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1-1.敷地条件
１．設計条件

建設可能範囲

敷地は市民のニーズが最も高い運動公園（屋外遊具南側緑地）となります。前面道路の国道44号線か
ら敷地内道路を経由して、すぐに敷地にアクセス可能な計画とします。施設配置は市民の利便性に考
慮した計画とします。
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２-１．設計方針

２．基本設計
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基本計画での方針を引き継ぎ子どもたちの遊びと、学びの場となるだけでなく、既存の運動公園機能
とも連携した、多世代の交流拠点を作ります。

１） 誰もが使える空間の創出
乳幼児から児童など、みんながワクワクしながら自由に遊んだり学んだりできる、施設にします。

　・幅広い年齢の子どもたちの体格や遊び方に応じた空間を創出します。

　・小さな子どもたちも保護者同伴で楽しく遊べる空間を創出します。

　・各年代の子どもが安心して遊べるユニバーサルデザインによる空間づくりを行います。

２） 安全な空間の確保

乳幼児は親子で安心して遊べる、児童は広い空間で遊べるよう、年齢層で空間を区分できるようにします。

　・乳幼児も安心して遊ぶことができる年齢層別の遊びの空間を確保します。

　・施設に立体的な空間を計画し、天井の高い場所・低い場所で遊びの空間を形成することで、
　  自然に空間を区分して安全性を確保します。

　・建物や遊具にクッション素材等を使用し、安全を確保します。

　・親子で一緒に遊んだり、保護者が子どもを見守ることができる空間を確保します。

　・遊んでいる子どもたちの見守りを強化するなど、安全な空間を確保します。

４） 気軽に利用できる施設運営
気軽に利用ができる、利用者にとって使いやすい施設にします。

　・安心して利用できるように管理者が常駐する運営体制とします。

　・利用料は原則として無料とし、自由来館型の施設として運営します。

　・車での来館が多いことが見込まれるため、駐車台数を確保できる箇所で整備します。

３） 自由な遊びの創出
「遊び」、「学び」を通じて、子どもたちが創意工夫したり、子どもたちが交流することで
社会性や思いやりの心を養うことができるようにします。

　・子どもが自ら創意工夫しながら遊んだり学んだりすることができる空間を創出します。

　・幅広い年代の子どもたちがともに遊べる仕掛けを創出します。

　・子どもたちの好きな行動が楽しめる空間を創出します。



▲
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2-2．配置計画

屋外遊具

（仮称）ふるさと
遊びの広場

scale 1:800

築山

駐車場

駐車場

出入口

既存遊具等との
機能連携

車両動線

建物を介して
一体的な遊び場を形成

国
道
44号
線

運動公園内に設置される「（仮称）ふるさと遊びの広場」は、
既存屋外遊具との連携を考慮した配置計画とします。屋外
遊具から施設内、施設内から築山へと視線が抜けるように
することで、遊び場としての一体感をつくります。
出入口は駐車場から一番近い位置に設けることで、出入り
のしやすい計画とします。



遊戯スペース

ミーティングスペース

休憩
スペース

　　　　（仮称）ふるさと遊びの広場整備 基本設計

バリアフリー対応
スロープの設置

注意事項やイベントの
お知らせを掲示

施設利用者
専用テラス

施設利用者と利用者以外の
安全管理区分を明確にする

施設利用者以外も
使える一般テラス

入退管理を確実に
行う受付の位置

貴重品ロッカー
（鍵付）の設置

水飲場を含めた
水廻りの集約

荷物入れ（鍵無）
の設置

受付から入り口と
遊戯スペース双方を

確認できる

休憩、親子教室など多目的に
使える仕切りのないスペース

おむつ替え台、汚物入れ、
ソファ、流し台、
調乳用温水器を備えた授乳室

吹抜部分全面に
ネット遊具を設置

安全性に配慮した小さな
こどもたち専用のテラス

遊戯スペースと区切り
0,1,2歳の子どもが安全に
遊べるエリア
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2-3．平面計画
遊戯スペースの大きな空間と管理室やWCなどの階高の低
い諸室を明確に分ける計画とします。階高の小さい諸室を
東西面に集約し中央に遊戯スペースを配置します。

遊戯スペースの吹抜部分には全面ネット遊具を設け、床面以外
の十分な遊び場を確保します。また、子どもの発育段階に合わ
せ安全性を確保した遊び場を整備します。
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2-3．平面計画



２-４．遊具について

・大型遊具について

・小型遊具について

 

○ネット遊具・・・（対象：幼児～小学生）
ネット遊具は不安定なところで遊ぶため、全身を使いバランス感覚を養う事ができます。
また、遊び方を限定しない想像力を養う遊具でもあります。
こどもの足が落ちない50mm目合いのネットを採用し安全性を確保します。
高所への設置のため、落下防止対策として、縦面ネットは目の細かい（15mm目合い）ネットを採用し、こ
どもが登れない構成とします。
ネット遊具の安全上の大きな特性として、視認性を損なわず、かつ、身体が直接接触しても柔軟性があ
り、痛くないなどの特徴が上げられます。

・遊びの要素・・・飛び跳ねる・すべる・転がる・かけおりる・ゆれる・不安定な所に立つ

ネット遊具 イメージ

チューブスライダー イメージ

クライミングウォール イメージ

デン イメージ

○チューブスライダー・・・（対象：幼児～小学生）
　塔状遊具の高さを生かし、約3ｍからトルネード状で
　滑ることへの好奇心と、高低差を降りるスリルを体感する遊具。
 
・遊びの要素・・・滑る

○クライミングウォール・・・（対象：幼児～小学生）
　落下高さを2ｍ程度とし、縦移動よりも
　横移動を楽しみながら、登ることに挑戦する遊具。　　
 
・遊びの要素・・・競争・登る

○デン・・・（対象：幼児）
　大小様々な大きさの空間を組み合わせ、
　計7ｍ・高さ2ｍ程度の隠れ家のような好奇心を
　くすぐる遊具。
　様々な形や大きさの空間により遊び方を限定しない
　想像力を養う遊具。
 
・遊びの要素・・・登る・すべる

●設置遊具
基本方針に基づき以下の4つの大型遊具を導入します。
なお遊びの要素は右図（図１）の分類による。

・ネット遊具
・チューブスライダー
・クライミングウォール
・デン

図１：

小型の遊具（トランポリン等の床置き遊具）については様々な意見を考慮して別途、購入を検討します。
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２-５．イメージパース・面積表

屋外遊具側外観イメージ（北側外観イメージ）

管理棟側外観イメージ（東側外観イメージ）

内観イメージ

 

※イメージパースは2020.03.19時点の内容による
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受付

掲示板

デン（小さなこどもの隠れ家）

立体的なネット遊具

小さなこどもの遊び場 クライミングウォール

休憩スペース

チューブスライダー

・面積表

・イメージパース

（㎡） （㎡） （㎡）室名 面積

風除室1 11.59

風除室2 11.59

玄関 29.81

受付 4.51

管理室 8.74

ミーティングスペース 19.87

授乳室 13.25

遊戯スペース 463.74

室名 面積

風除室1 11.59

風除室2 11.59

玄関 29.81

受付 4.51

管理室 8.74

ミーティングスペース 19.87

授乳室 13.25

遊戯スペース 463.74

室名 面積

風除室1 11.59

風除室2 11.59

玄関 29.81

受付 4.51

管理室 8.74

ミーティングスペース 19.87

授乳室 13.25

遊戯スペース 463.74

自販機置き場 6.62

男子WC 19.87

多目的WC 4.89

SK 3.39

女子WC 18.22

倉庫 15.40

階段 4.97

室名 面積

風除室1 11.59

風除室2 11.59

玄関 29.81

受付 4.51

管理室 8.74

ミーティングスペース 19.87

授乳室 13.25

遊戯スペース 463.74

室名 面積

風除室1 11.59

風除室2 11.59

玄関 29.81

受付 4.51

管理室 8.74

ミーティングスペース 19.87

授乳室 13.25

遊戯スペース 463.74

自販機置き場 6.62

男子WC 19.87

多目的WC 4.89

SK 3.39

女子WC 18.22

倉庫 15.40

階段 4.97

機械室 13.25

物入 6.62

室外機置場 6.62

キャットウォーク 150.71

延床面積 813.66



 

新施設の整備スケジュールは下表の工程を想定し、供用開始は令和３年１２月を目標とします。 

平成30年度 令和元年度 令和2年度

基本構想（平成 31年 3月策定） 
    

基本設計（令和 2 年 3 月 策定） 

基本計画・基本設計 

地盤調査 （令和２年2月実施）

実施設計 ・ 測量
    

     

 

工事

実施設計の主要事項は以下を想定する。

　・実施設計図の確定

　・詳細仕様の決定　

　・一般図精査　　　

　・プロット図検討　

　・家具、建具等確認

　・建設費の積算　　

２-６．施設整備スケジュール
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