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１．目 的 
本意見交換会は、今之浦市有地及び今之浦公園（以下「今之浦市有地等」という）を

“人が育ち、新たな交流が生まれ、「まち」の活性化につながる拠点”として利活用する

ため、様々な世代、様々な立場の方々からご意見・ご提案をいただき、先日実施した「パ

ブリックコメント」と併せて、これから策定する基本設計・実施設計の参考資料として

活用することを目的としています。 

２．内 容 
本意見交換会の実施に当たり、テーマを以下のとおり設定し、今之浦市有地等に必要

な機能などについて、４つのグループに分かれて意見交換・発表を行う方法で進めまし

た。 

～テーマ～ 

多世代の交流・憩いの場となり、 

まちのにぎわい・活性化へとつながる“公園・広場”にするために 

～どんなこと、もの、ひとが必要かな？～

会議の冒頭では、「磐田市民文化会館跡地及び今之浦市有地等利活用基本方針【今之浦

市有地・今之浦公園 編】」に基づき、今之浦市有地等の利活用を検討することとなった

背景や目的、施設の概要について説明するとともに、基本方針に掲載した基本目標、基

本方針や導入機能・イメージについて説明しました。 

また、市の基本方針（案）に対するパブリックコメントで多くの市民の皆さんから、

いただいた意見についても説明し、グループでの意見交換の参考としました。 

第１回目の会議では、今之浦市有地等の現地見学、説明を行った後、グループごとに

分かれ、テーマに沿って各自の意見を１枚の付箋に１項目ずつ書き出していきました。

各自の意見は、グループ内で発表し、グループごとに模造紙に意見を貼り出し、類似し

た意見や同様の意見をグループ化し、タイトルや見出しを付けました。 

第２回目の会議では、第１回目の会議から引き続き、意見をグループ化し、タイトル

や見出し付けを行い、グループごとに発表を行いました。他のグループの意見を踏まえ、

グループ内で再度、意見交換を行い、後半は、グループでの意見を今之浦市有地等の図

面に配置していく配置案の作成にとりかかりました。 

第３回目の会議では、第２回目の会議から引き続き、グループの意見を今之浦市有地

等の図面に配置していき、配置案を作成しました。最後にグループごとに全員の前で発

表を行い、情報の共有を図るとともに、成果の報告を行いました。 
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３．日程等 
全３回の意見交換会の開催日時と会議の内容は、以下のとおりとなります。 

回 開催日時 概  要 

第 1回 平成31年1月20日（日）

13：30～16：00 

1.現地見学 

 ・今之浦市有地・今之浦公園の見学、説明 

2.意見交換 

 ・各自の意見を付箋に記入し、グループ内で

発表 

 ・グループごとに模造紙に意見を貼り出し、

類似した意見や同様の意見をグループ化

し、タイトル・見出しを付けた 

第２回 平成31年2月24日（日）

13：30～15：45 

1.前回の振り返り 

 ・模造紙の完成、発表の準備 

2.全体発表 

 ・模造紙をもとに各チームの意見を発表 

3.配置案の検討 

 ・図面に広場の配置を描く 

第３回 平成31年3月17日（日）

13：30～15：15 

1.配置案の検討（前回の続き） 

 ・配置案の完成、発表の準備 

2.全体発表 

 ・グループごと、配置案を発表 

-2-



４．参加者 
高校生や大学生のほか、子育て世代の保護者や地元住民、老人クラブの代表者など、

幅広い世代の方々に、ご参加いただきました。 

番号 氏  名 所  属 グループ 

１ 木邨 梨栄 青城こども園ＰＴＡ

A 

２ 江塚 由美恵 磐田北幼稚園ＰＴＡ

３ 鈴木 鮎美 豊岡こども園ＰＴＡ

４ 山本 仁 竜洋北保育園保護者会

５ 水野 勲 磐田市自治会連合会 磐田支部

６ 樋口 榮造 磐田市自治会連合会 今之浦地区

７ 山口 由香 福田小学校ＰＴＡ

B 
８ 堀川 晋 磐田第一中学校ＰＴＡ

９ 上村 真哉 大学生（静岡大学）

１０ 中村 遥 大学生（静岡大学）

１１ 鈴木 隆之 磐田商工会議所

１２ 山下 六機 磐田市老人クラブ連合会

C 
１３ 金原 和義 磐田市老人クラブ連合会

１４ 鈴木 昇太 若者いわたネットワーク

１５ 上田 侑子 若者いわたネットワーク

１６ 渡辺 隆 一級建築士

１７ 矢嶋 香織 いわたゆるママサークル

D 

１８ 村田 久子 磐田未来クラブ

１９ 山内 悠 高校生（磐田農業高等学校）

２０ 山本 楓恋 高校生（磐田農業高等学校）

２１ 野﨑 さゆり 高校生（磐田北高等学校）

２２ 鈴木 歩美 高校生（磐田北高等学校）

２３ 伊藤 百香 高校生（磐田北高等学校）

  ※「若者いわたネットワーク」・・・18歳から 35歳までの若者で組織されている団体。主催する
「いわたゆきまつり」には毎年多くの人が訪れている。

  ※「いわたゆるママサークル」・・・市内を拠点に活動する子育て団体。ＳＮＳやブログを通じた

子育て情報の発信のほか、母親がリフレッシュできる講座など

を開催している。

  ※「磐田未来クラブ」 ・・・ヤングアメリカンズ磐田公演を開催するために設立された団

体。3日間のワークショップを通して、子どもたちとヤングア
メリカンズが歌とダンスのショーを行う。
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５．意見交換会の様子 
各回とも、参加者には自由で活発な意見交換をしていただきました。各回の参加者と

実施状況は以下のとおりです。 

第１回目（平成 31年 1月 20日）
（１）参加者

出席者 １９人

傍聴者 ９人

（２）内容

  ①現地見学

   今之浦市有地と今之浦公園の現地見学を行い、市担当者から現地の状況や課題

などの説明を受けました。

②意見交換

   出席者は４つのグループに分かれて意見交換を行いました。現地見学の中で気

付いた改善すべき点や必要な機能など、思い付く限りの意見を付箋に書き出し、

種類ごとに模造紙にまとめました。

-4-



第２回目（平成 31年 2月 24日）
（１）参加者

出席者 １８人

傍聴者 ６人

（２）内容

  ①前回の振り返り

   前回の意見交換会から１か月の間に各自で調べたことや新たに考えたアイデア

を持ち寄り、模造紙を完成させました。

②発表

   完成した模造紙について１グループ５分程度の発表を全員の前で行いました。

③配置案の検討

グループごとに参加者が考えた必要な機能など、様々な意見やアイデアを今之

浦市有地等にどのように配置すべきか配置案を検討しました。
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第３回目（平成 31年 3月 17日）
（１）参加者

出席者 １５人

傍聴者 ４人

（２）内容

  ①配置案の検討

   前回に引き続き、グループごとに配置案の作成をしました。

②発表

   各グループが作成した配置案について、発表をしました。
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６．グループごとの意見・配置案 
各グループが模造紙に取りまとめた意見と図面上に描いた配置案は以下のとおりです。 

【Ａグループ】 
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Ａグループの意見

見出し・タイトル 分類 意見

行きたくなる

トイレ

トイレ ○明るく利用しやすい清潔なトイレにしてほしい

 ・洋式トイレ

 ・大人でも子供でも利用しやすいトイレ

 ・全体的に暗いので明るく

○かわいいトイレ（しっぺいのデザイン）にしてほしい

○車いすやベビーカーが入れるトイレにしてほしい

○トイレは２か所必要

関連設備 ○案内板が必要

○防犯カメラを設置するべき

駐車場 駐車場 ○大型バスが利用できるようにしてほしい

○駐車台数を増やしてほしい

 ・駐車台数を増やせば利用者も増える

○駐車場が複数箇所ほしい

周辺環境 ○南側の遊び場の土地をかさ上げしてほしい

○周辺道路を広くしてほしい

○横断歩道がほしい

○磐田駅からの案内板がほしい

みんなの遊具 遊具 ○古い遊具を新しくしてほしい

○小さな子どもが安心して遊べる遊具がほしい

○健康遊具がほしい

○複数個所に遊具がほしい

○雨でも遊べる室内遊具・施設がほしい

 ・アスレチック、ボルダリング、マット、トランポリン

○小さい子だけでなく、大きな子も遊べるものがほしい

 ・バスケットゴール

○遊具の色を明るくして欲しい

 ・公園が全体的に暗い

遊び場 ○芝生広場、素足で遊べる場所がほしい

○水遊びができる場所がほしい

○噴水がほしい

 ・小さい子の安全のため、噴水の近くには柵がほしい

遊歩道 ○ウォーキング・ランニングできる歩道

 ・高齢者や子どもが歩きやすい道

休憩 ○真夏に日陰となる場所が欲しい

○ベンチがほしい

○夏場や雨天でも利用できる屋根のある場所がほしい
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見出し・タイトル 分類 意見

みんなの遊具 その他 ○読書ができ、マッサージ機やヘルストロンが自由に使える場所が

ほしい

○園内は高低差がないように、フラットにしてほしい

○文学碑を残してほしい

花のある場所 花・木 ○花を増やしてほしい

 ・花壇、木

 ・木蓮、季節の花

 ・花壇を農高で整備する

○木をもう少し切ってほしい

表示 ○木や花の名前のパネルがほしい

○モニュメントなどの説明の看板がほしい

安全安心 安全安心 ○外灯の数を増やしてほしい

○災害時のヘリポートを整備してほしい

○備品収納場所を確保してほしい

こんなイベント

に活用したい

イベント ○おじいちゃん、おばあちゃん先生の季節のイベント

 ・餅つき、チャンバラ、焼き芋、魚釣り

○２週間単位くらいのイベント

 ・料理教室、折り紙教室、ミシン教室

○公園の木や木の実、葉を使った工作

○野鳥教室

○星空教室

○工作教室

 ・有料の講座

○学生による家庭学習やお助けお悩み相談

○祖父母や子ども達が一緒に遊べるイベント

その他 ○ワークピアのような個人事業主が気軽に活動できる場所がほしい

○しっぺいグッズを販売する

○ミニ動物の飼育

○自転車広場を新しくしてほしい
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Ａグループの配置案 

「今之浦公園」 

 ・公園の北側を切土し、公園内部を見通せるようにする。

 ・遊具は、幼児用と児童用の２種類設置する。

 ・噴水を改修し、水遊びができるようにする。

 ・花壇を整備する。

遊具 

（幼児） 

遊具 

（児童） 

 四阿
あずまや

トイレ 

噴水 

（改修） 

芝生広場 

芝生広場 

駐車場 

切土 
切土 

花壇 

ベンチ 

手洗い場 

吊り橋 

ウォーキングコース→ 

花 
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「今之浦市有地」 

 ・全体的に芝生広場とする。

 ・南側をアスファルト舗装し、ローラースポーツに利用できるようにする。

（公園と市有地両方に整備） 

 ・四阿を設置する。        ・駐車場を整備する。

 ・今ノ浦川沿いに桜を植える。   ・今ノ浦川に吊り橋を架ける。  

・ウォーキングコースを整備する。

トイレ 

駐車場 

(大型車) 

駐車場 

芝生広場 
 四阿
あずまや

 四阿
あずまや

トイレ 

アスファルト 

（ブレイブボード） 

（スクーター） 

臨時駐車場 

桜 

-11-



【Ｂグループ】 
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Ｂグループの意見

見出し・タイトル 分類 意見

公園・広場・緑地 広場 ○芝生広場

 ・ゴルフ場のように青々と整備された芝生

○起伏に富んだ広場

○グラウンドゴルフ場

水遊び ○湧水を利用し、井戸ポンプで子どもが流れをつくって遊べる場所

 ・田町公園墓地のようなもの

○川に入れるスロープ、川に段差をつくり、水流音が聞こえるようにする

○川に飛び石をつくる

トイレ ○清潔で明るいトイレ

 ・男女共用は良くない

 ・洋式トイレ、除菌スプレー付きで便座が拭ける

 ・子どもがひとりでも入れる明るさと清潔さ

 ・赤ちゃんのオムツ交換ができる施設

○大きすぎるしっぺいのトイレ（基本方針のもの）は景観的に良くない

その他 ○公園の中央にシンボルツリーがほしい

○現在の大木は残すべき

 ・生育するのに 30年かかる
○屋根付きのベンチがほしい

 ・木製のベンチはやめる

○自動販売機がほしい

○公園は見通しが悪いので、地盤をあげるべき

○駐車場を停めやすくする

 ・駐車スペースを広くとる

 ・前向きでの入出庫を可能にする

○藤棚を綺麗に見えるように植え替える

体力づくり ○ウォーキング、ジョギングコース

 ・距離表示をする

○コース周辺に電灯を多く設置する

○スケートボードができる場所

にぎわい交流 花・木 ○桜のシンボルツリーを植える

○モミの木を植え、クリスマスツリーをつくる

 ・イルミネーションをする

○どんぐり等、実のなる木を植える、どんぐり広場

○噴水の近くに笹の木を植え、笹舟遊びや水遊びができるようにする

その他 ○小高い山をつくる

○オブジェクト（しっぺいなど）

○災害時に無料で使用できる自動販売機
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Ｂグループの配置案 

「今之浦公園」 

 ・南側に大型アスレチック遊具を設置する。

 ・水路を拡張し、水遊びができるようにする。

 ・花壇を整備する。

トイレ 駐車場 

噴水 

芝生広場 

大型遊具 

（アスレチック） 

花 

橋 

木
木 木 

木 

桜 

ウォーキングコース→ 

水路 

(水遊び) 
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「今之浦市有地」 

・北側を芝生広場にする。  ・岩場をつくり、ソリ遊びができるようにする。

 ・中央にクスノキやドングリの木など、シンボルツリーを植える。

 ・南側をアスファルト舗装し、バスケットボールやローラースポーツ、テニスの壁打ち

等、スポーツができるようにする。

（公園と市有地両方に整備） 

 ・駐車場を整備する。    ・今ノ浦川沿いに桜を植える。

 ・今ノ浦川に橋を架ける。  ・ウォーキングコースを整備する。

岩場 

斜面 

(ソリ遊び) 

芝生広場 

トイレ 

木 

シンボル 

ツリー 

駐車場 

調整池 

木 

スケート 

ボード 

バスケ 

３×３ 

壁打ち 

(テニス等) 

木 

桜 

-15-



【Ｃグループ】 

-16-



Ｃグループの意見

見出し・タイトル 分類 意見

イメージ全体像 一体感

つながり

○市有地と公園、周辺施設との「つながり」「動線」を確保したい

 ・アピタ、駅、文化会館跡地、バーンビレッジ、北川瀬公園

○市有地と公園が行き来しやすいと良い

 ・今ノ浦川へ遊歩橋を架ける

景観 ○敷地の外側から公園の賑わいを感じられると良い

○桜の木を植える場所を増やす

○昔の今之浦の様子が伺える広々とした景観、水、水路、沼

○公園樹木を整理する

○西側は（店舗等があり）景観が良くないため、木々を残した方が良い

その他 ○全体的に芝生広場にする、その中に遊歩道を設ける

○樹木は日よけ場となるように植栽する

○周辺道路を整備する、北側道路は狭い

○公園に自由に出入りできるように柵は設けない

遊具 ○多目的な幼児用の遊具

 ・滑り台の材質変更

○幼児が遊べる親水アトラクション

○サッカーゴール     ○砂場の砂入れ替え

トイレ ○男女で分かれたトイレ  ○子ども用トイレ

○温水トイレ       ○トイレの増設

広場 ○芝生広場

 ・グラウンドゴルフなど、多目的に利用

○ランニングスペース   ○足つぼコース

橋 ○市有地と公園の間に橋を架ける

 ・安全な歩道にする

イベント ○「ミュージックフェス」のような大きなイベント

○マルシェ市場

○キャンプ、バーベキュー

設備 ○川の周りなどの針葉樹を間引く

○子どもの成長につながる植物の植栽

 ・ドングリ、笹、アジサイ

○駐車場の確保と位置や方向の変更

○小高い山   ○水のはけ口   ○水飲み場

○外灯の増設  ○中身の見えるごみ箱

○テーブルの設置

 ・個別の小さいテーブルとグループで使用できる大きなテーブル

維持管理 ○メンテナンスレベルの向上（管理人材）
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Ｃグループの配置案 

「今之浦公園」 

 ・北側に遊具を設置する。

 ・南側には、テーブルやベンチを設置する。

 ・噴水から流れる水路の位置を変え、水遊びができるようにする。

 ・駐車場は、公園利用者以外の人が使用しないように、公園の内側に整備する。

駐車場 

トイレ 

遊具 

噴水 

テーブル 

ベンチ 

テーブル 

ベンチ 

芝生 

桜 

ベンチ

橋 
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「今之浦市有地」 

・全体的に芝生広場とする。 ・北側に健康遊具を設置する。

 ・北側を盛土する。     ・東側に花壇を整備する。

・南側に土の広場をつくり、臨時駐車場としても活用できるようにする。

（公園と市有地両方に整備） 

 ・駐車場を整備する。    ・今ノ浦川沿いに桜を植える。

 ・今ノ浦川に橋を架ける。

トイレ 

駐車場 

駐車場 

土の広場 

(臨時駐車場) 

芝生広場 

健康遊具 

健康遊具 
花壇 

桜 

盛土 
ベンチ 
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【Ｄグループ】
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Ｄグループの意見

見出し・タイトル 分類 意見

遊具 ○アスレチック遊具

 ・子どもたちが遊びながら体を鍛えられるもの

○遊具を増やす

 ・大きな遊具が欲しい

 ・ブランコ、滑り台、ターザンロープ

 ・色のついたカラフルな遊具

 ・木製遊具は危険なので、変更する

屋外体験 ○キャンプ場

○火を使える施設の整備

○土日に屋外でハンモックカフェ

○ツリーハウス

○プレーパーク

 ・泥遊び、自由遊びができる場所

夜間活動 ○イルミネーション

○プラネタリウム

○婚活イベント

環境改善 樹木 ○木を減らす

○木の名前が書いてある看板を修繕する

トイレ ○トイレを改善する

 ・汚い、暗い、怖い

 ・広くしてきれいにする

○トイレにコンセントを設置する

その他 ○外灯を増やす

○かわいい時計台の設置

○防犯カメラの設置

○ごみ箱の設置
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見出し・タイトル 分類 意見

水遊び ○川を清掃する

○噴水が汚い

○親水公園（川もふくめて）

○水遊びができる噴水

○鯉のエサやりをできるようにする

 ・エサの自販機設置

○釣り堀

○ザリガニ釣り

○水生植物

○夏にミストを出す

緑地 ○芝生広場

 ・鮮やかな色の芝生

・芝生を新しくする

○花を増やす

○桜歩道

○ドッグラン

○動物

イベント ○スポーツ大会

 ・ドッジボール、スケート、スキー

 ・基礎体力づくりの大会

○フリーマーケット

○屋外コンサート

○グルメフェス

○ハンドメイドのイベント

スポーツ ○ＲＯＵＮＤ１（スポッチャ）スポーツができる場所

○無料でスポーツの道具を貸し出す

 ・サッカー、バドミントン

○スポーツの設備を充実する

 ・サッカーゴール、バスケットゴール、ボルダリング

スケートボード

○ウォーキングコース、サイクリングコース
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見出し・タイトル 分類 意見

アクセス ○バス停をつくる

○市有地へ入るための道路が狭い（川があって入りにくい）

○公園に入る道を増やす

○市有地と公園に橋を架ける

○電動アシスト付き自転車で回遊できるよう、充電スポットを設置

する

○公園に土を盛り、外から見やすくする。

防災 ○マンホールトイレ

○防災キャンプ場

建物 ○児童館（小学生・中学生が集える場所）、外で自由に遊べる公園

○屋内休憩所

通信 ○Wi－Fiの整備
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Ｄグループの配置案 

「今之浦公園」 

 ・カフェや児童館などの施設を整備する。  ・アスレチック遊具を設置する。

 ・階段状の噴水を整備し、イルミネーションができるようにする。

 ・水路では、生き物を飼育し、水遊びができるようにする。

・南側にプレーパーク（泥遊び等で自由に遊ぶことができる場）を整備する。

児童館 

カフェ 

シアタードーム 

Wi-fi 

駐車場 

トイレ 

階段状の噴水 

イルミネーション 

盛土 

アスレチック 

プレイパーク 

・泥遊び等 

橋 

時計台 

虫取り 

水生生物 

ウォーキングコース→ 

桜 
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「今之浦市有地」 

・全体的に芝生広場とする。 ・中央にしっぺいの遊具を設置する。

 ・南側には、キャンプができるように炊事場や電源を整備する。

 ・東側はアスファルト舗装し、バスケットボール等ができるようにする。

（公園と市有地両方に整備） 

 ・駐車場を整備する。 ・今ノ浦川沿いに桜を植える。

 ・今ノ浦川に橋を架ける。 ・ウォーキングコースを整備する。 ・時計台を設置する。

駐車場 

しっぺいの 

遊具 

芝生広場 

イベント広場

炊事場 

(キャンプ) 

電源 

柔らかい 

アスファルト 

バスケット等 

トイレ 

時計台 

桜 
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７．意見交換会の結果 
参加者からいただいた意見の内、特に多かった意見をまとめると以下のとおりとなり

ます。 

順位 分類 主な意見の内容 件数 

１ イベント ・イルミネーション 

・体力づくりイベント 

・キャンプ、バーベキュー 

・音楽イベント 

・食べ物のイベント 

３３

２ 遊具 ・アスレチック 

・小さい子どもでも遊べる遊具 

・健康遊具 

・遊具を増やす 

・遊具を明るい色にする 

２６

３ 花や木 ・花を増やす（桜、藤、モクレン） 

・シンボルツリー 

・実のなる木（ドングリなど） 

・木や花の名札 

２３

４ トイレ ・明るく清潔に 

・子どもが一人で入れる 

・おむつ交換ができる 

・トイレを増やす 

２２

５ 水遊び ・子どもが水に入って遊べる場 

（ミスト、噴水、井戸ポンプなど） 

・川に入って遊べる場 

・水生生物、植物の飼育（小魚、鯉、ザリガニ、釣り堀）

１８

 その他 ・スポーツ設備（球技のゴール、グラウンドゴルフ場）

・樹木管理（木を切る、減らす、残す） 

・芝生広場（管理された緑色の芝生） 

・ウォーキング、ランニングコース 

・外灯の数を増やす 

・ベンチやテーブルを設置する 

・駐車場を停めやすく（数を増やす、方向を変える） 

・起伏に富んだ地形（小山を整備する） 

・市有地と公園の間に橋を整備 

・公園の見通しを良くする 

１２４

合計 ２４６
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８．今後の進め方 
本意見交換会の中で参加者からいただいた「ご意見・ご提案」は、先日実施した「パ

ブリックコメント」の結果と併せて、今後、基本設計・実施設計をとりまとめるうえで

の参考とし、さらにより良い施設となるよう検討していきます。 

【主なスケジュール】 

  平成３１年度    基本設計、実施設計 

  平成３２年度以降  工事着手 

-27-


