
 

 

パブリックコメントの結果について 

募集期間：令和３年１０月１４日～令和３年１１月１２日 

応募件数：３件 

 

３名の方から延べ５件の意見をいただきました。その反映状況は次のとおりです。 

文章修正等 記述済み 検討 反映困難 その他 合計 

０件 ０件 ３件 ０件 ２件 ５件 

 

【文章修正等】･･･本文の修正、記述の追加等意見を反映させるもの。 

【記述済み】･･･既に記述済みのもの。  

【検討】･･･計画の実施段階で検討または対応すべきもの。 

【反映困難】･･･反映が困難なもの。 

【その他】･･･質問や感想。施策の体系外への意見。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

提出された意見等の詳細及び回答 

番号 応募方法 募集要件 意見等 回 答 

１ ファクス 

弘前市内

に住所を

有する人 

 

弘前市内

に事務所

等を有す

る人また

は団体等 

 

弘前市内

に勤務す

る人 

 

弘前市に

鷹が丘老人福祉センター（P78）の取り壊しにつき

以下の配慮をお願いする。 

１，取り壊しに係る工事につき施工期間前に周辺

住民への工程説明を前広にお願いしたい。 

２，住民の健康づくりのための拠点となっており、

市の健康リーダーによる活動の拠点ともなってい

る。 

「代替施設」につき検討中の施設があれば、共用

中止となる前に（今年度内）お知らせいただきた

い。コロナ禍により中止期間が長かったが、2021

年 10月より活動が再開され、現在、朝陽学区の高

齢者にとり徒歩圏内で「健康体操」が手軽にでき

る貴重な場となっている。また、老人会の各種会

合（研修を含む）にも多数使用実績あり。 

 代替として今後小学校などが候補となると思わ

【検討】 

１．鷹ケ丘老人福祉センターについては、弘

前市公共施設個別施設計画のとおり、令和５年

度の解体を予定しております。隣接する天満宮

様に対しては、管理者への事前説明を十分に行

いながら進めていきます。また、工程について、

解体業者が決定し工程が決まった後、業者から

周辺住民への訪問による説明を行う予定です。 

２．代替施設については、近隣にある老人福

祉センター等の公共施設を利用していただく

とともに、民間施設（１か所）を利用させてい

ただけるよう進めており、ご利用いただける見

込みとなっています。年度内に現在の施設利用

者に対し、今後の代替施設等利用について周知

を行う予定としております。 



 

 

番号 応募方法 募集要件 意見等 回 答 

対して納

税義務が

ある人、

または寄

附を行う

人 

 

本 計 画

（ 改 訂

案）に利

害関係を

有する人 

れるが施設利用につき、児童優先が前提とも思わ

れるため教育委員会等との事前調整に市側より配

慮をお願いする。 



 

 

番号 応募方法 募集要件 意見等 回 答 

２ 

アイデア

ポスト 

弘前市内

に住所を

有する人 

 

弘前市に

対して納

税義務が

ある人、

または寄

附を行う

人 

 

本 計 画

（ 改 訂

案）に利

害関係を

有する人 

 

P.69 西部児童センター 施設の方向性について 

少子化の流れで、以前より利用者が減ったとはい

え、常時５０～６０人ほどの利用者がいます。「コ

ロナ」の問題も含めて考えますと、内部施設の整備

も重要かと思います。以前、更新の要望をしました

が、「新放課後子供総合プラン」で進めるので却下

されましたが、実情はどうでしょうか。地域的にも

選挙の投票所（５町会分）にもなっており、外部の

みだけでなく、内部も整備が必要かと。 

【検討】 

西部児童センターは令和３年度において、瑞

風園と共に外壁及び屋根の改修工事を行い、施

設の長寿命化を図っております。また施設内部

についても日常点検や、年２回の一斉点検を行

っており、修繕すべき不具合箇所は市としても

把握しております。今後、施設利用者の安全性

を確保するためにも、予算の中で順を追い修繕

に取り掛かりたいと考えておりますので、ご理

解くださるようお願いいたします。 

３ 

P.80 老人福祉センター瑞風園 施設の方向性に

ついて 

ここ１，２年で、それなりの整備はされて来ました

が、長寿命化を図るのであれば、まだまだ内部施設

の整備が必要です。長寿命化を図っても法定耐用年

数的には、児童センター１０年、瑞風園１２年位と

思われます。あまり最低限の補修だけでは、利用す

る側、運営する側とも無理があると思われますが。 

【検討】 

老人福祉センター瑞風園については、随時老

朽化に伴う修繕や改修工事を進めてきたとこ

ろであり、今年度も屋根や外壁の大規模な修繕

や、トイレの洋式化工事を行っているところで

す。今後も内部・外部ともに定期的な点検と必

要に応じた修繕や改修を計画的に行っていき

ます。 



 

 

番号 応募方法 募集要件 意見等 回 答 

４ 

上記だけでなく、高杉地区に関連した施設につい

て、地区内への説明会は計画されますか。（確定後） 

【その他】 

現時点において、本計画改訂に関して各地区

への説明会開催は予定しておりません。今後必

要に応じて開催を検討してまいります。 

５ 持参 

弘前市内

に住所を

有する人 

 

弘前市に

対して納

税義務が

ある人 

 

本 計 画

改訂案２８ページ 

清水交流センター 2022 年度（可能であれば 2021

年度） 

対策内容：集会室 兼 軽体育室の窓にカーテンを

取り付ける。 

     卓球用のフェンスを増備する。 

理由  ：別紙参照 

※別紙の内容 

清水交流センターの集会室 兼 軽体育室にカー

テン新設工事等の要望について 

【その他】 

集会室兼軽体育室へのカーテン取り付け、身

障者用トイレの故障については、他の不具合等

への対応も含め、安全性や施設機能の維持の観

点から優先順位を定め対応してまいります。 

 卓球用のフェンスについては、昨年度要望を

受けて３枚購入しておりますので、ご理解いた

だきますようお願いします。 

 舞台横にある卓球台については、現在も使用

できるものであり、保管場所の確保が出来ずに



 

 

番号 応募方法 募集要件 意見等 回 答 

（ 改 訂

案）に利

害関係を

有する人 

理由経緯等 私は、退職後の健康維持のため清水交

流センターやほかの体育施設を利用させて頂き、ラ

ージボール卓球を仲間と供に続けてきました。78

歳の老人です。ところが、清水交流センターには、

窓にカーテンが無く、天気の良い日は、窓から差し

込む日差しが眩しくて卓球が、出来ない状態です。 

そんなときは、仕方なく軽体育室の 4隅に卓球台を

移動させ凌いできました。歴代のクラブ代表者が、

市に文書で要望したが、叶えられなかったと聞いて

いました。私も、3 年位前に、日差しの入り込んだ

写真を持って、お願いに行ったことが、ありました。

その時は、応対した職員の方が、じぁ～ 行ってみ

ますね。で終わっております。また、何処から出た

声か、はっきりしませんが、排煙窓だからダメなん

だと・・・私は、そんなことは、無いと思っていま

す。防炎加工カーテンにすれば、問題ないのではな

いかと思います。（下図参照） 

それに使用者（クラブ員）が、カーテンを閉めたら、

置いていたものです。舞台の利用時にご不便を

おかけしておりますが、今後、保管場所を確保

できるよう努めてまいります。 

 いただいたご意見を踏まえ、今後も地域の皆

様が安全・安心して利用できるように施設の維

持管理を行ってまいります。 



 

 

番号 応募方法 募集要件 意見等 回 答 

使用終了時に必ず開けることにする。実際、金属町

体育センタは、そのようにしています。私は、関東

地方を含め、多くの体育施設で、卓球をやってきま

したが、カーテンが無くて日が差し込む所での卓球

は、初めてです。設計か施工のミスではないかと思

っています。「軽体育室」だからとしても卓球（バ

トミントンも？）やるなら日差しは不適です。 

画像 1 

清水交流センター 集会室兼軽体育室の窓から日

が差し込む様子 

画像 2 

↑だんだん日差しが、中央部分まで入り、卓球台に

も直接日が当たる。 

画像 3 

↑日差しを避けて隅に追いやられた卓球台（今は、

日が入り込んでいない） 

・フェンスが、足りないため、クラブ員が、家から

持ってきた風呂敷と洗濯挟みで何とか 



 

 

番号 応募方法 募集要件 意見等 回 答 

・フェンスは、コロナ感染対策としての換気のため、

入り口のドアを開けたりしますので卓球のボール

が、外に飛び出さないようにするためにも使用して

います。 

参考カーテンの見本（サンライフ）これより遮光率

が多くていいと思います。（99.5％位） 

画像 4 

・その他の要望 

画像 5 

↑・故障で使えなくなった卓球台を舞台に上がる階

段前に何年も放置し、ここから舞台に上がれない状

態です。（左側階段）廃棄処分して頂きたいです。 

画像 6 

←何ヶ月も身障者用トイレが、故障で使えない。 

何処で管理されているかは、分かりませんが、市側

の担当者を決め、設備の故障に対して迅速に修理

が、出来るような管理体制にして頂きたい。 

 


