
みどりの委員会だより
-南流山中央公園 -

南流山中央公園の再整備に向けてニーズ調査を行いました。
みどりの委員会とは、学識経験者や市民等により構成されていて、
公園の在り方やみどりの保全方法等について検討する協議会です。

令和３年６月発行

南流山中央公園再整備業務について ニーズ調査の概要
南流山中央公園は、南流山の街の開発と共に昭和55年に整
備され、南流山における近隣公園として地域住民に親しまれ
ています。現在、開設から40年以上が経過し、公園の老朽化
が散見されることから、再整備することを計画しています。

周囲の環境を活かして公園全体の活性化や利
便性の向上などの賑わい創出を想定し、指定
緊急避難場所であることに配慮した整備を行
います。南流山中央公園  再整備計画案
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市の考える課題及び検討事項

１ ） 多様な使われ方を想定したデザイン

子育て世代等が居住地として選択する地域と
して賑わいが持続することを目指し、インク
ルーシブな遊具広場の充実を検討します。

公園内のエントランス空間をすべてバリアフ
リー化し、高齢者や障がい者、子ども等誰も
が使いやすい、入りやすい公園空間とします。

公園内にある園路は幅員が狭く、すれ違いが
できないため、すれ違い可能な広さに拡幅を
行います。その際に、現況の樹木に支障がな
いように配置計画を行います。

・敷地北側のエリアは藤棚やトイレの改修も見込
んだ場所として大きく手を加えず、自由な活用
が可能な場所として位置づけます。
・北側エリアは車が乗り入れ可能な場所としても
計画し、ケータリングカーや管理車両が侵入可
能な場所とします。

インクルーシブ遊具例

■ 現代のニーズにマッチしていない公園施設
■ 施設の老朽化
■ 新たな生活様式に対応し、賑わいを創出する場所づくり

〇 利活用を促し、新たな賑わいを創出する場所づくり
〇 安全安心にも配慮したユニバーサルデザインの実現
〇 誰もが使いやすいインクルーシブ※な公園デザイン

※インクルーシブパーク︓ 障がいや年齢に関係なく誰もが楽しめ
る公園のあり方のこと

２ ） エントランス空間や園路のバリアフリー化

３ ） 子育て環境を応援する
　　　　　　　インクルーシブな場所づくり

パース④ エントランス
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パース① 周回園路

パース② 多目的広場

パース⑤ ピクニック広場

樹木あふれる木漏れ日の散策
路として周回できる園路を計
画します。

園路と中央の広場の間にも小
広場を設け、樹木と植えるこ
とで木陰の広場をつくりま
す。ピクニックなどの屋外利
用が可能な居心地の良い場所
とします。

これまでの広場の利用方法を
可能としたうえで、野球場と
しての固定的な利用イメージ
を刷新し、様々な公園利用を
可能とする広場とします。

遊具等による遊びではなく、自然のものから自由な
発想で木登りや泥んこ遊び、工作など日常でなかな
か で き な
い、子ども
が遊びを自
ら作れる遊
び場のこと
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このエリアで行う再整備の内容
●エントランスのバリアフリー化
●周回園路の整備
●見通しの悪さ解消

Ｒ３.４月Ｒ３.３月 Ｒ３.９月 Ｒ４年度 Ｒ５年度

このエリアのどこに何を設置する
かの設計を行います。令和3年9月
頃にその内容が決定する予定です。

近隣の皆様へ
アンケート調査を
実施しました。

全ての再整備が終了し、
全面開放を行う予定で
す。

再整備工事を行います。
一度に整備するのではなく、範囲を区切って順次整備し、出来上
がったところから開放する予定です。

南流山中央公園の改修にあたり、街の活性化や公園の賑わい創出につなが
る公園整備を行うため、公園利用者、地域住民、地元事業者や関連事業者に
に意見を伺い、現状の公園の課題や問題点、公園の将来ニーズ等の把握を行
いました。

● 地域住民アンケート
公園周辺にお住まいの方を対象に、紙面及び
web形式のアンケート調査を行いました。  
【質問事項】
  ・利用目的
  ・課題、問題点
  ・改修の方向性や必要な機能
《期間》令和3年3月22日(月)～4月16日(金)
　　　　回答総数：205通

● オープンハウス
普段公園を使用する方々に対して、南流山中央公園の現状の課題・問題
点や、公園改修に向けたこれまでの検討状況、基本方針及び計画案につい
て説明し、計画案に対する意見を伺うことを目的にオープンハウスを実施
しました。
《実施日》令和3年4月17日(土) 10時00分～16時00分

ニーズ調査へのご協力ありがとうございました。いただいたご意見を踏まえて設計を進めてまいります。

参加者属性 人 数
大　人 32 名

子　供 11 名

計 43 名

今後の再整備スケジュール

●利用方法を限定しない多目的な広場の整備
●遊具広場の充実
●トイレの再整備

● 地元事業者ヒアリング
新たな賑わい創出に向けて、地元事業者へのヒアリングを行いました。
【質問事項】
・現状の課題・問題点について
・必要な機能、施設について
・今後の公園活用の可能性について
《実施日》令和3年4月23日(金)

● 学童ヒアリング
学童の子供達を対象に、南流山中央公園の好きな所・良くないと思う
所、周辺公園での遊び方についてヒアリングを行いました。
《実施日》令和3年6月4日(金) 
　　　　 対象：児童（小学1～3年生）

● 自治会ヒアリング
現在の公園周辺の活動把握として町会長や地域活動の関係者に普段利用
や納涼祭・地域のイベント利用についてのヒアリングを行いました。
《実施日》令和3年3月8日(月)

▲ オ―プンハウス参加者概要

▲ 学童ヒアリングの様子
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10 代（6％）
10 歳以下（1％）

Ｒ３.６月(現在)︓ニーズ調査を実施しました

▲ アンケート調査のお願い▲ アンケート回答者年齢構成

ニーズ調査の結果は裏面へ



その他散策できる

お祭りやイベントができる

スポーツや遊びができる

桜や季節の
花が楽しめる

広い
( 広い広場 )

緑が豊か

子供が集まる、岩があるのが良い、
ボールが使える、歴史を感じる、
駅から近い、避難所として期待　‥等

自治会ヒアリング自治会ヒアリング

地域住民アンケート

■自由意見（例）

■利用目的を教えてください。（複数回答可）

その他
通勤・通学

トイレ

休 憩

自然鑑賞

運 動
遊 び

散 策

■南流山中央公園で良いと思う
          ところがあれば教えてください。　

■利用する際に困っている点、
　   問題点がありましたら教えてください。
　　　　　　　　　　　　　　　　（複数回答可）

■南流山中央公園にどういった機能があったら使いたくなり
      　ますか︖具体的におしえてください。（3つまで）

その他イベントもできる
広場のある公園

スポーツや健康づくり
のできる公園

休憩やみんなが
憩える公園

災害時に
活用できる公園

子どもたちが
安全に遊べる公園

緑豊かで自然と
触れ合える公園

その他

木が多すぎる

広場の使い勝手が悪い

バリアフリーでない
園路が
歩きにくい

外から園内が
のぞけない

遊具が少ない

トイレが
使いにくい

水はけが悪い、
不審者が多い、虫が多い、
ごみが散乱している      ‥等

ニーズ調査結果

オープンハウス

学童ヒアリング

・当公園で行う納涼祭には、2日間で3000～4000人くらいの来場があるので、現状と同程度の中央の平場はほしい。
・納涼祭時に、ブルーシートを敷いて休憩スペースにしている部分が芝生などに整備されたら良い。
・桜があるのが良い。樹木はなるべく切らないでほしい。桜は思い入れがあるが、歳を取っているので更新できると良い。
・車の乗り入れ箇所が1箇所な上、すぐに水没してしまうので、乗り入れ箇所を増やしてほしい。

■いただいたご意見（例）

地元事業者ヒアリング地元事業者ヒアリング

・昔はお祭りの際に模擬店を出店していたが、保健所への届け出が大変なため、最近は出店が難しくなっている。
・今後、事業者の負担が少ない環境が整い、公園改修を起点として将来的に出店等の需要が高まれば、公園の活用も考え
られる。

■いただいたご意見（例）

箇　所 好きな理由 よくない理由

① 東側エントランス

② 水景施設跡

③ 遊具広場

④ 倉庫周辺エリア

⑤ 多目的広場

⑥ 北側エントランス

・雨宿りができる ・虫が多い

・薄暗い
・滑って転びやすい
・毛虫や蜂がいる
・遊具が少ない

・ひみつの場所にできる

（ 特に意見なし ）

・岩のところに登れて楽しい
・木がたくさんある

・遊具が楽しい
・遊具がたくさんあって楽しい

・いろんなスポーツができる

・道に穴がある

・日陰が少ない
・虫が多い
・トイレが汚い
・和式で難しい

●好きな箇所　●良くない箇所

▲子供たちの意見

・緑が多くて気持ちが良い
・岩場で虫を見つけたり探検ごっこ
ができて楽しい

・地域に親しまれている公園で良い
・広くて大人数で集まりやすい
・お祭りのできる広場が良い
・灯りが少ない

・元気な桜にしてほしい
・暗い感じを直してほしい
・アスレチックなどの遊具や健康器具がほ
しい

・ボール遊びができる環境は残してほしい
・歩きやすく１周回れる散歩道にしてほしい
・駐輪場がほしい

・トイレを良く見える場所（遊び場近く
等）に設置してほしい

・休憩できる四阿のようなスペースがほしい
・見通しを良くしてほしい
・お年寄りでも安全な公園に
・犬の散歩ができる公園に　　　　…等

▲当日の様子

■いただいたご意見（例）

※太字：複数回答

【 今の公園の良い所 】
・大人数で遊べる所が良い
・夏は日陰があって良い（豊かな木）
・囲まれ感が良い
・桜の木がたくさんあるので、毎年色んな思い出ができる
・鬼ごっこが楽しくできる
・色々な花があって、歩くのが楽しい　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…等

【 整備に向けて 】
・公園に入りやすくしてほしい
・歩きやすさを改善してほしい
・幼児が安全に遊べる遊具がほしい
・トイレは多目的で、ベビーカーも入れるように
・外から公園の良さが見えづらいので、 見通しを良くして
ほしい

・高齢者も楽しめる公園に
・石組みは残しても良いのでは（せせらぎ）               …等

43名
 参 加

計 205通


