民参加機能とし

て『つくる』、『まなぶ』子育て支援センター、行政、NPO、

市民をプラス。 

「託児機能」と「遊び場」を個々の機能としてだけで

なく、連携したものにしてほしい。 

７ 電子メール 

市内に住

所を有す

る人 

降雪期、雨天時に弘前近郊では子どもが走り回ったり、

体を使って遊べる空間がほとんどありません。あっても、

民間商業施設内の有料で、騒々しい空間があるだけです。

これらと差別化され、通年で楽しめる環境の整備を期待

しております。 

観光の窓口としても同様の視点が必要かと思います。

雨天、降雪期にこの施設で旅装を整え直したり、雨天な

ら行き先をどう変更するか？を思案したりする落ち着

いた空間整備と地域全体像を外来者に提示できる場を

用意してもらえればと考えます。 

子育て支援センターや託児機能、遊び場など様々な子

育て機能を導入しながら、子育ての相談や交流の場とな

るよう進めてまいりたいと考えております。 

 観光の窓口については、JR 弘前駅にある「観光案内

所」との立地関係から、同じ地域に機能が重複すること

などから、「子育て」「健康」「交流」「行政機能」に特化

した施設として検討しているものであります。 



 

 

８ 電子メール 

市内に住

所を有す

る人 

私たち家族は弘前で結婚し暮らしていましたが夫の転

勤のため、2003年～2009年まで福島県福島市で生活をし

ました。その時に福島市にできた施設が子供達にとって

とても良い環境の施設だったので是非それを参考にし

て、今の空きビルを「教育文化複合施設」にしてはどう

かというのを提案します。 

 参考にして欲しい施設というのが「子どもの夢を育む

施設こむこむ」です。  

 最近では高齢者が利用する施設が増えてきています

が、子ども達が利用できる施設は少なすぎると思います。

大きい空きビルなので小さな赤ちゃんをもつ家庭から中

学、高校、大学生など、もちろん大人も利用できる施設

になってほしいと思っています。 

学校行事でも利用できるのはもちろん。様々なイベン

トもできると思います。施設内に運動ができる場所もあ

ったり。駅前という事で弘前市以外の方も利用できたら

なお良いでしょうね。 

以前にあったフードコートや地下の食品売り場などを

どうするかなど問題もあるかとはおもいますが、ぜひ未

計画案は、「子育て」「健康」「交流」「行政機能」に特

化した施設として計画しており、小さな子どもから小学

生など幅広い子どもたちが利用できるスペースや図書

館機能、「市民の活動拠点」としての多目的スペース、

活動室、学習室の利用など幅広い方が利用できる施設と

して検討しております。 

ご意見につきましては、子育て支援センターや託児機

能、遊び場など様々な子育て機能や健康づくりを支援す

る拠点としての健康広場、誰でも気軽に利用できる、多

目的スペースや活動室、会議室といった「市民の活動拠

点」の活用が考えられます。 

一つの形態に拘らずに多様なニーズに対応可能なス

ペースとし、幅広い年代層が利用しながら、多様な世代

が交流できる場の提供ができればと考えております。 

 



 

 

来ある子ども達のための施設を案のひとつに加えていた

だければと思います。 

 

９ 
WEBアイデ

アポスト 

市内に住

所を有す

る人 

現在、社会保障制度は、国・県・市町村でそれぞれ役

割を分担しながら住民サービスの提供を行なっていると

ころです。しかしながら弘前市においては、各関係機関

が広範囲に立地しているため、複数の機関に相談・手続

きが必要な場合、一回で済まない場合等移動時間や日程

調整が大変な状態です。特に自家用車のない方や高齢者

にとっては不便です。 

 そこで、旧ダイエービル（ジョッパル）に社会保障関

連の全ての機関を集約する事を提案します。労働基準監

督署・職業安定所・年金事務所・中南地域県民局・市の

関係課・社会福祉協議会等を集約する事で住民サービス

ご意見にありました社会保障関連の集約については

施設規模、面積などからも実現は不可能であると考えて

おります。 

届出から各種証明書の発行までが可能な「総合行政窓

口」のほか、職業紹介機能を持った就労支援センターの

や、ジョブカフェあおもりといった国・県施設との連携

など、市民の利便性が向上するよう、商業施設と連動し、

土日や夜間を含めた運営方法により、様々なライフスタ

イルに対応した行政機能の提供を検討してまいりたい

と考えております。 



 

 

が一元化できます。また、バス路線もあり駐車場も確保

されている事から利便性があります。毎日相当数の利用

者が予想され駅前地区の経済効果も十分見込まれます。

関係機関を集約する事で安定的な収入も確保され長期的

にビル管理においての財政効果もあがります。このよう

に経済・財政・住民サービスの観点から効果があると思

われます。また成功する事で「弘前モデル」として全国

へ発信し新しい住民サービスのあり方と遊休施設の活用

を提案できるものと思います。 

 

１０ 電子メール 

市内に住

所を有す

る人 

弘前駅前地区再開発ビルが再開することで市民生活が

充実する事と期待しております。 

公共的利活用計画（案）を拝見しましたが、子育て支

援についての機能強化がうたわれているように感じとれ

ました。ただ生活の基本となる食事の場所についての計

画が記載されておりませんでした。親子（家族）で過ご

す場所を作るのであれば食事の場所も設けて頂きたいと

思います。市としても方法（予算）次第ではローコスト

で食育に取り組むことも可能でしょうし、青森県産品の

子育て支援センターや託児機能、遊び場など様々な子

育て機能を導入したいとしておりますが、あくまで民間

事業者の建物の一部を利用するものであり、活用可能な

面積や施設構造上、導入できる機能には限界がありま

す。 

また、食事場所の設置は民間事業で想定されることか

ら、ご意見を申し伝えたいと考えております。 



 

 

活用も（健康・観光に）魅力的な店づくりとなると思い

ます。 

 

１１ 
アイデア

ポスト 

市内に住

所を有す

る人 

図書館分室として、児童図書館の開設を願います。 

図書館には倉庫にしまいこまれている本がたくさんあ

り、その有効活用にぜひお願いしたいです。 

人材がたりなければ学校の図書館に勤務している司書さ

んとかの手助けも得られると思います。 

駐車場も２時間くらい無料にすればとても使いやすく、

人を集めるにはとても良いと思います。 

「こども図書館」の利用が可能だと考えられますが、

用意する本につきましては、スペースなどを考え検討し

てまいります。 

施設の運営につきましては、今後具体の内容を検討し

てまいりたいと考えております。 

駐車料金については、利用者の使いやすさ、商業施設

との関係も踏まえながら検討してまいりたいと考えて

おります。 



 

 

１２ 
WEBアイデ

アポスト 

市内に住

所を有す

る人 

市民の活動拠点というところに子ども・高齢者とあり

ますが、そこに障がい者の活動も加わればと思います。 

 私は仕事で精神障がい者の方々と一緒に活動していま

す。昨年度の精神障がい者手帳所有者が弘前市だけで１

４１６人（未登録者のかたも多数います）おります。そ

の他にもコミュニティで考えなければいけない方々（Ｄ

Ｖ・引きこもり・登校拒否・自殺等々）はかなりの人数

がいると思われます。そこのビルの利便性良さや目的な

どにマッチしていると考え、そこを活動拠点として、早

期発見、予防などにつなげ街作りになるのではないかと

思われます。 

子ども、高齢者とは幅広い世代の方々に利用していた

だくことを想定したものですので、障がい者の方々にも

ご利用いただければと考えております。 

幅広い世代の方々が利用できる施設にしようとする

ものでありますので、既存の施設の利用に加えて利用し

ていただけるよう進めてまいります。 

１３ 電子メール 

市内に住

所を有す

る人 

駅前地区再開発ビル利活用素案の「交流」部分について 

「フリースペースの事務所的利用」を含めていただきた

いです。 

素案の「交流」部分には、小規模会議室、フリースペー

ス、交流スペースなどの具体例が挙がっています。誰で

も、いつでも、自由に、短時間でも使用できる場所とい

う意味合いと解釈します。 

そういうスペースのほかに、エリアを区切って、事務所

公共スペースとしての利活用として、一つの形態に拘

らずに多様なニーズに対応可能なスペースとし、幅広い

年代層が利用しながら、多様な世代が交流できる場の提

供ができればと考えておりますが、長期的な利用となる

事務所的な使用方法は想定しておりません。より多くの

方が気軽に利用できる市民の活動拠点をめざしてまい

ります。 

また、土手町に建設中の土手町コミュニティパークで



 

 

として長期的に使用できる部分もぜひ加えていただきた

いと思います。（コラボ弘大のレンタルラボのようなイメ

ージ） 

そして、創業・起業、特に女性、若者の起業家育成、創

業後の市の支援策の一つにしてほしいと思います。創

業・起業時の支援策はありますが、創業後の支援策はあ

まりないように感じますので。 

創業支援のスペースを計画しておりますのでご利用い

ただければと思います。 

 

 

 

 


