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白河市複合施設整備基本計画案に対するパブリックコメントの実施結果 
 

■実施期間 

 令和３年１月２０日（水）～２月１９日（金） 

■意見提出方法 

 持参、郵送、ファックス、電子メール 

■提出数、意見数 

 提出数 ２１通  意見数 ２７件 

 

※お寄せいただいたご意見につきましては、なるべく原文のまま掲載するようにしていますが、個人が特定される表現や具体的な名称については一部省略している

部分がありますので、ご了承ください。 
 

No. 
該当箇所 

（ページ等） 
提出された意見の内容 意見に対する市の考え方 
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（１ページ） 

第１章 背景と目的 

１行目について 

 

人口減少・少子高齢化に伴う「活力衰退」とは具体的にどういうこ

とを述べているのかはわかりかねますが、仮に「経済が衰退していく」

という趣旨だと解釈するとします。 

しかし、人口減少や少子高齢化が「経済の衰退」と本当に関係ある

のでしょうか。 

（グラフ） 

ＩＭＦのデータをもとに作成した上記のグラフによれば、我が国の

人口減少率は高齢化の影響もありほとんど誤差の範囲にとどまってお

ります。 

では、このグラフにある国においてはすべからく経済が衰退してい

るのかといえば、そうではありません。たしかに少子化の影響もあり、

総人口に占める15歳から65歳のいわゆる生産年齢人口の比率は総人口

に比べて減少傾向にありますので、その減少率の高い国と比較してみ

ます。 

 この「第１章 背景と目的」の項目については、複合施設

を整備する背景や整備計画を策定する目的について整理し、

総括する観点で簡潔に記載しております。 

 なお、市の最上位計画である「総合計画」等において、人

口減少・少子高齢化などの市を取り巻く環境変化と課題を整

理し、必要な施策を明示しております。 

 また、ご意見は今後の行政サービスの実施にあたり、参考

とさせていただきます。 



 

2 

（グラフ） 

ＩＭＦのデータを元に作成した上記のグラフでは、日本のように人

口が減少している国でも、国内総生産、いわゆるGDPが4倍以上も成長

できていることがわかります。このことによって、人口減少・少子高

齢化は経済成長とは無関係であることが証明されました。 

 しかし、このグラフだけでは「日本は経済的に成熟しているから、

もう経済成長しないのではないか。」という反論もあるかもしれませ

ん。しかし、この20年以上にわたり、主要国で経済を成長させていな

い国は日本だけです。 

（グラフ） 

では、なぜ他の国々には経済成長できて、日本だけができないのか。

それは人口減少や少子高齢化などではありません。それは、政府によ

る緊縮財政のためです。 

（グラフ） 

ＧＤＰは、国内における消費と投資、そして政府支出と純輸出の合

計です。我が国はバブル崩壊以降長引くデフレと消費税の増税によっ

て国民の消費や投資が抑制され続けてきました。また、海外に依存し

た経済運営はあまりに脆弱であるため純輸出に頼ることもできませ

ん。したがって、デフレを脱却しＧＤＰを成長させていくためには、

政府支出を拡大するほかないのです。 

ではなぜ政府支出が拡大されないのでしょうか。それは「国の借金

である国債の残高が1000兆円を超えてしまっているので、これ以上国

債を発行すると財政破綻してしまうから」といういわゆる財政破綻論

が国民の間で共通の認識として浸透してしまっていることが原因だと

考えられます。 

しかし、この財政破綻論は財務省によって明確に否定されています。 

『日・米など先進国の自国通貨建て国債のデフォルトは考えられな

い。デフォルトとして如何なる事態を想定しているのか。（中略） 



 

3 

・マクロ的に見れば、日本は世界最大の貯蓄超過国 

・その結果、国債はほとんど国内で極めて低金利で安定的に消化さ

れている 

・日本は世界最大の経常黒字国、債権国であり、外貨準備も世界最

高』https://www.mof.go.jp/about_mof/other/other/rating/p1404

30.htm 

つまり、自分たちでお金を発行できるのに、お金を返せなくなって

破綻するということなどありえないということです。 

しかし、ここで考えなければならないのは、日本政府は通貨を自分

たちで発行し、財政出動することができるのに対して、地方行政には

通貨を発行する能力がないため、財政破綻をする可能性があるという

ことです。その上、震災により地方行政における財源である地方交付

税交付金は一時的には増額されましたが、ここ数年は減額されており

ます。この状況下で、どれだけ行政サービスをよりよくしていこうと

しても限界があろうかと思います。 

したがって、このデフレの状況を鑑みて、積極的に行政がお金を使

っていくことに関しては大賛成ですが、周辺の市町村や県と連携しな

がら、国に対して地方交付税交付金の増額を要求し、さらなる行政サ

ービスの充実を図ることが大切だと思います。 
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（１７ページ） 

第３章 施設コンセプト 

２．背景の整理 

（３）子育て環境や家庭環境の変

化について 

デフレの一因として、実質賃金の低下があります。 

（グラフ） 

厚生労働省によるデータをもとに作ったグラフによれば20年以上下

落の一途をたどっています。人々が得る賃金が少なくなるため、将来

が不安になって結婚もできず、結婚もできないため子供も生まれずと

いうような悪循環になってしまっています。 

また、めでたく結婚できたとしても収入が少ないため、望んでいな

いにもかかわらず共働きせざるを得ず、益々少子化が加速するという

ような状況です。 

この「第３章 施設コンセプト 2.背景の整理 （3）子育

て環境や家庭環境の変化」の項目については、複合施設に「子

育て支援」の機能が求められる背景を整理し、総括する観点

で簡潔に記載しております。 

 なお、市の最上位計画である「総合計画」等において、人

口減少・少子高齢化などの市を取り巻く環境変化と課題を整

理し、子育て支援や就労支援等の施策を明示しております。 

ご意見は今後の行政サービスの実施に当たり、参考とさせ

ていただきます。 
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こうした状況に歯止めをかけるために、対症療法的な政策も必要か

とは思いますが、賃金の上昇を後押しするとともに、潤沢に補助金を

つけたり税制を優遇したりすることが行政の一丁目一番地の役割であ

ると思います。 
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（１９ページ） 

第３章 施設コンセプト 

３．複合施設に期待される役割 

（１）健康づくりの増進について 

 

複合施設の計画案について、次の事案をお願いする次第です。 

 ２０２１年東京オリンピック、２０２４年パリオリンピックにスポ

ーツクライミング競技が実施されます。クライミングは福島県でも施

設が県内各地に設置されてきました。クライミング人口も１千人を超

え、野外の自然岸壁も数多くあり、今後さらに増加すると思われます。

また障害者スポーツにおけるクライミング競技も大いに関心が高まり

施設整備の要望も強まっております。 

 このような状況を考えますと市民が子供から大人まで幅広い利用者

が年間を通じて室内スポーツとして健康維持、体力増強、そして新た

な挑戦としてスポーツに取り組む人々が多く出てくるものと思いま

す。このような事由でスポーツクライミング・ボルダリング壁の施設

設置をお願いする次第です。 

スポーツを通じ、人間として「生きる力」「生き抜く力」を養い「社

会の中で人間としての在り方」をスポーツマンとして考え、協働に参

加して行く白河市にしたいと願うものです。 

この基本計画（案）は、複合施設の整備方針や備えるべき

機能など、複合施設と周辺環境の整備に向けた基本的な考え

方を整理したものです。 

ご提案の機能ごとに必要な設備等については、ご意見を参

考にしながら、今後の設計段階で検討していきます。 
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（１９ページ） 

第３章 施設コンセプト 

３．複合施設に期待される役割 

（２）子育て支援の充実について 

現在子ども園が各幼稚園で設けられており、０歳から授けて保育で

きる環境になっていると思います。この文章からいくと待機児童がい

るという事なのでしょうか。この問題は子ども園で解決していく事と

思います。 

この「３．複合施設に期待される役割」の項目については、

施設の整備コンセプト及び整備方針を設定するため、「子育て

支援の充実」の必要性について整理したものです。企業を含

めた地域社会全体で子育てをサポートする環境整備が求めら

れることを記述したものですので、ご理解ください。 
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（２０ページ） 

第３章 施設コンセプト 

３．複合施設に期待される役割 

（５）新たな雇用・多様な働き方

職業安定所、ハローワークの内容に読み取れましたがハローワーク

の仕事の一部がここに来るということですか？ 

この「３.複合施設に期待される役割」の項目については、

施設の整備コンセプト及び整備方針を設定するため、「新たな

雇用・多様な働き方の創出」の必要性について整理したもの

です。 
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の創出について 基本計画（案）の３８ページに、民間機能（官民連携事業）

の一例として、女性に軸をおいた民間型ハローワーク・サー

ビスを提供する考えを示しておりますが、複合施設に「職業

安定所」が入るということではありませんので、ご理解くだ

さい。 
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（２２ページ） 

第４章 施設の機能と規模 

４．整備コンセプト・整備方針 

（２）整備方針 方針３①につい

て 

 周辺施設と使われ方が重複しないよう・・・・。 

 多いに期待します。 

この「整備方針」に基づき、周辺施設と使われ方が重複せ

ずに、市の規模に合致する必要最小限の機能規模とし、また、

周辺施設との機能的な連携も含め、市民の皆様が利用しやす

い施設となるよう整備を進めます。 
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（２７・２８ページ） 

第４章 施設の機能と規模 

４．利用イメージと想定スペース

について 

・コワーキングスペースの拡充をお願いします。 

・ＷＥＢ会議も可能な遮音性を備えた有料テレワークブースの設置を

希望します（民間事業者誘致でも良い）。 

この「利用イメージと想定スペース」については、施設の

利用イメージや想定されるスペースを整理したもので、施設

に導入する機能を示したものではありません。 

ご提案の機能ごとに必要な部屋や設備については、ご意見

を参考にしながら、今後の設計段階で検討していきます。 

また、民間機能（官民連携事業）については、基本計画（案）

の３７～３９ページに、その一例を記載していますが、民間

事業者の提案等により、今後検討していきます。 
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（３０～３９ページ） 

第４章 施設の機能と規模 

５．導入機能の整理について 

 

 

各機能の説明において他地域の事例写真の占める割合が大きく、ビ

ジュアル面でのイメージはしやすいですが少々具体性に欠ける印象を

受けました。設置物等いくつかの具体例の記載をしてはいかがでしょ

うか。 
 

健康増進機能に資する機能の具体例（案） 

参考：大和市文化創造拠点シリウス、株式会社タニタ 

・「健康見える化コーナー」の設置 

体組成計、骨健康度測定器、電動血圧計、血管年齢測定器、脳年

齢測定器など 

この基本計画（案）は、複合施設の整備方針や備えるべき

機能など、複合施設と周辺環境の整備に向けた基本的な方向

性を整理したものです。 

また、「第４章 施設の機能と規模 ５.導入機能の整理」

の項目については、施設に導入する機能に関して基本的な考

え方を示したものですので、ご理解ください。 

ご提案の具体的な機能やソフト事業については、ご意見を

参考にしながら、今後検討していきます。 
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・活動量計の貸出 

・施設案内に距離や消費カロリーの目安を表示、周辺の消費カロリー

を表示した街歩きマップの設置 

 →いきいき健康マイレージ活用の促進、谷津田川せせらぎ通りやま

ちなかへの回遊の促進 
 

生きがいづくりに資する機能の具体例（案） 

参考：ニッセイ基礎研究所 ジェロントロジーレポート「地域で高齢者

のつながりをどう作るか？ 」 

・生涯学習ネットワークの構築 

  教えたい人はボランティア講師の登録をし、「習いたい人」と「教

えたい人」を繋ぐシステムを構築 

・大テーマである「健康」に基づいた学習スペース、ワークスペース

の設置 

  スタンディングデスクやバランスボール席の実験導入 
 

民間機能の例・健康カフェの運営の方向性について 

参考：大田原ヒカリノカフェ、黒磯白牡丹、白河市みらい創造総合戦略  

白河市みらい創造総合戦略施策 4「農業の魅力向上による雇用の場

の創出」において、就農機会の拡大について触れられていますが、健

康カフェの運営がこの就農機会の導入機能も果たすのではないかと考

えます。地産地消の食材や白河ブランド認証産品の提供を行い食農機

会を増やすことで、健康と食と農への関心、ひいては就農希望者と農

業者のつながりが生まれるのではないでしょうか。ぜひ食と農をつな

ぐシステム（生産者の見える化など）を構築していただきたく思いま

す。 
 

参考複合施設：武蔵野プレイス、須賀川市民交流センターtette、みん

なの森ぎふメディアコスモス、大和市文化創造拠点シ

リウス、岡山ロコモーティブステーション、神奈川未

病バレー「ビオトピア」 
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（３４ページ） 

第４章 施設の機能と規模 

５．導入機能の整理 

（４）生きがいづくり機能につい

て 

 

 生涯学習センターは、現中央公民館の機能を含む、新たな生涯学習

の拠点施設となると理解しています。 

 現中央公民館は５０数年の歴史の中、多くの団体が活動拠点として

利用してきています。現在でも約６０の団体が活動し、年間延べ利用

者数も５万人を数え、名実ともに本市の生涯学習の拠点となっていま

す。（コロナ禍でこの１年は利用自粛団体多数） 

 計画される生涯学習センターには、これらの団体の活動がさらに発

展するような施設となることを期待しています。 

 超高齢社会の進展する中、生きがいづくり機能は特に力をいれてい

ただきたいと感じています。 

「生涯学習センター」は、文化活動やボランティア活動、

グループの会合に利用することや、様々な教室等を受講する

ことができる拠点として、幅広い世代の市民の皆さまにとっ

て、気軽に立ち寄り、新たな知的好奇心や市民同士のつなが

りを創出し、市民活動がより活性化するため、魅力的な空間

を整備することを目指しています。 

現在の時代ニーズに合った新しい視点から、公民館的機能

を包括した広い概念での生涯学習の場を提供する施設となる

よう整備を進めます。 
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（３４ページ） 

第４章 施設の機能と規模 

５．導入機能の整理 

（４）生きがいづくり機能につい

て 

 

① ロッカー 

② 更衣室 

③ 全身が映る大きい鏡（練習の姿を見ながら） 

 生涯学習センターで、公民館のような活動ができるのであれば、上

記の設置を希望したい。 

この基本計画（案）は、複合施設の整備方針や備えるべき

機能など、複合施設と周辺環境の整備に向けた基本的な考え

方を整理したものです。 

「第４章 施設の機能と規模 ５.導入機能の整理」の項目

については、施設に導入する機能に関して基本的な考え方を

示したものですので、ご理解ください。 

ご提案の機能ごとに必要な部屋や設備や広さ、建物の階数、

何階建てにするか、それぞれの機能は何階に入るのかなどの

建物の構造的な事項等については、ご意見を参考にしながら、

今後の設計段階で検討していきます。 

また、施設の運営についても、今後検討していきます。 

11 
・使用する会場に鏡をつけてほしい。 

・使用料が高くならない様、使用時間今まで通りで。 

12 

 白河菊花愛好会の主たる活動場所は、 

① 室内での会員相互の研修 

② 菊花栽培は陽の当たる５坪ほどに設置した栽培棚です。 

 その確保をよろしくお願いします。 

13 

・集会や演奏ができ、又踊りやダンス、身体を動かすなどが利用でき

る広い部屋が必要。（ただし、仕切りなどの工夫で、いくつかの団体

ができるような小部屋も作れるような工夫が必要） 

・上記の部屋は市民が気軽に出入りできるよう１階が望ましい。 

・２階、３階へは必ずエレベーターの設置を！ 

・トイレの工夫を！（女性のトイレは必ず多く） 

14  コーラスの練習が出来る部屋がほしい。 
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（３７～３９ページ） 

第４章 施設の機能と規模 

５．導入機能の整理 

（７）民間機能（官民連携事業）

について 

この計画は、白河の住みやすさを首都圏域の方に直に感じてもらう

チャンスだと思います。移住を促す手段として、体験型スペースを作

り、貸し自転車を併設して、せせらぎ通り、南湖公園、城下町通りの

散策などの体験者に宿泊割引券を配り、市内に泊まって満喫してもら

うのはどうでしょうか。移住促進の目玉として●月●日に●●●●で

「●●」役を演じた●●●氏が、コロナ禍もあり白河に移住して来ま

す。リモートレッスンや出張レッスンを予定していますが、これを契

機に子供から高齢者の方々に、本物の演技者とはどのような感じなの

かを体験するきっかけになればと思います。是非クラシックバレエも

出来る施設を作って欲しいです。またコロナが収束した折には、首都

圏のリモートの生徒さんが白河を訪れてその良さを体感する事が、移

住につながる可能性もゼロではないと考えます。 

この基本計画（案）は、複合施設の整備方針や備えるべき

機能など、複合施設と周辺環境の整備に向けた基本的な考え

方を整理したものです。 

ご提案の機能ごとに必要な部屋やソフト事業などについて

は、ご意見を参考にしながら、今後の設計段階で検討してい

きます。 

本施設は、単なる箱物としての建物ではなく、周辺の公共

施設や様々なソフト事業とも連携しながら、「場」の魅力を最

大限に発揮させ、市民が住みやすい、住み続けたいと思える、

まちの拠点となるような施設整備を進めることで、移住にも

つながるものと考えております。 

なお、基本計画（案）の２２ページに記載してある「整備

方針 方針３（周辺施設との複合的利用）」の考え方からも、

文化・芸術の表現の場として、白河文化交流館「コミネス」

をぜひご利用いただきたいと考えております。 

16 

（３７～３９ページ） 

第４章 施設の機能と規模 

５．導入機能の整理 

（７）民間機能（官民連携事業）

について 

 

はじめまして。●●  ●●●●主宰の●●●です。 

この度、東京都から白河市に移住し、これまで東京都で行ってきた

ダンススタジオの活動の拠点も白河市にうつします。今後とも宜しく

お願いいたします。 

白河市複合施設整備基本計画案の募集があるとのことで、応募させ

て頂きました。 

照明や幕があるプチ円形ステージのついた図書館のような空間があ

ったら面白いかなと思っています。 

例えばそこのステージで 

◆高齢者の皆さまが、子供たちに絵本の読み聞かせ 

読み聞かせだけでなく、劇のように演じたり、身振り手振りや歌を

入れてのミュージカルのような小さな作品をお届けするなど、地域の

皆さまの憩いの場、あそこに行けば自由に表現を楽しめる！と思って

この基本計画（案）は、複合施設の整備方針や備えるべき

機能など、複合施設と周辺環境の整備に向けた基本的な考え

方を整理したものです。 

ご提案の機能ごとに必要な部屋やソフト事業などについて

は、ご意見を参考にしながら、今後の設計段階で検討してい

きます。 

なお、基本計画（案）の２２ページに記載してある「整備

方針 方針３（周辺施設との複合的利用）」の考え方からも、

文化・芸術の表現の場として、白河文化交流館「コミネス」

をぜひご利用いただきたいと考えております。 

「学びの場」である市立図書館「りぶらん」や優れた文化

芸術を「体感する場」である白河文化交流館「コミネス」な

どとの連携を図り、複合施設が未来の白河をつくるための拠
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もらえるような環境があれば楽しいかなと思っております。その際は、

是非演技指導もいたします！ 

本番に向けて、楽しく稽古をしたり、達成感を味わったり、みんな

で何かをつくる、届ける、そして受け取るといった大人になってから

はなかなか機会が減ってしまうことに挑戦できるよう、新たな自分探

しのサポートができたら幸いです。 

白河市に新たに “表現”を身近で感じられる、温かな場所を提供で

きる施設が増えると嬉しいです。宜しくお願いいたします。 

点となるよう整備を進めます。 

17 

（３７～３９ページ） 

第４章 施設の機能と規模 

５．導入機能の整理 

（７）民間機能（官民連携事業）

について 

 

●●  ●●●● アシスタントの●●●です。 

私は、白河市出身です！大好きで大切な地元で芸術を広めていく活

動が出来ることが嬉しく、とてもワクワクしております。 

私自身、小さい頃なかなか“表現する場”や“学ぶ環境”、そして『本

物に触れる機会』が身近に少なかったこともあり、そういった経験を、

大人も子どもも楽しみながら出来る空間を創っていきたいと思ってい

ます。 

主宰の●●● は、●●●●出身で、バレエ・ジャズダンス・ストレ

ッチなど幅広く指導することができます。また指導だけでなく、振付

の経験も豊富です。 

とても熱心で愛情いっぱいの方で、技術面は勿論、人間性もとても

尊敬しております。大好きな白河に、『本物に触れる』ことが出来る元

気いっぱいのスタジオをつくります！これからもしっかりサポート

し、盛り上げていきます！ 

色んな施設での出張レッスンも考えていますので、地域の方々が、

のびのびと歌ったり踊ったり気軽に体験できるような施設が増えると

嬉しいです。 

◆高齢者の方々のストレッチクラスも出来たら嬉しいので、身体

に優しい床と、鏡やバーが完備された空間があると安全面も考

慮できて安心して動けます。 

この基本計画（案）は、複合施設の整備方針や備えるべき

機能など、複合施設と周辺環境の整備に向けた基本的な考え

方を整理したものです。 

ご提案の機能ごとに必要な部屋やソフト事業などについて

は、ご意見を参考にしながら、今後の設計段階で検討してい

きます。 
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◆託児スペースの付いた空間があると、お子さんを預けて、産後

のお母さまたちに少しリラックスして身体を動かしてリフレ

ッシュする時間を提供出来ると思います。 

地域みんなで支え合って、楽しく生活できる環境づくりのお手伝い

ができたら幸いです。 

これからの白河市が更に輝きを増していくことがとても楽しみで

す。地域貢献できるように頑張ります。宜しくお願いいたします。 

18 

（５５ページ） 

第５章 施設の建築計画 

５．ユニバーサルデザインについ

て 

高齢化社会に対応することを鑑み、車椅子の有効幅をクリアした設

計にしていただきたいです。全章にわたって車イス利用者について触

れられていないので、その点も記載してはいかがでしょうか。杖置き

場の設置要望も出るのではないかと考えます。 

ユニバーサルデザインは、できるだけはじめからバリアの

ないデザインにしようという考え方です。車いす利用者を含

めたさまざまな障がいがある方々だけでなく、外国籍の方、

お年寄り、子どもにも使いやすくしようというのがユニバー

サルデザインの趣旨ですので、ご理解ください。 

なお、ユニバーサルデザインへの具体的な対応については、

ご意見を参考にしながら、今後の設計段階で検討していきま

す。 

19 

その他（全般的事項、具体的な提

案、要望等） 

防災について 

 最近の異常気象で想定外の集中豪雨等の恐れが考えられますが、そ

の時、近くの谷田川が氾濫し、敷地が水浸しになったり、水没の恐れ

はないのですか。その対策は計画中にあるのですか。 

複合施設には、災害対策本部や防災システムなど、災害の

情報を総合的に把握する防災対策機能である「防災センター」

を整備します。 

計画（案）４ページの土砂・洪水ハザード情報に記載して

いるとおり、計画地は浸水エリアには該当していませんが、

災害時においても防災拠点として機能継続が可能な複合施設

となるよう検討していきます。 

20 

その他（全般的事項、具体的な提

案、要望等） 

 

営業日時 

１年中（除く年末年始）ＡＭ８:００～ＰＭ８：００ 

設置項目 

 １階 ラウンジ、ロビー、大画面テレビ 

 地下 コンビニ（生鮮食品）、食堂、カフェ、入浴、サウナ、 

    仮眠室、健康器具 

この基本計画（案）は、複合施設の整備方針や備えるべき

機能などの基本的な考え方を整理したものですので、ご理解

ください。 

ご提案の機能ごとに必要な部屋やその広さ、設備、建物の

階数、何階建てにするか、それぞれの機能は何階に入るのか

などの建物の構造的な事項等については、ご意見を参考にし
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 各階 エレベーター、エスカレーター 

       五世代コーナー （祖父母、父母、子、孫、曾孫）の生き方 

          ７５歳コーナー 元気で一人暮しの生活をしている人の集い 

 一人親コーナー 一人親で若い働き手の人々の親支援 

※利用者は、一年中、いつでも１２時間利用できます。 

市民の日常生活において、複合施設の利用ができ、生きがいのある

生活ができると思います。 

ながら、今後の設計段階で検討していきます。 

また、施設の運営についても、今後検討していきます。 

21 

その他（全般的事項、具体的な提

案、要望等） 

 

計画（案）には、障がい者への目線・配慮が欠落しています。 

 １頁の背景と目的の冒頭の一文は障がい者も対象と考え、障がい者

目線で機能を追加・運用を行う。 

具体的には、障がい者支援センターを開設し、障がい者が住みやす

い白河市の実現を図る。さらに、障がい者が活躍できる白河市へと展

開していく拠点と位置付ける。 

この基本計画（案）の５５ページに記載しているユニバー

サルデザインの考えに基づき、複合施設は、バリアフリー設

備を設けるだけでなく、安全で快適な動線、サイン等にも配

慮したユニバーサルデザインに対応した施設とすることで、

子どもから高齢者まで、障がいの有無にかかわらず誰もが利

用しやすい施設にしていきたいと考えております。 

また、基本計画（案）は、有識者と市民の代表からなる「検

討懇談会」での議論や市民満足度調査、市民アンケート調査、

若者を対象にしたアンケート調査、「マイタウン白河」でのイ

ンタビュー調査などを実施し、多くの市民の皆様の意見を踏

まえて、施設を整備するにあたっての背景や役割を整理した

うえで、健康増進・子育て支援・防災対策・生きがいづくり・

市民支援・交流・民間の機能からなる複合施設を整備する方

針を定めましたので、ご理解ください。 

22 

その他（全般的事項、具体的な提

案、要望等） 

その他要望 

【健康増進機能】 

・タニタヘルスリンクの自治体向けプログラムとの連携、セミナーの

実施 

・管理栄養士による食事カウンセリング 

・メンタルヘルス窓口の設置、日光を浴びることのできるデッキテラ

スやサンルームの設置 

この基本計画（案）は、複合施設の整備方針や備えるべき

機能など、複合施設と周辺環境の整備に向けた基本的な考え

方を整理したものです。 

ご提案の機能ごとに必要な部屋やその広さ、設備、建物の

階数、何階建てにするか、それぞれの機能は何階に入るのか

などの建物の構造的な事項等については、ご意見を参考にし

ながら、今後の設計段階で検討していきます。 
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・足湯・足ツボコーナーの設置 

・簡易球技スペースの設置 

【生きがいづくりに資する機能】 

・会報やチラシの印刷ができるプリントコーナー 

・オンライン会議・学習支援（ウェブカメラや簡易間仕切りの貸出し

など） 

・市内のあらゆる法人や団体のチラシ等が参照できる市民活動情報コ

ーナー 

・DIY スペースや簡易 DIY ストア、セミナーによるリノベーションま

ちづくり支援 参考：須賀川 ROUGHLAUGH 

【施設内装関連】 

・木を用いたあたたかな内装、くつろぎや和やかさを生むソファやハ

ンモック席の設置、観葉植物の設置 

また、機能ごとのソフト事業については、今後検討してい

きます。 

23 

その他（全般的事項、具体的な提

案、要望等） 

 

◎複合施設整備（設置）をするにあたり留意すべき事項 

１．複合施設の総ての施設（ホール、フロア、室、部屋、廊下など）

は、バリアフリーであること。 

２．高齢者や障害者及び弱者のための、エレベーターを設置する。 

３．建物本体は、景観に配慮して、３階建てとし、原則的に、１階に

は、ホール（イベント会場・研修室に転用可）、交流ラウンジ兼飲食

ブース、入浴施設、及び屋内温水プールを設置する。２階は、防災

対策機能施設（防災センター、ボランティア活動センターなど）、市

民支援機能施設（少年センター、消費生活センターなど）、子育て支

援機能施設（子育て支援センター、ファミリーサポートセンターな

ど）、健康増進機能（保健センター）施設、民間機能施設、及び多目

的シェアハウスを設置する。３階は、生きがいづくり機能施設（文

化交流の施設（中央公民館的機能））、教養、学習のための教室を設

置する。 

４．多目的利用型シェアスペースを２階に設置する。 

基本計画（案）の５５ページに記載しているユニバーサル

デザインの考えに基づき、誰もが利用しやすい施設環境の整

備を考えております。 

基本計画（案）は、複合施設の整備方針や備えるべき機能

など、複合施設と周辺環境の整備に向けた基本的な考え方を

整理したものです。 

ご提案の機能ごとに必要な部屋やその広さ、設備、建物の

階数、何階建てにするか、それぞれの機能は何階に入るのか

などの建物の構造的な事項等については、ご意見を参考にし

ながら、今後の設計段階で検討していきます。 

 また、施設の運営については、今後検討していきます。 
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５．一般的な教養、学習などに利用する施設（教室、部屋）は、テ－

ブル、椅子を配置することとするが、ホール、フロア、ラウンジ、

音楽のための教室（部屋）のテーブル、椅子、備品，器具、機材は、

各部屋の利用目的に合った最小のものを備え付けるものとする。当

該備品等は、原則的には、収納スペースに格納するものとして、各

施設を最大限活用できるようにする。 

６．当該施設の使用料は、中央公民館クラブ会など文化交流、市民交

流、スポーツ交流に寄与している団体からは、原則として徴収しな

いものとする。ただし、屋内温水プール、入浴施設、及び立体駐車

場については、この限りではない。 

７．屋上に、グリーンベルト（花壇、植栽スペース（中央公民館の菊

花愛好会、盆栽クラブなどが利用する））、備蓄倉庫、備品などの収

納スペース、及びヘリコプター発着場（防災対策機能）を設置する。 

８．駐車場の利用については、不法に長時間（長期間）にわたり駐車

する者の排除のための施策を講じること。 
 

◎交流機能（ホール・ロビー・ラウンジ兼飲食ブース） 

 一般市民、事業者、及び各種団体並びに中央公民館クラブ会など 

がバザー、グリーンマーケット、イベント、講演会、展示会、演 奏

会、発表会などで利用できるホール（研修室・イベント会場に 転

用可能なもの）を設置する。 

(1)当該施設には、共用施設としてラウンジ兼飲食ブース及びアンテナ

ショップを設置し、当会館を利用する人や入浴施設、温水プールを

利用する人、及び谷津田川遊歩道を散策する人に休息、休憩及び飲

食などを提供する。 

(2)当該施設（共用施設を含む）の延べ面積は、５００㎡以内とし、利

用者の利便性から１階に設置する。 

(3)当該施設は、多利用途可能な施設として、健康増進のための健康体
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操、ダンス、太極拳、コーラス、太鼓や災害時などにおける緊急避

難場所として利用する。 

(4)飲食店ブースには、白河市のブランドである「白河ラーメン」  店

を優先的に配置する。 

(5)当該ホールは、駅前広場でのイベントと連携した会場、市独自のイ

ベント会場、及び駅前広場イベント補完的な（雨の日など屋外では

開催が困難な時など）会場として利用する。 
 

◎交流センター、健康増進機能（入浴施設兼屋内温水プール） 

 健康増進対策（老若男女が集って交流でき、かつ運動もできる）

として、入浴施設及び併用した温水プールを、下記の事項に留意し

て、設置する。当該施設は、利用者の利便性から１階に設置し、延

べ面積は、１,２００㎡以内とする。 

(1)当該施設は、年間利用できる施設とし、温水をつくる燃料は、

間伐材等を利用したバイオマス燃料とし、自然環境（自然との融

和、資源のリサイクル）及び地球温暖化対策等に配慮したものと

する。 

(2)温水プールは、健康増進の視点から、高齢者等が水中ウォーキ

ングが出来るような設備を備えること。 

(3)入浴施設は、市民が交流できる施設としての機能を持った構造

とすること。 

(4)多利用途型機能として、緊急災害時における入浴施設、給水施

設（飲料以外）、防災施設（防火用水）などに利用する。 

(5)近隣の他町村は、温水プール又は入浴施設を有する割合が高く

一般市民の交流の場として積極的に利用され賑いを見せている

当市においても必須であると思われる。 
 

◎防災対策機能・市民支援機能（防災センター・ボランティア支援機

能） 
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１．ボランティア活動センターの設置 

(1)当該施設の運営・維持管理、災害復旧支援、災害派遣など市民

ニーズ、行政の要請に基づいて活動する支援機能施設としてのボ

ランティアセンターを設置する 

(2)センターは、活動者の登録、派遣要請の受付、派遣先などボラ

ンティア活動を総合的かつ一元的に管理する。 

(3)センターの構成要員は、一般市民や資格を有した希望者（ボラ

ンティア登録をした者）を最優先に構成し、当該施設の維持管理

や、災害派遣など市民ニーズ、行政の要請により活動する。 

(4)高齢化社会の到来により、市民ニーズは、かなり大きくなる傾

向にあると思われ、きめ細かな対応がとれるセンター活動とす

る。 

(5)当センターは、防災センターと同一のフロアに設置し、常時情

報を共有し、対応、活動出来るようにする。なお、市民支援機能

施設、子育て支援機能施設とも連携して、上記の活動が出来るよ

うにする。  

(6)各施設に、窓口としての、間仕切りをしたプライバシーが確保

できる相談室を必ず設置する。 

(7)防災センター及びボランティア活動センターの床面積は、３０

０㎡以内とする。 
 

◎生きがいづくり機能（生涯学習センター）※中央公民館的機能 

文化交流（中央公民館的機能）としての施設（教室・部屋・フロ

ア）を、各々次の利用目的に沿って設置する。 

１．楽器・歌唱（中央公民館の楽器演奏、歌謡、歌唱、カラオケクラ

ブなどや一般の人など）が出来る、防音工事（騒音対策がされた）

がなされた部屋を３部屋設置する。当該各部屋の床面積は、１５０

㎡以下とする。 



 

16 

(1)当該総ての施設を利用する他の人達の迷惑にならないように、

又利用者が音を気にせずに利用出来るようにするため、防音工事

は、必須である。 

(2)当該施設（部屋）には、音響機器・機材（プロジェクタースク

リーン、大型テレビ、録音機器、パソコン、譜面台、メトロノー

ムなど）を備え付ける。 

(3)当該施設の多利用途型機能として、視聴覚室（ライブラリー、

リスニング）又は学習スペース（部屋）として、一般市民、学生・

生徒なども利用できるようにする。 

２．ダンス、合唱、舞踊、民舞、太極拳、健康体操などに利用できる

施設（フロア）を２部屋設置する。 

(1)当該施設床面積は、それぞれ１５０㎡、２５０㎡以内とする。 

(2)一般市民や中央公民館のダンス、舞踊、太極拳、健康体操、合

唱、コーラスクラブなどが利用できる施設（注）大人数での合唱

やコーラス及びオーケストラの演奏は、１階のホールを利用す

る。 

(3)当該施設の付属施設として、更衣室（男女別）を設置する。 

３．和室を２部屋設置する 

(1)一般市民や学生、生徒などが、茶道や華道などを学び楽しめる

和室を設置する。 

(2)中央公民館の吟詠、俳句、囲碁、着付け、健康マージャン、書

道、舞踊クラブや一般の人が利用できる施設。 

(3)当該施設の床面積は、それぞれ１００㎡以内とする。 

４．文化活動、ボランティア活動、グループの会合、様々な教室（絵

画、写真、絵手紙、俳句、押し花、パソコン、パッチワーク、編物

等）や講座などが受講できるための教室を２室設置する。 

(1)当該施設床面積は、それぞれ２００㎡、２５０㎡以内とする。 
 



 

17 

◎民間機能支援施設（学童保育・一時預かりサービス、子ども食堂、

地域の担い手確保・育成、女性の就労支援、シングルマザーの支援、

引きこもりの支援、リモート事務や会議が出来るシェアスペースな

ど）を、２階に設置する。 

(1)各施設に、窓口としての、間仕切りをしたプライバシーが確保

できる相談室を必ず設置する。 

(2)当該施設の床面積は、２００㎡以内とする。 
 

◎保険増進機能（保健センター）を、２階に設置する。 

(1)各施設に、窓口としての、間仕切りをしたプライバシーが確保

できる相談室を必ず設置する。 

(2)当該施設の床面積は、３００㎡以内とする。 
 

◎子育て支援機能施設（子育て支援センター、ファミリーサポートセ

ンター）、市民支援機能施設（消費生活センター、少年センターなど）

を２階に設置する。 

(1)各施設に、窓口としての、間仕切りをしたプライバシーが確保

できる相談室を必ず設置する。 

(2)当該施設の床面積は、３００㎡以内とする。 

24 

その他（全般的事項、具体的な提

案、要望等） 

 

・市役所本庁舎と連絡通路は良し 

・車のパーキングの数 

・市民の意思をもっと聞く 

・世代を越えた意見、身体障害者の意見を聞く 

・市職員の駐車場の数 

駐車場の整備にあたっては、市庁舎を含めた整備エリア全

体の駐車場台数を確保する必要があり、敷地全体の必要駐車

台数は、複合施設に整備する機能の新規需要や公用車を含め

て試算した結果、約３００台と想定しております。 

複合施設側の駐車場整備に加えて、市役所正面駐車場の再

整備や、市役所裏側に立体駐車場を整備し、市庁舎駐車場の

スペースを有効に活用して、敷地全体で十分な駐車台数を確

保する計画となっております。 

 また、これまでも有識者と市民の代表からなる「検討懇談

会」やアンケート調査などを通して広く意見をお聞きしなが
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ら進めてきましたが、今後も引き続き、市民の皆様をはじめ、

様々な団体等から幅広く意見を伺いながら、検討を進めたい

と考えております。 

なお、市職員の駐車場を整備する予定はありません。 

25 

その他（全般的事項、具体的な提

案、要望等） 

 

複合施設整備計画案の施設建設には反対です。人口の増加は望めず、

高齢化が進む白河、必要としているのは皆が集える公民館の建設です。

高齢化が進む白河に多額がかかる複合施設建設は、市民に負担をかけ

るだけ。コロナ感染の影響で国民の税金も高くなる予想。高齢者にと

って年金減額となるのは大変であるし、若者にも税金の負担が増し、

夢もなくなる。人口流出にも。 

 複合施設でなく、マイタウン、りぶらん、コミネスなどの施設を利

用し、市民が気軽に利用出来る公民館を建設してください。むしろ市

民が便利に利用出来る交通網に資金を出すことを切に願います。 

 今回の地震で市民は更に不安を感じています。ゆとりのある市の財

政であって欲しいと望みます。 

複合施設整備のための財源については、これまでの財政健

全化の取り組みにより、財政状況が比較的良好で安定してい

ることを前提として、有利な財政措置である「合併特例債」

や計画的に積み立ててきた「公共施設等整備基金」に加え、

国の補助金等を活用することで、財源の確保にある程度の見

通しが立っております。 

また、複合施設の機能の１つである生きがいづくり機能と

して整備する「生涯学習センター」は、現在の時代ニーズに

合った新しい視点から、公民館的機能を包括した広い概念で

の生涯学習の場を提供する施設となるよう整備を進めます。 

なお、基本計画（案）２２ページに記載してある「整備方

針 方針３（周辺施設との複合的利用）」の考え方からも、「マ

イタウン白河」、「りぶらん」や「コミネス」などとの連携を

図り、複合施設が未来の白河をつくるための拠点となるよう

整備を進めますので、ご理解ください。 

26 

その他（全般的事項、具体的な提

案、要望等） 

市政だよりで市民会館跡地に複合施設を作るとの計画をみて一寸驚

きました。 

お金をかけてこんな施設を作ることが市民のためになるのでしょう

か？ 

現在あるマイタウンで充分なのではないでしょうか。もしマイタウ

ンがうまく機能しないのであればうまく使える様、いろいろ工夫して

充実した方が良いと思います。 

もしどうしてもあの市民会館の跡地に建物をたてたいのなら、市民

に必要なものを再考していただきたい。 

この基本計画（案）は、有識者と市民の代表からなる「検

討懇談会」での議論や市民満足度調査、市民アンケート調査、

若者を対象にしたアンケート調査、「マイタウン白河」でのイ

ンタビュー調査などを実施し、多くの市民の皆様の意見を集

約して、様々な視点から検討した結果、市民の健康を支える

「保健センター」、ワンストップの「子育て支援センター」、

公民館的機能を含む「生涯学習センター」、災害対策の拠点と

なる「防災センター」の 4 つの機能を柱として整備すること

としたものです。 
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例えば中央公民館を建てるなどはどうでしょうか。 

現在の中央公民館は老朽化し、エレベーター等もなく体の不自由な

方は二階にのぼることがむずかしいです。又地理的にもあんな坂道の

ある高い所にあり駐車場もせまい。 

そんな公民館が使いやすくなれば高齢者や身体に障がいのある方に

はとても便利で使いやすくなるはずです。 

これはほんの一例です。 

とにかく市民のための建物なり施設なり考え直していただきたい。 

一市民として以上意見をのべさせていただきます。 

施設の内容については、特に、以前から強い要望があった

生涯学習機能や頻発する災害に対応するための防災機能につ

いては、喫緊の課題であり、また、コロナ禍の経験から「健

康」の重要性が、より一層高まっていることなどを熟慮した

結果、必要なものであると判断しましたので、ご理解くださ

い。 

27 

その他（全般的事項、具体的な提

案、要望等） 

【地震を体験して改めて感じたことは】 

１ 今後複合施設ができるのであればその中に基本計画の時から 公

民館 を入れて設計をしていただきたい。現在５０年経っていて、

そう遠くないうちに公民館を移転、建設をしなければならない。 

２ 今後日本の人口は右肩下がりとなるのは見えている。今現在から

長くて２０年先くらいが一番公民館利用者が多い年代だと思う。近

い将来公民館を新たに造る。と言うことは２０年先からは利用者が

少なくなり、建物だけが残り経費のみかかることとなる。 

３ 以上の観点から企画政策課で出している基本計画を真逆に考えて

みては白河市の基本計画と違いすぎて問題外でしょうか。要は基本

計画の中に 公民館 を移動させ移転する。とできませんか。生涯

学習センターとは全く関係なく 公民館 を入れていただきたい。 

４ 今後の先のことを考えて必要がなくなる 箱物 は作らない。税

金の無駄です。 

５ 公民館利用者も複合施設を使って良い。との説明がありましたが、

公民館利用者も一般市民です。複合施設ができれば生涯学習センタ

ーに限らず誰でもが利用できるはずです。公民館利用の有無に限ら

ず。 

複合施設の機能の１つである生きがいづくり機能として整

備する「生涯学習センター」は、現在の時代ニーズに合った

新しい視点から、公民館的機能を包括した広い概念での生涯

学習の場を提供する施設となるよう整備を進めます。 

複合施設整備のための財源については、これまでの財政健

全化の取り組みにより、財政状況が比較的良好で安定してい

ることを前提として、有利な財政措置である「合併特例債」

や計画的に積み立ててきた「公共施設等整備基金」に加え、

国の補助金等を活用することで、財源の確保にある程度の見

通しが立っておりますので、ご理解ください。 

 


