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１ 望ましいと考えられる施設・機能 

 

回答者数：１０７名（回収率　５８％）

１位（３点） ２位（２点） ３位（１点） 加重配分計 １位 ２位 ３位

1
子育て世帯向けの公
園・イベント広場

66 38 6 110 22 19 6

2 子ども向け施設 69 32 3 104 23 16 3

3 保育施設 39 16 11 66 13 8 11

4
看護系、医療技術系、
福祉系の学校

30 22 13 65 10 11 13

5
サービス付き高齢者向
け住宅

21 24 11 56 7 12 11

6 文化ホール・図書館 27 16 8 51 9 8 8

7 産直市場 27 8 14 49 9 4 14

8 総合体育施設 9 14 8 31 3 7 8

9 ショッピングセンター 9 12 8 29 3 6 8

10 屋根付き野外ステージ 15 8 4 27 5 4 4

11 レストラン 0 10 4 14 0 5 4

12 コミュニティセンター 3 6 4 13 1 3 4

- - - - 105 103 94

※　回答のない順位等があるため、各順位の回答数の合計値は回答者数と一致しない。
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アンケート調査結果の詳細及び自由意見について 

【参考資料２】 

（再掲） 

人数

1 会社員 30

2 自営業 11

3 団体職員 1

4 公務員 0

5 専業主婦 20

6 パート・アルバイト 41

7 その他 2

未回答 2

107

職　　　　業

合　　計

人数

1 ２０歳代 1

2 ３０歳代 34

3 ４０歳代 63

4 ５０歳代 5

未回答 4

107

年　　　齢

合　　計

人数

1 3人 15

2 4人 51

3 5人 24

4 6人 10

5 その他 5

未回答 2

107

同居家族の人数・構成

合　　計
人数

1 男性 24

2 女性 79

未回答 4

107

性　　　別

合　　計

人数

1 可部地域 30

2 安佐地域 34

3 高陽地域 26

4 白木地域 17

107

居住地域

合　　計

居住地域 
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年齢 
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２ 跡地に導入する施設・機能として当該施設・機能が望ましいと考える理由                                                  （その１） 

 子育て世帯向けの公園・イベント広場 子ども向け施設 保育施設 

望ましい

と考える

理由 

(ア) できればキッザニアのような施設が望ましいと思います。専用通貨を通し

て、職業体験や経済観念を学ぶことができ、もちろんプレイランド（遊ぶ

こと）も可能だと思います。 

(イ) 周辺でないので 

(ウ) 無料で広い公園がよいと考えたから。ボール遊びができるスペースと自転

車を練習できるスペースと赤ちゃん専用スペース等、分かれているとよい。 

(エ) 子どもの遊ぶ場所が少ないと思うから。 

(オ) 施設費も少なくすみそう。大きな公園がある地域は子育て世帯には魅力的

なので、子どものいる家族がその周辺に集まり活気が出そう。 

(カ) 近くに子ども達がのびのび遊べる場所が少ないので、休日に家族で遊べる

といい。北館病院から子ども達の遊ぶ姿が見えると気持ちがいいですね。 

(キ) 近隣にないので。 

(ク) 人が集まり、周囲が活性化すると思うから。 

(ケ) 広島市にも安佐北区にも子どもと遊べる施設が少なすぎると思う。 

(コ) ボール遊び（野球・サッカー）などができる公園がない（遊んでいると危

ないと言われる）ので、そういう専用もある公園が欲しい。 

(サ) 子育て世代だし、周りに大型遊具がある所がないから。 

(シ) 子ども達が集まれば親も一緒に楽しめるし、小さい子どもがいる町は明る

く感じる。大きな遊具のある公園には、必ず人が来ると思う。 

(ス) 家族が楽しめるから。 

(セ) 近くにイベント広場などがほしい。 

(ソ) 屋外で親子で体を動かしたり、他者との関わりを持つ場所が増えること

で、情報交換や悩みを相談して親になるための学校のような施設 

(タ) 安佐北区に大型遊具のある公園がない為。 

(チ) 駐車場があり、車で行けて家族でのんびり過ごせる。 

(ツ) 近くにゆっくり家族で楽しめる施設があるとうれしい。 

(テ) 人が集まる、集まれる場所が、安佐北区にはないので。 

(ト) 子どもたちが楽しく１日中遊べるような場所があったら、嬉しいです。 

(ナ) 海田や三次、庄原はちょっと遠いから。 

(ニ) 安佐北区には大型遊具の遊び場所も少ないので、あれば利用する人も増え

て活性化される。 

(ヌ) 公園は子供むけ！！とはかぎらず健康を目的とした器具の導入も含める

事で、子供からお年寄りまで元気でいよう！！とできるのでは。 

(ネ) もっと子どもが子どもらしく遊べたり、体を動かせる広場や施設があると

良いと思ったから。 

(ノ) 跡地周辺に公園・広場がなく、もしできたらうれしいし、活用したい。 

(ハ) 片親でも休日にお楽しみ(プチ旅行)気分を味わえる所があればうれしい。 

(ヒ) 安心して子どもが体を動かせる施設が望ましい。体の健康が心の健康にも

繋がる。また、親子で一緒にできれば、なお良い。 

(フ) 子どもが喜ぶのではないか。大型遊具があるとうれしい。 

(ヘ) のびのび安全に遊ばせたい。 

(ホ) 地域住民だけでなく、他地区の人も訪れる場所にできたら賑わうのでは？ 

(マ) 全て移転後周りのお店等が、客が少なくならない様にしてあげてほしい。 

(ミ) 大型遊具のある公園があると子ども達の運動能力が小さなころからきた

えられると思う。 

(ム) やはり、子育て世帯としては、子どもが安心して遊べる環境を望みます。

少々のことでは怒られない、のびのびした遊びができる場所が欲しい！！ 

(ア) 雨の日、天候の悪い日でも、子どもたちが元気に遊べる場所が、あったら

いいと思います。 

(イ) みろくの里みたいな三世代で楽しめる所。 

(ウ) 屋外の公園（大型遊具）は、たくさん作られてあるが、このような施設は

ほぼ無いと感じるから。あれば、ぜひ利用したい。 

(エ) 子どもだけでなく、大人も体を動かす広い場所があまりないので。野球、

サッカー、バスケなど、公園ではできないことができるといいと思います。

(オ) できれば市営。他県にある市営の遊び場がなぜ広島にないのでしょうか？

(カ) 無料で楽しめる場所があれば、市内に行かなくてすむ！ 

(キ) 雨が降った時など、行く場所があれば助かるから。 

(ク) 子育て中の母としては、屋内での子どもの遊び場は意外と少なくゲームな

ど！！と残念な事です。下の子が小さい時など、屋外でなく屋内の施設だ

と良いのでは。 

(ケ) 子供の遊べる公園等。三次などへ出かけているので。 

(コ) 近、公園にも鉄棒など基礎体力をつけるような遊具が減ってきていて、

ボールなども禁止という公園、広場が増えてきている。 

(サ) 神戸市にある「こべっこランド」みたいな施設がほしい。 

(シ) 子どもが遊べる場所が少なく、住宅事情によりボールを使って遊べる場所

が無い。屋内だと安全なので。 

(ス) 安心して子どもが体を動かせる施設が望ましい。体の健康が心の健康にも

繋がる。また、親子で一緒にできれば、なお良い。 

(セ) 少ない為 

(ソ) 安佐北区内に子ども向けの施設がないため、職業体験の施設があったら。

(タ) 近所に子供が楽しめるところがない為。 

(チ) 地域住民だけでなく、他地区の人も訪れる場所にできたら賑わうのでは？

(ツ) できればキッザニアのような施設が望ましいと思います。専用通貨を通し

て、職業体験や経済観念を学ぶことができ、もちろんプレイランド（遊ぶ

こと）も可能だと思います。 

(テ) 雨天時の週末も、子ども達は体を動かしたいと思っている。民間の室内施

設は値段が高いので、無料か市営程度の安値がよい。 

(ト) 子どもの遊ぶ場所が少ないと思うから。 

(ナ) 全て移転後周りのお店等が、客が少なくならない様にしてあげてほしい。

(ニ) 子供の運動不足などの問題を解決出来る様な場所があれば良いと思う。

（大人も運動不足）楽しく体を動かせる場所。 

(ヌ) 休日等、雨天でも子供が体を動かせる、遊べる場が欲しい。 

(ネ) 家族みんなが楽しめる施設が、可部には少ないから。 

(ノ) 子ども向けの施設が少なく不便な点が多い。キッズ向けでもキッザニア等

企業(ベンチャー)と協力して運営できる施設を設置してほしい。(定住者を

増やす) 

(ハ) 子ども達が集まれば親も一緒に楽しめるし、小さい子どもがいる町は明る

く感じる。屋内だと夏の暑い日でも安心して遊べる。 

(ヒ) 雨の日に遊びに行けず子供が発散できるところがあるとありがたいので。

(フ) 駐車場があり車で行けて、雨の日でも大丈夫。 

(ヘ) かなり本格的な大型の広場で、県外でも重宝していていいと思う。とにか

く広島は、遊びに連れていくところが少ない。 

(ホ) 安佐北スポーツセンターが近くにありますが、利用者が多いため、１時間、

２時間待ちがあたりまえだから…。 

(マ) 楽しそう。 

(ア) 現在も保育施設が足りない事、隣が病院なので病院利用者の一時保育等、

広く対応できるものでも良いかも… 

(イ) 今後、需要がある。現在も必要性がある。 

(ウ) 子育て世代が一番助かる施設だと思うため。 

(エ) 共働きが増え、急な病気でも休めない人が多いと思うから。 

(オ) 子育てや出産をもっともっと多くの世帯で増やす為には、子育てにおける

環境を幅広くより多くしていって欲しい。 

(カ) 子供たちが安心していられる空間。 

(キ) 待機児童解消の為 

(ク) 内容を読み、必要と感じたから。 

(ケ) 保育園が望ましい。 

(コ) 子どもが多いので、一人を病院に連れて行っている間、他の子を預かって

もらえると助かるので。 

(サ) 別紙の内容のような保育施設もよいが、待機児童解消のためにも、普通の

保育園も併設されると良いと考える。 

(シ) 安心して預けることができるから。 

(ス) 保護者が病気、子どもが病気、どちらの場合でも預け先には困ると思うの

で、助かります。 

(セ) 他の地域にない特色を生かす。 

(ソ) 保護者が安心してあずける事ができる施設があると、働く幅も広がり、子

どもをつくる事に意欲的になる？ 

(タ) 待機児童の軽減により、子育てしながら働ける女性（男性）が増えると社

会の活性化へつながる。核家族や１人親も増加しているのでは？ 

(チ) こちらも北館とのかねあいです。でも保育施設だけで使うには広すぎます

ね。他の機能も持たせていいかもしれません。 

(ツ) 子どもを育てる親として、このような施設があったらとても安心できる。

(テ) 待機児童を減らす、一つの手だてになれば… 

(ト) 元々足りていないので、増えるのは喜ばれると思います。 

(ナ) ご年配の方が地域で安心して入れる住宅があるといい。一緒に保育施設も

あると、子ども達と高齢者の方とふれあいができていいと思う。 

(ニ) 単なる保育園施設なら、ずっと先の将来には、子どもも少なくなるので、

いずれ保育園も必要なくなると思うが、違った型だとニーズもあると思

う。 

(ヌ) 待機児童が多いので。 

(ネ) 保育だけに決めず、児童を含める、または小さな図書室を含むなど、案外

小学生も働く母としては行く場所がないものです。 

(ノ) 子どもの入院経験があります。兄弟児を安心してまかせられる施設が近く

にあると、とても助かるし、嬉しいです。 

 

その他の

当該施設

に係る自

由意見 

(ア) 公園でも、一か所に遊具を設置するのではなく数か所に分けて欲しい。 

→ 遊びに来ている子どもが一か所にある遊具に集中し、大きい子どもが

くると小さい子どもが一緒に遊ぶと危ない。また、公園デビューという

言葉があるように遊具が一か所にあると、遊具を独占するグループがで

きてしまうので、公園に行きたくても行けないお母さんがいる。 

 

(ア) 常設の屋内施設は、外で遊ぶことが困難な時期に子ども達が体を動かした

りするのには、ありがたい施設ではあるがインフルエンザなどが流行する

時期などは、親が止めても遊びに行って病をもらってきそうで不安であ

る。屋根付き屋外遊具がある施設の方がいいのかも。 

(イ) 屋内施設であるのであれば、狭い空間ではなく広い空間で外からでも中の

様子が見えるようなオープンなスペースにしてほしい。 

(ウ) 親同士などの子育てサークルが活動できる、靴を脱いで子どもを寝かせた

り出来るスペースが欲しい。 
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（その２） 

 看護系、医療技術系、福祉系の学校 サービス付き高齢者向け住宅 文化ホール・図書館 

望ましい

と考える

理由 

(ア) 将来に向けて、必要性が高くなると思う。また、学生さんが居る事により、

飲食店、不動産屋が必要になり、街の活性化につながると思う。 

(イ) 今後の安佐北区の為に、充実させていきたい。（隣接する介護施設などを

作り、病院と連携し教育の場を作る） 

(ウ) 安佐北区には高齢者福祉施設等多いので、人材を育成する施設があれば良

いと思う。 

(エ) 今後高齢者が増えてくることをふまえて、地元で働ける若者誘致のために

も、医療系学校（学費負担の少ない市立又は県立）が必要と思われる。 

(オ) 隣接するのが残すとされる北館で、学生の実習の場としやすいから。 

(カ) 安佐北区には、このような学校が無い為。 

(キ) 学校があると若者が集まって来るので、地域にもプラスになると思う。近

くに文教もあるので、学生の町になるといい。病院もあるので看護・医療

系は良い。 

(ク) 今は広島駅や八丁堀の方まで行かないと専門的な学校はない気がする。学

校があれば人も集まる。 

(ケ) 若い人を中心に、学校がある＝人が集まる。安佐北区には左記（９）のよ

うな看護系、医療技術系、福祉系の学校が無いのでは？やはり若い人が集

まる地域は活性化していると思う。 

(コ) 今後、より必要な人材育成の場だから。 

(サ) 若い人がふえると活性化するので。 

(シ) 安佐北区にないから。 

(ス) 緩和ケア病床を残すので、新しく医療の道に進む人たちの勉強の場がすぐ

横にある方がいいと思います。今は、専門学校遠すぎます！！ 

(セ) 中島駅から歩いて行けるし、実習も安佐市民が近いから。ぜひ公立の学

校！！子どもにも資格を取らせたいから。 

(ソ) これからの時代のニーズを考えて。 

(タ) 現施設の一部再利用が可能では？ 

(チ) 他の地域にない特色を生かす。 

(ツ) 病院跡地という事もあり、何かかかわりのある施設だと受け入れられやす

いのではないでしょうか。 

(テ) 近くにない。 

(ト) 北館と隣接していることは大きなメリットです。長く病院として認知され

ている安佐市民病院跡地は、医療関係の施設として活用してほしいという

思いもあります。 

(ナ) 高齢化の時代に、もっと医療などを学ぶ場所があればと思う。 

 

(ア) 高齢化は避けられないから。 

(イ) 需要が高いから。 

(ウ) 高齢化が進んでいる現状の中で、病院と連携のとれる住宅があるのは心強

いと思われます。 

(エ) これから一番必要と思われるので。 

(オ) 北館を残してそこで機能するのならば、隣接する施設は連動するものの方

が有意義だと思う。いずれ自分の親が安心して入居できるところがほしい

です。 

(カ) 北館を緩和ケア病床等として残すのであれば、高齢化社会の今だからこ

そ、高齢者向け住宅を作るべきだと思います。 

(キ) 高齢化は避けられないから。 

(ク) 今後、需要がある。現在も必要性がある。 

(ケ) 介護が大変な人がいるので、また、一人暮らしのお年寄りが増えると思う

ので。 

(コ) 将来に向けて必要性が高くなる。 

(サ) 要介護３以上でないと特養に入所できない現在、自宅で困っている方々が

多くいらっしゃいます。低料金で入所できる施設が近くにあると私達の今

後を考えると助かります。 

(シ) １１（保育施設）と一緒にする事ができれば、園児と高齢者の交流ができ

て良いと思う。 

(ス) これから先、子どもより高齢者の方が多くなるから。 

(セ) アルツハイマーや在宅介護者をお世話する方々の負担を減らすような施

設にしてほしい。 

(ソ) ご年配の方が地域で安心して入れる住宅があるといい。一緒に保育施設も

あると、子ども達と高齢者の方とふれあいができていいと思う。 

(タ) 高齢化が進む為。 

(チ) 今後必要だと思う。 

(ツ) 高齢化の進展により、待機高齢者の増加が見込まれる。元気な人はいつま

でも働けるように商業化しては？ 

(テ) 今後必要となるから。 

(ト) これからの時代に対応。 

(ア) １（文化ホール・図書館）と３（コミュニティセンター）この２点は兼ね

られると思いました。安佐北区民文化センターだけでは少ないかと。 

(イ) 全て、移転後周りのお店などが、客が少なくならない様にしてあげてほし

い。 

(ウ) 小中学生が本を借りたり、読んだり出来る所が少ないので。 

(エ) 安佐北区民文化センターの老朽化、駐車場問題 

(オ) 良書にふれる機会が増えるのが良いと思う。 

(カ) 今の区民文化センターの利用が不便だから。 

(キ) 図書館が遠いので。 

(ク) 安佐北区にも、駅から歩いて行ける施設があると良いと思う。 

(ケ) 人々の交流の場所があればいいと思う。 

(コ) もう少し大きい図書館が欲しい。 

(サ) 第２の安佐北区民文化センターとして、交通のアクセスもいいと思う。 

(シ) 学校が近く、安佐北区にあるもう一つの図書館はちょっと遠い。 

(ス) 市内まで行くとなると大変だし、安佐北区に大きい図書館などが無いた

め。 

(セ) 人が集客できて、隣が病院でもある程度、静けさが保てると思う。 

(ソ) 図書館が近くにあると便利だなと思う。 

(タ) 安佐北区民文化センターは駐車場が狭い。停められる台数も少ないので不

便。 

(チ) 駐車場のあるこども図書館があれば、ぜひ利用したいので。 

(ツ) 子ども達が色々な活動に使える。 

その他の

当該施設

に係る自

由意見 

（特になし） 

 

（特になし） 

 

(ア) 文化ホールは、安佐北区民文化センターがあるので十分。 

(イ) 図書館もあるので、そことの差別化をしっかりと図るような図書館がよ

い。絵本や児童書に特化したこども図書館。図書館の本を借りて、工作な

どができる場がある施設。 
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（その３） 

 産直市場 総合体育施設 ショッピングセンター 

望ましい

と考える

理由 

(ア) 可部にはないため。可部のいい所を見てほしい。 

(イ) 地元の方が作った農作物を、地元の人間が買う。今後、今以上に地産地消

が必要と思います。 

(ウ) 色んな人達の取れたての野菜など、新鮮なものを届けれて地産地消も出来

るので良いと思います。 

(エ) 地元の農家さん応援！ 

(オ) 農業外れが多い今、産直市などで野菜をもっと売りやすくしていくため。 

(カ) どの世代にも喜ばれると思うため。 

(キ) 地域農業の方たちの活性化が望ましい。 

(ク) 若者の農業従事者を増やす。 

(ケ) 個人的な希望です。 

(コ) 毎日の新鮮野菜を買いに行きたい。しかし周辺にスーパーがたくさんある

ので、土日にイベントもできるスペースがあると尚いいと思う。 

(サ) 地産地消をうながすため。 

(シ) 産直市場と４の子育て世帯向けの公園・イベント広場が一緒にできると賑

わって良いと思います。 

(ス) 人々のにぎわいの場があればいい。 

(セ) 地域の活性化につながるから。 

(ソ) 地域の野菜を販売できるところがあれば嬉しいし、新鮮なものを買いに定

期的にお客さんが来ると思う。 

(タ) 子育て中で、安全で、季節の旬のものを食べさせたい。 

(チ) 地域住民だけでなく、他地区の人も訪れる場所にできたら賑わうのでは？ 

 

(ア) 近年は地震・台風などの災害が多いので、避難施設として整えてほしい 

(イ) 災害時に活用できる。 

(ウ) 安佐北区ＳＣ（スポーツセンター）も古くない。新しい施設がほしい。 

(エ) 災害時の場所としても利用できる設備の整った体育館は良いと思う。 

(オ) 屋内ではなく、５（屋根付き野外ステージ）で災害時に避難場所として使

用出来る所。 

(カ) 新設の避難場所になると心強いので。 

(キ) 市民の憩いの場となるような所がほしい。スポーツが気軽にできる場所が

ほしい。 

(ク) 子どもの遊ぶ場所が少ないと思うから。 

(ケ) 公的機関が運営する屋内体育施設は、まだまだ少ないと感じるから。 

(コ) 安佐北スポーツセンターが近くにありますが、利用者が多いため、１時間、

２時間待ちがあたりまえだから…。 

(サ) 安心して子どもが体を動かせる施設が望ましい。体の健康が心の健康にも

繋がる。また、親子で一緒にできれば、なお良い。 

(ア) イオンが入るといいと思う。ソレイユも祇園イオンも、土日祝はいつも多

くの人が集まっている。平日はベビーをつれたお母さんや年配の方がゆっ

くり過ごしている。イオン以外ならお店をしっかり考えて出店しないと、

可部に同じ様な店ばかりだとダメだと思う。 

(イ) 可部南地区の方の利便性と病院利用者の方が使い易いように…。ただ近隣

の商店の商品と合致しない様、上手く配慮して欲しい。 

(ウ) 子どもを連れて行く場所が増える。 

(エ) 可部南地区が活性化するには、ショッピングセンターが良いと思います。

(オ) できればキッザニアのような施設が望ましいと思います。専用通貨を通し

て、職業体験や経済観念を学ぶことができ、もちろんプレイランド（遊ぶ

こと）も可能だと思います。 

(カ) 女子大が付近にある割に、若者が楽しめる場所がない為。 

(キ) 不特定多数の人々が来たくなる施設が、安佐北区にはほとんどありませ

ん。 

(ク) 近くにあるだけで行ってみようという人も沢山出てくると思います。 

(ケ) 人の出入りが多くなると思う。 

その他の

当該施設

に係る自

由意見 

（特になし） 

 

（特になし） 

 

(ア) 商業関連施設に関しては、必要ないという意見が多かった。 

(イ) 何かの施設に付随する形で、そのものだけでは必要ないのではないか。 

 

 

 

（その４） 

 屋根付き野外ステージ レストラン コミュニティセンター 

望ましい

と考える

理由 

(ア) 天気に左右されずにイベントが開催されるのでフェスの場所（一つ）にな

っても良い。 

(イ) 文化・芸能等イベントが出来る施設により町おこし！！ 

(ウ) 安佐北区には野外ステージ施設は無く、色々なイベントで人が集まる施設

が欲しい。やはり色々な地域や国から人が集まる事が重要だと考える。 

(エ) 付近には他施設があり、市内には無い様な施設を設置してほしい。 

(オ) 野外ステージはどんぐり村をみてステキだと思ったので、４の子育て世帯

向けの公園・イベント広場とセットで良いのでは・・・と思いました。 

(カ) 雨でも動ける。 

(キ) 近くにイベント広場などがほしい。 

(ク) 駅からでも歩いて行けて、人が集まるから。 

(ケ) イベント広場が近くにないと思ったから。 

(コ) あったら楽しそう。 

(ア) ケアセンター等があれば、お食事する場も要るかと。 

(イ) 安佐北区には、レストラン施設が少なく、人々は安佐南区に流れでます！

(ウ) 人が集まる、集まれる場所が、安佐北区にはないので。 

(エ) ２（子供向け施設）や４（子育て世帯向けの公園・イベント広場）があっ

て、８（レストラン）もあったら、便利でいいと思います。 

(オ) 区外、市外からの人を集めたい。 

(カ) レストランオンリーでは厳しいかもですが、多様な施設の中でのレストラ

ンは欲しいところです。 

(ア) １（文化ホール・図書館）と３（コミュニティセンター）この２点は兼ね

られると思いました。安佐北区民文化センターだけでは少ないかと。 

(イ) 文化的な展示などできたら良いと思う。 

その他の

当該施設

に係る自

由意見 

(ア) 手作り作家さんのイベントや、フリーマーケットを雨天に関係なくできる

ような場所 

→ステージという大げさなものではなくてもいいので、屋根のあるスペー

スを多くして欲しい。 

ステージは必要ならば組めばいい程度でよいのではないかと思う。 

 (ア) コミュニティセンターと称しながら、閉鎖的な雰囲気がするところが多

い。決まった人たちしか利用してはいけないような雰囲気があるので、気

軽に使用できるようにしてほしい。 
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３ その他、跡地活用に関する自由意見 

交通渋滞対策・駐車場に関する意見 （１２件） 

(ア) 可部南地区が潤う活用方法が良いとは思うが、立地的に交通渋滞があまりに

も激しくなるような施設等は難しいような気がします。 

(イ) 人がたくさん集まるような施設にするのであれば、交通の整理などが大変に

なると思います（違法駐車など…）。そちらも考えなければいけませんね…。 

(ウ) 病院施設に隣接する施設であれば、野外公園ではなく、コミュニティセンタ

ー、レストラン、保育施設かと考えました。いずれも駐車場など確保できる

上であればありがたいと思います。 

(エ) 可部公民館を利用したりするため車を使うが、停める場所が少なくて困る！

なので、同じ施設の活用するなら駐車場を多く取れるようにしてほしい！ 

(オ) 現在の市民病院も、国道より入る道に線路があったりして車の渋滞があるの

で、車で来る場合の駐車場（新しい施設・機能を利用する）やアクセス方法

なども考えていただけると利用しやすいと思う。 

(カ) どの施設ができる事になっても駐車場はたくさん作っていただきたいです。

公園などになる場合は、子ども達の安全がとても心配です。可部地区の子ど

も達も安全に行き来できる様になると、うれしいですが、難しいですね。可

部、可部南地区が活性化して人に優しい地域になる様、宜しくお願いします。 

(キ) 渋滞をしないように考えてほしい。 

(ク) 既存する施設は、どこも駐車場が少ないと思うので、ある程度の規模の駐車

場もあるといい。 

(ケ) 交通渋滞は非常に気になる。駐車場や公共交通機関からの連絡については考

える必要がある。 

(コ) どのような施設を作るにしても、充分な数の駐車場は必ず必要です。特にた

くさんの人の来場を期待するなら、充分なスペースを確保するべきです。 

(サ) 駐車場はある程度確保して、渋滞のないように配慮してほしい。 

(シ) 駐車場が十分にある施設にしてほしいと思います。 

 

幅広い世代の利用に関する意見 （８件） 

(ア) 幅広い世代が利用（活用）出来る様な、跡地計画をお願いしたいです。 

(イ) ４（子育て世帯向けの公園・イベント広場）と６（文化ホール・図書館）、

両方あれば、子育て世代からお年寄りでも利用できる。 

(ウ) 北館が病棟機能を持ち残るとなると、やはり静かな環境が望ましいと思うの

で、健康・福祉と病院と関係の深い施設を選択しました。ですが、自分の思

いとしては、２（子供向け施設）、４（子育て世帯向けの公園・イベント広

場）、５（屋根付き野外ステージ）などの家族連れや若い世代が楽しめる施

設が欲しいところです。 

(エ) 高齢者ばかりの住宅が増えてばかりで、町が活性化しない。なので、幅広い

世代が利用できるものがあれば良い。 

(オ) ゲームセンターやコンビニを作ると、逆にたまり場になって、小中学生にも

よくないので、地域の人たちみんなが活用できるものを作ってほしい。 

(カ) 若い人から、老人の方が、利用できる場所であってほしいです。 

(キ) 家族で楽しめる施設があれば助かります。 

(ク) ４（子育て世帯向けの公園・イベント広場）と６（文化ホール・図書館）が

一緒になったら、どの世代の方も訪れると思う。小さい子どもが若い世代の

親と遊びに来て、主婦の方は食べ物（野菜）などを買いに来る。年配の方も

小さい子が楽しく遊んでいる姿を見れて、嬉しいと思う。 

 

公共交通機関・交通アクセスに関する意見 （７件） 

(ア) 公共の交通機関の整備もしてほしい。 

(イ) 跡地活用ではありませんが安佐市民病院の移転にともない、交通量に対して

の道路幅拡大はすすんでおりますが、ＪＲ以外のバスの整備に不安を感じて

おります。車の利用はなくＨＰ（病院）へ行ける環境としましてはバスの整

備の必要性もご検討願います。東京山手線のイメージで循環タイプの上、下

まわりが出きればと考えご高齢の方、交通手段、また車両の減少、交通渋滞

の緩和、緊急車両の妨げになりにくいと考えます。ご高齢の方がＨＰ（病院）

への移動をタクシー利用されているのは体力だけの問題ではありません。家

族環境や使える交通手段（公共）がない事もある事を是非知っていただきた

いです。 

(ウ) 可部旧道からスムーズに行ける道を。 

(エ) どの様な施設が整備されるのであっても、安佐市民ＨＰ（病院）の出入口付

近の道路の流れがスムーズに行く事が必要と思います。 

(オ) 道路の整備も必要になってくるのかなあ？とも思います。 

(カ) （再掲）現在の市民病院も、国道より入る道に線路があったりして車の渋滞

があるので、車で来る場合の駐車場（新しい施設・機能を利用する）やアク

セス方法なども考えていただけると利用しやすいと思う。 

(キ) （再掲）交通渋滞は非常に気になる。駐車場や公共交通機関からの連絡につ

いては考える必要がある。 

 

子ども向け施設に関する意見 （６件） 

(ア) 子供特化型スペシャル病院を作ってほしい。心の問題やＡＤＨＤ（注意欠陥

多動性障害）などをかかえた子供たちをみてもらう（判断してもらえるとこ

ろ）小学校にもたくさん子供がいるが、何かしら問題があるように見えても、

それに気付く親が少ないと思うため。 

(イ) 子ども達が地元に残れるよう、近くに学校があり、又、職場につながるよう

であるとありがたい。又、共働きでの学費面も厳しく、公立の学校であった

り、今後の私達の将来を考えると低料金の施設があるととても助かります。 

(ウ) 子供向けの施設を考えてほしい。安佐北区で核となるような病院と連携が出

来、病気やケガで学校に通えない子が安心して過ごせる（保護者も一緒に過

ごせる）施設を望みます。 

(エ) 福祉でも障がいを持った子どもを育てているお母さんの意見を聞いてほしい。

健常者にはわからない大変な思いをされている様です。可部地区にそのよう

な施設があると、三次方面の方も利用しやすいとのこと。色んなしがらみが

あるかと存じますが、検討ください。 

(オ) 子どもが利用できる施設にしてほしいです。 

(カ) 災害時にも使える体育施設と子どもが遊べる施設をかねそなえた物ができれ

ばいいと思う。 

 

健康・福祉に関する意見 （６件） 

(ア) 子どもへの院内感染が心配な場合は、連れて行かない。院内感染が懸念され

る場合は、受付などにも情報がわかるようにしておいて欲しい。 

(イ) 子どもの顔が見せたくて連れていく場合もあるので、病院の廊下など、施設

の一角の窓から外などで遊んでいる子どもが見えるような場所に遊べる場所

をつくってみてはどうか。 

(ウ) 一時的に保育する施設ではなく、公立の保育園（可部東保育園を拡大でも）、

公立の幼稚園などにしてほしい。 

(エ) 子どもや、中高生が集まって勉強できるようなスペースを設置して欲しい。

仕切られた個室ではなく、オープン空間で構わない。飲食店や、フードコー

トで勉強するのではなく、友達同士で勉強をしたり、お互いに教えたりしな

がらもできるような感じで使える空間にして欲しい。 

(オ) 料理教室を開けるような、学校の家庭科室のようなスペースが欲しい。 

→子ども料理教室、親子クッキングなどもできるような感じ 

(カ) 色々な関係で難しいことだとは思うが、せめてインフルエンザの予防接種だ

けでいいので、受けることができるようにして欲しい。インフルエンザの予

防接種を子どもに受けさせる労力が大変。予防接種の時間帯を決めて接種し

てくれる病院も多いが、その病院のその時間に必ずいける訳ではない（就労

等の為）。時期が時期なだけに、他の病気をもらってくることも多い。 

 

商業関連施設に関する意見 （４件） 

(ア) もともとあるお店の方々が変わりなく続けられる様に、商業関連は控えるべ

きだと思います。 

(イ) 小学校のすぐ横になるので、ショッピングセンターは防犯や安全などの面か

らやめてほしいと思います。 

 

(ウ) ショッピングセンターなどはわざわざ作る必要はないと思う。他地域にすで

にあるものはそちらを利用すればよい。他にないものを作るのがよいと思う。 

(エ) 商業関連施設は周辺に十分あると思うので、同じようなものができても面白

くない。買い物の為、もともとよく利用している地域なので、そう思います。 

 

スポーツ（サッカー）に関する意見（３件） 

(ア) 文教に土地を返して、サッカースタジアムを作る。 

(イ) 安佐北区の中で、サッカーの大会が、芝生のグラウンドで出来る様にしたい。

避難場所としての活用も考えてほしい。 

(ウ) 人工芝のサッカーグラウンドがないので、作ってほしい。 

 

その他の施設・機能等に関する意見  

(ア) 障がいのある子どもを持つ母親からの意見 

① 何か施設をつくるにしても少しだけでいいので障がいのある子ども達も

利用しやすいような配慮をしていただけたら嬉しい。視覚支援のコンテ

ンツが多い施設。 

② トイレにしても、子どもと一緒に入らないといけないことも多いので障

がい者用のトイレの数を増やしてほしい。 

③ 男女別の更衣室だけでなく、広い個室の数人で着替えることが出来る更

衣室も用意して欲しい。少し年齢の上がった男の子と女子更衣室で自分

も一緒に着替える訳にはいかず、また自分が男子更衣室に入る訳にもい

かないので、そのような場を設けてほしい。 

④ 図書館を利用しやすいようにも、子どもの障がい特性から静かな空間に

ずっといられないので、図書館の中もみることができ(図書館では静かに

するということを視覚的に教える、閉じ込められたと不安に思わせない

為)閉鎖的でない感じの個室で子どもと本を選んで借りることができる

ようなスペースを併設して欲しい。 

⑤ 障がいのある子ども達と親とのサークル活動ができるような場が欲しい

（廿日市にある施設のようなもの） 

⑥ 障がい特性をきちんと把握して対応してくれる病院・理容院。 

(イ) 願わくば、市民球場跡地の様に、何年も空き地状態にならないように。判断

に困るなら早急に民間に手渡す方がベターだと思います。 

(ウ) 若者（に限らず）の雇用 

(エ) １２（総合体育施設）と２（子供向け施設）が合体とかしていたらうれしい。

上の子の試合の間、連れて行って退屈してしまう。この試合見終わったら２

（子供向け施設）ゾーンに連れて行ってあげるからちょっと我慢しててね、

とか言って、下の子が犠牲にならない。（一番上１２歳と一番下４歳が８歳

違う） 近、結構歳の離れた兄弟多いですよ。 

(オ) 市民病院の跡地活用をする前に、もっと先に跡地利用を考える場所があるだ

ろ（怒）。広島市は何を考えているのか、腹立たしい。今より使いにくくな

ることは、やってほしくない。 

(カ) 高齢者（老老介護含む）にやさしく、順番を待たずにショートステイを交代

でできるような住宅施設と、そこで働き生計を立てられる方々、そして同じ

施設内に子ども向け施設があれば（良いとこ取りですが）いいな、と思う。 

(キ) とにかく年間通して人が集まる事を考えてほしいと思う。イオンが入って、

映画館も入ればいいなぁと思う。 

(ク) ７（ショッピングセンター）、８（レストラン）は一緒に考えてほしい。シ

ョッピングモール（イオン・ゆめタウン等）があれば。銀行（ＡＴＭ）、映

画館等全てが整っている施設。安佐南区まで行く必要がなくなる。 

(ケ) 他県にはない様な施設。海外、交流都市とのコラボをした方が良い。 

(コ) 病院や地域に密着したものが出来れば良いと思う。 

(サ) いつもありがとうございます。安佐北区が益々発展し潤う事を願っています。 

(シ) Ａ級、Ｂ級グルメ村を作る。（全国のＡ級、Ｂ級グルメの店を集めて、１年

中営業する。） 

(ス) 協議会であがった施設案（１２項目）は多種多様ですが、本当に必要なもの

は何なのか、妥協することなく、とことん考え抜いて決定してほしいと思い

ます。立地、認知度、これ以上ない場所なのですから。どんな施設になるの

か、とても楽しみにしています。 
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１ 回答者数  

   ６４人 
 

２ 各施設・機能に関する意見・コメント（類似意見はまとめて整理した。） 

⑴ 子育て世帯向けの公園・イベント広場 

(ア) 学校の近くなので、ショッピングモールなどのような施設ではなく、そうなるの

なら公園や公共施設の方が安心する。 

(イ) 子どもがあそべる所がどんどんなくなってきているので、公園として利用 

(ウ) 具体的には上手く言えませんが、車の心配のないような、とにかく広い芝生の敷

き詰めた広場。小さい子が裸足で歩きまわれるような広場。芝生は人工芝でも良

い。（犬がフンをしてしまうと小さな子ども達の衛生面に問題が出てくるのが難

点ではありますが…。） 

(エ) 夏は中央部に小さな噴水でもあると良いかも。 

(オ) 小川が流れているようなバーベキューが出来る公園。花や緑のある公園、お花見

のできる広場。 

(カ) 子ども達が遊べるいろいろな遊具や、軽くお年よりが体を動かす機具みたいな物

があればいいかなと思います。あの場所は、けっこう車が多いので、渋滞をする

と学校に行事があったりすると時間が間に合わなくなるので。ショッピングモー

ルみたいなのは止めてほしいです。 

(キ) 子どもの遊び場として利用、日本冒険遊び場づくり協会が作っているような自由

な遊び場。ただプレイリーダーが必要なのと病院の横ということで子どもの声が

問題になるかもしれない。 

(ク) 大型遊具のある公園（駐車場もある）→子どもが行きやすく、遊具があると長時

間過ごせる為 

(ケ) 小さい子から高齢者まで利用できる公園(スポーツ施設、テニスコート等) 

(コ) 公園緑多め。ジュンテンドー横に公園があるので、できればボールあそびとか小

さい子が少し危険なので住みわけができると良い。小さな子どもやおとなしく遊

ぶ子、ストレス発散のための母親がおしゃべりしやすいサロンなど。カフェのよ

うなもの。（福祉センターとの住みわけ）ショッピングセンター的なものは、商

店街、交通量、学校の通学路にあたることから、あまり望ましくない。無料駐車

場つき。 

(サ) 子ども達が野球、サッカー、バスケットボールをしたり、大人が体を動かすこと

ができるような場ができたらいいと思います。 

(シ) 多くの子ども達が遊べるような広場、みんなが集える広場 

(ス) 子ども達が伸び伸びと、運動できる広場。体作りのクラブ活動に生かしてほしい

です。 

(セ) 親子が遊べる場所。いろんなイベントができて、皆で楽しめる場所。屋根つきだ

ったら 高です。 
 
⑵ 文化ホール・図書館 

(ア) 治安が悪くなると困るので、図書館ができると便利になると思います。 

(イ) 図書館を希望します。安佐北区に一つしかない図書館はとてもせまく感じます。

子どもコーナー、大人コーナー、幼児コーナーの区別をしてもう少しスペースを

とるべきです。資料室のようなイメージなので、木などの本棚にして、あたたか

みのある図書館にしてほしいです。 

(ウ) 図書館のような、雨が降っても利用できる施設を希望します。 

(エ) 安佐北区図書館が遠い上に区民センターのホールで催しがある時、駐車場が満車

で図書館を利用できないことがある。図書館だけ安佐市民病院跡地に移設しては

どうか。 

(オ) 小規模でもよいので図書館やサロン的なお話ができる場所などが良いかと。 

(カ) 子ども達が自由に使える自習室が備わった図書館ができると有り難いです。 

近の図書館は勉強をしてはいけないとかで、自習室のある公民館のスペースは

席取りが必要なくらい需要があるのに、スペースが狭いため、ファミレス等で勉

強する子ども達の姿を多々見ます。是非、検討の程お願い致します。 

(キ) 図書館が遠くて不便なので、以前、どこかの図書館が「うたや書店」に運営をお

願い（？）しておしゃれな図書館を作ろうとしていたような、そういうまだ広島

にないような、子どもと一緒に本屋へいけて、ついでにお茶もできて、お茶をの

みながら店内の本がよめたり、テラスがあって、外を眺めれたり、木がたくさん

植えてあって（今も植えてある桜などの木を再利用して森のような敷地の中にあ

る施設）自然がたのしめるカフェや本屋（つたや本屋や、福山にある啓文社）が

ある、公園があるおしゃれな場所がほしい。そしたら、子どもも、大人もたのし

める。まだ広島にはないけど東京などにあるようなところがあればいいのに。 

(ク) マンガや本が読めて、カフェ等が併用してある図書館があるといいと思います。

中庭があってリラックスできて、子どもが本を読みながらリラックスできる場所。 
 

⑶ 子ども向け施設 

(ア) 子ども達が身体を動かせるような、室内施設、 

(イ) こども文化科学館や、ヌマジ交通ミュージアムの様な子ども達が楽しんで学べ

る施設があれば良いと思います。 

(ウ) 遊園地とかにしてほしい。 

(エ) 子ども施設で、大阪のキッザニアのような子ども向けの職業体験施設 

(オ) 屋内で遊べる施設が良い。自転車の乗り方などを教えてもらえるサイクリング

施設があると良い。現在、川内の河川敷まで行かないと自転車の練習ができな

いので、可部町内にあるとうれしいです。指導者の方がいてくれると、さらに

安全指導につながると思います。 

(カ) 子ども食堂 子どもが安心して集える場所 

(キ) 子どもが自由に出入りできる、設備の整った図書館、学習室、体育館又はグラ

ウンド（小さくてもよい）などを備えた、子どもが安全で楽しいから行きたく

なるような施設 

(ク) 雨の日でも遊べるような施設があるといいと思います。 

 

⑷ ショッピングセンター 

(ア) 大型ショッピングモール（TSUTAYA、セガ、Mr.ドーナツ、モスバーガー） 
 

⑸ コミュニティセンター 

(ア) 地域の人々が活用できるセンターがあったりするといいなと思う。 

(イ) 地域の子ども～高齢者までが平日休日を問わず交流・活動できる施設にして欲

しいです。子育て中の母や高齢者が引きこもらないで済むように。 

(ウ) 子ども達や地域の方が集える場所 
 

⑹ 看護系、医療技術系、福祉系の学校 

(ア) 知り合いの方から、学校（大学）の新しい科ができるかもという事をききまし

た。それもいいと思いました。 
 

⑺ 総合体育施設 

(ア) スポーツセンターのような所。（駄菓子屋付き） 

(イ) 子ども達が自由に運動できる室内の施設があればいいと思います。児童館でで

きないスポーツなど 

 

⑻ その他の意見 

病院等に関する意見  

(ア) 全面移転ではなく、一部機能を残した移転であれば、病院の跡地活用という前

に、残った病院としての機能をしっかりと果してほしい。病院である以上、病

院以外の活用方法があるとは思えない。以前に、子どもがケガをした時に、受

け入れを拒否された事があったが、新しく病院ができるのであれば、しっかり

と連携を取り、今以上の地域貢献を行ってもらいたい！ 

(イ) 子ども達にではないけど、リハビリ専用の施設、トレーニングできる施設。ま

たは、緩和ケア病棟。 

(ウ) 近くに小児科や耳鼻科がないので、色々な科が集まった個人病院を作って欲し

いです。 

(エ) 小児科（内科）、子ども病院、小児医療の拠点として活用してほしい。 

(オ) できれば小さくても小児科を残してほしい。急に子どもが調子がわるくなって

しまった時、救急で診てもらえるから。 

(カ) 個人病院があつまったもの（特に小児科など） 

(キ) 医療、福祉、ボランティア体験施設 

 

交通渋滞対策・駐車場・アクセスに関する意見  

(ア) 跡地利用について考えるとともに、周辺道路の整備をお願いしたい。病院が移

転したとしても跡地に人の集まる場ができるとすると、どうしても病院前の交

差点は混み合うと思いますし、徒歩、自転車で通ることも多いが危険を感じま

す。 

(イ) 病院もある程度残すのであれば、駐車場（できれば無料）にすればいいのかな？

と思いました。ただでさえ渋滞の多い所なので、無理に何か作らなくてもいい

のではないでしょうか？ 

(ウ) 商業施設などができて今まで以上に渋滞が酷くなったり、交通量が増える＝人

も多く通るので不審者なども心配です。 

(エ) 今の安佐市民病院にも新ＪＲ駅を作り、通いやすくしてほしい。 

 

その他の施設・機能等に関する意見  

(ア) 小学校も近いので児童館、放課後児童クラブの増設を検討して頂きたいです。

児童館を利用したくてもできない方もおられると思います。 

(イ) スーパー銭湯（大きなスパの様な） 

(ウ) 長い間協議していて、地域の方に現状を伝えていないと思うので、早く明確に

していただきたいと思います。 

(エ) 企業誘致する。 

(オ) 親子で楽しめる娯楽施設があれば良いと思います。 

(カ) 習い事ができる様なテナントでもいい。塾等学校からそのまま行けるところ。 

(キ) 学校が近くにあるので、コンビニはたまるし治安も良くない気がする。 

(ク) ３階以上の建物を建てて、避難場所になるようにする。 

(ケ) 子どもからお年寄り、みなさんが楽しめる場所ができたらいいと思います。 

(コ) 具体的な内容は、まとめきれませんが、子どもの能力を（スポーツ、勉強、そ

の他）しっかりと専門の先生等について、習うことができるような施設ができ

れば、安佐北区、安佐南区、県北…広島市の子ども達が大きく成長できればと

思います。学校（小・中・高）の教育には限界があると思いますし、経済的に

余力がない家庭の子も、負担が少なく色々なことが学べる環境が多くなってほ

しいです。 

(サ) 市民農園、畳２畳分ずつ位に区画わけして、貸し出し用の畑にする。 

(シ) 住宅地、子どもが増えて、新しい人間関係がうまれる為 

(ス) デイサービスやショートステイのできる施設を建ててほしい。 

(セ) 今まで病院として可部南の中心を担ってきた場所だから、スーパーや商業施設

はやめてほしいです。 

(ソ) 学校の隣りなので、商業施設でないほうがいいです。また、介護施設などもい

いと思います。 

(タ) 日本文化にふれ合える施設（お抹茶や着物、山まゆなど） 

(チ) ミュージアム、科学館、複合施設、プール 

(ツ) 可部中学校へ通うには距離があるので、可部南中学校をつくってほしいです。 

(テ) 地域が活性化できる施設ができてほしいです。ただあまり大きな商業施設はど

うかと？思います。 

(ト) 地域の活性化につながるように活用してほしいです。 

(参考) 今回のアンケート調査を受けて、可部南小学校の保護者が独自に実施した安佐市民病院跡地利用に関する自由意見調査結果の概要 
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