
【自由意見について】

   自由意見記入者数　358人　／　アンケート回答者数　1,168人（記入率　30.7％）

（20代男性：８人）

全て駐車場（立体）にし，無料で提供する。そのことにより，周辺店舗で買い物をする人を増やす。

追手筋の町並みや高知城の景観を考えてあまり大きな建物は建ててほしくない。

民間活力の活用としても建物建設には賛同できない。

家族で遊べる施設が少なすぎる為，屋内遊び場が中心部にあると嬉しく思います。また郊外のイオンモールな
どに行かなくても楽しめる場が出来れば周囲の商店街やひろめ市場などの施設の集客も増え，街全体の活性化
につながると思います。

（問5の８番目）トイレ希望

街の活性化の為には若者や家族で行きたくなるような施設を作ってほしいです。映画館や商業施設広い駐車場
もあればもっと人は街に集まると思います。

多目的に使用できるよう緑あふれる広場がよい。街中にそういう所がほしい。箱物はもういらない。

中途半端なものはいりません。

（20代女性：15人）

交通の便をよくし行きやすいようにする。若者にも魅力的な場所にしてほしい。市内でどんなイベントがある
のか今以上に詳しく知りたい。内容等ＳＮＳ等にも載せて

子連れの観光客の方々が行きやすい場所，観光客が旅行を楽しみやすいようになる場所になればいいなと思
う。

既存施設等は造らないでほしい。商業施設など今までにない企業を誘致して帯屋町，大橋通りの発展に尽力し
てほしい。商業施設などに向かないと言っている人がいるが働く場があってこそ街の発展につながるものと考
えます。遊歩道もできるのでその場を素敵なものにしてほしい。

どの世代も利用したいと思えるようなものにして下さい。高知を元気にできるかどうかはこれにかかっている
と思います。将来性重視！

商店街はシャッター街になっているように思います。でも「帯屋町チェントロ」が出来て少しはにぎやかに
なったように思いますので，体験型等の商業施設の建設をすれば少しでもにぎわうと思いました。

周辺に多く新しい施設ができているが，いまいちそれらがどのような機能を果たすのかよくわからないので，
宣伝の面にも力を入れてほしい。

広場機能は…災害（津波）のときは危険では？

高知出身者が県外に進学・就職するのは遊べる所（商業施設）がイオンしかないからです。県外で買い物をす
る→県内にお金が回らなくなる悪循環も仕方ありません。観光客も大事ですが，まずは県内の若者（ファミ
リー向け）の商業施設を増やしたらどうでしょうか？

観光客も大事だけど地元民が誰でも行きやすい行きたいと思えるような場所作りも大切にしてほしい。

（別紙要約）観光ゾーンにあるべき施設の「よさこい情報交流館」をこの場所に移転するべき。そして防火設
備を万全にし，津波・浸水から守る機能を備え，災害発生時にうまく機能する設備・空間を兼ねるべき。賑わ
いの低下の理由はブランド（特別感）がないから。車で30分かかる距離を自転車，公共交通を乗り継いで雨
天時にわざわざ行きたいとは思えない。方向性の見えない状態でまちづくりはできない。まずは「○○都市」
というゴールを設定するべきだと思う。

雨の日に遊べる室内施設がないので広々とした遊び場ができると嬉しいです！…と思う反面，街は駐車場が有
料なのでなかなか行く事ができないというのが現状です。



猛暑や雨の日も多く，室内遊び場など圧倒的に少なく家族で出かけられる場所が必要だと思います。帯屋町や
ひろめ市場などもあるので食事面や交通面でも便利で困らないので場所的にもとてもいいと思います。

子連れで安全に遊べる場所（室内）があったら嬉しい。毎月の子どもと一緒に楽しめるイベント等行ってほし
い。調べたら最新の情報が出てくるよう更新をしてほしい。

夜から上映される野外シアターなど。町に映画館がなくなり不便です。

中心街の核となる場，環境であるため，子ども～高齢者まで楽しめる，安らげる，また来たいと思えるような
居場所にしていくべきかと思います。

（30代男性：17人）

市民のために使ってほしい

若者や家族と楽しめる施設が必要。子どもが大人になった時次の子どもに街の楽しさを受け継いで行けるよう
に。

高知城（観光），ひろめ市場（高知らしさとグルメ），日曜市（観光・ショッピング）この３つに加えてもう
１つ目玉があると面白いと思う。維持費少なめ，でも特色は濃いもの。ご苦労様です。高知のため日本のため
頑張ってください！楽しみにしています！

家族で楽しめる場所，その場所に行けば交流でき，人の輪が広がるような所にしていただければ。

よさこい等にはこだわらず行ってみるべき観光地を紹介したりＶＲ体験できる場を用意し「ひろめ市場」や
「ジオパーク」「カヌー体験」等のＶＲ動画を見て行ってみたいなと思わせるものを用意したらいいと思いま
す。

若者（学生等）が学習出来るスペースがあれば良いと思う。（本を読むスペースとは別に）

他県にあるような体験型テーマパークを作ってほしい（高知にはほとんどないです）。小さな子どもから高齢
者まで楽しめる施設。災害時には避難所として使える。

今の中，高齢者の利用より今の子どもが大人になった時に合った機能の施設がいいと思う。

図書館は資料の保管展示の他，高知県の情報（商業，歴史，文化，人…等）「ここに来れば全てが探せる施
設」を目指してほしいと思います。それ以外の機能は思いっきり削ぎ落とすくらいで良いと思います。

「街に行きたい」「街に行かなければ他にはない」と思える新たな施設をお願いします。中身もさることなが
ら，建物自体の魅力も！

雨の日に行きたくなるようなスペースが高知には少ない。ぜび帯屋町をそんな場所にしてほしい。

県外客は隣にひろめ市場，見上げれば高知城という立地なので見向きもしないと思う。ならば県内・近隣にお
住まい（通学）の方が利用しやすい施設を作るべきだと思う。

災害時用に数千人分の食料などを備蓄できる場所

中心街に大丸しかなく商業施設がないのは大変残念。帯屋町アーケードの活性化など県内の魅力が乏しく，ま
ずはその事に注目してほしい。（自分たちが子どもの頃は映画館やショッパーズなど今よりは活気があった）

郊外でも十分な施設，機能だと思います。

市街地の活性化の為に周囲の３つのゾーンを活用する人を増やす事が重要。災害に強い建物をつくり企業を誘
致するのに最適な場所だと思います。

屋内で子どもが遊べるような施設（職業体験や屋内アスレチック等）

（30代女性：35人）

子どもから高齢者，地元の人が図書館と一緒に利用できる施設にして頂きたい。例えば半分はデイサービス施
設，半分は家族連れが楽しめる博物館やミニ美術館みたいにしては，人が集まりやすいです。おみやげとかよ
さこいはもうやめてほしい。



せっかく高知城も近く観光客がたくさん訪れる場所なのだから少しでも県外から来た人がそこでお金を使って
くれるようなものをつくった方が良い。ひろめ市場別館など…。ここでしか手に入らない，食べれない限定品
など。

街の中心部なので一部の人が使用する場所でなく万人が使用できるような場所が望ましいと思う。

隣がひろめ市場であるなど観光客が多く来るエリアなので，県外の人が興味をもってもらえる様な施設が良い
と思う。

活気のあふれた街にしてほしいです。

「おまち」に人が集まるような，効果的な活用方法をお願いします。

項目としてはふさわしいが，例としてあがっているものは適切とは思えない。もっと内容のあるものになるよ
う調査・検討するべきである。

来街者を増やすためには，気軽に車で出かけられるところにすることも大切だと思います。料金の安い駐車場
があればもっと買い物にも行きやすくなります。小さな子どもを連れて出かけられるところにも人は集まると
思います。

観光ではなく地元の人が活用できる場が良いと思う

（問5の４番目）だいたいどこでも人いないです，（問5の５番目）観光に見た目は大事です！中途半端ダ
メ！，（問5の８番目）体験施設→○　休憩スペース→×店にした方が売上になる，（問5の９番目）中途半
端なものではサビれる，（問5の10番目）観光者というよりは高知県人向け。定期的に通う施設は駐車場が
便利な方が行きやすいです。大型客船等来高時，ひろめ市場と合わせて高知のおみやげを買ってもらえない
か。効率的に色々な売上を落としてもらえる。ひろめの集客力を活かせるものを作りたい。

若者中心に活気ある街づくりにしていくのはいいが，「たまり場」のような場所にならず，多年齢層でコミュ
ニケーションのとれる場所になってほしいです。

（問5の８番目）一年中は不要かと。（問5の９番目）無料駐車場付がリピートできて大変良い。)移住者や高
齢者支援を目的にしては県出身の若者の地元定着意識やＵターン希望が減る一方かと。高知は生活しやすいと
ころだと子育て世代が実感できる環境をぜひつくってください。

新図書館および西敷地の完成を心待ちにしています。西敷地は多くの人が集まり，いこいのスペースになるこ
とを希望します。

京町商店街タウンモビリティ「ふくねこ」のような観光客や障がい者などボランティアガイドの利用を気軽に
できる場所が欲しい。また，図書館の施設を活用した学習会があれば良い。

駐車場料金を利用者は無料や安くなる様にするといいと思います。駐車料金がかかるので今はほとんど帯屋町
に行かなくなったので。

駐車場（無料）がないと大変不便

年齢を問わず利用できるものが良いと思う

高知県には徳島（アスタムランド）や香川（さぬき子どもの国）の様に無料で子どもが遊びながら学習できる
場所がないのでそういう場所を作れば良いと思う。そういう所があれば学力も自然と上がっていくのではない
かと思います。

駐車場など充実してもらいたいです。雨の日に子どもが遊ぶ場所が少ないので期待しています。子どもにもわ
かりやすい歴史館や科学館（体験できるもの，クイズなどで学べるものなど）ができたらうれしいです。

隣にひろめ市場があるので観光客が多く来られると思います。なので物産館などはいいのでは。日曜市はあの
通りでざわざわやっているのがよいと思うので，施設の中にあらためて作ることはないと思う。よさこい祭り
も年一回だけなので発展させる機能もいらないのでは。駐車場があってカフェ，レストラン（高知のものが味
わえる，禁煙で），雑貨，高知の物産館（少しおしゃれなもの）など入れると観光客＋地元の人も来るので
は。

複数のいろんな機能を持つ複合施設がよいのでは。

子ども連れでも楽しめるスペースや公園があると嬉しいです。



「よさこい祭り，龍馬，高知城」推しはおなかいっぱい感があるのでもう充分かなと。「動」に視点をあてて
シアター，若者中心のカフェ，高齢者と乳幼児が触れ合えるコミュニティサロンなど作って活性化したいで
す！

一人一台車を所有する高知県人にとって駐車場の問題は大きいと思う。無料なら行こうか！となるけど有料と
なるとやっぱりイオン高知に行こうか駐車場無料やし…となる。しかも駐車場から歩かんでえいし。

大型客船向け観光施設（高知の企業しか出店不可）を作ったらいいと思います。

横に多目的広場があるようなので広場のままにするのはもったいないと思います。

今，休日に遊びに行く（目的なく）というとイオンなど県外企業の店が多くなっています。昔のようにとはい
かなくても帯屋町にまた人の集まる，集まりたくなるような魅力的なものが必要だと思います。

高知城→新資料館→図書館と人の流れができる事に期待しております。百名城にも選ばれている高知城がある
にもかかわらず古い街並みは残っておらず残念。追手前高校よりも城側に景観に特化した街づくりをしてはど
うか。城下町のｲﾒｰｼﾞ。

子ども連れの家族や若い人たちが一日過ごせるような場が中心街にあればそれに伴って買い物や食事等で一年
を通して（よさこいや日曜市だけでなく）経済的効果が上がるのではないかと思います。有効な施設が出来る
事を期待しております。

外国人観光客が増えているので常時機能している多言語対応ができるインフォメーションブース（セン
ター？）が必要だと思います。

賑やかなひろめ市場と静かな図書館の間にある広場なので難しいです。ただよさこいの時に感じたことですが
休憩できる広場が欲しいと感じました。無理やり施設を決めるのではなく臨機応変に対応できるように（広場
になったり仮設の施設も建てられたり）多目的広場という緑ある気持ちのよい広場があれば嬉しいです。

現商業ゾーンは20代30代には魅力に欠ける為，地場物産も含めたアパレル等の商業施設の一角に家族で訪れ
ることのできるスペースや日曜市中に休憩できるスペースが常設されると良い。

高知城が近いのであまり最新のものとか派手なものは控えて古いものと調和するものが良いと思います。観光
客が高知城から帯屋町へ上手に流れて行くような役割を担ってほしい。

子育て世代としてはぜひ子どもが安全に楽しく遊べる屋内外の施設を作っていただきたいです。高知県にはそ
れがあまり無く感じます。

その場所にふさわしいかどうかを置いておくと，大きな企業に誘致した方が市の財政に少しでも足しになった
らいいなと思います。

（40代男性：23人）

高知の給料が安いため子どももつくれない。負担が大きすぎる。

福岡市のように若者向けの起業セミナーを行う場所を提供したら高知市の若者離れの防止策になるのでは？

直接行ける交通網があればもっといいのでは？

（問5の９，10番目）営利目的ではない施設で。高知は雨の日に家族で行く所（遊ぶ場）がない！（四国の
中でも高知県だけ施設がなさすぎ）。街の駐輪場の利用時間が短い（夜閉まる時間が早すぎて利用できない）

隣にあるひろめ市場や日曜市を殺してしまわないような施設ができると良いと思う。観光客にこだわらず高知
県民も楽しく集まれるものができると良いと思う。

西敷地に新しく建物を建築する場合，帯屋町アーケードから見える追手前高校の時計台の景観は残してほしい
（希望）

子ども一人でも遊ぶ事のできるテーマパークで親が居なくても安心な施設であれば買い物もでき周辺の活性化
が図れる。

芝生の中央公園広場でみんなが自由に使えることが望ましい。箱物事業はまっぴらごめんだ！建物は飽きられ
る。ひろめ市場や日曜市で買ったものを広場で食べる高知の太陽気候にふれることが最高のぜいたくでは？



子どもを安心して育てることのできるスペースを増やしてください。今の高知は子どもにいじわるな街です。
特にタバコをどうにかしてください。どうぞご検討ください。

１Ｆはひろめ市場を移設，２Ｆは県外の観光客への高知ＰＲの場。リピーターも来る様な魅力的な場として活
用。年毎にアート作品を入れ替え高知出身にこだわらず世界中のアーチスト作品を展示出来る場にしてもいい
のでは。

ひろめ市場の隣なので位置的にどうでしょうか？県外客も多いので上記では難しいと思います。

官民合同ひろめ市場の拡張型施設。酒の文化を押し出す施設で集人化。

追手前小学校が建っていた場所だという事を残してほしい。通っていた児童たちが誇れる場所にしてほしい。

何を建設するにしても集まりやすくする必要がある為，車社会の高知は駐車場無料化にするべし。（①高知市
在住者以外とか②３時間無料とか～）

思い切って緑豊かな公園にしたらいいと思う。

女性に力入れすぎ。益々男性の仕事，働けない。女性は高揚しすぎ結婚しない子ども作れない。

平日に人を呼ぶのはなかなか難しいと思います。土日に日曜市等に連携した魅力ある施設を作るのがふさわし
いと思います。

（問5の11番目）これは屋上のみを開放利用するようにすれば良いと思います。芝生屋上など良いでしょ
う。せっかく作るのであれば，今高知になくて，観光客に魅力的で，高知の若者にも魅力的かつ働ける場の相
乗効果のあるものを作るべきとおもいます。例えば「ラーメン博物館」や「Ｂ１ｸﾞﾙﾒ博物館」のような観光客
にとっても高知の若者や家族にとっても楽しめる施設です。「○○博物館」のｽﾍﾟｰｽはそれ程いらなければ半
分，半分でも良いと思います。お客のﾀｰｹﾞｯﾄを１つに絞るのではなく，２つ３つとあればリスク分散にもなり
もしダメだったらﾀｰｹﾞｯﾄを変えれば良いだけです。今高知の大きな欠点は高知の若者にとっては「イオンしか
ない」このような状態が高知から若者がどんどん出て行く大きな原因の１つでもあります。せっかく作るので
あれば既にあるものではなく，３つ４つといろいろな効果のある施設を作るべきと思います。さらに出店を募
集して相場よりも非常に安い賃料で貸せば家賃（賃料）も入ってくるという優れた点もあります。

県外から人を呼べる施設。高知の夜は酒を飲まない人はヒマだと思う。

（問5の９，10，11番目）個人的にはこの３つが「できたらいいな」と思います。

高知県は全国で一番猫の殺処分が多いと聞いた。犬や猫の里親探しができる施設を造るべきだ。もうペット
ショップは無くすべきだ。

既存のバス停から遠いので高齢者障がい者に配慮して建物の前にバス停を新設と桂浜～高知駅ＢＴ間を運行し
ているのを県庁前・ひろめ市場（日曜市）を通るよう望む。長浜から桂浜間は市役所に行くのにはりまや橋で
乗換は不便です。高齢者障がい者に配慮してほしい。

高知の素晴らしい偉人や魅力を再発見できる子どもたちに夢を与える事ができる場

（40代女性：35人）
子どものいる家族連れをターゲットにする場所ができるといいと思う。マイカーでの移動となる家族も多いと
思うので，駐車場の利用特権も考えて欲しい。街に人が集まらないのは駐車場の問題もあると思うので。わざ
わざ駐車場代を出してまで行きたいような施設があると，なおの事いいと思います。公共交通を利用する人に
もサービスがあると利用しやすいのでは？（とさっこタウンがすごく良かった）

高知は雨天時子どもの遊び場所がないので是非屋内遊び場を作って頂きたいです!!

立地的に多目的活用が望め，個人的に凄く期待しております。一部の方が利用するのではなく，皆が自然と利
用しやすい環境の場にして欲しいです。

私は重度の障がい者です。父に代筆してもらっています。障がい者や高齢者が利用しやすい機能を作ってくだ
さい。

商店街が寂しいのが残念です。おいしい物があるとか，興味深いものがある，子どもの楽しめるものがある等
離れた場所でもそういう物があれば人は集まるという現状が明らかです。人の集まる有意義なものを希望しま
す。



若者がイオンに行かなくなるような機能を求めます

高知＝「坂本龍馬」なので場所は違うが生家の再現

大きな箱物は作らんでえい。税金使うて更なる借金はせんとって若者がこまるき！

とにかく街は駐車場が不便。お金もかかるので駐車場が無料でたくさんあれば行くのにといつも思う。子連れ
でも行きにくい。トイレも少ない。

予算をなんとか確保して県外の施設に負けない充実し洗練されたものを作ること。高知のものは全て「ちゃ
ち，ざっとしちゅう，なんちゃあない」と言われる。行政がもっときばってください。

ミニシアターがよいのでは？城西公園に一時作られた（安藤さくらさんプロデュース？）ミニシアターのよう
な…。

遊歩道はアーケードのように雨でも利用しやすいよう屋根付きが良いと思う。ひろめ市場が多くの人で賑わっ
ているので，もう少しスペースの拡大をしたら良いのでは。

観光客に対してはひろめ市場等ありもういいのでは？子どもたちが遊べるスペースがなく，小さいころからこ
の場所でお城を見て遊んだという記憶が大人になっても残る場所になればいい。子どもが大人になったときに
親しみを持っていける場所にしてほしいです。やはり想い出（父と母と遊んだ）の場所はいつまでも愛着の場
所になります。そして高知市中心が活性化につながります。少し時間がかかるかもしれませんが…子どもが来
れば大人も来ます。居心地のいい場所にして欲しいです。

（問5の４番目）図書館となりいいかも（問5の８番目）よさこい体験施設→これはいいかも）観光客向けの
施設？ってそんなにいりますか？高知の人に利用してもらえる何かを考えるべきでは…。図書館も駐車場があ
れば利用したい。公共の交通機関は不便（バス，電車とおい）

どれも必要かと思う機能ですが，行きたいか・行くかと問われると…。県民・市民も利用したい，行ってみた
いと思う場所を作ってほしいです。①テーマパークなどなら（2500㎡では狭いけど）孫を連れて・孫が一緒
に行きたいと言うからなどで祖父母も含む老若男女が集う場になるのでは。県民市民が集まる場所は自然と賑
わい栄え県外客の皆さんも集まって来てくれるのではないかと感じます。②ひろめ市場を拡大するのは…？小
中高生が集いにくいか。③読書をしながらお茶のできるゆったり系カフェテラス。高齢者や観光客の方には休
憩所としても利用できるし，交流の場としての役目もつくるとか。どうぞ良い施設を作ってください。

基本的に建物は建てないほうがいいと思います。中央公園と同じような機能。例）日曜市で買ったものが食べ
られる場所になると人が増え，滞在時間が増え，お金も使ってくれます。

天候が悪い時に子どもがゆっくり遊べる施設がないので高知産の木材とかを使ったぬくもりのある遊び場があ
れば…。

若者より高齢者が集まれる施設がいいと思います。

若者だけでなく県民全ての人にあって良かった，作ってもらって良かったと思う物を作ってください。

高知県は動物の殺処分がとても多いと聞きました。ペットモールとはペットショップですか？それなら不要で
す！犬や猫の譲渡会やしつけ教室などを開いて動物に優しい街づくりを是非してください。和歌山県のたま駅
長が人気だったように動物に優しい高知市になれば県内外から老若男女が集まって賑わいます！遊び場を作る
だけでは発展しません。

免税店，両替所，多言語対応観光案内所。川の水族館（河口～上流）たんぼのいきもの池

町中なので若者や子ども，高齢者向けの施設が出来るのは賛成ですが私達の年齢が楽しめる施設もできないで
しょうか？

「キッザニア」の様な親子で楽しめる施設が高知にはない。観光客を呼ぶことも必要だとは思うがもう少し地
域に根差した施設を考えてほしい。

無料の駐車場があればもう少し中心地に来る人も増えるのでは？立派な施設だけ造っても利用がなければ（少
なければ）意味がないし，結局もったいない。

ひろめが観光客が増えすぎて手狭な感じがする。目先を変えた方法でひろめと連携して観光客も地元民も利用
できる施設を希望。また，キッザニアのような家族が楽しめる場所で高知の子どものために役立つものも良
い。高知はイオンしかないので。体験型のものは人気がでると思います。

既にその機能を持つ場所や施設がある場合，二重にならない様にしないと元々の方が潰されてはもったいない
と思います。



雨の日に屋内で遊ばせる場所が高知にはありません。無駄な建物にお金をかけず，思いっきり子育てできる街
を作ってください。

箱物（建屋）は近くのﾁｪﾝﾄﾛ，空店を有効利用すれば良いので必要がないと思います。芝生に噴水等を備え
（災害時の水確保にもなる）た広場にし，図書館で借りた本を読んだり，日曜市散策・街歩き時のひと休み的
な自然と人が集まる所にすれば良いのでは。

（問5の11番目）あの場所に？南海大地震を視野に入れているのであればかなりの高層になるのでは？現実
問題難しいかと思われるので「イ」にしました。この機能が出来れば本当は一番良いのだろうと思います。）
導入されて利用者が少なそうなものを「イ」，利用活用されそうなものを「ア」としました。

多目的に使用できる屋内施設と公園が良いとおもいます。（両方とも災害発生時に避難できる場所として機能
できるつくりにしておく）

（問5の11番目）津波の時は浸かる。この場所しだいで人の流れを変えることがチャンスになるかもしれま
せん。イオンはよく行きますが「高知」ではありません。またこの周りがもう少し賑やかになってくれたら本
当に嬉しい。若者が高知にいてくれますように。人を宝として育てていけるようなシステム・場所を是非と
も。

私には子どもがいませんが甥がいるので，子ども，高齢者，障がい者のための機能がほしいです。

色んな人が気軽に足を運べる場所を提供してほしいです，街が全く活気ないので歩いていてさみしいです。１
Ｆとか屋上を駐車スペースにして車がとめれるスペースを確保してもらうことも必須ですね。

図書館が出来るのは嬉しいがそれだけの為にわざわざ電車代を払うのもどうかと…。日曜市やよさこいのイベ
ントより普段に利用できるスペースができたらよいです。

（問5の１番目）常設である必要が感じられず既存施設の間借りで事足りる。
（問5の２番目）誘致企業←本社に売り上げを吸い上げられるだけなら公費を使うのは反対。
（問5の３番目）新図書館内や高校・大学等の近隣施設を活用すべき。
（問5の４番目）複合的に使えるｽﾍﾟｰｽを設けたら良い。個人的にはｺﾐｹ用（ｲﾍﾞﾝﾄ，ｺｽﾌﾟﾚ更衣室）を希望。
（問5の５番目）中途半端に再現するだけでは何度も来街者が訪れる施設とはならない。大型客船での海外観
光客向けに日本文化を発信する施設には良いと思うので色々な企画で楽しめる場に。
（問5の６番目）上記の施設に地場産品店舗や茶所風休憩所，観光案内所，衣装ﾚﾝﾀﾙ（よさこい衣装，龍馬な
ど。海外観光客向けに着物や浴衣，忍者など）等々を入れるといいかも（羽田空港国際線ﾀｰﾐﾅﾙ縮小版ｲﾒｰｼﾞ）
（問5の７番目）高齢者・障がい者への支援は場所を分散させるよりも「ふくねこ」への支援を充実させて対
応した方が良い。
（問5の８番目）既存の「よさこい情報交流館」へ向かわせる策でおまちに人が流れる事で活性化に繋げるこ
とができると思う。
（問5の９番目）天候に左右されることなく子どもが遊べる施設は必要！親や祖父母も一緒におまちに来る！
（問5の10番目）例えばボルタリンクで難易度が違う壁を作るとかでﾞ[9体を動かす屋内遊び場]＋[10体験
型スポーツ施設]融合したものができませんか？
（問5の11番目）広場で来街者呼べますか？津波浸水区域なので食料・薬等の災害用保管場所には向かな
い。あと火災が発生したら火災旋風によって周囲の炎は酸素供給元となる空間に集まるため広場に集まった
人々を一度に焼き殺すことにも成りかねません（関東大震災時に横網町公園で実際にあった事です）。浸水・
火災リスクを考慮しないまま広場にするのは安易すぎる。）
全ての人を満足させることはできないので機能を取捨選択します。「中心市街地の活性化」を目指すには県
外・海外からの観光客と，子ども連れ世帯（親や祖父母）を主なターゲットとした方が良いと考えました。し
かし，ただ単に施設を作るだけでは集客した人々を周遊へと向かわせるには弱く，商店街等の協力を得てスタ
ンプラリーや割引・記念品等の合同企画があると良いと思います。駐車料金も「有料ゾーンの利用でサービス
券を配布」だと市外地からでも訪れる人が増えると思う。
子どもを連れてくる事を考えると施設は完全禁煙であって欲しいです。具体的には清掃業者が日中常駐する公
衆トイレ（ＳＡぐらいの数・広さ，オムツ替え・授乳室も欲しい），コインロッカー，コインシャワー（旅行
者やよさこい祭り，竜馬ﾏﾗｿﾝでの利用を想定）を１階に。２～３階に城下町を模した観光・遊具施設（子ども
用に「忍者村」とかどうですか？）を，屋上には憩いの場としての庭園を提案致します。（オーテピアより高
くなるビルは望まず３～４階建てがいいと思う。）高知の夏は暑すぎるので建物周囲と屋上にミスとシャワー
機能があれば良いです。課題として考えられるのは平日の集客，路上生活者の移住，犬猫の糞尿，酔客の汚物
…でしょうか。環境が悪いと子連れは行かなくなります（ひろめ市場は子連れでは行かない）。新図書館西敷
地が中心市街地の活性化の為に，有効に活用される事を望みます。

（50代男性：15人）

マンネリ化した市政からウソが多くなった，目立ちすぎる。それ故に末期状態と言われても仕方ない。この敷
地は広場が一番いい。



帯屋町とか日曜市を歩いた後にいっぷく出来る所が欲しいですね。ひろめはのんべえのイメージがあるし～

この事業を担当されている方は他県の成功している施設をじっくりと見学・体験し，取り入れてもらいたい。
田舎者がいくら考えても都会のセンスには及ばないと思うので！今の高知は子どもが楽しめる施設が皆無で
す！

（問5の８番目）買ったものを食べることができる雨にぬれないテーブルとベンチ・ごみ箱，トイレ手洗い場
があると…

図書館が休館日でも学習できるスペースを作ってもらいたい。現在休館日にはそうした場所が街の中にない。
（有料のカフェぐらい）

日曜市そのものが交流拠点です。似たような箱物をあちこちに作っても仕方ないと思います。

地元の人も観光客も自由にふらりと立ち寄る事のできる様な場を作る事が出来れば良いなと思います。あまり
整理されていず，田舎の町らしいごちゃごちゃしている場所。なんとなく行ってみたくなる場所。

財源としての商業施設の誘致には賛成です。が，「よさこい」は別物です。

鍋焼きラーメンビル，ペンギンカフェ，ポケモンセンター，とらのあな

高知城・日曜市など観光客が多く訪れる地域であり観光客増加外貨収益増強を図るため高知の魅力を発信でき
るような施設の敷地として活用していくことを望みます。

あらゆる可能性を追求し前進あるのみ

広場機能も緑化した広場が望ましい。

使いやすさ（開館時間や休み）が重要

高知市在住の方と県外観光客等の交流のできる場としての施設にすることと，大震災等の災害時に役立つ施設
ができればありがたいと思います。

弘化台の場外市場。地元の人も買い物に来られるようなもの。

（50代女性：47人）

ゆっくり本を読みながらお茶が飲めるようなスペースがあったらいいなぁと思います。

身体に障がいのある人でも個々に応じたパソコンやタブレットなどが使えるような場所が欲しい。

大型客船が来高するなか，ひろめ市場と帯屋町の商店街だけでは少しさみしい気がします。もっと高知の良い
ところを県内外に発信する施設，また海外のお客様にも高知に来て良かったと思ってもらえる場所があれば良
いと思う。

観光に重点を置いた施設にした方が良い。せっかく日曜市やお城やひろめ市場，大橋通りに観光客が来るのだ
から市や商店街で買った食材を料理（焼いたり煮たり）して食べられる場所があれば良い。海外からの客も増
えているので日本的な城下町という感じを出す。おしゃれな都会的なものは他のゾーンに集めて作れば良い。
どうやっても高知は田舎で食べ物しか胸をはれるものがないのだから中途半端に現代風にせず，にぎやかで雑
多な楽しい場所にするべき。毎日町の人がよさこいの衣装を着て歩いているような

むやみにビルを建設するのではなく，緑ある広場（公園には敷地的に狭い？）でもいいのではと思います。

文教地域であるとともに周辺に観光客が増えるので補完できるものがいいかと思います。ひろめ市場の東側舗
道がクサイし汚いです。ひろめの業者さんにきちんと掃除して欲しいです。

市民がゆったりとできるスペース。広場のままでｲﾍﾞﾝﾄができるように施設は建てないでベンチを置いてほし
い。

郊外に大型店舗が増え，街中に活気がなくなって寂しい思いをしています。再開発して魅力がある，人が集ま
る「オマチ」にしてください。駐車料金が安いと行きやすいのかなぁ。

（問5の１番目）既存は？（問5の２番目）企業来ない（問5の３番目）大学構内でできる（問5の４番目）ど
こでもできる（問5の５番目）OPEN時しかもりあがらない（問5の６番目）他にある。将来に備えて若者定
住を考えるのも大事ですが，懸命に生きてこられた高齢者にやさしい街づくりを期待します。



高知市最後の景観です。50年民間ビル全く理解できない。上記施設は他にも使用できる土地・空間はあるで
しょう。この場所で充分な機能は出来ない。数年～30年後の市民，市民リーダーの思いを全く無視です。

せっかく城の近くに街があるのだからもっと高知の文化や城下町を造って近代的な箱物があちらこちらにある
のは美観的に良くないと思う。日曜市などがあるのであまり大きな物はふさわしくないと思う。

お世話になります。新図書館及び周辺の利用…高知市の発展に繋がると期待しています。

県外の観光地では何もなくても座って休憩できるスペースがありホッとした記憶があります。飲食はひろめや
帯屋町で出来るので緑の多いベンチスペースがあるとよいと思います。高知城もいいですが石段があるので…

利用者の目的ごとのスペースを設けないと人が集まるスペースの確立は難しいと思います。居心地の良い所に
してください。

老若男女障がいのある人もない人も誰もが気軽に立ち寄れて交流などできる場所になるといいですね。図書館
のある場所として周りの環境もそれにふさわしいものにしてください。

新図書館の場所に関して無料駐車場があるかがキーポイントだと思います。利用者が自由に頻繁に行ける為に
は必須です。

高知県を観光県として全国に発信する中心部として集中的にこの地区にまとめて利便性や県民にとっても興味
ある施設を的確に意見をきいて小まわりきく地域にしてください！小都市のオランダ等のように自転車等で移
動出来る範囲で！

若者に向けたシャレタ活用を！

常に市民が集える「しくみ」を考えた方がよい。高齢の母を見ていると通いやすい教室，年齢関係なく習い事
などができればよいと思う。

西にひろめ市場（高知を活性化するには観光客を増やす手立てが必要）東には図書館（子ども文化に図書館が
どれだけ有効に働くかがキーワード）と考えてこれからの高知を発展させていくためには外から訪れた人に優
しい場，そして優れた人材育成のために大人が子どもと一緒に遊び学ぶ場にするには適切な場所だと考えま
す。

地下を駐車場（無料）にし，帯屋町に人が来るようにし，１Ｆはテナントなどに利用し，２Ｆ又は３Ｆに公園
とし，災害のときの役に立つスペースとしてほしい。

①高齢者が多い高知市で健康を促進するスポーツ施設がよいと思う。近くにバスもあるので通いやすいと考え
る。②外国人にも利用できる観光案内所もいいかもしれないですね。

土佐の高知ならではの体験施設など（香川だとうどん作り体験の様な）もあればおもしろい

生活に身近に役立つ活用できる所になるといいです。名前だけの様な団体も多くあるようで…よろしくお願い
します。

子どもの成長の中に色の体験できる場あったらいいなぁ！

第２のひろめ市場の様な観光客及び若者たちが集合して飲食できるスペースが良いと思う。日曜市散策休憩ス
ペースは良いと思う。よさこいは年一回だが日曜日に毎週行われているので利用回数が増えるとおもう。（日
曜市で買ったものを飲食できるスペース）デパートなどで行われている物産展のように高知県下の市町村の物
産展をやってみたらおもしろいと思う。（高知県内にいるのに未だ行ったことのない市町村が多い）日曜市に
来た観光客にも市町村の物産品があじわえて二度楽しいと思う。頑張ってください。

帯屋町筋が近年「シャッター通り」になっている事を考える。ひろめ市場は「やみ市」の様な賑わいがある。
この対比を考えてみてください。

働く意欲のある高齢者（60歳以上）にも働く場をつくってほしいです。

新図書館とひろめ市場の間にある様に同様に全世代の人が使える機能が一番です。飲食，休憩，いやしをメイ
ンに考え高知らしさを入れた施設が出来たらステキです。（ひろめ市場とは雰囲気が違う明るいガラス張りな
どetc）一階が広場（いやし，買い物），二階に飲食（レストラン）三階以上に文化施設（映画，美術館，講
習会などの多目的文化施設が欲しいです）

中央公園のような多目的に使える機能を持った広場を作るとよいのでは…ゆとりのある活用をお願いしたいで
す。誰もが利用できる快適な場所づくりをお願いします。



駐車場が確保できるようにしてほしい。

（問5の10番目）体験型スポーツ施設○，（問5の11番目）津波等からも回避できるような高すぎない建
物）公共の交通機関の利用が困難な事が多々あると思われるので，車での市街地への移動の為の安く駐車でき
るスペースがあれば（かなり安い方が良い）もっとたくさんの人が集まると考えます。交通費や駐車場代を考
えると足が遠のきます。

建築の斬新な図書館の隣に見合った建物を造って欲しい！

とにかく自分のお金ならどうする，どう作るという考えでやって頂きたい。そうすれば失敗は絶対してはいけ
ないと思うのではないでしょうか。日曜市とかの休憩スペースはいいとしてよさこいの施設ははりまやに３億
かけてもうあるでしょう。例だとしてもいくついるのという話。若者・高齢者・子どもはもちろん大切だと思
いますが中高年の事も考えていただきたい。上の項目にも中高年の事を思って書いている項目はどれ？という
感じ。例ではありますが，お仕事等の体験型など県外のをまるごととってきてやる様な事は経費の無駄。何で
車を運転しない世代（子ども・高齢者）が日常的に利用できるように均一料金で乗ることのできる小型バスな
どが発着して使う…というのはどうですか？

子育て中に子どもと雨の日も体験したり学んだり遊んだりする施設が本当にほしかったので，孫ができても街
に遊びに行けるような施設がほしいと思います。これからは子育て支援がなければ。生み育てたり県外からＵ
ターンしたいと思える高知市にしていただきたいです。

建物を建てるよりオープンスペースにしていろいろな使い方ができるとよいと思います。

体験型スポーツ施設，体験型テーマパークなど駐車場のある施設がほしい。商業目的ではない楽しみにお金を
使いたい。

昔のように活気のある街にぜひしていただきたいと期待しています。

固定した広場とせず，その時々で使用を考えられたら良いと思う。

キッザニア，スポッチャ，ドンキホーテ。若い人が集まりたくなる場所。県外まで行ってお金を使うより市内
でお金を使うシステムを。

子どもが楽しめる場所，行きたい所に大人はついて行きます。観光客も大切だと思いますが，地元の子どもが
行きたい，行けることが嬉しくなる帯屋町にしていただきたいです。

公園，広場などとしてほしいと思います。例えば代々木公園の様なイベントやフリーマーケット，フェスティ
バルなどができ，災害時にはテントや公衆トイレなどを設置できる様に。平日はお弁当を持って行って食べた
り（近くの会社で働く人たち）。

ひろめ市場や日曜市，高知城に来られた県外の方々に年間を通じてよさこいを楽しんでいただけるようにして
いただきたいと思います。

子どものいる家族向けの施設はとにかく駐車場ありきですので不向きです。隣がひろめ市場なので基本は観
光。ひろめを拡大するくらいでも良いと思います。可能であれば上層階にオフィスフロアがあれば。（マン
ションは不要です）

県庁所在地に建設する図書館として唯一となる様な充実した情報収集の場となる事を望みます。複合施設がメ
インになっては全てが中途半端な気がします。学生が静かに勉強できる場であれば良いと思います。

高知は1/3が高齢者でバス・電車でも集まって癒される場所・名所

（60代男性：29人）

駐車場の問題などくわしく

このｱﾝｹｰﾄ項目では施設をつくるのか，広場として残すのかの選択肢が隠されていて不適切というか，意図的
としか思えない。借地で商業ビル等をつくるのか広場として活用するのか正面から問うものでアンケートをや
りなおすべき！

（問5の10番目）○体験型スポーツ施設など

県外，国外の来高者とくつろげる待合スペースとしての施設などになれば利用価値もあがるのではないかな！

本町の活性化になると思う。



格安の駐車場

ふさわしい機能ということでは，「てんこ盛り」の感が拭いきれません。それぞれ言い分があっての事でしょ
うが，あの周辺の交通量とかをどう考えて利用しようとしているかに問題があります。集客という点では良い
場所ではありますが，駐車場等をどうするかということです。その解決なしでは折角の案も頓挫しかねないと
思います。

アーケードの商店街と追手筋がコラボ出来るようなアミューズメント

１Ｆに観光総合案内書・日曜市散策や休憩スペース・トイレ，２Ｆによさこい祭り機能（体験・ＤＶＤ）･移
住相談コーナー

交流人口が増加するような施設が好ましいと思います。

高知市が発展していくようなすばらしい建物にしていってほしいと思っています，心から。

ひろめ市場の延長

難しいです。切実に願っている方々は得手して言わない風があり意見を言う人はおもいつきでも正論じみて言
いますから。のんびり静かな場所が良いと思います。

高知市の情報を発信する市民や観光客が利用できる施設を設置することを望む。

龍馬よさこいに頼るのはもうやめたら？もっと若い人たちの意見を取り入れたら良い。公務員は参画しない。

働く人が高知で出産・子育てしたくなるような施設

ジャズ，フォーク，室内アンサンブル（四重奏）小さな音楽会ができる，数十人入れる演奏場　シティ感覚
を！

（問5の１番目）既存施設ではできないか？（問5の３番目）どちらかの大学で （問5の４番目）人通りのあ
まりない場所で？作るならチェントロ内（問5の５番目）小さいものを点在させてどうする？（問5の６番
目）類似の施設がありすぎ（問5の８番目） はりまや橋のは？（問5の９番目）民間でよい。高知市は施設が
場当たり的に点在しすぎ。作ってしまったものは仕方ないが，それなら使えるものは優先して有効活用すべ
き。もっと他の中核都市を見習って計画的に都市を作るべき。

遊び場スポーツ施設等については郊外で駐車場が十分とれ交通機能が良いところ

教育へお金をかけ，文化都市にすることで高知が住みやすい街となり人口が増える。

帯筋の活性化もふくめてやはり若者を中心とした施設づくりを主に。駐車場の問題もあるのではないでしょう
か？

（問5の３番目）科学系ロボコンetc工業高・高専との連携，（問5の５番目）商業施設，（問5の６番目）よ
さこい踊り等のミニシアター，物産品→ひろめ市場で取り扱っている，（問5の８番目）日曜市よさこい祭り
紹介ミニシアター，（問5の番目）体験型は賛成！，（問5の11番目）近くに学校がある。ひろめ市場には県
外客が多い。道を隔てた場所にあるので県外客のために活用することも考えられる。近くに高校が３校あるの
で高校生が活用できる施設（体験型の）も考えられる。駐車料金を払ってまで行きたくなる施設とは？

項目にはないがいくら酒好きの県民性でもひろめ市場等の拡大・拡充はふさわしくないと思う。教育（美育，
体育）に重きを置くか商業に重きを置くか（県内中途半端な施設が多いような感じがします）城下町をコンセ
プトに検討するのが一番だと思います。若者というキーワードもいいが収入に繋がるものもないと運営が厳し
い。地方が背伸びした施設は続かない（室戸のﾃﾞｨｰﾊﾞﾊｳｽなどいい例）。高知はずーっと幕末（中心は龍馬）
をテーマに観光とかの取組みをしてきています。この先もこれしかないように思います。この際立派な「龍馬
神社」を造り（中途半端なものはダメ。）軸足を作って観光とかイベント活動するオンリーワンに成りうるも
ので検討すればいいかなと思います。他県・他国が追随できないもの。

桂浜道の駅，西敷地の50年貸し出し（何ができるか不透明）など市の構想には反対。スクールゾーンの市道
は陥没しガタガタ。お金の使い方を再考願います。

ひろめ～よさこい～日曜市～観光客の拠点。365日開催（週・月替）のイベント施設・広場の創出

高知市民がまず満足する施設ができればそれで良いと思う。市民が満足すればそういう場所であれば県外の人
も自然に集まってくると思う。

若者の住みやすい町づくりにしては？



市が運営する駐車場

短期のチャレンジショップを出す。1ヶ月限定50店舗くらい問い合わせ（３ｍ×２ｍ）

（60代女性：52人）

私は大阪人ですが，バスが不便です。乗る回数も減ったし

上記の１～４までは新図書館の方に入れないでしょうか？やっぱり私は高知は「よさこい祭り」と「日曜市」
なので観光客の方がゆっくりできる場所がいいと思います。そして建物は災害時に避難できる物にしてほしい
です。

どれもぴったりとはしません。とさっ子タウンのミニ版など図書館とのコラボで子どもが楽しみつつ学べる場
になれば大人も集えると思う。

いそいで決定しないでじっくりと。県内方々に意見を聞いてください。長期的に意味のあるように期待しま
す。

いずれも施設建設の費用が問題では…。どの程度市民への負担を強いるのか提示もなくどれが良いか選べは論
外。例えばプラネタリウムとか家族で喜べ学習施設を兼ね備えるなら賛成。

ふさわしいにたくさん○をしましたが，多くの機能施設をしてたらかるぽーとのようになると思いますが。駐
車場はできるだけ多くお願いします。

郊外の大型商業施設の強みはたくさんの駐車場にあると思います。新図書館周辺の活性化にも駐車場の確保が
大切では…

広場のまま残してほしい。帯屋町にイスを置いてあるが，人通りが多く「ゆっくりする」とはなりません。年
金生活者は買い物に行き疲れたら「喫茶店で一休み」とはなりません。広場にイスを置いてもらえればいいな
と思います。

公園

高い建物が建つとせっかくの高知城を図書館から見通すことができなくなり高知らしさがなくなる。

イベントにあわせてつかえる広場

最近は帯屋町へ出かける機会が少なくなっています。しかしお城・ひろめ市場日曜市と県外客には出かけやす
い場所です。その一等地に地元民も行きたくなるような施設を造ってください。楽しみにしています。

よさこい祭り今はもういい。

若者や未来の若者が郷土愛を持ち，郷土を盛り上げていける力をつけられるように支援していくことが大切で
ある。そのためのふさわしい機能とはどういうことか？しっかり考えていくことが重要である。「育ててい
く」施設

良くわかりませんがチマチマと箱物を作らずにゆったりのんびりしたスペースがあるといいですね。設問とは
ずれますが新図書館には停めやすい（平面の）駐車場がたっぷりありますか？遠く（介良）の市民でも利用し
やすくしてほしいです。

図書館のもつ雰囲気で考えました。商業的な経済交流発展めざすものより高知県（市）の文化拠点位置づけと
して発展を希望します。

建造物は必要ない。（明るめの森のイメージ）広場があればいいのでは…？

高知をもっともっと上手に日本各地に向けて宣伝してください。高知の人は控え目なのでは？期待していま
す。

若者が市の中心地で活動できる場にして欲しいです。郊外に大学をおいたのは良かったのでしょうか？学生の
アルバイト先も近くにないし寒い中自転車で学校に通っているのを見ると街中が良かったのではと思います。
暮らしやすい高知市にお願いします。

ひろめ市場とセットのようなものが良いのでは…。



災害発生時に利用できる様に広場で置く方が良い。

帯屋町や大橋通りの商店街と競合するような施設は×。お城の見える図書館にしてもらいたい。避難できる広
場が絶対必要。

高知にＵターンしてほぼ１年近くになります。40年ほど前に比べ街に活力がなく思います。もっと高知をア
ピールして県内外の移住・観光客を増やす魅力がある都市づくりをして活性化を高めてゆくことが必要かと思
います。避難場所は分散できるよう市内にたくさん場所を指定できればと思います。

災害時の避難場所としての機能を第一に考え，他の機能もあわせ活用できるために，建物よりも広場として残
すことを切望します。

街の駅（道の駅）はどうでしょう。日曜しかない市を充実させその間に子どもたちが自由に又安全に遊べる緑
の公園を設置。

老若男女を問わない又障がい者も海外から来た人たちも皆が利用できる関わり合って楽しく時間を共有できる
そんな機能がある施設ってできないでしょうか。

子ども，若者が必要とする事（老人，高齢者はたくさんあるから）

高知にも大型客船が増えている様なのでひろめ市場の隣でもあり観光客が楽しめる場所や市民も楽しめる場に
なればと思います。

図書館としての機能をまず第一に考えます。高知であってもいろいろな情報や文化が享受できること，さらに
自ら情報を得にくい障がい者や高齢者が利用しやすい図書館が市の中心地にあるべきと考えます。

堅実だった市政運営が最近浦戸「道の駅」決済文書偽造等に見られるよう強引で法的にも疑念を抱くような市
民の支持が得られないものに変質しています。残念でなりません。このｱﾝｹｰﾄが形式に終わらず市民の声を十
分に聞くものであってほしい。決してこの敷地が利権によって左右されないよう市民の信頼が得られる利用方
法となることを強く願います。

シンプルに考えて高知でいちばん賑わっているのがひろめ市場だから高知の名物として高知の商品など入れて
ひろめを大きくする。

西向かいのひろめ市場が混雑するとかなりの数の国内外のお客さんは道端で立って食事をしています。そこで
建物の１Ｆはオープンスペースにし，イス･テーブルを置いて雨でも濡れる事なくゆっくり高知の食材を楽し
んでもらえるように希望します。屋台や移動販売車がいてもいいかもしれません。又，誰もが使いやすいトイ
レを充実してください。

図書館として静かな環境をこわさない事を優先してほしいと思います。

高齢になり日々穏やかに暮らしたいと思う。しかし行政に対する疑問苦情不安あり関係する機関（国・県・
市）の窓口へ直接出向き相談する事はとても煩わしい。これらの案件に対処してくれる所ができたらといつも
思っている。

ものづくりの体験できる施設（子どもだけでなく成人～老人まで）があれば良いと思います。

箱物はふさわしくない。

私は５年前郡部から市内に引越ししてよくわからないのですが，老後遊ぶイベント，映画，芝居，お笑い，歌
（コンサート）たくさんあって今の高知が楽しくて満足です。すばらしい。

（問5の４，８番目）ひとつの箱で共有。中心市街地へ行くたびに思うこと。駐車場の管理組合を統一して欲
しい。店によってそこの駐車場とは契約してないとかうちは加入してないとかあるので全店統一して1000円
につき50円券の発行をして（券に店印を押）当日以外も使える様に。また，2000円以上の買い物をした金
額が無駄にならない様に。

誰にも気軽に利用できる場所であってほしい。

その場所に行きやすいよう，駐車場など（無料）が近くにあればよい。安い使用料で利用できるスペースがい
くつもあって，フリーマーケットや，こだわった店（オーガニックマーケットのような）や，公園のような場
所など，木陰のあるくつろげる場所などもよい。

年をとると楽しみ方も限られてきます。年寄りでもふらりと出かけて気楽に立ち寄れる施設があれば…

（問5の10番目）体験型スポーツ施設○。子どもを遊ばせられる場所がほしい。中心街に子どもを遊ばせら
れる場所がないと付き添いの大人も来ない。



隣のスペースは駐車場とし無料にして利用するともっと街が活気づくのではないでしょうか。高知市の中心に
ありますので利用は簡単にできません。高齢者にはとても無理です。もっと移動図書がほしい。お店もだんだ
ん近くから遠くのスーパーまでと何でも無理な所にあり利用できません。（例）かるぽーとなど若者が入って
いる姿など見ません。我々年がいった者でもたまに行くと全てが不便です。みんな言っています。使い勝手が
悪い。もっと高齢者にお金を使ってほしい。若者も右を見ても左を見てもゲームばかり。本を読んでいる若者
など滅多にいません。図書ができても無駄でしょう。利用者はあまりいないと思います。

ペットショップそのものが反対です。

日帰りツアーでもよさこい踊りが体験でき（時期を選ばず）ちょっぴり高知市外にも手が出せるというような
中心点であってほしく思います。

質問の内容が一方の意見になるので考えてほしい。広場的なものにし，誰でも（子ども，若者，親子，高齢
者）が交流できる，自然に触れ合うことのできる色々な立場の人がイベントをし参加しやすい（教育，観光，
障がい者，祭りのできる）公園を作ってほしい。

夏のみでなく年間通じてよさこい祭りに触れる機会があれば観光客のみならず高齢者もゆっくりゆったり見た
いと思う。

子どもとか若者とかだけが使えるのでなく市民誰でもが使える広場のようなものを作ってほしい。県外資本の
商業目的に永年にわたって貸すのは絶対反対！とにかく大切な空間。市民のために使うこと。緑地の少ない町
だからこそ市民みんなが使えること。

場所柄にも休憩スペースが良いと思います。ひろめ市場は食事処なので少し落ち着いた喫茶コーナー等いかが
でしょうか？県内外へ行ってみますと美味しいコーヒー等がある処に人がいつも集まっています。（駐車場が
あればなお良いです。）

子どもから大人まで誰でも利用できる。ｲﾍﾞﾝﾄ，ｺﾝｻｰﾄ，各種発表会などの多目的広場にしてほしい。新図書館
の多目的広場とあわせて考え，ビルのような建築物はいらないと思う。土佐の自然を感じる場所にしてほし
い。

休みの日などに子どもを連れて行くテーマパークが高知に無く，県外まで行く事があるので市内にあれば嬉し
いですね！

結局何がしたいか分からないような箱物（かるぽーとのような）は不要。施設やかかわる人間に税金をつぎ込
むのはもう結構！

（70歳以上男性：27人）
（問5の11番目）←０ｍ地区では？私だけの問題なのかもしれないが，アンケートの例文のカタカナ語の意
味するものが何の役に立ち，対費用効果があるのかまるで理解できない。箱モノを作り囃したて一時は利用し
ても早晩負の遺産になるのではないだろうか。まず私の場合，高知市の西郊外に住んでおり公共交通機関が不
便で如何に立派な施設ができても，今の当該地区の駐車料金が負担できず出向けない。あまり時間を心配しな
くてもよい駐車料金設定が必要だと思います。市の駐車場の料金設定が変わるようですが，まだ不十分です。
図書館など公共施設を利用する場合は入出時の間は一定の料金で利用できるようにしてもらいたい。そうしな
いと一部の若者や近隣の人たちの利用に留まるのではないだろうか。中心部の人たちだけの箱モノ作りは勘弁
してください。

回答では「ア」にしましたが，飲食業を入れるのはふさわしくない。

中心市街地に公設の箱物を今以上建設をせず，緑地として残すべきでは

特に観光客のリピーターを増やすことのできる高知県・市の案内や地場産品を扱う物産店の設置を希望しま
す。

高知市内の近隣の住民だけが利用するものでなく高知県全域の住民が利用できる施設等が望ましい。

「噴水」を作ってほしい。噴水が１ヶ所もない県庁所在地なんて恥ずかしい。風水上もよその町が発展する

財政は大丈夫か。負の遺産にしないこと。費用対効果を考えて

町に活気を取り戻し一緒に活動可能な場所としたい。

新図書館と調和する施設であることが最重要であろうと思う。



県内市町村の地場物産品を販売する建物を建築し，各市町村の物品販売所として区分し，貸し出し，又余白を
駐車場にすれば地域全般が利便になり，活性化につながるのではないかと思います。

城下の観光基点

観光地への交通機能も含めた拠点とする。総合施設で「ア」の項目を複合する。

このｱﾝｹｰﾄとは関係ないですが，図書館が建って帯屋町から青い空にくっきり浮かぶ追手前高校の時計台が見
えなくなるのは残念です。

観光客も含め日曜市や商店街散策後に休める場所に。

近辺で唯一「ひろめ市場」のみが県外人，地元県民で活気ある場所になっている。これと連携した食の場所に
したい。

県外へ行ったときお城の周辺に広場が多くある所は市民のゆとりや豊かさを感じます。高知城の周辺はもっと
広場が必要です。災害時の避難場所だけでなく日常的に市民や観光客の方々が散策，休憩，子どもたちの遊び
場などのスペースとして活用すべきです。また小学校の運動があった所ですので，その事も大切にすべきだと
思います。
ひろめ市場を補完できる追加施設　プラス外国人旅行者に向けての総合案内所　エスコーターズ等ボランティ
アの基地　ＳＮＳを通じ新鮮な情報を発信する基地等を希望

本人の介護度が高く回答できません。よろしくお願いします。

高齢障がい者のため市内に出るのにバスの便が悪いために色々の施設の使用が出来にくい。

質問印をつけたカタカナで異邦人（英語圏）通じる言葉がいくつあるのでしょうか。私共は夫婦で約８カ国語
は自由に話せます。98カ国を旅してきました。そこには各国の伝統を守る美があります。案内参考図にゾー
ンがありました。まず母国語でしっかりした文章を書くことです。高知市には何の関心ももっていませんので
ご自由にしてください。

「ひろめ市場」はなぜはやるのか？庶民の「ひろば機能」になっているのではないか。華やかなものはいらん
のでは。

検討委員会で検討された結果の項目であり，私は異論ありません。

市街地の中心部に施設のない広場（空間）が最も重要である。少し狭いが自由に使える広場であってほしい。
よさこい祭り，マラソン，各種全国大会等々イベントに応用がきくこと，また駐車場にもイベント毎に使える
し高知城見学者には喜んでもらえる。施設は最小限にとどめ青空が見える空間が一番良い。財政上も。

市民が安心して憩える広場を求める。やたら箱物を作るべきではない。

広場ではなくても地震に対する機能はあったら良いと思う。よさこいにしろ，日曜市にしろ，観光面について
は特に人材を育ててほしい。別項ではあるが，図書館プラネタリウムには期待している。

屋外の木陰で友人と語らったり，読書したりする事のできるくつろいだ空間。広場にしてほしい。また買い物
のあと家族で寛げる場所でもありたいですね。

多目的導入館として多階層へ機能候補全て（できるだけ多く）導入する（組み合わせる）ように配慮してはい
かがでしょうか。家族の意見→全館特養施設とするのはいかがですか。

（70歳以上女性：53人）

特定の年齢・職業だけの人が使う場所でなく，子どもから大人，老人までが利用できる場所にしていただきた
いです。また，県外の人たち（観光客）も利用できればいいですね。

高知市内の商店街の活発化・活性化のために大規模な駐車場を新図書館周辺に作ってほしい。駐車場は無料で
1000台くらい駐車できる程度のものにです。

外出に不自由を感じている状態ですが若い人のために便利でよい施設になる事を期待します

あまり出ていかないので，わかりません。日常的にはプールに行っているので無関係です。

ひろめ周辺は休日（連休）はもとより，よさこい祭り等通れない位混雑します。県外客はひろめ前は貸切バス
の集合場所側に出されていることは勿論，イベントをする時はテントを用意する等多目的に使用できるように
していただきたい。広場でおいていただきたい。一度見学をして考えていただきたい。



高知の城下町を再現する機能については，高知城歴史博物館ができたので，そちらで可能ではないでしょう
か。

子どもたちの遊べる野外施設が欲しいと思いますが，他の設備をすると空間がないのも…

他県のように星の教室をこどもに作ってください。どこにもあるよ，星の世界がほしいよ。高齢者や足の不自
由な人のためにエレベーターをつけてください

車両の駐車が出来る若い人はじめ昼夜通してそれぞれの人々がここに行けばほっと出来る高知の人が考え抜い
た場にしてほしい。私は80歳ですが，若者やいろいろな人に出会うたびに生きていて良かったと思う高知の
１つの場となる事を祈ります。記入させていただきありがとうございます。

自転車でもいける場所であれば何も言う事はない。

活用利用地ができますと直ちに箱物を造ったり建物で埋めようとします。町中でやすらぐためにはゆったりと
した空間が必要です。折角の空地を建物で埋めないでください。町の中心地の利活用を単純思考ではなく深く
考えてください。

自分の住んでいる所では避難場所がわからない

明るい気持ちのよい広場にし，長椅子と少しの潅木植樹帯を設置する。大丸前広場の建物のように狭いところ
を占領するのは都市計画の失敗だと思います。

書籍の益々の充実をたのみます

映画館がほしいです。イオンへは行きにくい。

教育機関の拡充や若者の文化や街の情報を発信する機能等は図書館内に設置すればいいかと思う。

上記の項目は現存している物もあり，小規模な同様の物をいくつも作るよりも，現存の物を充実させた方が良
いと思いますし，上から４項目は以前市民学校として使っていたグリーンホール北側の空き施設を活用する方
向で考えてはどうでしょう。同じ様に商業施設は現存する商店等と競合することとなるので，推進しません。
商店会等で観光客のニーズに合わせた取り組みに努力すべきだと思います。高知には雨天の日に子どもを連れ
て遊びに行ける施設はゲームセンターかショッピングセンター位しかありません。愛媛の科学館のように遊び
ながら勉強にもなり大人も子どもも一日過ごせる施設を希望します。

（問5の11番目）「ウ」の理由として城，学校等ありで必要以上になるのでは。

現在，ひろめ市場・帯屋町チェントロと今や高知でやっと定着しつつあり，発展するように願っているのに新
図書館内によさこい祭りとか観光案内等は相応しいとは思わない。高齢者が出入りを気楽に出来る所にしてほ
しい。

もっと早くやるべき事があるでしょうわんぱーく高知の動物園の件はどうなっているのでしょうね！

誰でもの方が安全安心に活用できて高知のここは良いと言われる場所でありたし。

駐車場を完備して車で訪れる事が出来やすいようにしてくれることを希望しています。（出入がしやすいよう
に）

図書館のまわりがあまりにぎやかになるのは？散歩道など樹木のある公園にして…

私は賛成です。高知の活性化を祈っています。

人の命を第一に考えて皆さんが楽しく交流の出来る場所にしてください。

無駄にならない様な施設になったら良いと思います。

南海地震に備え避難者の一時保護等の設備も兼用した施設を望みます。市中心部に老人人口が集中しているよ
うに思うためです。

子どもたちの体験できる所

高知県人のシンボルである高知城下を損なわない方向で各行事を進めて欲しい。



お茶会などの出来る広い和室も設けていただきたい。

施設に行くのに交通の便年寄りも子どもも何で行くか便利に行けるようになればいいかなと思います。

時間制限の無料駐車場にすればよい。現在の帯屋町の場合，目的の買い物ができないと駐車場代だけ支払って
買える事になるので結局無料のスーパー（イオン）に買い物に行く事になる。

身体障がい者などが自由に行けるように駐車場が必要と思う

子ども若者老人県民にとってほっとする場であれば人も集まるでしょう。また空間を利用しておもしろいイベ
ントを折々あれば楽しいのではないでしょうか。市が作ったものは市民みんなで共に発展するよう育てていく
ことが大切と思います。期待しています。

期待をしております。

日曜市やよさこい祭りを充実させることも，家族で訪れて子どもが安全に遊ぶことも広場機能に盛り込めるこ
とで建物や施設を建てずに多目的広場に続くゆったりした空間を希望します。

子どもが遊ぶ遊園地があると良いです。

子どもから高齢者まで皆の楽しめる場所にしてください。観光客にサービス，優しい高知だからこそ出来る事
など皆に愛される場所にしてほしいです。

中心市内でない市街地者も利用に行くための交通の割引になる様な方法

防災センター的なものを作ること。防災グッズの販売，過去に高知県で発生した地震等のマップを展示したり
冊子を作成し備える。

新図書館は弘岡から遠いですので利用する事はできませんので回答はできません。

高知城歴史博物館と県市立図書館（オーテピア）の内容が未だ見えない部分があります。これらとの関連づけ
をどうとらえるかによると思います。観光と，人を育てる，どちらを重視し結び付けてゆくか（負の多い高知
県）考えさせられます。

箱物を建て一部の関係者が利用するよりは，ご指定の敷地は高知市～高知県内の中心地であり，又と取得でき
ない土地であり，市民県民県外の人々が子どもも大人も来場できて心身ともに安らぎを覚えるような施設を考
案されたいと思います。

全てふさわしい機能と思われますが，限られたスペースに全ては困難と思われてあえてアとイに区別させても
らいました。出来る事を楽しみに健康で長生きしたいと思います。新図書館も楽しみにしております。

図書館に足をはこんでほしい。とにかく大勢の人に来てもらう事だと思います。子どもが遊びに来れば図書館
にも足を運んでみたくなる。そういう工夫もして家族で訪れる場所にするといいと思います。

いろいろな利用法はあると思いますがいずれも建物や設備よりも自由に使える広場が良いと思います。

（問5の10番目）体験型スポーツ施設○

日曜市へ行く人の為に車の駐車場があるといいですね。運動場を…

このような膨大な箱物…本当に必要でしょうか？もっと広く市民に行き渡る市税の使い方を。

市民が誰でも気軽に憩えるベンチがある。緑がいっぱいある。太陽と空気に満足するそんな広場。

高齢者はその地へ行く交通方法がない。

高齢者でお稽古事をしている者が気楽に利用できる場所があればよいと常々思っています。

大型観光バスが停車し，観光客団体者が乗降できるスペース。貸し自転車による歴史や賑わいを体験できる環
境を作る。企業のオフィスフロアは大橋通周辺ビルも既に空き室ができている。公共では不要。



（年齢性別未選択：2人）

（問5の８番目）駅前にある。全然別ですが公園にドッグランがほしい。小さい子どもを連れて行けるように
公園に駐車場がほしい（１台でも２台でもＯＫ）

（問5の５番目）おもしろいとは思う。（問5の６番目）駅の観光案内の充実が適切。（問5の８番目）一過
性のものでなく長く利用できる観光にも繋がる施設に…高知らしさ個性的であればおもしろい。（問5の11
番目）高知城近辺の広場で対応できる）高知駅周辺の開発の時かねがね高知の城下町再現など観光に向けた個
性的な施設があればおもしろいと思っていた。今回の敷地利用はさびれてきた帯屋町の活性化につながるもの
が良い。高知はショッピング等生活を楽しむ場が少ないので最近賑わいを取り戻しつつある帯屋町は嬉しい事
と思っている。図書館の建設もあり場所柄中心になってゆくと思う。文化度の高い街づくりを希望している。


