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平成 27 年度第 1 回ボール遊びのできる公園検討委員会会議録 

（平成 27 年 8 月１１日作成） 

１ 開催日時 

 平成 27 年 7 月 30 日（木）13 時 30 分～15 時 00 分 

２ 開催場所 

 船橋市中央公民館 5 階第 6・7 集会室 

３ 出席者 

⑴  委員  大野敬三委員 谷藤千香委員 岩村彰喜委員 加瀬武正委員 

香取政弘委員 海老原勇委員 平川道雄委員 泉谷清次委員 

渡邉千代美委員 松井一彦委員 原口正人委員 秋山孝委員 

佐藤宏男委員 伊藤敬一委員 三橋亨委員（15 人） 

⑵  事務局 公園緑地課 石神課長補佐、石井管理係長、森内副主査、 

天羽主任主事 荒木主任主事 

４ 欠席者  

       川﨑敬民委員、金子公一郎委員（2 人） 

５ 議題及び公開・非公開の別並びに非公開の場合にあっては、その理由 

⑴  会長及び副会長の選任について 公開 

⑵  ボール遊びのできる公園についての検討 公開 

  〇検討目的 〇スケジュール 〇現状の紹介等 〇先進事例の紹介 

  〇近隣公園クラスでのボール遊び 〇身近な街区公園でのボール遊び 

６ 傍聴者数（全部を非公開で行う会議の場合を除く。） 

    0 人 

７ 決定事項 

⑴  会長に大野委員、副会長に加瀬委員と決定した。 

８ 議事 

⑴ 会長及び副会長の選任について  

〇事務局 

これより第 1 回船橋市ボール遊びのできる公園検討委員会を始めたいと思い

ます。初めに、事務局職員を紹介させて頂きます。公園緑地課、石井管理係長、

森内副主査、天羽主任主事、荒木主任主事でございます。最後に本日司会を行

います課長補佐の石神です。 

なお、本日の傍聴者はおりません。 

本日は、第 1 回の検討委員会ですので、会長が決まるまでの間、事務局で進

行させて頂きます。 

では、改めて、委員の皆様のご紹介をさせて頂きます。なお、金子公一郎様

については遅れる旨、船橋市ＰＴＡ連合会推薦の川﨑敬民様は、本日欠席の連

絡が入っております。 
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有識者の立場から公益財団法人千葉県体育協会理事長 大野敬三様、千葉大学

教育学部准教授 谷藤千香様、船橋市小中学校体育連盟会長 岩村彰喜様、市民

代表の立場から船橋市自治会連合協議会副会長 加瀬武正様、同じく副会長 香

取政弘様、同じく副会長 海老原勇様、同じく副会長 平川道雄様、同じく副会

長 泉谷清次様、スポーツ推進の立場から船橋市スポーツ推進委員協議会会長 

渡邉千代美様、 青少年健全育成の立場から船橋市青少年相談員連絡協議会副会

長 松井一彦様、行政関係者として船橋市教育委員会管理部長 原口正人様、船

橋市教育委員会学校教育部長 秋山孝様、船橋市教育委員会生涯学習部長 佐藤

宏男様、公園管理者の立場から船橋市建設局都市整備部長 伊藤敬一様、船橋市

建設局都市整備部公園緑地課長 三橋亨様。 

続きまして、議題の１、会長及び副会長の選任についてお諮りします。会長

及び副会長は、船橋市ボール遊びのできる公園検討委員会設置要綱第５条第１

項の規定により、委員の互選となっておりますのでよろしくお願い致します。 

どなたか、会長に立候補なさる方、または推薦する方はいらっしゃいますか。 

 

〇渡邉委員 

はい。 

 

〇事務局 

渡邉委員、お願いいたします。 

 

〇渡邉委員 

推薦をさせていただきます。会長には、千葉県体育協会の理事長であり、ス

ポーツだけでなく様々な分野でご活躍され、見識を有している大野委員が適任

と思いますので、推薦致します。 

 

〇事務局 

ただいま渡邉委員より、会長に大野委員をとのご推薦がありましたが、皆様い

かがでしょうか。 

 

（異議なしという声、拍手） 

 

〇事務局 

それでは、大野委員、会長をお引き受け頂けますでしょうか。 

 

〇大野委員 

了解致しました。  
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〇事務局 

続きまして、副会長の互選に入りたいと思います。どなたか、立候補なさる

方、または推薦する方はいらっしゃいますか。 

 

〇原口委員 

はい。 

 

〇事務局 

原口委員、お願いします。 

 

〇原口委員 

公園は地域に密接に関係しており、ボール遊びということであれば主に青少

年ということであります。副会長には、自治会連合協議会で青少年教育部会の

部会長であられます加瀬委員にお願いしてはどうでしょうか。 

 

〇事務局 

只今、原口委員より、副会長に加瀬委員をとのご推薦がありましたが、皆様

如何でしょうか。 

 

（異議なしという声、拍手） 

 

〇事務局 

では、加瀬委員、副会長をお引き受け頂けますでしょうか。 

 

〇加瀬委員 

了解致しました。 

 

〇事務局 

それでは、大野委員が会長に、加瀬委員が副会長に決定致しました。大野委

員、加瀬委員はそれぞれ会長席、副会長席におつき下さい。 

それでは、会長、副会長、一言ずつご挨拶をお願い致します。 

 

〇大野会長 

ご紹介に預かりました大野敬三といいます。私は生まれも育ちも船橋です。

ただ務めは県の公務員でした。仕事を辞めてからも県の体育協会で仕事をして

おりましたので、船橋で働く機会に恵まれませんでした。 
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今回委員にとご推薦をいただきましたが、まだ船橋のことについてあまりよ

く知らないこともございます。皆様にいろいろと教わりながら大役を果たして

いきたいと思っています。よろしくお願いします。 

 

〇事務局 

では続きまして加瀬副会長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

〇加瀬副会長 

副会長という大役を仰せつかりました。会長の足を引っ張らないように頑張

っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

〇事務局 

ありがとうございました。それでは会議につきましては検討委員会設置要綱

第 6 条第 1 項の規定により会議は会長が掌るとありますので、以後の進行は会長

にお任せいたします。大野会長よろしくお願いいたします 

 

⑵ ボール遊びのできる公園についての検討について 

〇大野会長 

それでは規定により会長が議長という事で会議を進めていきたいと思います。 

今日の議題でございますが、2 点ございます。１点目は既に終了いたしました。

早速ですが次の議題について、事務局から説明をお願いいたします。よろしく

お願いいたします。 

 

〇事務局 

はい、事務局より説明させて頂きます。はじめに、検討の目的でございます

が、お手元の資料右上番号 4 のページをご覧ください。【船橋市ボール遊びので

きる公園検討委員会】と標題がついているページになります。 

ボール遊びのできる公園討委員会を設置することになった経緯として、公園

は幼児から高齢者が利用することから、利用者が安全で安心して快く遊んで頂

けるよう危険な迷惑行為として、公園入口などに『利用者の皆さんへ』という

注意事項の中に『野球・サッカー・ゴルフなどの練習は危険なのでしないで下

さい。』と列記した看板を設置しておりますが、迷惑なボール遊びが絶えない公

園には、利用者や隣接の方々からの看板増設の要望があった公園に『ボール遊

び禁止』の看板を平成２１年度途中まで設置をしていました。 

しかし、親子で楽しむボール遊びや、他の公園利用者に迷惑、危険とならな

い行為もあることから看板の文言を『ボール遊び禁止』から『他の人の迷惑と

なるボール遊び禁止』に変更をして現在も設置しております。 
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しかしながら、色々な利用者の方がおり、『他の人の迷惑となるボール遊び禁

止』への解釈に個人差があり特にルールを設けている訳ではないので、苦情要

望の対応に苦慮しております。この様に、ボール遊びがしたい方、ボール遊び

は禁止にしたい方から様々なご意見がある中、苦情等なくボール遊びをしてい

る公園も中にはございます。 

そんな折、平成 26 年度に市長と中学生とで船橋の将来を話し合う、子ども未

来会議室が開催されました、ｲﾝﾃﾞｯｸｽ 5 の 2 枚目をめくっていただいた平成 26 年

度「こども未来会議室」報告書の 9 ページをご覧ください。 

「ボール遊びができる公園をつくり、スポーツがより盛んなまちへ」という

提案が 3 位となり、また中学生の皆さんから、「ボール遊びができる公園がほし

い」という提案がありました。 

公園にも色々な種類があって、規模の大きな「近隣公園」には、ボール遊び

のできるような広場が設置されていますが、近隣公園の規模に見合った公園用

地の確保はなかなか難しいものがあります。それより狭い「街区公園」におい

ては、他の公園利用者や近接居住者への配慮から「他の人の迷惑となるボール

遊び」は禁止しています。 

今回の提案を受け、【「街区公園」でも、対象年齢や時間帯を限定するなどの

ルールを作ることで、ボール遊びが可能かどうか、先進的な取り組みをしてい

る自治体などを参考に、一年間を目途に検討していきます。】と回答しているこ

とから、有識者や市民の方の様々なご意見を反映すべく、検討委員会を設置し

て、近隣公園クラスでのボール遊び及び街区公園クラスでのボール遊びについ

てのルールづくりなどについて検討していただくことになりました。 

 

 続きまして、右上番号 3 のスケジュールをご覧ください。本日 

 

第 1 回 

１．現状の紹介として、・近隣市の状況・他の事業事例のお話をさせて頂き 

２．検討事項として、・先進事例を参考とした近隣公園クラスでのボール遊び、

身近な街区公園クラスでのボール遊びを検討していただきたいと思いま

す。 

第 2 回が 8 月下旬を予定しており、 

１．試行運用案の検討と具体的な実施方法、指導者の人選について 

第３回は 10 月 

１．実施場所の確定 

２．必要経費の見積り 

第４回 11 月 

１．前回までの検討内容の再確認 
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第５回平成２８年１月 

１．提案結果・事項まとめ 

２．募集パンフレット、広報、学校等周知方法の確認 

その後平成２８年４月～５月にパンフレット・看板作成・防球ネット等の準

備をして、６月に試行に向けシミュレーションを実施、７月から公園で試行実

施、平成２８年１０月と平成２９年２月にアンケートなど含め試行状況の検証

を行っていきたいと考えていますのでよろしくお願いいたします。 

 

それでは、引き続き右上番号 5 のページをご覧ください。ボール遊びのでき

る公園検討にそって説明いたします。 

まずは現状の紹介です。ｲﾝﾃﾞｯｸｽ１次のページになります。公園内のボール遊び

に関する主な苦情について、 

・音や声がうるさい。 

・フェンスや植栽が壊される。 

・公園からボールが飛び出して、家や車にボールがあたった。 

・公園を全面利用していて、小さい子供が危なくて遊べない。 

・固いボールを利用しているので危険。 

と言う意見があります。要因としては、 

・ボール遊びをしている子供たちが夢中になり遊びが激しくなる。 

・広場が狭い場所でもボール遊びをしてしまっている。 

・運動広場と遊具広場がわかれていないため、広場で遊んでいるボールが遊具

で遊んでいる幼児、子ども達の所に飛んで来てしまう。 

・球技場ではないため、防球施設は整備していない公園がほとんどである。 

・住宅が近接している。 

などが考えられます。次のページにはボール遊びを容認、させてあげたい方な

どのご意見が記載されています。 

・ボールで遊べる場所がない、公園で出来なければどこでやればいい。 

・公園は子供たちが遊ぶ場所、ボールで遊んで何が悪い。 

・公園は子供たちが自由に遊んでいい場所だ、迷惑にならないように遊んでい

るのになぜ悪い。 

・小学校で放課後遊べない。ボール遊びは公園でしか遊べない。 

 

・柔らかいボールで遊んでいて、「看板にボール遊び禁止を書いてあるのに、何

でボールで遊んでいるんだ」と言われた。看板を撤去して欲しい。 

 

・野球、サッカーなどがだめなのに、ゲートボールはなんで許可をしているの

か。ボール遊びではないのか。野球、サッカーをしてもいいのではないか。 



7 

 

・ボール遊びができる公園を作ってほしい。 

・月に一度でも野球やサッカーのできる日として開放すべき。（広い公園） 

・他の利用者がいない時はボール遊びを認めてほしい。 

・近所の迷惑にならないようにするので認めてほしい。 

と言う意見がある一方、ボール遊び禁止、ボール遊びをさせたくはない方々

の意見がございます。内容は、 

・ボールが壁やフェンスに当たる音の騒音及び振動がうるさい。 

・公園を飛び出し家や車に当たる。 

・野球、サッカーをしていて公園を占用してしまい他の人が公園を使えない。 

・固いボールやバットなどを使っていて危険である。 

と言ったご意見があります。 

 

〇香取委員 

ここで一旦皆さんの意見を聞いたらいかがでしょうか。 

 

〇大野会長 

ただいま事務局より、これまでの経緯を説明してもらいました。子ども未来

会議室の中で中学生の提案が元になり、検討するきっかけとなったこと、公園

の状況、市民からの要望、この検討委員会でどういった形で話し合って行った

らいいかということについて話がありました。 

まずここで委員の皆さんの意見を伺ってみようかと思います。まず初めに 

香取委員からよろしくお願いいたします。 

 

〇香取委員 

まず市内に公園がいくつあるのか。また、近隣公園と街区公園という言葉の

定義について教えてください。 

 

〇三橋委員 

よろしいでしょうか。 

 

 

〇大野会長 

それでは三橋委員お願いします。 

 

〇三橋委員 

公園を管理するという立場で委員に選ばれております。公園の数につきまし

ては、平成 26 年度末で大小入れて約 900 の公園や緑地があります。 
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小さいもので 90 ㎡、大きいもので運動公園やアンデルセン公園というものま

であります。説明の中で近隣公園や街区公園とお話が出ましたが、都市公園法

という法律で公園の種別が分かれています。一番身近にある公園ということで

街区公園があります。面積の定めはありませんが、半径 250 メートルぐらいで行

ける公園のことをいいます。 

その街区公園より、大きい公園が近隣公園です。市内 10 か所ほどありまして、

例えば北習志野近隣公園、夏見台の近隣公園、西船橋にある近隣公園などです。

面積としては 2 ヘクタールから 4 ヘクタールまでのものがあります。 

これより大きなものになると地区公園で、市内では若松公園という公園があ

ります。そしてさらに大きい公園となると総合公園になりましてアンデルセン

公園や県立の行田公園があります。 

それで今回検討していただく公園が身近にある街区公園になります。例えば

船橋駅北口にある天沼弁天池公園で約１ヘクタールあります。また交通公園と

呼ばれている宮本台北公園があります。近隣公園となりますと多目的広場が併

設されていまして、少年野球のようなちょっとした試合形式のものができるよ

うな広場があります。 

この近隣公園と街区公園をご検討いだきたいということです。 

 

〇香取委員 

ありがとうございます。 

 

〇大野会長 

意見という事でしたが先に質問が出ました。まずは質問を聞きましょう。ほ

かに何か質問はございますか。 

 

〇原口委員 

よろしいでしょうか。この会議の目的について確認です。名目がボール遊び

のできる公園検討委員会となっています。ルールが決まっていない中で要望に

苦慮しているということでしたが、今ある公園の中からボール遊びのできる公

園を見つけ出そうとしているのか。それ以外は現状のままなのか。公園全体を

一定のルールの中でボール遊びができるようにしていくのか。どういった整備

をしようとしていますか。 

 

〇大野会長 

この質問は会議を進めていく中で、改めて考えていきましょう。 

まずは、市内に公園がどのくらいの数があるのか、また中学校の生徒からど

れだけ要望が出ていたのか。市長さんもできるのであれば検討していきましょ
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うということについて、皆さんに意見を聞きながら、やり方があるのか、どう

いう公園ができるのか、方法論として時間を決めて少しやるとか、大きな外の

公園は今まで通りやるのかなど、いろいろな考えが出てくると思います。 

これから皆さんに意見を聞きながら、事務局の説明も聞きながら検討しても

らい、その方向性を調べ直していこうと思います。 

なんでもかんでも一律にやっていこうというのは難しいと思います。まずは、

本日事務局の話を聞き、皆さんがボール遊びについてどう思っているのか。公

園にいた時に迷惑していたのか。それともボール遊びをさせてあげたいと思っ

ていたのか。その辺を含めて意見を聞いて、そして事務局の方に次回までに取

りまとめの結果を元に、考えをまとめてもらいましょう。そして事務局から考

えを示してもらって、皆さんにいいとか悪いとかを言わせてもらう。そういう

進め方でいかがでしょうか。 

ということで、皆さんからボール遊びについてどう思っているのか、お話し

いただきたいと思います。では香取委員からお願いします。 

 

〇香取委員 

今までの話から、街区公園が対象になるというお話でしたけれども、いろん

な問題があると思います。中学生から要望が出たのですから、まずは公園で遊

んでいる世代を考えなければいけないと思います。 

園庭がない保育園もたくさんあるということを聞いたことがあります。そう

いった保育園は街区公園に行って遊んでいるそうです。そういった子供たちと

のバランスも考えることが大切だと思います。 

対象の公園をどのように選定するのか、時間帯を区切るのか、曜日はどうす

るのか、いろんな角度で検討していかないと結論は出ないと思います。 

 

〇大野会長 

今お話しいただいた条件をクリアできたら、ボール遊びをさせてあげたいと

思っていますか。  

〇香取委員 

基本的には条件をクリアすればボール遊びをさせてあげたい。ただ条件をク

リアするにはなかなか難しいのではないでしょうか。 

〇大野会長 

では海老原委員いかがでしょうか。 

 

〇海老原委員 

私の住んでいる地区にもたくさんの公園があります。今までいろんなお話を

聞きましたが、中学生というのはもう大人に近いですから、そういう大きい子
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は学校で部活の何かをやってもらって、もっと小さい子供たち、例えば幼稚園

児とか保育園児とかが遊べるような公園にしてもらいたいと考えています。 

意見を言ってくれた中学生には申し訳ないけれども、公園というのは憩いの

場でもあります。ボール遊びというのは、やっていく間にエスカレートしてい

ってしまうものです。自治会の会員の方にも窓ガラス割られたとか、そういっ

たお話も少なくありません。時間を守って、どなたかが見守ってくれている中

でボール遊びをしてもらわないと難しいのではないかと思います。慎重に検討

していってもらいたいと思います。 

 

〇大野会長 

ありがとうございました。では平川委員お願いいたします。 

 

〇平川委員 

非常に難しい問題だと思っています。ボールの定義というものも、対象年齢

というものも決まっていない状態で、中学生と小さい子供たちが一緒にボール

遊びができるのか。全体なのか、それとも一部の公園を対象とするのか。これ

からの会議の中で検討していくということだと思いますけれども、実に難しい

のではないかと思っています。 

私は松が丘に住んでいます。松が丘には近隣にスポーツができる広場があり、

非常に恵まれた環境であると思っています。その広場は高齢者の人たちが利用

していることが多いのですが、その方たちが子供たちの遊ぶ時間にその公園を

空けてくれるかなど、そういったことも問題点として発生してくると思います。 

私の地区にはボール遊びのできる公園に該当できそうな公園があるのかなと

思っています。 

 

〇大野会長 

ありがとございました。続いて泉谷委員お願いいたします。 

 

〇泉谷委員 

私の住んでいる地区に夏見台近隣公園という公園があります。少年野球や 

一般の野球の方々のボールが民家に当たったりするといったトラブルがありま

した。公園緑地課でフェンスを設置してボールが入らないように対応した結果、

問題は解決いたしました。またその公園は、球技をやる広場のネットの外に、

遊具がある公園があります。そういう点できちんと分けられていますので遊具

で遊ぶ人との間で問題は発生していません。この近隣公園であれば使い方を上

手に行えれば、ボールを使わせてあげたいと思います 
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ただ、近所にある小さい街区公園があるのですが、子供たちがサッカーをし

ています。公園のすぐ脇に自治会館がありますが、会館の窓を割られたり、シ

ャッターが歪んでしまったりと、大変困っています。そこで自治会でネットを

高くしまして、子どもたちにもボール遊びをしないようにと注意をして対応し

ています。 

その辺も、どの範囲で許していくのか。これから皆さんで考えて、公益的に

利用するというなかで、少しでも多くの人に利用してもらえるような、楽しい

公園に作っていければなと思っています 

 

〇大野会長 

ありがとうございます。今意見いただきましたけども、規模によるとか、使

われている状況によるとか。中にはきちんと区切りができていて、やりようが

無いということではなさそうです。でも、難しいというところですね。 

狭い公園は何かしらの規制をしないと難しいのではないか。広い公園では区

分けをすればできるのではないかというお話がありました。それでは松井委員

お願いいたします 

 

〇松井委員 

私は生まれも育ちも船橋で、もう 35 年ぐらいになります。アンデルセン公園

の前身であるワンパク王国を建設するときに、子供委員という形で参加させて

いただいて、小中学生が集まった中で、真ん中に池があってその周りにアスレ

チックがあってという絵を書いたら、現実の形にできあがって、当時をすごく

嬉しかったことを思い出します。振り返ってみますとその当時は、アスレチッ

クがあってというような、そういう公園が欲しかったです。 

当時は今と違いましたから空き地とかもたくさんあったので、ボール遊びを

する場所に困ったことがなかったと思います。今は親子でキャッチボールをす

るところでさえも全くないというような状況になっています。 

近隣公園にしても許可制ですからすぐに行ってポンと遊べるといったもので

はないと思います。先日おじの家に行った時に、近くに大きな川があり河川敷

があります。走っている人もいれば、座って休んでいる人もいれば、野球をし

ている人もいる。こういうところが船橋にはなかなか無い、作るのも難しいの

が現状です。 

そういった中で、公園といっても先ほどからお話が出ているように物理的に

できない公園もあります。できるような広い公園で、住み分けをするというよ

うなものも必要だと思います。 

街区公園という説明で 250 メートル位という定義でしたけれど、その範囲の子

どもたちがその地域の街区公園を使うとは限らず、中学生が集まってサッカー
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やろうという時には、学区の中のいろんな公園に自転車で行きます。そうする

と公園の前に自転車が並んでしまうといったいろんな副作用もでてくると思い

ます。 

その他にも入口からボールが出てきて、自転車や車にぶつかるとか、そうい

ういろいろなことを考えるとなかなか難しいのではないかと思います。 

 

〇大野会長 

ありがとうございました。では、中学生からの意見ということですけれども、

中学校の生徒の気持ちをよく知っている岩村委員いかがでしょうか。 

 

〇岩村委員 

私は海神中学校に勤務していますけれども、時々子供が公園で遊んでいるの

でやめてほしいという電話が入ることがあります。そのたびに職員を派遣して、

対応しています。 

今回こういった会議を開いていただいて、関係者としてはとても嬉しく思っ

ています。というのも、運動部活動に入っている子どもたちは十分に運動をし

ていますが、部活に入っていない子どもや文化部の子どもたちも、時には運動

やボールを使った遊びをしたいということがあります。いろんな難しい条件が

あるとは思いますが、いくつか条件が整っているところでは、この時間はこう

いうことができますよということで、地域の方と協力しながらできるとありが

たいなと思っています。 

また、子供たちの運動能力で投力がとても落ち込んでいます。運動能力の結

果は、昭和 60 年ぐらいの小学生の能力が最もピークでしたけれども、投力に関

しては、様々な対策をとってもどんどん落ちてしまっています。物が投げられ

ないということです。この会議の中で何か妙案というか、1 つでも 2 つでも実現

できるといいなという風に期待をしております。 

 

〇大野会長 

ありがとうございました。谷藤委員先生からもご意見お願いします。 

 

 

〇谷藤委員 

大学で生徒たちと日々接していますが、現実に投げられない子どもたちがい

ます。それで子どもたちの体力も下がっているといわれている中で、まさに今

の大学生がそういった状況です。 

その中で、子供たちが公園でボールが危ないということがありますけれど、

ではどこでボール遊びができるのか、公園でできなければどこでできるのかと
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いうところを考える必要があると思います。その上で、ここがいいとか悪いと

かということを考えていくことが必要だと思います。 

大学生になぜボール遊びをしてこなかったのかと聞いてみると、する場所が

ないんですよというふうに言われます。安全面とかいろいろとありますが、子

供たちがどこでできるのかっていうことを考えていかなければいけないのかな

と考えています。 

また、子供たちや高齢者も運動ができる機会、場所を確保するということ。

そこはルールを決めて利用する機会を分けてあげないといけないと思います。

私はゴミゴミとしたところで育ってきました。大きな公園とか小さな公園で遊

ぶ中で、この公園だったら固めのボールで野球をしてもいいのではないかとか、

小さい公園だったら柔らかいボールのほうがいいかなとか、その場で学習して

きているのではないかなと思います。 

これはいろんな人と接していく中で学んでいくことができたのではないかと

思います。公園をどうやって使うのかというルールはもちろん大切だと思いま

すが、利用する人が公園をどのように運用していくのかも大事であると私は思

います。公園でボール遊びができることを契機に、地域がより密接につながる

といいなと、非常に期待をしています。 

 

〇大野会長 

ありがとうございます。では渡邉委員お願いいたします。 

 

〇渡邉委員 

皆さんのご意見を聞いているとごもっともだと思っています。でも子供たち

は、気軽に運動ができる遊び場というものが欲しかったのではないかなと思っ

ています。中学生の意見だからといって中学生対象にするということではなく、

地域にある公園を使うということで、子供たちのことだけではなくて、やはり

いろんな人たちが使える公園をということを考えていく必要があると思います。 

例えばボールを使うということになりますと、大きいボール、小さいボール

などいろいろな種類があるわけでして、公園も全てを考えるということではな

くて、ここの公園だったらこういうことができる、あるいはこの公園だったら

こういったボールが使えるというような、住み分けをしていくとうまくできる

のかなと思います。 

また公園に柵を作るというのは非常に至難の技ではないかと思います。柵を

作ってボールを外に飛び出さないようにするというのは、できないことではな

いかなと思っています。そうすると、固いボールは非常に危険性が出てくるの

で、柔らかいボールを使ったらどうかとか、いろんなことを考えていくとやる

方法はたくさんあるのではないかと思っています。 
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朝から晩までということではなくって、時間帯を決めていくとか、この公園

だったらこの時間帯が大丈夫じゃないかと、これだけ地域のことをよく知って

くださっている皆さんがいらっしゃるので、そういったことを考えていると公

園の大きさ、時間帯といういろんなことを考えた中で、ボールを使って運動能

力を高められるような事もありますので、それで進められるといいなというふ

うに思っています。 

なんとかいくつかの公園をモデル的にやれたらいいなと思います 

 

〇大野会長 

ありがとうございました。だいぶいろんな意見が出たと思います。どうです

か、加瀬副会長から一言お願いいたします。 

 

〇加瀬副会長 

資料の中に、公園でボール遊びの容認意見と反対意見とありますが、これを

すべて読みまして、両方とも理解できました。それで私の町会には、海松台公

園という大きな公園があります。ここの公園には、ボール遊びが禁止と書いて

あるんですけれども、休みの日にお父さんと子供が 10 メートルから 20 メートル

くらいのキャッチボールするのはいいのではないかと思っています。もちろん

状況を見て、危なくないと大人が判断すればですが。サッカーもお父さんとボ

ールを蹴るぐらいだったら問題ないと思います。 

ただボール遊びを許可すると上限がなくなってしまうというのが問題です。

また、公園に植えている花に向かってボールを投げて、花壇に入ってしまう方々

もいます。投げる方向とか、少し気を遣ってもらえばいいのですが、そういう

配慮がない方がいます。花のほうにボールが行かないように気をつけて周りの

みなさんに配慮した形でのボール遊びをして皆さんに迷惑がかからないようで

あれば前向きに検討できると思います。 

当然、できる公園とできない公園がありますから、全ての公園とはならない

と思います。皆さんが知恵を出し合っていければ、いい案がでると思っていま

す。 

 

 

〇大野会長 

ありがとうございました。皆さんの意見を伺ってきまして、難しい点もあり

ますし、子供たちのことを考えるとやったほうがいいという方もいらっしゃい

ます。いずれにしろ、どういう条件を作って、どういう規模の公園で、どうい

う風にやっていくか、そして人をどう配置するか。 
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また谷藤委員が言われたように、どこで遊べるのか、何で遊べるんだという

ことを皆さんにしっかり知らせていって理解をしてもらう。この公園はそうい

うことができる公園だという事で、いろんな人にこの公園を理解してもらい、

周りの人にも気を付けてくださいね、ということを言えるようになると違うと

思います。 

そんなことも含めて検討していただきたいと思います。本日の資料に、資料 3

子どもの遊び場確保に関する検討会というものがあり、先進的に検討したとこ

ろがあったようです。そして事務局が状況を見てきているそうですので、結果

を報告してください。 

 

〇事務局 

他の市区町村の事例をご紹介させていただきます。 

東京都千代田区にて、子どもの遊び場確保に関する検討会が平成 24 年 6 月か

ら 12 月に 6 回行われ、平成 24 年 10 月 28 日から 11 月 24 日までで旧九段中学校

の校庭と区立和泉公園の２か所で試行運用を実施しています。 

その試行運用の実施結果についての評価を第 5 回で行い、検討会報告書案の

検討も行われました。各会場 6 回の試行運用を行い、両会場ともに高い評価が

出ております。17 ページの自由意見欄では、・ボール遊びができる場所が少ない

ので、このような場を作ってもらい、とてもうれしい。・キャッチボールやサッ

カーができる公園がないので、大変ありがたい試みだと思う。などの意見が寄

せられていました。 

そして、第 6 回で条例案の骨子作成の検討が行われ、検討会の報告書の承認

がされました。 

試行運用の継続を平成 25 年 3 月まで行い、平成 25 年 4 月から本格実施されて

おります。実施場所については、計 8 か所を目指していき、対象者は小学生の

みならず、未就学児及び保護者も対象として、下校途中の小学生には、帰宅後、

遊びに来るよう促したとのことです。 

以上をふまえ、本委員会で検討をお願いしたい事項でございますが、２点ご

ざいます。１つ目としましては、先進事例でご説明しました千代田区方式を近

隣公園クラスで実施ができないか。２つ目としましては、身近な公園、街区公

園において、地元の自治会・町会のご協力をいただいて実施ができないか、例

としましては、事務局で考えている公園規模としましては、公園の利用形態、

周辺の住宅や立地条件を含め 500 ㎡以上の公園でのボール遊びについてのルー

ルづくりについての 2 点でございます。ご検討よろしくお願いいたします。 
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〇大野会長 

やれるかやれないか、時間帯を決めて、そして指導者を張り付ける。そして

道具も揃えて、呼びかけも行って、始められるところから試験的にスタートし

たというのが千代田区の方式ということですね。三橋委員から補足説明はあり

ますか。 

 

〇三橋委員 

資料のｲﾝﾃﾞｯｸｽ 4 番を見ていただくと、市職員が現地を視察してきたものです

けれども、千代田区はプレイリーダー事業を行うのにあたり、条例を制定して

進めてきたということです。週 1 回 4 カ所実施しておりまして、このあと 8 箇所

まで増やしていく計画をしています。こちらはプレイリーダーをつけた形のも

のです。 

 

〇大野会長 

こういった例もあるそうです。これに習ってやろうということではありませ

んけれども、ただそういうことを考えることができます。そして船橋に合った

方法はどんなものがいいのだろうかという話をこれから進めることができるの

ではないでしょうか。 

皆さんの話を伺っていましたら、物理的な条件、地域的なものの条件、利用

している人たちの条件によってできるとかできないとかがありそうです。基本

的に皆さんが思っているのは、やれるのならやらせてあげたいということでい

いですか。 

ただ条件が揃わない限りできませんので、整理できるところ整理ができない

ところをしっかり考えて、谷藤委員がおっしゃられたように、どこでやればい

いんだというところを考えていけば、船橋としても伸びてこない子供たちの体

力を伸ばすことができるのではないかと思います。 

ということで私が主導して取りまとめましたが、何かご意見ありますか 

 

〇香取委員 

31 ページに書いてあります千代田区の事例を見ますと、公園緑地課の職員の

方々が現地を見られている。そういったことを考えますと、ここだったらでき

るのではないかという概略設計を用意されているのではないかと思うのですが

いかがでしょうか。 

 

〇三橋委員 

千代田区と全く同じようなことができるかというところにつきましては、現

時点ではプレイリーダーといったものの人脈であるとか、そういったものに対
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するノウハウを今のところ我々が持っていませんので、公園緑地課でこのあと

すぐできるか、ということになったとしても実現は難しいかと思います。 

千代田区が 4 カ所を試験的に実施して、先々8 か所の整備を考えているようで

す。この検討委員会で検討して行く中で、船橋でそれをやったときに移動能力

がある子供たちはできるけれども、小さい子供たちはできない。そうなります

と千代田区方式でのやり方と身近な公園でのやり方との 2 つの検討が必要なの

かなと思っています。 

 

〇佐藤委員 

私は新高根のほうに住んでいまして、町会の防犯パトロールをしております

が、今の時期だと夜の 8 時から回っています。高校生クラスが公園でサッカー

ボールなんかを蹴っていると危ないかなと思っています。日中ですと小さなお

子さんがお母さん達とボール遊びをしているのをみると微笑ましく思っていま

す。土曜日、日曜日になりますとサッカーや野球が終わった後、小学生の低学

年のクラスが遊びながらキャッチボールをしている。中学生高学年になってし

まうとボールのスピードも速いですし、危険かなというふうに思っています。

規制するのは基本的にはよくないと思うので、自主的に危なくないようにやる

のであればいいのかなと思っています。 

 

〇大野会長 

ここで佐藤委員は他の公務が重なっていますので退席します。 

 

〇佐藤委員 

申し訳ありませんが、ここで失礼いたします。 

 

〇加瀬副会長 

中学生からはどんな意見が出ましたか。どの程度具体的にでたのでしょうか。 

 

〇三橋委員 

インデックス 5 番のところに、子ども未来会議室の報告書の抜粋したものが

あります。本格的なボール遊びから、簡単なボール遊びまでということで、い

ろんな意見が出たと思います。 

 

〇谷藤委員 

個人的には野球やサッカーというようなものは、とても大きな公園であれば

できるかもしれないんですけれども、学校の校庭が使えるようにしてもらえた

らと思います。 
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またそこまでいかないキャッチボールとかボールけり遊びでは公園でもいい

のかなと思っています。ボール遊びの要望事項を見ますと、まず近所の方、ボ

ール遊びをしないでリラックスをしたい方、ボール遊びをしたいのだけど他の

人が利用しているので使えないという方と、大きく分けて 3 つに分かれると思

います。そういった方々がどんな理由だと妥協してもらえるのかということを

考えないといけないと思います。 

昼間だけだったらいいとか、このくらいまでのボールだったらいいよという

ところの調査と、実際モデルとしてやる時もこういう状況なので、この部分ま

では理解してくださいという、もちろん活動する人に焦点を当てることは大切

なのですが、反対してる人にも何かしらのアプローチが必要かなというふうに

思っています。 

 

〇香取委員 

そうです、ボール遊びの人とそうでない人と同居する形になると思います。

そこをどう調整するかが難しいところです。 

 

〇大野会長 

今言われた通りですね。公園には多種多様な目的があります。公園にはお年

寄りもいます。ゆっくり過ごしたいという方もいます。その中にスポーツをし

たいという人もいます。ですから、スポーツのできる条件を決めなければいけ

ないということですね。だから難しいのです。 

 

〇渡邉委員 

ちょっと視点が違うかもしれませんが、船橋のまちかどスポーツ広場という

ものが市内に 10 箇所ぐらいあります。ここの稼働率が非常に低いんです。せっ

かくいい場所があるのに使われていない。こういう風なことを考えていくと、

PR が足りないのかも知れませんけれども、スポーツ推進委員でさえ知らないと

いう人もいます。 

たまに日曜日のイベントがあった時にそこを使わせてもらうことがあります。

が結構な広さがあります。そこでやっている姿があまり見ないというのが現状

です。 

 

〇大野会長 

まちかどスポーツ広場はどこの管轄ですか。 

 

〇事務局 

生涯学習部です。佐藤委員は先程退席されました。 
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〇平川委員 

まちかどスポーツ広場の話が出たのですが、私たちの地区の広場は非常に稼

働率が高いです。日曜日はほとんどいっぱいです。最近は少年野球の子供たち

の中で低学年の子供たちが遊んでいます。先日も運営会議があったんですけれ

ども、土日はものすごい稼働率です。平日はお年寄り達しか使いませんけれど

も、そういった人たちでいっぱいです。 

 

〇渡邉委員 

そのように使われている場所と使われていない場所があるというのが現状で

す。けれどもこのまちかどスポーツ広場を作ったというのは、遠くまで行かな

いで、地元でスポーツができるようにと作られたものです。平川委員がおっし

ゃる通り、土日は稼働率が高いですけれども、普段の日ってほんとに稼働率が

ないんです。そういった場所もうまく使っていければいいと思います。 

 

〇平川委員 

平日の午前中って、町に人がいないんです。（一同笑） 

松が丘なんかは非常に高齢化が進んでいます。平日の昼間に、場所を解放し

ても小さい子供たちもいません、お年寄りしかいませんから。 

千代田区の例を参考にしてどうしていくのか。子供たちがいつでも使えるよう

なそこら辺の公園を、なんとか子供たちが使えるように整備していくのかどの

ように運営していくというのがちょっと見えてこない。 

ただこれはきっと検討して行く中で出てくるんだと思うんですけれども、学

校の校庭を、旧九段中学校の校庭を使うという話。そして近隣公園がどの程度

の規模がわかりません。近くにある公園をそういう風に開放してくださいとい

うと、近隣との騒音であるとか、住み分けをどうするのかが課題だと思います。 

 

〇大野会長 

はい、ありがとうございます。伊藤委員どうぞ。 

 

〇伊藤委員 

 いろんな意見をいただきましてありがとうございます。いずれも通常、公園

緑地課にお問い合わせがあるご要望でございまして、身につまされる思いで、

先ほどから伺っておりました。 

いただいた意見の中で、先ほど会長の方でまとめていただいたものを私なり

に整理してみますと、まず 1 つ目は物理的な条件のお話がありました。公園の

大きさはいろいろございます。2 つ目は時間的な使い方があるのかなと思います。

平日の昼間なら、土日は使えるのか、といった曜日・時間的な要件。 
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3 つ目は固いボール、柔らかいボール、大きさ、具体的な種類、どんなメンバ

ーで行うかということ、子供だけなのか、お父さんがついているか。 

あと第三者をつけて指導というか、いわゆる安全面ということ。あとは 4 つ

目にマナーです。全体的に難しい話しだと思いますので事務局のほうに宿題に

させていただいて、提案を示せればと思っています。 

 

〇大野会長 

担当の部長さんの方からまとめをしてきました。先ほどお話がありました原

口委員。先程の質問は大丈夫でしょうか、ご意見を伺います。 

 

〇原口委員 

伊藤委員の方から色々と話がありました。縦に見るとこうなのかなと思いま

すが、横に見ると利用者及び利用者間の問題、近隣住民との問題、地域との問

題と横串を指してマトリックスで整理していくといいのではないかと思います。 

 

〇大野会長 

色々な視点で見ていくことが問題解決になるということですね。ありがとう

ございます。発言をいただいていなかった秋山委員はいかがですか。 

 

〇秋山委員 

そもそものきっかけは、中学生が意見を出したことということで、責任を感

じております。私の方で思うのは、中学生が求めているのは気楽な友達で自然

発生的なものという意味の遊びの中でのボール遊びなのか、それより進んだレ

クリエーションなのか、それとも組織的なスポーツなのか、どこまでを求めて

いるのかが分からなかったので、話が錯そうしているのかなと思います。子供

たちがどういう風なものを求めているのかというとこうということを整理する

のがよろしいのかなと思います 

 

〇大野会長 

本日の第 1 回目の会議として、いろんな意見が出たと思います。これがいい

とかこちらの部分はこれがいいとかという条件整理をしながら、その条件のも

とで少しずつ検討して、その都度気づいたところは指摘していただいて、方向

性を作っていきたいと思います。 

そろそろ会議を終わりにしたいと思いますが、他にありますか。 
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〇香取委員 

マナーの話が出ました。終わった後にゴミだらけになっているということが

あります。私の家の前は公園ですが、そこに公園がありましてゴミ箱がいっぱ

いになってしまう。いつも私が掃除していたんですけども、公園緑地課にお願

いして撤去してもらいました。 

プレイリーダーという話もありました。マナーというところでもしっかりや

ってほしいと思います。ひょっとしたら渡邉委員のほうでスポーツ推進委員さ

んがやってくれるのかなとも思っています。 

それとも青少年相談員連絡協議会の松井委員の方でもどうでしょうか。 

（一同笑） 

 

〇松井委員 

意見として、中学生が求めているのは管理されている遊びではないと思いま

す。あくまでも自由な、しかし時間的な制約もあると思うんですけれども。 

 

〇大野会長 

スポーツ推進委員の方がいらっしゃったり、青少年相談員の方がいらっしゃ

ったり、地域の活動をそれぞれにやってらっしゃる自治会の方もいらっしゃい

ますが、それぞれにいろいろな話ができれば、また新たにいろいろなものが見

えてきて、隙間を埋めていくことができると思います。そして違う形のいい案

が生まれてくるのではないかとも思っています。 

これから 5 回ほどの会議がありますが、今日話し合ったことを片手間でよい

ので時々思い出してもらって、次はこんな意見を言うぞといったことでぶつけ

ていただければと思います。 

 

〇谷藤委員 

最後に一言言わせてください。この発端の子ども未来会議室は非常にいいこ

とだと思うんです。中学生や小学生に、君たちが、自分たちが考えてやるんだ

よって言うとすごく力を発揮すると思います。 

千代田区のプレイリーダーは大学生か、そのくらいの年齢の人が見ていてと

いうことだと思いますが、公園での遊びや、きれいにしようというマナーのこ

とを小・中学生に自分たちでやるように考えていこうと話をしていけば、すご

く子供たちの意識も変わってくるのではないかと思います。 

サッカーでグリーンカードというものがあるのですが、フェアプレーなどの

他の選手の見本となるような行いをした選手に与えられるもで、例えば公園を

使った後きれいにしたとか、頑張っている子供たちに「公園マスター」とかの

称号を与えるとかっていうことを、全国に先駆けてやれるといいなと思います。 
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〇大野会長 

いろいろな意見が出ました。取りまとめの方向性をいくつか示していただい

て、皆さんの思いを反映させたいと思います。これからもまた、よろしくお願

いいたします。これで第 1 回ボール遊びのできる公園検討委員会を終わります。 

 

９ 資料・特記事項 

⑴ 資料 

 ・次第 

 ・名簿 

 ・設置要綱 

 ・スケジュール 

 ・ボール遊びのできる公園検討委員会を設置することとなった経緯 

 ・第一回検討内容 

 ・公園内のボール遊びに関するご意見 

 ・近隣市の対応状況 

 ・東京都千代田区【子どもの遊び場確保に関する検討会報告書】 

 ・東京都千代田区【ボール遊びをしよう！】チラシ 

 ・平成 26 年度「こども未来会議室」生徒及び市長の発言内容一覧 

 ・平成 26 年度「こども未来会議室」報告書 

⑵ 特記事項 

第 2 回は、8 月 28 日（金）に開催。開催場所等は市役所 9 階第 1 会議室で、

開催通知と資料は次回の会議の 1 週間前に委員宛に送付。 

 

１０ 問い合わせ先 

  建設局都市整備部公園緑地課管理係 

     ☎０４７－４３６－２５５５ 


