
別紙1

件数 本市の考え
基本計画に

反映する

基本計画

該当ページ

259

188

リニューアル・基本方針に肯定的な意見 117

通年で利用できる公園に期待する

全ての世代が楽しめる公園にして欲しい

立地を活かした魅力創出に期待する

リニューアル・基本方針に否定的・疑問を感じるという意見 18

市がプールを所有する必要はない

プールのイメージが強く、プールに特化したリニューアルの方が良い

プール以外の整備に魅力を感じない

基本方針の記載内容、表現に対する意見 53

広域的利用か地域利用かをはっきりさせた方が良い

公園の整備イメージが分かりにくい

近隣の公園や施設との差別化

22

肯定的な意見 13

水に親しめる公園に期待する

否定的・疑問を感じるという意見 2

プール以外に水に親しめる施設がない

記載内容、表現に対する意見 7

「水に親しむ公園」「新たな公園サービス」のイメージが沸きにくい

29

肯定的な意見 12

立地の魅力を活かした整備をして欲しい

通年で利用できるサービスに期待する

否定的・疑問を感じるという意見 8

立地や景観に魅力を感じない

通年利用のニーズがあるか疑問

記載内容、表現に対する意見 9

具体的な施設のイメージが分からない

20

肯定的な意見 13

地域の憩いの場となることに期待する

否定的・疑問を感じるという意見 3

全市民の憩いの場として欲しい

記載内容、表現に対する意見 4

「価値の提供」の内容が分かりにくい

【各意見の概要及び意見に対する静岡市の考え方（抜粋）】

（１）　基本方針・リニューアル内容について

意見要旨

　本編P24の「大浜公園リニューアルの基本方針」を踏まえ、リニューアルテーマである「みんなの"き
たい"をかなえる公園」を目指して検討していきます。

　本編P24の3つの基本方針を踏まえ、大浜公園リニューアルの目指すべき姿の実現に向け、取り組
んでいきます。

（１）-2　基本方針①
水に親しむ公園としての新たなスタート

（１）-3　基本方針②
富士山と駿河湾を望む立地を活かした新たな通年利用サービスの提供

（１）-4　基本方針③
憩いの場としての価値を提供

（１）-1　基本方針　全般

　本編P28、29の「年間利用者数の目標（KPI)」に記載のとおり、市内全域及び周辺市町からの誘客
を想定し、現在のプール利用者（9.3万人）以上の「13万人」を目標として、魅力ある公園を目指して
いきます。
　公園利用者数の目標設定では、民間収益施設の配置による通年での利用促進と、より広域からの
誘客を想定し、大浜公園と同規模の都市公園（近隣公園）における利用者数の全国平均値以上の
「15万人」を目標としています。
　公園の整備につきましては、本編P38の「公園機能ゾーンの整備方針」を踏まえ、通年での公園利
用を促進する収益施設の配置などについて検討していきます。
　具体的な内容につきましては、民間事業者の提案によるため、本公園のリニューアルの目指すべ
き姿に合致する提案を求めていきます。

　本編P24の「大浜公園リニューアルの基本方針」を踏まえ、富士山と駿河湾を望む立地を活かした
通年利用サービスを検討していきます。

　本編P24の「大浜公園リニューアルの基本方針」を踏まえ、富士山と駿河湾を望む立地を活かした
通年利用サービスを検討していきます。

　本編P24の「大浜公園リニューアルの基本方針」を踏まえ、リニューアルテーマである「みんなの"き
たい"をかなえる公園」を目指して検討していきます。

　本編P24の「大浜公園リニューアルの基本方針」を踏まえ、リニューアルテーマである「みんなの"き
たい"をかなえる公園」を目指して検討していきます。

　本編P24の「大浜公園リニューアルの基本方針」を踏まえ、リニューアルテーマである「みんなの"き
たい"をかなえる公園」を目指して検討していきます。新たな公園サービスについては、本編P38の
「公園機能ゾーンの整備方針」を踏まえ、通年での公園利用を促進する収益施設の配置などについ
て検討していきます。
　具体的な内容につきましては、民間事業者の提案によるため、本公園のリニューアルの目指すべ
き姿に合致する提案を求めていきます。

　本編P38の「公園機能ゾーンの整備方針」を踏まえ、通年での公園利用を促進する収益施設の配
置などについて検討していきます。
　具体的な内容につきましては、民間事業者の提案によるため、本公園のリニューアルの目指すべ
き姿に合致する提案を求めていきます。

　本編P24の「大浜公園リニューアルの基本方針」を踏まえ、近隣公園としての機能を保持し、近隣
の住民に憩いの場、遊びの場、健康増進の場としての価値を提供していきます。

　本編P24の「大浜公園リニューアルの基本方針」を踏まえ、近隣公園としての機能を保持するととも
に、本公園の特性を活かした広域利用を想定し、全市民の憩いの場としての整備を目指していきま
す。

　本編P24の「大浜公園リニューアルの基本方針」を踏まえ、近隣公園としての機能を保持し、近隣
の住民に憩いの場、遊びの場、健康増進の場としての価値を提供していきます。
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【各意見の概要及び意見に対する静岡市の考え方（抜粋）】

意見要旨

384

（２）-1　プールゾーンの整備方針 105

肯定的な意見 31

プールのリニューアル整備に期待する

否定的・疑問を感じるという意見 25

プールの規模を縮小しない方が良い、今まで通りで良い

温水利用、屋内プールにした方が良い

整備方針に対する要望、内容に対する意見 49

清潔、安全な施設にして欲しい

大人も楽しめるプールにして欲しい

有料化にふさわしい整備が必要

（２）-2　プールゾーンの施設内容 190 【別紙２】のとおり

（２）-3　プールゾーンの管理運営 89

通年での活用方法を検討して欲しい（スケートリンク、釣り堀、カヌー等） 32

プールでイベントを開催する（ＳＵＰヨガ、お祭り等） 4

営業時間を長くする（ナイトプール・夜間ライトアップ） 10

施設の安全管理をしっかりして欲しい（監視員配置、入場制限等） 10

プール外への出入りを自由にして欲しい（再入場制度） 8

開催期間を長くして欲しい 6

タオルや浮き輪の貸出サービスをして欲しい 5

施設の衛生管理をしっかりして欲しい（トイレ、水質等） 5

プールエリア内での飲食を可能にして欲しい 2

場内アナウンスを英語にして欲しい 2

２５ｍプールなどで水泳や歩行ができるようにコースを作るなどして欲しい 1

事業期間中に施設のリニューアルが必要 1

雨天時にも入れるようにして欲しい 1

混雑時には公園の多目的広場にビニールプール等を設置する 1

夏場だけの開催にした方が民間事業者にとっては良い 1

339

（３）-1　公園機能ゾーンの整備方針 94

肯定的な意見 29

公園機能が充実することに期待する

通年で利用できる公園になると良い

否定的・疑問を感じるという意見 9

施設を盛り込み過ぎている

公園以外の施設の方が良い

整備方針に対する要望、内容に対する意見 56

全世代が使える公園として欲しい

健康増進やイベント開催ができる場所として欲しい

（３）-2　公園機能ゾーンの施設内容 221 【別紙２】のとおり

（３）-3　公園機能ゾーンの運営管理 24

園内の清掃やトイレの衛生管理をして欲しい 7

安全・安心して使えるような管理をして欲しい 5

津波避難施設を日常的に活用する 4

利用時間・夜間の管理を行う 3

犬の放し飼い、猫のエサやり等のルールを検討する 2

広場の予約利用をできるようにする 1

花壇や清掃など地域の人と作っていける公園にする 1

イルミネーションを行う 1

（２）　プールゾーンの整備方針・施設内容等について

（3）　公園機能ゾーンの整備方針・施設内容等について

　本編P26の「プールリニューアル事業」に記載のとおり、有料施設とすることで、健全で持続的な運
営を実現するとともに、レジャー施設としての魅力を向上し、市内外から更なる誘客を目指していきま
す。また、本編P37の「整備方針」を踏まえ、魅力あるプール施設の設置について、今後、民間事業
者とのヒアリングを実施し、検討していきます。

　本編P24の「大浜公園リニューアルの基本方針」を踏まえ、をリニューアルテーマである「みんなの"
きたい"をかなえる公園」を目指して検討していきます。

　本編P37「整備方針」に記載のとおり、プール施設の新設・再配置により、利用動線と施設配置に
配慮した整備を行い、安全性・利便性の改善と、効率的な運営・維持管理の実現を目指すととも
に、プールを縮小することで公園区域の面積を拡張し、通年で利用できる公園機能の充実を図って
いきます。
　なお、プール施設の内容については、本編P37の「整備方針」を踏まえ、魅力あるプール施設の設
置について、今後、民間事業者とのヒアリングを実施し検討していきます。

○ P26

　本編P38の「公園機能ゾーンの整備方針」を踏まえ、本公園の魅力を高める公園施設について検
討していきます。

　プール開催時期は、維持管理費コストを適正化する観点から、夏季を想定しておりますが、今後の
民間事業者とのヒアリングを実施し、検討していきます。
　プールの閉鎖期間中の活用方法についても、今後、民間事業者とヒアリングを実施し検討していき
ます。

　ご意見の内容につきましては、今後の計画の中で参考とさせていただきます。

　本編P24の3つの基本方針を踏まえ、大浜公園リニューアルの目指すべき姿の実現に向け、取り組
んでいきます。

　本編P24の「大浜公園リニューアルの基本方針」を踏まえ、リニューアルテーマである「みんなの"き
たい"をかなえる公園」を目指して検討していきます。

　本編P38の「公園機能ゾーンの整備方針」を踏まえ、通年での公園利用を促進する収益施設の配
置などについて検討していきます。
　具体的な内容につきましては、民間事業者の提案によるため、本公園のリニューアルの目指すべ
き姿に合致する提案を求めていきます。
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意見要旨

189

（４）-1　プールの有料化方針 75

肯定的な意見 49

有料化でサービスが向上することに期待する

維持管理を考えると有料化は仕方がない

否定的・疑問を感じるという意見 15

今まで無料だったので利用者が減る

有料だと子供か行きにくくなる

有料化に対する要望、内容に対する意見 11

有料でも行きたくなるような魅力的な施設にして欲しい

行きやすい価格や有料化する範囲を検討して欲しい

（４）-２　プールの料金設定 114 【別紙２】のとおり

140

（５）-1　民間収益施設の整備方針 42

肯定的な意見 23

民間収益施設の導入によるにぎわい創出に期待する

否定的・疑問を感じるという意見 10

収益採算が取れるか不安

市としての誘致方針を明確にした方が良い

整備方針に対する要望、内容に対する意見 9

施設の継続性を検討して欲しい

通年サービスの中身が重要

（５）-2　民間収益施設の施設内容 98 【別紙２】のとおり

87

（６）-1　駐車場の配置・規模 60

安全な動線を検討する・配置を変える 2

　駐車場の設置にあたっては、本編P27「公園機能ゾーンの施設配置計画」及び、P38の「公園機能
ゾーンの整備方針」を踏まえ、車両と自転車・歩行者が交錯しないよう安全な利用導線を確保して
いきます。

○ P27

台数が不足している・できる限り多く確保する 20

駐車場はあった方が良い 15

駐車場は近隣の土地を活用する（公園外に整備する） 8

臨時駐車場が遠い 6

立体駐車場にする 4

駐車場は近隣利用を想定するなら不要 2

駐車場が不足した時の対応を検討する 1

民間駐車場を利用するのではなく市の駐車場を整備する 1

観光バスでも利用できる駐車場にする 1

（６）-2　駐車場の料金設定 27

プール開催時は有料、それ以外は無料が良い 8

なるべく安く・利用しやすい料金設定にする 4

無料が良い 4

有料で良い 2

公園の利用者は無料にする 2

30分間無料など短時間でも利用できる設定にする 2

駐車場の料金が計画案に書いていない 2

料金設定は慎重に行って欲しい 2

臨時駐車場と常設駐車場の料金設定を変える 1

（４）　プールの有料化・料金設定等について

（５）　民間収益施設の整備方針・施設内容等について

　本編P26の「プールリニューアル事業」に記載のとおり、有料施設とすることで、健全で持続的な運
営を実現するとともに、レジャー施設としての魅力を向上し、市内外から更なる誘客を目指していきま
す。

　本編P26の「プールリニューアル事業」に記載のとおり、有料施設とすることで、健全で持続的な運
営を実現するとともに、レジャー施設としての魅力を向上し、市内外から更なる誘客を目指していきま
す。

　本編P37の「整備方針」を踏まえ、魅力あるプール施設の設置について、今後、民間事業者とのヒ
アリングを実施し、検討していきます。
　プールの維持管理費については、本編P３２の受益者負担の考えを踏まえ、民間事業者とヒアリン
グを実施し、適正な利用料金を検討していきます。また、シーズンパスポートや回数券などの設定に
ついて検討していきます。

〇 P32

（６）　駐車場整備の規模・配置・料金設定等について

　本編P38の「公園機能ゾーンの整備方針」を踏まえ、通年での公園利用を促進する収益施設の配
置などについて検討していきます。
　具体的な内容につきましては、民間事業者の提案によるため、本公園のリニューアルの目指すべ
き姿に合致する提案を求めていきます。

　本編P38の「公園機能ゾーンの整備方針」を踏まえ、今後、民間事業者とヒアリングを実施し、事業
期間や収益施設の採算性などについて検討していきます。
　具体的な内容につきましては、民間事業者の提案によるため、本公園のリニューアルの目指すべ
き姿に合致する提案を求めていきます。

　本編P38の「公園機能ゾーンの整備方針」を踏まえ、通年での公園利用を促進する収益施設の配
置などについて検討していきます。
　具体的な内容につきましては、民間事業者の提案によるため、本公園のリニューアルの目指すべ
き姿に合致する提案を求めていきます。

　駐車場の整備台数につきましては、本編P30の「駐車場設置台数」に記載のとおり、公園及びプー
ルの想定利用者数に基づき必要台数を算定し、整備台数を計画しています。
　公園内には、公園利用者のために必要となる台数100台分を設置します。プールの開催期間中
は、公園内の駐車場のみでは必要台数分が確保できないため、公園周辺の民間駐車場230台分に
加え、中島浄化センターに臨時駐車場350台分を整備し、合計で680台分の駐車場を確保する予
定としています。
　駐車場につきましては、本編P４４「事業手法の適用イメージ」に記載のとおり、民間事業者の所有
施設として独立採算事業で整備することを想定しており、施設の内容や運営管理については、今
後、民間事業者へのヒアリングを実施し、検討していきます。なお、市が新たに公園外の土地を取得
し、駐車場を整備する予定はありません。

　駐車場につきましては、本編P44「事業手法の適用イメージ」に記載のとおり、民間事業者の所有
施設として独立採算事業で整備することから、有料施設を想定としています。
　駐車場の利用料金につきましては、民間事業者が駐車場の建設・維持管理費を負担し、継続的
に施設運営していくために必要な収入となるため、民間事業者が事業コストを想定し、価格を設定す
ることとなり、市側で料金設定の検討等は行いません。



別紙1

件数 本市の考え
基本計画に

反映する

基本計画

該当ページ

【各意見の概要及び意見に対する静岡市の考え方（抜粋）】

意見要旨

（７）　その他の意見 209

事業手法 26

ＰＦＩ方式・民間事業者の参入により魅力的な施設を実現して欲しい 9

事業費の負担を軽減して欲しい 3

長期間事業を継続していけるよう考えて欲しい 2

民間事業者による管理運営ではサービスの向上に取り組んで欲しい 2

市民意見を取り入れながら検討を進めて欲しい 2

民間事業者は静岡の企業や実績ある業者を選定して欲しい 2

民間提案を受け入れられるよう風致地区の規制緩和を検討する 1

都市公園の種別を「風致公園」にする 1

市の直営で整備した方が良い 1

事業手法についての質問 3

事業スケジュール 6

早期の実現を目指して欲しい 5

プールだけでも先に供用して欲しい 1

ユニバーサルデザイン 4

施設のバリアフリー化をして欲しい・誰でも使いやすい公園にする 4 　ご意見の内容につきましては、今後の計画の中で参考とさせていただきます。

防災・安全対策 28

防災（津波）対策をしっかり行って欲しい・避難場所としての機能強化 19

津波避難施設の配置を公園中央にする 4

防犯カメラを設置して欲しい・不審者への対応 3

防波堤を整備して欲しい 2

松林の整備・保全 11

松林は保全して欲しい・伐採はしないで欲しい 4

松林の管理をしっかりやって欲しい（松林が暗くて安全面で不安） 3

松林の利用は園路以外も検討すべき 2

松林の配置や規模を見直した方が良い 1

松林だけでなく桜や紅葉なども入れて欲しい 1

景観づくり 7

風景の良い公園・景観の保全、インスタ映えする空間にして欲しい 4

施設の意匠・デザインを工夫して欲しい 3

公園サービス（イベント） 24

賑わい創出・地域活性化のためのイベントを開催する 16
　ご意見の内容につきましては、本編P49の「整備イメージ」を踏まえ、本公園の特性を活かしたイベ
ントの開催や、浜辺の活用方法について検討していきます。 ○ P26

フリーWiFiの整備、IT技術等の活用 4

キャッシュレス化して欲しい 2

市政・地域の情報を掲示できるスペースを設ける 1

夏場は飲料を無料で提供する 1

運営・管理 12

利用者の増加による騒音等への対応、近隣への配慮が必要 5

地元や関係団体と連携した運営体制 3

ごみの持ち帰りを徹底させる 2

公園の魅力発信が必要 1

禁煙ではなく分煙施設にして欲しい 1

交通アクセス 31

臨時駐車場からのアクセスツール・送迎バス等の検討 9
　臨時駐車場から大浜公園までは約１㎞の距離があるため、移動手段について、今後、民間事業者
とのヒアリングを実施し、検討していきます。 ○ P31

バス路線・公共交通網を充実させて欲しい 12

周辺道路の渋滞対策、安全の確保が必要 8

Massの導入 2

自転車利用（駐輪場） 8

ロードバイク用の駐輪設備 2

駐輪場を整備して欲しい 3

シェアサイクル・E-BIKEレンタスステーションを設置する 3

浜辺の利活用 21

砂浜と一体的に使えるような整備を検討して欲しい 14
　本編P38の「公園機能ゾーンの整備方針」を踏まえ、本公園にふさわしい公園施設を検討していき
ます。また、浜辺の活用方法につきましても、今後、検討していきます。 ○ P26

防潮堤の歩行者・自転車道の活用や展望通路等の整備 7 　ご意見の内容につきましては、今後の計画の中で参考とさせていただきます。

周辺まちづくり 15

周辺地域も対象とした計画づくり・エリアマネジメントが必要 5

防風林堤や近隣の緑地等含む公園として整備して欲しい 4

全面道路の拡幅・ガードレールや信号を整備して欲しい 3

浜川の親水整備をして欲しい 1

中島浄化センターの広場を整備して欲しい 1

道の駅を併設する 1

他事例の紹介 12 　ご意見の内容につきましては、今後の計画の中で参考とさせていただきます。

その他 4 　ご意見の内容につきましては、今後の計画の中で参考とさせていただきます。

　本編P48の「今後のスケジュール」に記載のとおり、令和４年度より工事に着手し、令和７年６月の
供用開始を目指して、事業を進めていきます。事業者の決定後、工事の詳細な工程計画を検討し
ていきますが、プールの先行供用は、工事期間中の安全管理を第一とする観点から、実施しない予
定です。

　現在の津波避難タワーにつきましては、改修する予定はありません。
　本編P38の「公園機能ゾーンの整備方針」に記載のとおり、津波発生時の利用者の避難や安全確
保について、ハード・ソフトの両面から対策を検討していきます。具体的な対策内容につきましては、
今後、民間事業者とのヒアリングを実施し、検討していきます。

　本編P27の「施設配置計画」に記載のとおり、松林ゾーンは県の海岸防災林に指定されており、リ
ニューアルにあたり適正に保全していきます。
　海岸防災林以外の松につきましては、施設整備の支障となるものは伐採する方針ですが、地域の
方々と調整を行いながら、補植等の対応について検討していきます。

　本事業の事業手法は、本編P41～47に記載のとおり、整備・運営の両面において民間事業者の創
意工夫が最大限引き出され、質の良いサービスが提供できる、効果的・効率的な整備・運営管理を
実現できる手法として、「PFI」手法による実施を最適案としています。
　「PF」方式とすることで、プール施設の設計整備・維持管理・運営までを一体事業として発注するこ
とができ、効率的な運営を見据えた施設計画が可能となるため、プールと公園、収益施設等の施設
間の連携による集客効果や、管理人員や建設コストの縮減が期待でき、継続的な事業の実施が可
能になると考えています。

　ご意見の内容につきましては、今後の計画の中で参考とさせていただきます。

　本編P38の「公園機能ゾーンの整備方針」を踏まえ、本公園にふさわしい公園施設を検討していき
ます。

　ご意見の内容につきましては、今後の計画の中で参考とさせていただきます。

　ご意見の内容につきましては、今後の計画の中で参考とさせていただきます。

　ご意見の内容につきましては、今後の計画の中で参考とさせていただきます。

　ご意見の内容につきましては、今後の計画の中で参考とさせていただきます。


