
国府台公園再整備基本計画（案）説明会 実施結果 

 

 

（市川市 文化スポーツ部 スポーツ課） 

 

 

 

○ 開催日時  平成３０年８月２６日（日） 午前１０時から正午 

 

○ 場  所  国府台市民体育館柔道場 （市川市国府台 1 丁目 6 番 4 号） 

 

○ 意見への対応 

① 計画案を修正するもの                       ０件 

② 今後の参考（一部加筆等）とするもの               ２１件 

③ ご意見の趣旨や内容について、考え方が盛り込み済みであるもの   ２６件 

･その他                               ０件 

                            合計    ４７件 

                                     （その他の対応はありませんでした。） 

 

 

 

 

 



○ 意見内容 

国府台公園再整備基本計画（案）に関する意見 

No. 意見の概要 市の考え方･対応 意見分類

１ 

野球場について、もっと広く出来ないのか。 運動施設率を上げないこと、また、周辺樹木等を保全する方針で

あるため、球場自体の大きさを変更しない予定です。 

 

③ 

２ 
北側に整備する道路は何メートルになるのか。 ６メートル幅の道路として、緩やかな勾配を設けて、県道と市道

を結ぶ直線の線形となるよう設計を進めていく予定です。 
③ 

３ 

野球場の改修工期はどのくらいなのか。また、改修時

期は、陸上競技場や体育館は全て閉鎖するのか。 

平成３１年度に詳細設計を行い、平成３２年度から３３年度にか

けて工事を進めることと考えています。なお、工事の進行におい

ては、そのほかの施設を閉場することなく進める予定です。 

③ 

４ 

国府台公園の整備による下総国府の遺構との調整に

ついて、文化財担当者との調整をどのように行ってい

るか。また、野球場整備との調整をどのように図るの

か。 

文化財を担当する関係部署と、個別に調整・協議を進めており、

整備前に試掘を行い、遺構等の位置を確認することとしていま

す。その後、保存方法や整備手法等の協議を行います。 
② 

５ 

再整備計画の検討では、庁内で会議体を形成され、ど

のようなメンバーにより組織されているのか。 

企画・契約部門、開発部門、道路部門、公園部門の関係部署を招

集、又は意見を聴取し、再整備事業を進めています。 

 

③ 

６ 
公園北東側の児童公園と一体化したオープンスペー

スへの出入口はどのようになるのか。 

公園内からの出入が可能となるように設計を進めていきます。 
② 

７ 

計画全体の改修はいつ頃終わるのか。 再整備完了までのスケジュールについては、基本設計業務におい

て、整備計画を示す予定です。 

 

③ 



No. 意見の概要 市の考え方･対応 意見分類

８ 

多目的広場兼臨時駐車場を含めて 135 台の駐車場が

整備されるのか。桜まつりの際は、臨時駐車場として

活用できるよう運用を検討してほしい。 

駐車場台数は、通常使用１３５台、広場兼臨時駐車場約７０台の

約２００台の駐車スペースを設置する計画としています。桜まつ

りなど、近隣のイベント等で駐車場を活用することは可能です

が、施設内の大会・行事等の開催により、個別に調整することと

考えています。 

 

③ 

９ 

陸上競技場ではドクターヘリの離着陸があるが、ヘリ

ポートの整備や隣接する病院との協議など検討を進

める必要があるのではないか。 

離着陸の安全性、消防車や救急車の出入が可能な場所として、陸

上競技場を選定しています。公園内敷地の有効活用と関係機関と

の連携として、今後も陸上競技場における対応を継続していくこ

とと考えています。 

 

③ 

１０ 

高齢化社会を視野に入れ、近隣住民を含むスポーツ目

的以外の人も気軽に利用できる公園としてもらいた

い。 

スポーツ施設の機能向上と合わせ、公園機能の向上として、オー

プンスペースや緑地を拡大し、自由に活用できる空間と憩い・交

流の空間を形成することとし、どなたでも気軽に立ち寄り利用で

きる公園としての整備に努めます。 

 

③ 

１１ 

体育館の再整備とは、改修なのか、建替なのか。また、

第 2 体育館をなくすことも考えられるのか。 

体育館の規模や必要な施設・機能を構想として策定するもので、

改修や建替など整備の方法についても検討することとしていま

す。運動施設の面積に留意しながら、サブアリーナ（第 2 体育

館）機能等のあり方を検討し、構想やその後の計画段階において

示すこととしています。 

 

③ 



No. 意見の概要 市の考え方･対応 意見分類

１２ 

公園南側の桜並木について、どのように整備していく

のか方針を教えてほしい。また、道路幅を広げること

になるのか。 

将来的な景観の保全を方針としており、道路や歩道の整備を含め

て、補植等を検討することとしています。道路幅などの具体的な

整備については、設計段階で示す予定です。 

 

③ 

１３ 

北東部のアリーナ構想との整合性について、どのよう

に考えているか。 

北東部のアリーナ構想は、施設率緩和以前に国府台公園の運動施

設の縮減を目的とし策定したものです。その後の施設率緩和や用

地拡大など前提条件の変更により、アリーナ構想の見直しを検討

する必要があり、これに伴い、国府台公園の体育館整備について、

構想を策定していきます。 

 

 

③ 

１４ 

第 2 体育館下の駐車場は将来どのようになるのか。 歩行者と車両の動線を分離する方針から、駐車場として使用しな

い予定です。体育館の基本構想により、空きスペースとなる場合

は、有効活用の方法を検討していきます。 

 

 

② 

１５ 

テニスコートの整備はいつ頃どのように整備する予

定か。また、隣接する小さな公園はどういう形で整備

されるのか。 

できるだけ早急に取り組み、来年度には供用開始できるよう進め

ます。 

また、隣接する児童公園は、桜並木の歩車道など周辺環境の整備

と合わせて整備内容を検討していきます。 

 

 

② 



No. 意見の概要 市の考え方･対応 意見分類

１６ 

多目的広場を臨時駐車場として活用する方針は良い

と思うが、さらに自転車や公共交通機関の利用を促進

するソフト面での手立てを検討できないか。 

公園の来場手段については、公共交通機関の利用を促しており、

利用団体に周知を協力いただいています。今後は、一般利用等に

おいても車以外での来場促進や運用などの検討をしていきます。

 

② 

１７ 

多目的広場兼臨時駐車場のスペースは芝生や土など

雨が降ったら浸透するようなもの、また、子どもが遊

べるなど適した舗装としてほしい。 

公園機能や広域避難場所の機能として、オープンスペースを確保

し、自由に活動が可能な広場として、芝生等を計画しています。

 

③ 

１８ 

大きな災害が発生した場合を想定して、出来るだけ土

や緑地部分を増やすことが防災上重要だと考えます。

また、避難があった場合に、ソーラーパネルの設置な

ど、すぐに電気が利用できるよう整備や、飲料水の確

保として雨水活用などを取り組んでほしい。 

整備方針として、公園機能の充実を図ること、避難場所機能に配

慮することとし、緑地やオープンスペースを確保することと考え

ています。また、災害時における対策機能としての設備の充実に

ついては、ご意見を参考に設計業務において検討を進めていきま

す。 

 

② 

１９ 

公園南側の道路に、公園利用者が間違えて入ってきて

Ｕターンしていくことが多い。小さな子どもも多いの

で、道路手前に案内等を設置し、車の誤った進入を防

止してほしい。 

駐車場への分かりやすい誘導と、案内等を行います。 

③ 

２０ 

野球大会などで公園北側の道路に駐車する車が多い

ので、安全性を確保するため歩道を整備してほしい。

また、国府台公園前のバス停を利用することが多く、

公園北側道路を通っているが、夜間に明かりがなく暗

いので、照明を設置してほしい。 

公園北側の道路は、直線道路として改良を予定しています。道路

幅や歩道設置、夜間の照明についても、安全性や利便性の向上を

図るため、設計業務において検討していきます。 ② 



No. 意見の概要 市の考え方･対応 意見分類

２１ 
公園の崖下に雨水が大量に流れ込んでこないよう対

策をしてほしい。 

基本設計業務において、雨水対策を検討していきます。 
② 

２２ 

公園が広域避難場所となっていて、いろいろなエリア

から避難の方が集まってくることを考え、優先課題を

捉えて整備に取り組んでほしい。 

計画の方針として、災害時の避難場所機能に配慮することとして

います。広域避難場所として、大多数の避難者を受け入れること

に努め、整備に取り組みます。 

③ 

２３ 
公園入口に大会の開催状況等の表示・案内を設置して

ほしい。 

大会の開催状況や駐車状況等の表示を検討します。 
② 

２４ 

駐車場出入口が公園西側だけとなっているが、１ヶ所

だけでは不十分と感じるので、公園北側に出入口を追

加したほうがよい。また、公園南側の既存の駐車場は

廃止するのか、緊急車両用の通路を確保する必要があ

るのではないか。 

駐車場は、駐車の管理方法の検討と合わせて、出入庫の利便性を

高める整備を検討します。公園南側の既存の駐車場は使用しない

こととしますが、緊急車両や障がい者車両、工事車両等の通行が

可能な通路や搬入口等の配置を検討していきます。 

 

 

② 

２５ 

中央広場として整備する部分は休憩所を設けて散策

できるようにしてほしい。 

休憩用のベンチやパーゴラの設置を予定しており、憩いの空間と

なるよう努めていきます。 

 

③ 

２６ 

野球場周回路周辺は、緑地部分の内側に野球場のフェ

ンスが設置されるのか。散策路を広くとり、見通しが

とれるような設置としてほしい。 

緑地部分の内側に野球場のフェンスを設置し、防球ネットを野球

場と周回路の境目部分に設置する予定です。散策路や周回路が利

用しやすいような設置に努めます。 

 

 

 

③ 



No. 意見の概要 市の考え方･対応 意見分類

２７ 

駐車場が過大すぎるように感じる。地下式の駐車場な

どスペースの有効活用が図れないか。 

地下式の駐車場は、費用面の課題と埋蔵文化財の保護の観点から

整備は難しいと考えています。スペースの有効活用として、多目

的広場兼臨時駐車場を検討しています。 

 

③ 

２８ 

駐車場をなるべく設置せず、公共交通機関の利用促進

や、自転車やスクーター等を置くスペースを増やすよ

う考えてほしい。 

車以外での来場にご協力いただけるよう運用を検討していくと

ともに、歩行者との動線を考慮し、駐輪場や二輪車用駐車場所を

配置していきます。 

 

② 

２９ 

機械式の有料駐車場としての設置を検討してもよい

のではないか。 

駐車場の管理方法について検討を進めます。また、有料化につい

ても、検討していきます。 

 

② 

３０ 

将来的な構想で体育館を改修するのであれば、通年で

泳げる屋内プールを整備してほしい。 

北東部スポーツタウン基本構想の中で整備が求められている施

設であることから、今後検討を進めていきます。 

 

 

② 

３１ 

公園北側の多目的広場兼臨時駐車場部分にテニスコ

ートを３面整備してほしい。 

 

多目的広場兼臨時駐車場の敷地については、中央広場との連続し

たオープンスペース空間とし、公園北側からのエントランスとす

る計画案の配置としています。また、芝生等の広場として、災害

時の避難場所の機能を考え計画しています。 

 

 

 

③ 公園北側に整備する多目的広場兼臨時駐車場のスペ

ースをテニスコート兼臨時駐車場として整備するよ

う検討してほしい。 



No. 意見の概要 市の考え方･対応 意見分類

３２ 

駐車場が満車となる日は年間で何日くらいあるのか。

台数の統計の方法は。また、どのような大会を想定し

た規模なのか。 

駐車場が満車または混雑する状況は、年間で約 140 日でした。

また、台数の統計は、駐車入庫車数をカウントしたものです。 

規模については、例年の利用実態を参考に、整備後の施設の利用

想定と、都市公園実態調査における標準的な利用想定から、規模

を検討したものです。 

 

 

③ 

３３ 

市内のスポーツ施設の駐車場は全て無料としている

が、地理的条件も違うので、差があってもよいのでは

ないか。また、隣接する国府台病院の駐車場は、土日

に一般開放しているので、有効活用が図れないか。 

各施設の状況等も考慮し、有料化も視野に入れ、検討していきま

す。また、周辺の駐車場の活用についても、検討していきます。
② 

３４ 

中央広場の整備の仕方によって、公園の印象が大きく

変わると思う。単純な芝生化ではなく、多くの市民に

活用される整備を検討してほしい。 

市民の交流・憩いの広場として、また、イベントでの有効活用が

図れる場所、国府台公園を印象づける空間として整備を検討して

いきます。 

 

② 

３５ 

桜並木の補植に関する住民参加や、緑地整備に関する

周辺学校や住民の参加など、市民参加の仕組みをつく

ったほうが良いと思う。 

整備スケジュールの策定と合わせて効果的な方法を検討してい

きたいと考えています。 ② 

３６ 

里見公園の分園にテニスコートを移す計画があった

が、空き地となっており、もったいないので有効活用

はできないのか。 

今回の計画は国府台公園を対象としています。里見公園分園の整

備等については現在予定していません。 

 

 

③ 



No. 意見の概要 市の考え方･対応 意見分類

３７ 

避難場所としての用途を考えると、陸上競技場から敷

地内に車両の移動が出来るように検討したほうがよ

い。また、緊急時には南側通路からの通行も出来るよ

うにする必要があるのではないか。 

緊急車両の動線については、各施設へのアクセスが可能なよう歩

行者の動線を考慮して検討します。 
② 

３８ 

文化財関係の調整は非常に難しいと思うが、合意形成

のためには、各施設の利用状況を団体別、地域別に把

握し、資料作成や公表をしていく必要があると思う。

埋蔵文化財については、随時文化財担当との調整を進めます。ま

た、国府台公園に関する各資料の公表の必要性について検討して

いきます。 

 

② 

３９ 

公園南側のテニスコートは３面のうち２面を改修と

しているが、３面整備してほしい。１面分は、多目的

スペースとして整備することとしているが、用途が現

実的ではなく需要がないのではと思う。 

面数については、施設の設置条件と要望等を総合的に考慮し検討

します。多目的スペースでは、テニスやフットサル等で活用でき

るコートを検討していきます。 

 

 

② 

４０ 

自転車や徒歩での来場者の年齢層や目的を踏まえて、

園内の動線を検討してほしい。 

園内の動線については、歩行者動線と緊急車両の動線等を考慮し

ます。また、各施設の付近に駐輪場を設置するなど、利便性と安

全性を考慮し、配置と動線を検討します。 

 

② 

４１ 
各ゾーンの具体的な用途や設置施設、設備等を示した

ほうがわかりやすいと思う。 

各ゾーンの具体的な施設や設備等は基本設計図書において示し

ます。 
③ 

４２ 

計画の確定前に、説明会などの意見を聴取する機会は

設ける予定なのか。 

実施の予定はありませんが、今後は設計図書を示し、整備内容に

ついてご理解いただくことに努めます。 

 

③ 



No. 意見の概要 市の考え方･対応 意見分類

４３ 

園内の自転車の走行は禁止してほしい。 原則は禁止としますが、駐輪場の利便性や歩行者動線との分離に

よる安全性を考慮し、走行可能な動線について、検討していきま

す。 

 

② 

４４ 

再整備計画について、１０月にはある程度の市民の声

が反映されて公式に発表されるのか。 

計画の方針として今後の参考とするもの、設計業務において検討

していくものなどを市の考え方として示します。 

その後、ご意見や市の考え方等を踏まえた再整備計画をはじめ、

計画作成資料や報告書等を公表する予定としています。 

 

③ 

４５ 
野球場について、面積は増加していないとのことだ

が、配置案を見ると増えているように感じる。 

施設面積は変更せずに整備を進める予定です。 
③ 

４６ 

説明会やパブリックコメントの意見を真摯に受け止

め対応してもらいたい。また、個別の意見や要望に対

する検討の経緯や結果を納得できる形で示してほし

い。 

整備方針等に沿って対応していきます。また、計画の検討経緯や

結果については、計画作成資料や報告書等において示すことに努

めます。 
③ 

４７ 

国分川調節池の整備では、計画段階から市民が参加す

る会があったので、これを参考に市民参加を検討して

ほしい。 

今回の整備においては、市民参加の方法として、広く意見を募集

するパブリックコメントの実施や住民説明会などにより、計画へ

の対応を実施することと考えています。 

③ 

 


