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中央公園再整備基本方針（案）に関する意見募集の結果について 
 

中央公園再整備基本方針（案）についてパブリック・コメントを実施しましたところ、市民の皆様から貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。皆

様からいただきましたご意見と市の考え方・対応をお示し致します。 

１．パブリック・コメント実施状況 

〇実施時期：令和４年２月 17 日（木）から令和４年３月 18 日（金）まで 

〇閲覧場所:沼津市ホームページ、沼津市役所（６階緑地公園課・２階生活安心課）、市内各市民窓口事務所、沼津市立図書館 

〇提出者数：７３名 

〇意  見  数：電子メール５通、FAX１通、直接持参６７通 

 

２．提出された意見の内容及び市の考え方 
 

中央公園再整備基本方針（案）パブリック・コメント 

No.  意見の内容  市の考え方・対応 
修正の

有無 

1 

公園の名称の見直し 

沼津史談会創設者の故・大野虎雄 2 代目会長が昭和 43 年 7 月 28 日の

沼津朝日「言いたいほうだい」で次のように述べている。『・・・今とな

っては沼津城のおもかげを偲ぶ何物も存在せず、こんなひどいかわり方を

した城址は全国どこにもないだろう。 

沼津としてこれを復元する事は容易でなく、唯一の残された方法は目下

市が沼津城本丸址に建設中のいわゆる中央公園の名称も小田原等の例にな

らって「城址公園」と改め、その一隅に沼津城の絵図を掲げて在りし日の

城の全貌を明らかにし、小規模ながら二重か三重櫓を建造したら、沼津市

民に往時を偲ぶよすがともなり、外来客にとってもこよなき興味と便益を

与えることになるだろう。・・・』 

※『沼津兵学校記念誌』166 頁、「まちづくりの提案」中の引用文参照。 

私は中央公園の名称を可能な限り「沼津城址公園」に変更すべきだと考え

る。 

 

本公園の名称につきましては、名称変更の署名活動や近隣の連合

自治会・コミュニティからの要望書の提出等もあり、再整備に合わ

せて検討すべき事項の１つであると認識しております。 

今後、公園の機能や施設配置等については、近隣の住民の方や利

用者、民間事業者等を交えたワークショップを行い決定していきま

すので、いただいたご提案については、検討していく際の参考にさ

せていただきます。 
無 
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中央公園再整備基本方針（案）パブリック・コメント 

No.  意見の内容  市の考え方・対応 
修正の

有無 

２ 

沼津まちなか歴史MAPを活性化の起爆剤に 

 中央公園の北側一角に沼津史談会が作成した「沼津まちなか歴史MAP」

を大きく表示できる場所を作り、市民や観光客、ラブライバーなどに「ま

ちなか」の歴史を知っていただくことが必要。電光掲示板が望ましいが、

最低限、気の利いた看板でも正しい情報を常に提供できるような形を作る

ことが大切だと思う。 

 

基本方針の 4 章では、本公園の位置づけと役割を示し、周辺エ

リアとの連携を重要視した公園づくりをコンセプトとし、「地域資

源をつなげるネットワークハブ」、「まちなかの玄関口」、「まち

なかとの機能補完関係」としていることから、情報発信を行う場所

と認識しております。 

いただいたご提案については、今後検討していく際の参考にさせ

ていただきます。 

 

無 

３ 

昔あった沼津城建物の一部を復元 

 沼津城本丸跡に実際にあった建物として、「沼津城絵図」に描かれた二重

櫓がある。 

 沼津兵学校の生徒で、当時、中央公園のあゆみ橋よりにあった寄宿寮で

暮らし、後に工部大学校（現在の東京大学工学部）に進んで灯台建設会社

を経営した工学博士・石橋絢彦が、沼津を離れて 45 年後の大正 4 年に描

いた兵学校の平面図に「天守閣」と記したこの建物を何とか復元して、在

りし日の沼津城の姿を再現したい。そして建物内部は、一部を歴史美術館

のような形で関係資料の展示など、ふるさと再発見のために有効活用して

いくことが望ましい。 

※１「沼津城絵図」『沼津市史別編 絵図集』15 頁№13所載、参照。 

※2「沼津兵学校の平面図」平成 21 年（2009）12 月、沼津市明治史料館

発行『図説 沼津兵学校』24頁（大正 4年（1915）発行の『同方会誌』所

載）参照。 

 

本公園につきましては、中心市街地の貴重なオープンスペースと

して、これまでも市民の憩いの場であるとともに、イベント会場等

の多様な活用がなされてまいりました。 

まちなかの賑わい創出、公園利活用の促進、公園施設としての適

切性や、「中心市街地まちづくり戦略」等の各種施策を踏まえた検

討を行う必要があります。 

いただいたご提案については、今後検討していく際の参考にさせ

ていただきます。 

無 
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 中央公園再整備基本方針（案）パブリック・コメント 

No.  意見の内容  市の考え方・対応 
修正の

有無 

４ 

中央公園西側の建物を別の場所に移す 

 以前、屋根付きの駐車場だった建物が撤去されてコインパーキングにな

ったため、さんさん通りから中央公園の一部が見通せるようになった。 

できれば市がこの土地を買い取って、人が出入りできるようにしたら現

在は閉鎖的な公園が明るくなる。 

その他、西側にある建物も、できるだけ買い取るように交渉してほし

い。 

 

新たな用地取得による公園面積の拡大は、予定しておりません。 

しかしながら、本公園の課題の一つが、公園内外へのアクセス性

の改善と認識しておりますので、施設配置の工夫等により、明るく

開かれた公園となるよう検討してまいります。 

 

無 

５ 

  

児童公園、香貫公園、狩野川テラス、河川敷スペース、堤防ロートそし

て市役所、図書館、周辺の商業施設など恵まれた環境を有効活用しさらに

市民の生活ステージを広げられる工夫を凝らして下さい。 

狩野川テラス、河川敷も沼津宝１００選になって然るべき。 

それぞれの点を線に、面に、展開していかねば。 

 

 

基本方針の 4 章では、周辺も含めた公園の未来ビジョンを定

め、「まちなかとの機能補完関係」において、周辺施設との連携を

図り、街中の回遊ネットワークを生み出すこととしています。 

いただいたご提案については、今後検討していく際の参考にさせ

ていただきます。 

 

無 
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中央公園再整備基本方針（案）パブリック・コメント 

No.  意見の内容  市の考え方・対応 
修正の

有無 

６ 

 

狩野川テラスは、バーベキューや各種イベントのステージとして既に活

用されていますが、民間の活動希望者が安易に参加できる機会が少ない様

に思います。 

 

基本方針の４章では、空間デザインの考え方の１つとして、「地

域経済を支え、多様な市民による利活用を促す、地元事業者参入の

仕組みの創出と場のデザイン」を示しております。 

民間事業者にとって魅力的なビジネスモデルとなるよう空間づく

りや仕組みづくりを行うことで、地域経済にも寄与する公園を目指

してまいります。 

 

無 

７ 

 

香貫公園も河津桜だけではなく、中央公園の延長されたステージとして

機能は再考の余地が十分にあると思います。 

 

基本方針の４章では、本公園とあゆみ橋で繋がる香貫公園及び狩

野川を含めたエリアを、「沼津の代表的な風景となるオープンスペ

ース」であると捉えています。 

いただいたご提案については、今後検討していく際の参考にさせ

ていただきます。 

 

無 

８ 

 

河川敷はスケートボードの聖地に生まれ変わらせれば騒音の問題や市民

公園としての機能と棲み分けができます。 

当該区にある「tricks」もアルコミチの時にスケートボードで活用され

たと思いますがさらに活用する余地ありと思います。 

 

 

本公園のスケートボードについては、騒音の問題等の課題を抱え

ており、現状においても、ルールを守らない利用がしばし見受けら

れ、近隣から多く苦情が寄せられているのも事実であります。 

河川敷利用については、施設管理者である国土交通省沼津河川国

道事務所や関係機関及び利用者等と協議が必要となりますので、今

後検討していく際の参考にさせていただきます。 

 

無 
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中央公園再整備基本方針（案）パブリック・コメント 

No.  意見の内容  市の考え方・対応 
修正の

有無 

9 

 

中央公園は、図書館で借りてきた本を読んだり、市役所で取得した書類

の提出の準備をしたり、商業施設でテイクアウトした食事などを食べなが

ら作業できる絶好のスペース。 

 

 

基本方針の 4 章では、整備コンセプトとして、集まる・安全安

心・開かれている「オープンスペース」機能の強化とあるように、

多世代の方々が、目的に応じて活動できるよう施設配置の工夫等に

より、明るく開かれた公園となるよう検討してまいります。 

 

無 

10 

 

児童公園で遊ばせる子どもと親との関連も再考の余地あり。 

 

基本方針の４章では、空間デザインの考え方の１つとして、「周

辺に不足している子どもたちの居場所の整備など、多世代が集まる

安全安心な空間を創出」を示しており、子育て世代のご意見を十分

取り入れ、公園のレイアウトや機能等、再整備に向け検討してまい

ります。 

 

無 

11 

 

公園内にマイナンバーカードで活用できる端末も設置できれば更に良

い。 

 

 他の施設での利用状況を見ながら、今後検討していく際の参考と

させていただきます。 無 
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中央公園再整備基本方針（案）パブリック・コメント 

No.  意見の内容  市の考え方・対応 
修正の

有無 

12 

 

沼津史談会の提唱する沼津城址としての沼津の歴史を再認識する場所へ

の再整備は別途検討事項にしても、とりあえず図書館での告知企画などと

の連携が出来れば沼津の歴史への市民意識向上の効果あり、沼津城址公園

への名称変更アプローチになれば、沼津貨物駅跡地公園と相俟って歴史認

識が増幅します。 

公園内の告知看板だけでは寂しい。 

 

 

沼津城址公園への名称変更に関しては、名称変更の署名活動や近

隣の連合自治会・コミュニティからの要望書の提出等もあり、再整

備に合わせて検討すべき事項の１つであると認識しております。 

沼津城の歴史的な解説看板の設置等については、基本方針の 4 

章にあるように、「地域資源をつなげるネットワークハブ」、「ま

ちなかの玄関口」、「まちなかとの機能補完関係」としていること

から、情報発信を行う場所と認識していることから、いただいたご

提案については、今後検討していく際の参考にさせていただきま

す。 

 

無 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

総合的に考えると以上を充足するには、必要最低条件はベンチと休息施

設。簡単な飲料を提供できるカフェは必要不可欠かと。 

改めて散歩してみると如何に休息所がないかが痛感されます。 

公園内、あゆみ橋、階段堤に一人で休むベンチ、友達、家族と過ごせる

施設を設置して、あらゆる周辺施設を連携稼働して一年中何かが発信され

ているスペースを面として形成してほしいと提案します。 

当然それにはそれぞれのアクセスの改善が不可欠です。 

  

沼津駅、商業施設、あゆみ橋、中央公園、香貫公園を大きなコアとして

千本浜、沼津港、香貫山と沼津の大きな宝を面で展開して観光客へのアピ

ールポイントが増す事を期待します。 

 

本公園は、中心市街地の貴重なオープンスペースや緑地として、

これまでも憩いの場としての利用がなされており、市民が日常的に

楽しみ、集える公園となるためにも、ご意見にありますようなベン

チや休息施設が必要と認識しております。 

また、基本方針の 4 章では、本公園の位置づけと役割を示し、

周辺エリアとの連携を重要視した公園づくりをコンセプトとしてお

ります。「地域資源をつなげるネットワークハブ」、「まちなかの

玄関口」、「まちなかとの機能補完関係」としていることから、周

辺施設との連携を図ってまいります。 

いただいたご提案については、今後検討していく際の参考にさせ

ていただきます。 

 

無 
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13 

続き 

アメママラソンなど吉本も活用した様に、沼津で活躍する芸術団体や学

校の OB などの叡智を活用し、投資金額を少なく最大限の効果を挙げられ

るかを念頭に優秀な沼津市の職員の、沼津の未来に向けての企画立案を期

待しております。 

沼津をこよなく愛する老人のささやかな希望です。 
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中央公園再整備基本方針（案）パブリック・コメント 

No.  意見の内容  市の考え方・対応 
修正の

有無 

1４ 

 

一番言いたいことは、イベントの大きな音楽、イベント後の風で飛んで

来たゴミや利用者の飲食後の缶やペットボトル容器のポイ捨ての片付け、

トイレの治安への不安、スケートボードの騒音等、側で住んでいる人間の

精神的苦痛の元に成り立っているということです。 

 

 トイレをなぜ住宅の近くに設置するのでしょうか。 

 夜になると横を通るだけで怖い時があります。 

 公園は周辺住民と共にあるべきなのではないでしょうか。 

 一年中住まいと共にある住民より、1 年のうち数回イベントへ来る人々

や見た目を重視する内容で、住民は軽視されています。 

 予算や設置しやすさを理由に、少数の人間は排他されてしまうのでしょ

うか。 

 一度できてしまったらその先ずっと苦痛に耐えるのは住民です。 

 

 あゆみ橋を利用されている市役所の職員の方がいらっしゃると思います

が、使用禁止となっているスケートボードをする若者がいても見てみぬふ

りをしていませんか。 

 住民のことを考える職員の方はどなたもいらっしゃらないのでしょう

か。 

 聴く耳と工夫と広い視野をもって対応して頂きたいです。 

 

基本方針の４章では、本公園の整備コンセプトとして、豊かな暮

らしに貢献する市民の憩いの場となることを目指していることか

ら、近隣にお住いの皆様のご理解が不可欠だと考えております。 

空間レイアウト案は、現在のトイレ位置による課題解決の一例と

して記載をしておりますが、公園の施設配置や機能等のハード整備

の内容を決定したものではありません。 

今後、公園の機能や施設配置等については、近隣の住民の方や利

用者、民間事業者等を交えたワークショップを行い決定していきま

すので、いただいたご提案については、検討していく際の参考にさ

せていただきます。 

 

 

無 
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中央公園再整備基本方針（案）パブリック・コメント 

No.  意見の内容  市の考え方・対応 
修正の

有無 

1５ 

トイレの位置について 

私たちお店では、毎朝、お店から中央公園の歩道を掃除しています。落

葉の季節は本当に大変で、夏場は草取りもやっています。 

また以前、ランニングステーションがあった時の困った事など近隣だか

らこそ気づいた点を上げさせていただきます。 

中央公園の公衆トイレのイメージはけして安全なイメージではなく、移

動することで、死角を作られ、近隣に普段から生活している人たちにとっ

ては防犯上、安心して生活することが脅かされます。 

公園計画は出来栄えや見た目のイメージで計画を進められるのではな

く、日頃から生活している人たちの安心、安全、ストレスフリーなもので

あってほしいと願うばかりです。 

トイレの移動案については、今一度ご検討を切に願います。 

 

※中央公園の現状や東側に施設があった際の状況など 

⚫︎トイレ付近の側溝の悪臭（特に夏場）がひどい時がある 

⚫︎ゴミステーションで、埋め立てゴミ、資源ゴミの回収以外の日に大き

なゴミを置いてあることがある 

⚫︎夜中の公園では奇声を上げたり、スケボー、または花火をする若者が

たまにいる 

⚫︎ランニングステーションがあった時、裏手は死角になり、公園内の石

が無数に投げ込まれて来たことが何回もある 

⚫︎ランニングステーションの裏手はゴミやほうきバケツなど散乱して汚 

かった 

⚫︎そのゴミや備品など、風の強い日は飛んできた 

 

日頃は、本公園等の清掃にご協力を頂きありがとうございます。 

基本方針の４章では、本公園の整備コンセプトとして、豊かな暮

らしに貢献する市民の憩いの場となることを目指していることか

ら、近隣にお住いの皆様のご理解が不可欠だと考えております。 

空間レイアウト案は、現在のトイレ位置による課題解決の一例と

して記載をしておりますが、公園の施設配置や機能等のハード整備

の内容を決定したものではありません。 

今後、公園の機能や施設配置等については、近隣の住民の方や利

用者、民間事業者等を交えたワークショップを行い決定していきま

すので、いただいたご提案については、検討していく際の参考にさ

せていただきます。 

 

   

無 
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中央公園再整備基本方針（案）パブリック・コメント 

No.  意見の内容  市の考え方・対応 
修正の

有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公園の名称の見直し、二重櫓の建設 

 ぬまづ観光ボランティアガイドを行っているので、「富士山の日」ウォ

ーク、香貫山桜や紅葉狩りウォーク、「県民の日」ウォーク、沼津街中名

所・旧東海道沼津宿の依頼ガイドやその下見などの集合場所・拠点として

利用しています。 

 中央公園では、散歩や通勤・通学の人はじめ様々な集会、マラソン大

会、イベント会場の参加者やスケートボードの少年などを見かけます。 

 中央公園は、近くに駐車場が無いのが難点ですが、駅に近くイベント会

場としては、使いやすいと思います。 

 ただ残念なのは、ここが沼津城址、本丸跡にもかかわらず、石碑・看板

があるのみで、沼津市が江戸時代５万石の城下町であったという面影がま

ったくないということです。それは、大正時代二度の大火、関東大震災や

昭和２０年７月の大空襲での戦災で大きな被害があり、都市計画により再

建されたということでしょう。 

 小さな城下町でも、城跡を大事にしたり、城を再建しているのを見るに

つけ、残念に思います。 

 それ故か市民も沼津市が城下町であったということを誇りに思う人は少

ない。こうしたことを考えると中央公園の再整備には是非、歴史的な視点

も取り上げて欲しいと思います。 

 

１ 中央公園の名称を、沼津城址公園に改称する。 

  この地は、沼津城の本丸跡であり、市民に明確にアピールすべきだと

思います。 

 

２ 公園の隅に二重櫓を建設する。 

 

沼津城址公園への名称変更に関しては、名称変更の署名活動や近

隣の連合自治会・コミュニティからの要望書の提出等もあり、再整

備に合わせて検討すべき事項の１つであると認識しております。 

二重櫓の建設につきましては、本公園は中心市街地の貴重なオー

プンスペースとして、これまでも市民の憩いの場であるとともに、

イベント会場等の多様な活用がなされており、まちなかの賑わい創

出、公園利活用の促進、公園施設としての適切性や、「中心市街地

まちづくり戦略」等の各種施策を踏まえた検討を行う必要がありま

す。 

いただいたご提案については、今後検討していく際の参考にさせ

ていただきます。 
無 
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1６ 

続き 

 

  沼津城址である遺構を残したり、江戸時代に合ったとされる二重櫓を

建設すれば、公園のシンボルになり、市民が公園に関心を持ち、利用する

気持ちを醸成させることにつながるのではないでしょうか。 

これでは、様々なイベントを開催しても、公園の使い勝手が悪くなる

ことはないと思います。 
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中央公園再整備基本方針（案）パブリック・コメント 

No.  意見の内容  市の考え方・対応 
修正の

有無 

1７ 

中央公園再整備基本方針（案）32 ページ 課題４に対する意見 

中央公園再整備基本方針に対して、意見を述べさせていただきます。 

第３章 中央公園の現状と課題において、３２ページの課題４「多様なア

クティビティを受け入れる公園の仕組みづくり」について、懸念がござい

ます。 

先月、さんさん通りを歩いていたら中央公園から沼津駅方面に向かう 

数名のスケートボードに乗った方がいました。 

その方は、歩道上をスケートボードで走り、清水銀行の店頭の段差に 

スケートボードに乗ったままジャンプし、わざと乗り上げ走行していまし

た。 

このような行為は歩行者にとって非常に危険な行為であると考えます。 

私はさんさん通りにビルを構える商業者の一人ですが、このような現状に

いつか歩行者との接触事故が起こるのではないかと危惧を覚えます。 

今回、中央公園再整備基本方針（案）を拝見しましたが、そこで行われ

るアクティビティによっては、中央公園だけではなく、その周辺住民にも

大きな影響を及ぼすことが考えられます。 

今後の計画において、周辺地域の安全をどのように確保するか事前に地

域に対してしっかりと説明するとともに、利用のルールづくり及びルール

違反が生じた時の対処等をしっかりと考え、公園周辺地域においても安全

な計画を進めていただけるようお願いいたします。 

 

 

基本方針の４章では、本公園の整備コンセプトとして、豊かな暮

らしに貢献する市民の憩いの場となることを目指していることか

ら、近隣にお住いの皆様のご理解が不可欠だと考えております。 

今後、公園の機能や施設配置等については、近隣の住民の方や利

用者、民間事業者等を交えたワークショップを行い決定していきま

すので、いただいたご提案については、検討していく際の参考にさ

せていただきます。 

 

無 
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中央公園再整備基本方針（案）パブリック・コメント 

No.  意見の内容  市の考え方・対応 
修正の

有無 

1８ 

P11、P12 

Park-PFI 事業のことが述べられ、公園整備の潮流であるから、中央公

園もこの手法で進めるべきだと、全国事例を示しながら述べられている。

ほんとうに Park-PFI 事業で進めることが必要なのか。沼津市において、

こうだから必要なのだという考え方を示すべきである。他市が実施してい

るから、全国の潮流であるから、はまったく必要の理由にはならない。 

 

 基本方針の 2 章では、様々な社会情勢を受け、多様な市民ニー

ズに合わせた公園の質の向上が図られていることから、代表的な再

整備の１つとして、Park-PFI 制度を取り上げています。 

 公園利用者にとって利便性の高い施設や施設設置者による日常的

な管理によって、公園の魅力が高まることを期待し、Park-PFI 制

度による整備手法も含めて、総合的に検討してまいります。 

 

無 

1９ 

P36 

 新たに「公園の骨格」を設定し、とあるが、「骨格」とは何か、意味不明

である。骨格による繋がる全体構成の絵があるが、骨格は茶色い線か。もし

そうなら、この考え方が P37、P38 の空間レイアウトにどうつながってい

るのか、どこに示されているのか。 

 

 

基本方針の 3 章では、再整備における課題の１つとして、トイ

レやフェンス、南北の大きな高低差や東西の高低差などにより、利

用しづらくなっていることから、再整備により、公園全体のアクセ

シビリティを高めるデザインとする必要があると考えております。 

多目的広場、サブ広場、南側広場など分断されている各エリアや

要素の繋がりを「骨格」という表現を用いて示しております。 

 

無 



    - 14 - 

 

 

 

 

中央公園再整備基本方針（案）パブリック・コメント 

No.  意見の内容  市の考え方・対応 
修正の

有無 

２０ 

P36 

緑地空間を「強化」するとあるが、強化して「森」にしたいのか。多様な

樹木が大きく成長し、とあるように、もし今後も強化すれば「森」になって

いきますよ。必要なのは「適切な維持保全」ではないのか。 

 南側広場の緑も絵に大きく描かれているが、両側のビルに囲まれ、現状

暗い。適切な緑の量を示すことが必要なのだ。「強化」することは間違って

いる。 

 

 

第 2 次沼津市緑の基本計画において、「緑の量をただ増やすこ

とから、今あるものの質を高めていく」ことを改定の視点としてお

り、単に量的な部分だけではなく、質的な向上も含め“貴重な緑地

空間を強化”という表現を用いております。 

樹木の「適切な維持保全」を行うことが、快適な緑地空間の創出

に繋がることから、いただいたご意見を踏まえながら、今後検討し

ていく際の参考にさせていただきます。 

 

 

無 

２１ 

P37、P38 

 断面計画が示されていない。公園内の各エリアは、現状それぞれレベル

が異なる。段差があったり、勾配があったり、それらを断面計画としてどう

考えて設計に結びつけていくのか、断面計画の考え方が必要である。 

 

 

本公園につきまして、ご意見にありますように、公園内の各エリ

アにおける段差や勾配があり、基本方針の 3 章においても、改善

すべき点として認識しております。 

今後、いただいたご意見について検討してまいります。 

 

無 
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中央公園再整備基本方針（案）パブリック・コメント 

No.  意見の内容  市の考え方・対応 
修正の

有無 

２２ 

  

北側エリアと南側広場の「南北高低差」について、階段で処理するとある

が、4m近い高低差を階段だけで処理することは危険である。北側エリアは、

前面道路･歩道が西から東に緩やかに下がっている。この勾配に合わせて北

側エリアを緩やかに南側広場へと下がる広場とし、南北高低差をできるだ

け少なくすべきである。その上で 2 つの空間がつながるようにデザインす

べきである。 

 

 

2 つの空間がつながるように、公園全体のデザインや南北高低差

の改善方法について、今後検討していく際の参考にさせていただき

ます。 
無 

２３ 

 

 歴史的経緯の中で沼津城のことが述べられ、また導入すべき機能の中で

沼津城が果たした中心的機能のことが述べられている。しかし、この歴史、

歴史遺産を活かすことがまったくどこにも見当たらない。のである。 

その歴史を物語るものが南側広場の北側に「石垣」として残されている。

沼津が城下町だったことがわかるものがなくなった現代において、この沼

津城の石垣は唯一沼津の街のルーツを物語るものである。この歴史遺産を

保全し、活かすことを計画の中に明記すべきである。 

 

 

沼津の街は、沼津城の城下町が基盤となり、形成・発展してきた

ことを考えれば、沼津城の歴史遺産を保全し、活かすことは、大変

重要であると考えます。 

一方、沼津城の遺構については、残念ながらほとんど残っておら

ず、南側広場北側の「石垣」につきましても、過去の調査の結果、

当時のままのものではないと判明しております。 

今後、歴史的遺産が発見された場合には、その保全や利活用につ

いて検討してまいります。 

 

無 
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中央公園再整備基本方針（案）パブリック・コメント 

No.  意見の内容  市の考え方・対応 
修正の

有無 

２４ 

中央公園のスケートボード利用に関するご意見（６６名） 

公園内のスケートボードで利用する箇所の舗装の整備や、安全を確保す

るための屋内施設の設置、公園利用者全員が楽しめる場所を希望するなど

多数のご意見がありました。 

意見の多かった内容は、以下のとおりです。 

この他、駐車場の設置やスケートパークゾーンを設け、公園と分けるこ

とで安全面の向上を図ってはどうかなどのご意見がありました。 

 

※意見の多かった内容 

・舗装の整備（タイルの補修、コンクリート舗装等） 

・利用時間の延長                 

・スケートボードができる範囲を広くして欲しい  

・セクション等のスケート用の器具・器具庫の設置 

・これまで通りの利用の継続            

・週末の利用                   

・屋内型の施設の設置               

・屋根の設置 

・公園利用者全員が楽しめる場所を希望（安全の確保等） 

・夜間照明の改善 

 

 

本公園のスケートボードについては、騒音の問題等の課題を抱え

ており、現状においても、ルールを守らない利用がしばし見受けら

れ、近隣から多く苦情が寄せられているのも事実であります。 

基本方針の 4 章では、整備コンセプトとして、集まる・安全安

心・開かれている「オープンスペース」機能の強化とあるように、

多世代の方々が、目的に応じて活動できるよう施設配置の工夫等に

より、明るく開かれた公園となるよう検討しており、特定の利用目

的に対する施設整備や施設の設置は難しく、慎重に検討しなければ

ならないと考えております。 

 

 

 

 

無 


