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～新しいサッカースタジアム・公園に関するアンケートのお願い（広島市）～ 

広島市では、市内中心部にある中央公園広場内に新サッカースタジアムを建設するとともに、中央公園広

場を再整備し、効果的な賑わい機能を導入することを計画しています。 

このたび、スタジアムと中央公園広場を、年間を通じて県民・市民など多くの人が訪れる、街中にふさわしい

魅力ある空間にしていくためのアンケートを行います。いただいたアンケート結果は、今年度策定する基本計画

の検討などに役立てたいと考えています。ぜひ、皆さんのご意見をお聞かせください。 

 

質問に対し、該当する□に ☑ （チェック） または ■（塗りつぶし）をしてください。 

 

１．回答者属性 

Q1 あなたの性別を教えてください。 

□男性  □女性 

Q2 あなたの年代を教えてください。 

□１0代  □20代   □30代  □40代  □50代  □60代以上 

Q3 あなたの職業を教えてください。  

□会社員・公務員   □自営業 □専業主婦（夫）  □学生  

□パート・アルバイト   □無職    □その他（            ）  

Q4 あなたの居住地を教えてください。 

① 都道府県 （             ） ※広島県在住者は、➁市町名を記入してください。 

② 市町名   （             ） ※広島市在住者は、➂区名を記入してください。 

③ 区名    （             ）   

  

【サッカースタジアム建設の基本姿勢】 

○ 広島の新たなシンボルとして県全体の活性化につなげ、サッカーによる国際交流を通じた平和発信の

拠点となることを目指します。 

○ サッカーの試合日はもちろん、試合のない日でも多くの人が集まり、年間を通じて賑わいが生まれ、若

者を含む幅広い世代が楽しめる施設とします。 

○ この一帯が、中四国地方の発展を牽引する広島の新たな賑わいの拠点となるように取り組みます。 
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２．新スタジアムについて 

広島市では、中央公園広場に新スタジアムの建設を整備し、中央公園広場全体の賑わいづくりを計画し

ています。本計画検討にあたり、皆様のニーズを把握し、検討に反映していきたいと考えております。 

※中央公園広場及び新スタジアム建設場所は、地図の茶色のエリアになります。 

【スタジアムの建設場所：広島市中央公園広場 （広島県広島市中区基町）】 

 

 

 

  

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BA%83%E5%B3%B6%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BA%83%E5%B3%B6%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%BA%E7%94%BA
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・ これまでのエディオンスタジアムでの観戦状況と今後新たなスタジアムができた際の見込みについて教

えてください。 

Ｑ５ エディオンスタジアムに行ったことはありますか 

□ある （→Ｑ６へ）   □ない （→Ｑ８へ） 

 

・ 新スタジアムでの観戦見込についての質問です。 

Ｑ６ これまでと比較し観戦頻度はどのように変わりますか。  

□増える    （→Ｑ７へ） 

□変わらない （→Ｑ９へ） 

□減る     （→Ｑ９へ） 

Ｑ７ 増える理由を教えてください。（いくつでも） 

□JRなどの駅が近いから            □街中だから   

□期待する機能があると期待されるから   □最新の施設を見てみたいから         

□その他（                                                   ） 

Ｑ８ 中央公園広場にスタジアムができた場合、行ってみたいですか。  

□行ってみたい  □行ってみたいと思わない  □わからない  

 

Ｑ９ 新スタジアムに望む機能について教えてください。（いくつでも） 

【ハード面】 

□客席とグラウンドが近く臨場感がある □映像や照明を使った演出がおもしろい   

□客席がゆったりとしている（広い）  □どの客席からもピッチが見やすい   

□トイレの数や広さが充実している   □コンコースが広い 

□売店（コンコース）からピッチが見える  □音響が聞こえやすい   

□WIFIが整備されている    □映像が見やすい  

□照明が明るく、また眩しくない   □客席のバリエーションがある  

□ユニバーサルデザインやバリアフリーなど、福祉環境が整っている   

□その他                                                        

 

 

【運営面】 

□入退場がスムーズ   □売店・屋台が充実している   

□食事が美味しい   □売店・屋台での購入がスムーズでストレスがない 

□アプリなどで観戦中に楽しめる  □観戦前後やハーフタイムに楽しいプログラムが用意されている   

□その他                                                     
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Ｑ１０ 新しいスタジアムに期待するイメージを教えてください。（いくつでも） 

□人にやさしい 

□多世代で楽しめる 

□緑があふれている 

□にぎわいが溢れている 

□最新の情報・技術に触れることができる 

□国際色が豊かである 

□デザインがかっこよい 

□歴史を感じる 

□平和都市広島の象徴となる 

□多様なスポーツが楽しめる 

□その他                                                    

 

Ｑ１１ サッカー以外に、スタジアムでどのようなイベント等があれば利用したいと思いますか。（いくつでも） 

□パブリックビューイング 

□コンサート・音楽フェス 

□フリーマーケット・マルシェ 

□プログラム（スポーツ教室等） 

□ピッチを使ったイベント 

□サッカー以外のスポーツ大会  

□その他 

                                                     

□特にない 

Ｑ１２ 中央公園広場の中にあるスタジアムとして、スタンド下の部分やコンコース部分に、試合開催日以

外の日も利用できる施設や機能を設けることを想定した場合、どのような機能を利用してみたいか

教えてください。（いくつでも） 

(飲食・物販) 

□レストラン   □カフェ   □キッチンカー               

□ショップ  

(スポーツ関連) 

□ランニングコース  □ランニングステーション □ボルダリング/クライミングウォール  

□フィットネスジム   □3X3 コート   □サイクリング拠点  

(体験施設等) 

□スポーツミュージアム（サッカーなど）   □VR施設   □eスポーツ               

(健康増進関係)  

□リラクゼーション施設（マッサージなど）    □スパ・温浴施設   □クリニック     

(その他) 

□子どもの遊び場（遊具・アスレチック等）   □託児所   □コインロッカー   

□手荷物預かり所   □荷物配送サービス   □会議室   

□多目的ホール・スタジオ   □観光案内所  □公共施設（図書館など） 

□その他                                                  

 

□特にない  
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３．中央公園広場の再整備について 

（以降の質問は、試合開催日以外における公園利用を想定しご回答ください） 

広島市では、スタジアムの建設に併せ、中央公園広場が都心にふさわしい、年間を通じて多くの人が訪

れる魅力ある空間となるよう、効果的な賑わい機能を導入していくことを検討しています。国内では、下記

のような新しいタイプの公園が増えてきています。こうした魅力ある公園をイメージして、質問にご回答くださ

い。 

【公園の整備例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

（大阪天王寺公園“てんしば”）         （出典：大阪天王寺公園“てんしば”ホームページ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（南池袋公園）                 （南池袋公園） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（南池袋公園） 
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Q13 中央公園広場にあったら利用したい施設やイベント等があれば教えてください。（いくつでも） 

《施設》 

(飲食・物販) 

□レストラン   □カフェ   □キッチンカー   □ショップ  

(スポーツ関連) 

□フットサル   □グランドゴルフ  □ランニングコース □ランニングステーション  

□サイクリング拠点 □フィットネスジム □3X3 コート   □ボルダリング/クライミングウォール  

(体験施設等) 

□デイキャンプサイト □VR施設   □eスポーツ □スポーツミュージアム（サッカーなど） 

□BBQ施設  

(健康増進関係) 

□健康遊具  

(公園機能) 

□子どもの遊び場（遊具・アスレチック等） □ジップライン（ワイヤーロープを滑車で滑る遊具）  

□じゃぶじゃぶ池 

(その他) 

□ウッドテラス  □コインロッカー □手荷物預かり所  □宿泊所    □観光案内所  

□その他 

                                                    

《イベント等》 

□パブリックビューイング    □ビアガーデン   □フリーマーケット・マルシェ 

□プログラム（スポーツ教室等）   □フードフェスタ   

□その他                                                    

 

 

□特にない 
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Q14 中央公園広場を利用する際の交通手段を教えてください。（複数の交通手段を使われる場合は、

利用するすべての交通手段をお選びください。（いくつでも） 

□新幹線  □JR在来線 □アストラムライン □市内電車 □高速バス □路線バス 

□自動車  □自転車   □バイク       □徒歩  

□その他（                                               ） 

 

Q15 Q14で「自動車」を選択した人は、公共交通機関を利用しない理由について教えてください。（いくつ

でも） 

□公共交通が自宅付近に無い   □運行本数が少ない  □時間が読めない    

□紙屋町・八丁堀周辺の駐車場から歩ける  □駅や車内が混む    □費用が高い  

□家族・子ども連れでの移動に不便   □荷物が多い 

□乗り方やアクセス方法が分からない  

□その他                                                

 

Q16 Q14で「自動車」を選択した人は、どのような条件が整えば公共交通機関を利用するか教えてくだ

さい。（いくつでも） 

□駅の近傍等でのパークアンドライド駐⾞場（無料）の提供 □運行本数の増便  

□公共交通利⽤者への特典の提供   □割引乗⾞券の発売  

□主要駅から中央公園までのシャトルバスの運行   □条件によらず利用しない  

□その他                                                 
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４．余暇・自由時間の使い方 

Q17 仕事や学校等で過ごす時間以外の自由な時間又は余暇のタイミングを教えてください。（いくつで

も） 

□平日午前 □平日午後 □休日午前 □休日午後 

Q18 余暇・自由時間の使い方を教えてください。（いくつでも） 

□食事   □買い物   □観光   □娯楽   □スポーツ 

□その他（                                                   ） 

・ 休日にお出掛け（遠出）をする際のスポット、また遠出する際の 1人当たりの消費金額などの行動につい

て教えてください。 

Q19 行ったことがあるお出掛けスポットについて教えてください。（いくつでも） 

(広島市) 

□広島市内中心部（紙屋町・八丁堀など） □原爆ドーム □広島城  

□広島平和記念資料館   □安佐動物公園 □湯来温泉  

□縮景園    □マリホ水族館  

(安芸) 

□厳島神社 □宮島水族館 □弥山  □たけはら街並み保存地区 

□西条酒蔵通り  □大和ミュージアム □休暇村 大久野島  

(備後) 

□千光寺公園   □福山城  □鞆の浦  □みろくの里  

(備北) 

□広島三次ワイナリー  □君田温泉  □備北丘陵公園  □帝釈峡  

(芸北) 

□神楽門前湯治村  □三段峡  □土師ダム 

□その他（                                                   ） 

□遠出しない 

Q20 お出掛けする際の消費額について、総額及び目的毎に 1人当たりの消費額を教えてください。 

金額 

 

目的 

０円 

 

1,000円

以下 

1,000～ 

3,000 

円程度 

3,000～ 

5,000 

円程度 

5,000～

10,000

円程度 

10,000～

15,000

円程度 

15,000～

20,000

円程度 

20,000

円以上 

飲食 

 
□ □ □ □ □ □ □ □ 

お土産 

 
□ □ □ □ □ □ □ □ 

総額 

 
□ □ □ □ □ □ □ □ 

５．その他、ご意見がありましたら教えてください。（ご自由にお書きください） 

          

 

 

ご協力ありがとうございました。 


