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伊勢原市総合運動公園再生修復整備方針（案）のパブリックコメントの結果について

伊勢原市パブリックコメント実施要綱に基づき、伊勢原市総合運動公園再生修復整備方針

（案）について、パブリックコメントを実施しました。

１ パブリックコメントの実施結果

（１）意見募集期間 平成 年 月 日（金）から 月 日（月）まで30 6 1 7 2
（２）周知方法 広報いせはら 月 日号、市ホームページ6 1
（３）閲覧場所 市役所 階ロビー、担当課、各公民館、市ホームページ1
（４）提出意見 ２３件（９人）

（５）意見の要旨及び市の考え方

対応区分 Ａ：方針案に反映されているもの

Ｂ：意見を踏まえ、方針案の修正を検討するもの

Ｃ：意見として承ったもの

№ 意見の要旨 区分 考え方

【エリアごとの整備に関する意見】

・展望広場からの眺望は、県内でも有数で Ａ ・年間を通じて楽しめる花木の育成、修景1
あると思っています。 につきまして、専門家や施設管理者の意見

展望台に到着するまでの散策通路周辺 も聞きながら対応してまいりたいと考えて

に、魅力となり年間を通じて楽しめる花 います。

ゾーン（コスモスなど）を設ければ、多く ・また、桜の開花時期に「桜フェスタ」を

の方に利用して頂けると思います。 開催するなど、イベントの企画運営による

・また、桜等、花の見頃時期には、祭り等 利用促進にも努めているところです。

も合わせて検討すると良いと思います。

・展望広場の眺望を良くするため、公園や Ｃ ・眺望の資源を生かすため、樹木の剪定や2
隣接学園の木を伐採して欲しい。 伐採などの維持管理に努めてまいります。

・また、整備に際して、隣接学園とも話を

してまいります。

・高齢者は、展望広場に行きたくてもいけ Ａ ・展望広場へ通じる階段及び手すりの再整3
、 、ない状況であるため、楽に行けるような工 備を行うとともに ゆっくりと登れるよう

夫をして欲しい。 その途中に遊具とつながるテラスの整備を

考えています。

、4 ・公園内の様々な場所に、伊勢原のコマを Ｃ ・体育館前の中央広場や子どもの広場には

イメージしたベンチやテーブルを配置して 休息や憩いの空間を創出していきます。

も良いと考えます。 ・ベンチやテーブルなどを新たに造形する

ことは、コスト面などの課題もあり、既存

の製品の範囲の中で、色や形などの工夫を

加えることを考えてまいります。
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№ 意見の要旨 区分 考え方

・自由広場をグラウンド・ゴルフの練習や Ｃ ・自由広場は、スポーツやイベント、臨時5
大会で使用しています。 駐車場など、多目的に利用しています。

自由広場は、スポーツのプレーランドな ・この機能を継続するとともに、自由広場

、ので、駐車場の利用はしないでください。 のグラウンド面が荒れている現状を踏まえ

車の轍ができ、グラウンドが平らでなく苦 修復整備を考えてまいります。

労しています。

・また、消防出初式の放水訓練は、西側の

桜並木の方に着水するようお願いします。

・グラウンド・ゴルフの大会で、平行で４ Ｃ ・自由広場の外周部は、本公園の駐車場対6
。コース取るのに苦労しています。自由広場 策として常設駐車場の整備を考えています

を東西に１０ｍ拡張をして、南側の角を無 ・整備に際し、南側部分が有効に利用でき

くし長方形にしてください。 るよう検討してまいります。

・健康増進のため、週 回自由広場でグ Ｃ ・衛生面や維持管理の観点から、簡易トイ7 1
ラウンド・ゴルフを行っているが、高齢者 レの設置は好ましくないと考えています。

にとっては野球場のトイレまで遠いため、 ・総合運動公園の汚水排水は、体育館横の

自由広場の一角に簡易トイレを設置してい 駐車場地下の浄化槽で処理しています。

ただきたい。 整備するトイレは、この浄化槽に接続し

ますので、高低差の関係から自由広場面に

トイレを設置することは難しいものと考え

ています。

・昔は、芝生の広場には何もなく、とても Ｃ ・子どもの広場では、現状と同規模の芝生8
気持ちよくて 私のお気に入り場所でした 広場を残しながら、大型遊具の配置、小さ、 。

それが最近、大きな遊具や子ども向けの遊 なお子さんが安心して遊べる空間を区分し

具が設置され、とてもがっかりしました。 て整備することを考えています。

あればいいというものではなく、何も無い ・子供から大人まで多くの市民が集い、楽

ということが とても癒やされていました しめる魅力的な公園づくりを進めてまいり、 。

たいと考えています。

【遊具や施設整備に関する意見】

・芝生広場にふわふわドームなどのトラン Ａ ・キッズ広場には、既存の大型複合遊具の9
ポリンの整備を考えて欲しい。 拡大とともに、大型単体遊具の整備を考え

ています。

・展望広場から子ども広場に降りる滑り台 Ａ ・斜面地を利用した大型単体遊具の整備を10
の整備を考えて欲しい。 考えています。
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№ 意見の要旨 区分 考え方

・東京オリンピックの種目に選定されるな Ｃ ・方針案では、スポーツやレクリエーショ11
ど今後の注目度もある、スケートボードや ンの拠点施設として、現在の機能を保持し

、 、 、ＢＭＸ場を設置してほしい。 つつ 市民の健康づくりや遊び 景観など

多世代が楽しめる施設への再生修復整備を

・遊具だけの公園だと成長した子供は来な 進めてまいりたいと考えています。

くなってしまいますが、幅広い年齢に対応 ・また、限られた敷地の中で、全てに対応

していれば、常に人の出入りがあり寂しい することは困難なため、市民ニーズ等を踏

公園にはなりません。 まえ、他の公園施設や民間施設などとの機

能分担をしながら、活用を図っていくこと

が必要であると考えています。

・展望広場から芝生広場にジップラインを Ｃ 同上12
作ることを考えて欲しい。

・総合運動公園に小型犬用と中～大型犬用 Ｃ 同上13
のドッグランを作って欲しいです。

毎日ただ歩いているのと好きなように走

るのとでは全然違います。

・方針（案）の中で 「小さいお子様向け Ｃ 同上14 、

の遊具」が計画されていますが、近所の小

規模な公園にその設備を拡充することこそ

必要であり、設備費用も場所も必要となる

ため、総合運動公園には絶対作るべきでは

ありません。

・野球、サッカー、テニス等の球技の練習

や、ローラースケート、スケートボード、

一輪車等の練習スペースを設けるべきで

す。

これらは、通常の公園では禁止されてお

り、遠くから来る価値が有ります。また、

このようなスペースは、設備費用もかから

ず、イベント時には駐車場に転用すること

が可能です。

・パターゴルフ場（９ホール）を設置して Ｃ 同上15
欲しい。

・公園の一角に、農とふれあえる田んぼや Ｃ 同上16
畑を設置して欲しい。
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№ 意見の要旨 区分 考え方

・あつぎこどもの森公園のような、高さ Ａ ・大山を見渡せる斜面地を活用し、園路と17
１０ｍ程度の空中回廊の整備を考えて欲し 連携した展望テラスなどの整備による回廊

い。 を考えています。

・ラバー製のランニングコースを整備して Ａ ・既存の園路などを活用し、コースや距離18
欲しい。 などの表示の整備を考えています。

・事業の実施段階の設計において、走りや

すさや歩きやすさに配慮した舗装の検討を

してまいります。

・ ふわふわドーム」等は、厚木市にある Ｃ ・大型遊具の整備に際しては、市民ニーズ19 「

ぼうさいの丘公園と同じ内容であり、見張 及び維持管理面などを総合的に評価して検

り担当者等、維持管理費もかかる。 討してまいります。

・これからの少子化を考慮すると、高齢者 ・子どもの広場には、大人も一緒に楽しめ

も含め幅広い年齢層や体力づくりに利用で るよう、健康遊具や休憩施設を配置するこ

きるエリアが、今後望まれると考えます。 とを考えています。

【維持管理に関する意見】

・野球場と自由広場の間にある道路につい Ｃ ・総合運動公園は、指定管理者により管理20
て、水たまりができることがあります。側 運営が行われています。指定管理者と現地

溝の清掃を早めにしてください。 を確認しながら、維持管理の中で対応して

まいります。

・自由広場に昇降する３箇所の階段の踏面 Ｃ 同上21
の土砂が流れてなくなっています。転倒す

る人がいましたので、土砂を入れて平らに

してください。

・最近、市役所の入口前に障がい者用の乗 Ｃ ・公園の安全上、常時、公園内に車両が侵22
降スペースができ、建物の前まで行けるよ 入することは避けたいと考えています。

うになったのは良かったです。 ・現状のバリアフリー施設を御利用いただ

総合運動公園の体育館の入口前にも、車 くとともに、場合によっては、施設管理者

椅子の方が乗り降りできるスペースを設け と調整を図った上で、車両の進入などにつ

てもらったらとても嬉しいと思います。 いて、その都度、対応をさせていただきた

いと考えています。

・野球場の内野スタンドに屋根の設置を検 Ｃ ・現状の施設で対応してまいりたいと考え23
討してもらいたい。日差しが厳しくまた風 ています。

雨を避けるためにも必要です。 ・また、野球場の外野芝生については、適

・また、野球場の外野芝生の改善をし、平 切な維持管理に努めてまいりたいと考えて

塚球場等の様に美しく選手に優しいグラウ います。

ンドの維持をして欲しい。
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伊勢原市総合運動公園再生修復整備方針（案）のパブレックコメントの結果について

伊勢原市パブリックコメント実施要綱に基づき、伊勢原市総合運動公園再生修復整備方針

（案）について、パブレックコメントを実施しました。

１ パブリックコメントの実施結果

（１）意見募集期間 平成 年 月 日（金）から 月 日（月）まで30 6 1 7 2
（２）周知方法 広報いせはら 月 日号、市ホームページ6 1
（３）閲覧場所 市役所 階ロビー、担当課、各公民館、市ホームページ1
（４）提出意見 ２３件（９人）

（５）意見の要旨及び市の考え方

対応区分 Ａ：方針案に反映されているもの

Ｂ：意見を踏まえ、方針案の修正を検討するもの

Ｃ：意見として承ったもの

№ 意見の要旨 区分 考え方

・展望広場からの眺望は、県内でも有数で Ａ ・年間を通じて楽しめる花木の育成、修景1
あると思っています。 につきまして、専門家や施設管理者の意見

そこで、展望台に到着するまでの散策通 も聞きながら対応してまいりたいと考えて

路周辺に、魅力となる花ゾーン（コスモス います。

など）を設ければ、多くの方に利用して頂 ・また、桜の開花時期に「桜フェスタ」を

けるのではないか。 開催するなど、イベントの企画運営による

・また、桜等、花の見頃時期には、祭り等 利用促進にも努めているところです。

も合わせて検討すると良い。

・展望広場の眺望を良くするため、公園や Ｃ ・展望資源を生かすため、樹木の剪定や伐2
隣接 採などの維持管理に努めてまいります。

学園の木を伐採して欲しい。 ・また、整備に際して、隣接学園とも話を

してまいります。

・高齢者は、展望広場に行きたくてもいけ Ａ ・展望広場へ通じる階段及び手すりの再整3
、 、ない状況であるため、楽に行けるような工 備を行うとともに ゆっくりと登れるよう

夫をして欲しい。 その途中に遊具とつながるテラスの整備を

考えています。

、4 ・公園内の様々な場所に、伊勢原のコマを Ｃ ・体育館前の中央広場や子どもの広場には

イメージしたベンチやテーブルを配置して 休息や憩いの空間を創出していきます。

も良いと考える。 ・ベンチやテーブルなどを新たに造形する

ことは、コスト面などの課題もあり、既存

の製品の範囲の中で、色や形などの工夫を

加えることを考えてまいります。
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№ 意見の要旨 区分 考え方

・芝生広場にふわふわドームなどのトラン Ａ ・キッズ広場には、既存の大型複合遊具の5
ポリンの整備を考えて欲しい。 拡大とともに、大型単体遊具の整備を考え

ています。

・展望広場から子ども広場に降りる滑り台 Ａ ・斜面地を利用した大型遊具の整備を考え6
の整備を考えて欲しい。 ています。

・あつぎこどもの森公園のような、高さ１ Ａ ・大山を見渡せる斜面地を活用し、園路と7
０ｍ程度の空中回廊の整備を考えて欲し 連携した階段テラスや展望テラスの整備に

い。 よる回廊を考えています。

・ ふわふわドーム」等は、厚木市にある Ｃ ・大型遊具の選定に際しては、市民ニーズ8 「

ぼうさいの丘公園と同じ内容であり、見張 及び維持管理面等を総合的に評価して検討

り担当者等、維持管理費もかかる。 してまいります。

・これからの少子化を考慮すると、高齢者 ・子どもの広場には、大人も一緒に楽しめ

も含め幅広い年齢層や体力づくりに利用で るよう、ストレッチ遊具や休憩施設を配置

きるエリアが、今後望まれると考えます。 することを考えています。

・ラバー製のランニングコースを整備して Ａ ・既存の園路などを活用し、コースや距離9
欲しい。 などの表示の整備を考えています。

・事業の実施段階の設計において、走りや

すさや歩きやすさに配慮した舗装の検討を

してまいります。

・昔は、芝生の広場には何もなく、とても Ｃ ・子どもの広場では、現状と同規模の芝生10
気持ちよくて 私のお気に入り場所でした 広場を残しながら、大型遊具の配置、小さ、 。

それが最近、大きな遊具や子ども向けの遊 なお子さんが安心して遊べる空間を区分し

具が設置され、とてもがっかりしました。 ながら整備することを考えています。

あればいいというものではなく、何も無い ・子供から大人まで多くの市民が集い、楽

ということが とても癒やされていました しめる魅力的な公園づくりを進めてまいり、 。

たいと考えています。

・健康増進のため、週 回自由広場でグ Ｃ ・衛生面や維持管理の観点から、簡易トイ11 1
ラウンドゴルフを行っているが、高齢者に レの設置は好ましくないと考えています。

とっては野球場のトイレまで遠いため、自 ・総合運動公園の汚水排水は、体育館横の

由広場の一角に簡易トイレを設置していた 駐車場地下の浄化槽で処理しています。

だきたい。 整備するトイレは、この浄化槽に接続し

ますので、高低差の関係から自由広場面に

トイレを設置することは難しいものと考え

ています。
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№ 意見の要旨 区分 考え方

・東京オリンピックの種目に選定されるな Ｃ ・方針案では、スポーツやレクリエーショ12
ど今後の注目度もある、スケートボードや ンの拠点施設として、現在の機能を保持し

、 、 、ＢＭＸ場を設置してほしい。 つつ 市民の健康づくりや遊び 景観など

多世代が楽しめる施設への再生修復整備を

・遊具だけの公園だと成長した子供は来な 進めてまいりたいと考えています。

くなってしまいますが、幅広い年齢に対応 ・また、限られた敷地の中で、全てに対応

していれば、常に人の出入りがあり寂しい することは困難なため、市民ニーズ等を踏

公園にはなりません。 まえ、他の公園施設や民間施設などとの機

能分担をしながら、活用を図っていくこと

が必要であると考えています。

・展望広場から芝生広場にインクライン Ｃ 同上13
を作ることを考えて欲しい。

・総合運動公園に小型犬用と中～大型犬用 Ｃ 同上14
のドッグランを作って欲しいです。

・毎日ただ歩いているのと好きなように走

るのとでは全然違います。

・方針（案）の中で 「小さいお子様向け Ｃ 同上15 、

の遊具」が計画されていますが、近所の小

規模な公園にその設備を拡充することこそ

必要であり、設備費用も場所も必要となる

ため、総合運動公園には絶対作るべきでは

ありません。

・代わりに、野球、サッカー、テニス等の

球技の練習や、ローラースケート、スケー

ドボード、一輪車等の練習スペースを設け

るべきです。

・これらは、通常の公園では禁止されてお

り、遠くから来る価値が有ります。また、

このようなスペースは、設備費用もかから

ず、イベント時には駐車場に転用すること

が可能です。

・パターゴルフ場（９ホール）を設置して Ｃ 同上16
欲しい。

・公園の一角に、農とふれあえる田んぼや Ｃ 同上17
畑を設置して欲しい。



- 4 -

№ 意見の要旨 区分 考え方

・自由広場をグランドゴルフの練習や大会 Ｃ ・自由広場は、スポーツやイベント、臨時18
で使用しています。 駐車場など、多目的に利用しています。

自由広場は、スポーツのプレーランドな ・この機能を継続するとともに、自由広場

、ので、駐車場の利用はしないでください。 のグラウンド面が荒れている現状を踏まえ

車の轍ができ、グラウンドが平らでなく苦 修復整備を考えてまいります。

労しています。

・また、消防出初式の放水訓練は、西側の

桜並木の方に着水するようお願いします。

・グラウンドゴルフの大会で、平行で４コ Ｃ ・自由広場の外周部は、本公園の駐車場対19
。ース取るのに苦労しています。自由広場を 策として常設駐車場の整備を考えています

東西に１０ｍ拡張をして、南側の角を無く ・本整備に際し、南側部分が有効に利用で

し長方形にしてください。 きるよう検討してまいります。

・野球場と自由広場の間にある道路につい Ｃ ・総合運動公園は、指定管理者により管理20
て、水たまりができることがあります。側 運営が行われています。指定管理者と現地

溝の清掃を早めにしてください。 を確認しながら、維持管理の中で対応して

まいります。

・自由広場に昇降する３箇所の階段の踏面 Ｃ 同上21
の土砂が流れてなくなっています。転倒す

る人がいましたので、土砂を入れて平らに

してください。

・最近、市役所の入り口前に障がい者用の Ｃ ・公園の安全上、常時、公園内に車両が侵22
乗降スペースができ、建物の前まで行ける 入することは避けたいと考えています。

ようになったのは良かったです。 ・現状のバリアフリー施設を御利用いただ

総合運動公園の体育館の建物の前にもそ くとともに、場合によっては、施設管理者

ういった車椅子の方が乗り降りできるスペ と調整を図った上で、車両の進入などにつ

ースを設けてもらったらとても嬉しいと思 いて、その都度、対応をさせていただきた

います。 いと考えています。

・野球場の内野スタンドに屋根の設置を検 Ｃ ・現状の施設で対応してまいりたいと考え23
討してもらいたい。日差しが厳しくまた風 ています。

雨を避けるためにも必要です。 ・また、野球場の外野芝生については、適

・また、野球場の外野芝生の改善をし、平 切な維持管理に努めてまいりたいと考えて

塚球場等の様に美しく選手に優しいグラン います。

ドの維持をしてほしい。


