
大内新田地区土地利活用方針のパブリックコメント

回答 方針に盛込
み済

方針に反映
する

今後の参考
にする

反映しない その他

全体

・老若男女、人が集まる場所とすることは良い。
・葵区、駿河区と旧清水の中心地に位置し、東西から人が集まるのに相応しい場所だから。
・外で力いっぱい遊べる場所だからとてもよいと思う。
・幅広い年令層が集い、活動できる場所にしたい。
・地域の活性化に大きく期待できると思う。
・清水区民、高部地区が利用できるようなすばらしい物件を願う。特に子供高齢者が利用できる物件を期待する。
・赤ちゃん～園児を連れてまわれ、多世代の交流ができ過ごせるような、空間作りを考慮して頂けるとありがたい。
・市民の生活の利益につながるから。
・人の集まる場所や、スポーツを促進出来る場所は、必ず必要だと思う。
・少子高齢化、過疎化という時代の流れの中で、地方都市には魅力ある街づくりが一層求められると思うから。
・地域の活性化、地区の情報発信、特徴のある施設が必要だと思う。
・多世代が交流できる施設が欲しい人なんていないと思う。
・地元の利便性には良い施設だと思うが、大内新田地区へわざわざ広域の人たちが訪れようと思う施設だとは思えないから。
・ＪＲ最寄り駅は清水駅であり徒歩では距離がありすぎる。また、公共交通機関であるバスについても北街道線と梅ケ谷線の２路線であり本数も
少ないため、広域から人を呼び込むのは難しいと思う。
・他世代はそういう所で交流しない、そして結局年寄りの溜まり場になる。

51

大内新田地区は、広域からも人が集まる賑わいの
創出と地域の治水対策など防災機能の強化を併せ
持った空間を目指しています。
老若男女が集い交流するためには、人々を惹きつ
ける魅力が不可欠であると考えています。
大内新田地区の特徴である、3.4haという敷地規模
や、静岡と清水のほぼ中間の立地などを活かした
整備が重要であると考えています。
いただいたご意見を参考に、検討していきます。

〇 〇

３つの機能

・３つの機能を持つ施設をつくるのは良い事だと思う。
・浸水被害を軽減出来る「調整池」を中心に、老若男女の利用する「生涯学習交流館」と、遠方注目される「公園」は、相性が良いように思う。
・多機能を併せ持っていて、相乗効果が期待できる。
・調整池に公園や生涯学習交流館の機能を持たせる事で、調整池の存在や重要性を市民に認知して貰えるので良いと思う。
・どんどん子ども達が遊べる自由の場が奪われているため子ども達が安心、安全に遊べる場所を創ることに賛成です。
・自由に運動できる場所がほしい。
・公園や交流館は子育て世代には助かる。
・大規模公園や調整池の様に公園機能と調整池機能を兼ね備えた整備が望ましい。

58

大内新田地区は、広域からも人が集まるような公
園、地域の浸水被害を軽減する調整池、多世代が
交流できる生涯学習交流館、の３つの機能を中心
に考えています。
それらの機能が連携し合い、相乗効果が生まれる
ような施設整備を検討していきます。

〇 〇

３つの機能

・公園、調整池、生涯学習交流館は、現在、高部地区に有るので、必要性が感じられない。
・公園は、市内に十分に施設整備されており、生涯学習交流館は防災のことを考慮すると自治会の出費により浸水害の恐れのない高台に設置すべ
きであり、地域の浸水害を軽減する調整池は巴川流域であることから必要な施設だが、田畑に戻した場合と比較して費用対効果があるのか考える
と、必要ないと考える。
・大雨の度に水害の心配をしている。敢えてその様な所に箱物は必要ないと思う。調整池もどの位役立つのか疑問。
・昨今、自然破壊がひどい中、大内新田地区の土地は大変貴重だと思います。箱物を作ったり土地を固めるようなことをするならそのままの状態
がいいと思う。
・静岡市で広いスペースといえば河川敷が多く、日除けも無く、風も強く砂も枯れ葉も舞ってとても良い環境とは言い難い。しかし河川敷は大雨
のたびに土が荒れるのでなかなか使いやすい状況に無い。草薙運動場がとても使いやすいのでそれに似た良さが出る施設は必要と考える。
・立地が悪く既存施設との相乗効果を見いだせない。発展性も期待できず都市機能を集約させる場所ではない。人口減少下の市の施策とは思え
ず、市民に問うこと自体が恥ずかしい。経営感覚を疑う。
・災害(特に水害時)に住民が避難することも想定される生涯学習交流館と、水害時に水を受け止める調整池が隣接することは、住民の安全を考え
ると不安に思われるのではないか。
・どれをとっても不充分、３つを合体したものがよい。その前に病院を海近から他に移動すべきだ。もし他にないのなら大内新田を戻すべきだ。
・浸水被害をなくす事を中心に考えて、大型の遊水池のみだけで良いと思う。公園は、あちらこちらにあるのでこれ以上必要ないと思うし、学習
交流館も今あるもので良いと思う。
・“地域の浸水被害を軽減する調整池”には賛成するが、“公園”が近くにあると夜間若者が集まったりする事も考えられるので、公園には賛成
出来ない。
・交流館は高部小の空いている教室を有効に使えば良いと思う。

12

大内新田地区は、広域からも人が集まるような公
園、地域の浸水被害を軽減する調整池、多世代が
交流できる生涯学習交流館、の３つの機能を中心
に考えています。
公園については、地元自治会からの要望があるほ
か、周辺の公園の配置状況を踏まえ、広域からも
人を呼び込めるような公園が必要であると考えて
います。
また、当該地区は、浸水被害が多い地域であると
ともに、巴川流域の治水対策の推進を図るため
に、浸水対策としての調整池が必要であると考え
ています。
さらに、当該地域にある高部生涯学習交流館は
1979年に完成し、老朽化が著しく、建替えが急務
であると考えています。
これらの機能が連携し合い、相乗効果が生まれる
ような施設整備を検討していきます。

〇

駐車場
・交通アクセスについては、自家用車が主流となると思われるので大規模な駐車場が必要になると思う。
・公園、交流館にするのなら駐車場は必ず大きくしてほしい。

2

大内新田地区は、広域からも人が集まる空間を目
指しているため、駐車場は必須であると考えてい
ます。
いただいたご意見を参考に、検討していきます。

〇 〇

大内新田地区の土地利活用方針（案）を、広域からも人が集まるような公園、地域の浸水被害を軽減する調整池、多世代が交流できる生涯学習交流館、の３つの機能を中心とすることについて、どのように思いますか。
 ①とてもよいと思う ②よいと思う ③どちらとも言えない ④あまりよいと思わない ⑤よいと思わない
[なぜそのように思うか理由をお書きください。]

【設問１】

件数主なご意見分類
本市の考え

全
体



大内新田地区土地利活用方針のパブリックコメント

回答 方針に盛込
み済

方針に反映
する

今後の参考
にする

反映しない その他

大内新田地区の土地利活用方針（案）を、広域からも人が集まるような公園、地域の浸水被害を軽減する調整池、多世代が交流できる生涯学習交流館、の３つの機能を中心とすることについて、どのように思いますか。
 ①とてもよいと思う ②よいと思う ③どちらとも言えない ④あまりよいと思わない ⑤よいと思わない
[なぜそのように思うか理由をお書きください。]

【設問１】

件数主なご意見分類
本市の考え

地域課題
地元要望

・地域の課題への対応として、治水対策を目的とした調整池機能と老朽化に伴う生涯学習交流館の建替えは、今後の地域活動の拠点施設として、
付加価値（利用価値）の高い建屋（設計）とすることが期待できる。
・地域の課題を理解した上で、公園や交流館を建設するなら対策もとれるので問題はない。
・地元の人に沿った案だと思う。地域住民(高部地区連合自治会)の要望であるから。
・各年齢層のニーズを満たしており、かつ浸水被害への備えができていると思うため。
・地元要望以外の人のニーズが反映されているかわからない。

21

大内新田地区は、平成30年の高部地区連合自治会
からの要望を基に、地元の皆さんと意見交換を重
ねて検討してきています。
浸水被害が多い地域であることなどの地域の状況
を考慮するとともに、地域の住民の皆さんと意見
交換をしながら、具体的な検討を進めていきま
す。

〇

土地活用
・土地を長年遊ばせているのはもったいない。有効利用になる。
・バイパスでのアクセスもいい。北街道からも近い。とても広い土地がある。活用しない手はないと思う。
・広大な敷地が残っていてずっと使われていないので、近隣の自治会だけでなく、広域のニーズの受け皿になってもらえれば。

15

大内新田地区は3.4haと広大であることから、様々
な活用の可能性があると考えています。
そのため、広域からも人が集まる賑わいの創出と
地域の治水対策など防災機能の強化を併せ持った
空間を目指しています。
周辺の土地利用なども考慮し、有効な土地利用と
なるように検討していきます。

〇 〇

防災

・老朽化が著しい生涯学習交流館の更新とあわせることにより災害時における避難場所の整備等の防災機能も備えることが可能となるため。
・浸水被害がおこりそうな時の、避難できる場所があるとうれしい。
・浸水被害の多い地域において、被害の軽減かつ避難地になるような場所ができ、幅広く使えるような施設整備がされることは良いことだと思
う。
・大雨などで地域住民が避難してくる場合には、安全に交流館までたどり着くルートの確保や整備も地域住民の環境に配慮しながら実施する必要
があると思う。
・地域の浸水被害を軽減する調整池でなく、公園を高くして、車、人、物が水から守れる公園になるとよいと思う。
・車で避難できる高い建物が近所にあれば安心かと思う。
・防災の為の場所として使うべき。
・災害時の防災拠点となってほしい。
・遊具などを備えた公園よりも災害時の避難場所として、ただの平らな空き地でもいいかと思う。

13

大内新田地区は、広域からも人が集まる賑わいの
創出と地域の治水対策など防災機能の強化を併せ
持った空間を目指しています。
防災機能の強化としては、浸水対策の調整池だけ
でなく、災害時の避難所や防災拠点としての活用
などについて方針に盛り込み、いただいたご意見
を参考に、検討していきます。

〇 〇

防災（車）

・車の逃がし場所としての利用が出来れば、尚良いと思う。
・まずは災害時に備えた建物を建設するべき。７年前の大雨の際、地域のほとんどが床上／床下浸水し、車がつかってしまったことを考え、第一
に高台や駐車場をつくってほしい。
・公園を兼ねた浸水時の自家用車の避難場所にしたい。

3

大内新田地区は、調整池のように敷地を低くして
水をためる範囲と、生涯学習交流館のように盛土
して浸水しない範囲を区別しています。
いただいたご意見を参考に、大雨時の車両の浸水
被害の軽減や、その後の防災活動の拠点となるこ
とを目的に、盛土した範囲への駐車場設置を検討
していきます。

〇 〇

税金・コスト

・人口減少が想定される昨今、多額の税金を使用して整備する必要があるのか疑問。既に多くの整備された公園が存在しており、行きたければ遠
方でも自家用車で移動して利用する。相当の魅力がなければ広域から人が集まる事はないと思う。生涯学習交流館についても現状の交流館がどれ
ほどの住民に利用されているのか、また、利用にあたってどれほど不便さがあるのか調査した上での計画なのか。公園を整備した際に管理にかか
る費用は？
・広域からも人が集まるような公園、地域の浸水被害を軽減する調整池はとてもよいと思うが、土地利用の考え方にある、「広域からも人が集ま
る賑わいの創出」について、多世代が集まる生涯学習交流館がふさわしいかどうか疑問。今後の土地利用においては必ず「持続可能性」という観
点を入れるべきだ。公園は行政負担、調整池も行政負担、生涯学習交流館も行政負担となると、すべて行政負担の施設になってしまい、持続可能
性がかなり低いと考える。
・他の活用方策として、民間売却して税金をとれるようにした方がよいのではないかと考える。

3

大内新田地区は、地域の課題解決を図ること、ま
た、市全体のまちづくりに寄与することを目指し
ているため、必要な投資であると考えています。
しかしながら、大規模な事業となることから、設
計・整備の創意工夫や民間活力の導入などによ
り、コスト削減を検討していきます。

〇

飲食店・店舗

・地元利用ではなく市民は元より県外・海外からも人が集まるような、いわゆる「映える場所」づくりや市内のグルメスポットの飲食ができるテ
ナントづくりを希望する。
・人を呼べるようカフェなど、民間の参入を進めてもらいたい。
・少し若い世代や子育て世代が利用できる施設でカフェなどを併設すると良い。作るのであれば大きな箱ものは維持費が大きいので必要最低限コ
ンパクトであるべき。

4

大内新田地区は、広域からも人が集まる空間とす
ることを目指しています。
一日遊べるような魅力的な空間とするため、飲食
店等の設置の検討について、土地利活用方針に盛
り込みます。
民間事業者へのヒアリングを実施し、仮設のキッ
チンカーなどを含めた柔軟な活用について検討し
ていきます。

〇 〇

全
体



大内新田地区土地利活用方針のパブリックコメント

回答 方針に盛込
み済

方針に反映
する

今後の参考
にする

反映しない その他

大内新田地区の土地利活用方針（案）を、広域からも人が集まるような公園、地域の浸水被害を軽減する調整池、多世代が交流できる生涯学習交流館、の３つの機能を中心とすることについて、どのように思いますか。
 ①とてもよいと思う ②よいと思う ③どちらとも言えない ④あまりよいと思わない ⑤よいと思わない
[なぜそのように思うか理由をお書きください。]

【設問１】

件数主なご意見分類
本市の考え

交通アクセス・
周辺環境

・周辺道路が渋滞し、近隣住民の迷惑とならないような配慮も必要だと考える。
・土日祝日等で車での来園者が多く訪れ、駐車場に止められなかった場合、路上駐車される可能性があり、地元住民への迷惑になることが懸念さ
れる。
・通学路があり自動車の往来が増えると心配。
・公園、交流館については周辺の交通渋滞、騒音等への対策がしっかりできれば歓迎できる。

4

大内新田地区は、広域からも人が集まる空間を目
指しているため、施設整備による交通量の増加が
予想されています。
そのため、地区周辺への影響も考慮することを方
針に盛り込み、それに対応した駐車場の整備を検
討していきます。

〇 〇

スケジュール ・非常に大事ですぐに始めてもらいたい。 1
土地利活用方針に、早期の完成を目指していくこ
とを盛り込みます。

〇

その他

・シンボリックな人にやさしい生涯学習交流館を中心とした、サイクリングやウォーキングコースなど自然と共存できる、地元市民が誇らしく感
じられる総合サイトみたいになればいいと感じている。
・生活の要である防災機能とスポーツ、文化の折衷を図ることで市民(区民)生活の質を上げていけると思う。
・広域から人を集めることは、夜間照明付きの人工芝多目的広場にしてほしい。人工芝のサッカーグラウンドが少ないように感じる。環境をもっ
と整えて、サッカーで静岡市をもっと盛り上げてほしい。大内新田はアクセスもいいので市外県外からもサッカーを通じて人を集めることができ
るのではないか。
・人工芝のような多目的広場があったら、小さい子からお年寄りまで様々な方々が利用したいと考えると思う。
・高齢なので利用する事はないと思う。
・ありきたり。
・調整池⇔広場、グランドはどこにでもあり普通すぎてつまらない。既に同じような調整池が近くにある。グランドは一般からしたらつまらな
い。
・今後のリスクを考えると、よいと思わない。
・鎌倉時代の古道（北街道）が通っていると思われるでの、きちんと遺跡調査をする必要がある。
・図書館も建てるとなおさらいいと思う。
・なぜ大内新田に病院を建設せずに、津波の危険がある地区に建設するのか。
・清水区のコンパクトシティについて、もっと時間をかけて議論すべき。

13

大内新田地区は、広域からも人が集まる賑わいの
創出と地域の治水対策など防災機能の強化を併せ
持った空間を目指しています。
人が集まる魅力的な空間とするため、他の公園や
施設などと差別化を図り、特徴的な施設整備を行
うことも必要であると考えています。
方針の決定や今後の設計・整備に当たっては、パ
ブリックコメントで多くの市民の皆さんからいた
だいたご意見を参考にするとともに、地元の皆さ
んとも意見交換を実施していきます。
また、周辺の土地利用の状況を考慮するととも
に、周辺施設との連携なども検討していきます。

〇

全体

・地域の住んでいる人が活用できる公園を作ってほしい。
・子供たちが遊べる公園が近くにあるのはいいと思う。
・大内新田自治会には、広場(公園)が無いから。
・子供や高齢者、若い人が体を手軽に動かせる場所が欲しいため。
・誰でも楽しめる公園となるといい。
・あさはた緑地のような、多くの人に利用されるといい。
・地域住民以外の多くの人たちが利用できる公園等の施設が整備されれば良いと思う。
・高部地区には多世代が交流できるような本格的な公園がない。他地区からも老若男女が集うことができる多目的で魅力的な公園が必要。
・設置する遊具等、近隣の公園と差別化を図ることで、当該地区の魅力が向上し、定住人口の増加に繋がればと思う。
・市内に公園が少ないから。大きな公園、広域から集まるような場所が少ない。
・安心して遊べる公園が少ないから。子供が遊べるような公園は数が限られているため、子育て世帯には必要である。
・人の集う場として交流できる公園はぜひ必要。
・広い公園があれば何かと使えると思う。
・あまり多く遊具は置かない、周りを遊歩道にして、ゆっくり歩ける様、又、所々に休める様にベンチ（石）でも良いので置いてほしい。
・外に出て散歩しようかなという人が増え、健康的で良い。

28

大内新田地区は、広域からも人が集まる空間とす
ることを目指しています。
公園は、子どもたちの遊び場のみならず、地域の
生活環境の向上など、様々な効果があると考えて
います。
地域住民のみならず、広域からも多くの人が訪れ
るような公園を検討していきます。

〇 〇

全体

・公園はそこそこでいいと思います。交通やゴミ問題などが発生する。
・公園というどこにでもあるものでの広域からの集客は非現実的だと思う。広域から集まるような公園はいらない。普通の公園で良い。公園はど
こにもある。公園は広くいらない。
・近隣にも小規模な公園があり、通常の公園（遊具等）では維持費の増加分を考慮すると効果が少ない。
・広域からも人が集まるような公園とはどんなものなのかわからないが、大内への必要性を感じない。隣地にリサイクル工場と資材工場があり、
施設の環境面や利用者の安全面で心配。維持管理など安全面での対応が行き届かない恐れがある。

6

大内新田地区は、広域からも人が集まる空間とす
ることを目指しています。
公園は、子どもたちの遊び場のみならず、地域の
生活環境の向上など、様々な効果があると考えて
います。
地域住民のみならず、広域からも多くの人が訪れ
るような公園を検討していきます。

〇

駐車場

・静岡市内には公園は多くあるが、残念ながら駐車場付きで気兼ねなく遊びにいける公園は少ないと感じている。広域からの来場者を見込むので
あれば駐車場は必要不可欠化だと思う。
・迷惑駐車をされないように広く駐車場を作ってほしい。
・車で行けて、駐車場も広くしたら、小さいお子さんがいるご家庭にも利用しやすい。
・バイパス利用により、アクセスの良い場所でもあることから、散歩やくつろげる芝生広場など魅力的な空間であれば、遠方からも自動車を利用
して人が訪れる場所になると思われる。路上駐車が発生することがないよう、十分な駐車場台数の確保が必要と思われる。

7

大内新田地区は、広域からも人が集まる空間を目
指しているため、駐車場は必須であると考えてい
ます。
整備に当たっては、周辺道路等へ影響がでないよ
うに配慮し、検討していきます。

〇

公
園

全
体



大内新田地区土地利活用方針のパブリックコメント

回答 方針に盛込
み済

方針に反映
する

今後の参考
にする

反映しない その他

大内新田地区の土地利活用方針（案）を、広域からも人が集まるような公園、地域の浸水被害を軽減する調整池、多世代が交流できる生涯学習交流館、の３つの機能を中心とすることについて、どのように思いますか。
 ①とてもよいと思う ②よいと思う ③どちらとも言えない ④あまりよいと思わない ⑤よいと思わない
[なぜそのように思うか理由をお書きください。]

【設問１】

件数主なご意見分類
本市の考え

飲食店・店舗
・公園内に軽食ができる店があれば、活用範囲が広がる。
・カフェのようなコーヒーなど飲めるような所があれば更によいなと思う。

2

大内新田地区は、広域からも人が集まる空間とす
ることを目指しています。
一日遊べるような魅力的な空間とするため、飲食
店等の設置の検討について、土地利活用方針に盛
り込みます。
民間事業者へのヒアリングを実施し、仮設のキッ
チンカーなどを含めた柔軟な活用について検討し
ていきます。

〇 〇

自然
・子供達が自然とふれあいながら遊べる公園がこの地域にあって欲しい。
・親水公園的なものが良いと思う。近年の夏場の気候が高温であることを踏まえ、広葉樹の植林と（できれば）芝生広場があれば最適。
・その様な施設や公園が静岡には少ないから、是非緑溢れる施設にしてほしい。

3

大内新田地区は、浸水対策としての調整池を設置
するため、水を活かした空間活用の可能性がある
と考えています。
植栽を配置し、緑とふれあえる空間は、やすらぎ
をもたらすだけでなく、子供の遊びの場にもなる
と考えています。
いただいたご意見を参考に、空間活用を検討して
いきます。

〇

その他

・近年はボール遊びができる公園が少なくなっている。
・公園内にネットフェンスを設置してボールが使用出来れば尚楽しめる。
・広域から呼び込む都市公園整備は費用が大きくなるため、整備手法には特段の配慮がなければならないと考える。
・家庭菜園として市民に貸し出し、少しでも収入を得たらどうか。
・調整池機能と公園を同一とした場合は、洪水時の汚泥や溜まった泥やごみを洗い流す機能があれば利用したいと思うが、清潔言えない場所を公
園として市民に提供するのは、健康被害にならないか心配。

5

公園は多くの人に利用していただけように、一定
のルールを設け運用しております。
利用者の安全確保や地域住民の理解などを得なが
ら、ルールの検討をしていきます。
また、安全・快適に利用できるように、適切な維
持管理を検討していきます。

〇

全体

・浸水被害対策を何とかしてほしい。
・雨が降る度に浸水の心配をしている。
・北街道より低い土地の為、毎回、大きい雨の時はドブの水があふれる。
・七夕豪雨を経験した者にとっては、調整池が必要と考える。
・毎年、洪水の心配があるので、浸水対策に力を入れてほしい。
・地域・池形を考えて調整池機能が絶対に必要なもの。
・できる限り多量の雨水が貯留できるようにしてほしい。

76

大内新田地区は、広域からも人が集まる賑わいの
創出と地域の治水対策など防災機能の強化を併せ
持った空間を目指しています。
治水対策は、周辺地域の喫緊の課題であるととも
に、巴川流域全体においても非常に重要であると
考えています。
いただいたご意見を参考に、検討していきます。

〇 〇

全体
・調整池で災害を完璧に防ぐのは不可能。
・現在、当該箇所が巴川流域の計画で必要となっていないのであれば必要でないのではないかと考える。
・この近辺には調整池が多いが雨が降った時に活用されてない。

5

大内新田地区は、広域からも人が集まる賑わいの
創出と地域の治水対策など防災機能の強化を併せ
持った空間を目指しています。
治水対策は、周辺地域の喫緊の課題であるととも
に、巴川流域全体においても非常に重要であると
考えています。
いただいたご意見を参考に、検討していきます。

〇

活用

・調整池を活用した「釣り堀」があれば、市民に喜ばれる施設になると思う。
・調整池付近をビオトープにして、生物を観察できるようにしたらどうか。
・キャッチボールやサッカーが安全に出来るような工夫と、調整池を兼ねているということで、雨が止んだら数時間で使用ができるように整備さ
れるとよいと思う。
・核シェルターに利用できる施設に。
・調整池の利用はいつもコンクリートと柵で囲われたもので、有事の際にしか機能していない。必要な事とは思うが、有効に活用できるようにし
たい。
・調節池機能を地下に作るなどして、十分な駐車スペースの確保と充実した大型遊具やアスレチックの設置、ウォーキングコースの整備、フット
サル場の整備を希望。
・調整池は、家庭菜園来場者用駐車場として兼用したらどうか。
・降雨が従前と違うので安易に調整池と施設や駐車場などの機能を一つとする大きな補償する場合も考えられる。

10

大内新田地区は、広域からも人が集まるような公
園、地域の浸水被害を軽減する調整池、多世代が
交流できる生涯学習交流館、の３つの機能を中心
に考えています。
その中でも調整池は、必要な貯留量を確保するた
め、大きな面積を必要とすることから、平常時の
様々な活用ついて検討していきます。

〇

公
園

調
整
池



大内新田地区土地利活用方針のパブリックコメント

回答 方針に盛込
み済

方針に反映
する

今後の参考
にする

反映しない その他

大内新田地区の土地利活用方針（案）を、広域からも人が集まるような公園、地域の浸水被害を軽減する調整池、多世代が交流できる生涯学習交流館、の３つの機能を中心とすることについて、どのように思いますか。
 ①とてもよいと思う ②よいと思う ③どちらとも言えない ④あまりよいと思わない ⑤よいと思わない
[なぜそのように思うか理由をお書きください。]

【設問１】

件数主なご意見分類
本市の考え

調
整
池

その他
・大内川の排水を改良してほしい。
・調整池までの水路が脆弱であるため、水路整備も併せて実施し、調整池の効果が発揮させたい。
・和田川との合流地のポンプ場計画と連携して、水害被害を軽減してほしい。

3

巴川は、行政だけでなく流域のあらゆる関係者が
協働して浸水対策を行う巴川流域治水プロジェク
を進めています。それは河川改修だけでなく、土
地利用の適正化や遊水池、雨水貯留施設等の整
備、民間事業者・市民の協力など流域全体で総合
的な治水対策を行う取組です。
この取組を計画的に進めるとともに、いただいた
ご意見を参考に、検討を進めていきます。

〇

全体

・今の生涯学習交流館は老朽化しているので、建替えしてほしい。
・高部交流館が古く、使い勝手が悪いため、１日も早くお願いしたい。
・耐震性やバリアフリーなどを鑑みると現在の所から移転→建て替えは妥当だと思う。
・交流の場となる生涯学習交流館は必要である。
・きれいになれば、行ってみようかなと考える人も多くなり、交流が増える。
・年を増すごとに行動範囲が狭くなり、地域に密着する様になり、皆様と友達を必要する為に交流館が是非必要。

17

現高部生涯学習交流館は昭和54年に建築され、施
設の老朽化が著しいため、早急な建替えが必要で
あると考えています。
また、多くの人が利用し、交流できるような施設
の検討をしていきます。

〇 〇

全体

・一部高くして交流館、残りの部分は調整池にして、ここに避難しようと思う人がどれくらいいるのか。全部を芝生公園、有事の際の水害対策と
しての調整池の方が良いのではないか。
・水害の対策が「調整池」で対応が出来るのか心配な上に、そこに「生涯学習交流館」を建てるというのは、なおのこと心配。
・公園と調整池は良いと思うが、交流館の費用対効果が不明。
・土地利用方針を踏まえると、いずれの案でも良いと思うが、特に「広域からも人が集まる賑わいの創出」となると、【生涯学習交流館】案は３
案の中では順位がひくいのでは。
・近隣に公園、生涯学習交流館があり、対象地が浸水常襲地域であることから、調整池を中心としながら、晴天時には公園としても活用できる麻
機・大内遊水地のような位置づけにした方がよいと思う。生涯学習交流館は不要だと思う。
・今回建設する必要があるのか疑問を感じている。
・公園・調整池は必要であると思うが、生涯学習交流館の必要性は良く分からない。
・生涯学習交流館については、高部地区に既にあること、出水しやすい場所であることから、必要性を感じない。
・生涯学習交流館が既存である以上　そちらをリフォームするべきで新築は不要。その分駐車場と調整池を広くし浸水対策を考えたほうがよい。
・３つ目の機能について反対です。生涯学習交流館や公民館など公共施設が多額の予算を使ってリニューアルされる様子を見てきたが、一度も
使ったためしがない。新しい施設を作るより、今ある利用されてない資源を有効活用できる取り組みを行っていく方が現実的だと思う。

21

生涯学習交流館は、地域住民の生涯学習活動のみ
ならず、自主防災、地域福祉など、様々な活動を
行う場として、地域が自主的な地域活動を行う上
で、重要な役割を持っています。
現高部生涯学習交流館は昭和54年に建築され、施
設の老朽化が著しいため、早急な建替えが必要で
あると考えています。

〇

施設内容

・生涯学習交流館は狭かったので、開放感のある建物にしてほしい。会議室、多目的ホールも広々取ってほしい。
・もっと、大勢が集えるスペースが欲しいと思う。
・エレベーターかエスカレーターに変更すれば利用する人も多くなると思う。
・図書館を今よりもう少し大きくしてほしい。
・特に小さい子供から学生まで訪れたくなるような交流館の中に図書室とか学習室とかフリースペースがあるといいと思う。
・子供の遊べるスペース、読書しながら勉強できるスペースもほしい。

7

生涯学習交流館の施設内容については、ダンスな
どの軽運動での活用や図書コーナーの充実など、
パブリックコメントでいただいたご意見を参考に
するとともに、地域住民との意見交換を踏まえた
上で、決定していきます。

〇

駐車場
・交流館の部屋は空いているのに駐車場が満車で、部屋を貸すことは出来ないようなケースは絶対にあってはならない。
・駐車場もいつも満車であったが、いろいろ出来る事が多いと思う。

2

現高部生涯学習交流館は高部小学校の敷地内に立
地しており、駐車場の不足についても認識してい
ます。
そのため、土地利活用方針には、生涯学習交流館
の駐車場の拡大を盛り込み済であり、今後具体的
な検討を進めていきます。

〇

現交流館

・今の場所は便が悪い。
・今の生涯学習交流館は道が狭くて分かりにくい。
・現在の建物は小学校の敷地内にあり、自動車で来館する場合、小学生と接触するリスクが多い。
・現在の交流館が古い事、小学校と隣接しているのは利点もあると思うが、小学校の防犯面から考えると問題があるような気がする。

4
現高部生涯学習交流館は昭和54年に建築され、施
設の老朽化が著しいため、早急な建替えが必要で
あると考えています。

〇

防災
・現在の交流館がせまく、避難所として使える施設がほしい。
・災害等から生命と財産を守る点では屋上に駐車場があれば更に逃げやすく、財産が守られると思う。

4

大内新田地区は、広域からも人が集まる賑わいの
創出と地域の治水対策など防災機能の強化を併せ
持った空間を目指しています。
防災機能の強化としては、浸水対策の調整池だけ
でなく、災害時の避難所や防災拠点としての活用
などについて方針に盛り込み、検討していきま
す。

〇 〇

生
涯
学
習
交
流
館



大内新田地区土地利活用方針のパブリックコメント

回答 方針に盛込
み済

方針に反映
する

今後の参考
にする

反映しない その他

大内新田地区の土地利活用方針（案）を、広域からも人が集まるような公園、地域の浸水被害を軽減する調整池、多世代が交流できる生涯学習交流館、の３つの機能を中心とすることについて、どのように思いますか。
 ①とてもよいと思う ②よいと思う ③どちらとも言えない ④あまりよいと思わない ⑤よいと思わない
[なぜそのように思うか理由をお書きください。]

【設問１】

件数主なご意見分類
本市の考え

生
涯
学
習
交
流
館

その他

・多くの市民を対象とした「室内球技やジム、フィットネスができる屋内運動施設」への変更を希望。
・地域住民が積極的に運営にかかわり大切に使用していただけることを前提とした「公設民営」方式であればよいと思う。
・生涯学習交流館については、軟弱地盤での建設コストや整備による集客効果、地元ニーズ、また災害時は避難場所になるため、ハード面のほ
か、避難方法等のソフト面の対応も必要であり、必要性、機能、規模等、総合的な検討が必要。軟弱地盤のため、建築に莫大な費用が予想され
る。巨大地震時には液状化により近づくこともできなくなる。

6

現高部生涯学習交流館は昭和54年に建築され、施
設の老朽化が著しいため、早急な建替えが必要で
あると考えています。
しかしながら、大規模な事業となることから、設
計、工事、管理などの工夫により、適切な運営と
コスト削減を検討していきます。

〇



大内新田地区土地利活用方針のパブリックコメント

【設問２】

回答 方針に盛込
み済

方針に反映
する

今後の参考
にする

反映しない その他

①大きな遊具

・子供の運動能力の為。
・遊具等、こどもが遊べる施設もあるとより良いと思う。
・公園も少ないけど、遊具の数も少ないので、大きな遊具があれば子供が遊べる為。
・アスレチック風の遊具で家族でも楽しめる所が近くにあったらありがたい。
・大きめの遊具がある公園は休日になると親子連れでいっぱいになっている。
・単に大型遊具を設置するなど、いわゆる公園として整備しても、利用者は限られた層に留まると思う。
・公園に調整池機能を持たせるなら、大きな遊具は水により傷むことが想定されるので不適と考える。
・あまり見かけない遊具があると楽しいと思う。「ちびまる子ちゃん」のキャラがデザインされているのとか面白いし、話題になりそう。
・大きな遊具だと幼児と中高生では遊び方が違うので同じ所で遊んでも危険が出てしまう。

24

大型遊具は子供たちにとても人気があり、休日な
どは多くの家族連れが利用しております。一方、
特定の利用者層に偏らず、多くの市民に利用して
いただけるような検討や、調整池との兼用による
維持管理にも配慮を行い、検討を進めていきま
す。いただいたご意見を参考に、広域からも訪れ
ていただくために、魅力的な遊具の設置を検討し
ていきます。

〇 〇

②駐車場

・駐車場は、広域から利用者が集まるには必須。イベント開催を可能にするためにも、整備された広い、平面の駐車場が必要。できれば、安全対
策は必要だが、フリーマーケットのようなことも開くことができる安全でシンプルな駐車場があると良い。
・市民が集い・楽しめる場とするためには、必要不可欠。駐車台数に余裕を持たせることが、集客の条件と思われる。複数階建ての自走式駐車場
や生涯学習交流館への屋上駐車場の整備、大型バス駐車スペースの確保等。
・車でくることができるような場所が利用しやすいと思う。
・駐車場は、違法駐車などあると事故の危険性が増えるので、広い駐車場が必要に思う。
・十分な駐車スペースを確保してほしい。（二階建て、三階建てでもOK）
・車でしか行けない（遠方）場所なので、広域からも人が集まる様にする為には、駐車場を広くとり、渋滞が発生しないようにしてほしい。
・駐車場を立体にし、地下は浸水被害調整池、上の階は津波避難所、災害時、車での避難場所など。平地の駐車場ほどもったいない使い方はない
と思う。
・今の生涯学習交流館には駐車場が少ない。
・静岡市には、駐車場を利用して親子連れが利用できる公園が少ないため。
・交通の便が良くない場所なので、駐車スペース確保か、交通手段の整備が必要と思う。浸水被害が多い地区なので、雨天時での利用は、十分な
検討が必要と思う。
・電車などの公共交通機関はない地域であり、自家用車で来場する際の駐車場は最優先である。
・駐車場を雨水調整池としての機能を兼ね備えることが可能(運用面と管理面での課題をクリア)であれば、市内で駐車場付きの大規模公園として
の魅力を感じる事ができるのではないかと思う。
・駐車場は有料が良い。
・駐車場の確保だけでなく、アクセス関連の道路整備も併せて行う必要がある。(北街道からのアクセス、バイパス側道からのアクセス等)

68

大内新田地区は、広域からも人が集まる空間を目
指しているため、駐車場は必須であると考えてい
ます。また、施設整備による交通量の増加が予想
されため、地区周辺への影響も考慮することを方
針に盛り込み、それに対応した駐車場の整備を検
討していきます。
駐車場については、生涯学習交流館や公園が相互
に連携することで、一体的な利用ができるように
検討していきます。
また、災害時における駐車場スペースの活用も視
野に入れ、検討していきます。

〇 〇 〇

③運動ができる広場

・運動を自由にできる場所がほしかった。この地域に運動できる広場が少ない。
・運動のできるヒロバが欲しい。遊具の設置のない、スポーツで使える空間があれば、近隣の子供たちの運動の場として利用できる。クラブチー
ムの練習もできる、地域の子供たちも好きな遊びができる、平らなグランドが欲しい。
・子供達のサッカー等を見る楽しみが出来る。
・グランド２つ、体育祭が出来る様に。
・老若男女がいつでも利用出来る運動広場。
・近所にスポーツジム的なところがない。
・コロナ禍で親子、友人などと身体を思いきり動かせる機会が減っていると思うので、身体を動かせる広いエリアがあるとうれしい。
・健康促進に注目が集まる中、運動ができる場所は必要。
・野球やサッカー、テニス等ルールを伴うスポーツ広場として利用して頂きたい。
・運動を含めて何でも禁止の公園は価値を下げていると思う。行政が管理しても魅力的な施設を作ってもらいたい。公園を作ってもボール禁止、
自転車禁止のことが多い。年齢で分けられるエリアにするなど、大きな子でも遊べる広場があるとよいと思う。ボールなどつかってもいいスペー
スが公園にほしい。「やらせてあげられる場所」「やめて欲しい場所」に合わせた施工の仕方を行えばある程度防げるものが、そういった考慮を
なされれずに整備されてしまった結果だと思う。最初から、多目的な利用の中でどういう問題が起きるのかを考慮した上で、施設の利用を通じて
利用者自身がマナーを学べる場所としてハード・ソフト共に整えていただければと思う。
・新型コロナが今大きな問題となって、室内で多勢で集まることが心配。外で憩いの場があるといい。散歩コース等あるといい。
・調整池兼広場は散歩、ウォーキング、ランニングのできる外周コースにかこまれ、中央はやはり芝生の広場にして、大人が体操トレーニングに
使えるようにしてほしい。
・大人をターゲットとし、新型コロナ禍の運動不足解消を健康遊具を設置すればより高い満足度を得ることができると思う。
・市民の健康増進のため、利用するのが良いと考える。

44

運動ができる広場空間は、3.4haという広大な敷地
を活かすことができると考えてます。
また、運動による健康増進や、交流活動の活発化
も期待できると考えています。
いただいたご意見を参考に、様々な運動に柔軟に
活用できる広場や、区画を明確にし安全に利用で
きる広場など、検討していきます。

〇 〇

④芝生広場

・芝生広場があれば、そのままで自然に子供たちは身体を動かし、走り回る。転んでもけがをしにくい芝の広場が欲しい。但し、本格的な芝では
管理が難しいし、制限を加えなければならなくなるので、将来を見据えて、最新の人工芝広場を作って欲しい。
・子供達でサッカー、幼児が広い所で遊ばせたい。
・子供が遊べる空間があれば人が集まると思う。安心安全な空間スペースがほしい。
・日中、活用できる空間は良いと思った。
・子供達が裸足で遊べる様なものがあったらいいなと思う。芝生広場があることで幼少から小学生の子どもが転んでもケガしない。
・災害危険地域なので、芝生広場以外の活用は望ましくない。
・公園に調整池機能を持たせるなら、大きな遊具や芝生等は水により傷むことが想定されるので不適と考える。
・人工芝は用途が広がる。中途半端な広さではなく大胆にやってほしい。

36

芝生広場は、運動やスポーツに利用できるだけで
なく、憩い・やすらぎの空間であると考えていま
す。
整備を行う場合には、維持管理にも配慮して検討
していきます。

〇

魅力ある大内新田地区とするために、どのような空間があるとよいと思いますか。（複数回答可、３つまで）
　①大きな遊具　②駐車場　③運動ができる広場　④芝生広場　⑤雨でも利用できる空間　⑥日陰など休憩できる場所　⑦水に触れられる空間　⑧イベントスペース　⑨夜間でも利用できる空間　⑩その他
[なぜそのように思うか理由をお書きください。]

主なご意見 件数
本市の考え

分類



大内新田地区土地利活用方針のパブリックコメント

【設問２】

回答 方針に盛込
み済

方針に反映
する

今後の参考
にする

反映しない その他

魅力ある大内新田地区とするために、どのような空間があるとよいと思いますか。（複数回答可、３つまで）
　①大きな遊具　②駐車場　③運動ができる広場　④芝生広場　⑤雨でも利用できる空間　⑥日陰など休憩できる場所　⑦水に触れられる空間　⑧イベントスペース　⑨夜間でも利用できる空間　⑩その他
[なぜそのように思うか理由をお書きください。]

主なご意見 件数
本市の考え

分類

⑤雨でも利用できる空間

・時間や天候にかかわらず、使用できる空間がほしい。
・子育て世代が多く住む、高部地区にとって、雨天でも安全、安心に子供がおもいっきり遊べる施設の設置を希望する。
・雨の日に子供を遊ばせる場所があると助かる。
・近くに児童館がない。子供達が雨の日、暑い日、遊ぶ場所がないので、雨でも遊べる場所が必要。
・市内の子ども向け屋内施設は「る・く・る」「まある」などがあるが、体を使った遊びのための全天候型施設がない。また、健康増進のための
施設は、中高年以上を対象にしたものが中心であったり、体育館もスポーツ団体などに属していないと使いづらい。誰でも(特に子ども中心)、土
日に利用でき、お金のかからない楽しく過ごせる屋内遊具施設があるといい。
・雨が続くときなど、子ども同士で体を動かしたいときなど卓球やバトミントンなどできるスペースがあるといい。
・雨でも利用できる空間としては、浸水被害が心配される地域なので、道路の冠水の恐れがあれば、利用者は少ないと思うので、そこは重視しな
い方がいいと思う。

29

雨でも利用できる空間は、天候や気候に左右され
ず利用者の増加が期待できると考えています。
いただいたご意見を参考に、室内だけでなく、屋
根付きの屋外スペースなど、幅広に検討を進めて
いきます。

〇

⑥日陰など休憩できる場所

・遊びに来たときに休憩出来る所があれば大変良いと思う。老若男女が利用すると思う。
・基本的には屋外の太陽の下で子どもに遊ばせたいと思うが、日よけがあれば、一年のうち、より多くの利活用ができ、真夏でも短時間ならいっ
てみようかと思えるのではないか。
・人が集まりやすくなると思う。
・温暖化対策は必要と思う。
・今後も地球温暖化現象により、年々、ますます気温の上昇があると思われるので、日陰など樹木を植え、休憩でき、住民が憩え、コミュニケー
ションができるよう望んでいる。
・日陰などを作る木を植えたり、桜の木も良いと思う。
・広場、スポーツ空間に１日単位で滞在してもらうには日陰など休憩ができる場所が必要と思う。

31

多くの人が集まるためには、休憩できる場所は重
要であると考えています。
ランチや休憩ができるような、四阿やベンチ、ま
た樹木の配置などについて検討していきます。
いただいたご意見を参考に、検討していきます。

〇 〇

⑦水に触れられる空間

・水遊びが出来る場所（夏場など小さな子供が水遊びが出来る空間）。
・「水」を生かす空間、例えば、蓮とか水蓮を植えて、他にもその環境にあった植物を植え、ビオトープにするとか。その回りをウォーキング出
来る場所にするなど。
・調整池の一部を利用して、ビオトープを作って、ホタルを育て、又、塩田川の生き物たちも見れたら楽しい。ザリガニ釣りもできたら、子ども
は楽しいと思う。
・年々夏の暑さが厳しくなる中で、小さな子供が遊べる噴水エリアがあると人を多く呼び込める。
・夏に楽しめる場所がない。市内にプールなどの水遊びできるところが少ない。
・水辺や緑のある自然豊かな環境で、のんびり、ゆったり過ごせる空間。近接する大内遊水地多目的広場と機能を差別化し、連携が図れれば良
い。
・調整池を活用した親水・せせらぎ公園
・雨の時には調整池として、晴れた時には水辺のアスレチックなどになれば子供を連れて遊びにも来て頂ける、大人も子供も体力がなくなってい
る方が多いので、そのような遊び場があってもいいと思う。
・水に触れられる空間を作ってしまうと、その分、水を常に保持するため、浸水の恐れがある際には、その分の水が足され、更にかさを増してし
まうと思うので、やめた方がいいと思う。

19

大内新田地区は、浸水対策としての調整池を設置
するため、水を活かした空間活用の可能性がある
と考えています。
植栽を配置し、緑とふれあえる空間とすれば、や
すらぎをもたらすだけでなく、子供の遊びの場に
もなると考えています。
いただいたご意見を参考に、空間活用を検討して
いきます。

〇

⑧イベントスペース

・流行に合わせて、施設での催物を変えることができる。
・大内新田は東名の清水ＩＣから近く、イベント等を行えば、市内外また県外の方が訪れやすいと思う。
・人を集めるには、積極的にイベントをしなければ人が来ない。
・他地区からの人も参加出来るイベントスペース。
・季節のイベントも多くの皆さんが集まり、時々顔を合わせる機会があったら嬉しい。
・地域のイベント等があると行くきっかけになり、施設利用につながる。
・フリーマーケットやキッチンカー等に利用できるスペースがあれば集客につながると思う。
・音楽フェスなどができるエリアがあるとよい。

16

イベントスペースは広域から人を集める空間とし
て非常に効果的であると考えています。
いただいたご意見を参考に、季節のイベントや地
域のイベントなど、様々な活用ができるような空
間を検討していきます。

〇

⑨夜間でも利用できる空間

・市内に夜間に利用できる公共の運動施設がないため。
・夜間利用空間は良くないと思う。
・周辺が暗く、夜間不安なので明るくしてほしい。
・昼間仕事をしている世代でも利用できるように。
・社会人は夜でも施設利用したい。
・あまりにも賑やかな空間や夜間も利用できる空間だとたまり場となるリスクが懸念される。
・芝生広場は夜間でも使える場所にすることで、借りれる時間が増えイベント等にも使える場所となるため照明等の設備は必要と考える。照明が
あると時間帯も選べて、利用度が高まる。

25

多くの人に利用していただくためには、夜間利用
の検討も必要であると考えています。
夜間でも活用できるような照明設備の設置によ
り、治安の向上も期待できます。
一方で、騒音や振動など、地区周辺の住民への影
響も考慮する必要があると考えています。
いただいたご意見を参考に、検討していきます。

　 〇



大内新田地区土地利活用方針のパブリックコメント

【設問２】

回答 方針に盛込
み済

方針に反映
する

今後の参考
にする

反映しない その他

魅力ある大内新田地区とするために、どのような空間があるとよいと思いますか。（複数回答可、３つまで）
　①大きな遊具　②駐車場　③運動ができる広場　④芝生広場　⑤雨でも利用できる空間　⑥日陰など休憩できる場所　⑦水に触れられる空間　⑧イベントスペース　⑨夜間でも利用できる空間　⑩その他
[なぜそのように思うか理由をお書きください。]

主なご意見 件数
本市の考え

分類

全体

・すべての人が恩恵を受ける事業を望む。静岡市の中でも有数の設備を作ってほしい。
・誰でも自由に使えるのがよろしいかと思います。人工物はいらないのでは。
・大内新田地区には多くの公園が存在しており、差別化・唯一性を持たせた方が良いかと思う。広い用地なので、多目的に活用が出来ると思う。
他県でも公民連携による事例が多くあるので参考にし、朝から夜まで活用・利用出来る空間がよいと思う。
・色々な世代の人が自然と集まれる場所が良いと思う。多数の区民が集まれる場になれば！
・広域から人が集まる、多世代が交流できる空間。
・必ずしも魅力あるエリアをつくることにとらわれる必要はないと思う。現実に即した整備をすることが、まずは大切なこととではないか。欲張
りすぎても、どっちつかずのものができてしまう。
・全ての年代の人が楽しめる場所。年令関係なく、のんびりとした場所があるといい。
・人が集うコミュニティの街の実現。
・自然の残る地域らしく、ゆったり、ほんのりした気分にひたれる所であってほしい。
・特色のある施設が無ければ広域から人は集まらないと思う。
・利活用する時間帯の融通性を確保したい。
・老若男女が日々ストレスを解放できる場所として、様々なシーンにも対応できるようなスペースや物があるとよいのではと思う。
・人と接しなくても各々が自由に使えるスペースはいい。
・静岡市という大都市にそのような場が圧倒的に少ないから。

48

大内新田地区は、広域からも人が集まる賑わいの
創出と地域の治水対策など防災機能の強化を併せ
持った空間を目指しています。
老若男女が集い交流するためには、人々を惹きつ
ける魅力が不可欠であると考えています。
大内新田地区の特徴である、3.4haという敷地規模
や、静岡と清水のほぼ中間の立地などを活かした
整備が重要であると考えています。
いただいたご意見を参考に、検討していきます。

〇 〇

調整池

・大内新田は浸水地域であることから、降雨時の浸水対策整備は当然必要である。公園やグランドに使用する部分は一時的に雨水等を貯留できる
治水機能を有し、晴天時には多くの市民が余暇を過ごせる空間とするべきである。
・川に挟まれた地区であり雨天時の調整池機能や遊水池機能などのPRも一緒に出来れば良いと思う。
・(何もいらない)まず先に水害対策を。公園などはその後で充分。
・調整池のみでいい。

6

大内新田地区は、広域からも人が集まる賑わいの
創出と地域の治水対策など防災機能の強化を併せ
持った空間を目指しています。
治水対策は、周辺地域の喫緊の課題であるととも
に、巴川流域全体においても非常に重要であると
考えています。
いただいたご意見を参考に、検討していきます。

〇 〇

下水、ポンプ場

・能島雨水ポンプ場の計画があるが、巴川からの背水で和田川にある遊水池はすぐに満水になる。また将来的にポンプ場が完成しても、大内川の
排水が遊水池に流れこみ、和田川を補完する遊水池としての機能が半減してしまう。ポンプ場建設を併せた大内川の調整池としての整備が有効と
考える。なお、塩田川以西は浸水被害が少ないので、調整池は塩田川と接続させないこと。
・これまで床上・床下浸水の被害が多数発生しているようなので(近年ゲリラ豪雨を考えると、市で計画している浸水対策(水路、ポンプ場など)
を補完する施設も必要である)。

2

巴川は、行政だけでなく流域のあらゆる関係者が
協働して浸水対策を行う巴川流域治水プロジェク
トを進めています。それは河川改修だけでなく、
土地利用の適正化や遊水池、雨水貯留施設等の整
備、民間事業者・市民の協力など流域全体で総合
的な治水対策を行う取組です。
今回計画している調整池については、大内川流域
の上流で降った雨水を調整池で一時的に貯留させ
ることで、下流河川等への負担軽減が期待でき、
今後予定している能島雨水ポンプ場の整備と併せ
て浸水被害対策に取り組んでいきます。
いただいたご意見を参考に、エリア全体での浸水
対策を進めていきます。

〇

防災

・地域住民だけではなく、域外の人が利用できる施設があること必要。災害時に活用できれば役割として重要拠点となる。
・近年、さまざまな災害が起きていて、防災設備を兼ねそなえた防災公園が増えてきていることから、新しく公園を整備するのであれば、良いタ
イミングだと思った。
・津波のタワー。１人暮らしの高齢者の方がすぐに避難できる場所があると良い。大きな地震で津波が来た時にタワーがあれば、避難できる。
・大内新田地区は市街地から離れた場所にあり、大雨等の災害時には陸の孤島となりやすい面があるため、物資輸送に活用できるのでは。
・防災公園のように、ソーラー公園灯、かまどベンチ、水害や地震など災害時の水源確保に井戸を作るとか、自家発電などの電源確保できるよう
になれば良いなと思う。
・箱ものは不要。即効で一時避難場所、長期仮住居に変更・建設できる場所が必要。出来れば仮設病院用に仮設水道・太陽光発電の電気設備なあ
ればなおさらいい。但し、ひっくり返して使う炊き出し用のコンクリートベンチ等は不要。

8

大内新田地区は、広域からも人が集まる賑わいの
創出と地域の治水対策など防災機能の強化を併せ
持った空間を目指しています。
防災機能の強化としては、浸水対策の調整池だけ
でなく、災害時の避難所や防災拠点としての活用
などについて方針に盛り込み、いただいたご意見
を参考に、検討していきます。

〇 〇

防災（車）

・大雨の時に自家用車を避難させる駐車場を作ってほしい。現在は遠くまで、車を置きに行って、徒歩で雨の中、帰宅するのが大変。
・増水時、車を避難させられる駐車場をぜひ作ってほしい。１階を交流館、２Fを駐車場スペースにする等、又は、立体駐車場。やはり台数が確
保できる立体駐車場の方がよい。
・高台の駐車場（水害被害用にも使用）
・水害の時、車の逃がし場所になるから。浸水で車を避難する場所がないので、高い場所に駐車場を作ってほしい。
・駐車場は立体駐車場にしてほしい。大雨が降った時近隣の避難所となりそこからバイパスに入れるようになれば便利だと思う

11

大内新田地区は、調整池のように敷地を低くして
水をためる範囲と、生涯学習交流館のように盛土
して浸水しない範囲を区別しています。
いただいたご意見を参考に、大雨時の車両の浸水
被害の軽減や、その後の防災活動の拠点となるこ
とを目的に、盛土した範囲への駐車場設置を検討
していきます。

〇 〇



大内新田地区土地利活用方針のパブリックコメント

【設問２】

回答 方針に盛込
み済

方針に反映
する

今後の参考
にする

反映しない その他

魅力ある大内新田地区とするために、どのような空間があるとよいと思いますか。（複数回答可、３つまで）
　①大きな遊具　②駐車場　③運動ができる広場　④芝生広場　⑤雨でも利用できる空間　⑥日陰など休憩できる場所　⑦水に触れられる空間　⑧イベントスペース　⑨夜間でも利用できる空間　⑩その他
[なぜそのように思うか理由をお書きください。]

主なご意見 件数
本市の考え

分類

自然

・広場も色々な年代が楽しめ、富士市のバラ公園のように花などを楽しめるような場所もあれば、尚良いと思う。
・遊具など物を設置するのではなく、自然を生かしたほっとする空間が良いと思う。なお、手を入れないと荒れるので、管理する人をあてる必要
があると思う。
・環境を改善して欲しいので、緑もある明るい空間を希望する。
・グリーンインフラの観点で、自然空間と遊具等が共存されているといいと思う。
・水辺に集まるトンボ、蛍などの生物が生息できる空間ができると良いと思う。春⇒桜、夏→水、秋→芝生、冬→風、みたいなコンセプトで春は
お花見、夏は水遊び、秋は焼き芋？と、冬は凧揚げ、みたいなことができたら、子供のいる家族だけでなく、お年寄りの家族も楽しめそう。
・カモ、白さぎもいる、のどかな場所。雑草を刈り取って今の自然は残したい。
・周辺に工場、残土処理施設など正直美しくない建物が多いので、そこだけでも自然豊かに見える小さな森のような公園があれば良いなと思う。
・周囲に四季が楽しめる樹木草花などの植樹、休憩場所には屋根付きベンチ水飲み場、高部地区には大きな公園がなく地域外からの親子連れがき
てもらえるようになり交流が広まると思う。

12

大内新田地区は、広域からも人が集まる空間とす
ることを目指しています。
自然のあふれる空間は、四季が楽しめ来訪者にや
すらぎを与えるとともに、一年中訪れたくなる地
区になる可能性があると考えています。
いただいたご意見を参考に、検討していきます。

〇

スポーツ

・静岡市にはバスケが出来る公園がなく、話題性・スポーツ健康促進・バスケ人口増加等、見込めると思う。
・スポーツパーク。市街地から離れた地域のため、通常の公園では人は集まりにくい。そのため、オリンピック競技にもなったスケートボード、
BMX＋αの練習場（有料）を作り話題性及び公園の維持管理費削減に貢献できる施設が良いと思う。
・調節池兼スケートパークというのは、現実的かつ地域の活性化が期待できると思う。駐車場機能とバーベキューができる場所を合せたものを併
設するのも更なる利用者の獲得ができるのではないかと思う。
・柔道場、道場ができたらうれしい。
・室内と屋外のテニスコート。幅広い世代でテニスは親しめるスポーツで、静岡市内でコートが不足していると感じている。「屋根のあるテニス
コートが、４面～６面程度」あるならば、静岡市の他地域との比較でも有利になり、集客が見込まれ、地元発展にも がると思う。
・清水はサッカーどころのため、「サッカーコート」があるといいと思う。
・コンセプトを明確にした施設、新たなオリンピック種目(スケートボード、BMX、サスケ)などに区画を割り付け、各団体が設計・施工・管理運
営までを一定期間行えるようなイメージ。「(仮称)オリンピックトライアルパーク」
・他では取扱いが少ない次世代スポーツなどレクリエーションとして堪能できるような空間づくりや施設整備など個性ある魅力づくりの発想がな
いと、広域から人がを集めることは出来ないと思う。
・人工芝のサッカー場とすることでサッカー関連の人も集まれる場所にもなると考える。人工芝のサッカー場は静岡駅からアクセスしやすい場所
にほとんどなく、この場所であれば駅からのアクセス可能で県内外から人を集めたイベントの広場としても利用できる。

35

大内新田地区は3.4haと広大であることから、様々
な活用の可能性があると考えています。
静岡市に根付いたサッカーに加え、近年では、
ローラースケートやバスケットボールなど、様々
なスポーツが盛んになってきております。
いただいたご意見を参考に、また、民間事業者や
周辺住民のご意見もいただきながら、検討してい
きます。

〇

飲食店・店舗

・量販店。東にはヒバリヤ、西には田子重、中が抜けている感じ。
・軽食のできるお店。午前、午後を通して交流館を使用することがある。近くに軽食をとれる店があれば、便利であり、交流館の活用方法も広が
る。
・大型商業施設。就労先の確保や税収増の観点から、広域からでも訪れたくなる大規模商業施設建設のために使用すると良いと思う。
・広域からも人が集まるには、イベントと同時に、食事・買い物ができる事も重要と思う。
・高齢化に伴い、歩いて通えるスーパーが近くにないと毎日の生活が大変だと思う。コンビニではなく、スーパーの方が治安も良いと思う。
・広域から人を呼び込めるよう魅力を高めるために飲食店等が設置できるスペースと大規模な駐車場を確保し、キッチンカーが展開できる場所な
どを設計に取り入れてみてはどうか。
・多くの市民が憩いの場として訪れる空間には飲食をメインとする施設も併設することも良いと思われるが、施設建設においても、浸水対策を考
慮した高床式構造(例：１階は駐車場、２階に店舗等)を採用するなど、検討が必要かと思う。
・新東名や静清バイパスから近いので、市外からくる車の利用者にとっては、アクセスがよいと考えられる。周囲に飲食店も無いことから、キッ
チンカーや軽トラ市などの運用も考えられるので、地元住民との交流や地域への収益もみこめるのではないか。
・だんだんと高齢化して、車、自転車移動が出来なくなる。現在も徒歩にての買物、不便と聞く。能島、吉川の人達もスーパーなどがなく困って
いると耳にする。
・物販機能、地元農家JA等の協力による、地産地消の取り組みを考える。

27

大内新田地区は、広域からも人が集まる空間とす
ることを目指しています。
一日遊べるような魅力的な空間とするため、飲食
店等の設置の検討について、土地利活用方針に盛
り込みます。
民間事業者へのヒアリングを実施し、仮設のキッ
チンカーなどを含めた柔軟な活用について検討し
ていきます。

〇 〇 〇

図書館
・リンク西奈の図書館、他施設をよく利用していた。高部地区にもこの様な充実した施設があったらいいな思う。
・大きな図書館が近くに無い為。
・桜ヶ丘の図書館は遠く、駐車場も狭い。北側には大きな図書館がないため。西奈の図書館みたいな感じのイメージ。

6
いただいたご意見を参考に、生涯学習交流館の施
設内容について、地元住民との意見交換を実施し
ながら、検討していきます。

〇

動物

・ドッグラン・屋内ドッグラン、買い物ができる所。ペットを飼っている世帯が多いのに、静岡でペットとでかけられる場所が少ない。ドッグラ
ンや屋内ドッグランを併設すれば、ペット連れのお客様が集まり、賑やかになると思う。また、災害時、ペット同伴OKの避難場所として屋内ドッ
グラン、屋外ドッグランを開放して頂けるとペットがいる地域の方々も安心できると思う。
・この周辺に芝生のある公園というのがないから、出来ればペット同伴でもＯＫであれば、尚、良いと思います。
・ドックランを用途とした民間会社に土地を現状のまま長期貸し出して土地賃料を得ることで、整備費をかけず更地のまま貸し出し、税収を得ら
れ土地活用ができるため。

6

魅力的な空間とするためには、他の公園や施設な
どと差別化は図り、特徴のある施設整備も重要な
要素の１つであると考えています。
いただいたご意見を参考に、検討していきます。

〇



大内新田地区土地利活用方針のパブリックコメント

【設問２】

回答 方針に盛込
み済

方針に反映
する

今後の参考
にする

反映しない その他

魅力ある大内新田地区とするために、どのような空間があるとよいと思いますか。（複数回答可、３つまで）
　①大きな遊具　②駐車場　③運動ができる広場　④芝生広場　⑤雨でも利用できる空間　⑥日陰など休憩できる場所　⑦水に触れられる空間　⑧イベントスペース　⑨夜間でも利用できる空間　⑩その他
[なぜそのように思うか理由をお書きください。]

主なご意見 件数
本市の考え

分類

その他

・総合病院。
・富士山を「いつでも、だれでも」眺望できる施設。当予定地は高部地区のほぼ中心に位置し、北東側に雄大な富士山の姿を望むことができる。
・調整池を活用した釣り堀。
・発表会ができるようなステージ。
・プラモデルの街・静岡市としての特色を出すとともに、近隣都市との差別化を図り、交流人口の増加に繋げるため、ラジコンサーキット場やド
ローンレース場があっても面白いと思う。
・(テーマパーク)場所的に市内に今までないような空間を作らないと、わざわざ遠方から足を運ばないと思うから。
・運営母体により、自主的なものも含め、イベント等が開催することができるような活用をするなど、遠方からも多くの人に繰り返し訪れてもら
えるエリアになったらよい。
・管理をしっかりやってほしい。
・現状で十分魅力があると思う。公園以外が良い。工場、１、２件加えられれば活気ある地域となるのでは…。
・静かな環境にしておいた方がいい。
・カヤック等がで巴川に出られる出廷場所の整備。
・歴史公園。
・このエリアはかつて鎌倉幕府で名を馳せた梶原景時いわれの地であり、梶原山や公園も整備されている。静岡市歴史博物館とも連動させる拠点
として整備し、イベントスペースでも様々な歴史勉強会を催し、地元愛・郷土愛を醸成させるのに絶好の空間であるから。
・全体的に見渡せるような方向で検討していただきたい。なるべく死角をなくす。

19

大内新田地区は、広域からも人が集まる賑わいの
創出と地域の治水対策など防災機能の強化を併せ
持った空間を目指しています。
人が集まる魅力的な空間とするため、他の公園や
施設などと差別化を図り、特徴的な施設整備を行
うことも必要であると考えています。
方針の決定や今後の設計・整備に当たっては、パ
ブリックコメントで多くの市民の皆さんからいた
だいたご意見を参考にするとともに、地元の皆さ
んとも意見交換を実施していきます。
また、周辺の土地利用の状況を考慮するととも
に、周辺施設との連携なども検討していきます。

〇 〇



大内新田地区土地利活用方針のパブリックコメント

【設問３】

回答 方針に盛込
み済

方針に反映
する

今後の参考
にする

反映しない その他

全体

・利用者が限定されず、誰でも安全、快適に過ごせる空間にして欲しい。
・ある資産を利用しさらに磨くことで政令市としての交流人口を増やすことができるチャンスかもしれない。
・幅広く使えるように整備した結果、器用貧乏にならないことを願う。
・広域からも人が集まることを想定し駐車場を作るなら生涯学習交流館ではなく、もっと10代以上が行きたくなるような施設がいいと思
う。生涯学習交流館と公園に対して広域から人は来ない。公園も親子連れが多く来ると予想されるが、同じ地域に小規模な公園が多く配置
されているし、昨今結婚しない独り身が増えている中、もっと一人で来やすいような施設の方がいいと思う。
・静と動を分けて、レイアウトできると良いと思う。
・10年後、20年後にうまく活用されて、地域や市民に愛される施設となっているかが重要だと思う。せっかくの複合的な機能を持つ施設を
整備するなら休日だけでなく、平日も利用者であふれる魅力的な空間を用意してもらいたい。
・葵区、駿河区市民も恩恵を受けられるようにしてほしい。
・各種イベントを行い地域の活性化を図る。
・子連れに優しいはお年寄りに優しいと同義だと思う。土日が家族連れでにぎわい、平日は近所の方でみんながゆっくり過ごせるような公
園ができると地域も活性化しより良い大内新田地区になると思う。
・あさはた遊水地は生活圏ではないが、時間ができれば遊びに行っている。大内新田も同様に生活圏ではないが、この施設をきっかけに遊
びに行けるようになると面白いと思う。つくる時は、「あれもこれも」とどんどん要望が増えていってしまうが、将来にわたって本当に必
要な施設を最低限用意できれば維持管理も負担にならず、結果地元に愛されるものになるのではないか。
・箱物は少子化の時代には不要だと思う。

13

大内新田地区は、広域からも人が集まる賑わいの
創出と地域の治水対策など防災機能の強化を併せ
持った空間を目指しています。
老若男女が集い交流するためには、人々を惹きつ
ける魅力が不可欠であると考えています。
大内新田地区の特徴である、3.4haという敷地規模
や、静岡と清水のほぼ中間の立地などを活かした
整備が重要であると考えています。
いただいたご意見を参考に、検討していきます。

〇 〇

公園

・災害対策公園を希望する。
・生涯学習交流館の規模は不明であるが、公園施設に遠方からの来訪者をターゲットにすることであれば、また来たくなるような空間、施
設規模での整備をお願いしたい。
・公園内の散策路は車椅子が通れる幅とスロープを緩やかにして欲しい。
・夏など暑い時期は親水公園はすごい人気で人も集まりやすいのでとても良いと思う。虫(蚊や蜂)が集まりにくく、流れが止まる場所に虫
の死骸や枯れ葉などのゴミが溜まりにくい構造にしてほしい。また、トイレも清潔感が長持ちするよう配慮してもらいたい。
・ITの進展はまだまだこれから加速度的に進んでいくことが予想される。公園とITを融合した画期的なまちづくりを期待している。
・広域公園を考えるなら近隣住民の施設は不要だと思う。パブリックに市民全体に利用を促すなら駐車場のあるシンプルな公園でよい。
・公園内の利用方法や利用者教育について関心がある。せっかくの広い敷地。画一的な計画の仕方や市が決めたことを前提としたワーク
ショップ等ではなく、市民と共に作る、育てる、を実践できる公園づくりをお願いしたい。そのためには、使い方、継続的な活動を通して
責任を持てる団体・個人との連携が必須だと思う。開かれた議論、使いたい人が使いやすい場づくりをお願いたい。
・今回の土地活用案を楽しみにしている方が多くいるのではないかと思う。夏は特に遊び場探しに苦労している。市内で水遊びのできる公
園となるとほとんどない。休日は他市の大きな公園へ行く事が多く、清水にもほしいな～、と思う毎日。
・公園の整備については周辺にすでに小規模な公園が多数配置されているため、将来にわたり維持管理費の負担が必要となることから必要
ないのではないか。

9

大内新田地区は、広域からも人が集まる空間とす
ることを目指しています。
公園は、子どもたちの遊び場のみならず、地域の
生活環境の向上など、様々な効果があると考えて
います。
整備に当たっては、バリアフリーへの対応や、IT
の活用も視野に入れ、災害時にも活用できる公園
を検討していきます。
また、使い方や活動を意識し、検討段階から適切
な維持管理ができるように検討していきます。

〇 〇

調整池

・調整池を上手く活用してほしい。散策路等。
・最近は、どこで大雨による水害が発生してもおかしくな状況。大内新田地区周辺は低く、大雨警報が発表されるたびに、今度は被害が出
るかと心配。従って、全体の構想が決まった段階で、少しでも早く、調整池の整備をお願いしたい。
・巴川に近く、水害対策を万全にしてほしい。
・この地域は、土地が低く、これ迄に大雨が降れば、床上、床下、浸水に遭い、一年に何回か、浸水の心配している。安心して生活するに
は浸水対策を専門家に良い知恵を考えてもらいたい。①浸水対策②生涯学習交流館、公園はそれぞれの地域に有、どこの公園を見ても草
いっぱいで、人けはあまりない。今迄、田んぼだった所だから、まずは、浸水対策をしてほしい。
・ここのところの大雨で、水はけが悪くなっているので、もっとしっかりした遊水池をつくってもらいたい。
・調整池のつくりかたには地下式のものもあると思う。
・調整池の利活用については水に浮く家を提案したい。

12

大内新田地区は、広域からも人が集まる賑わいの
創出と地域の治水対策など防災機能の強化を併せ
持った空間を目指しています。
治水対策は、周辺地域の喫緊の課題であるととも
に、巴川流域全体においても非常に重要であると
考えています。
また、治水対策の早期の対応については、方針に
盛り込み、スケジュールを意識した整備を検討し
ていきます。
あわせて、調整池の活用についても検討を進めて
いきます。

〇 〇 〇

その他（自由記載）

分類 主なご意見 件数
本市の考え



大内新田地区土地利活用方針のパブリックコメント

【設問３】

回答 方針に盛込
み済

方針に反映
する

今後の参考
にする

反映しない その他

その他（自由記載）

分類 主なご意見 件数
本市の考え

生涯学習交流館

・高部連合自治会の事務室の確保（①生涯学習交流館内又は、②生涯学習交流館の近隣地への設置）
・交流館でダンス教室ができる部屋を作ってほしい。
・生涯学習交流館が災害時の避難場所として使用出来ることをお願いしたい。
・生涯学習交流館が設置され生涯学習という面からも、資料にあるグランドゴルフなどは、日常的には高齢者の利用、その他にも幅広い年
代の人が参加するイベントの開催につながればと思う。
・交流館内に飲料自販器設置(周辺に売店なし)、市立図書館と連携した蔵書数の確保。
・生涯学習交流館の新設については、軟弱地盤の浸水危険地域という点から考えて、より慎重な検討が必要と考える。(生涯学習交流館が避
難場所として想定されるなら、ピロティ方式という選択肢もあるが、建築費用、避難時に孤立する可能性があるなど様々な課題も出てくる
かと思う。)
・交流館の施設としてバスケットの試合ができるほどの運動室が欲しい。
・焼津のターントクルのような図書館と遊ぶ施設が一体化した多世代交流施設はとてもよかったので、あのような施設が静岡市にも欲し
い。木のおもちゃも子どもの発育によいので、よいと思う。また飯田児童館の絵本や図書室の本や、興津図書館の本の魅せ方がとてもよ
く、手に取りたくなるようなものが多かった。ジャンルにとらわれず色々な種類の本があると多世代の人が楽しめると思う。
・地震災害、津波災害も考えられる昨今なので、避難タワーのような頑丈な建物もあるといいと思う。交流館自体がその様なものになるな
らなおよい。

9

現高部生涯学習交流館は昭和54年に建築され、施
設の老朽化が著しいため、早急な建替えが必要で
あると考えています。
生涯学習交流館の施設内容については、ダンスな
どの軽運動での活用や図書コーナーの充実など、
パブリックコメントでいただいたご意見を参考に
するとともに、地域住民との意見交換を踏まえた
上で、決定していきます。
また、災害時の避難場所とするなど、有事の際に
活用できる施設整備を検討していきます。

〇 〇

下水、河川、ポンプ場

・水害対策として、大内川と和田川の出合いにポンプ場を建設する計画もるが、今の計画だと、かえって水がたまり被害が増大するという
意見もある。調整池・ポンプ場を上手く機能させて、被害を軽減していただきたい。
・調整池はオンサイト施設よりも、河川や下水道計画とリンクしたオフサイト施設として考えることは可能か。
・巴川の浚渫ができれば水害もなくなるのでは。
・北街道から能島に続く道路が、短時間の雨で川の様になる為、浸水対策・道路の整備を早期に考えて頂きたい。
・大内川の下流のポンプ場の建設予定地を平行して進めてほしい。

5

巴川は、行政だけでなく流域のあらゆる関係者が
協働して浸水対策を行う巴川流域治水プロジェク
トを進めています。それは河川改修だけでなく、
土地利用の適正化や遊水池、雨水貯留施設等の整
備、民間事業者・市民の協力など流域全体で総合
的な治水対策を行う取組です。
今回計画している調整池は大内川流域の上流で
降った雨水を水路、側溝等を経由し一時的に貯留
させる（オフサイト貯留）ことで、下流河川等へ
の負担軽減が期待でき、今後予定している能島雨
水ポンプ場の整備と併せて浸水被害対策に取り組
んでいきます。また大内川、和田川の下流である
巴川につきましても、管理者である静岡県と連携
して巴川流域全体で水災害を軽減させる「流域治
水」を現在計画的に進めており、いただいたご意
見を参考に、今後検討を進めていきます。

〇

病院

・病院移転地として用意したと思うが、どんな理由かはっきり分からないまま計画が進んでいるように思われる。この問題は最初から丁寧
に説明しなおす必要があると思う。
・他の総合病院の誘致（大学病院等）は、出来ないのか。
・近くにあって助かるのは病院、総合病院がダメなら個人病院(いろいろな科)があると良い。
・高部地区に病院が来る来ると期待していたがダメになったので見合うそれなりの設備を持つ物件を期待する。

5

この土地は、旧清水市が地元の協力を得て桜ヶ丘
病院の移転のために、ＪＣＨＯの前身である旧社
会保険庁に用意したものでしたが、平成２７年に
ＪＣＨＯから市に対して他の候補地の選定の依頼
があり、最終的には大内新田地区への病院移転は
白紙となりました。
これを受けて、平成３０年に地元の高部地区連合
自治会から生涯学習交流館などの開発を求める要
望書が提出されています。
このような背景から、大内新田地区については、
地域の課題解決と市全体のまちづくりへの寄与と
いう２つの視点に基づき、生涯学習交流館、公
園、調整池機能を軸に、地元の皆さんと意見交換
を重ねながら検討を進めていきます。

〇 〇



大内新田地区土地利活用方針のパブリックコメント

【設問３】

回答 方針に盛込
み済

方針に反映
する

今後の参考
にする

反映しない その他

その他（自由記載）

分類 主なご意見 件数
本市の考え

防災

・災害時の避難地となるように、建設してほしい。
・交流館を避難場所とする場合は、浸水対策並びに周辺道路（地域）の冠水対策等。
・トイレもあった方が良いと思う。放送もあると良いと思う。「避難して下さいと呼びかけることができる」。ＡＥＤも設置してほしい。
・風水害緊急避難所として受け入れるのは良いが、浸水した場合、水が引くまで孤立することを念頭に置いてほしい。ライフライン(水道、
下水道等)が機能しないこともあるので、防災備蓄品(ペットボトル、携帯トイレ等)を十分に確保してほしい。周辺は浸水被害が多く発生し
ているので、地域住民が安全に避難できる道路などの整備も含めて検討する必要があると思う。
・それなりの規模のある２階以上の立体駐車場を設ければ、防災対応や住民の避難等にも役に立つと思う。
・生涯学習交流館を作るなら、水害の事も考え１Fなどは駐車場にしてほしい。バイパスと東名が近くにあるから、何かあった時などにそち
らに逃げれるような所がほしい。
・防犯カメラをつけて頂くと安全面でも安心。
・建物を作るのであれば避難タワーや災害対応の兼ねることがこれからの将来必要かと思う。

10

大内新田地区は、広域からも人が集まる賑わいの
創出と地域の治水対策など防災機能の強化を併せ
持った空間を目指しています。
防災機能の強化としては、浸水対策の調整池だけ
でなく、災害時の避難所や防災拠点としての活用
などについて方針に盛り込み、いただいたご意見
を参考に、検討していきます。

〇 〇

防災（車） ・大雨が降った時、車を避難する場所が欲しい。 2

大内新田地区は、調整池のように敷地を低くして
水をためる範囲と、生涯学習交流館のように盛土
して浸水しない範囲を区別しています。
いただいたご意見を参考に、大雨時の車両の浸水
被害の軽減や、その後の防災活動の拠点となるこ
とを目的に、盛土した範囲への駐車場設置を検討
していきます。

〇 〇

有効活用

・四角形に近く広大な土地なので、有効的に利活用されることを望む。近隣の広場や調整池と同じような活用にならなければいい。作った
ものが、結局、あまり利用されていない施設等が多いように思う。
・浸水被害の軽減と平常時は多くの市民が利用できるスペースとしての施設利用が最良と考える。少しでも施設の有効活用を図っていただ
きたい。
・あの広大なスペースを有効利用することはとても素晴らしいと思う。

3

大内新田地区は3.4haと広大であることから、様々
な活用の可能性があると考えています。
そのため、広域からも人が集まる賑わいの創出と
地域の治水対策など防災機能の強化を併せ持った
空間を目指しています。
周辺の土地利用なども考慮し、有効な土地利用と
なるように検討していきます。

〇 〇

プロセス

・生涯学習交流館の建替え、公園の整備、治水対策への具体化を図る段階（設計等）において、高部連合自治会（特別委員会）との協議が
望ましい。施設整備等の決定後では、要望を言える伝える機会が失われる。
・梅ケ谷、竜南地区、押切地区など東名より上の方々は災害の恐しさを体験してないと思う。実際の災害に遭った方々にも特別委員会に
入って頂いたらよかったと思う。
・平成30年５月の高部地区連合自治会からの要望と「広域からも人を呼び込めるような公園」という整備方針が合致しているかの検証が必
要かと考える。
・清水駅東口公園での利用がこちらに移転されるのか、また、清水駅東公園の利用団体等へのアンケート等もされているのか。ニーズに合
わせた整備等により、市民満足度が向上する等の成果目標のイメージを持ち、事業化されることを期待する。
・未来を担う若い世代の感覚を重視してあげてほしい。高部生涯学習交流館における世代別利用者数の実態が明らかになると、30年後の交
流館の日常的な利用者はほとんどいなくなるのではと危惧している。
・意見を出しても市政に反映されていない。意見を出しても意味がない。

8

大内新田地区は、平成30年の高部地区連合自治会
からの要望を基に、地元の皆さんと意見交換を重
ねて検討していきます。
方針の決定後は、具体的な施設内容の設計に着手
していきますが、設計に当たっては、パブリック
コメントでいただいたご意見を参考にするととも
に、地元の皆さんとも意見交換を実施していきま
す。

〇

スケジュール
・完成を早くしてほしい。現在、この計画に関わっている人が、完成を見ない場合が出てくる。
・早期の完成を希望します。
・まず簡単な公園くらい早く着工してもらいたい。我が町内会の願い。

4
土地利活用方針に、早期の完成を目指していくこ
とを盛り込みます。

〇

大きな遊具
・珍しくて魅力的な遊具。
・大型遊具等は魅力的ですが秋葉山公園とそんなに離れていないので違いがあったほうが良いのではと思う。

2

大型遊具は子供たちにとても人気があり、休日な
どは多くの家族連れが利用しております。一方、
特定の利用者層に偏らず、多くの市民に利用して
いただけるような検討や、調整池との兼用による
維持管理にも配慮を行い、検討を進めていきま
す。いただいたご意見を参考に、広域からも訪れ
ていただくために、魅力的な遊具の設置を検討し
ていきます。

〇

駐車場

・利用（使用）は、自家用車のみの利用ではないと思う。幼稚園・保育園（子供園）で日中の利用はマイクロバスで来る可能性もある。あ
さはた緑地のように大型用駐車場を設けて頂きたい。
・グランシップ東側に広い公園があるが、駐車場がなく、路駐している。気楽に遊びに来れる公園になるには、広い駐車場が不可欠であ
る。広域から呼ぶためには、なくてはならないものである。

3

大内新田地区は、広域からも人が集まる空間を目
指しているため、駐車場は必須であると考えてい
ます。
駐車場については、生涯学習交流館や公園が相互
に連携することで、一体的な利用ができるように
検討していきます。

〇 〇



大内新田地区土地利活用方針のパブリックコメント

【設問３】

回答 方針に盛込
み済

方針に反映
する

今後の参考
にする

反映しない その他

その他（自由記載）

分類 主なご意見 件数
本市の考え

運動ができる広場

・「孫が意見を言いたい。」と言うので、家族を代表して孫が書いた。私達も自由に運動できる空間を欲しいと思っている。
・公園は遊具は少しで、ストレッチやヨガスペース等含むSDGsを関連させるエリアもいいなと個人的に考えている。
・ランニング、ウォーキングコースを追加願いたい。
・芝生の広場の活用、ヨガやストレッチ、様々なトレーニングの野外レッスン。
・１周歩けるよう（ウォーキング用）、道を作ってほしい。外周はランニングやウォーキングができる施設に。

8

運動ができる広場空間は、3.4haという広大な敷地
を活かすことができると考えてます。
また、運動による健康増進や、交流活動の活発化
も期待できると考えています。
いただいたご意見を参考に、様々な運動に柔軟に
活用できる広場や、区画を明確にし安全に利用で
きる広場など、検討していきます。

〇 〇

夜間でも利用できる空間

・調整池に緑とライトで夜間での利用も出来るスペースになるかもしれない。
・広い場所なので夜間に子供達が遊ぶ事もあると思うので、外灯は明るく、防犯にも十分注意して、夜間の使用も考えて頂きたい。
・住宅が近くにあるので、夜間利用できる施設には反対。
・エリア内の回遊コースでは、随所に照明設置を希望。
・犯罪防止のためにも夜間利用は止めた方がいい。照明は多めに。

5

多くの人に利用していただくためには、夜間利用
の検討も必要であると考えています。
夜間でも活用できるような照明設備の設置によ
り、治安の向上も期待できます。
一方で、騒音や振動など、地区周辺の住民への影
響も考慮する必要があると考えています。
いただいたご意見を参考に、検討していきます。

〇

交通アクセス・
周辺環境

・アクセス道路の拡幅整備⇒バイパス高架下の道路からは入りにくい、北街道からの右折進入は、事故の可能性がある。
・周辺住民の住環境を壊すことなく、周辺道路を整備するなどしてアクセスしやすい施設になることを希望する。
・北街道は大内から天王まで非常に極悪な道路。子や孫たち次世代のためになんとかして欲しい。
・近隣の方々に対して渋滞などで迷惑にならないような対策を望む。
・この場所に施設を作るのなら、周辺の道路(横断歩道、右折帯等)の整備もお願いしたい。現在も、遊水池へ行く為に横断歩道がない所を
渡ったり、右折の車で渋滞したりとなっているから。
・外から人を呼び込むために、バイパスからアプローチするための周辺道路整備を併せて実施した方がよいと思う。
・隣接地には住宅地もあることから音や車の通行量増などによる環境問題も配慮しながら事業を進めていく必要もある。
・公園ができる事により広域から人が集まり、路上駐車が増えたり、夜間の騒音問題など、地元の人々が住みにくいと思わない様な活用を
してほしい。
・人が集まれば賑やかではあるが騒音やごみの問題、遊具によるけが、夜間利用者のマナー違反による行為など、想定される問題は大丈夫
か。
・西側にはリサイクル工場や建材のストック場があり、大型トラック等が行き交うと思うが、治安が良いのか気になる。東側は住宅地に
なっており、公園からの大きな声や音に対して苦情が出ることが考えられる。近隣住民の方々の深い理解が必要だと思う。

12

大内新田地区は、広域からも人が集まる空間を目
指しているため、施設整備による交通量の増加が
予想されています。
そのため、地区周辺への影響も考慮することを方
針に盛り込み、それに対応した駐車場の整備を検
討していきます。

〇 〇

情報発信

・第２回生涯学習推進審議会でも、まさにこの地は水害の苦い体験が頭をかすめる土地。だからこそ、その体験を後世にも伝えるべきで、
ここに来れば水害の現在/過去/未来が勉強できる館としての仕組みを取り入れたらどうかと思う。水害対策発信基地として、全国の話題を
さらってみてはどうかと思う。
・調整池が主なのか、広場が主なのか、行政としては調整池機能を重く捉えたとしても、必ずしも市民はそうではない。雨が止んで何日か
経っても広場が使えないと不満が出るかも知れない。そこでこのエリアの浸水被害軽減に役立っているという趣旨のアピールを立看板やHP
などで目立つようにするとよいと思う。
・高部地区の歴史（あゆみ）、様々な情報を発信する場所になってもらいたい。
・当該場所の知名度アップについての方策⇒①名称の公募②案内板の設置③道路標識への記載等。
・能島IC等交通アクセスの容易さ(広域からも人が集まりやすいこと)を明示した方が良い。

5

大内新田地区は、広域からも人が集まる賑わいの
創出と地域の治水対策など防災機能の強化を併せ
持った空間を目指しています。
広域からも人を集めるための積極的な情報発信
や、調整池の機能などを周知することも検討して
いきます。

〇

自然

・麻機遊水地では前からそこに生息する生物（かやねずみ等）の生態系を維持する取り組みがあり、とてもいい取り組みだと感じた。大内
新田でも同じ取り組みがされれば良いと思う。
・樹木や草花を植えてほしい。木や花をたくさん植えてほしい、水を利用した子供が楽しめる空間。安全で楽しい空間。
・箱物は不要かと…。グランドゴルフ場になってしまうのも…。隣接住宅地の家族ら、特に子供たちが成長し、住み続けたいと思える美し
い森・自然・公園をつくってほしい。
・一年中楽しめる背の高い植樹をする。春桜、初夏常緑樹、秋広葉樹エリアを作る。

5

大内新田地区は、広域からも人が集まる空間とす
ることを目指しています。
自然のあふれる空間は、四季が楽しめ来訪者にや
すらぎを与えるとともに、一年中訪れたくなる地
区になる可能性があると考えています。
いただいたご意見を参考に、検討していきます。

〇

スポーツ

・安全性が損なわれるかもしれないが、スケートボードも調整池の斜面を利用して清水に持ってきても良いかと思う。
・全国で調整池を利用したスケートパークがある。実験的にスケートパークとして調整池を開放した例がある。
・静岡県は自転車のまち的なアピールもあったと思う中で、BMXやトライアルコースなどを望む声も、周りではあった。ストライダー、
BMX。
・スポーツを核とした施設を考えたらどうか？（サッカー：清水エスパルス、バスケット：ベルテックス静岡、ラグビー：静岡ブルーレブ
ズなどのプロチームがある）
・スケボー・ボルダリングなどのスポーツ施設が出来るとうれしい。
・人工芝のサッカー場（多目的広場）は転倒時における大けがのリスクが少なくなるため、高齢者のスポーツや未就学園児の遊びやすい空
間となる。テニスやサッカー、ドッチボールなどボールを使った壁打ちを行える適切な壁が少ないため、設置すれば未就園児から高齢者ま
での運動不足解消の場として使えると考える。中途半端な施設でなく全国に誇れる施設にしてほしい。ナイターは必需で雨の日でも利用で
き全国大会も開催してほしい。子供達(ゴールデンエイジ)の憧れの地になるよう目指してほしい。

30

大内新田地区は3.4haと広大であることから、様々
な活用の可能性があると考えています。
静岡市に根付いたサッカーに加え、近年では、
ローラースケートやバスケットボールなど、様々
なスポーツが盛んになってきております。
いただいたご意見を参考に、また、民間事業者や
周辺住民のご意見もいただきながら、検討してい
きます。

〇



大内新田地区土地利活用方針のパブリックコメント

【設問３】

回答 方針に盛込
み済

方針に反映
する

今後の参考
にする

反映しない その他

その他（自由記載）

分類 主なご意見 件数
本市の考え

飲食店・店舗

・官民一体での施設整備が望ましい。⇒アンテナショップの常設や、カフェなどの出店等。
・施設及び飲食店等が設置されれば、足を運んでみたいと思う。
・大内にもスーパーができたら助かる人も多いはず。
・交流館を作ってもらえるならば、この辺りはスーパーがなく、みなさん大変困っているので、スーパーを作ってもらいたい。また、カ
フェ等もあれば、老若男女、集える場所ができ、交流ができてとてもよいと思う。この辺りは、老人の介護施設が多く、若い人や子供が遊
べる所が少ないので、ぜひ、公園やカフェも作ってもらいたい。
・交流館と異なり、お金を掛けない簡易的な施設で良いので、カフェ等飲食の施設を設け、山並みの眺めや緑を感じられる中で、賑わいも
あり、ゆったりと過ごせる空間整備をお願いしたい。
・大きめの公園を整備する場合は、キッチンカーが出店できるようにするとよいと思う。
・有名なカフェが併設された老若男女が集える場所が良い。

11

大内新田地区は、広域からも人が集まる空間とす
ることを目指しています。
一日遊べるような魅力的な空間とするため、飲食
店等の設置の検討について、土地利活用方針に盛
り込みます。
民間事業者へのヒアリングを実施し、仮設のキッ
チンカーなどを含めた柔軟な活用について検討し
ていきます。

〇 〇 〇

維持管理

・施設管理や事業運営は、指定管理者制度の導入が望ましい。
・遊水地機能と交流館というと、長崎新田のグラウンドがあるが大雨が降った後のグラウンド管理が良くないせいか、状態がかなり悪い。
もし、土のグラウンドを整備するのであれば、定期的に土を入れるなどの適正なグラウンド管理をお願いしたい。
・公園と調整池兼広場の維持管理(清掃等)はどのように行うのか？業者に委託するのか？広域から人が集まる想定や広さなどから地元の愛
護会等でという訳にはいかないと思う。
・指定管理者制度をつくり、日常的な管理業務を行う。一定期間(２～３年)で、指定管理者の選考を行い、イベントや運営や管理を競い合
う入札制度等を導入する。

4

大内新田地区は、公園、調整池、生涯学習交流館
という複数の施設の整備を検討しています。
これら施設の一体的な利用を見据え、維持管理コ
スト等を想定した上で、適切な管理手法を検討し
ていきます。

〇

コスト

・この事業にかけられる予算はいくらなのか。近年のコロナ対策や物価高騰への対応で市の財政状況はひっ迫していると思うのが、レイア
ウト案を見ると理想を詰め過ぎているように思え、この事業に一体いくら費用をかけるつもりなのか心配になる。より多くの市民が恩恵を
受けられる選択をしていただきたい。
・活用したい民間によりそって、官民連携で持続可能で行政負担を最小限にする仕組みで事業を行っていただきたい。
・人口減少に見合った事業の縮小と、集約した投資をしてほしい。

4

大内新田地区は、地域の課題解決を図ること、ま
た、市全体のまちづくりに寄与することを目指し
ているため、必要な投資であると考えています。
しかしながら、大規模な事業となることから、設
計・整備の創意工夫や民間活力の導入などによ
り、コスト削減を検討していきます。

〇

手法

・施設の設定、設置について、民間の力を活用してほしい。例えば、「清水の子供たちに、ものづくりの楽しさを知ってもらいたい」、
サッカーロボの作成指導、ゲーム等の展開。
・民間活力を活かすためPark-PFI等を導入してみてはどうか。
・建設、維持管理費用などの財源確保のため、民間活力の導入検討も必要だと考える。
・官民連携で事業を進めないのか？民間への土地の売却は考えないのか？

5

大内新田地区は、広域からも人が集まる空間とす
ることを目指しています。
そのためには、行政だけでなく民間事業者の発想
や提案も参考にしたいと考えております。

〇 〇

その他

・この問題は街づくりに関係することで、もっと時間をかけて議論すべき。
・「高部みずべ公園」と相乗効果が見込める利用を考えて欲しい。周辺にある高部みずべの公園や大内遊水地多目的広場と一体となった整
備として、両施設と相互に行き来できるようにすれば、地域として活用できると思う。
・塩田川を挟んで対岸にある「大内遊水地多目的広場」の活用と共に考えていきたい。同じものを二つ作ることはないと考える。連動する
機能を持たせることができるならさらによいと思う。また、大内遊水多目的広場の再開発も同時に検討するなどの総合的な事業にして行っ
てほしい。
・児童館があったらいいと思う。
・単なる「カザリ」としての設備だと、税金が生きてこない。誰もが利用するのにハードルが無い施設を作って頂きたい。
・幼児が遊べるようなメダカ池の設置を。
・交通の面から考えると清水駅東口にスペースがあったらなと感じている。
・高部地区は若い世代が少なく、小学生の数の減っているので、住宅地を作れば若い世代が家を建ててくれるのではないか？
・屋根に太陽光発電設備を設け電気を自給自足、車にも電気を与えることができるようにしてほしい。
・清水区のまちづくりについて、今までの色々な意見は不充分。
・カヤックの出廷場所の整備。
・公園予定地内を横切る、旧北街道の足跡を残しておいてほしい。

14

大内新田地区は、広域からも人が集まる賑わいの
創出と地域の治水対策など防災機能の強化を併せ
持った空間を目指しています。
人が集まる魅力的な空間とするため、他の公園や
施設などと差別化を図り、特徴的な施設整備を行
うことも必要であると考えています。
方針の決定や今後の設計・整備に当たっては、パ
ブリックコメントで多くの市民の皆さんからいた
だいたご意見を参考にするとともに、地元の皆さ
んとも意見交換を実施していきます。
また、周辺の土地利用の状況を考慮するととも
に、周辺施設との連携なども検討していきます。

〇


