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第３回 静岡市都市公園審議会 議事録

日時：令和元年 5月 16 日（木） 14:00～16:00  

場所：静岡市静岡庁舎新館 9階 特別会議室 

出席者：【審議会委員】 

（委員 ５名） 

◎小西会長、高田副会長、今西委員、永田委員、安池委員 

（欠席 ２名） 

 宮尾委員（代理出席 内山 賀津高）、永松委員 

（臨時委員 5名） 

笠間委員、牧村委員、柘植委員、梅原委員、栗田委員 

【事務局】 

静岡市 池田緑化政策担当部長、鈴木課長、出雲係長、杉山主査 

【コンサルタント】 

日本工営株式会社 都市交通事業部 都市・交通計画部 林、津島、徳川、前田 

資 料：・次第 

・座席表 

・委員名簿 

・資料‐1 都市公園審議会での意見と対応 

・資料‐2 大浜公園リニューアルのあり方検討状況について 

・参考資料‐1 第２回静岡市都市公園審議会議事録 

・参考資料‐2 大浜公園プールリニューアルのあり方について 答申書（案） 

・参考資料‐3 大浜公園リニューアルの基本方針（素案） 
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1 開会 

池田緑化政策担当部長から、静岡県交通基盤部長宮尾氏への委嘱状の交付を代理出席

者である静岡県公園緑地課長内山氏へ行った。 

池田緑化政策担当部長から、資料ついて、記載内容は検討途中のものであるため本議会

外への公表は控え、取扱注意であることを説明した。 

2 議事

事務局から資料を説明し、審議会委員から了承をいただいた。 

1) 都市公園審議会での意見と対応（資料-1）について質疑応答 

栗田委員：前回も言った私の意見が明確に取り入れられていない。 

民間活用導入を検討するといいながら、導入が前提になっていない

か。進め方自体が疑問に思う。 

前回にも意見したが、海岸林の伐採については必要最低限とし関係機

関と調整とあるが、関係機関に何が含まれるかわからない。以前、伐採

した際に影響がないと言われたが、風や潮の強さに影響があったという

声が多く挙げられた。また、影響の調査に関する問合せにも明確な対応

がなかった。伐採の検討については、地元にも話をおろしていただきた

い。 

駐車場についても色々な人に話を聞いたが、「公園の外に置いてほし

い」という声が全てというくらいの状態だった。 

建蔽率の緩和についても、大浜公園はあくまで「近隣公園」であっ

て、公園は唯一これしかないことを踏まえてほしい。他の小さな公園も

なにひとつない地域であり、西島地区だけでも、19 歳未満は 4281 人、

2000 世帯が暮らしている。公園そのものは、児童の公園として、老人会

のグラウンドゴルフとして週に 1日おきか 3日に 1回くらいの利用がな

されており、津波避難や防災訓練では 600 人以上が集まって利用してい

る。 

東側の計画図の中の 2,000 ㎡の敷地内には、地下に防火用水が埋めら

れている。これも視野に入れると、民間活用の導入や、駐車場の設置な

どによって、活用方法も制限されてくるのではないか。 

これらはずっと言い続けているが、私の言っている部分はほとんど丸

められているのか、言いたいことがあまり見えてこない部分が多くなっ

てきている。 

民間事業者によって活用が変わってくるということだが、事業者がい

るのか。何らかのやっていけない状況になったらどうするのか。そのま

ま放置されても困るし、色々な不安が次から次へと出てくる。 
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鈴木課長：資料 1 はダイジェストであり、まとめさせていただいている。この後の

資料に、ご意見を踏まえた検討結果をまとめている。 

2) 大浜公園リニューアルのあり方検討状況（資料-2）について質疑応答 

高田副会長：少し乱暴ではあると思うが、結果として撤去・新設のかたちが有効で

あろう。実際には PFI、民間提案が重要である。民間提案が、撤去・

新設を成功させる重要なファクターである。 

同一事業として PFI、P-PFI 一本化して民間からの提案を受けると

いう形が、大変重要になるのではないか。一番重要な点と思うので、

結論・可能性を早く確認した方がよい。 

今西委員：改修の中身について、どのレベルまでやるかが見えづらい。設備なの

か外側の塗装をやりかえるような改修なのか、意匠的な部分まで変え

ていくような改修なのか。改修のレベルを明確にした試算だとわかる

といいのでは。 

整備手法と管理運営手法が一緒にまとめられた表になっているの

で、どうしてもわかりづらい部分がある。PFI 事業も、P-PFI 事業も整

備に対する表現の仕方がもう少しわかりやすくなるといいと思う。概

ねこのように収束するとは思う。 

永田委員：高齢者や子供、家族が利用するとしたら、安全性、動線が重要であ

る。新設することにより、安全性やごちゃごちゃした動線の改善がさ

れる可能性がある。 

ただし、民間頼りというところがどうしてもあって、これからどう

なっていくのか見えづらい。 

安池委員：専門的なことはよくわからないが、子どもをもつ一利用者としては、

駐車場の確保は必要なことで、公園内に最低限数必要だと感じる。先

ほどの意見の中にもあった安全性を考えると、プール整備は、撤去・

新設がいいと思う。民間の参入がどの辺までなのかがすごく大きなこ

とではあるが、今の大浜公園は夏のイメージしかないので、それを通

年利用のイメージに変えるには「公園」という機能を大きく持たせな

いといけないので、遊具や健康器具の設置には大いに賛成である。 

フィットネスについては、あらゆる所に既存のものがあるのでどう

かと思う。憩いを求めて子どもから高齢者までみんなが利用できる公

園を考えると、緑が豊かな安らぎが求められる公園という感じで、あ

まり施設的なことは考えない方がいいのではないか。逆に、散歩の途

中で休憩という意味で、簡単なカフェというかレストラン、喫茶店み
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たいなものは必要かなと思う。 

親目線で言わせていただくと、雨の日に利用できる公園はすごくい

いと思う。雨の日になかなか行くところがなく、家の中にいることが

多いので、雨の日に利用できてあまりお金のかからないキッズスペー

スだったり、卓球やバレーボール等ができる多目的ホールなど、臨機

応変に使えるスペースがあれば行きやすいのではと思った。 

栗田委員：第 1回目、2回目も地元の意見を言ってきたが、要望についての回答

がどこにも見えてこない。周辺の公園状況の調査については最初から

言っている。それを含めて検討しているのか疑問に思う。この周辺に

はここの公園以外何もないと一番最初から言っている。 

プールのリニューアルについて色んな案を検討してくれていること

は、ありがたいと思う。住民もリニューアル計画については期待もし

ているし、ありがたくも思っている。その中で不安を持っているのも

事実。 

駐車場の話が何度か出てきているが、プールの時の活用は夏の間ず

っと関わってきた中で、手を引かれるような幼児を多く見ている。よ

ちよち歩きや、手を離すと飛び出すような子供と、車から何から同じ

動線に入ってくると非常に危ない。自転車も入り口の松の部分で降り

るよう、園内では乗らないようにお願いをしている現状である。自動

二輪車については、東側に臨時の置き場を作って誘導している。バス

の進入時のみガードマンを含めて注意を払いながら監視している状況

である。そこに駐車場を設置理し、車に入ってこられることには非常

に危険性を感じる。このため、駐車場は外へ設置するようお願いをし

ている。園内へ設置するというなら、プール営業期間外であればそん

なに問題でないが、プール営業期間であれば危なく感じる。特に最近

は車が突っ込む事例が多い。駐車場については、非常に注意を払いな

がらの設置になるということが危惧される。 

遊具について案を盛り込んでいただいてありがたいが、全てを民間に

やらせる形で、果たしてうまく動くだろうか。遊具が有料になれば市民

は利用しなくなる。どこまでを民間活用にするか検討していただきた

い。 

「賑わいのある街づくり」について、海岸の利用と一体的な利用と

して、ハード面の活用とよりもソフト面の活用（盛り上げ）を検討し

ていただきたい。現在、海岸ではビーチバレーが実施されている。参

加者にはゴミ掃除など非常にマナーよく活用していただいている。ま

だ、全国的ではないが、南アルプスを富山県から横断する縦断レース
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の盛り上げ等、やっと市に関心を持っていただけている。もっとこう

いったイベントを盛り上げていく工夫もしていただきたい。そうする

と、この地域も賑わってくるのではないか。PFI という方向でいくの

だろうが、そのあたりも含めて検討していただきたい。 

梅原委員：去年か一昨年前から中島学区の代表になり、プールの改修について市

から話を聞いた。町内アンケートも実施されていた。地域ににぎやか

になるような公園にしてもらいたいと地元の小中の校長からも話があ

った。 

寂しい公園なので、近隣公園にふさわしい公園として、年間を通し

て地域がにぎやかになるようにしてほしいと思い、連合自治会とし

て、会議に委員として加わって動いている。 

第 2 回審議会の際、近くのマリンプールに見学に行ったのか、とい

う意見が出たので栗田委員とふたりで行った。あれに負けないような

プールを作ってほしいと思っている。地元としては大いに期待をして

いる。 

柘植委員：第 2回はプール整備について様々な案があって、委員の皆さんは混乱

されていたが、従来は改修ありきで進んでいたのが、撤去・新設とい

う案を検討していただき、元々老朽化していて安全性で不安があった

のでとてもよいと思う。 

第三者から見ている分には、地元の意見も取り入れられていて、い

い感じになってきたんじゃないかという印象である。 

親の立場として、雨の場合の遊び場が重要だとは思う。愛知県で

は、県の施設で屋内の遊ぶところがある。300 円程度で 1日遊べて、

子供だけで放っておいてもそんなに危険でない人気の施設である。何

年か前に廃止の動きもあったが、反対されて今も継続している。豊田

市の鞍ケ池公園にも、屋内に滑り台などの施設がある。建物を建てる

のはハードルが高いが、可能であれば入れていただくと子ども連れに

も親しみやすい公園になるし、プールが屋外だけなので他も完全に屋

外だけだと雨天時に誰も来なくなりかねない。検討の余地があるので

はないか。 

駐車場の件は地元の方の意見もわかるが、近くの人だけじゃなく遠

くから来る人のことを考えると、近くに大きな駐車場として利用でき

る場所があればいいが、まとまった土地が確保できないので仕方なく

中に一部ということだと思うので、駐車場の一部は中にある方が利用

者として使いやすいのではないかと思う。 

フィットネスといった営利的なものはこの公園になじむのかという



6 

疑問は若干あるので、市民の憩いの場というイメージに合うようなも

のにされた方がいいのではないかと思う。 

事業スキームについて、元々民間ありきじゃないかという意見もあ

るが、そもそも前提として、今までのように市だけで運営していては

コスト・サービス面でまずいのでは、というところから入っているの

である程度は仕方がない。民間をいかにうまく利用するかという観点

で色々な手法の中から、よりよいものを選出することが重要だと思

う。全国的に見ても、民間のノウハウを取り入れコストを下げてより

よいサービスをという動きが多いので、仕方がないというか間違った

方向性ではないと思う。 

牧村委員：この審議会は大浜公園リニューアルの方向性を定める会議である。行

政だけの運営ではこの先賄えず、いろんな方が使える場を提供するた

めの会議である。どういった施設を入れるかはこの次の段階の検討事

項であり、歩者分離や幼児の遊戯空間の確保などの方向性について検

討するレベルでよいと思う。 

民間参加については、プールゾーンと公園機能ゾーンを PFI と

Park-PFI で分けるとしているが、発注方法とそれに対する補助の問題

により、課題があるのではないか。 

カフェやレストラン、ホールではなく、都市公園とスポーツ、健康

長寿、子供たちの体を育てる、というような大儀を考える時に、スポ

ーツと公園が一体的に活用できる新たな PFI、静岡方式を今後検討で

きればいいのではないか。 

広場は重要であり、広場があることで、様々なプログラムが組め

る。公園にくる目的になる。ヨガ、民謡大会など。市民が交流できる

場になるという想いで、なるべく「あれはダメ、これはダメ」という

よりは、緩和するなり、地元の知恵をお借りするなりして、出来る方

法を検討していくのが良い。 

宮尾委員：ゾーニングのポイントとなるのが、プールゾーンであると思う。プー

ルゾーンでどんな水遊びなのか、水を使ったスポーツを提供するのか

を考えなければならないが、利用者の対象、利用者がイメージできな

かった。対象利用者を最初に示した方がどんな施設が必要かわかって

よいのではないか。既存では 50m プールがあるが、新設ではなくなっ

ており、対象利用者層が変わってくると思う。 

笠間委員：PFI と Park-PFI の併用について確認したが、プール部分を Park-PFI

の事業に含むことは可能だが、事業期間について Park-PFI は 20 年

間、PFI は 30 年間になるので、組み合わせたことによって発生するメ
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リット・デメリットを理解した上で事業手法を判断する必要が出てく

る。併用している事例がないため、メリット・デメリットを市やコン

サルで整理する必要がある。「静岡事例」として今後全国の参考にな

っていく可能性も高いので積極的に協力していきたい。 

先ほどキッズスペースの話があったが、スポーツジムの設置が全く

ダメということではなく、公園なので排他性はよくない、というこ

と。例えば、人がいっぱいでボルダリングウォールが登れないから、

というのは利用状況によるものなので仕方ないが、公園に来た人が使

おうと思っても使えない施設、会員制のスポーツジム等の施設は公園

の中の施設としては適切ではないということ。原則として誰もが使え

る施設が望ましい。 

大阪府の高槻市の公園にキッズスペースやボールプールがある施設

が最近整備されたが、予想の 1.5 倍の利用者があったとのこと。ま

た、岐阜県の都市公園で民間事業者が飲食施設、カフェを営業してい

るところの話では、昨年は繁忙期の週末に雨の日が多く営業が厳しか

ったという声もあった。レストランやカフェの事業者に参画してもら

おうとすると、人が多い時より人が少ない時のことを事業者は気にす

るため、暑い時期、寒い時期、雨天の時等に人が来る仕組みを作って

おかないと、いい事業者には参画してもらえない。人が集まる仕組み

のある場所の方が、事業者からのイベント開催の提案等も出てきやす

い。飲食店はお客がいるところに出る業態なので、地域で集客の特性

をつかんだところにうまくはまるとオールシーズンの賑わいにつなが

るし、全体としていいグルーピングになる。疑問点があれば相談して

いただきたい。 

牧村委員：質問であるが、食料など備蓄がある防災施設について通常時は子供が

利用することは可能か。 

笠間委員：可能である。普段から人が集まっていろいろイベント等をやっている

公園だと、災害があった時に公園そのものの場所や避難するルートが

認知されていて活用され易い。また BBQ を行える公園だと、基本的に

は持ち込みとしても炭やコンロ等の貸し出し用の道具を日頃から用意

しておくと、災害時に使用経験のある人が自主的に使って炊き出し等

の支援活動ができたりする。何かあった時に使えるというのは、実際

には普段から使っていないとできないので、そうした仕掛けは重要な

ことだと考えている。 

小西会長：資料 2で示されている方向性については、審議会として了解するとい

うことでよいか。 
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（意見無し） 

小西会長：方向性について了解いただいたものとする。 

3) その他ついて 

事務局から、6月 25 日（火）～28日（金）に答申書を渡す第四回（最終回）審議会を

実施予定であることについて説明を行った。 

小西会長：文言を含めた具体的な答申の調整はさらに進めていく。 

大変大きな事業について参画させていただいており、責任を感じる

とともにうれしく思う。 

最終回は残っているが、この間にもいろいろな観点から意見をいた

だき、本審議会の席以外の場でも委員の皆様にはご教示ご鞭撻いただ

いたことに感謝します。 

答申を詰めるまでに、まだ課題はあるが、これまで協力いただいた

ことに感謝を申し上げ、本日の審議会は閉会とする。 

以上 


