
大浜公園リニューアル基本計画 パブリックコメント結果概要と対応について

〇基本方針に賛成 （通年利用・全世代が楽しめる公園、立地を活かした魅力創出に期待） 
⇒本編 P24 「大浜公園リニューアル基本方針」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く。 

●プールに特化したリニューアルが良い、プール以外の整備に魅力を感じない 
⇒本編 P24 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、 

  取り組んでいく。 

１．基本方針・リニューアル内容に関する意見 259 件 
（〇肯定的な意見 228 件、●否定的な意見 31 件）

７．その他の意見 209 件 
（事業手法 26 件、事業スケジュール 2 件、ユニバーサルデザイン 4 件、

防災・安全対策 28 件、松林の整備・保全 11 件、景観づくり 7 件、 

公園サービス 24 件、運営・管理 12 件、交通アクセス 31 件、 

自転車利用 8 件、浜辺の利活用 21 件、周辺まちづくり 15 件、他） 

□賑わい創出のイベント開催、 

浜辺の活用方法を検討してほしい 

⇒本編Ｐ26 本公園の魅力を活かしたイベント開催や公園区域

外の浜辺の有効活用について追記 

６．駐車場の規模・配置・料金設定等に関する意見 87 件 

□駐車場の安全な動線を確保して欲しい 

⇒本編Ｐ27 車両と自転車・歩行者が交錯しないよう安全な利用動線の確保を追記 

□駐車場が必要 （できる限り多く確保して欲しい）、 臨時駐車場から公園が遠い
⇒本編Ｐ30 駐車場設置台数に記載あり 

本編Ｐ31 臨時駐車場から移動手段の検討を追記 

□プール開催時は有料、それ以外は無料にして欲しい
⇒本編Ｐ44 民間事業者の独立採算事業を予定しており、駐車場利用料金設定は、 

民間事業者の考えで決定する。 

〇プールのリニューアル整備に期待する 
⇒本編 P24 「大浜公園リニューアル基本方針」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く。 

〇通年での活用方法やイベント開催を検討して欲しい（スケートリンク、釣り堀、ヨガ等） 

⇒本編 P26 通年での活用方法等について追記 

〇営業時間、開催期間を長くして欲しい（ナイトプール、夜間ライトアップ） 

⇒今後、民間事業者とヒアリングを実施し、安全性や経済性などを踏まえ、検討していく。 

●プールの規模を縮小しない方が良い、今まで通りで良い 
⇒本編 P37 「整備方針」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、施設の魅力向上を図り、安全性・利便性の改善と、効率的な運営管理の実現

を目指す。また、公園区域の面積を拡張し、通年利用できる公園機能の充実を図っていく。 

□プールゾーンに欲しい施設

⇒本編Ｐ37 「プールゾーンの整

備方針」を踏まえ、魅力あるプ

ール施設の設置について、民

間事業者とヒアリングを実施

し、検討していく。 

意見数 意見数

ウォータースライダー 38 50ｍプール 25
流水プール 29 温水プール 39
アトラクションプール 21 室内プール 18
幼児用プール 16 日陰・休憩スペース 17
更衣室 17 波・滝のプール 9
25ｍプール 10 飛込み台（プール） 5
売店 9 大人用・年齢別、健康増進 5
トイレ 6 海・富士山が見える場所 3

温泉・サウナ・ドクターフィッシュ 3

基本計画に記載のある施設 基本計画に記載のない施設

２．プールの整備方針・施設内容等に関する意見 384 件  
（〇肯定的な意見 169 件、●否定的な意見 25 件、□施設内容に関する意見 190 件） 

３．公園機能ゾーンの整備方針・施設内容に関する意見 339 件 
（〇肯定的な意見 109 件、●否定的な意見 9 件、□施設内容に関する意見 221 件）

〇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） 
⇒本編 P38 「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公園施設に

ついて、民間事業者とヒアリングを実施し、検討していく。 

●施設を盛り込みすぎている、公園以外の施設の方が良い 
⇒本編 P24 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

組んでいく。 

□公園機能ゾーンに欲しい施設

⇒本編Ｐ38 「公園機能のゾー

ンの整備方針」を踏まえ、通年

での公園利用を促進する公園

施設の配置について、民間事

業者とヒアリングを実施し、検

討していく。 

基本計画に記載のある施設 意見数 基本計画に記載のない施設 意見数

遊戯施設（遊具） 47 アスレチック 23
多目的広場 18 スポーツ施設（広場） 13
芝生広場 13 噴水・水遊び場 12
休憩施設（日陰、あずまや等） 34 展望台 10
健康器具 13 ウォーキング・ジョギングコース 9
津波避難施設 7 ドックラン 7
トイレ 5 花壇・分区園 7

足湯 6
舞台・ステージ 3
ゲートボール場 1

４．プールの有料化・料金設定等に関する意見 189 件  
（〇肯定的な意見 60 件、●否定的な意見 15 件、□料金設定に関する意見 114 件） 

〇有料化でサービスが向上することに期待する 
⇒本編 P26 有料化とすることで、健全で持続可能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、市内外からの更なる誘客を目指す。

●有料化による利用者が減少するのではないか 
⇒本編 P26 有料化とすることで、健全で持続可能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、市内外からの更なる誘客を目指す。

価格帯に関する意見 意見数 料金設定に関する意見 意見数

なるべく安く 22 市内の子どもは無料（割引） 34
大人500円（小人250円）以下 10 シーズンパスポート・回数券の設定 26
1000円は高すぎる 5 市内外で料金を変える（市民は安く） 9
大人500円（小人250円）以上 3 地元（中島・駿河区民）の割引や優遇 8

□料金設定に関する意見 

⇒本編 P32 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する。 

シーズンパスポートや回数券などの設定を追記

５．民間収益施設の整備方針・施設内容についての意見 140 件 
（〇肯定的な意見 32 件、●否定的な意見 10 件、□施設内容に関する意見 98 件） 

〇民間収益施設の導入による賑わい創出に期待する 
⇒本編 P38 「公園機能ゾーン」の整備方針を踏まえ、民間事業者とヒアリングを

実施し、通年で公園利用を促進する収益施設の配置などについて検討する。

●収益採算がとれるか不安 
⇒本編 P38 「公園機能ゾーン」の整備方針を踏まえ、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く。  

基本計画に記載のある施設 意見数

カフェ・売店 32
バーベキュー場 20
キャンプ場・宿泊施設 14
レストラン 13
温浴施設・サウナ 12
室内遊戯場 11
フィットネスジム 7

□期待する民間収益施設の内容 

⇒本編Ｐ３８ 「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、通年で公園利用を促

進する収益施設の配置などについて検

討する。  
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