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1 1 
人口減少時代に「箱物」づくりは 将来の負担を増すだけではないでしょうか？ 維持、メンテナンスの経費が重くなりす

ぎませんか？ 
どんな形が 最適か分かりませんが 維持経費が比較的安く済む（例えば 公園として整備する）などの代替え案を示して判

断を求めた方が良いと考えます。 卓球場の行く末も心配しています。 

 文化会館跡地については、コンベンション施設や会議室、展示室を備えた施設の整備する

ことを考えておりますが、将来的な維持・メンテナンスを考慮し、シンプルなデザイン・構造と

するよう努めます。 

4 5 

・現市民文化会館に新たな市民会館の建設を希望します。 
・今之浦市有地への市民会館への建設の検討はありませんでしたか？ 
・アミューズ豊田の南側の土地を新たに取得してまで市民会館を何故移設するのですか？ 
・交通の便が悪い所へ移設すると小学校・中学校・高校生・高齢者の使用が不便になりませんか？ 
・移転先を決める時に現市民会館・今之浦市有地の使用方法を含めてアンケートをとるべきでした。 
＊移転しか選択肢が無いのであれば（市民会館跡地には多くの人が集まり、使いやすい会場・会議室等を踏まえた施設を 
 希望します。コンサート会場など） 

・アミューズ豊田があるのに隣に同じような施設は必要ないのでは？ 
・磐田駅の近くにあるべきなのでは？駅近にあるべき！！誘客しやすい 

 新たな文化会館の建設予定地については、今之浦市有地も含め、５カ所の中からアミュー

ズ豊田南側に新築整備することに決定し、事業の推進を図っていることから、文化会館跡地

に新たな文化会館を整備することは考えておりません。 

 文化会館跡地にコンサート会場を整備する考えはありませんが、文化会館跡地について

は、磐田市文化会館建設検討委員会からの答申を踏まえ、現文化振興センターの機能を

残すこととし、コンベンション施設や会議室、展示室を備えた施設を基本に、導入する機能の

検討をしていくことを考えております。 

5 6 

１． 前提として思うこと 
① 地域内外からの資本を用いた民間主導で行うこと 
・行政事業は赤字であっても予算で補填してしまう。 
・民間事業であれば覚悟を持って運営でき、ＰＤＣＡサイクルのもとスピーディかつ柔軟性がある。 
② 磐田市の抱える問題点の解消 
・第二次産業で発展してきたが、今後、下記問題が深刻化する。 
既に製造品等出荷額は、リーマンショック以降、減少が続いている。  
主力企業の海外移転加速化→税収減少、雇用維持の懸念、製造品構造の変化→受注減少 

・若者人口の減少（20代、30代） 
高校卒業後、Ｕターンしない。 若者の流入が少ない。 

③ 磐田市の独自性が確保されるもの 
・案に記載されている「にぎわい交流機能」「鑑賞発信機能」（市民文化会館）は一般的である。無難なものである。 
・一過性のイベントではなく、恒常的ににぎわいを創出できるもの。 
・市内外から恒常的に人が集うことが出来る。 
④ 広域都市圏にて繁栄となるもの 
・磐田市のみが栄えるのではなく、隣の浜松市・袋井市、いや静岡県もが栄えるようなものであること 
・企業誘致や移住促進等を市町村が競って推進しているが、行政ごと協調がないような気がする。 
 例・・・工業団地誘致がなかなか進まない 
都市は単に発展や税収のためにあるのではなく、適切に市民生活を豊かにしていくこと。「良い仕事に就きたい」「快
適な生活がしたい」「よりよい教育を受けたい」がそこに住むことにより得られる恩恵ではないでしょうか。 

  

文化会館跡地については、磐田市文化会館建設検討委員会からの答申を踏まえ、現文

化振興センターの機能を残すこととし、コンベンション施設や会議室、展示室を備えた施設を

基本に、導入する機能の検討をしていくことを考えております。 

 市の整備する建物内に民間施設を整備することは考えておりませんが、敷地の有効活用

策として、敷地の中で生かせるような民間事業者からの提案等があれば検討していきます。 

6 8 

・種々の事情から新文化会館は旧豊田町に移転する事は中泉地区の住人からすると大変残念ではありますが磐田市としても 
規模の大きいホールは必要だと思いますので、是非より良い新会館を建てて頂く様お願い致します。  

・今回この跡地利用について市民の意見収集との事ですので、私個人の意見をここにお知らせさせて頂きますので、宜しく 
御検討下さい。  

・市の基本方針「人が育ち、新たな交流が生まれ、まちの活性化につながる拠点」この方針は大いに賛同出来ます。今まで 
の文化会館は収容人員 1500 名と規模が大きく、大きなイベントやコンサートに向いていますが 1500 名のキャパを埋める 
ためには、気軽に使用出来る施設ではありませんでした。その為市中心部での小中規模のイベントは「ゆやホール」「文化 
振興センター」「ワークピア」などで行う事が多いのが現状でした。 但し「ゆやホール」は磐田駅や市中心部の学校など 
から距離が離れており、公共機関も不便であり自家用車での訪問が基本となり、車弱者(高齢者、学童)には行きにくい場 
所の欠点が有ります。「文化振興会館」は老朽化が進み音響等の設備が不十分、駐車場の数が少なすぎる等の欠点が有りま 
す。 
「ワークピア」のホールは体育館併用で多様性が有ると思いますが駐車場数、集客キャパシティー不足等それぞれ問題が
有ります。 

・文化会館跡地にはこれらの問題も解決出来る施設(エリア)を構築して頂きたい。  

  

文化会館跡地については、磐田市文化会館建設検討委員会からの答申を踏まえ、現文

化振興センターの機能を残すこととし、コンベンション施設や会議室、展示室を備えた施設を

基本に、導入する機能の検討をしていくことを考えております。 

 他の公共施設と機能や役割が重複しないよう、ホールを整備することは考えておりません

が、コンベンション施設では、ミニコンサートや演奏会ができるようにすることを想定していま

す。 

第１章 第３章  基本目標 等 
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磐田市民文化会館跡地及び今之浦市有地等利活用基本方針（案）に対するパブリックコメントの結果
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16 32 

今ではなく、未来に生きる子どもたちへ残せるものは何だろうと考えた時、何が起こるかわからない世界を生きているは
ずの彼らの生き抜く力を育んでおいて損することはないだろう。今の学校では、型にはまるのがよいこととされ、みんな同
じ形になって安心している気になっているけれど、そんな中でも型にはまらないこともある。でも、そんな型にはまらない
ことで才能を開花するケースも多々ありうるという現状。 
子ども時代の体験は、ほんのちょっとしたことだと大人が思うことでも大きな刺激を子どもに与えていることもある。「あ
のとき、この体験があったから、今の自分があるのです」そんな大人になってほしい。  
 文化会館跡地・今之浦私有地・今之浦公園については、そんな子どもの人間力を育成するための場所になってほしい。イ
ンドアにしても、アウトドアにしても、たくさんの体験をすることができる場所。新しい視点を持っていろいろなはじまり
になる場所になっていってほしい。  

 文化会館跡地には、総会や発表会、演奏会、ミニコンサート、食の提供を伴う交流会など

の開催が可能なコンベンション施設、芸術作品や文化財、民俗資料、産業展示、市民作品

などを展示する展示室を整備し、体験や学習を通して教養を高め、人材育成につなげてい

きたいと考えております。 

 今之浦公園・今之浦市有地については、全体的に芝生広場や遊具、遊歩道、グラウンドゴ

ルフができる広場のほか、イベントステージやイベント広場などを整備し、遊びや交流、体力

づくり等を通して、人材育成につなげていきたいと考えます。 

19 37 

基本方針について  
・グローバル化に向けた整備  
 今後もグローバル化が進むと推測されるため、外国人市民に配慮した基盤整備の方針を示し、いっそうの「新たな交流」 
 と「まちの『活性化』」を目指す（多言語案内表示‐英語、ポルトガル語等）。  
・磐田市今之浦の歴史と風土を感じる拠点  
 基本方針の①～③に加え、土地への愛着を深めるために歴史や風土を具現化した環境整備を行う。景観整備や潜在植生な 
 どの再生。  
・市民会館及び文化振興センター跡地、今之浦公園、今之浦市有地の各相互関係を表す方針の決定。  

 基本方針は、文化会館跡地及び今之浦公園・今之浦市有地について、本市が将来にわ

たって発展し続ける礎となるべく、拠点性と求心力を備えた利活用を目標に定めたものです

が、障がい者や外国人も含め多くの人が学び、楽しみ、憩える空間を目指します。 

 また、文化会館跡地については、文化財や民俗資料、産業展示などの展示をする展示室

を整備することにより、本市への愛着を深めるための取組みを推進していきます。 

20 39 

 
市民文化会館跡地、今之浦市有地の利活用について  
私は提案のような文化会館跡地と今之浦市有地をひとくくりに考えるのには反対です。  
跡地と市有地には距離があるため回遊性があるとは到底思われないためです。  

 基本目標”人が育ち、新たな交流が生まれ、「まち」の活性化につながる拠点”として、市の

中心部にある市民文化会館跡地、また、これまで手つかずで臨時駐車場等として活用して

きた今之浦市有地、そして防犯上の課題等が指摘されている今之浦公園を一体的に整備

するものであり、具体的な整備のあり方については、それぞれの場所ごとに、十分検討してい

きます。 

 市民文化会館跡地、今之浦公園及び今之浦市有地を合わせて整備をすることで、周辺

の商業地も含め回遊性を高めることで、まちの賑わいづくりを図っていきたいと考えておりま

す。 

22 44 

今回のパブリックコメントについていろいろな方と意見交流を行いました。 
まずは Facebook で意見を求めたところ、本格的なコンサートが出来る施設が無くなる、との意見などがありました。ただ、
新文化会館で出来る事に関しては旧文化会館の場所ではあえて取り入れない方がいいと思います。この先の少子化の時代、
文化ホールがいくつもあったところで維持管理費が重たくなってしまうだけだと思います。 
 車で行ける範囲なので全く問題ないと思います。(クレームの為にその意見を取り入れる事の方がクレームを招くと思いま
す) 
 Facebook 上ですと、あとは、個人的な意見で、陸上競技場やホームセンターなどがあがりました。それはあくまでも個人
的な意見として大事だとは思いますが… 
 あとは、建築家・福祉士・飲食経営者・大学教授・造園家・工務店経営者・農家・商社…etc との意見交流会を行いました。
どなたも意識が高く、いろいろな知識が豊富な方々でしたが、意見交流が始まると皆さん意見があまり出ず。 
というのも、何が必要なのか?という問いに対しての答えが出てきにくい状況なのだと思います。現在必要なものが見当たら
ない恵まれた環境なのだと気付きました。個人的に欲しいものは各々あるとは思いますが街にとって必要なのかはわかりま
せん。 

  

文化会館跡地は、新しい文化会館の機能と重複しない整備を考えております。 

 文化会館跡地については、磐田市文化会館建設検討委員会からの答申を踏まえ、現文

化振興センターの機能を残すこととし、コンベンション施設や会議室、展示室を備えた施設を

基本に、導入する機能の検討をしていくことを考えております。 

 

22 46 

Ⅲ一 2 基本方針の内容を見ると①地域文化継承・まちの魅力発見・教養・情報発信②コミュニティ・憩い・安らぎ・開放
的③中心部活性化・賑わい創出とありますが、抽象的過ぎてしまう為具体案が出にくいと思います。 
しかも①～③を網羅している部署はないと思います。課の垣根を越えて検討出来るチームを作る事がまずは第一だと思っ

ています。いろいろな意見に対応しなければいけない立場で大変だと思いますが、クレームが起きないような目先の計画だ
けは御注意ください。 
出来たものにしか意見が言えない人が多いので、このパブコメの存在は出来る限り発信するつもりです。コメントも言わ

ないであとから文句を言う人は放っておきましょうって思っています。市民にとって、これからの磐田市にとって、子供た
ちにとってベストなプランになる事を心から願っています。宜しくお願い致します。 

  

基本方針を検討するにあたって、庁内に副市長をトップとし、所管部長である自治市民部

長のほか、企画部、産業部、建設部などの部課長等が参加した磐田市民文化会館跡地等

利用検討委員会を設置し、部局横断的な検討を進めています。 
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27 55 

1.駅前商業施設ジュビロードと一体として計画する。 
2.駅前商業施設ジュビロードとの連携を考えないとますます駅前がさびれる。 
3.前記の事を考えると磐田農高の存在が連携を妨げる。 
4.一か月足らずの期間で意見を言えなんて無理。(アクダシのつもりかな?) 
5.地元の二之宮浅間通自治会としては拙速に結論を出さず数年かけてもいいから地元との協議の上最も良い案を作成してい 
ただきたい。 

6.市民会館の移設のような地元の意見をないがしろにしたら大反対をするつもりなので承知していただきたい。 

 文化会館跡地については、パブリックコメントでいただいたご意見を参考にしながら、利活用

基本方針の策定を進めていく予定であり、必要に応じて、地元自治会や関係団体への説明

をさせていただく予定です。 

 今之浦公園・今之浦市有地は夏頃、文化会館跡地については、夏頃から少し遅れるかも

しれませんが、方針の決定・公表していきたいと考えております。 

29 59 

① メインターゲット層の設定についての提案 
・基本方針 6ページに記載のある通り、「少子高齢化」はどの自治体や企業とも共通の課題である。その前提を踏まえ、基本 
方針は「どの世代をメインターゲットにしているか」が見えてこないと感じる。「用事がないと行かない場所」ではなく「用 
事がないから行く場所」というコンセプトが必要ではないかと考える。 

・そこでメインターゲットを「幼稚園・保育園～小学生」に特化した子供向け公園作りを提案したい。磐田市内には朝から 
子供を連れて遊べる魅力的な公園(市外からも家族で遊びに連れてきたくなる公園)が少ないと感じる。特に、夏に水遊び 
ができる公園がなく、例えば地面から水が噴き出る施設があるガーデンパーク等へ連れていくことも多くあった。 

 今之浦公園・今之浦市有地については、全体的に芝生広場や遊具、遊歩道、グラウンドゴ

ルフができる広場のほか、イベントステージやイベント広場などを整備し、子どもから高齢者ま

で多くの市民が楽しみ憩える空間を目指します。 

 特に遊具については、子ども達が楽しめるものをと考えており、水遊び・水が噴き出る施設

等についても、併せて今後の検討の参考にさせていただきます。 

95 132 

 
１．市の３つの市有地がバラバラに考えられるのではなく、今ノ浦川に歩道橋をつくって東西がつながるとか。文化会館跡
の施設には歩道橋で近道ができるなど工夫して下さい。３つの市有地がつながるアイデアはないでしょうか。 
 

 今之浦公園と今之浦市有地をつなぐ歩道橋については、施設間の連携等を考慮し、整備

していく考えです。 

 また、市民文化会館跡地、今之浦公園及び今之浦市有地を一つの目標に沿って整備を

することで、まちの賑わいづくりを図っていきたいと考えております。 

133 184 

文化会館跡地について、基本方針案によれば、旧施設に類似したコンベンション施設など、旧施設に類似した施設を改め
て建設する予定とのことですが、それを行うのは新市民文化会館が稼働し、市民の利用状況や利便性にどの様な変化が生じ
たかを検証した後に検討すべきではないかと思います。 
 推測になりますが、仮に、基本方針案にある新施設が、文化会館が無くなる事に対する今之浦地区住民の感情に配慮して
の事であるのなら、行政サービスの在り方として問題があるのではと感じます。そもそも文化会館は、今之浦地区の所有物
では無く、あくまで磐田市民全体の生活インフラの一部であり、その建設費用も磐田市全体の市民が納める税金から捻出さ
れるものであって、立地などを考慮する場合にも、市民全体の利便性を優先するべきだと考えます。場合によっては、『後々
まで市民全体で今之浦のための施設を維持する費用を捻出する』ということにもなりかねず、熟慮が必要ではないかと思い
ます。 
 尚、これは『市民に平等に配る様に税金を使え』という事ではなく、例えば山間地の交通インフラなどがそうだと思いま
すが、地域ごとの条件で生じる格差に対し、予算の配分を変える事は当然と考えます。ただ、こと文化会館や、その跡地の
在り方については、それとは根本的に性質の違うものだと思います。 
 加えて、旧文化会館の利用率などを考えても、果たして今之浦の生活インフラとして、文化会館という施設が本当に必要
だったのかにも疑問があります。施設が失われる事によって、今之浦地区にどの様な経済的損失が予想されるか、代替施設
は無いかなどの検証が必要かと思います。 

  

文化会館跡地については、磐田市文化会館建設検討委員会の答申を尊重し、現文化振

興センターの機能を残すことを基本に整備するものであり、パブリックコメントのご意見を参考

に、今之浦公園・今之浦市有地は夏頃、文化会館跡地については、少し遅れるかもしれま

せんが、整備方針を決定し、公表していくことを考えております。 

140 198 

 
２．ネットワーク確保対策 
案に示されているように文化会館跡地に加えて、市有地や商業施設等を含めて一体的に検討、整備することは、とても素
晴らしいと感じました。さらに、それぞれの機能の相乗効果を高めるため、例えば自転車走行空間の整備やシェアサイク
ルの導入、河川空間の有効活用、サイン整備などにより、それぞれを円滑で快適で安全に結ぶための方策についても検討
していく必要があると感じました。 

 まちの賑わいづくり、まちの活性化に向けて、市民文化会館跡地、今之浦公園及び今之浦

市有地の整備を検討していきます。 

 車の多いエリアであるため、現時点において、自転車走行空間の整備やシェアサイクルの

導入などは考えておりませんが、サインの整備については、利用者への分かりやすさや安全

に配慮した整備を基本として、進めていきたいと考えております。 
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143 203 

基本方針案に対する意見 
１．今回の計画策定に対する要望  "２拠点計画を起点に、中心地のまちづくり計画を進展させて下さい" 
都市計画マスタープランの将来像"新たな魅力と活気にあふれたまちの中心地域づくり"には、まだまだ多くの課題や問題
がある。今回の方針並びに計画については、まちの活性化にどのように寄与するかまちづくり計画にどのように、結び付
けていくか、内容検証しながら、今回の計画を進めてほしい。そして、まちづくりの具体的計画及び実施を引き続き積極
的に進めていただきたい。 

２．要望の具体的内容   
（１）磐田市の顔・中心地区のまちづくり方針の具体化計画に結び付けてほしい。都市計画マスタープランで方針は示され
ているが、具体的まちづくり計画を合わせて考えて実施して欲しい。 
①まちづくり実行計画 「まちの活性化、にぎわいづくり」と方針にあるが、まちづくりを具体的にどのようにすれば方
針が具現化できるか 
②歩行者に便利で快適な道路計画 「歩行者ネットワークの整備を進め、歩いて便利で快適なまちづくり」を具現化する
道路整備計画はどのようにしていくか。 
③まちづくりのハード、ソフト両面の具体的計画 
駅北の区画整理等は行われたが、その後の運用は見込通りではないようハードだけでは成果はでないのでは、今後のま
ちづくりの計画をハードに加え、誰が、どのように活用、運営していくか、其の後の改善やメンテナンス計画をどのよ
うにしていくかソフト面も含め、まちづくり計画策定及び実施をお願いします｡ 

（２）２拠点を、まちづくりにおいて効果的な計画にしてほしい 
①まちづくりの具体的計画を見据え、今回の 2拠点計画を策定してほしい 
今回の２拠点については、磐田市として大きな投資であるし、まちの活性化や市民の暮らしにも大きなインパクトのあ
る事 
今回の２つの拠点だけの賑わいやあり方を考えるのではなく、まちの賑わい活性化のまちづくり計画とどのように関係
し効果を上げられるか、結び付けられるかを明確にし、２拠点の計画をつくってほしい。 
②市民文化会館跡地利活用は慎重に 
まちづくりの計画具体化が見えないようでしたら、また時間がかかる場合、市民文化会館跡地計画はもう少し時間をか
けても良いのではないでしようか。一時的に公園やスポーツ広場等にしておくことも考えられる。将来ここに作らなけ
ればよかったとならないようにしてほしい。 

３．現在抱えている 主な まちづくりの問題・課題  下記以外でもまちづくりにおける問題・課題は多い 
①駅前区画整理はまちの活性化にあまり結びついていない 
ジュビロードの駅前並びに東地区と西地区の一部のみが区画整理されたままで良いのか、まちの活性化にどのようにつ
なげられるか。 
②ジュビロード都市計画地の北側がほとんど変わらず、活性化は後退。ジュビロード(県道 56号線)も途中までが整備され
北側が無整備のまま。また、区画整理のジュビロード西側歩道は以前のまま、歩行者には不便のまま、人の往来も学生
と通勤者がほとんどで、立ち寄らず素通り 
③公共施設の利用不便と老朽化  市役所の建物が分散し、利用者の利便性に問題、老朽化問題や駐車場不足の問題もあ 
 る 
④道路の安全性、利便性に問題  県道磐田細江線と県道 56 号停車場線の交差点などの通行利便性の悪さと交通安全上の 
大きな問題等、中心地の多くの道路問題が解消できていない。 
⑤商業地域の「歩いて楽しめる多様な都市の機能化」は進んでいない  空き店舗が多く、都市計画地域も含めまちのに 
ぎわいは軽トラ市等のイベント時のみ 

 

基本目標”人が育ち、新たな交流が生まれ、「まち」の活性化につながる拠点”として、市

の中心部にある市民文化会館跡地、また、これまで手つかずで臨時駐車場等として活用し

てきた今之浦市有地、そして防犯上の課題等が指摘されている今之浦公園を一体的に整

備するものであります。 

 市民文化会館跡地、今之浦公園及び今之浦市有地を一つの目標に沿って整備をするこ

とで、まちの賑わいづくりを図っていきたいと考えております。 

 今後のスケジュールについては、今之浦公園・今之浦市有地は夏頃、文化会館跡地につ

いては、パブリックコメントで多くのご意見をいただいておりますので、もう少し時間をかけて方

針を決定し、公表していきたいと考えております。 

154 216 

 
市民の一人として、意見を述べます。市民文化会館及び文化振興センター跡地の活用ですが、活用基本方針では、新たに

大規模な建物をつくる計画のように想定されます。コンベンション施設のような建物は、維持するだけで多大な税金がかか
ると思います。大規模な建物をつくるというのは、旧態の考え方ではないでしょうか。豊田にも竜洋にもホールがあります。
アクトもあればエコパもあります。市の発信機能は大事ですが、建物建設に税金をかけて、そのあと建物維持のために税金
を払い続けるのは無駄ではないでしょうか。発信の方法は他にもあると思います。新たな建設より、現行の施設を耐震化し
て目的に合わせて利用する。リノベーションが今の考え方ではないでしょうか。 
もし、耐震化にも多大な経費が掛かるなら、維持費のかからないあり方を考える方がいいと思います。大規模な建物は、

子どもたちに負担を残すだけではないでしょうか。 
公が直接やるよりも、民間に再利用の提案してもらい、新たな活用を探ることもあるのではないでしょうか。 

 市民文化会館・文化振興センターは、施設の経年劣化に加え、空調や給排水といった設

備についても、部品の調達が困難な状況にあり、大規模改修などを行うには困難な状況にあ

ります。 

 そのため、文化会館跡地については、磐田市文化会館建設検討委員会からの答申を踏ま

え、現文化振興センターの機能を残すこととし、コンベンション施設や会議室、展示室を備え

た施設を基本に、導入する機能の検討をしていくことを考えております。 なお、新たな施設

の建設にあたっては、将来的な維持・メンテナンスを考慮し、シンプルなデザイン・構造とする

よう努めます。 

  
 

 

- 4 -



意見
者№ 

意見
№ 意 見 内 容 本 市 の 考 え 方 

157 221 

Ⅱの 2「施設の利用状況」には「市民文化会館」の利用状況が紹介されていませんでしたが、新設移転する「新文化会館」
の規模・機能との兼ね合いを十分に検討する必要があると思います。 
特に IV の 1 のコンベンション施設については「新文化会館」の主要な機能と競合しますので、いわゆる「箱モノ行政の失敗
の愚」を犯すことのないように望みます。コンベンション施設は「新文化会館」の利活用の実績を得てから、慎重に需要を
予測して要否を判断した方が良いと思います。 

 文化会館跡地に整備することを考えていますコンベンション施設は、ホールではなく、総会

や発表会、小規模な演奏会やミニコンサート、食事の提供を伴う交流会などの開催が可能

な会議室的なものであり、新しい文化会館とは機能的にも重複しないものと考えております。 

188 270 

文化会館跡地について 
磐田市の中心にある施設として、多様な活動が出来る場所を提供する機能に加え、今後の高齢化率上昇に向けての利用方
法も検討していただきたい。 
施設の利用率を上げる為の対策を作成していただきたい。文化振興センター施設の内、年間利用回数 100 回以下の部屋は
必要性の是非も含め検討すると共に利用促進の為のイベント計画募集も必要ではないでしょうか。 

 文化会館跡地には、総会や発表会、演奏会、ミニコンサート、食の提供を伴う交流会など

の開催が可能なコンベンション施設、会議室、芸術作品や文化財、民俗資料、産業展示、

市民作品などを展示する展示室を備えた施設を整備し、子どもから高齢者まで多くの方が

集い、活用していただける施設になるように考えていきます。 

189 272 

 
基本方針の今之浦公園と今之浦市有地の活用に関してはマスタープランに沿った検討を期待します。 

「磐田市都市計画マスタープラン」においては、「地域のまちづくりの方針」の中で、「歩いて

楽しめる多様な都市機能の維持・集積」「商業・医療・福祉・子育て・教育等の多様な都市

機能の維持と誘導」などを掲げ、「緑地・水辺の基本方針」として、「今之浦市有地は、今之

浦公園と合わせて市民憩いの場となるよう検討していきます。」としています。 

 関連する計画との整合を図りながら、方針を決定し、事業を進めてきたいと考えておりま

す。 

204 291 

 
磐田市が実施された「市民意識調査結果」を尊重し、基本方針に取り入れていただきたい。「今後の優先度の高い施策」と

して高齢者福祉の推進、子育て環境の整備などの要望があげられています。市民文化会館の移転が地域に大きな影響を与え
ています。当地域は磐田市の中心部に当たりますので新施設の設置で、賑わいのある活気のある地域になることを期待しま
す。 
私の具体的な意見、要望は次のとおりです。是非方針に取り入れてください。 

 この基本方針は、文化会館跡地及び今之浦公園・今之浦市有地について、本市が将来に

わたって発展し続ける礎となるべく、拠点性と求心力を備えた利活用を目標に定めたもので

すが、市内だけでなく、市外からも訪れていただけるような、子どもから高齢者まで多くの方が

学び、楽しみ、憩える空間を目指していきたいと考えております。 

 いただいたご意見は、今後の検討の参考とさせていただきます。 

208 298 

文化会館跡地に対する二之宮浅間通自治会意見 
１．地元自治会としては賑わいを創出することに異議はないが、ここは第二種住居地域であり、周辺に住宅も多いので住環 
境を壊すことのないようお願いします。年がら年中大勢の人が出入りするのは困ります。自動車の騒音等又は自動車と子 
供との事故等が考えられる。 

２．住居用地としての住環境を守るため建物の階数は２階以内としていただきたい。それ以上になる場合は二之宮浅間通自 
治会に相談、了解を得るようお願いします。 

３．民間の建物の場合、建築基準法に対処していれば何をしても良いと言う人がいるが、公共の建物であるため十分住環境 
を壊さないよう配慮お願いします。 

４．平成 30 年夏ごろまでに基本方針の取りまとめとあるが拙速すぎないでしょうか、2,3 年かけてじっくりと方針を決める 
べきだと思います。 

５．後々のトラブルが無いよう一番影響の受ける地元である二之宮浅間通自治会と意思を統一して進めるようお願いします。 

  

文化会館跡地については、パブリックコメントでいただいたご意見を参考にしながら、利活

用基本方針の策定を進めていく予定であり、必要に応じて、地元自治会や関係団体への説

明をさせていただく予定です。 

 今之浦公園・今之浦市有地は夏頃、文化会館跡地については、パブリックコメントで多くの

ご意見をいただいておりますので、少し遅れるかもしれませんが、整備方針を決定し、公表し

ていくことを考えております。 

213 307 

どんな利用施設を作れば良いかは別の方々の賢明な提案に譲るとして、市民の為のどんな施設を作るにしても、駐車場の
確保が絶対条件的に重要だと思います。 
 また、市民会館跡地、市有地、公園を一体的に使うとしても、その３地は幹線道路や川を挟んだ位置関係であり、どこか
一か所に駐車場を作れば良いというものでもないと感じます。 
安易に「遊歩道でつなげば別の施設に移動できる」と駐車場を偏らせれば、結果的に周辺への迷惑駐車と交通渋滞を誘発

することは、市内の駐車場不足の施設を見れば明らか。それぞれがどのように使われるか、同時の利用者がどの程度かを考
えて駐車場を配置し、施設が休み等で駐車場が使われないときにはその駐車場を別の事に使うことができる仕組みを取り入
れてはいかがでしょうか。（例えば、屋外スポーツのコート等） 
 いずれにしても、現状、磐田市では車での移動が基本であって、駐車場の無い施設は敬遠されるのが普通であります。 
将来的に車社会が解消されて、駐車場が大きく不要な時代が来るかもしれないですが、先に建てた建物を駐車場にするよ

りは、不要になった段階で建物を建てる方が金銭的にも負担が少ないです。将来、車社会が解消されていくにしたがって変
えていく構想も組み込み（最初に立てる建物を真ん中に建てるとか、変に入り組んだ無駄な形状にしない等）駐車場は将来
的に拡張整備する余地として多めに配置するのが良いと思います。 
大した意見ではないですが、考えていただければ幸いです。 

  

ご指摘のとおり、公共施設の整備にあたっては、来場者用の駐車場の確保は 重要課題

の一つであると考えておりますので、整備する機能・施設の配置を決定していく中で、敷地内

に可能な限り駐車場を確保するように検討していきたいと考えております。 

 なお、駐車場が使われない時の利用方法については、今後の検討の参考とさせていただき

ます。 
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3 3 

市民文化会館跡地 
屋上：展望台（市内を 360 度見渡せる）夜景も楽しめる（屋内/屋外） 
グランピング風ガーデン⇒昼間はお弁当を持ってピクニック 
３F：会議室 企業・中小企業の製品・商品の展示会＊一般者向けに紹介、意見交換、販売も 
２F：カフェレストラン＆美術館 絵画、写真、銅版版画、陶芸品、木工品など 
   磐田駅の昔～現在のジオラマを展示 
   食事をしながら美術や磐田の産業を見て触れてほしい 
   磐田城（磐田に城があったらしい）遠江国分寺史跡、旧見付学校、八幡祭の屋台、赤松家、しっぺい太郎などの模型 
   ＊アスリートのサイン・ユニホーム展示 
１F：ホール 舞台、演芸・漫才・落語・喜劇、コスプレ・ランウェイ（ステージを歩く）、パフォーマンス部門（3～5分の 
  演舞）、ダンス・ヒップホップ・チアダンス・フラダンス・社交ダンス、JK・JC・JS/DK・DC・DS コンテスト ファッシ 
ョン・特技を競う 春夏/秋冬 

１F：駐車場 

 文化会館跡地については、磐田市文化会館建設検討委員会からの答申を踏まえ、現文

化振興センターの機能を残すこととし、コンベンション施設や会議室、展示室を備えた施設を

基本に、導入する機能の検討をしていくことを考えております。 

 美術館については展示室の整備を考えていること、展望台については夜景が楽しめるよう

な高層の建物を想定していないことなどから整備は考えておりません。 

 カフェレストランについては、市で整備する建物内に設置することは、考えておりませんが、

敷地の有効活用策として、敷地の中で生かせるような民間事業者からの提案等があれば検

討していきます。 

5 7 

２． 磐田市民文化会館跡地利用 
① 大学誘致 
・東京六大学（東大以外）クラスの一学部の分校もしくはサテライトキャンパス  
・教育機会の充実とレベルアップ ・若者が地元に留まり、地元に就職  
・全国から若手人材の誘致 
・目的を明確化させ、優秀な人材を輩出できるようにする。例えば・・・政治家養成 行政マン養成 リーダーシップ発 
揮できる人材養成 

② ものづくり支援相談センターの設立 
・地元企業、大学、行政が連携し拠点とする。  
・二輪四輪製造関連の中小企業は、将来に不安を感じている。単独での生き残りは大変であり、サポートする組織が必要 
である。 

・新製品、新技術の開発をサポートする。 

  

文化会館跡地については、コンベンション施設や会議室、展示室を備えた施設を整備して

いくことを考えております。 

 少子高齢化が進む中で大学誘致は難しいと考えております。 

 ものづくり支援相談センターについては、市や商工会議所等を通して、専門機関への相談

につなげており、現時点において、整備については考えておりません。 
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施設の概要としましては、稼働率向上(採算性)と市内の他の施設の状況も踏まえホールのみの単機能施設ではなく、多機
能な施設とするべきと考えます。 
① 300 名程度の集客が可能なホール *コンサート、ライブ、発表会、シンポジウム、パブリックビューイング  ホール運営 
については、行政主導をやめて民間又は NPO 法人等の運営とし、年度予算にとらわれない運営で黒字運営を目指す。  

② 今の文化振興センターと同じく市役所の出先機関機能(住民票発行等)  
③ 現「中泉交流センター」が老朽化及び駐車場不足の為こちらに移設する。 
④ 30 名程度の小会議室、調理室、娯楽室、展示ロビー、鉄道ジオラマ etc 
⑤ 商工会議所を移転(今の建物が老朽化で防災面でも不安が多い為) 
⑥ 民間の託児所を格安で誘致する。 
⑦ 来場者の利便性も含めてコンビニを併設する。 
⑧ 駐車場は鉄骨 2～3階層等で 300 台分程度を確保する。  
⑨ ホール前は国分寺をイメージ(七重の棟を中心とした池)した公園(広場)として一般市民が日向ぼっこや花見などでくつ
ろげる場所も用意する。 今の文化振興センターは取り壊し、跡地には子供達の為に使用出来る施設とする。 

① 現在中央公園横に有る交通安全教育センター(自転車コース)が老朽化で活用されていない事を踏まえ、交通安全を学びつ
つ自由に自転車を楽しむ事が出来る自転車コースエリア 

② 安全にスケートボードが楽しめ、競技も開催出来るスケボー専用コースハーフパイプコースも設置し競技会は有料 
③ フットサルコート 2面(全天候テント式、夜間照明付 有料) 
④ ラジコン自動車走行コース(高速レース&オフロード)、ミニ 4 駆走行コースなど大人から子供までホビーを楽しむエリア 
⑤ 個人、NPO 団体などが経営する小商店の店舗エリア(駄菓子屋など) 

  

文化会館跡地には、総会や発表会、演奏会、ミニコンサート、食の提供を伴う交流会など

の開催が可能なコンベンション施設、会議室、芸術作品や文化財、民俗資料、産業展示、

市民作品などを展示する展示室を備えた施設を整備していくことを考えております。 

 ホールの整備や中泉交流センターを移転すること、民間託児所を誘致することは、現時点

では、考えておりませんが、商工会議所については、要望書をいただいておりますので、意向

について確認していきます。 

 駐車場については、自家用車での利用が多いことを想定し、整備する機能・施設の配置が

決定していく中で、敷地内には可能な限り確保するように考えておりますが立体駐車場につ

いては、建築基準法の規定から周辺の住居への影響も考慮すると難しいと考えております。 

 いただいたご意見は、今後の参考とさせていただきます。 

  

 

第４章  導⼊機能・機能のイメージ  市⺠⽂化会館及 ⽂化振興    跡地   
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7 12 

２－１ 市民文化会館及び 文化振興センター跡地  
 ここは中泉地区の住人を中心に最も注目が集まるところです。それが、「にぎわい・交流機能」「鑑賞・発信機能」といった
現在の文化振興センターと同等の内容では、現状と何も変わらず活性化の拠点にもなり得ず、回遊性も望めないでしょう。 
 そのようなことから、私は追加したコンセプトをもとに東京都足立区にある「こども未来創造館（通称“ギャラクシティ”）」
を一つの参考に提案をさせていただきます。 ここは子供を中心とした文化施設で、プラネタリウムや高さ 7.5m のロープ式
クライミングウォール、大型ネット遊具が目を引きますが、落書き気分でクレヨンを使って自由に絵を描くことができる床
があったり、工作室があったりします。また、科学と遊びを融合させた体験もできます。それらを地元の学生やボランティ
アが支えているため、地下にはボランティアが集い、ミーティングや活動の準備をすることができる部屋があります。つま
り、アートや文化を軸に据えた子供のための施設なのです。全国を見回しても、まちづくり・まちおこしが成功していると
ころは、アートが基盤に据えられています。美しさと共感はまちづくり・まちおこしの基本となるからです。是非、アート
の視点に立った子供のための文化施設という方向で考えてみていただきたいと思います。予算をかけずともできるアイデア
やヒントに満ちていると思います。  
 こうして子供を中心に据えることで、親の世代も、若者も当然集まります。そして、地元の高齢者をはじめとしたボラン
ティアも集うようになります。そこでは、掲げられた以上の「にぎわい･交流機能」が発揮されるでしょう。ギャラクシティ
も当初想定されていた何倍もの集客があり、その数は目を見張るものがあります。掲げられた「鑑賞･発信機能」はすでにあ
る既存の文化･芸術を楽しむ受容的な内容が殆どになりますが、上掲のような機能･場所とすることで「創造と共鳴」が生ま
れます。「創造と共鳴」はさらなる「にぎわい・交流」につながります。是非、このアイデアを反映させていただきたいと思
います。ここでは紙幅の関係で細かいアイデアまで論究しませんが、数々の具体的なアイデアを描いています。   
*ギャラクシティ http://www.galaxcity.jp/  
たとえば、建物の設計は今のままで構わないので、その一室を以下のようにして「子供文化の発信地、交流場所」となるよ
うにしてはいかがでしょうか。  
① お も ち ゃ 図 書 館 ( 参 考 資 料 ：「 静 か で 自 由  お も ち ゃ 図 書 館 、 親 子 に 好 評 ― 伊 豆 の 国 社 協 」 
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180405-00000005-izu-l22)  
市民に不要となったおもちゃや絵本などを提供いただき、それを管理し子供たちに貸し出すおもちゃ図書館。運営はＮＰＯ
やボランティアに任せる。その仕組み･体制を計画段階に構築していく。  
②障害児者の美術館  
上の新聞記事のように「生の芸術」、アール･ブリュットと呼ばれる障害児者のアート作品を展示するギャラリースペースを
設ける。子供の作品から作家の作品も時に企画展として展示するのもいい。これも運営をＮＰＯやボランティアに任せて市
民参加を促したい。  
 ③カフェ  
浜松城にオープンしたスターバックスは非常に大きな関心を集め、集客力が期待できる。市民文化会館跡地も芝生とオープ
ンテラスを設け、カフェをつくってはどうか。そのカフェはスタバでもよいが、市民に密接に繋がった形でもよい。たとえ
ば、若いお母さんたちによる子供服のリサイクルコーナーもあるカフェ。農家の皆さんが関わるオーガニックカフェ。いろ
いろなカフェの展開が考えられる。市民が憩う場所の提供は持続可能な市民参加に欠かせない。  
 あるいは、施設建物内ではなく芝生広場の上にコンテナを利用して、安価にお洒落にカフェをつくることもできる。たとえ
ば、浜松市にある春香堂や掛川市の芝ちゃん牧場などが好例である。カフェだけではなく、上のおもちゃ図書館を同様にし
てコンテナで設置してもいいだろう。  
 ここで挙げた活用例は、今の既存のアイデアに付け足すだけで可能な物と思えます。市民参加を促し、子供文化を発信でき
る仕組みにすれば話題性もあり、人が集まる拠点になり得るでしょう。是非、このような方向での計画、実現を望みます。 

  

文化会館跡地には、コンベンション施設、展示室、会議室を備えた施設の整備を考えてお

りますが、東京都足立区のこども未来創造館やおもちゃ図書館、障害児者の美術館につい

ては、今後の検討の参考とさせていただきます。 

 カフェについては、市で整備する建物内に設置することは考えておりませんが、敷地の有効

活用策として、敷地の中で生かせるような民間事業者からの提案等があれば検討していきま

す。 

8 15 

市民文化会館跡地について 
農業を「まちなか」の活性化に生かすことも重要な視点であります。直ぐ近い将来静岡県立農林大学校が磐田市に開学さ
れます。県立農業高校が、市民文化会館の跡地のすぐ西にあり、工業化が進む農業実情と新しい農業の時代がすでに始ま
っています。磐田商工会議所は 3 年前に農業協同組合と連携しています。本年も 2 名の農業者が商工会議所会員に入会さ
れました。新鮮な農産物が販売される「市」が広がり、大勢の人が集まります。朝市、昼市、夕市などにぎわいがいつも
あります。まさに農業振興のまち磐田。この空間風景は日本全国から注目されること間違いないでしょう。新鮮・安全・
格安・交通利便性・生産者との会話、研究者との交流など。 
大学を含む研究機関から世界に磐田の農業が広がっていくことでしょう。 
商工会議所の立地としてうわさされています。商工の世界はこれから大きく変化するその研究機関、異業種交流機関、Ａ
Ｉ・ＩＯＴ・ロボット・ビッグデーターの時代が近づきました。個人生活も社会生活もまったく現在とは違う社会に変わ
る。第４次産業革命をとらえた商工会議所の機能がこれからを発展に結び付けていくでしょう。 

市民文化会館跡地 
商工会議所、県立磐田農高、新県立農大、農協組合の合体による磐田農産物の合体事業の展開。全日本からの注目の地に
なろう。研究、栽培、販売 世界への進行、工業化による生産性の発展 
地域住民には新鮮な農産物がいつでも「市」としてにぎわっていて購入も出来る。そこで地産地消による食事も出来る。 
工業では、ＡＩ・ＩＴＯ・ロボット・ビックデーターの時代ととらえて産業発展の研究交流、展示、講演会等が活発にな
っていく。 

 

商工会議所から要望書をいただいておりますので、意向を確認していきます。 

研究・栽培・販売を行う農業関連施設については、既に民間の主体で市内に整備済みで

あり、敷地面積からも難しいものと考えておりますが、文化会館跡地には、総会や発表会、演

奏会、ミニコンサート、食の提供を伴う交流会などの開催が可能なコンベンション施設、会議

室、芸術作品や文化財、民俗資料、産業展示、市民作品などを展示する展示室を整備す

ることを考えておりますので、施設の利用を通して、本市の農業の振興にもつなげていきたい

と考えております。 
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9 18 
・市立美術館とまではいかなくても、常設の展示場、作品展が開けるようなスペースがあると良い。 
・磐田市の中心となるような文化施設とイベント会場、こども館など（大人も子供も楽しめるような求心力のあるスペース） 
・磐田駅から→ジュビロード→見付宿→天神社→今之浦川→今之浦市有地→文化会館跡地 

 文化会館跡地については、コンベンション施設や会議室、芸術作品や文化財、民俗資料、

産業展示、市民作品などを展示する展示室を備えた施設を整備することを考えております

が、いただいたご意見は、今後の具体的な検討の参考とさせていただきます。 

10 20 

私的内容ともなりますが、2003 年から三重県松阪市にて毎年開催していたそろばんの全国大会(文部科学省後援、2017 年
度磐田市・磐田市教育委員会後援)を 2017 年 7 月より県内(浜松市・えんてつホール)に移して開催しています（2018 年は 7
月 15 日開催）。  
 当初から磐田市内での開催を考え、静岡産業大学、磐田グランドホテル、文化振興センターを候補として検討しましたが、
参加人員の規模(スクール形式で 400 名以上収容，後部で観覧も可)に見合わず断念しました。 静岡県西部地区において、小
生が把握している大規模会議の実施が可能な施設(体育館は除く)は、現時点で以下の通り(全て浜松市)であり、選択肢がほ
とんどありません。  
１．常葉大学・大講堂 1,200 名収容(立地条件が良いとは言えない)  
２．えんてつホール 500 名収容・面積 525m (東 245m /西 250m に分割可能)  
３．アクトシティ・コングレスセンター 31 会議室(面積 448m )  41 会議室(面積 350m )  
このような現状をふまえると、浜松市に隣接しアクセスのよい当市に大規模な会議室を新設することは、当市へ既存需要を
呼び込むだけではなく、新たな需要を生む起爆剤にもなりうると考えます。  
 【ご参考】えんてつホール（参加人員 411 名・スクール形式，後部観覧イス席） 

  

文化会館跡地については、総会や発表会、演奏会、ミニコンサートが可能なコンベンション

施設や会議室、展示室を整備していくことを考えておりますが、コンベンション施設や会議室

の規模等については、今後、さらに検討を重ねていきます。 

11 21 

 
文化会館跡地は多目的ドーム広場として磐田市の屋外イベントが天候によりスケジュール変更せずに開催できるような屋

内施設とする。ドーム囲うように展示スペース市内小・中・高・サークルの音楽発表会が出来る作りとする。  
  

 文化会館跡地は、総会や発表会、演奏会、ミニコンサートのほか、食の提供を伴う交流会

などの開催が可能なコンベンション施設、会議室、芸術作品や文化財、民俗資料、産業展

示、市民作品などを展示する展示室を備えた施設を整備する考えであることから、多様な屋

内イベントに対応できる施設になるものと考えております。 

12 23 

 
・小学生、中学生、高校生に使いやすい施設がほしい。・建物内を全面禁煙にするとともに喫煙場所の確保を・高齢者にも 
優しい施設にしてください。 

 文化会館跡地については、子どもから高齢者まで多くの市民の方に訪れていただけるよう

な施設にしていきたいと考えております。  ユニバーサルデザインの観点から、子どもから高

齢者まで多くの方に使いやすい施設を基本に施設整備を検討していきます。 

12 24 ・富士山を眺める展望台がほしい 
 文化会館跡地については、高層の建物を想定していないことから、展望台の整備について

は、考えておりません。 

13 26 

 
おおむね、これらの案に賛成ですが駅北口からのアクセスをもっと明確に。コンベンションホールにプラス、ミニコンサー
ト兼映画館等も設置可能なのか？ 

 文化会館跡地には、総会や発表会、演奏会、ミニコンサート、食の提供を伴う交流会など

の開催が可能なコンベンション施設、会議室、芸術作品や文化財、民俗資料、産業展示、

市民作品などを展示する展示室を整備することを考えております。 

 公設による映画館等の整備は考えておりませんが、映画の上映等については、設備的な

面について、今後の検討の参考とさせていただきます。 

 交通手段については、車での来場が多いことから、まずは、来場者用の駐車場の確保が重

要であると考えております。整備する機能・施設の配置を決定していく中で、敷地内に可能な

限り駐車場を確保するよう考えていきます。 
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14 28 

 
・市民会館跡地に飲食街をつくり磐田駅からの歩行者を増やす。人が街を歩く環境づくりが必要  文化会館跡地には、磐田市文化会館建設検討委員会の答申を踏まえ、現文化振興セン

ターの機能を残すことを基本に、総会や発表会、演奏会、ミニコンサート、食の提供を伴う交

流会などの開催が可能なコンベンション施設、会議室、芸術作品や文化財、民俗資料、産

業展示、市民作品などを展示する展示室を備えた施設を整備することを考えております。 

 公設による飲食街を整備することは考えておりませんが、敷地の有効活用策として、敷地

の中で生かせるような民間事業者からの提案等があれば検討していきます。 

15 30 

① 市民文化会館及び文化振興センター跡地活用案（３Ｆ案） 
１Ｆ：中央交流センターの役割（情報発信機能） 
 ・磐田市全体（各地域・地区）の特色をビジュアルに紹介 （ここにくれば磐田市の概要が理解できる） 
 ・誰でも使用できるフリーサロンを併用させる（軽食ＯＫ） 
 ・しっぺいレンタル自転車を利用できるようにする（レンタルステーション）（各地区たとえば２３交流センターを基地に 
活用する。） 

２Ｆ：文化・芸術フロア（内容・規模・数は検討） 
 ・常設展示とイベント展示をつくる 
３Ｆ：コンベンションフロアー（内容･規模・数は検討） 
 ・各種、研修会・講演・会議・交流会・ミニコンサート等 
屋上：可能ならば展望台（市民憩いの場）の庭園 

  

文化会館跡地は、総会や発表会、演奏会、ミニコンサート、食の提供を伴う交流会などの

開催が可能なコンベンション施設、会議室、芸術作品や文化財、民俗資料、産業展示、市

民作品などを展示する展示室を備えた施設を整備することを考えております。 

 交流センターは、市内２３カ所に配置し、地域の拠点となっており、中央交流センターの設

置予定がないことから整備は考えておりません。 

16 34 

◆磐田文化会館跡地  
インドアゾーン  
・デジタルファブリケーションの体験、ものづくり、廃材からのアートなど自由にできる工作＆アートゾーン  
※おとなもこどもも関係なく、ものづくりやアートで繋がる場所   ※自分たちで遊びを考え 3 次元的に実現できる場所 
※その場所がそのままアートなので、そのまま作品展になることもある   ※ファシリテーター的な人材が必要  
・島田こども館のような遊具ゾーン（2時間利用で入場料設定あり）  
※雨天でも遊べる場所、基本的に人が集められる仕掛け → 出向きやすい場所での面白いイベント情報はチェックされや 
すい  

※アピタ磐田店が近いのでそのまま買い物して帰ることが可能 
※見守る人は必要。  磐田市基準の見守りボランティアサポーター・ワークショップファシリテーター養成など 
・磐田市美術館 磐田市のこどもやおとなに観てもらいたいちいさな企画展開催。   
・多目的ホールと会議室ゾーン（できればワンフロアになっているとイベント利用も企画しやすい）  
 市民会館は別途できるので 300 人前後の定員が入れる空間 （豊岡中央交流センターのホール的な。）  
※観覧席固定にすると稼働率的には効率が悪い。ただし機械装置（可動式観客席）が加わると利用料がアップする。  
・会議室規模 4 人～8人程度のメンバーで打合せや話し合いができるフリーエリアがあるといい。 
 サークル的に動く場合は 10人～30 人規模  会議などになる場合は 30人～50人規模 

  

文化会館跡地には、コンベンション施設、展示室、会議室を備えた施設の整備を考えてお

ります。 

 他の公共施設と機能や役割が重複しないような配慮も必要となりますので、工作＆アート

ゾーンについては、新造形創造館のコンセプトに重複すること、美術館については、展示室を

備えた施設の整備を予定していることから、整備は難しいと考えております。 

 また、遊具ゾーンについては、現在整備されている「ひと・ほんの庭 にこっと」に類似の機

能が整備されますので、現段階では考えておりませんが、「にこっと」の状況を見た上で、必

要に応じて検討していきたいと考えております。 

 いただいたご意見は、今後の具体的な検討の参考とさせていただきます。 

18 36 

現在の磐田市民ホールの解体後の跡地利用の希望です。   
現在の図書館を中心部に移動したらいかがでしょうか？  
高齢者の利用がますます増大しますから、現在の場所では狭いと思います。  
併設として美術展や埋蔵文化の展示をするような常設展示場が設置していただきたいです。現在の会議室を変更したりする
タイプで無いものです。  
秋の芸術祭では、来客者の多い図書館での開催を望む出展者が多いそうです。 タダ現状では展示スペースが限られています。
よろしくご検討ください。 

 文化会館跡地には、コンベンション施設、会議室、芸術作品や文化財、民俗資料、産業展

示、市民作品などを展示する展示室を備えた施設を整備することを考えております。 

 市内には、「ひと・ほんの庭 にこっと」を含め、５館の図書館があり、現時点において、図書

館を移転又は整備することは、考えておりません。 

20 41 

 
文化会館跡地に関しては文化振興センターの解体は必要なのでしょうか。 
耐震的に問題がないのであれば改修して利用価値を高める等が現実的なのではないでしょうか。 
駐車場もジュビロードへのアクセスを整備するなど利用価値はあるかと思います。 

 現文化振興センターは、市民文化会館と空調などの設備を共用していることや老朽化も進

んでいることから、磐田市文化会館建設検討委員会の答申を踏まえ、現文化振興センター

の機能を残すことを基本に、解体し、コンベンション施設や会議室、展示室を備えた施設を

整備する考えです。 
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21 43 

 
跡地には、せめてもの願いとして近隣の小中学校等で行っている合唱コンクールや第一、城山中学校等地区の成人式等が

できる多機能ホールがある複合施設を建設していただきたい。また、現在ゆやホールで実施している市民公開講座等も開催
を希望します。具体的には旧浅羽町にあるメロープラザ（http://www.mellowplaza.com/）を是非参考にしてください。  
 また、振興センターにて実施してきた住民票、印鑑証明等の受付継続や、磐田市第二図書館等が施設内にあると非常にあ
りがたい。また、施設内には喫茶コーナーなど設け、市民の憩いの場となり、老若男女が気楽に集まれるような魅力ある施
設を望んでいます。  
 前回の衆議院選挙では、振興センターではなく、今之浦記念館となりましたが、駐車場が狭いだけではなく、道路も狭く
実際に投票できるまで時間を要し且つ非常に不便を感じたので、投票所としてもお願いしたい。  
  磐田市民文化会館の移転決定は大変ショックではありますが、跡地にこのような魅力ある施設を建設していただけたら、
特に移転に大反対であった中泉、見付地区住民も納得していただけるのではないでしょうか？ 

 文化会館跡地には、総会、発表会、演奏会、ミニコンサートが可能なコンベンション施設や

展示室、会議室などを整備することを考えております。 

 既に他の公共施設に整備済みの多機能ホールや、図書館などを整備することは難しいと

考えております。 

 また、喫茶コーナーの整備については、市で整備する建物内に設置することは考えておりま

せんが、敷地の有効活用策として、敷地の中で生かせるような民間事業者からの提案等が

あれば検討していきます。 

 住民票・印鑑証明等の交付については、平成 32 年 2 月からコンビニ交付がスタートします

ので、こちらを利用いただればと考えておりますが、投票所については、今後、検討していきま

す。 

23 47 

磐田市民会館跡地には、演奏や演劇等が行える中規模(500～600 程度)の会館の建設をお願いしたい。高齢化の中、今後の
中心部の賑わいを維持し、幼児から老人までの「交通弱者」が利用できる施設が必要です。ゆったり座れて気軽に楽しめる、
幼老コラボ館(仮称)は、市民の活力につながり、駐車場の確保等も難しくないと思われる. 
 豊田に市民会館移転すれば、今ある「ゆやホール」の存在感も薄らぎます。文化振興センターの機能は市民会館に移し、
シンプルなコラボ館が可能です。 
食の会議場や展示場等の案は、現在ある資源の有効活用で乗り切りたい。 

 文化会館跡地については、総会や発表会、演奏会、ミニコンサートが可能なコンベンション

施設や会議室、展示室を整備していくことを考えておりますが、他の公共施設と機能や役割

が重複しないような配慮も必要となりますので、既に市内の他の公共施設に整備済みの中ホ

ールを整備していくことは難しいと考えております。 

24 50 

 
市民会館跡地利用 
にぎわい交流機能計画案、基本的には賛成であるが機能のイメージ写真にある、総会・式典・コンサートのホールの件で
すが中心部にホールが絶対必要であるので、５００～７００人収容のホールを作ってほしい。具体例として、旧磐田市の
成人式を実施する場所がなくならないようにする。ホールと大会議室・交流室がセットでないと利用価値がない。市・県
外からの利用者多くしたい。 

 文化会館跡地については、総会や発表会、演奏会、ミニコンサートが可能なコンベンション

施設や会議室、展示室を整備していくことを考えておりますが、他の公共施設と機能や役割

が重複しないような配慮も必要となりますので、既に市内の他の公共施設に整備済みの中ホ

ールを整備していくことは難しいと考えております。 

25 52 

 
搬入・搬出口及び保管庫、喫茶室・食事の出来る場所、展示室の天井の高さ（約５ｍくらい）、展示室のスポットのための台
車・備品、駐車の広さ、余裕のある。 

 文化会館跡地には、コンベンション施設や会議室、芸術作品や文化財、民俗資料、産業

展示、市民作品などを展示する展示室を整備することを考えております。 

 喫茶室については、市で整備する建物内に設置することは考えておりませんが、敷地の有

効活用策として、敷地の中で生かせるような民間事業者からの提案等があれば検討してい

きます。 

 駐車場については、まずは、整備する機能・施設の配置が決定していく中で敷地内に可能

な限り確保するようにしていく考えです。 

26 53 

 
(1) にぎわい交流機能：特に、学校や市民の演奏会、講演会等が容易にできる設備の確保を希望する。 
・演奏会の音響設備、及び、講演会のプロジェクター、会場の机、椅子の確保、人数は 350 名程。 

(2) 鑑賞・発信機能：産業展示物を含め、容易に利用できるよう部屋(展示スペース)の拡幅ができるようにする。 
・企業、社会人、学生・子供など、多様な文化・芸術の発信、鑑賞が容易にできる場所としてほしい。 
・現在の駐車スペースより、広く、駐車スペースを確保してほしい。 

 文化会館跡地には、総会や発表会、演奏会、ミニコンサート、食の提供を伴う交流会など

の開催が可能なコンベンション施設、会議室、芸術作品や文化財、民俗資料、産業展示、

市民作品などを展示する展示室、駐車場を整備し、市民が集い、にぎわい、多様な学習機

会を提供する場として整備することを考えております。 

 なお、コンベンション施設の規模・広さ等については、今後、さらに検討を重ねていきます。 
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28 57 

市民文化会館跡地について・跡地利用として、市民活動を支えるもの、文化歴史を伝えることは素晴らしいことと思います。 
磐田市民と致しましては、どんな人でも気軽に使えたらと思います。40 年近く磐田市に住んでいますが、市民文化会館へ行
ったのは数えるほどしかありません。どうしたら、気軽に使えるか考えていく必要があるのかなと思います。最近は、学校
の生徒が経営する食堂などがあります。このように、学生がビジネスを経験し、かつ市民との交流の場があると面白いなと
思います。磐田発でベンチャー企業などが起業のきっかけとなるような活動の場と、投資家と起業者が常に交流できるよう
な場の提供など、チャンスを演出できる場としての利用ができれば面白いなと思います。 

  

文化会館跡地には、展示室を備えた施設を整備することを考えております。 創業支援拠

点（コワーキング スペース）については、磐田市勤労者総合福祉センター（ワークピア）に整

備済みでありますので、そちらをご利用いただければと考えております。 

30 61 

1.市民文化会館及び文化振興センター跡地 
Ｐ4：文化振興センターの用途別利用状況を見ると、多目的な利用がされていることがわかりました。市民活動の継続のため 
 に、改修後もこれらの多目的な利用ができる施設であるとよいと思います。様々な大きさの部屋または、自由に区切るこ 
とができる部屋、広々としたロビーであれば、用途に合わせて利用しやすいと思いました。 
昨年夏のインターンシップでは、「施設改修後の土地を若者が集う拠点にするためには」のテーマでのディスカッションで
した。学校行事での利用以外で、若者が自発的に利用するためには、催し物のコンテンツ次第であると考えられます。現
在の市民文化会館の機能を維持しながら、さらに様々な催し物ができる、若者を含めた幅広い世代の市民が利用しやすい
施設になればよいと思います。 

  

文化会館跡地については、総会や発表会、演奏会、ミニコンサートが可能なコンベンション

施設や会議室、展示室を整備していくことを考えております。 

 いただいたご意見は、今後の具体的な検討の参考とさせていただきます。 

31 64 

磐田市民文化会館跡地 
■基本方針として定められている「人を育む拠点、交流・憩いの拠点、にぎわい・まちの活性化への拠点づくり」に加え、「磐 
田市の窓口的な拠点(駅前ではなく、緑地や公園と一体の中で)」そこに行けば、磐田がわかる。(磐田市民・市外の人に)(産 
業、文化・歴史、スポーツ、観光、土産ほか)という視点も施設整備に配慮されれば良いのではないか。 

今之浦公園・今之浦市有地 
■基本方針として定められている「人を育む拠点、交流・憩いの拠点、にぎわい・まちの活性化への拠点づくり」を踏まえ、 
「運動の拠点&屋外イベント・災害時の避難拠点」を当工リアのテーマとして、運営展開を期待したい。 
基本方針でも確認できるように、現状の使用形態は、主に駐車場利用。イベント会場としては年間 15 回程で、中でも外部
から磐田市に人を呼び込むイベントは、ほとんど行われていない。また整備するにあたって、「今之浦公園」と「今之浦市
有地」の運営機能を明確に分けることでそれぞれの運営展開の差別化を図ってはどうか。 

 基本目標”人が育ち、新たな交流が生まれ、「まち」の活性化につながる拠点”を具現化す

るために３つの基本方針を定めていますが、具体的な整備にあたり、文化会館跡地について

は、展示スペースを整備し、本市の産業、文化、歴史、スポーツ、観光等の発信にも活用し

ていく考えです。 

 また、今之浦公園・今之浦市有地については、遊歩道やグラウンドゴルフができる広場を整

備し、体力づくり・健康づくりを推進するほか、イベントステージやイベント広場を整備し、にぎ

わいと交流の創出を図るとともに、災害時には一時的な避難の場所等として活用できるよう、

オープンスペースを確保していくことを考えております。 

31 65 

文化会館跡地の機能としては、ほぼ網羅されていると思うが、以下の機能も可能であればどうだろうか？ 
・ホテル(コンベンションセンター、会議・総会、交流会、結婚式他の機能を包含) 磐田グランドホテルの機能を補完(GH の 
移転も含め、民間事業者が必要) 

・産業展示場(ヤマハ発動機、NTN、スズキほか地元企業の紹介) 
・磐田市商工会議所会館 
・産業会館 
・関係団体の事務所(ライオンズクラブ、ロータリークラブ、法人会、JC他) 
・図書館 
・大学(静岡産業大学他)の出先機能(情報発信基地) 
・フットサル場(市有地での屋外設置のほか、施設計画の中でコンパクトな屋内案) 

 商工会議所については、要望書をいただいておりますので、意向を確認していきます。 

 文化会館跡地には、総会や発表会、演奏会、ミニコンサート、食の提供を伴う交流会など

の開催が可能なコンベンション施設や会議室、芸術作品や文化財、民俗資料、産業展示、

市民作品などを展示する展示室を整備することを考えております。 

 ホテルや大学については、民間事業者への聞き取り調査により進出の要望が無いことか

ら、現時点では、考えておりません。 

33 68 

・市の芸術祭が部門ごとに分散されての開催の不便さが解消される広さが必要。最低でも 600 ㎡。できれば 900 ㎡あると 
ベスト。 

・近年の絵画作品は、大きな作品の出品が増えてきているので、天井を高くしたい。少なくとも現在ある施設では中央図書 
館の展示室 3ｍ50ｃｍあるとよい。パネルは床まであるものでないと、しきったりした時に、たいへん鑑賞しにくい。 

・広い展示室としての利用だけでなく、しきりをすることによって、中展示室・小展示室としても利用できる使い勝手さが 
ほしい。 

・にぎわい交流機能として、500 人位の人が集まって会議や食事をしながら交流できる施設として作っていただきたい 

  

文化会館跡地には、食の提供を伴う交流会などの開催が可能なコンベンション施設や展

示室を備えた施設の整備を考えておりますが、いただいたご意見は、今後の具体的な検討

の参考とさせていただきます。 
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34 69 

 
・平面作品の展示だけでなく、インスタレーション（総合芸術）や立体作品も展示可能な展示室がほしい。高さ 3.5ｍ、広さ 
最低でも 600 ㎡が必要。また個展ができるように仕切りができるようにしてほしい。 

・展示パネルは移動がスムーズにいくような素材で、しかも床から天井まで隙間のないものにしてほしい。 
・作品を鑑賞後ゆっくりとくつろげる空間や施設がほしい。例えば軽食可能、カフェなど。 

 文化会館跡地には、芸術作品や文化財、民俗資料、産業展示、市民作品などを展示す

る展示室を整備することを考えておりますが、規模・広さなどについては、今後、さらに検討を

重ねていきます。 

なお、いただいたご意見は、今後の具体的な検討の参考とさせていただきます。 

カフェについては、市で整備する建物内に設置することは、考えておりませんが、敷地の有

効活用策として、敷地の中で生かせるような民間事業者からの提案等があれば検討してい

きます。 

35 70 

・17万の市にふさわしい、天井が高くきちんとしたパネルと壁、照明のある展示施設をお願いする。 
・600 ㎡程度で大中小の展示の規模に応じて区分けできる展示場を希望する。 
・建物の奥にあって行きにくい場所でなく、入りやすく人の流れを考えたところに展示場を作ってほしい。（天平のまちや 
長藤ギャラリーのように入りにくくない所に） 

・交流センターで活動する美術・工芸などの芸術団体が、市の中央の展示場で発表できる市民の展示場にしてほしい 

  

いただいたご意見は、今後の具体的な検討の際に参考とさせていただきます。 

36 71 

・600 ㎡以上の展示スペースがほしい。   
・産業イベントスペースとは別の部屋を作ってほしい   
・クリエート浜松にあるような小部屋を設置し、小グループの作品展示ができるように  
・展示部屋は産業イベントスペースとは別とする   
・展示場施設へ通じる歩道は、すべりにくい材質にしてほしい（現在ある市民会館西側からの坂、道路にある歩道は雨に 
なるとすべりやすい）   

・駐車場から展示施設へ行く道の上は、雨にぬれないような配慮を望む（搬入・搬出時）  
・県芸術祭等のイベントもできるようなスペースを作る 

 

37 72 

・大展示室 600 ㎡ 中・小展示室 100 ㎡ or200 ㎡   
・床高 3.7ｍ～3.5ｍ   
・移動パネル（レール式）ゆとりのある対面巾   
・作品の搬入出が便利な構造 
・参考として、クリエート浜松、県立美術館県民ギャラリー 使い勝手はクリエート浜松がよい   
・複数の展示会ができれば、お互いの相乗効果があり、来場者も増える 
・造形物の展示が可能の床耐重量 1ｔ／㎡位 2ｔあれば鉄物 OK 

 

38 73 
・にぎわい交流を目指す。 ・各交流センターでの活動の中で、中央発表の場を設ける。（年間計画が活用可能となる。） 
・部屋数は３～５部屋、全体で６００㎡要（１００㎡クラス、パネルで差替えでも可）  ・天井高 3.5ｍ 大作展示可   
・人の流れを作り込む。建物全体のレイアウト設定  ・資料企画展可能な会場づくり 

  

 

39 74 

今まで数回、市のバスで展示施設や美術館等を見学させていただき多いに参考となりました。今回、市民文化会館跡地に
つきましては、まず第一に市民が常に集まれるような魅力ある施設を建設してほしいと願っています。 
具体的には次の様な事をお願いいたします。 

１．広さは６００㎡以上 
２．市の芸術祭が同時開催できるような展示施設   
※市芸術祭の運営に関わる中で、同時開催を願ってきましたがスペースが狭く中央図書館を使用したり、開催期間を変え
たりと大変不便でした。その様な点から絵画・書・文学・菊花等が同時開催できる展示場をお願いしたい。 

３．大きなスペースと小さなスペースが３部屋位ある展示場をお願いしたい。 高さは 3.7ｍ前後、間仕切りは移動できるパ 
ネル 

４．２階は音楽や講演や会合ができるスペースに 
５．駐車場はなるべく広くしてほしい。 
６．子ども達にとっても楽しい場所であってほしい。 

  

文化会館跡地には、コンベンション施設、会議室、展示室を備えた施設の整備を考えてお

りますが、いただいたご意見は、今後の具体的な検討の参考とさせていただきます。 
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意見
№ 意 見 内 容 本 市 の 考 え 方 

40 75 

・１７万都市にふさわしい展示施設にしてほしい。 
①磐田市芸術祭の公募展が、できる限り同時開催（短期集中）できるスペースがほしい。同じ会場で同時に開催できれば来
場者も多くなる。 

②600 ㎡程度の部屋を設置し、大中小と区分けできると使い勝手がよい。（同時に３団体・グループの展示ができる配慮） 
※600 ㎡とは、現在の振興センターの大会議室と１階ロビーを合わせた広さ。 

③常設展示場もあるとよいが、芸術祭や各団体の展示会場とは別ものにしたい。 
④天井は 3.5ｍ必要。（大きな作品展示のため）部屋を区分けするパネルは上も下も少ないものにしてほしい。 
⑤女性や高齢者でも展示の準備や片付けが容易にできる配慮をしてほしい。そのため、位置も１階とし出入りしやすくし 
たい。 

⑥県展や中央展の移動展が可能な施設としたい。⑦展示室は長方形にしていただけると、仕切りがしやすいと思う。 
 

 

文化会館跡地には、コンベンション施設、会議室、展示室を備えた施設の整備を考えてお

りますが、いただいたご意見は、今後の具体的な検討の参考とさせていただきます。 

 

 

 

41 76 

市民が身近に広範囲に常時利用出来る事はもとより、磐田市では磐田市芸術祭が大規模な展示事業として十分な条件で行
われるようになる事は、もちろんの事ですが外部からの大きな展示事業への対応が出来る機能を考慮していただきたいと思
います。 
また、磐田市には歴史的にも素晴らしいものがたくさんあるのですから、発信していける為にも出来る限りの常設スペー

ス、機能を設け、外からも鑑賞者を呼び込めるくらいのものが、あってもよいのではと思います。多目的使用として、スペ
ースを提供出来るだけではなく、多くの活動が出来る最大限の機能を備えていただきたいと思います。 

 

いただいたご意見は、今後の具体的な検討の際に参考とさせていただきます。 

42 77 展示フロアーは２階でも良いが、500～600 ㎡を数部屋に区切る可動間仕切を要す。天井高く 4ｍ以上、搬入用エレベーター、通路をまた、常設展示場、収蔵庫、雑庫、備品を設置し専用（直通）入口を設ける。 

 

43 78 

市の中心地に文化・芸術の鑑賞施設が有ることは市民のほこりです。小生も絵画を描くことが唯一の生きがいです。 
美術・芸術作品が市内で鑑賞出来る良い設備、機能を持った施設にして下さい。会議室・実習室等も充実して欲しい。 
・市所蔵の美術品・文化財等の常設展示室を設けて下さい。 
・展示スペース（面積）700～900 ㎡（大・中・小の部屋に分割出来る。） 
・天井高 3.5ｍ位・照明設備の充実、収蔵庫は別途用意する。 
・搬入出作業のスムーズさを考えると、１Fか２F（エレベーターの設置） 
・展示施設の稼働率向上のため「造形学芸員」の活用・育成をしてください。 
・絵画、写真、書、工芸（陶芸等）展示については個展も可とする。 
・作品の販売も可として使用料によって調整する。 
・企画展、団体展、個展にて入場料を必要とする場合は使用料を調整する。 

  

文化会館跡地には、総会や発表会、演奏会、ミニコンサート、食の提供を伴う交流会など

の開催が可能なコンベンション施設、会議室、芸術作品や文化財、民俗資料、産業展示、

市民作品などを展示する展示室、駐車場を整備することを考えております。 

 いただいたご意見は、今後の具体的な検討の参考にさせていただきます。 

44 79 常設展示用のコーナーを設けて欲しい。  搬入出口を設けて欲しい。 
 

 いただいたご意見は、今後の具体的な検討の際に参考とさせていただきます。 

45 80 展示施設にして、芸術祭等全部門が展示できるスペースを作ってほしい。 
 

46 81 お洒落な美術館（展示スペース）が欲しい。 
 

 

47 82 
市民ギャラリーの開設 
現在、芸術祭は会場も期間もまちまちである。これを統一して行えるよう整備する。ギャラリーは市民に貸し出しするもの
として、小スペースのものも用意する。（有料、クリエート浜松のようなもの） 

 

48 83 
常設の展示施設（磐田市を紹介するもの、歴史、民俗など）とイベントや美術館ができるスペースのある建物。（市芸術祭が
そろってできる大きさ） 
磐田を象徴する堅牢でデザインも美しい物を希望します。 

 

 

 

49 84 天井高４ｍ位に。 作品を空間に吊ることが出来るようにする。   展示する時に器具移動が出来る、脚立やスポットの設置。 展示規模に合わせて仕切りが出来るようにする。 
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50 85 常設の展示場が必要。  美術館としても使えるとよい。 いただいたご意見は、今後の具体的な検討の際に参考とさせていただきます。 

51 86 

 
・３ヶ所離れているので、つなぐバス的なものが欲しい。   
・喫茶的なスペース、ノベルティグッズ販売なども考えて欲しい。  
・美術展、企画展など開催して欲しい。 
・くつろいでおしゃべりができる処も必要かと。   
・しっぺい君が常駐しているといいな。 

 文化会館跡地・今之浦公園及び今之浦市有地の整備は、市内外から多様な人々が集

い、交流し、子どもから高齢者まで幅広い世代が憩い、楽しむ場として、一体的に整備するこ

とを考えておりますが、バス等において、連携を図ることは、費用対効果の観点から難しいと

考えております。 

  文化会館跡地については、コンベンション施設や芸術作品や文化財、市民作品などを展

示する展示室、会議室、駐車場を整備することを考えております。 

  喫茶的なスペースについては、市で整備する建物内に設置することは、考えておりません

が、敷地の有効活用策として、敷地の中で生かせるような民間事業者からの提案等があれ

ば検討していきます。 

52 87 

 
・皆が集まれる場所。ここにいけば何かやっていると思える場所にしてほしい。 
・オープンなカフェスペースがあればいいと思います。自販機での対応でも。（また、業者が入ればベター） 
・展示の為、なるべく壁面を多くしてほしい。（天平のまちギャラリーの様な耐震の為のガラスショーケースのワクの様な 
ものは不可） 

・大きくも小さくも可動な空間に。 

 文化会館跡地には、コンベンション施設や会議室、芸術作品や文化財、民俗資料、産業

展示、市民作品などを展示する展示室を整備し、子どもから高齢者まで、多くの方が集う場

にしていきたいと考えています。 

 カフェスペースについては、市で整備する建物内に設置することは、考えておりませんが、

敷地の有効活用策として、敷地の中で生かせるような民間事業者からの提案等があれば検

討していきます。なお、自動販売機については、設置していきます。 

53 88 

 
広さを考えると今之浦に展示施設を１つ大きいのではなく、２～３、デザインがすてきな物だといいですね。 
公園も含めて、子供達も楽しめ（遊具等）、外でも室内でも軽食・飲み物がとれるスペースが欲しいと思います。 

 今之浦公園・今之浦市有地については、芝生広場、遊具、遊歩道などを設置し、多くの市

民が楽しみ憩える空間を整備していきたいと考えております。 

 文化会館跡地については、展示室を整備することを考えていますが、規模、広さなどにつ

いては、今後、さらに検討を重ねていきます。 

 軽食・飲み物がとれるスペースについては、自動販売機の設置、休憩スペースの整備につ

いて考えていきます。 

54 89 
磐田市に絶対ほしいのは美術館です。 
収蔵は無理でも市民が浜松や掛川に行かなくても楽しめるよう、予算のことはわかりませんが市民のオアシスとなるような
場所がほしいです。 
幅広いジャンルの催しがあれば多くの人が楽しめる。そんな場所があったらいいなと思います。 

 文化会館跡地については、文化財、民俗資料、産業展示、市民作品などを展示する展示

室を整備していく考えですが、展示室を整備することから、現時点において、美術館の整備

については、考えておりません。 

55 90 

〔展示施設について〕 
・雨天時でも作品が搬入・搬出できる、トラックヤードを設ける。 
・ギャラリーは１フロアー500 ㎡の面積を有し、三分割にできる移動式の仕切りを設ける。 
・考古資料の展示は常設とし、ギャラリーとは区別する。あるいは、ギャラリーを全室使用する場合には、考古展示の全面 
に仕切りが置けるようにする。芸術祭開催時には 500 ㎡の展示室が必要となる。500 ㎡全室使用することは少ないので、例 
えば芸術祭の際はコンベンションホールも使用できるようにし、一回で終われるようにする。 

〔基本方針の「人を育む拠点づくり」のためにはについて〕 
・講座室や体験室が欲しい 
・一流の一点もの(芸術作品・歴史資料・金メダルなど)が展示できる特設コーナーの設置 
・情報コーナー・・・三遠南信地域くらいの広いエリアの情報収集 
・文化協会で行っている、HPによる市内ギャラリーの催し物紹介 

  

いただいたご意見は、今後の具体的な検討の際に参考とさせていただきます。 
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56 92 現在の文化振興センターの１Fロビーでは狭いので２倍ぐらいほしい。また、床は水をこぼしても良い素材にしてほしい。 作品を移動するので、展示スペースは１階で出入口は広くしてほしい。 
 

 いただいたご意見は、今後の具体的な検討の際に参考とさせていただきます。 

57 93 ・文化振興センター１Fロビーより２倍位広い面積を   ・床は水こぼしがあってもよい素材で 
 

58 94 
 
広いフロアーを間仕切り、小部屋を多くしてほしい。 

 

59 95 

・展示スペースは現文化振興センター１Fロビーの２倍以上の面積は欲しい。 
・搬出・搬入のため、１Fに設けてほしい。 
・床は生花・菊花・盆栽・山野草などが展示出来るように水をこぼしてもよい素材にして欲しい。 
・展示に必要な備品（鉢の受け皿、展示台、ジョウロなど）の収蔵庫がほしい。   
・天井を高くしてほしい。   
・床の凸凹をなくしてほしい。 

 

60 96 ・現文化振興センター大会議室の２倍の面積が必要   ・床は水をこぼしてもよい素材で 
 

61 97 

 
・多目的な利用が可能なオープンスペースの確保   
・物品の搬入搬出を容易にする為、基本的１階を希望（菊花の展示を基本としたもの） 

 文化会館跡地については、コンベンション施設や会議室、芸術作品や文化財、民俗資料、

産業展示、市民作品などを展示する展示室を備えた施設を整備することを考えております。

コンベンション施設や展示室は、オープンスペースとして、多目的な利用が可能としていく考

えです。 

62 98 
・現在利用している文化振興センターの床面積が 150 ㎡とすると 300 ㎡ぐらいの大きさがほしい。   
・展示通路が広くほしい。  ・床材は滑らず、水にぬれても良い物 
・展示スペースは１Ｆでお願いします 

  

いただいたご意見は、今後の具体的な検討の際に参考とさせていただきます。 

 

63 99 

＜振興センター＞ 
１．展示場（１階ロビー）300 ㎡程度の広さにして欲しい。   
２．床は台車にやさしいタイプにして欲しい。   
３．間仕切りは簡単で作業しやすいタイプ 
４．絵画等、展示しやすい方法   
５．磐田市には展示場が少なく、いつも競争になっている。少なくとも半年前には予約できる様にして欲しい。一般市 
民・団体と市関係者優先になっている現状、納得いかない。   

６．使用料は安く 

  

いただいたご意見は、今後の具体的な検討の参考とさせていただきます。 

使用料については、同種の施設との均衡を考慮し、今後検討していきます。 

64 100 

①展示スペース 250 ㎡以上位ほしい   
②床材水に強いものが望ましい   
③駐車場は今の倍位にしてほしい   
④収蔵庫、控室等充実 
⑤出品物の出入に必要な充分なスペースを設ける 

 

いただいたご意見は、今後の具体的な検討の際に参考とさせていただきます。 

65 101 現文化振興センターは会議室より少し広い面積が必要。広いフロアーを仕切りして道具を入れる収納室があると良い。 作品を移動するので展示スペースは１階が良い。 
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66 102 

菊花展示会場について 
（１）現在の文化振興センター１Ｆロビーを利用しての会場の広さの１．５倍から２倍位の広さが欲しい。 床は水に濡れて 

もよい素材としたい。 
（２）天井高はもう少し高くほしい 
（３）外部光線を使う場合は平均的な明るさが望ましい 
（４）植木鉢の数が 200～300 鉢以上であり、重量もあるので１階で搬入の仕易い場所で滑らかでありたい（台車利用） 
（５）水を使う展示物では布敷ジュータンは利用できない様ですので目的外使用とならない様にしてほしい（利用展示物 

（例） その他いけ花展、山野草の展示、さつき展、らん展、その他花木類の展示会場等・・・） 
（６）展示期間は一般開放５日以上としたい。 

  

いただいたご意見は、今後の具体的な検討の際に参考とさせていただきます。 

67 103 
菊花の展示に対して 
・現状の１．５倍の面積  
・床は水をこぼしても良い素材  
・まん中の柱は、現状より少し中の狭いもの 

 

68 104 

磐田菊花会菊大会利用の場合 
①スペース的に今利用しているのより１．５～２倍ほしい   
②菊鉢の搬入出がし易いように出入り口に車両をつけ易いように   
③水道が近い場所にある④準備室・荷物の置き場所等の小部屋が隣接している（控室）   
⑤車いすの人も利用し易いように（バリアフリー） 

 

69 105 菊花の展示としては、現文化振興センター１階ロビーの２倍の面積が必要 展示スペースは１階に設けてほしい 
 

70 106 

展示スペースについて（菊花に関し） 
・作品の搬出入に便利なように１階に設けてほしい   
・現在の文化振興センター１階ロビーの１．５～２倍以上の面積が必要と思われます 
・床は水をこぼしてもよい素材にしてほしい   
・広いフロアーを間仕切りで小部屋に仕切れるようにしてほしい 

 

71 107 

・書道作品の大作が飾られる様にクリエート（浜松）31 室の様な感じにして欲しい   
・間仕切りが五つ位できるように 
・重い作品にたえられるように、フックワイヤーがたくさんほしい   
・ライトにも気を付けて作品が映えるように気をつけて下さい（スポットライトなど） 
・中央から作品の展示が依頼されるようなもの   
・子供達がその作品を見て感動し、芸術作品への１歩となるような物   
・市民が憩える様な開放的なもの 

 

72 108 

・展示スペースの確保（習字）   
・壁面の強度（重い額）、フックの強度   
・仕切り（間仕切）、高さ３ｍは欲しい   
・見学しやすい会場   
・使用料は安いほうが良い 

 

73 109 

・展示スペースの規模は浜松クリエートの 31 号室位はほしい   
・書道展示に適したもの、空間を５．６分割できる間切りにしてほしい、高さは３ｍはほしい 
・重い額でも大丈夫なフック、ワイヤー等がたくさんほしい   
・使用料も安く、皆が利用しやすい金額にしてほしい  
・駐車場スペースも多めにほしい 
・スポットライトもほしい 
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者№ 

意見
№ 意 見 内 容 本 市 の 考 え 方 

74 110 

・駐車場をゆったりと作って下さい。   
・展示スペースの規模は、現在の振興センター二階展示室（大会議室）の四倍位ほしいです。（例：クリエート浜松 31号室 
位） 

・五・六分割できる間仕切りがあったらいいと思います。   
・二尺×八尺の作品を展示できるように高さがほしい。又、重量のある額を掛けるに耐えるフックとワイヤーをたくさん 
ほしいです。 

・要望したいものは数々ありますが、照明で少し暗いスポットライトと明るい光が選べるといい。   
・使用料をなるべくお安くして下さい。   
・搬入口を使い易く、広目に。 
・控え室、給湯室なども必要。 

 

いただいたご意見は、今後の具体的な検討の際に参考とさせていただきます。 

75 111 

・展示スペースの規模はクリエート浜松の 31 室位の大部屋がほしい。（書道作品が飾れるスペース）３ｍの作品が飾れる 
ところ 

・５～６分割できる間仕切りがほしい。（高さ３ｍ以上）   
・重い額でも取りつけられるフックやワイヤーが沢山ほしい。   
・シンク（水道・冷蔵庫等）もほしい。 
・照明（スポットライト）がほしい。   
・自動販売機や喫茶室があれば嬉しい。   
・使用料はできるだけ安くしてほしい。   
・駐車場を広くほしい。 
・作品搬入、搬出口を広く。   
・控室や休憩室を隣接してほしい。 

 

76 112 

・展示スペースはクリエート浜松の 31室のように広くほしい。   
・重い作品をかけられるようなフック・ワイヤーが多く欲しい。 
・間仕切りは高さ３ｍぐらいの大きな物がほしい。   
・スポットライトを多くつけてほしい。   
・搬入口を広くほしい。 

 

77 113 

 
展示する部屋の規模はクリエート浜松の大部屋（３１室）位の広さが望ましい。 
車いすの人でも見られるように段差のないバリアフリーを重視してほしい。（障害者用トイレも必要） 
見学後休憩がとれるカフェスペース。 
隣に磐田を発信するような観光スポットとなるような施設があれば、展示を見に来る人だけでなく集客力も増すと思う。 
子供たちも遊べるような庭・公園 

 文化会館跡地には、芸術作品や文化財、民俗資料、産業展示、市民作品などを展示す

る展示室を整備することを考えておりますが、規模・広さなどについては、今後、さらに検討を

重ねていきます。また、ユニバーサルデザインの観点から整備も考えていきます。 

 カフェスペースについては、市で整備する建物内に設置することは、考えておりませんが、

敷地の有効活用策として、敷地の中で生かせるような民間事業者からの提案等があれば検

討していきます。 

 今之浦公園・今之浦市有地については、芝生広場、遊具、遊歩道などを設置し、多くの市

民が楽しみ憩える空間を整備していきたいと考えております。 

78 114 

・展示スペースの規模は、クリエート浜松の３１室位。５、６分割できる間仕切りがほしい。   
・高さは３ｍ位ほしい 
・重い額でもしっかり取付られるフック・ワイヤーをたくさんほしい。   
・壁は、確りと重みに耐えられ、なおかつ雰囲気のある素材でやってほしい。 
・使用料は市民の為に格安でお願いします。   
・専用の搬入口がほしい   
・研修室、隣接した控室。   
・駐車場は、ゆったりと数多く。 

  

いただいたご意見は、今後の具体的な検討の際に参考とさせていただきます。 
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79 115 

・展示スペースの規模はクリエート浜松３１室（大部屋）位のスペースが欲しい。   
・５～６分割できる間仕切りが欲しい。   
・間仕切りの高さが３ｍ以上欲しい。 
・重い額を取り付けられるフックやワイヤーがたくさん欲しい。   
・県立美術館風の建物にして欲しい。   
・スポットライトが欲しい。照明も明→暗調節出来るようにして欲しい。   
・使用料は市民のために格安にして欲しい。   
・広い搬入口が欲しい。   
・展示スペースに隣接した控室・給湯室が欲しい。   
・看板を置ける場所（外）が欲しい。 

 

いただいたご意見は、今後の具体的な検討の際に参考とさせていただきます。 

80 116 

○書道作品が展示出来る様な建物・重い額でも取りつけられる事   
・広いスペース  ・あかりの調節が出来ること  ・使用料金があまり高くないこと   
・駐車場も沢山欲しいです ・専用搬入口が欲しい  
・控え室も欲しい（食事も出来ればよい）  
・錬成会も（研修会等も）出来る部屋が欲しいです 

 

82 118 

絵画サークル等の発表の場として、展示会等がさかんに行われる場としてほしい。そのためには 
①充分な駐車スペースをもうける 
②搬入・搬出が容易なこと 
③展示スペースは１階とする 
④パネル等は固定するが、出品作品の数によってフレキシブルに対応できること 
等を考慮下さい。 

 

83 119 ・展示専用のスペースを作ってほしい（天井が高く、広々とした空間、トイレも美しく） ・県展が巡回できる程の場所に（学芸員がほしい） 
 

84 121 現在市民の美術作品の展示場が是非必要だと思います。他市にくらべ磐田市は市の営む建物が無く淋しく思います。もう少し芸術的な思考がほしいです。 
  

文化会館跡地については芸術作品や文化財、民俗資料、産業展示、市民作品などを展

示する展示室を備えた施設を整備することを考えております。 

85 122 
趣味で絵画をやっています。磐田市からは著名な画家が多く出てきましたし、現在市民の絵画クラブ参加率が非常に高いこ
とに驚かされます。 
浜松市や掛川市にはない、市民の作品を展示できる展示室を建築し、「文化都市磐田」をアピールして欲しいと思います。宜
しくお願いします。 

86 123 絵画だけでなく芸術的なものをいつでも観られる所があるといいですネ。 市民会館が豊田町に替わることで中泉が淋しくならない様に明るい文化的な場所が出来たらいいと思います。 

 

87 124 

 
広々とした憩いの公園がほしい（緑がほしい）。車の駐車場は道路からすぐ入れるよう、建物の中にほしい。（２階等で入れ
る様にどうかな） 
建物の中は市民の展示等が出来る様な小さい部屋、大きな部屋等工夫してください。   
喫茶ルームがほしい。 

 今之浦公園・今之浦市有地については、全体的に芝生広場や遊具、遊歩道、グラウンドゴ

ルフができる広場のほか、イベントステージやイベント広場などを整備し、多くの市民が楽しみ

憩える空間としていきたいと考えております。 

 文化会館跡地については、芸術作品や貴重な文化財、市民作品など様々な展示に対応

できる機能を備えた展示室を整備していく考えです。 

 駐車場については、敷地内に可能な限り確保するようにしていきたいと考えておりますが、イ

ベント開催時にも不足が生じないよう、周辺施設との連携も視野に入れ、併せて検討してい

きます。 

 喫茶ルームの整備については、市で整備する建物内に設置することは、考えておりません

が、敷地の有効活用策として、敷地の中で生かせるような民間事業者からの提案等があれ

ば検討していきます。 
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88 125 ・美術関係の専用展示場がほしいです。   ・駐車場も多くしてほしい。立体でもよい。無料で。 
 文化会館跡地については芸術作品や文化財、民俗資料、産業展示、市民作品などを展

示する展示室を備えた施設を整備することを考えております。 

89 126 

 
磐田市には美術的なものを展示する大きな施設がないので、是非ともモダンな建物を作ってください。 
文化会館が遠くへ行ってしまうので、いろいろな行事が催しできるような場所にして下さい。 

文化会館跡地には、総会、発表会、演奏会、ミニコンサートが可能なコンベンション施設や

芸術作品や文化財、民俗資料、産業展示、市民作品などを展示する展示室や会議室を整

備し、子どもから高齢者まで多くの方が集う場所となるよう整備していきます。 

90 127 展示会場   誰でも気軽に入場出来る１階で明るい気持の良い会場にしてほしいです。 
 

文化会館跡地については芸術作品や文化財、民俗資料、産業展示、市民作品などを展 

91 128 

・磐田市は、美術関係に関心を持ち、実際に活動している人たちが多くいます。市民展をはじめグループや個人の作品展示 
をもう少し自由に出来る場所がほしいとかねがね思っています。 

・市所蔵作品を常設することも考え、市民に憩いの場としての役割も考慮し広々としたスペースを確保できたらと思いま 
す。  

・駐車場を広く取ってほしいですね。 

示する展示室を備えた施設を整備することを考えております。 

92 129 
絵画サークルに参加しており、鑑賞することも好きです。浜松ではクリエート、浜松市美術館などいきますが、遠くもあり
磐田市内にそういった施設があればと思います。クリエートでは音楽の集まりや高校生の集いもあるようです。若い方も高
齢者の方も行きやすい文化的施設に考えていただきたいと思います。 

 

93 130 

 
気軽に入れる様な建物に。磐田の中心になる様な施設（テーマパーク的）。駐車場の確保・交通手段を容易に。 

 文化会館跡地には、磐田市文化会館建設検討委員会の答申を踏まえ、現文化振興セン

ターの機能を残すことを基本に、コンベンション施設、会議室、展示室を備えた施設の整備

を考えております。 

 交通手段については、車での来場が多いことから、まずは、来場者用の駐車場の確保が重

要であると考えておりますので、整備する機能・施設の配置を決定していく中で、敷地内に可

能な限り駐車場を確保するよう考えていきます。 

94 131 

 
市の活性化が出来る施設。浜松のアクト通りのような、静岡の青葉通りのような、いつでもイベントができる様な場所。問
題は駐車場だからタワー式はどうか。 

 文化会館跡地については、にぎわい・交流機能としてコンベンション施設・会議室、鑑賞・発

信機能として、展示室を整備することを考えております。 

 今之浦公園・今之浦市有地については、イベントや催し等、多目的な利用が可能なイベン

トステージや芝生広場、遊具を設置し、市民が気軽に集い、楽しめる場として整備することを

考えております。 

 駐車場については、まずは、整備する機能・施設の配置が決定していく中で敷地内に可能

な限り確保するようにしていく考えでおりますが、タワー式駐車場の整備については、建築基

準法の制限もあり、難しいと考えております。 

95 133 会館の跡地にできる施設には展示施設を設置して下さい。出来るだけ１階が望ましい。パーテーションで区切ることができ、個人の展示会場にも利用できるようにしてほしい。 

 

文化会館跡地については芸術作品や文化財、民俗資料、産業展示、市民作品などを展 

96 134 趣味で絵画教室に通っております。皆様の作品をみて参考にしたりしております。浜松・掛川へ行ってみたりしておりますが、磐田にぜひ展示していつでも気軽に出掛けることが出来るように文化的ホールをお願いします。 

示する展示室を備えた施設を整備することを考えております。 

97 135 
 
常設のギャラリーがあったらいいと思う。ふらっと寄ってお茶を飲めるスペースがあったら楽しめると思う。  文化会館跡地については、コンベンション施設や会議室、芸術作品や文化財、市民作品

などを展示する展示室を備えた施設を整備していくことを考えております。 
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98 136 

展示施設の建設を楽しみにしています。 
イベント等の展示はぜひ、１階にお願いします。 
また、間仕切りによって広くも狭くも希望の大きさに出来るよう、床は水がこぼれても良い素材でまた、展示台の用意もお
願いしたい。 
ちょっとお茶を楽しめる場所もあると良いと思います。 

 

いただいたご意見は、今後の具体的な検討の際に参考にさせていただきます。 

99 137 

 
市民の体力維持のための施設。 
展示等の施設。 
カフェ等、一つにまとめて利用できる合理的で多くの人が集まりやすい場所にする事が望ましい。 

 文化会館跡地には、総会、発表会、演奏会、ミニコンサートが可能なコンベンション施設や

芸術作品や文化財、民俗資料、産業展示、市民作品などを展示する展示室や会議室を整

備し、子どもから高齢者まで多くの方が集う場所となるよう整備していきます。 

 カフェについては、市で整備する建物内に設置することは、考えておりませんが、敷地の有

効活用策として、敷地の中で生かせるような民間事業者からの提案等があれば検討してい

きます。 

100 138 市民文化会館・文化振興センター跡地 郷土の名士の所蔵品等年間通して展示してほしい。諸会議室大小５部屋位確保してほしい。 

  

いただいたご意見は、今後の具体的な検討の際に参考にさせていただきます。 

 

101 140 
設備と共に駐車場完備であってほしい。（荷物の持ち込みなどの関係による）展示場については大小展示によって使い分けの
出来るように大小を作るか又は間仕切りによって使い分けられる様な大きさ（浜松市クリエートの様な感じ）。床はお水の使
えるような素材で。お茶など入れて楽しめる部屋。勉強会など 

  

 

102 141 
しっかりした展示スペースがないので、展示施設の建設はうれしく思います。生け花をやっている者としては床に水がこぼ
れても良い素材、花材を置く場所・水道の設置、簡単に組み立てられる設置台（出し入れが多いと思われるので壊れないも
の、色は白等、なんにでも合うもの）。玄関アプローチは雨の場合でも滑りにくい素材で。高齢者に配慮。 

 

103 142 
展示、写真に付いて会場、室内の広さが充分にある様なスペースを保ってほしい。照明器具の関係は展示に必要な器具の調
達が必要である。室内の一部には参加者及び見学者の皆さんの会話が行える様、イス、机又は間仕切りをできる計画にして
いただきたい。 

 

104 143 展示ができる施設がほしい。部屋は５部屋位。その他会議室 20人位と 50人、100 人 
 

105 144 
コンベンション施設は広く展示も出来るよう。展示施設の広さは 700～800 ㎡（３分割出来るよう）。固定した展示室 250 ㎡
（美術品等）温湿度調整できる設備。展示に必要な設備の完備（展示吊り金具、照明装置）。会議室 200～300 人、監視カメ
ラ設置。 

 

106 146 

① 人利用への開放 
政治・宗教活動をする場合は除き、個人の作品発表でも利用できるようにしてほしい。個人発表の機会や場所が増えれば、
別項で提案しているようににぎわいの創出に寄与できる。 

② 施設配置レイアウト 
現市民文化会館及び文化振興センターのような駐車場と建物が道路を挟んで配置されると危険が伴うので、なるべく駐車
場は建物に隣接した位置に配置してほしい。 

③ にぎわい創出への対応…利用料金の設定 
交流、出会い、にぎわいづくりを実現するため、年間を通じて途切れることなく展示会などの催事が行われていることが
望ましい。そのためにはなるべく多くの、又資金力が乏しい団体、個人でも開催できるように利用料金を低めに設定して
ほしい。 

④ 展示室について 
ア 展示面積の柔軟性を確保してほしい展示会場の広さについて、展示点数に機動的に対応できるように移動パーテーシ 
 ョンを活用した間仕切りが出来る設備を整備してほしい。 
イ 壁面の展示  壁面に展示する場合は、フックではなくワイヤーで吊り下げるピクチャーレールの採用を望みたい。 
(ワイヤーも貸し出しする。) 
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107 147 
産業振興センターと市民展示センターの併設。展示スペースは写真、絵画、書、工芸等芸術祭イベントを一同介して開催で
きるよう。 
南面玄関にする。建物は明るく開放的にする。エコモデルとなる建物にする。 

 

 いただいたご意見は、今後の具体的な検討の際に参考とさせていただきます。 

108 149 展示施設と会議室を備えたコンベンション施設に 
 

109 151 

 
市民が集うには集いやすい車の駐車場の容量を大きく立体的にすること。 
文化や芸術等多様な対応が可能な場となれる会場が必要。 

 文化会館跡地については芸術作品や文化財、民俗資料、産業展示、市民作品などを展

示する展示室を備えた施設を整備することを考えております。 

 駐車場の立体化は、建築基準法の規定から難しいと考えております。 

110 152 

文化会館跡地 
展示スペースを含めた研修センターの様式の施設（クリエート浜松のような）で、展示スペースはトラス建築方式で柱を
少なくする。壁面展示はピクチャーレールを取り付けてワイヤー吊りとする。照明は間接照明にスポット照明を併用する。
パーテーションを使って部屋の大きさを調整できるようにする。展示場面積は中央図書館の展示スペースより 1.5 倍～2.0
倍位ほしい。 

 

いただいたご意見は、今後の具体的な検討の際に参考とさせていただきます。 

111 154 
会議室またはフロアーは広く使用目的によって区切りができるようにしてほしい。照明は全作品に照らされるようにしてほ
しい。吊り金具は書、絵、写真が展示できるよう高さ等調節できるものを願いたい。イスとテーブルを置き休める場所を設
置してほしい。 軽食堂のようなものがあればうれしいと思います。 

 いただいたご意見は、今後の具体的な検討の際に参考とさせていただきます。 

 軽食堂や喫茶室については、市で整備する建物内に設置することは、考えておりません

が、敷地の有効活用策として、敷地の中で生かせるような民間事業者からの提案等があれ

ば検討していきます。 112 156 市民が手軽に利用できる施設。展示スペースがゆったりと作品を見ることができ、それには照明など工夫が必要かと思う。見学してすぐ帰るのではなく少しはのんびり出来るスペース、喫茶室などがあればいいと思います。 

113 157 写真等展示スペースとしては、現在の図書館より広さがほしい。広いフロアーがほしい（ミニコンサートとかイベント広場、芸術作品等展示できるスペース）。駐車場も広くほしい。町の中心なので皆が利用しやすいようにしてほしいと思います。  いただいたご意見は、今後の具体的な検討の際に参考とさせていただきます。 

114 158 

 
文化会館跡地について 
できれば６～７階建てにしてその分の駐車スペースを多くとる。小割り（大規模にも使用可能）に出来る部屋をつくり文
化的講座など出来るとよいのでは。 
屋上スペースに磐田市内を一望できるというのは（星の観察等）。 
１階～２階は軽食ができたり、また調理実習的なことが出来れば。 
グランドホテル以外で同窓会など大人数が集えるところ。今まで通り、展示スペースや発表の場として整備していただき
たい。 

 文化会館跡地については、総会や発表会、演奏会、ミニコンサート、食の提供を伴う交流

会などの開催が可能なコンベンション施設や会議室、芸術作品や文化財、民俗資料、産業

展示、市民作品などを展示する展示室を備えた施設を整備することを考えておりますが、６

～７階建てのような高層施設は考えておりません。 

 駐車場については、まずは、整備する機能・施設の配置が決定していく中で敷地内に可能

な限り確保するようにしていく考えです。 

 なお、軽食堂については、市で整備する建物内に設置することは考えておりませんが、敷

地の有効活用策として、敷地の中で生かせるような民間事業者からの提案等があれば検討

していきます。 

115 160 

① にぎわい・交流機能と鑑賞・発信機能を併用するような部屋づくり、設備では駄目。 
コンベンション施設、埋蔵文化財展示施設、展示ギャラリー施設、多様な学習機能施設がそれぞれ独立した部屋・スペー
スでないと何でも出来るが、何も出来ない施設になってしまう。（中途半端はだめ） 

② 特に展示ギャラリーへの要望 
最低延べ９００㎡（５０ｍ×１８ｍ）、壁高 3.7ｍ、充分な照明・スポットライト、移動パネル（高さ 3.5ｍ×長さは？） 
クリエート浜松の３Ｆギャラリー31、32、33、34 ぐらいの展示スペースを熱望いたします。 

  

文化会館跡地に整備予定であるコンベンション施設・展示施設は、独立した部屋・スペー

スを考えておりますが、いただいたご意見は、今後の具体的な検討の参考にさせていただき

ます。 
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116 161 

 
美術館、会議室（大・中・小）、レストラン（喫茶）  文化会館跡地には、コンベンション施設や会議室、展示室を備えた施設を整備することを

考えております。 

 展示室を整備することから、美術館とすることは考えておりません。 

 レストラン（喫茶）については、市で整備する建物内に設置することは考えておりませんが、

敷地の有効活用策として、敷地の中で生かせるような民間事業者からの提案等があれば検

討していきます。 

117 162 

 
美術館をぜひとも  文化会館跡地については、芸術作品や文化財、民俗資料、産業展示、市民作品などを展

示する展示室を備えた施設の整備をしていく考えですが、展示室を整備することから、現時

点において、美術館の整備については、考えておりません。 

118 163 

 
イベントや文化的な催しなどの出来る建物及び設備などを確保する。市民が気軽にスポーツ（インドア・アウトドア）多様
な学習ができる施設を確保する。 

 文化会館跡地については、総会や発表会、演奏会、ミニコンサート、食の提供を伴う交流

会などの開催が可能なコンベンション施設や会議室、展示室を備えた施設を整備し、施設

利用を通して学習の推進を図っていきたいと考えています。 

119 165 

 
商工会議所、産業展示場並びに美術館、博物館等それに加え軽食の出来るコーナーがほしい。地震に備えての格納庫  商工会議所については、要望書をいただいておりますので、意向を確認していきます。 

 産業展示場、美術館、博物館については、展示室を整備することから、整備について考え

ておりません。 

 軽食の出来るコーナーについては、市で整備する建物内に設置することは考えておりませ

んが、敷地の有効活用策として、敷地の中で生かせるような民間事業者からの提案等があ

れば検討していきます。 

 地震に備えての格納庫については、磐田市地域防災計画の中で検討していきます。 

120 167 

 
磐田市に寄贈されている美術品、そして埋蔵文化センターにある所蔵品を入替えながら、常時見られるように。磐田市芸術
祭、公募展の全作品を一同に鑑賞できるように磐田市外からも人の集まる拠点としたい。地震に備え物資を格納できる設備。 

 文化会館跡地については、芸術作品や文化財、民俗資料、産業展示、市民作品などを展

示する展示室を備えた施設を整備することを考えております。 

 地震に備えた物資格納施設については、磐田市地域防災計画の中で検討していきます。 

その他いただいたご意見は、今後の具体的な検討の参考とさせていただきます。 

121 168 ・文化芸術に関する展示のできるもの。   ・市民の交流広場 
 文化会館跡地については、コンベンション施設や会議室、芸術作品や文化財、民俗資料、

産業展示、市民作品などを展示する展示室を備えた施設を整備することを考えております。
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122 170 

 
●外遊びできなくなった子供達が外で遊べる環境。(水遊び、川遊び、ビオトープ（自然観察、校外学習）、アスレチック（楽
しく体力作り＊１）や、プレイパーク（自分の責任で遊ぶ、危険を避けるだけでなく、経験して学べる場所、直火で焚火、
ノコギリしたり、秘密基地作り＊２）、ボール遊び（サッカー、草野球） 

●児童館と外遊びを融合→磐田市には、現在、小学生だけで遊びにいける場所がない。→小学生だけでも、児童館で預かり
してくれるように希望*3(今は幼稚園や未就園児が居ないと、支援センターでは預かりしてくれないから) 

●物作りや造形出来る場所＊４→そこに行けば、作りたいものが作れる。電子工作も、アニメメーションも。→物作りのコ
ンピテンシー高いと思うので。→天竜杉も使って、物作りができる場所 

 今之浦公園・今之浦市有地については、芝生広場や遊具、遊歩道などを整備し、子ども達

が安心して遊べる環境を整備していきたいと考えておりますが、遊びの環境の整備方法につ

いては、今後の具体的な検討の参考とさせていただきます。   

児童館については、「ひと・ほんの庭にこっと」が本年８月にオープンする予定となっており、

放課後子ども教室や放課後児童クラブも整備されていることから、設置は難しいと考えます

が、子ども若者の健全育成については、今後は、自治会や各種団体を含めた地域全体で推

進していく方向で検討しております。  

物作りや造形ができる場所については、新造形創造館やワークピア磐田、交流センター等

で、ものづくりに関する講座などが行われているため、ものづくり体験ができる施設を整備する

ことは難しいと考えておりますが、イベントとしての実施など、今後の検討の参考とさせていた

だきます。 

122 171 

●プラネタリウム＊５ 
→浜松科学館のような 3歳以下入場禁止ではなく、もっとフランクに寝転んで聞けるぐらい 
 もちろん、0歳児もオッケー 
●多世代交流出来るような場所 
→児童館でも他の建物でも、多世代交流ができるような場所。 
 小学生のファミサポや見守りでシニア世代との交流。 
 囲碁、将棋なども同じような場所でやることにより、多世代交流が図れる仕組み。 
●プレイパークにしても、多世代交流にしても、スタッフやコーディネーターが必要だと思う。その育成も必要。 
●上記箱ものだけ作るのではなく、どのように維持継続していくことができるのか、磐田市だけでの維持管理では難しいと 
考えるため、関連企業や教育（大学）等の連携が必須と思われる。 

＊１、千葉県野田市清水公園アスレチック 
＊２、世田谷区のプレイパーク事業 
＊３、浜松市はままつこども館、子ども未来館ココニコ 
＊４、千葉県柏の葉 VIVITA 
＊５、東京都足立区ギャラクシティ 
以下、添付資料 

  

文化会館跡地には、コンベンション施設や会議室、展示室を備えた施設を整備し、子ども

から高齢者まで多くの人が訪れ、交流ができる施設を考えておりますが、プラネタリウムを整

備することは難しいと考えております。 

 児童館についても、設置は難しいと考えておりますが、子ども若者の健全育成については、

今後は、自治会や各種団体を含めた地域全体で推進していく方向で検討しております。 

 運営の方法については、いただいた意見を参考に、今後、検討していきます。 

 

123 172 

外遊びできなくなった子供達が外で遊べる環境。(アスレチックや、プレイパーク、焚き木したり、ノコギリしたり、秘密基
地作ったり、サッカーしたり) 
→児童館(今、小学生だけで遊びにいける場所がないから) 
→小学生だけでも、児童館で預かりしてくれるように希望(今は幼稚園や未就園児が居ないと、支援センターでは預かりして 
くれないから) 

→せっかくなので、川辺で水遊びできるように整える。(わざわざ小國神社の小川まで出かけなくても、水辺で遊べるように 
する) 

→22 世紀の丘公園まで行かなくてもいいような大型遊具も希望 
→焚き火などできる場所があるといいですね。（お隣の袋井市には川辺の公園に焚き火できる場所が設置されているのに、磐 
田にはなくていつも袋井まで出掛けています。うさぎ山公園には、キャンプ場にあるような炊事場所があるにも関わらず、 
ボーイスカウトのみ申請して使用できるそうです。(電話して確認しました)自然と触れ合いながら、危険を避けるだけで 
はなくて、経験して学べる場所が必要だと思います。） 

  

文化会館跡地には、コンベンション施設や会議室、展示室等を整備し、子どもから高齢者

まで多くの人が訪れ、交流ができる施設を考えております。 

 児童館については、設置は難しいと考えておりますが、子ども若者の健全育成については、

今後は、自治会や各種団体を含めた地域全体で推進していく方向で検討しております。 

 遊びの環境の整備方法等については、今後の具体的な検討の際に参考にさせていただき

ます。 

123 173 

物作りや造形出来る場所→そこに行けば、作りたいものが作れる。電子工作も、アニメーションも。→物作りといえば、こ
の磐田や浜松エリアの得意分野なのでは？それを活かす！(物作りのコンピテンシー高いと思うので)→天竜杉も使って、物
作りができる場所 
プラネタリウム→浜松科学館のような 3歳以下入場禁止ではなく、もっとフランクに寝転んで聞けるぐらい（もちろん、0歳
児もオッケー）多世代交流出来るような場所  
遠くへ車で出かけなくても、地元の人が自然と集まり、子供たちが大人になっても『あそこでよく遊んだよねー』って場所
があったらいいなと思います 

 文化会館跡地については新造形創造館やワークピア磐田、交流センター等で、ものづくりに

関する講座などが行われているため、ものづくり体験ができる施設の整備やプラネタリウムの

整備は難しいと考えておりますが、イベントとしての実施など、今後の検討の際に参考とさせて

いただきます。 
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124 174 

磐田市内戦争時の古文書資料及び戦災の資料の保管場所としての資料室（部屋） 
◎市民から戦争時の様子が分かる遺品、史物を収集できるよう呼びかけ  
・竜洋支部(初)の２階の歴史文書館の一部、  
・市埋蔵文化館内に戦争時の遺品等 
・江間氏はＤＶＤ（個人的に『磐田の戦争と人々』） 
▲浜松は歴史資料館があります！（浜松大空しゅうの記録等）  
※豊田支所ギャラリー長藤、展示スペース設置構想の一角又横に、戦争資料展示室の設置を要望いたします！ 
 磐田は 5.19（・北小教師・児童の戦災・農高生５人の被災・南校生被災） 
※さすが焼津市は、市民文化センターの様に第５福竜丸ビキニ被災館がありました。（一室に古墳の歴史も）   
ステージ広場構想の一画に戦争時歴史資料館（一室）一般公開（管理人シルバーへ） 

◎緑地 市民のつどい   
◎大規模 大きい広さの中（磐田市平和都市宣言だから）⇒子どもへの継承にも通じること 
市民文化会館がアミューズ豊田の南に設置    
今まで大規模演会は、市民演劇（演観協）・２ヶ月に１回レベルで    
◎中遠地区から 会員（600 名程） ◎袋井・森・浅羽 半分！ 菊川公演に行った方が良いかも（日程によるが） 
せめて、豊田アミューズ内にあるゆやホール（ステージ付）250 人～300 人席？並のホールを設立して下さい。 

◎豊田町駅から新市民文化会館までのアクセスがきちんとできれば    
◎今の文化振興センター２階大会議室舞台付き（並のステージ）中ホール設立を(300 席規模） 
◎磐田演観協は（舞台付なら）昼・夜の部で 600 人の観劇可能です。  
■駐車場有効利用 地下駐車場（浜松・駐車場は地下：費用かさむが）か屋上駐車場か（ららぽーと、バロー百貨店）  
※市有地 貸与駐車場、土地を利用！ 元今之浦、保 水道局 元職安所 等  《代地》＝空地を借用 

  

文化会館跡地には、磐田市文化会館建設検討委員会の答申を踏まえ、現文化振興セン

ターの機能を残すことを基本に、コンベンション施設、展示室、会議室を備えた施設の整備

を考えております。  

他の公共施設と機能や役割が重複しないような配慮も必要となります。戦争体験を後世

に伝えていくことは重要であり、常設での戦災等の資料室については、歴史文書館がその機

能を果たし、展示については、整備予定の展示室でできればと考えております。 また、中ホ

ールについては、市内に整備済みであることから整備は難しいと考えております。   

駐車場については、まずは、整備する機能・施設の配置が決定していく中で敷地内に可能

な限り確保するようにしていく考えです。 

126 176 

私たちは本提案に対しては基本的に賛成です。 
この事業推進に当たって細部について以下のとおり要望がありますので提出します。 
磐田演劇鑑賞会は磐田市民文化会館完成時に発足し、以来磐田市民文化会館を利用して現在までに 250 作品以上を上演、

鑑賞してきました。演劇以外にも歌舞伎や狂言・落語なども上演し、地域へ演劇の普及に努めてきました。 
磐田市民文化会館がアミューズ豊田の南側に移転することが決まったことを受けて、鑑賞会でアンケートをとった結果、

新しい文化会館への来場手段なし及び来場困難または遠方により退会するという会員が 17％余ありました。会館の移転によ
り多数の退会者が見込まれ、演劇鑑賞会の存続が危ぶまれる状況にあります。 
アミューズ豊田南側への移転が決まってから、市内中心部に中ホール以上のものが必要であると考え、現在も市民文化会

館跡地に演劇が上演できるホールが建設されることを鑑賞会は強く望んでいます。 
今回の磐田市民文化会館跡地及び今之浦市有地等利活用基本方針(案)→Ⅳ導入機能・機能イメージ→ 

１ 市民文化会館及び文化振興センター跡地→にぎわい・交流機能→導入の考え方、の中に「…大規模な交流の拠点となる 
大会議室や…コンベンション施設等の施設整備を行い…」と書かれています。 
ぜひ、その施設の中に演劇が上演できるホールの設置をお願いします。 

機能イメージとして記載されている(総会・式典)(ミニコンサート)(演奏会)にも活用できると思います。 
機能イメージとして取り上げられている「新宿区新宿文化センター小ホール」移動席 210 と狭く演劇等の上演には適して

いないと思います。 
鑑賞会として少なくとも演劇上演可能な、500 名以上が入場できるホールを要望します。 
具体的な要望として、会場空間として十分な高さ、公演等に必要な電源の確保、舞台上部に照明器具等設置可能な吊り施

設の確保、3～4の楽屋の確保等があげられます。 
これらの条件を満たす中ホールの設置を強く要望いたします。 

  

文化会館跡地に整備予定の施設は、磐田市文化会館建設検討委員会の答申を踏ま

え、現文化振興センターの機能を残すことを基本に、総会、発表会、演奏会、ミニコンサート

が可能なコンベンション施設などを整備することを考えておりますが、他の公共施設と機能や

役割が重複しないような配慮も必要となりますので、ご意見の演劇用ホールの整備は難しい

と考えます。 

128 178 

 
・現状、文化振興センターの会議室等が多く利用されております。市内の別施設(iプラザ、ワークピア等)も同様です。 
各団体等のニーズが高いため会議室機能の維持・拡大を希望します。 

 文化会館跡地については、総会や発表会、演奏会、ミニコンサートが可能なコンベンション

施設や会議室、展示室を整備していくことを考えております。 

 いただいたご意見は、今後の具体的な検討の参考とさせていただきます。 
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129 180 

●磐田市民文化会館跡地を「産業交流の場」として再活用ください。 
磐田市内においては、運動や健康増進を中心に、今回の基本目標である"人が育ち、新たな交流が生まれ、「まち」の活性化
につながる拠点"が、体育館などのスポーツ施設を中心に既に存在しています。一方で、にぎわい・交流機能や鑑賞・発信の
場といった「産業・文化」に特化した施設は少数であり、特に産業マッチング機能を発揮する施設に乏しいように感じます。
磐田地区労福協においても、産業マッチング機能を助長することで地域の活性化に貢献したい所存です。また、既に実践し
ている活動として、地域の住宅業者やろうきんと共同し、"ろうきん「遠友会」住宅フェスティバル"に協力しています。当
イベントは地域の住宅業者とろうきん、労福協などが共同し、住宅に関する優良な情報を来場者に提供のうえ中東遠地域の
移住・定住を促すものです。磐田市民文化会館跡地が「産業交流の場」として再活用された場合に、同地で当イベントの実
施も検討したいと思います。 
※参考に 2017 年度の"ろうきん「遠友会」住宅フェスティバル"の詳細を記載します。 
■日時 2017 年 5 月 27 日(土〉、28 日(日) 
■場所:エコパアリーナ 
■来場者数:4,026 名(1006 組) 
■その他:住宅情報の提供ブース、キャラクターショー、献血車両などあり 

  

文化会館跡地には、総会や発表会、演奏会、ミニコンサート、食の提供を伴う交流会など

の開催が可能なコンベンション施設、会議室、芸術作品や文化財、民俗資料、産業展示、

市民作品などを展示する展示室を整備することを考えております。 

 産業交流については、市・商工会議所・商工会等を中心に、産業フェアや産業マッチング

イベント等を実施していますが、さらに、市民・事業者など、多くの方がイベント等で施設を利

用していただき、交流とにぎわいが創出されることを期待します。 

131 182 

文化振興課のチラシにも載っていますが、磐田市内の産業振興について広める展示ブースとして利活用するとよいのではと
考えます。磐田市内には、ヤマハ、スズキなどの工場があり、自動車産業が盛んです。また楽器や繊維工業など昔から栄え
てきた工業もあります。そのように全国に誇る工業があるにも関わらず、それらをＰＲするような施設やスペースがありま
せん、磐田をＰＲする１つの拠点として活用できるとよいと考えます、 
それに加えて複合的に40人～50人規摸の会議や集会ができる部屋を複数備えている施設になるとさらによいのではないかと
考えます。 

 文化会館跡地には、総会や発表会、演奏会、ミニコンサート、食の提供を伴う交流会など

の開催が可能なコンベンション施設、会議室、芸術作品や文化財、民俗資料、市民作品の

ほか、産業展示も可能な展示室を整備することを考えております。 

 常設での展示ブースではありませんが、イベント時に活用いただけたらと考えております。 

133 185 

【市民文化会館跡地活用案】 
旧市民文化会館の跡地利用については、周囲の施設と競合せず、計画変更が可能な様、取り壊しの容易なものが望ましいの
ではないかと考えます。また、何らかの施設を作る場合は、この地域全体を俯瞰し、欠けている・必要とされるものを作る
事が望ましいと思います。 
【駐車場・バスターミナル等交通拠点】 
ジュビロードからバーンビレッジまでの徒歩での利便性を高めるために、駐車場とバスターミナル、バスの待合時間を潰せ
る雨風をしのげる休憩所を建設する案です。 
旧施設の内、駐車場はほぼそのままとし、敷地内外の出入口を増やし、バスのロータリーを作ります。磐田駅・磐田営業所
などの中距離バス停と、今之浦周辺地域を短時間で回る短距離バスを用意します。駐車場には、将来の EV 車推進を見据え、
一部に EV車充電施設を用意します。駐車場が「休憩所」化する事を避けるために、料金は有料とし、一方で買い物客には利
用期限短期の駐車券を発行します。チケットに関しては、新駐車場への利用客の囲い込みを目指すものではないため、近隣
の有料駐車場でも利用可能にするべきかも知れません。ただし、市営駐車場と民営駐車場との折り合いが困難になるかも知
れませんが。 
また、チケットの媒体については、発行のコストとロスを踏まえ、サーバー管理型の電子マネーとし、カードやスマホアプ
リでの管理も可能にします。 
市民については、駐車場に車を停め、近距離バスにて、ジュビロード・アピタ・バーンビレッジ・バロー等を利用する、ま
た、移動の待ち時間を利用して、敷地近隣で休憩をする、という生活スタイルが考えられると思います。あるいは、運送業
者の中間拠点として利用されても良いかも知れません。 

  

文化会館跡地については、磐田市文化会館建設検討委員会からの答申を踏まえ、現文

化振興センターの機能を残すこととし、コンベンション施設や会議室、展示室を備えた施設を

基本に、導入する機能の検討をしていくことを考えております。 

 バスターミナル等の交通拠点については、昨今のバスの利用者数や路線状況を考慮する

と実現は難しいものと考えております。 
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133 186 

〔運動場】 
近隣の学校や、民営のスポーツサークルが利用出来る運動場。 
「多目的施設は、逆に、専門性で他の施設に負け、選ばれないというリスクもある」と聞くの 
で、市内の類似する施設や、利用しそうな組織をリサーチし、周囲の施設と競合しないものを 
作る必要がある。 
【教育施設】 
学習塾や、定年する高齢者が再就職するための教育施設、あるいはこれは今之浦市有地に向くが、遠鉄自動車学校と提携し
て、掛川自動車学校と連携して、クレーン学校など。 
[高齢者向け施設】 ジュビロード・ららぼ一となども、高齢者の憩いの場となる施設が少ないという意見がある。寄席など
に向く小さなホールの劇場、カフェ、あるいは診療所など。 
【まずはリサーチ・営業を行う】 
結局の所、市民 1 人の意見は、市民 1 人の知っている事から出るアイデアでしか無く、例えば上記の案も、素人の狭い視点
での思い付きに過ぎない。本当に当該地域に何が必要とされているかは、幅広い対象への調査が必要だと思われる。まず、
近隣地域の住民・事業者などに、「この地域に何が足りないか、何が欲しいか」を調査する、あるいはそれを、投資に意欲的
な事業者と協力して行うなどの取り組みが必要と思われる。当該区画は山間地の様な条件不利地ではなく、そのため、所得
移転の意味で市が手厚く予算を出す必要は、本来無いのではと思われる。必要とされるものを作り、維持費に見合った利用
料を設定し、市民が望んで代金を支って利用し、結果として採算が取れて維持されるというのが、本来望ましいと思われる。 

 文化会館跡地については、磐田市文化会館建設検討委員会の答申を踏まえ、現文化振

興センターの機能を残すことを基本に、コンベンション施設、会議室、展示室を備えた施設を

整備することとし、演奏会やミニコンサートなどの実施を想定していますが、診療所や学習

塾、クレーン学校などは、民間事業者が他の場所で検討することが望ましいと考えておりま

す。 

 カフェについては、市で整備する建物内に設置することは、考えておりませんが、敷地の有

効活用策として、敷地の中で生かせるような民間事業者からの提案等があれば検討してい

きます。 

 今之浦公園・今之浦市有地は、芝生広場や遊具、遊歩道、グラウンドゴルフができる広場

のほか、イベントステージやイベント広場などを整備していくことを考えておりますが、災害時で

の活用や将来的な更なる利活用の可能性を考慮し、現時点では、建物を整備することは考

えておりません。 

134 187 

 
磐田市民文化会館跡地 
①幼児と高齢者（老人）を主として、誰でもが一緒に憩える施設を望みます。「天平のまち」にあった「のびのび」は、急 
 患センターと同じ施設に移り、狭くなった・遠くなったとよく聞き、その通りに思います。 

 文化会館跡地には、総会や発表会、演奏会、ミニコンサート、食の提供を伴う交流会など

の開催が可能なコンベンション施設、会議室、芸術作品や文化財、民俗資料、産業展示、

市民作品などを展示する展示室を整備し、交流とにぎわいの創出に努めていきたいと考えて

おります。 

 市内では、「ひと・ほんの庭 にこっと」の整備が進められているとともに、子育て支援センタ

ーが整備されていることから、現時点においては、そちらの施設を利用していただければと考

えております。 

135 189 

磐田市民文化会館跡地について 
１．年齢・性別を問わず快適に使える"仕掛け" 
 赤ちゃんとお母さんには、可愛らしい授乳室や洗面所、土足禁止の清潔な遊び場所を 
 学生には、インスタ映えするカッコイイ語らいの場を（＊後に説明:屋台村&階段型ベンチ＆アート空間など) 
 大人には、日常の情報交換、ビジネスが支援されたり、つながりを提供できる仕組みを 
 老人には、気兼ねせず若い人たちに混ざって使える足湯やボードゲーム場(囲碁将棋、チェス等) 
 全ての市民に愛され、雨天寒暖に左右されず施設が最高に有効活用される仕掛けが欲しいです。毎日でふらっと行く場所 
 がある、孤独に家に閉じこもらる人がいない、暖かなまちづくりに一役！ 
２．憩いの場そのものを展示場に 
 ふらりと来た全く芸術に興味のない方々にも、自然な流れでアートや工芸、パフォーマンスなどの文化に触れる機会を提 
供し、心に豊かな経験をしてもらうことで、本当の意味での「人が育くむ拠点」に。 

３．大型のコワーキングスペース(共有オフィス)を！ 
 多種多様な職種や年齢が集まり、横つながりを強化することで、磐田の未来を背負うビジネスを支援するのが目的。フリ 
ーランサー、小規模な会社、八百屋さんや法律家、学生から主婦、起業予定の人など働く人々を支援する拠点。 
今現在は必要性が少ないかもしれませんが、確実に需要の高まる&有効な効力を持つ設備だと思います。私自身が個人仕事
をしており、自宅以外で仕事ができる、横のつながりを作れる、会議も可能な場所を常に探しています。つながりや情報
を求めるのに商工会は敷居が高く、「はじまりのオフィス」は初心者&ママ感が強いのが逆に利用しにくい。図書館のよう
な気楽さと、交流し易いビジネス特化した環境があれば、仕事上での相乗効果、新しいビジネスチャンス、アイデアの広
がりも期待できると思っています。 
会員登録制:目的が明確な個人か小規模会社・起業目指す人など(経験値は問わない)  無料か低料金で使える代わりに、
イベントを定期的に(週一 2 人ずつなど)開催する等の義務を課す非会員＆ゲスト(関係者、出張者、学生等)の利用も可能
に・定期的な専門家との相談提供サービス等 

  

文化会館跡地については、コンベンション施設や会議室、芸術作品や文化財、民俗資

料、産業展示、市民作品などを展示する展示室を備えた施設を整備することを考えておりま

すが、市内には、「ひと・ほんの庭 にこっと」やワークピア磐田のコワーキングスペース、交流

センターなどがあり、重複するような機能を文化会館跡地に整備することは難しいと考えてお

りますが、施設が有効活用される中で、子どもから高齢者まで多くの方が集い、憩い、交流の

場となることを期待しています。 

 いただいたご意見は、今後の具体的な検討の際に参考とさせていただきます。 
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137 192 

 
市民文化会館跡地についてにぎわい・交流機能及び鑑賞・発信機能の基本方針について良い計画と思います。今後、市民

や企業の多様な活動・交流の拠点となる賑わい・集客の核となる場・本市の文化芸術歴史などの魅力を創造・発信の場を持
続的に機能することが大事であり、今までのような箱物を作るだけでなく、民間の力を活用しながら、持続可能な仕組み作
りが大事と思います。 

 文化会館跡地には、コンベンション施設や会議室、展示室を備えた施設の整備を考えてお

ります。現時点において、文化会館跡地の整備ついては、公共施工で進めていくことを考え

ておりますが、今後の運営については民間活力の活用も図る中で、市民や企業の活動・交

流の拠点となるよう努めていきます。 

139 195 

基本目標、基本方針は、共感できる。課題は、具体的にどう実現していくかであり、整備する施設は、将来にわたり磐田市
の文化振興の拠点であるとともに地域のにぎわい創出を図る市民参加型の活動拠点であるべきと考える。具体的には、下記
の様な機能を持つ施設ができることを期待したい。 
・多目的用途で活用可能な小ホール、ミニホール（コンサート、演劇、ミュージカル、講演会などでの活用を想定。（将来老 
朽化によりアミューズ豊田のゆやホールが取り壊された場合の代替機能も持たせる必要があると考える） 

・ワークショップ活動が様々なジャンルで多様な人を対象に通年で行うことが可能な機能に特徴を持たせた会議室やレッス 
ン場、スタジオなどの設備を完備。 

・地元在住及び出身のアーティスト達の活動及び発信拠点として低コストで優先的に利用が可能となる支援体制をソフト面 
からも整備されていること。 

・情報発信機能として、FM ラジオやインターネットテレビのサテライトスタジオをもつことも有用 
・様々なジャンルの作品展示が同時可能な展示室と音声ガイド機能設備を完備 
・食文化の発信拠点とできる機能をもつ。アミューズ豊田のように特徴のない軽食提供では、採算がとれないため業者の出 
店は望めない。磐田独自のソウルフードの提供ができて実体験ができる場所として、食で人が呼べるアンテナショップを 
設ける。 

・伝統芸術、民族芸能、祭文化の継承につながる常設展示機能 
・市内で発掘された埋蔵文化財などの常設展示機能 
・駐車場は、現市民会館敷地内に新施設と隣接して、立体駐車場化することで台数増加と利便性の確保を図る。地下駐車場 
も検討。 

・休日の市役所の市民サービス機能（住民票など）も設ける。 

  

文化会館跡地には、総会や発表会、演奏会、ミニコンサート、食の提供を伴う交流会など

の開催が可能なコンベンション施設、会議室、芸術作品や文化財、民俗資料、産業展示、

市民作品などを展示する展示室を整備することを考えておりますが、市内の他の公共施設と

機能が重複するようなホールを整備することは考えておりません。 

 住民票発行等の市役所の市民サービス機能については、平成31年2月からコンビニ交付

がスタートすることから、こちらを利用いただればと考えております。 

 いただいたご意見は、今後の具体的な検討の際に参考とさせていただきます。 

141 199 
地元産業発信基地  例:展示場・ミュージアム 
★提案 
 本提案では地元産業発信基地としての展示場、博物館的な企業ミュージアムを設け常時展示をし、県内外からの見学等に 
活用して頂きます。又、地元市民にも地元産業の再認識の機会を設けます。(小学校等の見学会・県内外からの観光・見学) 

 文化会館跡地には、芸術作品や文化財、民俗資料、市民作品に加え、産業展示が可能

な展示室を整備していくことを考えています。本市の産業の情報発信ができるよう整備してい

く考えです。 

142 201 

 
市民文化会館と文化振興センター跡地 
市民のための文化芸術展示スペースが良いと思う。現況、中央図書館に展示スペースが有るが、使用するのが大変のよう
です。そんな展示会場を増やして市民の発表の場としてもらいたい。又、食事や喫茶コーナーもあれば楽しい。 

 文化会館跡地については、芸術作品や文化財、民俗資料、産業展示、市民作品などを展

示する展示室を備えた施設を整備していくことを考えております。 

 食事や喫茶コーナーについては、市で整備する建物内に設置することは、考えておりませ

んが、敷地の有効活用策として、敷地の中で生かせるような民間事業者からの提案等があ

れば検討していきます。 
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143 204 

市民文化会館跡地利活用について〈提案〉    
「地域づくり中央機関の中央交流センター」設置  市民が地域で活用している地域の交流センターと、組織の定着化が進
む地域づくり協議会の中央機関として、「中央交流センター」を設置し、各地域の活動を支援すると共に、磐田市の全地域か
ら使用できる施設設置と運営を行い、地域活動を更に活発化する起点とする。 
１．提案施設の具体的内容  磐田市民のための交流センターと市の提案機能を一本化   
市の提案している機能に加え、市民交流の場の地域交流センターの中央館としての機能をそろえると共に、公共交通や市
役所、駅などがあり利便性が良い為、多くの市民が学べ、交流できる磐田市民の為の交流センターとする   

（１）本のほとんど無い、学べ、ふれあえる学習図書コーナー  基本的に本は置かず、磐田市内の他の図書館にインター
ネットでオーダーし、一日１～２回の定期便を作り配達。受付で本の受渡しを受ける。※本に埋まらず、全体が見渡せ
一度に数百人が取り寄せた本を読んだり、勉強したり、会話や飲食が出来る場 ・図書の検索、オーダーや電子図書用
端末の設置 ・インターネット用のパソコン設置とＷＩＦＩ設置 ・各図書館を巡回する定期便の設置(シルバー委託) 
・百人以上が一度に学べる良い環境の学習の場の設置  ・50 人以上が会話や飲食できる場の設置    

（２）親子や高齢者とのふれあいの出来る子供コーナー ・絵本や紙芝居を置き、本の読み聞かせ等出来るスペースを広く
作り、親子や祖父母等とのふれあいの場を設置し、シルバー等のボランティアも活動できるようにする。   

（３）毎日の憩いの場コーナー ・新聞や雑誌を置き、高齢者等が毎日新聞や雑誌を読みに来れると共に、囲碁や将棋や飲 
食会話が出来る場を設置 ・集い楽しめる場設置    

（４）毎日の多様な生活時間への対応 ・開館を朝 6時・7時頃から夜 9時までとし、通勤・通学時や朝の散歩がてら寄れる 
運営時間とする   

（５）飲食への対応や飲食できる場 ・学生の夕食や高齢者等の朝・昼食、憩いのコーヒーを提供できる店設置、外部から 
も立ち寄れるコンビニや障害者の運営するカフェ等を誘致し、食事や飲み物が飲め、会話が出来る場を作る。   

（６）オープンテラス設置 ・健康的で外部からみても良い雰囲気で本を読んだり、飲食や会話も出る場を設置する、でき 
れば木や花のある庭園が前にあると良い(庭園管理は地域のボランティア)   

（７）安全安心対策 ・各施設がガラス張り等で全てが見渡せ、安全の為監視カメラを設置し監視管理できるようにし、安 
心安全を図る。遠隔管理も可能になり、管理人の削減もできる。   

（８）管理の委託化 ・中央交流センター管理者は最小限とし、シルバーや主婦、障害者などに活躍してもらう。また、誘
致した店舗等の協力や収入も考えられる  (コンビニ、カフェ、幼児用品販売等々)   

（９）自転車やバイクの駐車場の設置 ・学生の多くは徒歩又は自転車で来る為、駐輪に便利でセンター利用証を電子化し、
自動管理できるようにする。通勤通学者も使えるようにし、だれがどのように使用しているかも、電子化での管理が可
能になる。   

（10）ジュビロード近の賑わい創出 ・中央交流センター使用者は市営駐車場を 30分無料化し、ジュビロード等の商店を寄
りながら図書館に歩いてくる。  

（11）中央交流センター利用者の自動車駐車を有料化 ・車最優先でなく、歩く人や自転車やバイクで来る人を最優先とし、
出入りは歩行者や自転車の人に便利で使いやすくし、車からは収入を得て、運営管理に還元。但し、障害者や高齢者等
の車等の配慮は必要。そして送迎用の場所も広く作る必要がある。歩いて楽しいまち磐田を作る。   

（12）維持管理や改装対策の為に企業とコラボ  ・維持管理や常に市民が喜ぶ施設設備投資や運営等の為、収入を得たり、
設備提供を受けて維持管理費の負担を減らす必要がある。学生や親子、高齢者と幅広い人が集う場所になれば企業や店
舗の広告や人材確保には有効な場所。また、利用者が磐田市の企業や店舗を知り、身近になる。 ※但し、内容につい
ては事前に基準規定を設け、場に合ったものにする必要がある  ・図書や各コーナー、駐車揚、駐輪場の命名権を募
る   ・周りの壁に有料で近隣の企業の PR 用パネルの設置  (地元企業や店舗を知る機会にもなる)  ・ベンチや
椅子、パソコン、本棚等に有料で企業名をつける、機器のデザインも楽しいものを、修理や交換も対象企業が負担、形
なども企業のデザイン要望盛込む。   

（13）市の地域づくり応援課の出先機関を設置し地域づくり支援   ・地域づくり応援課の出先機関や課自体を中央交流
センターに置き、各地域の交流センターや地域づくり協議会を支援する 

２．提案の狙いと可能性 
（１）従来の図書中心の図書館でなく、本に埋まらない図書館、多くの人が集い、学び楽しめる空間の多い学習図書コーナ
ー ・磐田市の文化施設の中で来場者が一番多く、多世代が日々朝から夕方まで利活用している 
(入場者数)H28 年磐田市中央図書館 24万人、市民文化会館 9万人、文化振興センター7万人、埋蔵文化財センター0.3 万
人、H27 年浜松市博物館 5万人、美術館 4万人 ・小中高大学生の多く、且つ学校も近くにあるこの文教地区に学生が安
心して、良い環境で、本を読み、勉強でき、会話ふれあいが出来る場所がない    

（２）多世代(幼児、小・中・高・大学生、保護者、若者、通勤者、高齢者)集え、学べ、楽しみ利活用できる場   
（３）安心安全な学べる場   
（４）来場者が憩い集い会話が出来る場   
（５）文化施設でもっとも多くの人が利活用できる場。しかも毎日、朝から夜まで常時賑わいがある場   
（６）跡地だけでなく、駅やジュビロード等近隣の賑わいに結びつけられる場   
（７）多くの人が行きたい楽しかった良かったと思う場以上の良いと思われるものを取り入れてほしい 

  

文化会館跡地には、総会や発表会、演奏会、ミニコンサート、食の提供を伴う交流会など

の開催が可能なコンベンション施設、会議室、芸術作品や文化財、民俗資料、産業展示、

市民作品などを展示する展示室を整備することを考えております。 

 中央交流センターについては、現在、市内 23 カ所に配置した各交流センターの機能の充

実等を進め、地域の拠点となりつつあることから、現時点において、整備する考えはありませ

んが、いただいたご意見は、今後の検討の参考とさせていただきます。 
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145 207 

市民文化会館跡地利活用について 
「子供から高齢者まで学べる交流図書センター」設置を希望。図書館は、市の基本方針にもっとも適したものだと思います。 
磐田の公共施設で最も多くの人や多世代が集まる場。市の基本方針に合致、新しく図書館が増えても需要あり 
・朝早くから夜まで活用できる安心安全な図書館   
・勉強や交流できる場や飲食ができる場のある図書館 
【市の基本方針】 
"人が育ち、新たな交流が生まれ、「まち」の活性化につながる拠点"   
①人を育む拠点づくり   
②交流・憩いの拠点づくり   
③にぎわい・まちの活性化への拠点づくり 
【新図書館の目的と内容】 
(1)人を育む 
①「人を育む」もっとも基本は学び、多世代の学びに活用 
・文教地区のまちに学びの図書館設置   
小学校・中学校・高校・大学や学習塾などが近隣に位置し、学習塾なども多く、磐田市で最も多くの学生が通学など行き
交う文教地区。本を読んだり、勉強したり、友と交流したりと成長する。   

・保護者も便利な地区、将来を担う幼児や小学生の育成の場。買い物や公共施設に便利で、駅や公共交通も便利で、他の用
事とのついでに立ち寄れる便利な場所、多くの来場が見込まれる。   

・通勧者も立ち寄れ、図書使用に便。朝や夜も開館していればよりよく、仕事に趣味に活かせる。   
・高齢者にも公共機関や公共交通など便利な場所。生涯の学び舎として活用、高齢者は朝早く開館されると良い。 
②中央図書館に加えて学生に利用しやすく便利な図書館 
・学生に便利で利用しやすい場所に図書館   
歩きや自転車通、公共交通使用の学生がほとんどで、もっとも多くの学生が行き来し、利用しやすい市民文化会館跡地は 
学生にとっては最も必要なのが図書館。本を読むだけでなく、勉強したり、友と交流し、将来の磐田を担う。人を育むに 
はもっとも有効   

・中央図書館は座る場所がないほど混むときもあり、更なる図書館が必要 
 年間 24万人が利用する中央図書館は人でいっぱい、座れる場所もない時が多い。新しい学びの場を作り出すことは、更に 
図書館の利用者が増え磐田の将来の発展の為の人を育むのに有用な施設 

③市の提案されている「鑑賞・発信機能」と連動   
図書館と合わせ更なる学びの場となり、人の育成に寄与 

(2)交流・憩い 
①多世代で多くの人が集まる場   
・(1)でのべた様に多世代の多くの人が集まる場所 
②勉強や交流できる場や飲食ができる場のある図書館   
・新しく多くの人が勉強できるエリアや会話飲食ができるエリアを作り、勉強や交流が出来る場を作る。 
③市の提案されている「にぎわい・交流機能」と連動   
・図書館と連動し更なる交流の場となる 
(3)にぎわい・まちの活性化への拠点 
①磐田の公共施設で最も多く人が集まり、まちのにぎわいができる   
・磐田の公共施設でも多くの人が集まるのが図書館。子供から高齢者まで多世代が活用する公共施設が図書館   
・現在出ている案に比べても格段に多くの人が集まる   
・まちへのにぎわい、活性化に結び付く 駅、学校、公共施設、学習塾が多く、公共交通もあり、歩きや自転車での来場者 
が多く見込まれ、長い時間近隣のまちへの賑わいに結びつく   

②市の提案されている「にぎわい・交流機能」と連動   
・図書館と連動し更なるにぎわいが見込まれる 

  

文化会館跡地には、総会や発表会、演奏会、ミニコンサート、食の提供を伴う交流会など

の開催が可能なコンベンション施設や会議室、芸術作品や文化財、民俗資料、産業展示、

市民作品などを展示する展示室を整備することを考えておりますが、磐田市内には、「ひと・

ほんの庭 にこっと」を含め、５つの図書館、また、天平のまち４階には「学習交流センター」が

整備されておりますので、そちらをご利用いただければと考えております。 
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146 208 

市民文化会館跡地利活用について  〈意見〉「児童館」設置をしてほしい 
1.理由 
 ・子供達が遊べる場がほとんどない ・子供たちが学べ、遊び、ふれあえる場が欲しい ・親子がふれあい、学べる揚が 
 少ない ・ゲームで遊ぶ機会が多く、モノづくりや物で遊ぶ機会が少ない 
2.設置内容案  幼児から小中学生対象 
(1)遊び道具の制作体験場 
 ・シルバーの人達が持っている技術を子供達に教える場  ・子供たちが自由にモノ作りができる場 
(2)幼児(保護者同伴)が遊べる場 
 ・幼児が安全に遊べる遊具やおもちゃがある場をつくる  ・読み聞かせの場をつくる  ・幼児が物を自由に作れる場 
(3)産業科学館のような場 
 ・地元の企業の協力を得て、色々な機器や体験などが出来る場を作る 
(4)鉄道模型やラジコン遊び場 
 ・鉄道模型やラジコンを貸出、子供や親子で遊ぶ場  ・シルバー等のボランティアによる摸型制作教室開催 

  

文化会館跡地には、コンベンション施設、会議室、展示室を整備することを考えておりま

す。 

  市内には、放課後児童クラブや放課後子ども教室が整備されており、地域を中心とした

青少年健全育成活動が推進されていることから、現時点において、児童館の整備は考えて

おりませんが、いただいたご意見は、今後の検討の際に参考とさせていただきます。 

147 209 

スポーツのまちにふさわしい、スポーツが手軽にできるスポーツ施設を作ってほしいです。 
小中高生が、長期休み、雨天時に浜松まで行かなくては遊ぶ施設がありません。例えば、安価で使用できる卓球場、バスケ
ットボール、バッティング、ピッチング、サッカーなど室内でスポーツを楽しめる場所が欲しいです。子供達は、今は外で
は遊びにくくなっています。夏休みも猛暑の影響で外に出られない時間があります。静岡県はボール投げも全国で最下位、
ゲームよりもスポーツで子どもを育てていきたいと思っています。検討をお願いします。軽トラ市などのイベントが雨天で
も対応できるように、産業展示館のような施設があると良いと思います。 

 文化会館跡地には、コンベンション施設、会議室、芸術作品や文化財、民俗資料、市民作

品のほか、産業展示の可能な展示室を整備することを考えております。 

  市内には、体育館をはじめ専用卓球場なども整備されていることから、そちらの施設をご

利用いただければと考えております。 

148 210 

 
竜洋町、福田町の７０代以上のご意見で耳にします。 
大久保の総合病院への受診、通院が年を重ねる毎、大変になっている。   
市民会館跡地には、市民病院の設置又は、民間総合病院の誘致等を提案します。 

 文化会館跡地については、磐田市文化会館建設検討委員会の答申を踏まえ、現文化振

興センターの機能を残すこととし、コンベンション施設や会議室、展示室を備えた施設を基本

に、導入する機能を検討していくことを考えております。病院の設置及び誘致については、現

時点では、考えておりません。 

149 211 

 
磐田市民文化会館跡地について  市民プールにしてほしい  市民のいこいの場にしてほしい  文化会館跡地には、コンベンション施設、会議室、展示室を備えた施設を整備することを

考えております。 

 市内には、プールが３カ所あるほか、民間施設や学校のプールも整備されていることから、

そちらの施設をご利用いただければと考えております。 

156 219 

 
磐田市民文化会館跡地はいつも行政による市民の批判を懸念し、災害時の避難場所にする。  文化会館跡地には、コンベンション施設、会議室、展示室を備えた施設を整備することを

考えております。 

 災害時の活用については、磐田市地域防災計画の中で検討していきます。 

158 222 

 
JR 磐田駅より徒歩圏内という利便性を活かさない手はない。 
市内外からの人を集客する魅力あるイベントホール、ステージ（最低５００名集客）、リーズナブルな使用料金。 
市内にもアーティストは沢山います。 

 文化会館跡地については、総会や発表会、演奏会、ミニコンサートが可能なコンベンション

施設や会議室、展示室を整備していくことを考えておりますが、他の公共施設と機能や役割

が重複しないような配慮も必要となりますので、既に市内の他の公共施設に整備済みの中ホ

ールを整備していくことは難しいと考えております。 

159 223 

1、市民文化会館及び文化振興センター跡地 
地域拠点となる介護老人保健施設 
○入院療養後に家庭、社会復帰のためのリハビリテーション・生活訓練等の実施施設 
○要介護者であって、主として、その心身の維持回復を図り、在宅復帰・在宅療養を支援する施設 
○介護保険法に基づいて、看護・医療的管理の下における介護及び機能訓練を行う施設 
○ユニット型介護老人保健施設 入居者一人ひとりの個性や生活リズムを尊重し、また、入居者相互が人間関係を築きなが 
ら日常生活を営めるよう介護を行う。 

 文化会館跡地には、コンベンション施設、会議室、展示室を備えた施設を整備することを

考えております。 

 介護老人保健施設の整備は、計画期間を平成 30 年度から 32 年度とする第７期介護保

険事業計画に計画していません。また、介護施設は民間事業者が主体に他の場所で検討・

実施していくことが適当と考えております。 
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161 227 

 
市民文化会館について 
文化会館の一部を保育所にしたら働きたいお母さん方は喜ぶと思いますが、その他の建物に付いては多目的でよいがお年寄
りが使いやすい施設にしてほしい 

 文化会館跡地には、総会や発表会、演奏会、ミニコンサート、食の提供を伴う交流会など

の開催が可能なコンベンション施設、会議室、芸術作品や文化財、民俗資料、産業展示、

市民作品などを展示する展示室を整備し、子どもから高齢者まで多くの方に活用されること

で、交流やにぎわいを創出していきたいと考えております。 

 第２期磐田市幼稚園・保育園再編計画に基づき、現在、民間事業者による、保育園等の

整備や公立保育園の民営化を進めている所であり、現時点において、公立保育園を整備す

ることは、考えておりません。 

162 229 

 
磐田市民文化会館跡地の利用については、アミューズ豊田位の５００人位入れる建物が必要だと思います。 
学校関係の音楽会とかは今まで通りできるようにお願いしたいです。 
跡地は駅からも近く利用しやすいと思います。今之浦市有地は駐車場としても必要ですし土地の半分位を使って遊歩道（公
園）を作り市民の憩いの場所にしてはと思います。 

 文化会館跡地には、総会や発表会、演奏会、ミニコンサート、食の提供を伴う交流会など

の開催が可能なコンベンション施設、芸術作品や文化財、民俗資料、産業展示、市民作品

などを展示する展示室の整備を想定しています。 

 施設の規模については、他の施設と重複しないよう今後、さらに検討していきますが、いた

だいたご意見については、今後の検討の参考とさせていただきます。 

163 232 

 
私個人的な思いですが、現市民会館の建て替え、駐車場の立体化をし、建物の一角に会議所が間借りするという方がいいの
かな。 

 新たな文化会館は、アミューズ豊田南側へ新築することで決定していますので、市民文化

会館を現在地に建替えることは考えておりません。 

 駐車場の立体化は、建築基準法の規定から難しいと考えております。 

 商工会議所からは要望書をいただいておりますので、意向を確認していきます。 

165 235 
１市民文化会館跡地について 
基本方針の人材育成、交流憩い、まちの活性化の拠点づくりは賛成しますが生涯学習、展示室、交流センター等の機能を
備えた人の集まる、かなり大きな施設が必要だと思います。私としては浜松クリエートをイメージします。 

 文化会館跡地については、総会や発表会、演奏会、ミニコンサートが可能なコンベンション

施設や展示室、会議室を整備していくことを考えておりますが、施設の規模等については、今

後、さらに検討を重ねていきます。 

166 237 

市民文化会館跡地については、従来の市民文化会館と同様の用途の施設を希望します。現在、磐田市及び近郊の市町には
なぎの木会館、アミューズ豊田がありますが、交通の便を考えても便利とは言い難いです。現在、市内の小学４年生による
音楽発表会やその他のコンサート、イベント等開催されており、そこで音楽や芸術に触れ合うことにより豊かな感性、情緒
が育まれていると思います。その為、身近で本物の音楽や芸術、演劇等に触れ合える施設が必要だと考えます。もちろん既
存施設もありますが、やはり磐田市の中心街にも設置すべきだと思います。便が悪いというのは往々にして出足を鈍らせる
原因になります。ただ、災害時のことを考慮し建設には工夫を求めます。 

  

文化会館跡地には、磐田市文化会館建設検討委員会の答申を踏まえ、現文化振興セン

ターの機能を残すことを基本に、コンベンション施設や会議室、展示室を備えた施設の整備

を考えており、従来の市民文化会館と同様の用途の施設を整備していく考えはありません。 

167 240 

 
建設内容の要望 
施設等の建設に際しての要望は、基本方針に基づき、磐田市の子ども達が生まれて・住んでよかったなと感じ、子育ての家
族も住んで良かったと感じるようにして欲しい。 
それには、子ども達やその家族が集える児童館・科学館が欲しい。絵本の読み聞かせ、高齢者による技術継承などのワーク
ショップなどができると良い。また、施設の中には学習スペースや地元の作家などによる作品を展示できるスペースや文化
財の展示スペース、ひいては収入のために磐田市商工会が入るようにできたらなと思います。児童館・科学館としての展示
物等はまだ思いつかない。 

 文化会館跡地については、コンベンション施設や会議室、芸術作品や文化財、民俗資料、

産業展示、市民作品などを展示する展示室を備えた施設を整備することを考えております。

 他の公共施設と機能や役割が重複しないような配慮も必要となりますので、児童館等の施

設整備については、現在「ひと・ほんの庭 にこっと」の整備を進めているとともに、放課後児

童クラブや放課後子ども教室が整備され、地域を中心とした青少年健全育成活動が推進さ

れていることから、難しいと考えております。 

 磐田市商工会から要望は受けておりませんので、商工会の入居は考えておりません。 
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168 242 

 
老若男女が利用可能な施設を希望します。磐田市は駅前に於いてもスペースが限られ何となく狭小な印象です。加えて建物
ではなく公園として市民に開放する事もよいと思います。磐田＝広い公園という新しいイメージが生まれれば「市の顔」と
して親しまれるかもしれません。 

 文化会館跡地については、磐田市文化会館建設検討委員会からの答申を踏まえ、現文

化振興センターの機能を残すこととし、コンベンション施設や会議室、展示室を備えた施設を

基本に、導入する機能の検討をしていくことを考えております。 

 芝生広場や遊具、遊歩道等の公園的機能は、今之浦公園・今之浦市有地に整備していく

考えです。 

170 244 講演会、ミニコンサート等が出来る施設 
 文化会館跡地については、総会や発表会、演奏会、ミニコンサートが可能なコンベンション

施設を整備していくことを考えております。 

171 245 子どもから高齢者までが気軽に集い楽しく過ごせる場所として、多目的広場が良いと思う市の持続的な発展、又、人口減少や少子高齢化が進む中、駅より近いため、マンションを造りまちの活性化になる。 
 芝生広場や遊具、遊歩道等の公園的機能を備えた多目的広場は、今之浦公園・今之浦

市有地に整備していく考えです。また、マンションを整備することは考えておりません。 

172 246 

 
公園の中にある小ホールを目指す。地域の催しに気軽に使用できる。鏡のあるレンタルルームを併設  文化会館跡地には、コンベンション施設や会議室、展示室を備えた施設を整備することを

考えております。 

 芝生広場や遊具、遊歩道等の公園的機能は、今之浦公園・今之浦市有地に整備していく

考えです。 

173 247 

市民文化会館跡地 
旧町村には各々ホール・会館を有しているが旧磐田市地区に核になる会館が存在しなくなる。跡地には多目的要素を含んだ
会館が必要と考える。施設内には 
① ホール（５００名程度収容）   
② 展示ホール（美術展、作品展他）   
③ 各種の広さの会議室   
④ 研修室等   
⑤ 親子室等   
市民の為の施設が望ましい（一案） 

  

文化会館跡地については、コンベンションン施設や会議室、展示室を備えた施設を整備し

ていくことを考えております。既に市内の他の公共施設に設置済みの中ホールを整備していく

ことは考えておりません。 

 

174 249 

 
市民、子ども、高齢者等の多目的広場（公園）及び小美術館などのミニ文化施設などの催しが可能なエリア。しかし、いか
なるものの案においても周囲の交通、道路事情及び駐車場の確保などが第一条件になるのでないでしょうか 

 文化会館跡地については、コンベンション施設や会議室、展示室を備えた施設を整備して

いくことを考えております。 

 駐車場については、まずは、整備する機能・施設の配置が決定していく中で敷地内に可能

な限り確保するように考えております。 

176 251 演奏する場所、交流場所が欲しい。中高学校の演奏する場所が近くにほしい。色々な催し交流の場所が欲しい。 
文化会館跡地については、総会や発表会、演奏会、ミニコンサートが可能なコンベンション

施設を整備していくことを考えております。 

177 252 

 
市民文化会館の跡地は博物館は無理なのでせめて埋蔵文化財センター内の資料でせめて歴史民俗資料館があればいいと思い
ます。(竜洋・浅羽・森のような郷土資料館) 

 文化会館跡地には、芸術作品や文化財、民俗資料、産業展示、市民作品などを展示す

る展示室を整備することを考えておりますが、展示室を整備することから、常設の歴史民俗

資料館を整備する考えはありません。 

178 253 

 
市の基本方針（案）中「Ⅳ導入機能・機能イメージ」の内容に賛成する。ただし、市単独では巨額な財政負担となる為、商
工会議所・商工会・農協その他法人との協力による合築が望ましい。 

 文化会館跡地については、磐田市文化会館建設検討委員会からの答申を踏まえ、現文

化振興センターの機能を残すこととし、コンベンション施設や会議室、展示室を備えた施設を

基本に、導入する機能の検討をしていくことを考えております。   

商工会議所から要望書をいただいておりますので、意向を確認していきますが、その他の

団体は、そのような動きもなく、現時点では、合築による整備は難しいと考えております。 
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179 255 

文化会館跡地については地域文化の継承、コミュニティの形成、活性化を考えて磐田地域にはオーバーかもしれませんが、
古墳時代以降の文化の中心地として遺跡から出た各種の遺産の保管場所がないため、東京国立博物館等に保有されていると
聞いています。図書館東の埋蔵文化財センターにも、もちろん保管されているが、なかなか市民の皆さんに常時見ていただ
けるようにはなっていない。 
以上の理由から跡地に磐田市立博物館のような磐田の特長ある展示場（あまり豪華なものではなく耐震を考え背の低い建

物）と発掘された時の様子の再現（静岡市登呂遺跡のようなもの）し、子ども、高齢者も歩けるようなやわらかい道路にし
て磐田はこんなにすばらしい歴史があるんだと皆さんに再発見してもらう。磐田駅から１５分人を呼び込めると思います。
国分寺跡に七重の塔が無理なら 1/2 スケールの塔を考えてもらいたい。塔は金はかかるが人は来ると思う。 

  

文化会館跡地には、コンベンション施設、会議室、芸術作品や文化財、民俗資料、産業

展示、市民作品などを展示する展示室を整備し、文化財の情報発信にも努めていく考えで

す。 

  

180 256 

 
磐田市民文化会館跡地には磐田市の流出する人口減少の為、分譲マンションのほかに商業店舗や地域交流スペースが整備さ
れた複合施設のビルの建設などはどうかと考えます。磐田駅から徒歩で約 15 分の場所で、国道 1号線にも近いという通勤に
も適した場所です。買い物にしても直ぐ近くにアピタがあり、今、郊外へ進出する商業施設をビル 1 階に誘致出来れば近く
にある商業施設と合わせ、郊外へ他地区へと流れる人達を磐田市内へ磐田市民だけではなく、他の市町村からも集客出来る
のではと考えます。 
この為には、ビル 1 階の商業スペースに入る店舗にどれだけ若年層を呼び込める魅力ある店舗を誘致出来るかが重要になっ
てくると思います。 

 文化会館跡地は、磐田市文化会館建設検討委員会の答申を踏まえ、現文化振興センタ

ーの機能を残すことを基本にしていることから、分譲マンションを整備することは、考えており

ません。 

 商業店舗については、市で整備する建物内に設置することは、考えておりませんが、敷地

の有効活用策として、敷地の中で生かせるような民間事業者からの提案等があれば検討し

ていきます。 

181 258 

 
市民文化会館跡地 トレーニングセンター、卓球場  文化会館跡地には、コンベンション施設、会議室、展示室を備えた施設を整備することを

考えております。 

 市内には、体育館をはじめ専用卓球場なども整備されていることから、そちらの施設をご利

用いただければと考えております。 

182 260 

中泉地区に文化・芸術の拠点を（文化会館跡地）磐田旧市内の中心部の空洞化が目立ちます。ジュビロード活性化を含め
て人の流れを検討する必要があります。 
 コンサート・映画等を鑑賞できる多目的ホールを作る。 
「一流の音楽を聴く、すばらしい演劇を鑑賞したい」これらは人間の本能でもあります。さらに中高生の発表の「場」で

もあります。 
 博物館・美術館の新設→磐田にはすばらしい歴史があります。国分寺、府八幡宮等々、子ども達の将来にも決してマイナ
スではありません。 
 会議室を多くつくる。「交流の場」   
駐車場は有料にする。（市営駐車場を利用する） 

すばらしい芸術を鑑賞し、ジュビロードで食事・ショッピングを楽しむ「場」を創造し、磐田の街全体を活性化したいもの
です。現施設が老朽化した。駐車場が小さい等々の理由で縮小すれば、旧市内（駅前）は増々空洞化してしまいます。磐田
駅、バスターミナルから歩くことが出来、旧市内の高齢者にも利用できる「住み良い磐田」づくりに期待します。 

 文化会館跡地には、総会や発表会、演奏会、ミニコンサート、食の提供を伴う交流会など

の開催が可能なコンベンション施設や会議室、芸術作品や文化財、民俗資料、産業展示、

市民作品などを展示する展示室を整備することを考えております。 

 他の公共施設と機能や役割が重複しないような配慮も必要となりますので、ホールについ

ては、既に整備済みであること、博物館や美術館は展示施設の整備を考えていることなどか

ら、難しいと考えております。 

 駐車場については、まずは、整備する機能・施設の配置が決定していく中で敷地内に可能

な限り確保するようにしていく考えです。 

183 262 

 
市民文化会館跡は商工会議所を移転、又は老若男女が利用できる体育施設をつくる。災害時には避難場所として活用できる
様にしておく。 

 文化会館跡地には、コンベンション施設、会議室、展示室を備えた施設を整備することを

考えておりますが、商工会議所から要望書をいただいておりますので、意向を確認していきま

す。 

 市内には、体育館をはじめ各種体育施設が整備されていることから、そちらの施設をご利

用いただければと考えております。 

 災害時の活用については、磐田市地域防災計画の中で検討していきます。 
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184 263 

 
投下資金は？ 
IR を組み込んだ老若男女が楽しめる施設（カジノも一考）。今之浦市有地と今之浦公園は年中楽しめる植物園（ドーム型） 

 文化会館跡地については、コンベンション施設、会議室、展示室を備えた施設を整備し、

子どもから高齢者まで多様な世代の方の利用を想定していますので、カジノなどを整備する

ことは考えておりません,。 

 今之浦市有地・今之浦公園は、芝生広場や遊具、遊歩道、グラウンドゴルフができる広場

のほか、イベントステージやイベント広場などを整備し、軽度な運動などが行えるよう整備して

いくことを考えておりますが、災害時には一時的な避難の場所等として活用していくことを考え

ているため、ドーム型の植物園を整備することは考えておりません。 

184 264 
市民文化会館跡地はロボット、EV、FCV 或いは農業（バイオ工場）等先端技術の展示（ヤマハ発動機、その他の企業に協力し
ていただく） 
買物はアピタを中心に。離れた場所は空中回廊で結ぶ。 

 文化会館跡地については、芸術作品や文化財、民俗資料、産業展示、市民作品などを展

示する展示室を備えた施設を整備することを考えておりますが、空中回廊で施設を結ぶこと

は、考えておりません。 
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185 265 

１．何を作るとよいか(市民文化会館跡) 
(ア)「磐田の宝」(地域資源)総合センター 
①磐田の魅力を「知る」「伝える」「活かす」情報発信基地   
②磐田の宝(地域資源)を集め、情報発信する機能と「見付・福田・竜洋・豊田・豊岡」などの現地施設へのナビゲート(誘導・
案内)する機能   

③磐田市の小中高校生・大学生及び市民の学習の場   
④磐田市を訪れる観光交流者に、磐田の魅力を知ってもらう場   
⑤テーマ 
1.歴史(旧石器時代から現代まで)(埋蔵物センターに眠る遺産を公開)  
2.歴史的施設情報(見付学校・赤松邸・中泉代官所・国分寺など)  
3.文化  
4.自然や風景  
5.産業(農林水産業・製造業など) 

(イ)小中高校生向け機能(身の回りで聞いたところ)  
1.雨の日に子どもたちが遊べる広場的な場  
2.高校生の学習室  
3.図書館 

(ウ)回遊性を高くする必要性 
①磐田駅周辺およびジュビロード中間あたりから新施設への歩道・自転車道の整備   
②磐田農高北側・八幡神社からの歩道・自転車道の整備   
③今之浦公園および市有地へもつながる   
④歩きたくなる道(幅の確保・街路樹・花)(太陽光蓄電で光る歩道)とする。 
2.どのように運営するか(私は、この運営方法、仕組みが最も重要だと考えております。)どのような施設(ハード)としても、
運営(ソフト)が良くなければ、有効活用されない。公共施設は心して運営面に力をいれないと利用頻度の少ない施設にな
りがちである。条例等により利用範囲が限られてしまうケースも多い。例えば、「見付学校」「赤松邸」は磐田の誇るべき
歴史を現代に表すものである。その保存に力を入れるがゆえに、観光資源などとしての利用は制約が大きい。飲食、その
サービス提供は禁止されている。また文化的展示についても販売禁止となっている。また、指定管理者制度により公共施
設を民間事業者へ委託している例が増えている。目的とする公共サービスを民間運営にすることでコストダウンを図るこ
とが主な目的である。指定管理者制度は、一般的には自治体の作成した仕様書に基づき、企画提案による競争制で選ばれ
た事業者が、契約した管理費と利用料や販売売上などにより運営する制度である。その現状をみると、指定管理者たる事
業者の経営力や姿勢によって大きく運営の状況は変わるようだ。公共サービスを民間事業者が担う場合、①効率的な運営
により、利益を確保する。ことと②より魅力的な公共サービスを市民に提供するという 2つを料理させなければならない。
事業者にとっては難しい経営となる。従って、その事業者の姿勢(利益重視)と経営力(魅力あるサービス提供力)によって
その施設は大きく変わってしまう。現状、磐田市内の指定管理者制度によって運営されている施設は数多くあるが、以前
より沈滞化していたり、そのサービスレベルは低いものも目につく。よりよい事業とするためには、その施設の運営を委
託する自治体(担当部署)が表面的な評価だけではなく、公共サービスをよりよいものにしていくという情熱をもって企画、
運営面で協働する取り組みを積極的にしなければ、せっかくの公共施設がいかされない。 

(ア〉市民会館跡の新施設の運営について 
①目的に沿ってより活用されていく仕組みづくりが必要 
1.運営主体は、市直営とする。   
2.そこに市民や NPO 及び専門的ノウハウをもつ企業の連携体が深くかかわり事業の企画、運営を行う。 
3.この連携組織を中泉地区の自治会、地区社協、NPO などが中心となり作る。運営方針にも積極的にかかわり、責任もって
施設を運営することが重要となる。運営面で活動することが求められるため、連携組織のべ一スに、運営のための法人
をもつ必要性もあるかもしれない。 

②これにより効率的な運営(限られた運営資金)と魅力あるサービス(公共的、市民サービス)を両立していく。 

  

文化会館跡地には、総会や発表会、演奏会、ミニコンサート、食の提供を伴う交流会など

の開催が可能なコンベンション施設、会議室、芸術作品や文化財、民俗資料、産業展示、

市民作品などを展示する展示室を整備し、本市の地域資源の情報発信や交流・にぎわいの

創出に努めていきます。  

他の公共施設と機能や役割が重複しないような配慮も必要となります。市内には、「ひと・

ほんの庭 にこっと」を含め、５つの図書館、また、天平のまち４階には「学習交流センター」が

整備されておりますので、高校生の学習室や図書館の整備は難しいと考えております。 

回遊性を高める歩道・自転車道等の整備については、まずは、施設の整備を優先すること

から、現時点で考えていません。施設の運営の方法については、いただいた意見を参考に、

今後、検討していきます。 

186 266 

 
磐田市民文化会館の跡地利用として、公共施設の公益性と商業施設の利用頻度を掛け合わせた複合施設。産業・福祉・教

育の施設として工業・商業・農業・ボランティア・福祉・子育てなどの諸団体の事務所が入り会議室や総会などの出来る大
会議室。催事や学生の発表会などの出来るイベントホール。教育のためのミニ図書館・学習室。介護予防型の老人福祉施設。
行政サービス窓口。民間のレストランや商店・営業所をテナントとして入れる。(ハローワークが入り連携できると良い) 

 文化会館跡地には、総会、発表会、演奏会、ミニコンサートが可能なコンベンション施設や

展示室、会議室を整備することを考えており、諸団体の事務所や老人福祉施設、また、市

役所本庁に近いことから、行政サービス窓口などを整備することは考えておりません。 

 民間事業者からの提案や民間活力の活用の可能性については引き続き検討していきたい

と考えます。 
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187 269 市民会館の跡地には、磐田市の歴史・文化を学べられる様な施設を建ててほしい。磐田は、その昔は貴重な財産があった場所なので、それをＣＧなどを使って紹介したりすると良い。 
 文化会館跡地には、コンベンション施設、会議室、芸術作品や文化財、民俗資料、産業展

示、市民作品などを展示する展示室を整備し、本市の歴史・文化の継承に努めていきます。

189 273 

 
市民文化会館と文化振興センター跡地の活用は「賑わい交流機能、鑑賞発信機能」として老人の文化活動に視点があるよう
に思われます。少子高齢化、人口減少は大きな制約とはなりますが、磐田市は歴史的にも人口に対する高等学校の数も多く、
児童や教育を重点に検討を期待します。 
大規模な会議やコンベンション施設はどういった規模なのか、実際に有効活用が可能なのかイメージできません。学生や近
隣住民が利用できる科学館、博物館、図書館、自習室等を備えた以前の児童文化会館のような施設を希望します。 

 文化会館跡地には、総会や発表会、演奏会、ミニコンサート、食の提供を伴う交流会など

の開催が可能なコンベンション施設、会議室、芸術作品や文化財、民俗資料、産業展示、

市民作品などを展示する展示室を整備することを考えております。なお、コンベンション施設

の規模等については、今後、さらに検討を重ねていく考えです。 

  施設整備にあたっては、他の公共施設と機能や役割が重複しないような配慮も必要とな

ります。図書館や児童文化会館については、市内に整備を進めている「ひと・ほんの庭 にこ

っと」を含め、５館の図書館や学習交流センターがあること、科学館、博物館についても展示

室を整備し企画展として対応したいと考えていることから整備は難しいと考えております。 

190 275 

 
跡地は磐田市に無いもの、美術館等、展示即売も可能、総合センターみたいなもの。人が集まってくれる場をお願いしたい
と思います。 

 文化会館跡地については、コンベンション施設や会議室、芸術作品や文化財、民俗資料、

産業展示、市民作品などを展示する展示室を備えた施設を整備することを考えております。

 展示室を整備することから、美術館の整備については考えておりません。 

 展示即売会など利用については、今後の具体的な利用の参考とさせていただきます。 

191 277 

 
文化会館跡地について 
芸術、文化の発祥地として、磐田駅から徒歩で行ける利便性を考えた時、600 人位収容出来るコンベンションホールを作り、
豊田駅、また新駅からも集える、そして子供から高齢者まで気楽に利用出来る、そんな会館が有ったら良いな。 

 文化会館跡地については、総会や発表会、演奏会、ミニコンサートが可能なコンベンション

施設や展示室、会議室を整備していくことを考えておりますが、コンベンション施設の規模等

については、今後、さらに検討を重ねていきます。 

193 280 

 
自治会、市民が手軽に使用できる会議場を用意してほしい。   
自動車、二輪の駐車場を用意して各会合に市民が集まりやすい場にしてほしい。   
毎年、税務署の確定申告会場として利用しているので引き続き利用したい。   
緊急時及び災害時のヘリポート場を確保する事   
建物は、耐震強度を確保してバリアフリーにしてほしい。   
災害時、迅速に対応できる災害物資の集積場として利用できるように広い場所を確保したい。 

 文化会館跡地については、コンベンション施設や会議室、展示室を備えた施設を整備して

いくことを考えております。税務署の確定申告会場としても利用が可能と考えております。 

 ヘリポート場については、文化会館跡地の西側にある県立磐田農業高等学校が、既にヘリ

ポートとして指定されていることから、同校での対応を考えていきます。また、災害物資の集

積場については、磐田市地域防災計画の中で検討していきます。 

 駐車場については、まずは、整備する機能・施設の配置が決定していく中で敷地内に可能

な限り確保するようにしていく考えです。 

194 281 

①子育てがしやすい街づくり   
春・夏・冬休みのように長期にわたり、休みがある時に子供達を安全で安心に預けられる場所（安価）、定年退職後の人達
による、子供達とのコミュニケーションができる場所、雨天時に遊べる場所（子供たち）、小・中・高生が勉強出来る場所 

②お年寄りの方が安全にくつろげる空間。例えば、駅前のように楠木があり、ベンチがあり木陰のある、緑のある場所 
③１５０人～２００人位の人数の人たちが催し物が出来る場所 
④建物は年寄りにもやさしく、トイレは気分がよく用が足せれる様なきれいなトイレ 
⑤図書館（町中） 

 文化会館跡地には、コンベンション施設、会議室、展示室を備えた施設を整備することを

考えております。 

 市内には、放課後児童クラブや放課後子供教室が整備されており、また、地域の活動拠

点として、交流センターが整備されていることから、ご提案いただいた施設や活動は、各地域

で推進されていくものと考えております。 

196 283 
 
磐田市の中心地に市民が利用する建物が必要であることで、年齢が高齢化しているとともに足となる車が利用できなくなる
ので、是非、展示スペースのある施設を建設してほしい。 

 文化会館跡地については、芸術作品や文化財、民俗資料、産業展示、市民作品などを展

示する展示室を備えた施設を整備することを考えております。 
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197 284 

 
１．市民が身近に憩える交流の場にしてください。（複合施設）   
①児童図書、児童会館   
②青少年ホームセンター   
③「のっぽ」の姉妹施設 

２．磐田の歴史と平和資料等文化交流のできる施設をご検討下さい。 

 文化会館跡地については、コンベンション施設や会議室、展示室を備えた施設を整備する

ことを考えております。 

 他の公共施設と機能や役割が重複しないような配慮も必要となります。市内には、「ひと

ほんの庭 にこっと」が８月にオープンする予定となっており、放課後児童クラブ、放課後子ど

も教室も整備されていることから、児童図書・児童会館、青少年ホームセンター等の設置に

ついては、現時点において考えておりません。 

 また、歴史と平和資料等の施設については、「歴史文書館」や「埋蔵文化財センター」にお

いて、資料を発掘・保管管理しており、整備予定の展示室において、公開することで文化交

流できればと考えております。 

199 286 

 
今の文化振興センターの機能のある会館を希望します。市民文化会館が豊田町に行き、交通の便も私の所からだと悪く心

配です。 
また、高校生など現在の場所に会館があることを望んでいると聞きます。中ホールがある会館も望みます。当然、駐車場

は充分に構想の中にあると思いますのであえて書きません。足の手段のない高齢者などが公共交通機関を使って催し物に参
加できる様願います。 

 文化会館跡地には、磐田市文化会館建設検討委員会の答申を踏まえ、現文化振興セン

ターの機能を残すことを基本に、総会、発表会、演奏会、ミニコンサートが可能なコンベンショ

ン施設や芸術作品や文化財、民俗資料、産業展示、市民作品などを展示する展示室、会

議室、駐車場を整備することを考えておりますが、他の公共施設と機能や役割が重複しない

ような配慮も必要となりますので、既に市内の他の公共施設に整備済みの中ホールを整備

していくことは難しいと考えております。 

 交通手段については、車での来場が多いことから、まずは、来場者用の駐車場の確保が重

要であると考えております。整備する機能・施設の配置を決定していく中で、敷地内に可能な

限り駐車場を確保するよう考えていきます。 

200 287 
平和と文化と教育を全部合わせてそれぞれが、よくわかる何か象徴となって参考になる建物。   
小さい子供達が室内で遊べる空間の場（児童館）として。人が集まって群れる場所、空間としての考えを。（営業としてでな
く） 

 文化会館跡地には、コンベンション施設、会議室、展示室を整備し、子どもから高齢者まで

多くの市民の方が集い、楽しみ、多様な学習機会を提供する場としていく考えです。   

ご提案いただいた施設については、今後の検討の参考とさせていただきます。 

201 288 

 
文化振興センターのような、市民が集い文化的な行動が行える様な施設が欲しいと思います。 
今までの様な会議、展覧会が出来る場が是非欲しいと思います。 
商業施設は必要ありません。 

 文化会館跡地には、磐田市文化会館建設検討委員会の答申を踏まえ、現文化振興セン

ターの機能を残すことを基本に、展示室、コンベンション施設、会議室の機能を備えた施設

の整備を考えております。 

203 290 

核兵器廃絶平和都市宣言に基づき平和公園、平和祈念館「原爆の火」をシンボルにする。平和祈念館には戦争の記憶を伝
える。磐田の空襲の記憶を風化させないように戦争中の遺品や物を展示するコーナーを作る。歴史博物館としてその中に近
現代史を展示するという考え方もありえる。 
 福祉文化会館は市民活動の拠点として位置付けられてきた。６００人程度の小ホール、会議室、展示スペース等市民の為
の利用しやすい施設を望む。 

 文化会館跡地には、コンベンション施設、展示室、会議室を備えた施設の整備を考えてお

ります。平和公園・平和祈念館を整備することは考えておりませんが、平和の尊さを伝えてい

くことは重要であると考えておりますので、施設の活用を通して発信に努めていきます。 

 なお、コンベンション施設の規模等については、今後、さらに検討を重ねていきます。 
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204 292 

 
１．市民文化会館跡地と文化振興センター跡地利用について 
①本来地方白治体が設置するべき老人福祉センターや児童館等、磐田市にはありません。法律を尊重するとともに、高齢者 
 や障害者、児童が利用できる複合的な施設、交流のできる施設を要望します。 
②市民の各種団体が利用しやすい 200 席から 500 席程度の中・小ホールを設置されたい。 
③以前から強い要望のあった芸術文化の展示室は必要と考えます。 
④各種団体、サークルなど気軽に利用できる小・中の会議室の設置を。 
⑤駐車場の碓保も必要です。 

 文化会館跡地には、総会や発表会、演奏会、ミニコンサート、食の提供を伴う交流会など

の開催が可能なコンベンション施設、会議室、芸術作品や文化財、民俗資料、産業展示、

市民作品などを展示する展示室を備えた施設を整備することを考えております。 

 市内には、地域の拠点として、交流センターが整備されていること、また、放課後児童クラ

ブ、放課後子ども教室も整備され、地域を中心とした青少年健全育成活動が推進されてい

ることから、老人福祉センターや児童館の整備は難しいと考えております。 

 また、市内の他の公共施設と機能が重複するような小・中ホールを整備することは考えて

おりません。 

 駐車場については、まずは、整備する機能・施設の配置が決定していく中で敷地内に可能

な限り確保するように考えております。 

205 294 

 
基本的に構造物（箱物）は、造らないほうがよいと思います。（もし造るのであれば県・全国水準のもの） 
①屋外イベント広場（全国物産展、軽トラ市、グルメ競技会、小規模音楽コンサート、屋外芸術展など） 
②軽スポーツ広場 
 全面芝生公園（市民が自由に利用できる）、夏幼児が水遊びできる噴水プールなど、ある程度広い駐車場完備（全市民対象 
 となると交通手段から駐車場は必須） 
災害等有事の場合のヘリポートや資材置場等に使用 

 文化会館跡地については、磐田市文化会館建設検討委員会からの答申を踏まえ、現文

化振興センターの機能を残すこととし、コンベンション施設や会議室、展示室を備えた施設を

基本に、導入する機能の検討をしていくことを考えております。 

 屋外イベント広場、軽スポーツができる広場については、今之浦市有地・今之浦公園に整

備していく考えです。 

駐車場については、まずは、整備する機能・施設の配置が決定していく中で敷地内に可能

な限り確保するように考えております。 

 災害時の活用については、磐田市地域防災計画の中で検討していきます。 

206 295 

 
産業会館 
・現在の商工会館が老朽化しているし、駐車場が狭いので新しい会館として欲しいです。 
コンサートホール、青年会議所ライオンズクラブ他事務所使用、展示をするホールや会議室、コンビニや図書館、パン屋さ
んや喫茶店などをいれて欲しいです。 

 商工会議所から要望書をいただいておりますので、意向を確認していきます。 

 文化会館跡地には、総会や発表会、演奏会、ミニコンサート、食の提供を伴う交流会など

の開催が可能なコンベンション施設、会議室、芸術作品や文化財、民俗資料、産業展示、

市民作品などを展示する展示室を整備することを考えております。 

市内の他の公共施設において整備済みのコンサートホールや図書館を整備することは考え

ておりません。コンビニエンスストアやパン屋、喫茶店については、市で整備する建物内に設

置することは考えておりませんが、敷地の有効活用策として、敷地の中で生かせるような民

間事業者からの提案等があれば検討していきます。 

207 296 

 
磐田市民文化会館跡地  デイサービスセンターをメインとした融合施設  文化会館跡地には、コンベンション施設、会議室、展示室を備えた施設を整備することを

考えております。 

 デイサービスセンターをメインとした融合施設の整備・誘致については、計画期間を平成 30

年度から32 年度とする第７期介護保険事業計画に計画していません。また、介護施設は民

間事業者が主体に他の場所で検討・実施していくことが適当と考えております。 
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者№ 

意見
№ 意 見 内 容 本 市 の 考 え 方 

209 299 

磐田市文化会館跡地活用の案 
文化会館の再構築  キーワード   小さなコミュニティ  
小規模のコミュニティのアパートもしくは学校の校舎 
個人やサークル、企業などが小規模の会合、勉強会、発表会などの活用が出来るスペースの集合体   
毎日「誰かが」「なにか」をやっている、コミュニティ同士がつながりを持てる場、年齢も性別も関係無く自由に行き来出来
る 
ねらい → 人をつなぐ、文化を育てる 
 磐田市民に限定せず、情報公開することで、全国から小さなコミュニティをキッカケに人財の流入が起こる拠点に 
ポイント → コミュニティの情報収集と発信（I T を活用） 
小さなコミュニティの情報が集まることで市民だけでなく、全国からその「キーワード」に関心のある人々が磐田に集まる 
例えば磐田でメジャーなところでは「サッカー」「卓球」「ラグビー」「バイク」など   
熱狂的なフリークが一人でもいることで一つのコミュニティが熱く盛り上がる 
注目されることで磐田市内外から波紋のように人が集まり交流が生まれる   
市民以外でもコミュニティを利用することができる 
建物のイメージ → 発想が柔軟になるような建築および空間  金沢２１世紀美術館のような 

  

文化会館跡地は、総会や発表会、演奏会、ミニコンサートが可能なコンベンション施設や

芸術作品や文化財、民俗資料、産業展示、市民作品などを展示する展示室、会議室、駐

車場を整備し、市民が集い、にぎわい、多様な学習する機会を提供する場として整備するこ

とを考えております。 

210 301 

 
「磐田市民文化会館」についてはもしそのまま建物を残すのであれば、いっそ「幼稚園、保育所」と「老人施設」を一体型
にした施設にしたらどうでしょう。もちろん全体で一つの施設なので交流はあります。というよりそれが主目的です。 
※1「今之浦市有地」と「今之浦公園」の間に一本、「今之浦公園」の南側から「ピックアップ磐田店」の裏の道路につなが 
る箇所に一本 

※2「今之浦市有地」の北側に建設 

 現市民文化会館は、施設の経年劣化に加え、空調や給排水といった設備についても、部

品の調達が困難な状況にあり、建物を残すことはありません。 

 今之浦市有地は、災害時での活用や将来的な更なる利活用の可能性を考慮し、現時点

では、建物を整備することは考えていないことから、幼稚園、保育園と老人施設を一体型に

した施設を整備・誘致することは、考えておりません。 

212 305 

誘致施設等の具体例 
教育施設 
・図書館（スターバックス・ツタヤと提携） 
・学生学習センター（市街地には多くの学校があり、自主的に勉強する場が少ない） 
・起業家支援センター（小さな商店を並べ、3～5年契約により、そこから自己商店への進出を促す。） 
・児童館（以前市内には何か所かあり、賑わっていた。子供の頃から多くの事を経験させ、優秀な人材を育成する） 
・コンベンションホール（産業連携館） 
・国際センター（海外の紹介コーナー等、異文化交流の場所、インターナショナルな人材育成） 
・お祭り会館 or 文化伝承館（祭文化等の展示・体験） 
・野外音楽堂 or コロシアム（近隣の中高生のコーラス発表場所・音楽を身近に親しむ場所） 
・子ども食堂（孤食の解決・縦の繋がりや地域のコミュニティの連携の場・食育） 
・アグリバレー推奨化情報発信基地＆食の拠点 
（中東遠地域のアグリバレー化を目指し、農業専門職大学・農業高校とコラボした、最先端農業紹介情報発信基地） 
・環境学習施設（最先端エネルギー技術を駆使したゼロ・エミッションのエコシティの（未来都市マスダールシティーを参 
照）） 

・最先端高度技術紹介センター（バーチャル科学館等、JST と連携） 

  

文化会館跡地については、磐田市文化会館建設検討委員会からの答申を踏まえ、現文

化振興センターの機能を残すこととし、コンベンション施設や会議室、展示室を備えた施設を

基本に、導入する機能の検討をしていくことを考えております。 

 いただいた多くのご意見のうち、市内に同様の機能を備えた施設がある場合や他の施設に

おいて同様のサービスが提供されているものについては、考えておりません。 

 いただいたご意見は、今後の具体的な検討の参考とさせていただきます。 
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2 2 

グランドゴルフ場エリア、是非とも進めていただきたいと思います。イメージどおりほぼ賛成です。 
今、高齢者の多くが健康自己管理のための手段としてグランドゴルフのスポーツに取り組んでいるのが現実だと思います。
ゆえに何時でもグランドゴルフが出来る広場をずっと望んでいました。今まで私たち磐田グランドゴルフ倶楽部主催で磐田
市全体の市民大会に年間 2 回（今回 20 回目）グランドゴルフ大会を実施しています。磐田市長杯 GC 大会と磐田商工会会頭
杯 GC大会です。これまでグランド整備に苦労しました。草刈、石拾い、輪だちの均し等です。グランドゴルフ場が出来るこ
と強く望みます。 

 今之浦公園・今之浦市有地については、子どもから高齢者まで幅広い層の方が楽しむ憩

いの場となるよう、芝生広場や遊具、遊歩道、イベントステージ、イベント広場のほか、グラウ

ンドゴルフ専用場ではありませんが、グラウンドゴルフができる広場の整備をしていく考えで

す。 

3 4 

今之浦公園 
・遊覧船：春・夏、有料でドリンク・スイーツ・茶菓子付 週末、金・土・日 南は桜、北は鯉のぼり、川沿いにぼんぼり 
を灯す。 

・ツリー：クリスマスにはイルミネーションが点灯 
・木製観覧車：全高３ｍくらい、ぬいぐるみが乗っている 
・本の家：絵本・雑誌が読み放題 パウダールーム、授乳＆おむつ替えができる。 
・公園の数箇所に等身大の動物のオブジェ リス・ヤギ・アヒル 
・入り口：公園入り口でくまさんがお出迎え ＊暗くなると室内が点灯する 
・プロ指導の元、ＳＮＳや広報でＤＹＩ好きな人を募って協力してもらう（資材・工具を持ち寄っての参加も可） 
今之浦市有地 
・2月：雪祭り、12月：クリスマス、10 月：ハロウィン、ログハウスを立ててチキン･ソーセージ等を販売、7･8 月：陣取り 
合戦、水鉄砲で攻めあう 

・ダンボールをソリ代わりにして滑り降りて楽しむ 

   

今之浦公園については、利用者の安全性等も考慮し、樹木の間伐や剪定、刈り込みを行

うとともに、遊具の再整備を考えていますが、現時点で木製の観覧車や本の家を整備する考

えはありません。 

今之浦市有地については、今まで通り、イベントにも活用できるようにしていく考えですので、

市民の皆さんの創意工夫により有効活用していただくことを期待します。 

 いただいたご意見は、今後の具体的な検討の際に参考とさせていただきます。 

6 10 

今之浦市有地  
野菜工場を誘致して、県立磐田農業高校及び農林大学校の研究、研修機関の一環として活用すると共に、そこで生産された
野菜等で朝市も行う。  
補足事項  
 上記施設構築に当り下記の処理を行う  
① 商工会議所跡地は住宅用宅地として再開発  
② 中泉交流センター跡地は体育館のみ残し、住宅用宅地として再開発  
③ 交通安全教育センター跡地は住宅用宅地として再開発  
 新しい施設を作っても十分な活用がされずに赤字の垂れ流しになっては元も子もないと思います。公共施設で住民サービス
と言えども「稼げる所はしっかり稼ぐ」事が必要です。その意味でも是非地元住民が使いやすくて、楽しいからついつい行
っちゃう場所 になればと考えております。 

  

今之浦市有地は、今之浦公園も含めて、子どもから高齢者まで多くの市民の方が訪れ、

憩いの場となるよう整備していく考えです。 

 現時点では、今之浦公園・今之浦市有地については、災害時での活用や将来的な更なる

利活用の可能性を考慮し、基本的に建物の整備は考えていないことから、野菜工場を誘致

する考えはありませんが、施設利用者の利便性や産業振興等を考慮し、朝市などとしての利

用については、今後、検討していきます。 

7 13 

２ 今之浦公園・今之浦市有地  
① 左右対岸への架橋 回遊性を高めるために、今之浦公園から左右対岸への架橋があるといいです。あるいは、可能ならば 
現在ある今之浦大橋の中央から今之浦公園に降りていく階段があっても楽しいでしょうね。 

② 既存の階段を活かしたステージ  今は全く活用されていない階段を座席にして、その下のところをステージになるように
して、ちょっとした紙芝居や人形劇、演劇演奏など演じる方も見る方も楽しめる空間にする。これはお金があまりかから
ず、効果は大きいと思います。水の影響がないところに電源コンセントを設置する必要があります。 

③ カヌーなど水遊びできる場にカヌーや小舟など浮かべて遊べるように、乗り降りしやすい浮き桟橋やちょっとした桟橋が
あるといいと思います。水への関心と、川の浄化への関心が高まると思います。 

④ 遊歩道の整備 川岸の遊歩道を市民会館跡地やワークピア、八幡宮、国分寺公園、ジュビロード、大池などとつながるよ
うにして、まさに回遊性ある健康的な空間にしてもらえたらと願います。 

⑤ アートイベントの開催  広大な私有地に国内外のアーティストを招き、市民と一緒にインスタレーションを制作してもら
うようなダイナミックなアートイベントを企画すると、ものすごい集客があると思います。それと同時に、隣の今之浦公
園には子供たちのつくった作品をそこかしこに展示します。子供から大人までが楽しめる空間になるでしょう。もちろん、
新たに建設される文化振興センター・市民文化会館跡地の施設も同様に、子供とアートの作品展を同時に開催するものと
します。それが、八幡宮や国分寺公園でも同時に作品展示ができれば、全国的にも注目されるアートイベントになるでし
ょう。 このような活用を視野に入れて、子供を中心にしたコンセプトを貫いてもらいたいと提案いたします。 

  

今之浦公園・今之浦市有地には、全体的に、芝生広場や遊具、遊歩道、グラウンドゴルフ

ができる広場のほか、イベントステージやイベント広場などを整備するとともに、今之浦公園と

今之浦市有地を容易に行き来できるよう歩道橋を整備し、多くの市民の方が楽しめる場とし

ていく考えです。 

なお、現時点において、他の公共施設につながるような遊歩道を整備することは、考えて

おりませんが、いただいたご意見は、今後の具体的な検討の際に参考とさせていただきます。

   
 

第４章  導⼊機能・機能のイメージ 【今之浦公園・今之浦市有地】  
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8 16 

今之浦市有地について 
全体を緑地公園にするには面積が足りません。また行きたい公園は相当な整備と目新しい情報が必要である。浜松にある 

様々な公園も単純な内容では人は集まらない。にぎわいという視点では次のように考えます。 
① 都市的文化を享受できる安全で賑わいの都心 
② 徒歩や自転車の快適利用とマイカー依存の減少推進 
③ 地域思考の持続的な経済･企業活動 
④ まちづくりへの市民、住民（自治会）、ＮＰＯの参加と協働 
⑤ 地域の文化・歴史の保全、豊かなインフラの形成 
⑥ いろいろな人を受け入れ、自由に交流できる寛容な地域社会 
 このような条件を達成するには、地域にある様々な資源を生かすことが大切であります。都心部である今之浦地域がまず
重要な魅力的な空間であることが大切であります。それにより都市の賑わい、楽しみが味わえる空間となりましょう。 
拡大効果として経済活動、文化活動を支える人々の移住や交流を盛んにすることが出来ます。人々が自由に集まり、交流で
きるオープンスペースは社会的ストレスを軽減することになりましょう。 
(参考)  
現在の市民文化会館 平成２７年度実績利用者 １０万４２３３人、文化振興センター 同年実績利用者 ７万２６２１人、 中
央図書館 平成２８年度実績 利用者 ２４４，３２９人、会館日数 ２８７日、児童サービス ３，８８４人、諸事業 セミナ
ー ９７人、文学講座２２２人、本のリサイクル２８３４人、映画会 １２４人、子ども読書会など １７６人、展示 ３５，
０６５人、親子ふれあい広場 ３３４人 
今之浦公園について 
児童・高齢者の憩いの場になりましょう。 
安全・防犯の整備がされなくては楽しい公園とはいえません。「まちなか」の公園は緑と水が必要で現在もありますが整備さ
れていません。花も少ないようです。 
現存資源を大切にした緑と水を大きなスケールで展開させたテーマのある公園づくり。 
高齢者も遊べる遊具（有料）がある。 防災避難所も兼ねる施設･広場 
高齢者と児童が交流できる広場がある。 野天集会が出来る。 ベンチがたくさんある。 
今之浦公園 
こどもの国 高齢者の安らぎの場 一日遊べる遊具 ベンチ 水のみ場 水遊び 現場の自然を生かした緑と水のあるテー
マ広場 
今之浦市有地 ビッグ遠州館（仮称 グランシイ磐田＝昔は海だった大遠州灘の歴史） 
新たな文化の創造拠点として、情報、文化が交わり人々が集い、憩い、学ぶ広域住民のオアシス 
図書館 託児室 映像ホール 各種ホール（大・中・小） 会議室（大・中・小） 美術展示ギャラリー 音楽・合唱コン
サート リハーサル室 講演会 発表会 上階展望ロビー（軽食コーナー） 

  

今之浦公園・今之浦市有地については、市民の憩いの場として、子どもから高齢者まで多

くの市民に訪れていただけるよう、芝生広場や遊具、遊歩道、グラウンドゴルフができる広場

のほか、イベントステージやイベント広場を整備し、市民が気軽に楽しめる場としていく考えで

す。 

 今之浦市有地・今之浦公園については、現時点において、基本的に建物を整備する考え

はありません。 

9 19 

・ふるさとウォークを楽しむ    
人の流れを考えて市民にも外から訪れる、人にも魅力あるものにしたい。 

・農協のどっさり市 
・野外ステージ 
・地場産物を生かしたレストラン 
・喫茶室 
・遊びの広場       ＊会の意見をまとめました。 

 今之浦公園・今之浦市有地には、全体的に、芝生広場や遊具、遊歩道、グラウンドゴルフ

ができる広場のほか、イベントステージやイベント広場などを整備し、市民が集い、楽しめる

場、魅力ある場として整備していく考えです。 

 災害時での活用や将来的な更なる利活用の可能性を考慮し、現時点では、建物を整備

する考えはないことから、農協のどっさり市やレストラン、喫茶室を整備することは考えておりま

せん。 

11 22 

今之浦市有地跡は市のマークの形にして芝生・周遊道路を作り周囲に軽自動車が入れるスポットを設け電源・水道を確保
しイベント利用できるようにする。  
軽トラ市やフリーマーケット・Ｂ級グルメ・各種サークルの発表・集まり等に広く活用できるようにしていく。磐田市の地
産品および磐田グルメの発信を定期的に認識されるよう開催する。  
 今之浦公園にはグランドゴルフコース充実して磐田市大会・オープン大会・地区交流戦等定期開催していき、囲むように遊
歩道・磐田市のつつじ・藤の花・はまぼうを充実して磐田の花としてＰＲする場所とする。  
 定期的に各地区割振りで清掃して、みんなで使えるみんなの施設があることを認識して磐田市市民全員の広場として広く活
用して欲しい。 

  

今之浦公園・今之浦市有地には、全体的に芝生広場や遊具、遊歩道、グラウンドゴルフ

ができる広場のほか、イベントステージやイベント広場などを整備していく考えですが、その利

用については、市民の皆さんの創意工夫により有効活用していただくことを期待します。 
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13 27 

 
今之浦公園には防災基地となるような設備は当然ですが、遊びの中でのこども達に防災意識・慣れさせるような遊具･トイレ
なども設置 

 今之浦公園・今之浦市有地には、全体的に、芝生広場や遊具、遊歩道などを整備すると

ともに、イベントステージやイベント広場を確保し、市民が集い、楽しめる場として整備していく

考えです。 

 また、災害時には、一時的な避難の場所等として活用できるよう、オープンスペースを確保

していく考えです。 

 その他いただいたご意見については、今後の具体的な検討の参考とさせていただきます。 

14 29 

 
・市有地は有事等で利用できるので広場の状態でよいと思う 
・公園は樹木が茂って暗いので明るくしたら良いと思う 

 今之浦市有地は、芝生広場や遊具、遊歩道のほか、イベントステージやイベント広場など

を整備するとともに、災害時には、一時的な避難の場所等として活用できるようオープンスペ

ースを確保していく考えです。 

 今之浦公園は、利用者の安全性等を考慮し、樹木の間伐や剪定、刈り込みを行うととも

に、遊具の再整備を考えております。 

15 31 

② 今之浦公園及び市有地の活用案（別紙レイアウト参照） 
コンセプトは市のマスター計画に準ずる。特徴は一体型回遊式公園。新文化センター及び今之浦商業地域を結ぶ 
＊豊田町の新文化会館の内容と比較検討し、特色を明確にする。 
ラフレイアウト説明 
① 自転車、バイク専用駐車場 
② 現在の公園を生かし、より魅力のある憩いの場 
③ 屋外ステージ、ミニコンサート、寸劇、紙芝居、多様に活用する。 
④ メインステージを作り各種イベント実施 
⑤ いつでも時間内使用可能駐車場 
⑥ 回遊式遊歩道として各所に花と休み処があり夜も明るい 
（例）花壇はボランティアグループを募集し、市民で管理  

市は毎年１～２回（市民投票コンテスト実施し表彰する）  
夜の照明等はデザイン良くＬＥＤの自然エネルギー活用 

  

今之浦公園・今之浦市有地については、全体的に、市民の憩いの場として、子どもから高

齢者まで多くの市民に訪れていただけるよう、芝生広場、遊具、遊歩道、グラウンドゴルフが

できる広場のほか、イベントステージやイベント広場を整備し、市民が気軽に楽しめる場として

いく考えです。 

 駐車場については、車での利用を考慮し、駐車場の確保が必要であると考えております。 

 その他いただいたご意見は、今後の具体的な検討の際に参考とさせていただきます。 

16 33 

◆今之浦市有地と今之浦公園  
アウトドアゾーン  
【基本体験】  
キャンプ体験・アウトドア体験・ないところから作り出す工夫ができるサバイバル体験・川遊び・遊具遊び・廃材を使った
秘密基地づくり  
【イベント構築体験】  
ゆきまつりなどのイベント・ちっちゃな野外音楽フェス  
・所属関係なく集まったこども視点のイベントを実現させて、達成感と協調性を体験する。  
・学校が終わった放課後時間を活用して、生きる力を身に着ける実体験で、俯瞰して全体を見る力を養う  
・学校の枠にはまらなくて窮屈な想いを抱くこどもには、ありのままで大丈夫という自己肯定の場。素直な自由発想からの 
能力を伸ばす。  

※ボランティアできるおとなの見守りが必要。主体で動くのはこども。あくまで彼らの自主性を伸ばすのが目的（シルバー 
世代の活用・子育て世代の空き時間の協力）  

※スポーツメーカーやその他企業の CSR（社会責任・貢献）としての協力も必要  ※企画をリードしてくれるファシリテー 
ター的な人材が必要  

  

今之浦公園・今之浦市有地は、全体的に、芝生広場や遊具、遊歩道、グラウンドゴルフが

できる広場のほか、イベントステージやイベント広場などを整備し、子どもから高齢者までの多

くの方が一日楽しく過ごすことができる場としていきたいと考えます。 

 なお、近隣に住居等がありますので、キャンプ場などを整備することは考えておりません。 
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17 35 

地元選手出場のオリンピックやジュビロ磐田の試合をパブリックビューイングできる大型ビジョン付の屋外ステージを設け
ると共にそれを中心とした芝生またはコンクリートの広場を設けて欲しい。  
ステージはその他に地元クラブ、地元の中高生による演劇や演奏会（軽トラ市などのイベントと連動した）や２０１６年リ
オ五輪後の水谷、伊藤両選手のパレードを行ったように最終終着点としてインタビューや表彰、またジュビロ磐田のキャン
プ出発式などに活用していただけるようにすればいいのではないか。  
これだけイベントやスポーツが盛んな地において町の中心地に大きな広場が無いと言うのは寂しい上に、パレードなどの出
発、終点を磐田市役所で行うというのはあまりにも悲しい。   
警備、維持費の問題で大型ビジョンを常時設置というのは難しいのかもしれないがアミューズ豊田のような多目的ステージ
を作り、イベント時に役立てて欲しい。 

  

今之浦市有地は、イベントステージやイベント広場などを整備し、多くの方に利用していた

だくとともに、多くの方が集い、交流し、楽しんでいただくよう整備していく考えです。 

 なお、大型ビジョンについては、ご指摘の通り、警備、維持費等の問題から常設は難しいと

考えます。 

19 38 

今後について  
・今之浦公園の立地条件は大変興味があるのでそれを生かした設計を期待しています（河川に挟まれた立地、南に位置する 
橋からの眺望）。  
・誰でも日常的に使用可能な設備整備の工夫を期待します。外国の方が広場でサッカーをしていました。子どもの使用にも 
同様のことがいえるが、スタジアムなどに設備化すると、手続き等の影響で使用のハードルが上がるのではと感じました。

（例：パブリックな卓球台、オセロ台など） 
・文化芸術の継承発信が拠点施設にとどまることなく、資料 P.3 の位置図ほどの範囲で展開できる整備を期待しています。  
・子どもの外遊びの種類の貧困化が進んでいます。複合遊具に頼らず、子どもにとって豊富な利用展開がのぞめる整備を期 
待します（川の近くで火が使える、凧あげがしやすい、魚が釣れるなど）。 

  

今之浦公園・今之浦市有地については、市民の憩いの場として、子どもから高齢者まで多

くの市民に訪れていただけるよう、芝生広場や遊具、遊歩道、グラウンドゴルフができる広場

のほか、イベントステージやイベント広場などを整備し、市民が気軽に楽しめる場としていく考

えです。 

20 40 

 
提案の中にありました市有地と今之浦公園の間に橋を架ける等一体感をもたせることは良いと思います。それに加え三角州
の部分を京都の鴨川デルタのように両岸とつなぐほうがなお可能性が広がるのではないでしょうか。 市有地に関してはデー
タ上駐車場としての利用がメインとなっていますのであまり細かく整備せず駐車場としても利用できるような広場としてお
くのが良いかと思います。 かぶと塚公園がスポーツの公園、国分寺公園が文化の公園とするなら今之浦は自然と触れ合える
公園といったような差別化をはかることも一つの手だと思います。  

 今之浦公園・今之浦市有地には、容易に行き来できるよう歩道橋を整備することを考えて

おります。 

今之浦市有地は、芝生広場や遊具、遊歩道のほか、イベントステージやイベント広場など

を整備するとともに、災害時には、一時的な避難の場所等として活用できるようオープンスペ

ースを確保していく考えです。  

その他いただいたご意見については、今後の具体的な検討の参考とさせていただきます。 

22 45 

そこで市有地と今之浦公園との周遊性で絞りました。 
その距離感を歩く事で賑わいの創出やまちの活性化の拠点となるイメージが湧かなかったのでそれに関してもいい意見はな
かったように思えます。 
利活用利用方針(案)の写真のエリア設定ではなく、もう少し引いて、駅前から今之浦公園までのエリア設定の方がイメージ
が湧きやすいです。 
農高の位置が気になりますが、駅→ジュビロード→文化会館跡地、というアプローチを含めて考えた方がまちの賑わい創出
につながるのではないかと思いました。 
個人的な意見としては、今之浦公園は現状維持(細かい状況が分からない為修繕は必要かもしれませんが)で市有地と跡地に
関しては南池袋公園のようなシステムがいいと思います。htt://business.nikkeib.co.'/atclh/NBO/mirakoto/cit/hvol15/ 
システムとランドスケープの設計は絶対条件です。行政主導の公園設計は NG です。基本的に公民(学)連携で自立可能な施設
運営が必須だと思っています。 
あとこの基本方針を検討するのは文化振興課だけでなく、都市計画課、商工観光課、広報公聴・CP 課等々も含めて検討する
べきだと思います。 

  

利活用基本方針については、副市長をトップに企画部、自治市民部、産業部、建設部の

部課長等で構成する磐田市市民文化会館跡地等利用検討委員会を立ち上げ、部局横断

的に検討しています。 

 今之浦公園については、樹木の間伐や剪定、刈り込みを行うほか、遊具や駐車場の再整

備を考えております。 

 南池袋公園については、今後の具体的な検討の際に参考とさせていただきます。 

23 48 

 
今之浦の市有地は、現状のままとし、幼老コラボ館（仮称）のため一部駐車場としたい。  今之浦市有地は、芝生広場や遊具、遊歩道のほか、イベントステージやイベント広場など

を整備するとともに、災害時には、一時的な避難の場所等として活用できるようオープンスペ

ースを確保していく考えです。 
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24 51 

 
今之浦市有地利用 
公園化に賛成ですが内に磐田市が生んだ作家「中根金作」記念庭園と茶室を作って文化の香り高い場所としてほしい。 

 今之浦公園・今之浦市有地については、全体的に、芝生広場や遊具、遊歩道、グラウンド

ゴルフができる広場のほか、イベントステージやイベント広場などを整備していくことを考えて

おりますが、現時点において、茶室や特定の目的に沿った記念庭園的な整備は考えており

ません。 

26 54 

(3) 今之浦市有地の活用 
・今之浦市有地は、大規模地震災害時の災害対策拠点場所として、オープンスペースを確保する。 
・今之浦市有地は、いわた雪まつり等のイベントに利活用できるように、現状を確保する。 
・今之浦市有地と今之浦公園とを結ぶ、沈下橋を設置する。交流が容易にできるようにする。 
(現在の見学場所は確保し、堤防上部のつり橋は止める。より親水意識を高める為に沈下橋を設置) 
(4) 今之浦公園の有効活用について    
・今之浦公園を、多くの人に、利用してもらうために、下記改修を希望します。 
①特に、保育園児等が、公園を利用する際に、道路の安全歩行を確保する。 
・朝日住宅(株)横、と船場の横、2ヶ所に横断歩道を設置する。 
②今之浦公園の駐車場を拡張し、多くの方に利用してもらう。   
・現在の駐車場は、20台。駐車場の南側の盛り土を撤去し、駐車場を拡張する。最低 40台。 
・公園は北側に盛り土があり、内部の遊戯場等が見えない。防犯上も内部可視化が必要。  
・盛り土を撤去し、駐車場を拡張し、跡地には、花壇を整備。植樹は撤去する。 
③今之浦公園の遊戯施設を追加し、多くの子供(未就学児)に遊び場を提供する。 
・現在の遊戯施設の北側の盛り土を撤去し、未就学児用の地上遊具を、追加新設する。 
④今之浦公園のトイレを綺麗にし、明るい環境を確保する。 
・トイレは和式を洋式にし、男女区別をし、駐車場近くに設置する。 
⑤今之浦公園内の噴水、芝生のある遊び場、休憩場所は、現状を確保する、(別紙 2枚添付) 
・完成記念碑、文学碑、噴水設備と川、入ロ記念碑は、現状を継続する。 
・北側、盛り土は撤去し、見通しを良くし、撤去した土は、南側広場全体の嵩上げに利用する。 
今之浦公園の有効活用 
① 公園の駐車場を改修 
・駐車場：現状２０台  
・南側の盛り土を撤去し駐車場を拡張する。(最低、40台を確保)  
・内部遊戯場の可視化必要  
・盛り土撤去、花壇を設置  
・撤去した土で南側広場を嵩上げ。 
②北側盛り土を撤去し、遊具を追加する。 
・22世紀岡公園の地上遊具(未就学児用)新設 
③トイレの改修 
・トイレ環境を整備し、明るく、綺麗にする。 ・トイレは和式を洋式に改修する。  
・女子、男子トイレを区分する。  
・駐車場の近くに設置する。 ・周辺の植樹は大幅撤去 
④休憩、遊び場の確保 
・芝生のある遊び場を確保する。 ・休憩場所(現状)を確保  
・北側全域の盛り土撤去。花壇を整備する ・盛り土は、南側広場全体の嵩上げに利用  
・杉等は、撤去し、広葉樹は東西に移植 ・植樹は、花の咲く木(木蓮・桜等)を植える。 

  

今之浦公園・今之浦市有地については、全体的に、芝生広場や遊具、遊歩道、グラウンド

ゴルフができる広場のほか、イベントステージやイベント広場などを整備し、市民が気軽に楽し

める場としていく考えです。 

 今之浦公園・今之浦市有地を容易に行き来ができるよう歩道橋を整備するほか、今之浦

公園の老朽化した遊具や駐車場、トイレを再整備していくことを考えております。 

 今之浦市有地については、災害時には、一時的な避難の場所等として活用できるよう、オ

ープンスペースを確保していく考えです。 

 その他いただいたご意見は、今後の具体的な検討の際に参考とさせていただきます。 

27 56 

 
案として農高の特色を生かして一部を観光農園公園など人が集まる施設が考えられないか。県と協議出来るといいのだが。  今之浦市有地は、芝生広場や遊具、遊歩道のほか、イベントステージやイベント広場など

を整備し、市民が集い、楽しめる場として整備していく考えです。 

 現時点において、観光農園のような、常時維持・管理を行う人が必要となるような整備は

考えておりません。 
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意見
者№ 

意見
№ 意 見 内 容 本 市 の 考 え 方 

28 58 

・今之浦市有地等の跡地利用について 
・親となり、子供を連れ久々に今之浦公園へ行きました。当時と変わらない風景が少し嬉しかったです。老朽化が進んでい 
る施設もあり、これを機に直して頂ければと思います。 

・この今之浦公園と市有地とを合わせた回遊性があればと思います。 
・ちょっとしたカフェなどの施設が併設されていると良いと思います。(P-PFＩの活用など) 
・ただ、市有地はイベント時の駐車揚として停めさせて頂いたことがあり、公園的利用ばかりでは、駐車場が無くて困る時 
があるかもしれないと思います。 

・スケートボードなどストリートスポーツがオリンピックの競技になったことから、こういった場の提供も市内にあっても 
良いかなと思います。駅周辺などの禁止場所での活動も減るかもしれません。 いち市民として、とりとめもなく書かせ
て頂きました。よろしくお願い致します。 

 今之浦公園・今之浦市有地については、全体的に芝生広場や遊具、遊歩道、グラウンドゴ

ルフができる広場のほか、イベントステージやイベント広場などを整備するとともに、容易に行

き来できるよう歩道橋を整備していく考えです。  

 また、災害時での活用等を考慮し、現時点において、基本的に建物を整備する考えはあり

ません。 

 駐車場については、車での利用を考慮し、駐車台数の拡大が必要であると考えておりま

す。 

29 60 

・子供たちが安心して遊べる公園、休日に親子(三世代)で来たり、市内外の幼稚園や保育園が遠足で訪れることができる「子 
供に特化した公園」の設置が有益であると考える。そこで差別化が図れ、市内外へ磐田市のメッセージ発信ができるので 
はないか。 

・また、子育てしやすい環境(医療費補助、待機児童等)に魅力を感じる世代の市内への移転が進み、人口減少問題にも一定 
寄与することができるのではないかと考える。②磐田駅から磐田新駅までの動線を踏まえたプラン作り 

・施設単体で考えるのではなく、磐田新駅が開業する予定であることを踏まえ、商店街の活性化も踏まえたプランが必要だ 
と考える。 

・上記①にも記載したが「用事がないから行く場所≒用事がなくても行きたい場所」という視点で見ると、施設単体で考え 
ても人の流れができず市内の活性化への寄与が減少すると思われる。磐田駅からジュビロード商店街を通り、コンベンシ 
ョン施設(文化会館跡地利用)や商業施設(アピタ)ヘアクセスし、上記①の公園へ行くことで人の流れ(徒歩)ができる。逆 
に磐田新駅を起点とすると、ヤマハスタジアムや城山球場と言ったスポーツ施設からのアクセスとなる。 

・磐田駅を起点とすると、ジュビロード商店街を通り買い物をした後に、午前中は上記①の公園で体を使って遊んだり、コ 
ンベンション施設(文化会館跡地)で文化に触れあい、午後はサッカーやラグビー観戦をして磐田新駅から帰路に就く…そ 
んな形で人の流れを創出することができる。「人の流れ」はまちのにぎわいに直結するものであり、その中心に位置する施 
設としての役割・機能発揮が期待されるのではないかと考える。 

  

今之浦公園・今之浦市有地については、全体的に、市民の憩いの場として、子どもから高

齢者まで多くの市民が訪れていただけるよう、芝生広場や遊具、遊歩道のほかイベントステ

ージやイベント広場を整備し、子どもたちが安全・安心に遊べ、高齢者など多くの人が楽しむ

憩いの場としていきたいと考えます。  その他いただいた意見についても、今後の具体的な

検討の際に参考とさせていただきます。 

30 62 

2.今之浦公園・今之浦市有地 
p.10:公園・広場・緑地機能の機能イメージにある高校生からの提案のトイレが可愛らしく思いました。若者の意見を取り
入れる、磐田市のイメージキャラクターしっぺいを起用した建物を設置する点でよいと思いました。しかしながら、子供
たちがトイレで遊びかねないので、しっぺいのデザインにした遊具としての小屋が好ましいと思いました。トイレは、清
潔感があり、子供から高齢者まで使いやすいバリアフリーが求められると思います。 

3 月下旬に土地の下見とともに花見をしました。天気の良い日に、レジャーシートを敷いて過ごす親子連れがいました。噴水
や花木の自然景観を維持するとともに、四阿のようなベンチが整備されるとゆったり使いやすくなると思いました。 

 今之浦公園・今之浦市有地については、全体的に、芝生広場や遊具、遊歩道、グラウンド

ゴルフができる広場のほか、イベントステージやイベント広場などを整備し、市民が気軽に楽し

める場としていく考えです。 

 トイレについては、再度、高校生の意見等を聞きながら整備していく考えです。 

 その他いただいたご意見は、今後の具体的な検討の際に参考とさせていただきます。 

31 66 

「今之浦公園」：休憩＆アスレチックエリア 
・カフェ誘致(スターバックスコーヒー等)、遊具 
ターゲット→磐田市民：老若男女 
↑↑↑機能を分けても今之浦川に掛ける歩道橋で行き来が可能↓↓↓ 
「今之浦市有地」：屋外スポーツ・イベント&災害時避難拠点エリア 
・屋外スポーツ(グラウンドゴルフ、ウォーキング、ジョギング) 
・屋外イベント(クライミングウォール大会、映画祭、B級グルメ大会、音楽フェス) 
仮設物で実現可能。 ターゲット→磐田市民、市外・西部エリア外・県外からの人:老若男女 
・災害時避難拠点(仮設住宅建設場所、ドクターヘリ離着陸場所)   
★参考イメージ図４枚有 

 今之浦公園・今之浦市有地については、全体的に、芝生広場や遊具、遊歩道、グラウンド

ゴルフができる広場のほか、イベントステージやイベント広場などを整備し、建物の整備は考

えておりません。 

 災害時の活用については、磐田市防災計画の中で検討していきますが、災害時の一時的

な避難の場所等となるようオープンスペースを確保していく考えです。 

 その他いただいたご意見は、今後の具体的な検討の際に参考とさせていただきます。 

32 67 

今之浦市有地・今之浦公園 
■基本方針として定められている「人を育む拠点、交流・憩いの拠点、にぎわい・まちの活性化への拠点づくり」の中で、
求められている機能とは異なりますが… 
別案の提案として 
・市の施設(小学校、消防署、球場等)の移転集約（上記の移転をする事で、玉突きでの移転が可能） 
・県立高校(南・北・西・農業)の移転集約（築年数が 40年以上経過しているため、統廃合を含めた移転検討） 

 今之浦市有地・今之浦公園については、災害時での活用や将来的な更なる利活用の可

能性を考慮し、小学校、消防署、球場等の建物を整備することは考えておりません。 

 また、県立高校については、市の所管ではありませんが、県の長期計画において市内高校

の改変は予定されておりません。 
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意見
者№ 

意見
№ 意 見 内 容 本 市 の 考 え 方 

55 91 

〔現今之浦公園について〕 
・北側に付設されている駐車場は廃止し、現市有地にまとめる。公園利用客以外の駐車が多い。子どもたちが車に戻る際、 
公園から飛び出してくる。 

・遊具は最小限に留め、高齢者がくつろげる緑の多い公園とする。 
・季節の花が楽しめる樹木を中心に植栽する。 
・中川や加茂川を活かした水辺の公園とする。 
・説明版は立て看板ではなく、板面を斜めにした低いものとして景観に配慮する。 
・現在ある石碑やモニュメントは活用する。 
〔今之浦市有地について〕 
・今之浦公園と安全に行き来できる方策を講じる。 
・各種イベントが開催できる空間として確保しつつ、日頃は健康づくりを意識した場づくりを行う。 
・距離を表示したウォーキングコースの設定 
 例えばコースを見付宿に見立て、コース上に施設の表示や説明板を埋め込む。今之浦公園と一体となったコース設定も 
考える。 

・簡単な運動ができる器具の設置 

 

今之浦公園・今之浦市有地については、全体的に、芝生広場や遊具、遊歩道、グラウンド

ゴルフができる広場のほか、イベントステージやイベント広場、健康遊具などを整備していく考

えです。 

 容易に行き来ができるよう歩道橋を整備するほか、今之浦公園の老朽化した遊具や駐車

場を再整備していくことを考えております。 

 その他いただいたご意見は、今後の具体的な検討の際に参考とさせていただきます。 

83 120 ・公園には、桃・桜 大きく成長できる木々を植えてほしい  いただいたご意見につきましては、今後の具体的な検討の際に参考とさせていただきます。

100 139 

 
今之浦公園 
親水公園を作り駐車場を確保してほしい。防災の拠点となってほしい。 

 今之浦公園の利用者の安全性等を考慮し、樹木の間伐や剪定、刈り込みを行うとともに、

遊具の再整備を考えております。 

 今之浦公園・今之浦市有地を容易に行き来できるよう歩道橋を整備するとともに、双方に

駐車場を整備していく考えです。 

 災害時には、一時的な避難の場所等として活用できるようオープンスペースを確保していく

考えです。 

105 145 今之浦川の利用は水もきれいになっているし、活用できるように（例：ボートを浮かべて楽しめるように）  いただいたご意見につきましては、今後の具体的な検討の際に参考とさせていただきます。

107 148 

 
パブリックビューイングの設置。野外ステージの設置。 ミニグラウンド設置してフットサル、テニス等のスポーツが楽し
めるようにする。 

 今之浦公園・今之浦市有地には、全体的に、芝生広場や遊具、遊歩道、グラウンドゴルフ

ができる広場のほか、イベントステージやイベント広場などを整備し、子どもから高齢者まで多

くの人が気軽に楽しむ場としていく考えです。 

 今之浦公園・今之浦市有地の利用の仕方については、パブリックビューイングも含め、多種

多様な方法が想定されますので、今後の検討の中で整理していきます。 

108 150 

 
空地は緑の多い公園に憩いの広場としての活用。  今之浦公園・今之浦市有地については、全体的に、芝生広場や遊具、遊歩道、グラウンド

ゴルフができる広場のほか、イベントステージやイベント広場などを整備し、市民が気軽に楽し

める場としていく考えです。 

110 153 今之浦市有地 今之浦市有地については屋外イベント（規模の大きな）が催せる様に整備する。 
 今之浦市有地には、イベントステージやイベント広場などを整備し、今まで通り、イベントにも

活用できるようにしていく考えです。 
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111 155 

 
今之浦は多目的に色々やれる場所又、駐車場が常に使用できるといいと思います。  今之浦公園・今之浦市有地には、全体的に、芝生広場や遊具、遊歩道、グラウンドゴルフ

ができる広場のほか、イベントステージやイベント広場などを整備し、市民が集い、楽しめる場

として整備していく考えです。 

 駐車場については、車での利用を考慮し、駐車場の確保が必要であると考えております。 

114 159 

 
今之浦市有地について（公園も） 
催し物がある時には駐車する際にもう少しきれいに整備された方がよい。公園との連結を良くし行き来しやすく明るい雰
囲気に。公園には本格的なアスレチックや遊具を整備し池や周りの小川などをきれいにしていく。公園に付随している駐
車場も花壇をもう少し低くし見通しがよければと思います。 

 今之浦公園・今之浦市有地は、歩道橋でつなぎ、容易に行き来できるようにする考えで

す。 

 今之浦公園は、利用者の安全性等を考慮し、樹木の間伐や剪定、刈り込みを行うととも

に、遊具や駐車場の再整備を考えております。 

 今之浦市有地は、芝生広場やイベントステージ、イベント広場、駐車場などを整備する考え

です。 

118 164 来るべく大地震に備え空間地確保しておくことも必要だ。 
 今之浦市有地については、災害時には、一時的な避難の場所等として活用できるよう、オ

ープンスペースを確保していく考えです。 

125 175 

市民文化会館跡地&今之浦市有地&今之浦公園の 3 か所について移動導線を考えると市有地と公園との関連性(駐車場含む)と
市民文化会館跡地の 2面法が良いのではないでしょうか? 
１、野外ライブの出来る会場の設置、理由はつま恋の会場廃止、西部地区では開催地なしの状態。勿論、ヤマハさんのスポ 
ンサー企業は欠かせない。むしろ、会場ネームを磐田市ヤマハ会館では如何でしょうか 

２、遊園地案 
  設備の増強、改良例えば滑り台など西部地区最長にする。磐田市民ならず近隣市からもお客を呼び込む 
３、イコール、磐田市の商店街等も金、土、日、と出店計画も出来、人材確保と「いわた食」の発明に繋がっていくのでは 
ないでしょうか? 

もっと地城の財産である、ジュビロのサッカー・ラグビーの活用を期待します。又、地域での「おおくすのき杯」などは？ 
ギャラリー目線で計画、立案を重ねてお願いします、 

 今之浦公園、今之浦市有地には、芝生広場や遊具、遊歩道、グラウンドゴルフができる広

場のほか、イベントステージやイベント広場などを整備し、イベントなどの開催を通して、子ども

から高齢者まで多くの方が集い、楽しむ場としていきたいと考えます。 

 なお、近隣に住居等がありますので、野外ライブ会場としての利用は配慮が必要であると考

えております。また、遊具については、幼児の使用も考慮しながら、いただいたご意見を参考

に検討していきます。 

127 177 

今之浦公園と市有地の利用について 
今回の市の方針に対しては従来今之浦地区自治会として、今之浦公園の可視化と今之浦市有地の有効利用については市政懇
談会で何度か提案要望をしてきたことから、まことに喜ばしい施策と思います。市有地の利活については、防災並びに広い
駐車スペースとしての現在の在り方はそれなりに評価できますが、市中心部における利用としては提案の公園化は基本的に
賛成です。現在の今之浦公園の樹木はほぼ 40 年の経過から成長して豊かな緑となっています。特に西側のせせらぎのある空
間は、夏には涼感、秋には見事な紅葉を見せています。この景色を大切にしながら、いくつかの要望をいたします。 
１、現公園内の全体的な嵩上げを、周りの築山からの影響か常に湿った状態である。 
２、築山とされている北側は削り見通しの良い公園とする。 
３、噴水については噴水は残し、池を拡張し親水の場とする。 
４、流れは従来のものを少し拡張してここも親水遊び場として。 
５、西側樹木は大切にする。 
６、遊具施設は子供が楽しめるものを設置する。抽象的だが(動かせるもの・動くもの・子供が操れるもの) 
７、広場は広場として利用。(スポーツ・キャンプ・その他) 
今之浦市有地について 
１、駐車場として 200 台以上の確保し、あとは緑地帯広場として設ける。 
２、樹木については中心部には植えない。他についてはほぼ提案イメージに賛成, 
今之浦川との関連 
１、現公園と市有地をつなぐ歩道橋の設置を、視覚的には(つり橋)が魅力的である。 
２、川の清流美化対策（川の土砂等の撤去)水辺遊び、ボート・カヌーなどの利用。 
周辺整備 
１、現公園及び市有地利用の道路整備と車等の入り口・出口の利便良い方策を。 
２、都市公園としての魅力は買い物食事等の所在は重要、商業施設アピタとの関連も重要。アピタに求めるものも検討の要。 

  

今之浦公園の利用者の安全性等を考慮し、樹木の間伐や剪定、刈り込みを行うとともに、

遊具の再整備を考えております。 

 今之浦公園・今之浦市有地については、全体的に、芝生広場や遊具、遊歩道、グラウンド

ゴルフができる広場のほか、イベントステージやイベント広場などを整備するとともに、容易に

行き来できるよう歩道橋を整備し、駐車場についても整備していく考えです。 

 その他いただいたご意見は、今後の具体的な検討の際に参考とさせていただきます。 
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128 179 

 
・今之浦公園の整備をするにあたっては、駐車揚としての利用が想定される今之浦市有地との往来しやすいように歩道(橋) 
の設置をお願いしたい。 

 今之浦公園・今之浦市有地には、容易に行き来できるよう歩道橋を整備することを考えて

おります。 

 駐車場については、車での利用を考慮し、駐車場の整備を考えております。 

130 181 

 
・文化会館と公園が隣接した作りを希望する。(駐車場利用が相互に可能)   
・キャンプ場   
・サッカーグランド(有料)   
・フットサルコート(人工芝)   
・テニスコート 
運動場、小規模のイベントスペース等   
※町の中心地に近いため、磐田市全体が活性化されるよう有効活用していただきたい。 

 今之浦公園・今之浦市有地については、全体的に、芝生広場や、遊具、遊歩道のほか、イ

ベントステージやイベント広場を整備し、子どもから高齢者まで多くの市民が１日を楽しく過ご

せる場としていきたいと考えます。また、文化会館跡地については、コンベンション施設・会議

室を整備するほか、展示室を整備する考えです。 

 文化会館と公園を隣接した作りとすることや市内のスポーツ施設の整備状況から、現時点

では、キャンプ場、サッカーグラウンド、テニスコートを整備することは、考えておりません。 

134 188 

今之浦市有地等 
② 今之浦川に歩道橋を架けることは大賛成です。 
③ 既設の今之浦公園の大きくなってしまった樹木は思いきって伐採し、ゆったりと林内を歩けるようにしたい。 
④ 今之浦市有地は全体に盛土をし、真ん中を小高くし全面を芝生地にしたい。 
⑤ 外周の四辺の内三辺にはアスレチックの難なもの易なもの、健康遊具を設置したい。 
⑥ 残りの一辺には駐車場を整備したい。 
⑦ 公園施設としてトイレと四阿と木陰は必須です。トイレは数を多くし、イベント・災害時にも備えたい。四阿は４隅と 
 丘の上に設置したい。 

 今之浦公園の利用者の安全性等を考慮し、樹木の間伐や剪定、刈り込みを行うとともに、

遊具の再整備を考えております。 

 今之浦公園・今之浦市有地を容易に行き来できるよう歩道橋を整備するとともに、双方に

駐車場を整備していく考えです。 

 その他いただいたご意見は、今後の具体的な検討の際に参考とさせていただきます。 

135 190 

今之浦市有地について 
１．動物ふれあい広場(動物に触れる機会・里親探し) 
 市民と保健所に保護されている動物たちが触れ合える、ドックランのような空間を公園内に作って欲しいです。 
・住宅や家族構成事情で動物に触れ合う機会が少ない人達が楽しめる、癒される機会の提供 
・捨てられたペットや保護された動物たちがアダプトされ、再び家と愛情を手に入れるチャンス 
・動物たちの健康促進_保健所の檻から出て、太陽の下で走り回る場所 
２．屋外アートの設置 
 市民への公募＝磐田市民への芸術支援(制作費支給、または買取) 
 有名アーティスト作品＝アート好きが近隣や他県からも見に来る場所に 
＊上記の 2点「動物愛護」と「芸術支援」は多くの共感・賞賛を得る分野であり、磐田市の評価を上げ、先進していく市と 
 して話題性を高める大きな PR 効果があると思います。 
３．文化会館跡地と繋がる素敵な道 
 ２拠点が子供だけでも安全に徒歩で移動できる通路だと最高ですが、行き方を明確に、楽しく表示した道しるべが欲しい 
です。 

【別途、提案書あり】 

  

今之浦市有地は、芝生広場や遊具、遊歩道のほか、イベントステージやイベント広場など

を整備し、市民が集い、楽しめる場として整備していく考えです。 

 通路については、まずは、施設整備を優先し、通路の整備は考えていませんが、利用者の

利便性を考慮し、道しるべ・サインについては、検討していきたいと考えております。 

 その他いただいたご意見については、今後の検討の際に参考とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

137 193 

◎今之浦市有地等の跡地利用について 
今でも、月に数回子供と遊びに利用し自分が子供のころから遊びに来ていた場所ですので、今之浦公園・今之浦市有地を水
と緑を一体としたうるおいのある公園として市民が気軽に集い、楽しめる交流の場となるようにしていただきたいです。市
民が誇れる公園としてシンボル的な遊具や水と緑に囲まれた公園と一体的となったカフェなど併設して、一日を楽しく過ご
すことができる空間を作ることで、新たな魅力が創出可能ではないかと思います。 
持続的に、市民の憩い・交流の場として集まり利用される場であるためにも、民間の力を活用する仕組みを作ることで、多
様化、高度化する市民ニーズに適切な対応や効率的・効果的な市民サービス提供を図り民間事業者等の新たな事業機会の創
出を図ることで、市にとっても、住民への行政サービスの質の向上や財政健全化に寄与する取組みにも繋がると思うので、
是非ご検討して頂きたいです。 
官民連携事業(PPP)で民間への公共空間の利活用や民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進を図る(PFI)など民間
事業者等からの自由な発案・提案を活用しながら、磐田市の持続可能なまちとなり、安全・安心な暮らしやすい魅力あるま
ちにしてください。 

  

今之浦市有地には、今之浦公園も含めて、芝生広場や遊具、遊歩道、グラウンドゴルフが

できる広場のほか、イベントステージやイベント広場などを整備し、市民が気軽に集い、楽しめ

る交流の場としていくことを考えております。 

 今之浦市有地・今之浦公園については、災害時の活用や将来的な更なる利活用の可能

性を考慮し、現時点において、建物の整備は考えておりません。 
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138 194 

【異なる年齢の子どもたちが安心して過ごせる場所がほしいと思っています。】 
★おもしろい自転車があり、売店と食事スペースがある遠州浜海浜公園 https:/fwww.enshumada.com/info 
★愛知県赤塚山公園動物、ミニ水族館、水の広場など http;〃www,cit・y,toyokawa.lg.jp1_fakatsukayama-koen.ht,m] 
★子ども未来館ココニコ http:〃www.coeonico.jp/ 
★愛知県鞍ケ池公園 http:〃dokka.iinaa.net〆contents/mikawalkuragakke.html 
 
磐田市民文化会館跡地及び今之浦市有地等利活用基本方針(案)についての企画書目的   
健康寿命の向上→目的を持って、継続して、体を動かす。   
異年齢の融合→同じ施設に異年齢が集まることで、世代間の理解を深める。   
市民の憩いの場作り→1日中利用者が絶えない施設にする。 
方法  仮想通貨『しっぺい(Pay)』を集める  集めた『しっぺい(Pay)』を使う   
※施設を利用する度にしっぺい(Pay)がポイントとしてもらえる  
朝:メインは高齢者   
○ラジオ体操→そのまま１日施設を利用  ○トラックでウォーキング  ○体力測定  ○文化的ワークショップ   
○乳幼児向け三輪車コースを設定(10 時～13時など)   
昼:メインは幼児・小学生○親子・幼児教室→幼児期やる気のべ一ス作り   
○宿題教室→年収による教育格差の是正  ○体力測定→例えば「1 分間縄銚び」など週替わりでイベントを取入れる夜:メ
インは学生・働き世代 ○体力測定  ○文化的ワークショップ→着付け・お花・英会話など  ○トラックでマラソン 
○ヘディススクール  ○中高生向け学習室  ○カフェでイベント→若者の交流・婚活になるかも 
《しっぺい(Pay)を使う》   
○カフェ&展示コーナー  ポイントによって食事が割引される。コーヒーサービス。 
朝:ラジオ体操の後モーニングを食べる→孤食の減少   
昼:子育てママにとってコーヒーサービスはうれしい特典   
夜:食事をしながらディベート型のワークショップ・婚活イベントなど→街作りは人作り 
○カジノ〔大人のみ〕しっぺいを使ってルーレットができる。 ○脳トレ ○引きこもりの予防  
○コミュニケーションの活発化 
★他市の例神戸市が 2015 年「カジノ型デイサービス」を規制→ギャンブル依存症を作ってしまうのではという意見もあり。 
※制限を設けたらいいのでは。○TV ゲーム定期的に TV ゲーム大会を開く→今の時代、子どもと TV ゲームを切り離すのは難
しい。ならば TV ゲームを利用してコミユニケーションの場を作ってみたらいいのでは。お家でゲ一ムばかりやっている子を
外に出す事がねらい。低年齢の子にはポイントで当たりくじが引けるなども取り入れたいさらに・・・１年に１回体力測定
記録会を行い、年齢別に記録賞を公表する。→体力作りに目標を持つ・同じ施設を利用している人が交流を持つ 

  

今之浦市有地には、今之浦公園も含めて、芝生広場や遊具、遊歩道、グラウンドゴルフが

できる広場のほか、イベントステージやイベント広場などを整備していくことを考えております。

他自治体の公園等の事例については、今後の具体的な検討の際に参考とさせていただきま

す。 

139 196 

 
・今之浦市有地は、屋外イベント会場としての機能と設備を充実させ、屋外音楽ライブやスポーツイベントなど多目的に行 
えるイベント会場とする。 

 今之浦市有地には、イベントステージやイベント広場などを整備ししていくことを考えておりま

すが、その利用については、市民の皆さんの創意工夫により有効活用していただくことを期待

します。 

 近隣に住居等がありますので、屋外音楽ライブやスポーツイベントなどをおこなうには、十分

な配慮が必要と考えます。 

140 197 

 
１．公園内へのカフェ等の整備 
公園整備にあたって Park-PFI を活用したカフェ等の整備が最近、盛んに行われています。本市でも賑わいや交流、憩いの機
能として、カフェ等の飲食店やサイクルステーション等の整備も期待したいです。 

 今之浦市有地・今之浦公園については、災害時の活用や将来的な更なる利活用の可能

性を考慮し、、現時点において、建物の整備は考えておりませんが、施設利用者の利便性や

産業振興の観点から、移動販売車による販売、朝市、軽トラ市などでの利用については、検

討していきます。 

141 200 
スポーツ発信基地  例:フットサル場等 
本提案ではこの魅力を活かし子供の運動、スポーツの機会や誰でも気軽に運動できる場の提供、各チームの PR やスポーツ教
室を通してのトップレベルの体感の提供を目指す。上記の様な活用の場としての提案を簡単ながら提示させて頂きます。実
現にはまだまだ検討、協議が必要ですがよろしくお願いします。 

 今之浦公園・今之浦市有地は、子どもから高齢者まで多くの市民の方が訪れ、楽しむ、憩

いの場となるよう整備していく考えです。 

  いただいたご意見は、今後の具体的な検討の際に参考とさせていただきます。 
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142 202 
今之浦公園・今之浦市有地の利用駐車場も有る市民の憩いと散策の緑の公園が良いと思う。西側（川の向う）との連絡橋を
造り、なお一層楽しめそうです。スポーツ施設はかぶと塚公園内にあるのも考慮して、広い面積を要するので賛成しかねま
す。公園を重点的に優先すべきと思う。 

 今之浦公園・今之浦市有地については、全体的に、芝生広場や遊具、遊歩道、グラウンド

ゴルフができる広場のほか、イベントステージやイベント広場などを整備するとともに、容易に

行き来できるよう歩道橋を整備していく考えです。  

144 206 

今之浦市有地公園化について   
〈提案〉「ドッグランと子供が犬とふれあえる場所」の設置 
※提案内容と目的 
1.子供が犬とふれあえる場所設置 
①子が動物を大切にする 
 一人っ子が多い最近の子供たちが、公園で遊ぶだけでなく、犬とふれあうことで、動物を大切にする気持ちができる。 
②一人で遊ぶ子の孤独を犬が癒す 
 公園で友達を作ることができる子だけではない、1人で寂しく遊んでいる子が犬とふれ合えれば、楽しく遊べ、心も癒され 
 る。 
2.ドッグランの設置 
①公園だけでなく公園周辺のにぎわいをつくる 
 公園の設置場所から考えると、公園に来る人のほとんどが親が車で子供を連れて来る。しかし、犬を散歩で連れて来る人 
はほとんどが徒歩で来るはず、公園だけでなく、行き来する周辺の道を往来する人が増え周辺の賑わいが出来る。 

  

今之浦市有地には、一時的なイベントとしての動物ふれあい広場は想定されますが、いた

だいたご意見は、今後の検討の際に参考とさせていただきます。 

150 212 

 
災害の時、車での避難所にしてほしい。また、車中泊、防災会館、公園にしてほしい。  今之浦市有地・今之浦公園は、災害時での活用や将来的な更なる利活用の可能性を考

慮し、建物を整備することは想定していないことから、防災会館を整備することは考えており

ませんが、オープンスペースを確保することにより、災害時の一時的な避難の場所等として

活用していくことを考えております。 

 車中泊については、今後の検討の際に参考にさせていただきます。 

151 213 

 
今之浦市有地について、全面芝生にし、家族でピクニックのできる公園にしてはどうかと思う。スポーツをする場ではなく
幼い子どもが安心して家族で遊べる場です。福島県三春の大桜のように何百年と生きることができる桜を植えて下さい。１
００年後には磐田の名物となればと思います。駐車場を南北全面に縦に駐車できるようにする。 

 今之浦公園・今之浦市有地については、市民の憩いの場として、子どもから高齢者まで多

くの市民に訪れていただけるよう、芝生広場や遊具、遊歩道、グラウンドゴルフができる広場

のほか、イベントステージやイベント広場を整備し、市民が気軽に楽しめる場としていく考えで

す。 

 駐車場については、車での利用を考慮し、駐車場の確保が必要であると考えております。 

152 214 当地は市内の高校の全てより歩いていける距離にあり市内の小中学校の多くも、その距離にあります。コンサートも可能な屋外音楽堂的なものを含めた公園ができたらと思います。建設・維持費が余りかからないものを希望します。 
 今之浦市有地には、イベントや催し等、多目的な利用可能なイベントステージやイベント広

場を整備し、市民が気軽に集い、楽しめる場としての整備を考えております 

154 217 

 
今之浦市有地、今之浦公園は、親子が安心して遊べる公園、スポーツ公園等憩い集う維持費のかからない総合的な公園など
がいいと思います。 

 今之浦公園・今之浦市有地には、全体的に、芝生広場や遊具、遊歩道、グラウンドゴルフ

ができる広場のほか、イベントステージやイベント広場などを整備し、市民が気軽に楽しめる

場としていく考えです。 

156 220 

 
今之浦市有地はイベント広場として現状維持とする。  今之浦公園・今之浦市有地には、全体的に、芝生広場や遊具、遊歩道、グラウンドゴルフ

ができる広場のほか、イベントステージやイベント広場などを整備し、今まで通り、今之浦市有

地については、イベントにも活用できるようにしていく考えです。 
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159 224 

2、今之浦公園・今之浦市有地 
磐田市今之浦公園 
○今之浦公園と今之浦市有地を遊歩道で結び、一体化する。 
○今之浦市有地は、芝生広場とし、野外イベント等を開催できる広さを確保、従って、大型駐車場や箱物建築は考慮しない。 
広場周囲に桜・つつじ(春)・紅葉(秋)を植樹し、四季を体感できる景観にする。 

○今之浦公園にも桜・っつじ・紅葉を植樹し一体感を持たせる。私たちは、長期視点にたって、将来、市民が誇れる魅力的 
な公園にする使命がある。 

 今之浦公園・今之浦市有地は、容易に行き来できるよう歩道橋の整備を考えています。 

 今之浦公園・今之浦市有地については、全体的に、芝生広場や遊具、遊歩道、グラウンド

ゴルフができる広場のほか、イベントステージやイベント広場などを整備し、多くの市民が集

い、楽しめる場としていきたいと考えております。 

 その他いただいたご意見は、今後の具体的な検討の際に参考とさせていただきます。 

160 226 

 
例えば”スポーツ王国磐田"をアピールする今が絶好のチャンス！ 
味の素ナショナルトレーニングセンターのミニ版のような技術・体力強化を目指したトレーニングセンター(スポーツ医・科
学等)そして、宿泊・大浴場・食堂等の設備を有し見学可能な施設の構築を数年かけても 

 今之浦公園・今之浦市有地は、子どもから高齢者まで多くの市民の方が集い、楽しむ、憩

いの場となるよう整備していく考えです。 

 今之浦市有地・今之浦公園については、災害時での活用や将来的な更なる利活用の可

能性を考慮し、現時点において、建物の整備は考えておりません。 

161 228 

 
今之浦市有地について 
桜の木を植えて花見ができるようにする。商売をしている人は屋台などを出してもよい。 

 今之浦公園・今之浦市有地には、全体的に、芝生広場や遊具、遊歩道、グラウンドゴルフ

ができる広場のほか、イベントステージやイベント広場などを整備するとともに、樹木の適切な

配置を考えていきます。 

 今之浦市有地の利用の仕方については、屋台による出店も含め、多種多様な方法が想定

されますので、施設利用者の利便性や産業振興等の観点から検討していきます。 

162 230 今之浦公園と市有地が橋でつながって利用できる案はいかがですか。 
 今之浦公園・今之浦市有地には、容易に行き来できるよう歩道橋を整備することを考えて

おります。 

163 233 

 
今之浦市有地については、高齢化社会及び健康寿命促進に対応すべく市民憩いのスペースとして活用できればと思います。
例えば、グラウンドゴルフ場や親子三代で楽しめる公園、ウォーキングコース(今ノ浦川のほとり利活用)等 

 今之浦公園・今之浦市有地については、全体的に、芝生広場や遊具、遊歩道、グラウンド

ゴルフができる広場のほか、イベントステージやイベント広場、健康遊具などを整備し、市民

憩いのスペースとしていく考えです。 

165 236 

 
２今之浦公園 
今の自然を残し自然に親しむ野外活動のできるようにしたらどうか。ミニキャンプができるとか自然を体験できる公園 

３今之浦市有地 
野外イベント広場とする。芝地、砂利敷、レンガ敷等砂ぼこりがおきないようにする。今之浦公園と市有地を公園南側で
歩行者占用橋で結ぶ。 

 今之浦公園・今之浦市有地については、市民の憩いの場として、子どもから高齢者まで多

くの市民に訪れていただけるよう、芝生広場や遊具、遊歩道、グラウンドゴルフができる広場

のほか、イベントステージやイベント広場を整備するとともに、容易に行き来できるよう歩道橋

を整備していく考えです。  

 近隣に住居等がありますので、現時点において、ミニキャンプの利用は考えておりません

が、その他いただいたご意見は、今後の具体的な検討の際に参考とさせていただきます。 

166 238 

 
今之浦市有地については川の真横という面から災害時にとても危険な場所になりうると思います。その為、多くの人が集う
場所には向かないと思います。案としては臨時駐車場としても避難場所としても使用出来るようにして頂きたいです。イメ
ージとしては広大な面を持つ避難タワーです。立体駐車場の様に地面の部分もしくは２階部分位までが臨時駐車場、上階を
避難タワーとして利用します。未来を担う子ども達の豊かな心と安全な生活を守る為、このように考えます。 

 今之浦市有地は、災害時には、一時的な避難の場所等として活用できるようオープンスペ

ースを確保していくことを考えております。  

今之浦公園・今之浦市有地については、現在は、ポンプ場等を整備し、防災・減災対策を

推進していることから、上階を避難タワーとして使用する立体駐車場の整備は考えておりませ

ん。 
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167 241 

 
今之浦公園は木々を剪定したり、遊具等の整備をするなど、いまの形で公園として整備していくことが良いと思います。木々
が覆い被さらない時はせせらぎの中で子ども達が遊んでいる場面を多く見ています。そのように外でも、内でも子ども達が
遊べる場が欲しいです。ベンチなど休める場も増やして欲しい。水があることはとても良いです。 
また、市有地は広いスペースが必要なイベントなども行っておりそれができなくなるのはとても残念です。駐車場の利用も
あり、多用途に使えるようになると良いです。今までは文化会館の催しのために第 2 駐車場として利用していましたが利用
始めの時間が決められているために不便さがありました。しかし、児童館等の利用として時間に余裕がある場合は可能かと
思います。 

 今之浦公園は、利用者の安全性等を考慮し、樹木の間伐や剪定、刈り込みを行うととも

に、遊具の再整備を考えております。 

 今之浦公園・今之浦市有地には、全体的に、芝生広場や遊具、遊歩道、グラウンドゴルフ

ができる広場のほか、イベントステージやイベント広場などを整備していくことを考えております

が、今之浦市有地については、今まで通りイベントにも活用できるようにしていく考えです。 

 駐車場については、車での利用を考慮し、駐車場の確保が必要であると考えております。 

169 243 

文化面、教育面の施設づくりもよいと思いますが、子供さんからお年寄りまで利用できるグランド作りを検討してみたらと
思います。 
① 私が子供のころだった頃（６０年程前）は交通量も少なく、又、空地も多く暗くなるまで屋外で遊び人としての上下関係 
 を生活の中で学び、また体力づくりの一助となっていたと感じます。 
② 高齢化が進んだ中、お年寄りもゲートボール、グランドゴルフにと屋外でのスポーツを楽しむ機会を多く持っている昨今 
です。 

③ 安心安全に屋外でスポーツができる様なグランド作りはと思います。 

 今之浦公園、今之浦市有地については、芝生広場や遊具、遊歩道、グラウンドゴルフがで

きる広場のほか、イベントステージやイベント広場などを整備することで、市民の憩いの場とし

て、子どもから高齢者まで多くの市民が訪れ、楽しんでいただけるような施設としていきたいと

考えております。 

173 248 

 
今之浦市有地 
 地盤等も考えると大きな建物は難しいと思う。市民が憩う公園、四季の花、樹木が楽しむエリアを設けて梅、紅葉、桜等
をシンボルに有した庭園をつくるのも一考。庭園内にはレストラン（食事、喫茶）の中にミーティングルームは必要。価格
は低価格にこだわらずテナントとして運営。他に直売所、売店、防災会館、子ども広場。駐車場は大幅に確保。 

 今之浦市有地については、今之浦公園も含めて、芝生広場や遊具、遊歩道、グラウンドゴ

ルフができる広場のほか、イベントステージやイベント広場などを整備するほか、樹木の適切

な配置を検討し、多くの市民の方が楽しめる場として整備する考えです。 

 今之浦市有地・今之浦公園については、災害時の活用や将来的な更なる利活用の可能

性を踏まえ、現時点において、建物の整備は考えておりません。 

178 254 

 
今之浦市有地は現在の利用状況から考えても現状のままが望ましい。市中心部にあれだけの面積の市有空地を持つことによ
り防災、イベント、駐車場等、様々な利活用が行われていますし、今後も引き続き必要と考える。整備するとしても建物等
の構造物を作らず様々な利用に資する土地表面整備にとどめるべきと思う。 

 今之浦市有地には、芝生広場や遊具、遊歩道のほか、イベントステージやイベント広場な

どを整備し、災害時には、一時的な避難の場所等として活用できるようオープンスペースを

確保していく考えです。 

 今之浦市有地に、建物を整備する考えはありませんが、いただいたご意見は、今後の具体

的な検討の際に参考とさせていただきます。 

180 257 

 
今之浦公園は、分譲マンションに入居した若年層の為の保育園等の建設予定地としてはどうかと考えます。 
今之浦市有地は、市民の利用出来るスポーツ施設の建設は如何かと考えます。近くにこの様な施設がある事も、保育園等の
施設と共に分譲マンション販売の際の一つの魅力となる事ではないでしょうか。 

 今之浦市有地には、芝生広場や遊具、遊歩道のほか、イベントステージやイベント広場な

どを整備していく考えです。 

 今之浦市有地・今之浦公園については、災害時の活用や将来的な更なる利活用の可能

性を踏まえ、現時点において、建物を整備することは考えておりません。 

181 259 今之浦市有地 防災拠点としてヘリポートの整備、救急拠点、防災センター倉庫 
 今之浦市有地は、災害時には、一時的な避難の場所等として活用できるようオープンスペ

ースを確保していくことを考えております。 

183 261 

 
今之浦市有地は屋外で行うスポーツが出来るように整備する。（野球・サッカー・テニス等）外周にマラソンや散歩が出来る
遊歩道を。 

 今之浦市有地については、今之浦公園も含めて、子どもから高齢者まで多くの方が一日楽

しく過ごすことができるよう、芝生広場や遊具、遊歩道、グラウンドゴルフができる広場のほ

か、イベントステージやイベント広場などを整備していく考えです。 
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186 267 

今之浦市有地は、市の中心的な位置に広いスペースとして確保されていて駐車場やグランドゴルフの大会・ゆきまつりなど
の野外イベントに利用されている。多目的に使えるスペースとして使用したい。 
今之浦公園は遊具や健康器具を充実し、今之浦川の水辺の公園として今之浦川の堤防の遊歩道と一体とした整備を提案する。
(安全のため市有地側と公園側に歩行者用の橋があると良い)幼児から老人まで憩いの場として、余暇を楽しむ場所として、
健康維持の場所として活用できたらよい。木々も生長しまちの中で四季を感じる場所として利用したい。 
現状として駐車場が狭く営業車ドライバーの休憩場所となっている。 

 今之浦公園・今之浦市有地については、全体的に、芝生広場や遊具、遊歩道、グラウンド

ゴルフができる広場のほか、イベントステージやイベント広場、健康遊具などを整備していく考

えです。また、容易に行き来ができるよう歩道橋を整備し、子どもから高齢者まで、多くの人

が憩い、楽しむ場として整備する考えです。 

 その他いただいたご意見は、今後の具体的な検討の際に参考とさせていただきます。 

187 268 

 
今之浦公園を大遊園地化（今の遊具では小規模すぎる）して子供達が多勢で遊べる規模のものにする。   
今之浦公園と今之浦市有地の間に橋を設け、行き来が可能とする。 
今之浦公園側に大駐車場を設け、科学館を建設し子供達が学べる場づくりをする。（当然無料とする） 
公園のまわりには、遊歩道を作る。歩いて回る中で、花や木を見て楽しんだり、野鳥や水鳥、魚などが観察できる場を設け
る。 

 今之浦公園・今之浦市有地については、市民の憩いの場として、子どもから高齢者まで多

くの市民の方が訪れ、憩いの場となるよう芝生広場や遊具、遊歩道などを整備していくことを

考えておりますが、現時点では、災害時での活用や将来的な更なる利活用の可能性を考慮

し、基本的に建物の整備は、考えておりません。 

 また、今之浦公園・今之浦市有地を容易に行き来できるよう歩道橋を整備するとともに、双

方に駐車場を整備していく考えです。 

188 271 

 
今之浦公園・今之浦市有地について健康づくり、体力づくりの場を提供し、市民の交流の場とすると共に防災等のイベント
の場として整備してはどうでしょうか。 

 今之浦公園・今之浦市有地には、全体的に、芝生広場や遊具、遊歩道、グラウンドゴルフ

ができる広場のほか、イベントステージやイベント広場、健康遊具などを整備し、利用を通し

て、市民の健康づくりや体力づくりにつながることが期待できると考えております。 また、今之

浦市有地については、今まで通り、イベントにも活用できるようにしていく考えです。 

190 274 

 
今之浦公園から市有地に歩行者専用の橋を造り行き来できる。市有地を緑地整備し一日楽しく過ごすことができればいいな
と、そのような場をお願いしたい。 

 今之浦公園・今之浦市有地は、子どもから高齢者まで多くの方が一日楽しく過ごすことがで

きるよう、芝生広場や遊具、遊歩道、グラウンドゴルフができる広場のほか、イベントステージ

やイベント広場などを整備するとともに、今之浦公園・今之浦市有地を容易に行き来できるよ

う、歩道橋を整備する考えです。 

191 278 

市有地について運動公園兼臨時駐車場(ホールで催事がある時に備えて)今之浦公園について市民が常に集える、拠り所とし
た多目的広場どうだろう?*ここでは、野外コンサートが開かれ子供から、若者みんなが気楽に発表出来る。   
*子供たちも安全で、安心して遊べる所に。   
*高齢者も散歩したり、会話を楽しんだり出来る場所。   
*愛犬家も多いので、ドックランドの併用。   
*軽食も(移動販売車)等々で楽しめるこんな所がほしいね!   
いずれにしても気楽に利用出来る環境でないと特定の人しか楽しめない様なものではね?期待してます! 

 今之浦公園・今之浦市有地は、子どもたちが安全・安心に遊べ、高齢者が楽しむ憩いの場

となるよう、芝生広場や遊具、遊歩道、グラウンドゴルフができる広場のほか、イベントステー

ジやイベント広場などを整備していく考えです。 

いただいたご意見は、今後の具体的な検討の際に参考とさせていただきます。 

195 282 
今之浦公園の使用について 
防災用に地下に貯水池を作り、その上に防災センターを作り、食料、飲料水の倉庫を作り、屋上にはヘリポートを作り中遠
地区の中心としての中核を作ったらどうかと思います。 

 今之浦公園については、芝生広場や遊具、遊歩道、グラウンドゴルフができる広場などを

整備し、災害時には、一時的な避難の場所等として活用できるようオープンスペースを確保

していく考えです。 

198 285 

 
植物園（春夏秋冬）いつでも花が咲いていて、ゆっくりくつろげるものを作って下さい。また、併設して小さい子供達が遊
べるように遊具もいくつか設置して下さい。 

 植物園を整備することは考えておりませんが、市民が１年を通して、花を楽しむなど、市民

の憩いの場となるよう樹木の適切な配置を検討するとともに、芝生広場や遊具、遊歩道、グ

ラウンドゴルフができる広場のほかイベントステージやイベント広場を整備する考えです。 
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204 293 

２．今之浦市有地の活用について 
①老人福祉施設や児童館等が敷地面積の関係で市民文化会館跡地に設置できない場合は、今之浦市有地にまとめて設置され 
たい。西側の今之浦公園と近い距離にあるので有効に利用できると考えます。 

②従来の利用状況を考慮して、グラウンドゴルフ場を確保し、施設利用者や磐田球場利用者、各種イベントの参加者の駐車 
場の確保を。 

③敷地周辺には植栽を希望します。 
④いずれの施設も気軽に利用できるよう、学校や文化団体、高齢者等には利用料の免除又は軽減措置をとってください。 

 今之浦市有地については、芝生広場やイベントステージ、イベント広場、駐車場を整備する

ほか、樹木の適切な配置を検討していきます。 

 今之浦市有地・今之浦公園については、災害時の活用や将来的な更なる利活用の可能

性を踏まえ、現時点において、建物の整備は考えておりません。 

 使用料については、同種の施設との均衡を考慮し、今後、検討していきます。 

207 297 

 
今之浦市有地  防災公園として整備し、大規模災害時の拠点として活用する。水辺公園としても整備する。駅から商店街・
跡地・公園までの動線 

 今之浦市有地を防災公園として整備することは、考えておりませんが、災害時には、一時

的な避難の場所等として活用できるようオープンスペースを確保していくことを考えておりま

す。   

水辺公園については、今後の具体的な検討の参考とさせていただきます。 

210 300 

 
テーマは「みんなの居場所」 
「今之浦市有地」と「今之浦公園」は合わせて公園として整備し歩道橋（※1）やレストランや喫茶店（※2）を設けたらと
思います。「今之浦市有地」のほうは芝生広場でいいでしょうし、「今之浦公園」の閉塞感をなくし花の木（ありきたりです
が桜など）を増やすのもいいと思います。それぞれの世代の人がそれぞれに楽しめる場所であってほしいと思います。 

 今之浦公園は、利用者の安全性等を考慮し、樹木の間伐や剪定、刈り込みを行うととも

に、遊具の再整備を考えております。 

 今之浦公園・今之浦市有地には、全体的に、芝生広場や遊具、遊歩道、グラウンドゴルフ

ができる広場のほか、イベントステージやイベント広場などを整備するとともに、今之浦公園・

今之浦市有地を容易に行き来できるよう、歩道橋を整備する考えですが、現時点では、建

物の整備は考えておりません。 

212 306 

スポーツ施設 
・ボルダリング場・スケートボード場（東京オリンピック新種目、スポーツの磐田） 
・ダンススタジオ（小学生にダンス授業が取り入れられ増加傾向） 
憩い施設 
・グラウンドゴルフ場（老人憩いの場） 
・回遊性遊歩道の整備（ジュビロード～国分寺～跡地～今之浦公園～市有地） 
・自転車道の整備（自動車社会構造の変化に対応・街中自動車締め出し） 
・飲み屋横丁（街を賑やかにするにはこれ！） 

  

今之浦公園・今之浦市有地については、全体的に、芝生広場や遊具、遊歩道、グラウンド

ゴルフができる広場のほか、イベントステージやイベント広場などを整備していく考えです。 

 現時点において、建物を整備する考えはありませんが、いただいたご意見は、今後の検討

の際に参考とさせていただきます。 
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7 11 

１．基本的な考え方について  
「第２次磐田市総合計画」で示された将来像「たくさんの元気と笑顔があふれるまち 磐田～今までも、これからも ずっと
磐田～」も、今回の今之浦公園及び今之浦市有地を合わせ求心力と拠点性、そして回遊性を念頭に据えた一体的な整備方針
も、共に素晴らしいと思っています。私も、このことを第一にして提言･提案をできるだけ具体的に列記していこうと思いま
す。  
２．「Ⅳ 導入機能・機能のイメージ」について  
“人が育ち、新たな交流が生まれ、｢まち｣の活性化につながる拠点”という目標は言うまでもなく素晴らしいのですが、提
示されたイメージは現在ある物をそのまま水増ししただけのように思えます。これでは、「人が育つ」ことはそれほど期待で
きず、「新たな交流」はほとんど現状のままで、「活性化につながる拠点」とはなり得ないでしょう。そこで私は、基本目標
に準ずるコンセプトとして「子供を中心にした創造と共鳴」を掲げたいと考えております。以下、一つ一つの拠点に照らし
て意見・提案を述べさせていただきます。  
先日提出しました意見書に続いて提出させていただきます。合わせてご理解いただければと存じます。  
磐田市民に提示された案をもとに、少し加えるだけで先の提案は実現可能だと思います。今回はそれを踏まえて、計画段階
から運営段階に至るまでの持続可能な市民参加を提案したいと思います。  
計画段階で、このようにパブリックコメントを募集いただくのはとても有り難いことです。加えて、市民ワークショップを
開催し、何度か市民の声を広く反映させられるような場を設けていただきたいと思います。そして、それで終わるのではな
く、計画段階でその後の市民参加の仕組みや体制を考えた施設･建物のあり方を検討いただきたいと思います。  

  

今回のパブリックコメントでは、大変多くのご意見をいただきました。ワークショップについて

は、現在考えておりませんが、本年開催予定の「市長と市政を語る会」などで意見交換して

いきます。 

 

 

 

 

 

 

 

122 169 

市民文化会館＋今之浦公園＋今之浦私有地の整備に関しては、まちの中心地でもあり、今後の磐田市の「市運」がかかって
いる、と考えてよい事業だと思っている。 
新たにお金をかけて建設するのであれば、 
①磐田市の想いは何か？目指す方向はどこか？何の夢を持って磐田市は政策を行おうとしているのか、の方向性をしっかり 
と考え、ブレイクダウンをしていく必要があるのではないかと考える。 

②磐田市のコンピテンシーは何か？何が強みなのか？ 
③磐田市はどのエリアにどのような強みを持っていて、すみわけしていこうと考えているのかも、明確に示す必要があるの 
ではないか。 

私なりに、上記について考えてみた。 
①市長の「子育て・教育なら磐田」「磐田に住んで良かった」と思えるまちの実現という点で、教育に焦点を当てたいと考え 
る。今の子供たちを取り巻く環境は、子どもが様々な経験をしながら育っていける環境に無いのではないか？外で遊ぼう 
と思っても様々な制約があり、思うように外遊びができない。となると、友人の家でゲームで遊ぶ・・という流れになっ 
てしまうように思う。自分で考えて、自分で発想して、創造して、友達や異年齢の子供たちで遊べる環境を整える。正解 
がない世の中で、どう自分なりに考えて道を切り開いていけるのか、自主性をもって活動できる場所作りが必要だと思う。
また、今後人工知能が発達し、決まりきったルーティンで作業できることは、AI が作業していくことになるかもしれない。
いわれたことだけをこなすのではなく、自ら疑問を持ち、自ら計画し、行動を起こし、自ら反省していけるような活動を
応援する場所作りをしてく必要があると考える。今の子供たちに思いっきり好きなことをして、わくわくしながら遊べる
環境作り子どもを中心とした子どもをささえる形で、多世代が交流していける「市内どこでも笑顔があふれ、あいさつが
自然と飛び交うまち」につながるのでないだろうか。また、磐田市は、「早寝・早起き・朝ごはん」として子どもを中心と
した生活リズムを整えようという動きや、親子体操を取り入れて、子どもの体力作りにも力を入れていると考える。 

②磐田（磐周エリア）の強みとして、モノづくりの強みを感じている。 
ヤマハ発動機、ヤマハ楽器、本田技研、日本の三大美林である天龍杉を中心とした工務店静岡大学の理工学部（浜松市）、
静岡理工科大学（袋井市）、磐田南高校（スーパーサイエンス校、宇宙少年団（磐田分団）など、企業や文教においても、
モノづくりテクノロジーに関するコンピテンシーが高いように思う。 

③特に、この磐田駅周辺は、市民文化会館を含め、南高校、農業高校、磐田西高校と文教エリアになっているように思う。
国分寺公園もあり、歴史と文教を感じるまちづくりを進めて欲しい場所である。 以上 3 つのポイントを具体的な要望に
していくと以下の通りである。 
 

●パブリックコメントが 2018 年 4月 14 日までの 30 日間では、少ないのではないか？また、2018 年夏に意見をまとめ、2019
年春からの工事施工というスケジュールではなくもっと時間をかけて討議するべき案件なのではないか。 

  

今回のパブリックコメントでは、大変多くのご意見をいただきました。ワークショップについて

は、現在考えておりませんが、本年開催予定の「市長と市政を語る会」などで意見交換して

いきます。 

 今後のスケジュールについては、今之浦公園・今之浦市有地は夏頃、文化会館跡地につ

いては、パブリックコメントで多くのご意見をいただいておりますので、もう少し時間をかけて方

針の決定・公表していきたいと考えております。 

   
 

第５章  今後の進め方 
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意見
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132 183 

市民文化会館の跡地利用に際し、一言、日程的な面での意見を申し上げます。 
ヤマハ発動機労働組合では、市民文化会館を利用し、毎年 12月にクリスマスチャリティー公演という、障がい者施設の利用
者さんをお招きし、観劇していただくイベントを催しています。次の年の順番待ちという施設もあるようで、利用者さんも
心待ちをされていますが、こうした事情から、新しい文化会館が完成するまで、現在の市民文化会館が使えると聞いて安心
をしています。東京の NPO 団体を通じて劇団四季に福祉公演という形でお願いしていることから、1年以上前から計画してい
るという事情もありますので、是非、スムーズな移転をお願いできればと思います。市民文化会館移転に伴い、現状ほどの
駐車スペースは不要になるため、今之浦公園・今之浦私有地の有効活用は良い計画と思うが、文化会館跡地と活用方針を一
体的に考えるには、次の点も考慮しないと、もともと性格が違うため無理がある。 
①「公園が遊ぶ・健康づくり」という方向であれば、文化会館跡地は、子ども・体験…などがコンセプトになるのでは?(交 
流・鑑賞は文化であり、アミューズ豊田と同じになってしまう) 

②距離的に遠く、途中に商店などがあるため、にぎわいの場として一体的に考えるためには、回遊の工夫が必要。 
③駅前との関係は?…違いを出す。もしくは、駅前のにぎわいも考慮した上で文化会館跡地を検討する必要があるのでは? 
 ということも踏まえ、公園と文化会館跡地の一体整備を無理に考えるのでは無く、公園は子ども・家族・健康を基本にそ 
れはそれとして整備する。その上で、文化会館跡地は、文化ではなく産業などをコンセプトにおくべきと考える。また、 
企画は行政が考えるのでは無く、市民・有識者から広く知恵を募り時間を掛けて検討すべきである。 
中心市街地の活性化については答えの無い課題。どれだけ多くの市民が関わるかが大切であり、そうした検討の進め方が
望ましい。 

  

文化会館跡地については、総会や発表会、演奏会、ミニコンサート、食の提供を伴う交流

会などの開催が可能なコンベンション施設や会議室、芸術作品や文化財、民族資料、市民

作品などを展示するほか、産業展示も可能な展示室を備えた施設を整備し、交流とにぎわ

いの創出を図っていきたいと考えております。 

 今回のパブリックコメントで大変多くのご意見をいただきましたが、本年開催予定の「市長と

市政について語る会」などで意見交換していきます。 

136 191 

○「基本目標」に関して、『市の持続的な発展に資するものであり、育み・生み出し・人づくり等の行政施策に対応し、課題 
解決に資するものであることが必要』とあります。全くその通りです。ここで、中心になっているのが市民であり、市民
に積極的に多くの課題解決に参画意識を持ってもらい、かつ参画してもらうという基本姿勢と方策をより一層明確にして
いただきたいです。 

○「基本方針①～③」に関して、いずれも同感であり、磐田市として諸々の事を具現化する上で必要な方針と思います。③
にて、「市の中心部の活性化に資する」とありますが、中心部とは地理的な対象および機能的な対象として具体的にどうい
ったものを構想しているのか?及び「整備し、賑わいを創出する」という活性化に関してどのような具体策・どのようなシ
ナリオで資するものにつなげていくのか?と言う側面も含めて、「IV 導入機能・機能のイメージ」の所にて賢明なるより一
層の考察・検討・構築を期待しています。 

○「Ⅵ導入機能・機能のイメージ」に関して、「確定した整備計画ではない」とありますが「Ⅴ今後の進め方」の部分にて「平
成 30年夏ごろまでに基本方針のとりまとめ・公表」とあります。今回「Ⅳ-1 及び 2」に導入の考え方とイメージが表示さ
れていますが、各内容に関しての市民からの意見提示及び希望等に対してどのように対応し、フィードバック及び再検討
を含めて、どのように進めて行く予定しょうか?「はい、これで決まりました!以上です。」という事が無い様な進め方を切
に願っています。 

○「Ⅳ-1にぎわい・交流機能」にて、「食の提供を伴う交流会」と言う文言が含まれ、各種会合をする上で、大いに期待でき
ると思っています。「食の提供」という機能での具体的な機能範囲(調理機能までも含むのか、仕出しの利用程度までなの
か?等)是非利用者の利便性と、市内の業者の利害関係も含めてご検討いただきたいです。 

○「Ⅳ-1 鑑賞・発信機能」にて、「多様な学習機会の提供」とありますが、質的・時間的にも技術変革の著しい昨今、テーマ
に関しても、学習方策のあり方に関しても、他自治体に無い、特異性ある、磐田らしい創造的なかつ特異的な内容と工夫
された場の提供を是非・是非ご検討ください(知恵のある有識者が磐田市内に多く居住されていると思います)。 
○「Ⅳ-2 各項」に関して、静岡県西部地域という所が、全国的視野から見ても気候風土の側面で四季を通じて戸外活動が
出来得るといった、北国から見ますと超好条件です。そういった側面を十分に考慮して、四季を通じて利用でき、かつ利
用したくなるものを期待いたします。 

○「Ⅳ-2 各項」に関して、俗に言う「老若男女」が利用でき、活用でき、南は遠州灘・北は万瀬地域の住民も考慮し、四季
を通じて楽しめ、各種先進的なパーク機能であり、物理的にも変化対応が柔軟な、磐田として誇れる創造的でかつ特異的
で市の特徴を具現化したものの構築を是非是非ご検討ください。「物事が出来ない理由は誰でも説明できますが、出来る方
策・工夫をするのが人類に与えられた大いなる特色と言えます」。・・・・パブリックコメントや各種検討結果を反映させ、
税金の有効利用を踏まえて、より一層市民が「素晴らしい 1」と他の市の人達に自慢できるような、真に利活用できる設備・
施設の構築を大いに期待しております。 

  

今回のパブリックコメントでは、大変多くのご意見をいただきました。ワークショップについて

は、現在考えておりませんが、本年開催予定の「市長と施政を語る会」などで意見交換して

いきます。 

 今後のスケジュールについては、今之浦公園・今之浦市有地は夏頃、文化会館跡地につ

いては、もう少し時間をかけて検討し、方針の決定と公表をしていきたいと考えております。 

 文化会館跡地については、食の提供を伴う交流会などの開催が可能なコンベンション機能

や、子どもから高齢者までの作品展示、専門家の展覧会等の開催を通して学習の機会を提

供する展示機能を備えた施設の整備を検討しています。「食の提供」の具体的な機能範囲

については、調理機能までは考えておりませんが、今後さらに検討を重ねていきます。  

今之浦公園・今之浦市有地については、全体的に芝生広場や遊具、遊歩道、グラウンド

ゴルフができる広場のほか、イベントステージやイベント広場などを整備し、四季を通じて多く

の市民が楽しみ憩える空間とすることを考えております。 

211 302 

①現状の案だと、どこの町にもある施設になりそうでせっかくお金をかけて作るのに勿体ないと感じました。もっとアイデ
アを出し合って磐田の魅力を伝える工夫があってもいいのかなと思います。その場所・施設で何をするかの「目的」や「テ
ーマ」をもっと明確化した方がいいのでは？ 

②この計画は今後の市の活性化に繋がる大きなチャンスだと思うのでもっと市民のみんなを巻き込んで時間をかけて議論を
した方がいいと思いました。（SNS、メディア等の媒体を利用するなどして、もっと多くの市民に伝えたり、議論の場を増
やすなど） 

③どんな場所になるのか今からとっても楽しみです。 

  

今回のパブリックコメントでは、大変多くのご意見をいただきました。ワークショップについて

は、現在考えておりませんが、本年開催予定の「市長と市政を語る会」などで意見交換して

いきます。 
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212 304 
 今回のパブリックコメントで多くの意見が寄せられると思われるが、スケジュールでは、「H30 年夏頃までに方針案をまと
め公表する」となっているが、50 年後 100 年後の磐田市の方向性を示すべき案件にしては、3～4か月の間で結論を出すには
拙速すぎると思われる。「意見交換・意見集約」を実施する事にもなっており十分に時間をかけて検討する必要がある。 

 今後のスケジュールについてですが、今之浦公園・今之浦市有地は夏頃、文化会館跡地

については、パブリックコメントで多くのご意見をいただいておりますので、少し遅れるかもしれ

ませんが、方針の決定をし、公表していくことを考えております。 
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120 166 文化振興課の計画にほぼ同意する。 
 

ご意見いただきまして、ありがとうございます。 

190 276 基本方針は賛成です。 
いただいたご意見については、庁内の関係部門で情報を共有させていただき、今後の政

策を検討する際の参考とさせていただきます。 

8 14 

磐田市の基本である人・新たな交流・「まちなか」活性化の拠点づくりについて検討してみた。 
磐田市の発展された開発背景に、計画地点を点・線・面で一体開発・整備して賑わいづくりを一層推進するとあります。 
密度か高く、様々な都市機能が集積した都市構造は、公共交通の利便性を豊かに保つ必要があります。「まちなか」には楽し
みながら時間を過ごすうえで、質の高い公共・公益施設はヤング層にも高齢者にも不可欠な都市空間であります。 
経済的、社会的、環境的な諸条件のバランスに配慮しつつデザインされることになりましょう。ＪＲ磐田駅周辺、市民文化
会館跡地・今之浦市有地、公園を人々が回遊を計ることによって大きな「まちなか」の開発効果が発揮されると考えます。 
質の高いアーバンデザインと戦略的な内容と実施が両輪にならなければ、様々な公共投資・民間資金の投入が効果を発揮で
きないといえるでしょう。 

 

8 17 

回遊が図れるＪＲ磐田駅周辺の開発 
ジュビロード（天平通り）には大きな資金が過去に投入されましたが、「まちなか」はシャッター通りと化しています。社会
資本が投入されたにもかかわらず郊外に大型店舗の進出により商店街は衰退して都市機能の充足を目的の開発に変わってゆ
くことになります。高齢化が急速に進み現在は６５歳以上の高齢者の中で７５歳以上が５０％を超えてと政府の発表があり
ました。（Ｈ３０年３月） 
高齢者は自動車の運転が出来なくなった時の生活維持が大きな不安であります。 
地域住民の芸術･技術の発表の場・学びの場・憧れのショッピングの場づくりが欲しい。 
食料品や日用品が「まちなか」で手に入りにくくなってきております。都市機能を充足させて、広域・地域住民の集まる情
報と話題のあるまち、イベントを含めた賑わいと楽しみがあるまち一点集中の活性化を求めて、商店主、市商連、自治会、
不動産会社、建設会社、市、県、商工会議所、金融機関、市議・県議、ＮＰＯなど幅広い協力体制で取り組む必要がありま
す。 
問題はシャッターの締まっている店舗を貸し店舗にするには店舗の改装費が必要で貸すに貸せない事情があります。出店す
るにも出店者側の内装費、運転資金が不安であります。 
これらのバックアップ体制が必要であります。磐田流駅周辺開発ミニ特区の提案を申し上げます。 
Ａ 出店する側の特典（助成策） 
① 内装費、運転資金を低利で長期返済で金融機関から借り入れできる。 
② 家賃の５０％助成金がある。７年から１０年間 磐田市・産業振興課 
③ 経営アドバイザーによる安定性豊かに発展性のある指導がある。商工会議所 
④ 県道利活用によるイベントの開催等便宜を図る。静岡県、磐田市、商工会議所 
⑤ その他 
Ｂ 土地、建物を賃貸する地主・家主に対する特典（助成策） 
 後継者問題を解消するメリットがある。 
① 店舗の改装費（階段の位置やトイレの位置の変更など）の支援 磐田市、金融機関 
② 固定資産税の減免措置 磐田市 
③ 運営や税務申告、テナント問題の相談 商工会議所、不動産組合 
④ その他 
ＪＲ磐田駅周辺の開発支援 
 起業家誘致のための開発支援、商店街機能から都市機能の充足を図ることによって賑わいを生み出す。そのために前記い
たしましたような支援策が必要です。駅前広場のイベントの開催（軽トラ、ジュビロード（天平通り）夏祭りなど）また遠
鉄ストアなどの誘致も大事な視点であります。 
イルミネーションが魅力の駅前地域を賑わいのエリアに発展させる。 
「まちなか」の高齢者が買い物難民になっている状況です。 

 

12 25 ・今之浦市有地のアクセス道路を整備してほしい 
 

21 42  当初、新聞紙上での市民文化会館移転報道はまさに、一般市民不在の出来事でしたので、非常に残念でした。今迄愛着があった施設だけに今でも納得できないのが本音です。 

 

その他  賛否   他意⾒ 
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23 49 湖西市では、市民会館移転・機能で候補地公表し、市民応募の市民会議なる機関をつくり検討すると新聞に掲載。施設跡地利用で参考になるのでは…。 
 

ご意見いただきまして、ありがとうございます。 

30 63 

3.全体を通して 
在学する静岡文化芸術大学で、都市計画について学ぶ講義がありました。浅学ではありますが、基本方針に策定された、「①
人を育む拠点づくり」、「②交流・憩いの拠点づくり」、「③にぎわい・まちづくり活性化への拠点づくり」の 3 つの基本方針
は、現代の文化政策に求められているポイントであると思いました。事例研究や資料散策で学びを深めながら、一市民とし
て意見を寄せられれば幸いに思います。 

いただいたご意見については、庁内の関係部門で情報を共有させていただき、今後の政

策を検討する際の参考とさせていただきます。 

81 117 

・ランドマークになる建築 
・コストをかけるということではなく、考え抜いた建築デザインの施設を造り、人を呼び、街を活性化する。 
・建設することが決まっているなら、徹底的に建築に拘り、デザインコンペの仕掛けについて、よく考え、多数の参加を集 
 められるよう、話題性を高める。将来的に地震・津波などへの考えを入れない訳にいかないと思うと、建物を建てるより、
ご提案（写真のような）の様に公園や交流機能のある緑地（夏は涼しい木陰のある）にしておくのも良いと思います。 
また、建物の中でしかアートは見られない訳ではなく、日が射し、風が通る戸外で展示されるアート作品も現代にはある 
様です。地理を生かした有効利用を望みます。 

 

143 205 

市民文化会館跡地と今之浦市有地の利活用について〈提案〉 
「まち中の歩道を、歩いて楽しめる遊歩道化し、賑わいをつなぐ」   
市民文化会館跡地と今之浦市有地と磐田駅から市役所、国分寺を結ぶ歩道を、楽しみながら安全に歩ける遊歩道化すること
を提案 
１．提案理由 
○都市計画マスタープランのまちづくり方針   
・歩いて楽しめる多様な都市の機能の維持・集積 
○跡地利活用基本方針  "人が育ち、新たな交流が生まれ、「まち」の活性化につながる拠点" 
・市の中心部の活性化に資する施設・機能を整備し、賑わいを創出します。 
上記等の方針を達成する為には、市民文化会館跡地や今之浦市有地の拠点開発だけでは、自動車でその場のみに行く行動は
変わらず、拠点に人を集めることは出来ますが、まちに賑わいを作るには至らないと思います。「歩いて楽しむまち」「まち
の活性化」に結びつけるには点を線でつなぐ、出来れば面で繋ぐ施策が必要と考えます。人が歩いてみたくなる歩道を作り、
人が歩いて行き交うようになればそこには楽しい店ができまちに賑わいができる。 
２．具体的提案の内容   人が歩きたくなるような、楽しく、心がうきうきし、憩いある安全安心な歩道 
（１）遊歩道化部分  別紙図面参照 
（２）歩道の拡張化と平坦化で歩行者最優先 
・歩道を広くし、安全に楽しく会話しながら歩ける歩道   
・車道を狭くして車のスピードを落させる歩行者最優先､可能であれば一方通行化   
・自転車道を作り歩行者や自転車走行の安全を図る   
・広い歩道の一部を公園化し活用範囲を広くする   
・歩道の斜めの部分や、凹凸部分をなくし安全を図る 
（３）歩道を明るく 
・歩道の上に灯を埋める  ・防犯灯を増やす  ・防犯灯を明るい LED 照明にする 
（４）歩道に絵を描く   
・地域の大学、小・中・高生、絵画団体などにより、色々なテーマで歩道に絵を描く   
・毎年または年 2回、新しい絵を描くイベントを行う  ・歩道全体がみんなの美術館となり歩く楽しみができる 
（５）光る歩道化による楽しみ 
・発光する表面塗装材により太陽光充電で夜光らせる(STARPATH など)  ・光タイル(尾張瀬戸川)   
・光骨財による(稚内公園) ・畜光石マヤストーン(六甲魔那きらきら小径)   
（６）歩道のカラー化  ・歩きたくなるたのしい歩道 
（７）歩道にベンチ設置   
・高齢者や幼児が休める場  ・信号機前にベンチを作り高齢者などが休んで待てる   
・ベンチや演台を置き将棋や会話のできる場 
（８）疲れにくい歩道化   
・膝が痛くならない弾力性のある歩道  ・高齢者が歩きやすい歩道 
（９）電柱の地中化  ・安全で広々と歩ける歩道を作る 
注 1)参考資料として「横浜市中川駅周辺の散歩道」 
注 2)上記で可能な部分を実行し、安全安心で楽しく歩ける歩道にし、市民文化会館跡地や今之浦市有地利活用と中心地域を 
結び付け、にぎわいと楽しさを作り出していただきたい。 
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153 215 基本方針は何をしたいのかは大変結構と思いますが、やりたいことを実現する為の財政的な裏づけはあるのでしょうか。基本方針と予算は同時に検討しないと後々で問題になるのではと危惧します。 

 

ご意見いただきまして、ありがとうございます。 

155 218 
幕張メッセと現文化振興センターの間でどこに解を求めるのかという方針案でしょうか。また敷地規模や財政面から見れば
現文化振興センターのいささかの拡張施設というところでしょうか。それなりの意義はあるのでしょうが、なかなか難しい
問題ですね。隣町のアクトやクリエートにしても賑わいという点では必ずしも成功施設ともいえないかな。民営施設として
の提案募集なども含めじっくり時間をかけて検討するのも一つの方法ではないでしょうか。食の提供はさらに困難でしょう。 

いただいたご意見については、庁内の関係部門で情報を共有させていただき、今後の政

策を検討する際の参考とさせていただきます 

160 225 
今少子化・高齢化に加え人ロ減少に直面している磐田 
基本構想のターゲットは将来を託し夢見る子供達！ その子供達が将来磐田に根を下ろすような魅力あるまちづくり！ 
市内だけでなく市外からも人が・・この市内から・・の内向きな発想を全国に向けて発信し市内に活性化と潤いをもたらす
発想に! 

 

163 231 

文化会館移転について。いつどこで誰が計画し、市民への説明及び公表が行われたかも私は知らない。しかも、その跡地に
商工会議所が建つという話まであります。市民不在の計画に対しどのような希望及び要望が反映されるのか不信感が生まれ
ます。もしかしたら、すでに行政局にて青写真が出来ているのではないかと勘繰りたくなります。一般人の意見をお聞き戴
けるとするならほんの一部の方たちで計画するのではなく、もっと早くから市民団体代表・商業者代表・市会議員等との懇
談会を開催すべきだったと思います。市民会館の移転場所が、アミューズ豊田の南側と聞いていますが、現会館と同じよう
な地盤で大丈夫か、すぐ横の道路騒音の対応はできるのか、駅から離れ交通の利便性は確保できるのか、等々疑問と不安が
交差する場所ではないかと思います。 

 

164 234 
磐田駅北区画整理事業を終了させて市民文化会館の解体及び今之浦市有地の有効活用の方向へと東進するのは問題と思いま
す。中心市街地とは磐田天竜線の両サイドを考えているので東進には西側の区画整理事業を併せて考えるべきだと思う。ユ
ニーの事業実績等考えれば市民会館への商業施設を移植するのも無理のように思える地盤も弱いことから高層化も難しい。 

 

167 239 
・基本方針として定められた点について 
基本方針として①「人を育む拠点づくり」②「交流・憩いの拠点づくり」③「賑わい・まちの活性化への拠点づくり」の 3
点は良いと思います。この 3点をふまえた建設後 30 年は使えるようなものにして欲しいです。 

 

175 250 基本的には大勢におまかせですが、年々高齢社会になっていく中、高齢者の為の何かを考えていただきたいと思います。 
 

192 279 

「人づくり＝「まち」づくり」の考えを基本としたい。 
建物を造ればそれでいいという考えは昔の考えで、「まち」づくりにはならない。 
①人の交流を考えよう 
 多くの人が行き交える。そして「あいさつ」ができ心の交流までも図られるようにしたい。 
②まちづくりになるように考える。 
 短期間でまちづくりを考えるのではなく、長期間のビジョンで考えてよい。 
③将来を考える。 
 磐田市は中遠地区の中心となるべく素材が多い。中核市の中心となるべきである。将来は袋井市、森町との合併も視野に 
入れたい。 

 

202 289 
市有地の利活用問題に関わらず、市政に対する市民の意見を積極的に聴く機会（懇談会・市政の意見を聴く会）つくって下
さい。例えば、市下水道料金の値上げや、磐田市民病院の赤字問題など市民に直接関係のある問題などについて。従前には
６・３委員会（人口数に合わせて）ありました。 
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212 303 

磐田市は、古代から多くの人が住み着き、恵まれた自然環境の基、人が暮らしやすい場所であったと推察されます。奈良時
代には、遠江国分寺と遠江国府が置かれ、政治文化の中心都市でありました。江戸時代には見付宿が東西交通の要所として
発展してきました。 
近年は、農業・商業・工業がバランスの取れた発展をとげ、また、スポーツのまちとして、更なる発展を遂げているところ
であります。文化においても、現在磐田市には、8つの国指定文化財・17の県指定文化財・131 の市指定文化財が存在し、磐
田市が中東遠において経済・文化のリーダー的・中心的存在になり得る市であることは間違いありません。そんな中、今回
の市民文化会館跡地の利活用は磐田市の将来方向性を担う大きな事業であると思われます。 
磐田市において、第 2 次磐田市総合計画（H29～H38 年度）の中で、まちの将来像を実現するために、まちづくりの基本理念
では、４つの柱を重点的に、目指していくまちの姿を示しており、磐田市都市計画マスタープランでは、全体構想で将来都
市構造と都市づくりの目標を定めると共に、地域別構想では磐田市全域を対象として、都市のあるべき姿を示し、地域ごと
の具体的な街づくりの方針が示されています。また、立地適正化計画では、都市構造上の課題と対応を明示し、いわゆる PDCA
による進捗管理を行うところであります。総合計画では、「自然や歴史・文化を大切に守り、まちの魅力として高めることで、
市民が誇れるまちを目指す」としていますが、磐田市の誇れる、自然・歴史・文化・産業を、総合的に活用した街づくりが
必要だと考えます。それには、「点」でのみ捕らえてしまうと、短絡的な意思決定をしてしまうことがあります。一点のみに
捉われる事なく、周辺地域を面として捉えた複合的な展開を考える必要があります。 
また、コンパクトシティの発想は、都市機能がまとまり、徒歩や自転車を初め公共交通での移動がしやすい、多くの住環境
が整った都市形態のことであり、市街地のスケールを小さく保ち、歩いてゆける範囲を生活圏として捉え、コミュニティの
再生や住みやすいまちづくりを目指そうとするのがコンパクトシティの発想であります。1970 年代のアメリカでの行き過ぎ
た郊外化への反省から生まれたとされています。中心市街地のシャッター通りの活性化が目的であります。コンパクトシテ
ィを目指した先進都市である、富山市・豊橋市などでも、多くの課題を抱えているのが現状であります。磐田市都市計画マ
スタープランでは、「既成市街地は、良好な居住環境や産業の振興に向け、既存ストックを活かした基盤整備が必要である」
と捉えていますが、50 年後 100 年後の長期的視野に立った、磐田市の魅力を追求したまちづくりには農商工の各産業の連携
に加え、自然・歴史・文化が相互に連携する、幅広い取り組みが必要であり、複合施設の展開によるまちづくりが必要であ
ると考えます。 
街づくりの発想で参考にして欲しいのが、中東 UAE のドバイです。ドバイはオイルマネーで造られた都市ではなく、資源も
歴史もないなか、あったのは「首長の発想の転換」です。他にはない発想によるまちづくりにより、今も益々繁栄を続けて
います。磐田市には、豊富な地域資源があります。それらの資源を活用し、磐田の魅力を十二分に活かし、50 年・100 年後
を見据え、既成概念に捕らわれる事のない発想により、磐田らしさが光る、特色あるまちづくりを目指す必要があると思い
ます。磐田市の恵まれた自然環境や、歴史的・文化的価値の高い磐田を理解することにより、磐田が好きになり、磐田に定
住する若者が増え、街に賑わいが生まれると思われます。中心市街地全体の街づくりを考えるに当たっては、環境と情報が
キーワードであると考えます。2005 年に発表されたスターンレビューで、「地球温暖化の被害は、第一次、第二次世界大戦の
規模になる恐れがある」と警鐘してから久しいが、それ以来全世界が、多くの温暖化抑制策を打ち出しているが、日本は欧
米諸国に比べ遅れています。磐田市が地球温暖化への対策や生物多様性の保全などの環境問題も視野に入れた、再生可能エ
ネルギーを最大限に利用する社会である環境都市宣言を先進的に取り組むことを提案すると共に、街全体を ICT インフラで
整備し、あらゆる情報をインターネット上で利用できる「スマートシティ化」による街の活性化を提案します。これらには、
地域限定の特区制度も視野に入れて進めることも必要であると思われます。 
また、農林環境専門職大学が 2020 年に開学され農業高校とともに、産官学の連携により、環境・農業・食・商業・工業の、
世界にも例のない「産業連携一大頭脳集団未来都市」が形成され、世界的にも注目されることにより、人口増加が加速し、
街にも賑わいが生まれると思われます。 

 

ご意見いただきまして、ありがとうございます。 

いただいたご意見については、庁内の関係部門で情報を共有させていただき、今後の政

策を検討する際の参考とさせていただきます 
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