「逗子市第一運動公園再整備基本計画（案）」に対するパブリックコメントの実施結果について
ご意見お寄せいただきありがとうございました。
お寄せいただきましたご意見に対する市の考え方をとりまとめましたので、ここに公表致します。
■パブリックコメント実施期間

平成22年10月21日（木）～平成22年11月19日（金）

■意見総数
電子メール
FAX
持参
計

15名
8名
10名
33名

■意見内容の概要
意見区分
A
B
C
D

件数

体験学習施設計画について
外溝施設について
運営について
その他について

29
18
8
4
59

合計
■市の対応区分
◯
□
△
■
▲

対応区分
意見を反映する必要があると判断し、素案を修正したもの
意見の趣旨や考え方が既に素案に入っており、修正を要しないと判断したもの
意見は反映させないが、計画や事業の推進の際に参考とするもの
意見を反映させず、素案通りにしたもの
基本計画の対象外であるので、参考意見とするもの
合計

■意見の概要とその対応
Ａ施設計画について
ＮＯ 小分類
意見

1 施設全体

児童館としての機能を有する施設として、子どもた
ちの意見を反映した計画にしてほしい

2 施設全体

児童館としての機能を有していない

3 施設全体

児童館施設に精通した有識者を関与させ設計をや
り直す必要がある

4 施設全体

プールの整備が中心としか考えられない

5 施設全体

一つの空間を大勢で共有できることが必要と考え
る

件数
0
26
6
13
14
59

対応区分

市の回答

□

当基本計画の検討に当たっては、児童館
的施設検討子ども委員会を含む、様々な団
体から構成される第一運動公園再整備検
討委員会にて意見を集約し取りまとめてき
たものです。

□

当体験学習施設は、調理・工作・音楽と
いった体験学習を通した青少年の健全育成
を主体とした児童館的機能を有し、子どもか
らお年寄りまで、ふれあいを中心とした様々
な活動が体験できる機能を有した施設で
す。

■

当体験学習施設は、逗子市第一運動公園
再整備検討委員会での検討等を通して、中
高生の居場所等として必要な機能を持つよ
う計画してきたものです。

□

当再整備基本計画においては、老朽化し
た施設の改修だけでなく、多様化する公園
へのニーズにこたえうる逗子市の中心的な
公園として整備することを目的としていま
す。
具体的には、老朽化した水泳プール施設
の安全性、快適性の向上、防災機能の充
実、バリアフリー化、新エネルギーの利用検
討、体験学習施設の整備を目的としており
ます。

□

当体験学習施設は、青少年の健全育成を
主体とし、子どもからお年寄りまで、ふれあ
いを中心とした様々な世代が活動できるよう
計画しております。

1

今後の設計につきましても、引き続き十分
な機能を有する施設として計画してまいりま
す。

6 施設全体

建物を作る時は、機能性を第一に考えてもらいた
い

□

7 施設全体

児童館機能を充実させるための施設、設備に予算
をかけてもらいたい

□

8 施設全体

青少年が自由に集える場所が面積的にも少ない

□

9 施設全体

子どもが自分の責任で自由に遊び、大人は必要最
低限に安全管理する遊び場が必要と考える

□

頂いたご意見のとおりの施設となるよう、
今後とも検討してまいります。

10 施設全体

利用者が有効に安全に使えるような施設にしても
らいたい

□

利用者の安全が保たれ、効率的に利用で
きる施設となるよう、引き続き検討してまいり
ます。

■

当体験学習施設は周囲に対して閉じた建
築ではなく、あらゆるところから公園にやっ
てくる市民に開いた施設として計画しており
ます。
内、外、その中間の場所を持ち、様々な年
代の人々が活動を共存できる開かれた交流
の場である当体験学習施設を通して、公園
全体の活性化を図るものです。

11 分棟

分棟の施設は望ましくない

当体験学習施設は、青少年の健全育成を
主体とし、子どもからお年寄りまで、ふれあ
いを中心とした様々な世代が活動できるよう
計画しております。

12 分棟

分棟の施設では子どもたちが使いにくい

□

各施設が、バランス良く公園内に点在する
ことで、多世代の交流が生まれる施設となる
よう計画しておりますが、利用者が使いやす
いよう、引き続き検討してまいります。

13 分棟

分棟にすることで、施設利用者の交流がうまれにく
い

■

各施設が、バランス良く公園内に点在する
ことで、多世代の交流が生まれる施設となる
よう計画しております。

■

複層建築物と違い、平屋建ての建築物に
は階段室やエレベーター室等が不要なた
め、その分屋内スペースをを広く計画してい
ます。
併せて、渡り廊下は道広場として利用でき
るように計画しております。

■

平屋建ての計画ですので、階段室やエレ
ベーター室等が不要となり、それによる死角
が発生しません。
また、各階が分断される複層の建築物に
比べ、死角の少ない計画です。
各部屋は開口部の場所や大きさで、可視
性を確保することも十分対応可能です。

□

ご指摘のとおり、個別空調は可能ですが、
東西に長く、全ての部屋が南に面しているこ
の施設は、軒が太陽光をコントロールし、快
適な環境を提供できます。
建築の工夫により、機械空調に頼りきら
ず、通風や採光等自然エネルギーを最大限
利用した計画です。

□

当施設は、青少年の健全育成を主体とし、
子どもからお年寄りまで、ふれあいを中心と
した様々な世代が活動できるような機能を
有した公園施設です。
その上で、公園敷地を生かし、平屋建て、
分棟の施設として必要な屋内スペースを計
画しています。加えて、半屋内である道広場
を確保できた計画です。

14 分棟

15 分棟

16 分棟

17 屋内スペース

分棟にすることで、利用できる屋内スペースが狭く
なっている

分棟にすることで、各部屋が管理室から遠くなり、
死角も生まれるなど、安全面が確保されていない

建物を分散しなくとも、個別空調は可能である

広い敷地でありながら屋内スペースが非常に狭い
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18 入口

19 ラウンジ

20 ラウンジ

体験学習施設としての出入り口を一つに集約しな
ければ、安全が確保されない

ラウンジを広げてほしい

プール開設期間中、ラウンジが混雑して、中高生
が利用できなくなるのではないか

□

当体験学習施設は周囲に対して閉じた建
築ではなく、あらゆるところから公園にやっ
てくる市民に開いた施設として計画しており
ます。
ただし、出入り口の数に限らず、利用者の
安全は何よりも重視しなければなりません
ので、引き続き、安全性の確保について検
討してまいります。

△

当基本計画の検討に当たっては、様々な
機能要望について、第一運動公園再整備検
討委員会にて意見を集約し、全体のバラン
スを考え、取りまとめてきたものです。

□

当体験学習施設は、青少年の健全育成を
主体とし、子どもからお年寄りまで、ふれあ
いを中心とした様々な世代が活動できるよう
計画しております。
プール開設期間中も、様々な公園利用者
が共存して利用できるよう引き続き検討して
まいります。

21 カフェ・売店

カフェは不要である

■

カフェからは子ども広場で遊んでいる子ど
もも眺めることができる、公園内の様々な人
が利用することができる施設です。
公園の施設として必要なものとして計画し
ております。

22 カフェ・売店

カフェ、売店は一箇所に集約すべきである。それに
よって、多世代の交流の場ともなる

■

一カ所に集中させるのではなく、公園内に
点在させることによって、全体の賑わいを生
み出す計画です。

23 プレイルーム

プレイルームは1箇所に集約し、十分な広さが確保
されたフレキシブルな設計にしてほしい

△

プレイルームを利用する年齢差による安
全性も考慮し、複数に分けて計画しておりま
す。
子ども広場を囲むかたちでこれらのプレイ
ルームを分散して配し、施設全体に賑わい
をもたらす計画です。

24 プレイルーム

プレイルームには、授乳コーナー、畳コーナー、ト
イレを設置してほしい

▲

今後の設計の中で、引き続き検討してまい
ります。

25 プレイルーム

室内の衛生が保たれた乳幼児用プレールームを
設置してほしい

□

安全・衛生が保たれる施設となるよう、引
き続き検討してまいります。

26 多目的室

調理、工作のできる部屋がほしい

□

多目的室１～３を、工作・調理室の機能を
もった部屋として計画しております。

27 多目的室

防音室がほしい

□

多目的室４はダンスの練習や発表、音楽
の練習や発表、集会などに使える簡易防音
仕様の部屋として計画しています。

28 道広場

天候等によって利用が左右される道広場を少なく
し、代わりにラウンジ等の各部屋を広くしてほしい

■

複層建築物と違い、平屋建ての建築物に
は階段室やエレベーター室等が不要なた
め、その分屋内スペースをを広く計画してい
ます。
併せて、渡り廊下は道広場として利用でき
るように計画しております。

29 プール

プールと建物の間に境を付けて安全対策をしても
らいたい

□

利用者の安全が保たれ、効率的に利用で
きる施設となるよう、引き続き検討してまいり
ます。
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Ｂ外溝施設について
ＮＯ 小分類

意見

対応区分

市の回答

30 野外ステージ

野外ステージは不要である

■

野外ステージという名称ですが、音楽、講
演等のステージに特化したものではなく、多
目的に使える広場です。
地面が緩やかにひな壇状になった広場で
あり、様々な世代が遊び、利用できる場所と
して計画しております。

31 野外ステージ

野外ステージは、噴水広場や日時計を代用しては
どうか

■

噴水や日時計などの修景施設は、必要な
公園施設として計画しております。

32 野外ステージ

野外ステージは、大人と子供が一緒に遊べるス
ペースとして再検討してもらいたい

□

野外ステージという名称ですが、音楽、講
演等のステージに特化したものではなく、多
目的に使える広場です。
地面が緩やかにひな壇状になった広場で
あり、様々な世代が遊び、利用できる場所と
して計画しております。

33 広場

野外炊事場、水道場、アスレチック広場を考えても
らいたい

▲

逗子市全体の公園計画の中で今後参考
にさせていただきます。

34 広場

さまざまな世代が利用できる健康・遊び広場を設
置してほしい

□

35 広場

子どもたちが裸足で遊べる広い空間を確保してほ
しい

□

36 広場

バスケットゴールのある野外運動スペースを設置
してもらいたい

□

37 広場

既存の子ども広場は移動せず、遊具等を充実させ
てもらいたい

□

38 広場

既存施設を有効に活用すれば、予算を低く抑える
ことができる

□

39 広場

体験学習施設の機能が活かされるよう、自分たち
で管理運営できる花壇等を設置してもらいたい

□

噴水・ジャブジャブ
ジャブジャブ池は通年使える施設なのか
池・日時計

□

41

噴水・ジャブジャブ ジャブジャブ池は衛生面等から、子ども広場からは
池・日時計
なしてほしい

△

噴水・ジャブジャブ
ジャブジャブ池の設置は再検討してもらいたい
池・日時計
噴水・ジャブジャブ
43
噴水にジャブジャブ池の機能を持たせてはどうか
池・日時計
噴水・ジャブジャブ
44
噴水、日時計は不要である
池・日時計

夏期用駐車場付近にバスケットゴールの
設置を計画しております。

安全で使い易い広場となるよう、今後も頂
いたご意見を参考に検討してまいります。

40

42

当計画における野外ステージは、地面が
緩やかにひな壇状になった広場であり、
様々な世代が遊び、利用できる多目的な場
所です。具体的な遊具などの選定は今後、
頂いたご意見を参考に進めて参ります。

△

公園内にて、様々な体験ができるよう頂い
たご意見を参考に今後とも検討してまいりま
す。

ジャブジャブ池は、年間を通じた濾過した
水による親水施設として計画しています。
頂いたご意見を参考に、維持管理コストな
ども踏まえ、引き続き検討してまいります。

△

■

噴水や日時計などの修景施設は、必要な
公園施設として計画しております。現在ある
公園施設を生かすことで、予算を低く抑えな
がら公園全体を再整備する計画です。

■

比較的大きい音の出るプールや、多目的
室4,5については、周囲環境への影響も考
慮して配置を計画しています。

45 プール

利用期間の短いプール施設は、施設中央でなく、
東側や西側に移動したほうがよい

46 バリアフリー

公園を一周できる散策ルートに点字ブロックを設置
してもらいたい

△

点字ブロックについては、都市公園移動円
滑化基準に基づき、利用する障がい者に
とって利用しやすい施設となるよう計画して
まいります。

47 駐輪場

受付付近に駐輪場を設置してもらいたい

■

駐輪場は公園入り口付近に配置し、安心
して園路を歩ける計画です。
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Ｃ管理運営について
ＮＯ 小分類
48 利用方法

市の回答
意見
対応区分
今後の施設運営の検討の中で参考意見と
子ども優先の時間帯や曜日を考慮するなど、子ど
▲
させていただきます。
もたちが利用しやすい管理・運営を実施してほしい

49 管理運営主体

指定管理者制度や業務委託せず、市の直営で管
理運営してほしい

▲

今後の施設運営の検討の中で参考意見と
させていただきます。

50 運営

管理運営に子どもたちを参加させてほしい

▲

今後の施設運営の検討の中で参考意見と
させていただきます。

51 運営

複合施設の良さを活かす運営をしてほしい

▲

今後の施設運営の検討の中で参考意見と
させていただきます。

▲

今後の施設運営の検討の中で参考意見と
させていただきます。

▲

今後の施設運営の検討の中で参考意見と
させていただきます。

52 運営
53 人員配置

子どもたちの活動を支える備品、参考図書、情報
を充実させてほしい
受付には常時コーディネーターを配置するほか、
専門の児童厚生員のような子どもをサポートする
大人を配置してほしい

54 駐車場

駐車場は無料でよいと思う

▲

55 プール

幼児用プールについて、水遊び用オムツパンツが
利用できるようにしてもらいたい

▲

Ｄその他について
ＮＯ 小分類

意見

対応区分

今後の施設運営の検討の中で参考意見と
させていただきます。
プール施設の安全・衛生を満たすため、オ
ムツパンツの利用はお断りさせていただい
ておりますが、今後の参考意見とさせていた
だきます。

市の回答
今後の市全体の交通計画に基づき検討さ
れることになりますので、参考意見とさせて
いただきます。

56 交通アクセス

交通アクセスの改善について、コミュニティバス等
の新設を検討してもらいたい

▲

57 交通アクセス

公共交通機関の便が悪い立地では、子どもが活
用できるのか疑問である

▲

今後の市全体の交通計画に基づき検討さ
れることになりますので、参考意見とさせて
いただきます。

58 交通アクセス

道路に囲まれている公園は危険である。計画の中
で交通安全面を検討してもらいたい

▲

安全に利用できる公園となるよう引き続き
検討してまいります。

59 予算配分

目的の施設の機能が活かせるよう予算配分しても
らいたい

▲

適切な予算配分となるよう事業をすすめて
まいります。
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