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No. 意見の概要 市の考え方･対応 
意見 

分類 

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 

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 

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 
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No. 意見の概要 市の考え方･対応 
意見 

分類 

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 

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 

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 



 

5-4 

No. 意見の概要 市の考え方･対応 
意見 

分類 

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 

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。 
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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 

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 
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No. 意見の概要 市の考え方･対応 
意見 

分類 

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 

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 
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5.2  国府台公園再整備基本計画（案）についてのパブリックコメントの実施結果 
説明会での意見を反映した国府台公園再整備基本計画（案）に対して、パブリックコメン

トを実施した。 

○期 間  平成 30 年８月 18 日（土）～平成 30 年９月 16 日（日） 30 日間 

○ 意見等をいただいた方の人数及び意見の件数 

･インターネットによるもの 10 人 30 件 

･担当課受付によるもの ３人 18 件 

･ファクシミリによるもの ０人 ０件 

･郵便によるもの ０人 ０件 

合計 13 人 48 件 

（その他の方法による意見の提出は無し。） 

 

パブリックコメントでの市民からの意見と、市の考え方・対応を以下のように分類し整理

した。 

○ 意見への対応（分類） 

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 33 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 15 件 

その他 ０件 

合計 48 件 

 

 

No. 意見の概要 市の考え方･対応 
意見 
分類 

１ 

人工芝テニスコートを 2面整備

するとのことだが、ハードコー

ト敷地は、桜の根上がりによる

コートの盛り上がりや樹液によ

って滑りやすくなっている。 

この桜の影響への対処を検討

し、コートを整備してほしい。 

桜の根上がりの対策を行い、コートを整備

します。また、桜の保全として、計画的な

補植や、隣接する児童公園と桜並木の歩車

道の環境整備など周辺の整備と合わせて、

コートやフェンス位置、桜の樹液等の対応

策を検討していきます。 

② 

２ 

駐車場が過大であると感じま

す。駐車場の必要台数について、

日毎の駐車台数を把握し、臨時

駐車場の活用を含めて規模を再

検討してほしい。 

国府台公園の利用実態と都市公園実態調

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。設計業務においては、

車以外での来場を促進するとともに、公園

敷地の効果的な活用を考慮し検討を進め

ます。 

② 

３ 

駐車場が整備されているが、今

後も駐車場料金の設定は、無料

がよいと思う。 

公共交通機関や自転車等の利用促進をは

じめ、有料化も視野に入れ総合的に検討し

ていきます。 

② 
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No. 意見の概要 市の考え方･対応 
意見 

分類 

４ 

多目的広場兼臨時駐車場として

整備を計画している敷地にテニ

スコート４面を整備してほし

い。それにより、テニスコート

計画地を中央広場の用途又は多

目的スペースの拡大を検討して

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 

５ 

公園南東側に整備を計画してい

るテニスコートについて、２面

だけでなく、多目的スペースに

もう１面テニスコート（ハード

コート）を整備してほしい。ま

た、多目的広場兼臨時駐車場と

その西側の敷地に、駐車場を主

用途としたテニス・フットサル

で活用できる施設を配置してほ

しい。 

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。 

多目的広場兼臨時駐車場の敷地について

は、公園機能と避難場所機能を考慮し、芝

生等の広場を計画しています。また、その

西側は駐車場としていますが、施設活用の

検討をしていきます。 

② 

６ 

野球場のバックスタンド改修に

合わせて、屋根には太陽光発電

パネルを設置してほしい。 

太陽光発電パネルの設置は、野球場や体育

館、陸上競技場管理棟など設置場所や規模

を含めて、基本設計業務において検討して

いきます。 

また、体育館における避難所機能として、

雨水活用など、設備の充実についても、今

後の設計業務において検討を行います。 
② 

陸上競技場の改修についても、

屋根を設置する部分には太陽光

発電パネルを設置してほしい。 

体育館の整備方針として、太陽光

発電パネルの設置、雨水の貯留及

び活用など、防災機能の内容を具

体的に示し、避難所として必要な

整備を充実してほしい。 

７ 

野球場の周回園路について、周

辺の樹木を活かし、樹木の少な

い場所は増やしてほしい。また、

舗装は透水性舗装または、土系

の舗装など浸透性のあるものに

してほしい。 

野球場周辺は既存樹木を活かして整備す

る方針で、緑地・休憩ゾーンの整備に合わ

せて、樹木・緑地の増加を検討しています。

また、周回園路の舗装材は、設計業務にお

いて検討していきます。 

② 

８ 

野球場の人工芝化について、雨

水の排水は条例に基づき浸透さ

せる工夫をしてほしい。 

公園全体として、雨水排水や流出の抑制に

対応するため、浸透や貯留などの必要施設

について、設計業務において検討していき

ます。その中で、野球場人工芝の浸透を検

討していくこととしています。 

② 
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No. 意見の概要 市の考え方･対応 
意見 

分類 

９ 

体育館の整備について、「将来的

なあり方を検討する」とありま

すが、北東部のアリーナ構想と

整合性を図り、役割分担を明確

にして、基本計画に示すととも

に、施設率５０％未満を目標に、

減築の方向性を示してくださ

い。 

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、規模等の方向性

を示します。 

③ 

１０ 

緑地・休憩ゾーンについて、整

備方針にある「可能な箇所は出

来るだけ緑地」とすることには

賛成です。休憩施設の設置につ

いては、人工的なものやデザイ

ン優先なものを避け、利用でき

る人数が限られてしまうので、

樹木の日陰を有効的に活用でき

る配置としてほしい。 

休憩施設は、樹木の木陰を活用した配置を

検討しており、ベンチなどは自然と調和す

るデザインとなるよう設計業務において

進めていきます。 

 

 

② 

１１ 

多目的スペースや広場は、芝生

だけではなく、クローバーなど

の被覆植物の植栽や、周辺樹木

の配置による日陰の工夫をして

ほしい。 

多目的スペースや広場は、活動目的や機能

等に合わせて、舗装や植栽、樹木の配置に

ついて検討していきます。 

 

② 

１２ 

中央広場ゾーンについて、空間

イメージの写真が人工的過ぎま

す。舗装材料や透水性レンガな

ど、選定する材料を工夫し、さ

らに、夏の暑さを考慮して照り

返しのないものにし、樹木の配

置を増やしてほしい。 

既存の樹木を活かし、自然と調和した印象

的なオープンスペースとして検討を進め

ています。舗装材などは、猛暑への対策や

広域避難場所としての機能を総合的に検

討して選定していきます。また、樹木につ

いても効果的な配置を考えていきます。 

② 

１３ 

児童公園・広場ゾーンでは、子

どもやお年寄りの利用として大

いに意味があると思います。特

にこれからは、お年寄りの利用

を視野に入れるべきであると思

います。 

子どもから高齢者までの自由な活動を対

象とするほか、どなたでも健康づくりや体

力の増進を図れ、自由に活用できる場所と

なるよう努めます。 
② 

１４ 

児童公園・広場ゾーンのオープ

ンスペースが何もない芝生広場

とならないよう、樹木や低中木

の植栽を積極的に行ってほし

い。 

植栽の配置や休憩施設の配置などを工夫

し、魅力的な空間となるよう検討していき

ます。 ② 

１５ 

駐車場は、常設駐車場において

も、緑化を図ることや透水性の

舗装にするなど工夫してほし

い。 

雨水排水・流出抑制の検討と合わせて、緑

化や浸透等の機能を検討していきます。 
② 
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No. 意見の概要 市の考え方･対応 
意見 

分類 

１６ 

臨時駐車場とする場所は、土の

広場とし、周辺には樹木を配置

し、子どもたちが自由に走り回

れるようなつくりにしてほし

い。 

子どもから高齢者までどなたでも、自由な

活動や憩える空間となる広場を計画して

います。舗装材は、広域避難場所としての

機能を考慮し、芝生等の広場とすることと

しています。 

③ 

１７ 

公園への来場手段として、公共

交通の利用を促進するような施

策を進めてほしい。 

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の促進や運用

などの検討をしていきます。 

② 

１８ 

一部の「既得権」にとらわれた

意見を取り入れないようお願い

したい。特に、テニスコートに

ついては、他施設に整備されて

いるため、必ずしも国府台地区

に確保する必要はない。施設か

ら近い人、遠い人はどの施設に

おいても同じことなので、各人

が対応を考えることです。 

テニスコートは、利用実態を的確に捉える

とともに、施設整備の条件や市全体の施設

配置など総合的な視点で検討します。整備

面数等については、ＩＳＧ国府台の活動や

近隣住民の利用に供する面数を整備する

方針としています。 

③ 

１９ 
遠方者の交通手段に留意し、駐車場

や駐輪場を整備する必要がある。 

利用実態の把握と整備後の利用状況を見

込み、適切な配置を検討していきます。 
② 

２０ 

再整備計画が「緑豊かな市川市」

を具現し、素晴らしい地区を維

持続けるものであってほしい。 

再整備計画や設計にあたっては、上位計画

との整合性を図ることとし、この地区の緑

の景観を次世代に継承できるよう樹木の

保全や景観の維持を方針としています。 

③ 

２１ 

不足しがちだった駐車場や緑地

休憩コーナーの拡充、オープン

スペースの設置は良い計画だと

思いますが、テニスコートの面

数が大幅に縮小する方向になっ

ています。近隣のテニスを愛好

する方の中には移動手段を持た

ない人もいるため、４、5面のコ

ートを整備するよう検討をお願

いしたい。 

テニスコートは、利用実態を的確に捉える

とともに、施設整備の条件や市全体の施設

配置など総合的な視点で検討します。整備

面数等については、ＩＳＧ国府台の活動や

近隣住民の利用に供する面数を整備する

方針としています。 
② 

２２ 

国府台地区のテニスコートで

は、少なくとも 3面のコートが

必要です。団体としての利用を

優先させて、早朝のテニスや総

合型地域スポーツクラブＩＳＧ

の活動を行い、国府台地区の老

若男女が団体として健康維持に

努め、健康都市・市川市として

市政を改めてほしい。 

テニスコートは、利用実態を的確に捉える

とともに、施設整備の条件や市全体の施設

配置など総合的な視点で検討します。整備

面数等については、ＩＳＧ国府台の活動や

近隣住民の利用に供する面数を整備する

方針としています。 

② 
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No. 意見の概要 市の考え方･対応 
意見 

分類 

２３ 

車出入口について、既設の位置

はコーナー部で危険であるた

め、右折レーンを設けるか、交

差点化するなど安全確保すべき

と考えます。 

出入口は進出入の安全性を確保するとと

もに、園内の歩行者動線、周回園路との距

離を設けるなど、利用しやすい整備を行い

ます。交差点化など県道の改良について

は、関係機関との協議を進めていきます。 

② 

２４ 

バス駐車場は、混雑する入口側

ではなく、奥側に設けたほうが

出入に影響がないのではない

か。 

出入の動線や一般車両への影響を考慮し、

駐車場内の移動距離の少ない入口付近に

設けることと考えています。 
③ 

２５ 

ジョギング・ウォーキングコー

スは園内を広く利用するコース

にしたほうが良いのではない

か。 

その他の施設配置を含めてコース配置を

検討していきます。 
② 

２６ 

テニスコートの位置は、桜の根

上がりが発生している箇所であ

るため、児童公園計画位置など、

配置場所を変更したほうがよい

のではないか。 

桜の根上がりへの対策工事と計画的な補

植を見込み、計画位置に整備することとし

ます。 ③ 

２７ 

壁打ち用のテニスコートがあっ

たほうが良いのではないか。 

ニーズや配置場所、公園敷地の活用等を整

理し、必要性を含めて総合的に検討しま

す。 

② 

２８ 
テニスコートにも夜間照明をつ

けてもよいのではないか。 

夜間照明設置など、利用環境の向上を図る

機能や設備の導入を検討していきます。 
② 

２９ 

オープンスペースの利用目的が

不透明で広すぎるので、目的を

絞った施設を配置したほうが利

用者にとって使いやすいのでは

ないか。 

公園機能として、自由な活動に供する空間

や、防災上の避難者の受け入れ場所、また、

スポーツ機能として、大会時の待機場所や

イベント時の活用など、多目的に活用でき

る広い空間を設けることを考えています。 

③ 

３０ 

利便性の向上は大事かもしれな

いが、環境や自然、生き物にも

優しい再整備としてほしい。 

再整備計画や設計にあたっては、上位計画

との整合性を図ることとしており、みどり

の基本計画においては、魅力ある都市公園

の創出として、自然環境を活かした都市公

園の整備、動植物の環境保全が定められて

いることから努めていきます。 

③ 

３１ 

国府台一帯の景観と自然環境の

中にあって丁寧に検討すべき計

画と思う。特に、巨樹や緑の保

全を優先して検討してほしい。

また、駐車場は大切ですが、自

転車や歩行者の利便を中心に、

大気への影響改善を図れればと

思う。 

国府台地区における緑の景観の継承とし

て、巨樹や緑を保全していくことを基本的

な方針としています。また、車以外での来

場の促進や運用などの検討をしていきま

す。 
② 

３２ 
広い工事範囲であれば、埋蔵文

化財の調査を行ってほしい。 

随時文化財担当との調整を進めており、整

備にあわせて調査を実施する予定です。 
③ 
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No. 意見の概要 市の考え方･対応 
意見 

分類 

３３ 

交通手段について、公共交通を

中心にして、大きな行事や大会

では、特別バスを駅、会場間を

ピストン輸送する。また、自家

用自動車を極力減らし、駐車場

面積を減らす。 

バスの運行については関係機関と協議す

るとともに、車以外での来場の促進や運用

などを検討し、駐車場の適切な規模を考慮

します。 
② 

３４ 

駐車場は申込み予約制にし、予

約内容を確認のうえ駐車できる

ようにする。これにより円滑な

利用や、年齢や障がい者、遠方

からの来場など条件による駐車

場の優先割り当てができる。 

駐車場の予約制については、管理体制と合

わせて検討していきます。 

② 

３５ 

駐車場面積を減らし、緑地や樹

木の植栽面積を増やす。また、

舗装した部分は簡易型の雨水貯

留施設を設置し、浸透させる。 

駐車場の適切な規模を検討するとともに、

雨水排水や流出抑制の観点から整備を行

います。また、緑地や樹木の植栽に努めま

す。 

③ 

３６ 

屋外型フィットネスマシンをブ

リュッセルの公園でみたことが

あるが、幼児の囲いの横に配置

されており、親が同時に運動で

きるので、採用を検討されたい。 

親子で楽しめる設備や遊具などを検討し

ていきます。 

② 

３７ 

園内に、この地の文化や歴史に

関する案内看板を設置してほし

い。設置場所は、来場者の目に

とまりやすい松戸街道からの入

口付近とし、下総国府があった

ことや、明治時代から終戦前ま

での陸軍駐屯、西錬兵場であっ

たことを記すなど、文案は博物

館の学芸員さんと相談して取り

組んでほしい。 

整備の基本方針として、歴史を次世代に継

承することとしており、埋蔵文化財につい

ては、文化財担当との調整を進めていま

す。案内看板については設置を検討してい

ます。 
③ 

３８ 

園内の樹木について、地球環境

問題やヒートアイランド現象へ

の対応から、できる限り増やし

てほしい。また、大ケヤキの保

存は良いことだと思うので、ケ

ヤキを中心に、この地に昔から

ある樹木を植樹し、景観づくり

を行ってほしい。 

基本方針として、歴史や緑の景観を次世代

に継承することとしていますので、適切な

樹種を選定するとともに、植栽に努めま

す。 

 
③ 

３９ 

園内は、ヒートアイランド現象

の防止や雨水の浸透の意味から

もできるかぎり舗装しないでほ

しい。駐車場も雨水の浸透する

舗装がよく、野球場の人工芝も

舗装になるので、内野部分だけ

など舗装箇所を検討してほし

い。 

公園機能における良好な都市空間や防災

機能の充実を検討し、できるだけ緑地空間

を増やします。また、雨水対策についても

設計業務において検討していきます。野球

場では、全体的に人工芝とする予定です

が、浸透を考慮した整備を検討していきま

す。 

② 
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No. 意見の概要 市の考え方･対応 
意見 

分類 

４０ 

野球場付近には、下総国府の国

庁跡がある可能性があるため、

この時期に本格的な調査を実施

してほしい。 

随時文化財担当との調整を進めており、整

備にあわせて調査を実施する予定として

います。 
③ 

４１ 

駐車場はあまり広げず、環境問

題への対応からも、公共交通や

自転車を利用することや、駅か

らの徒歩などを促進してほし

い。 

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 

４２ 

公園南東部のテニスコート脇の

三角の公園の整備を検討してく

ださい。セットバックするよう

であれば、全体を少しずらすこ

とはできるのか。 

利用しやすい環境やセットバック等によ

る全体配置なども合わせて検討していき

ます。 ② 

４３ 

公園南側の桜並木について、体

育館裏とフェンスの空きスペー

スを活用し、車椅子やベビーカ

ーが安心して通れる歩道を整備

してほしい。また、桜と桜の間

を活用し、車のすれ違いスペー

スを整備してほしい。桜の根の

逃げ道を作る工事など、桜と人

によい工事としてほしい。 

桜の保全と合わせて、車道の舗装や歩道な

どの環境整備に取り組みます。保全の方法

や整備内容は、設計業務において検討する

こととしています。 

③ 

４４ 

桜並木の街灯について、木の陰

になりやすく薄い暗いので、腰

高位置の照明の設置を希望しま

す。 

桜の保全と合わせて、車道の舗装や歩道な

どの環境整備に取り組みます。また、腰高

位置の街灯設置も含め、利用環境の向上と

して設置を検討していきます。 

② 

４５ 

公園南東部のテニスコートと多

目的スペースについて、園内の

通路は、桜並木側に確保し、フ

ェンス位置の変更や桜並木の歩

道等の整備を検討したほうが良

いと感じます。 

桜並木の整備と合わせて配置を検討して

いきます。 

② 

４６ 

多目的スペースについて、時間

帯によって予約、予約なしのフ

リースペースとしての活用や、

フットサルやバスケット 3on3、

テニスができる場所、桜の季節

には花見ができるスペースとし

てはいかがでしょうか。 

テニスやフットサル等の活用ができるコ

ートを検討していきます。 

 

② 

４７ 

ミニプールについて、小学校 3

年生までの年齢制限があります

が、その他に親子や兄弟で遊べ

るプールや水遊びスペースがあ

ればよいと思う。 

ミニプールやその他水遊びができる空間

などは、関連部署と調整を図りながら、設

計業務において検討していきます。 

 

② 
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No. 意見の概要 市の考え方･対応 
意見 

分類 

４８ 

公園内では、傾斜を有効に活用

し、芝滑りができる場所がある

とよいと思う。 

児童公園・広場ゾーンでは、新たに整備を

予定しているオープンスペースと既存の

児童公園との高低差があるため、芝滑りの

できる場所として検討したいと考えてい

ます。 

② 

 

 


