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平成 27 年度第 2 回ボール遊びのできる公園検討委員会会議録 

（平成 27 年 9 月 25 日作成） 

１ 開催日時 

 平成 27 年 8 月 28 日（金）10 時 00 分～12 時 00 分 

２ 開催場所 

 船橋市役所 9 階第 1 会議室 

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 

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 川﨑敬民委員 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 

４ 欠席者  

香取政弘委員 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  ボール遊びのできる公園についての試行運用案 公開 

 〇具体的な実施内容について 

 〇指導者の配置について 

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 試行公園について現地視察を１０月２０日に開催する。 

８ 議事 

○大野会長 

検討委員会を始める前に事務局より報告事項があります。 

 

○事務局 

はい。香取委員及び金子委員から本日欠席の連絡があり、平川委員から遅れ

る旨の連絡がありました。本日は、第１回検討委員会の時に欠席された川崎委

員が出席されておりますのでご紹介します。船橋 PTA 連合会幹事川﨑敬民委員で

す。 

 

○川﨑委員 

はい。PTA 連合会幹事を務めております川﨑と申します。どうぞよろしくお願

い致します。 
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○事務局 

続きまして、本日傍聴希望者はございません。事務局からの報告は以上です。 

 

○大野会長 

ありがとうございました。会議に先立ちまして、前回の議事録を事前にお配

りしていますので、事務局から説明願います。 

 

○事務局 

事務局から説明いたします。今日の検討会では、実施する具体的な内容につ

いて検討します。まず、前回の委員会の内容を報告した後、具体的な実施内容、

人の配置について説明をいたします。 

１ページ目をご覧ください。第１回検討委員会の内容という資料です。前回

様々な意見をいただきまして、それを取りまとめました。まず検討の方向性で

すが、公園でボール遊びをすることについては、条件が整えば遊ばせてあげた

い、という方向にまとまりました。その下に主なご意見が書いてあります。 

 

○大規模な公園と身近な公園を分けて検討していくのか。 

○学校の校庭、まちかどスポーツ広場は使えないか。 

○子供たちはどんなボール遊びを求めているか。 

○運動能力の低下、特に投力の低下が著しい。 

○遊びの内容、公園の使い方、準備や後片付けを自分たちで考えれば、利用す

る子供たちの意識に変化が出る。 

○頑張った子供に公園マスターの称号を与える等を検討する。 

○子供たちの自主性を高める仕組みを検討する。 

○利用する人、近隣の人、関連団体が一体となって、どのように公園を使って

いくかを皆で考える。 

○他の利用者や近隣の人への配慮や情報提供が必要。 

 

というような意見が出ました。 

次にボール遊びを行うことについて、今後検討が必要である条件ということ

で、以下にまとめてあります。 

 

〇対象の場所、公園 

〇対象年齢 

〇曜日 

〇時間帯 

〇ボール遊びの定義 

〇他の利用者のすみ分けと配慮 
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〇管理者の配置 

〇マナー 

〇周知方法 

〇利用する子供たちの自主性 

 

これらを事務局で取りまとめて、次に試行案ということで提案します。 

資料の２・３ページ目をご覧ください。２ページ目が近隣公園での試行案。

３ページ目が街区公園での試行案です。市内の公園施設の状況ですが、ボール

遊びができそうな広い広場があり、遊具広場と別れている公園が約４５公園あ

ります。 

その中で、他の利用者や周辺住民の方々からのボール遊びに関する苦情は、

様々です。ボール遊びが可能な広さのある公園で、いろいろな仕掛けやルール

を決めるなどして試行し、関係する方々と調整しながら結果を検証し、最終的

には公園や地域にあったルールを作成します。利用者や地域周辺の方々がボー

ル遊びについて共通の認識で利用できる公園を各地区に増やしてきたいと考え

ております。 

試行案については各地区から公園１箇所、一定の期間、複数の公園で曜日や

回数を変えるなどして行います。候補の公園の選定は、広場と遊具広場が分け

られている、または分けられているスペースがある公園の中から、各地区にバ

ランスを考え、１６公園に絞りました。 

資料の５ページが１６公園の地図です。また、６ページが一覧表です。この

１６公園のうち、５つの行政ブロックからそれぞれ一つずつ、小学校が近接し

ている公園を選定しました。 

内訳は球技施設が整備されている近隣公園から公園２箇所。広い広場のある

街区公園から公園３箇所。公園の地図や写真は７～１１ページに出ております。 

 

それでは２ページに戻って事業案の説明をいたします。こちらは近隣公園を

想定して作りました。平日を想定した案①と、休日の案②の２つです。近隣公

園はボール遊びの設備が整っているので、人や道具の配置により、安全に思い

っきり遊ぶことができるのか、また、自由に人が集まって遊ぶ機会を作ること

ができるかを検証します。 

具体的には田喜野井公園、夏見台近隣公園という２近隣公園を選定しました。

対象年齢は小・中学生で、ボール遊びの種類としてはキャッチボール、ミニサ

ッカー、ドッジボール等が他の利用者の妨げとならない範囲でできると思いま

す。ただ、硬球、金属バットの使用は危険なので禁止する必要があります。 

人の配置については、安全確保とルール作りをするために必要だと考えます。 
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大人が子供同士のことに干渉しすぎないことが望ましいと思われますが、人

を配置することで安全管理、貸し出す場合の道具の管理、新しい遊びを取り入

れた場合の遊び方やマナーの指導などもできると期待されます。 

案①は平日の放課後の利用を考えた事業で、案②は学校が休みの日に行うイ

ベント的な事業を考えています。平日については週１回平日の後半、例えば木

曜日に実施したいと考えています。 

時間は学校が終わった後の午後３時から午後５時の２時間程度です。案②に

ついては、団体やスポーツチームを協力団体として探し、イベントと組み合せ

て、案①と同じようなことを同時に行って検証したいと考えています。土曜日

の午前中が参加しやすいようなので土曜の１０時から１２時としています。 

また近隣公園は子供たちが主体的に参加してくるような仕組みについても、

考えていきたいと思っております。ボール遊びの道具については、市が用意し

ます。 

続きまして３ページが街区公園での事業案になります。こちらも人を配置し

道具を貸し出すので、近隣公園の案とほぼ同じ内容になっております。平日の

午後で実施を考えておりますが、複数の公園で実施できれば、それぞれ回数や

曜日を変えて企画できればと思います。街区公園については防球設備が整備さ

れていない公園が多いので、ボール遊びについてはある程度の制限が必要にな

ると思われます。公園の規模や状況によってどこまで遊びができるのかという

ことも検証したいと思っております。他の広場や周辺、場外へのボールの飛び

出しの可能性もあるため、指導者や管理者などの人を配置した場合の仕事はこ

ちらの方が多いのかなと思っております。 

なお、来年度の試行については１公園につき１か月程度実施し、アンケート

を取って、結果を検証し、本格実施の方法を固めていきたいと考えております。

以上が試行案の具体的な実施内容についてです。続きまして指導者の配置、人

の配置です。 

 

○大野会長 

指導者の配置はこの次にしましょうか。 

 

○事務局 

分かりました。以上で終わります。 

 

○大野会長 

前回の第１回検討委員会の取りまとめということで説明がありました。検討

された方向と、それから今後検討しなければいけないことをこのように考えま

したということです。何か意見・質問等ございますか。 

（質問する者なし） 
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特にご意見がないようですので、第１回検討委員会の内容はしっかりまとめ

ていだいたということで、第２回検討委員会を始めます。 

試行していくにあたり、どのように行っていったらいいかというテーマです。 

実際には、まずどのような方法で、どこの場所で行うのかということになる

と思います。今説明の中で、４５か所ほどボールを扱える公園があり、その中

から１６か所を選び、その中から５地区に分けて、近隣公園と街区公園を考慮

して、それぞれの課題が解決できる方法がなされるかどうかということで、こ

れらの公園を提案したということです。 

これについて、まず皆さんの意見を伺いたいと思います。まず、今年準備を

して、ある程度まとめたら来年試行するということですが、それに関して了承

するということでよろしいですか。 

 

（各委員承諾） 

 

その試行にあたり検証するのは、場所、対象、年齢、曜日、時間帯を決めて、

どういうボール遊びができるかを考えて、そして他の利用者とのすみ分けをし

ながら、管理者を置いて実施するということです。 

具体的に、２、３ページの５か所で進めていったらどうでしょうかというこ

とで提案があったわけですが、自分の地区でやれるかどうかなど、お話してい

ただけますか。泉谷委員はいかがでしょうか。 

 

○泉谷委員 

夏見台近隣公園のすぐ隣が小学校でグラウンドが接していまして、一般の住

民の方に迷惑がかかりにくい場所にはなっています。ただ、以前ネットが低い

ときは、近隣の住宅とトラブルがありましたが、ネットを高くして以降問題は

ないという状況です。普段、平日だとそこまで多く集まって遊んでいるかとい

うとそうでもない。 

結局近所の子供たちは部活でサッカーをしたり、学校の校庭で遊んだりして

いるが、公園の方ではあまり遊んでいない。それから一般の方はあまり利用し

ていない。しっかりした区分けができている公園になっているので、やりよう

によっては対応できると思います。 

 

○大野会長 

 ありがとうございます。近隣公園は、時間帯を決めて人を呼ぶことは、かえ

ってやり易いということですか。 

  



 

6 

 

○泉谷委員 

 やりやすい状況にあると思います。ただ、どこまで PR できるかが問題になる

と思いますが、現状では可能性が大いにあるかと思います。 

 

○大野会長 

 ありがとうござまいす。それでは平川委員のところはどうですか。 

 

○平川委員 

 はい。大穴２号公園は、この中で一番小さい公園です。住宅地の中にあるの

で、ご高齢者の方たちとのすみ分けをどうするかというところが問題になるか

と思います。人をつけて、子供を遊ばせるほどのスペースのある公園ではない

のではないかと思います。自由に遊ばせてあげればいいと思います。 

 

○大野会長 

 やり方についていろいろ工夫すればやれないことはない。そして老人とのす

み分けや、時間帯を分ければ扱える状況ということですね。海老原委員はどう

ですか。 

 

○海老原委員 

 本町４丁目広場公園ですが、あまり大きくはないです。昔市役所が建ってい

た場所で、今は時代の流れとともに周囲の状況がかなり変わってきています。

北の方を見ると昔の造りの家が結構ある。左側には本町に、大神宮様の管理に

なるが、神社もありまして、その公園は私たちもたまに歩きますが、ボール遊

びは見かけません。ただ前回お話しした通り、あの辺りは昔からの家が結構あ

るので、老人の方が憩いの場所として、冬は暖かいうちは日向ぼっこ、夏は暑

いから夕涼みということで、結局ボール遊びというのは見たことがない。 

少しずつグループでまとまって３人から５人ぐらいで集まってボール遊びを

やっています。もしボール遊びを行う公園となるのであれば、指導者を導入し

ていただき、後片付け等をしっかりしてもらいたいと思います。公園でのボー

ル遊びと憩いの場所との区分けを、うまく中間ぐらいを見極めて、みなさんが

気持ちよく使っていただけるような公園にしていただきたいと考えています。 

 

○大野会長 

 ありがとうございます。加瀬委員はいかがですか。 

 

○加瀬委員 

 私の家の近くにある田喜野井公園は、７ページを見ていただいてわかるよう

にグラウンドです。 
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バックネットがありますが、バットを使うともう少しフェンスを高くしなけ

れば新京成のバスの車庫の方へボールが飛び出してしまう可能性があります。

また、左のマンション側のフェンスが低いと思います。外野の方まではボール

は飛んで行かないと思いますから、ここはこのまますぐにでも使える場所だと

思います。ここでボール遊びをしている光景はあまり見ない。団体で使用する

際には使用許可を取りに来るがあまり見かけない。 

 

○大野会長 

 場所によっていろいろ状況が違うようですが。 

 

○泉谷委員 

 先ほどの話で、漏れてしまったのですが、夏見台の場合は日曜日や休日、一

般の軟式野球と少年野球がほとんど使用している。平日にはたまに老人クラブ

の方が来てグラウンドゴルフを行うということがある。ですから、それ以外の

日はあまり利用していないので、日程の組み方次第では十分可能かと思います。 

 

○大野会長 

 ありがとうございます。まず皆さんに地域的なもので５つできるかどうかお

聞きしました。次になりますが、対象年齢の話が２に出ていますが、それによ

って子供はいいが中学生は無理かもしれないという話も出てきていますが、そ

のあたりも含めていかかですか。 

 

○三橋委員 

 その前によろしいでしょうか。先ほど本町４丁目広場公園ですが、旧名称の

本町中央児童遊園と勘違いされてはいないでしょうか。本町４丁目広場公園と

言いますと、船橋小学校の建て替えをした南側にある公園になります。 

 

○大野会長 

 言われている意味がわかりました。海老原委員、よろしいでしょうか。 

（各委員承諾） 

 

○大野会長 

 対象年齢ということになった時に、例えば今の５か所で進めていくときには

対象年齢が場所によっては中学生が入っても大丈夫というところと、小学生ぐ

らいがいいというところもある。そのあたりは基本的な考え方としてしっかり

と調整をしてスタートをしていくということでいいですか。また曜日は事務局

の方で平日と休日で週に１回ということで実行していきたいということです。

渡邉委員いかがでしょうか。 
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○渡邉委員 

 とにかくやってみないとわからない部分がありまして、いろいろな団体と話

し合わなければならないところも出てくるかと思いますのですが、その辺りを

クリアしたら、今みなさんのお話を聞いていると、なんとなくできそうかなと

いうイメージは湧きました。 

 

○大野会長 

 ありがとうございます。どうですか松井委員。もっと回数を多くしてほしい

とかありますか。 

 

○松井委員 

 元々子供たちが求めているものは、このような管理された遊びではないと思

います。ですから私個人としては違和感を覚えています。普通に学校が終わっ

た後に「お前今日暇か？グローブ持ってキャッチボールしようぜ。」というよう

な場が欲しいのではないでしょうか。 

また、前回の会議でお話があったと思いますが、中学生が部活動の休みの時

にどこかで個人的に練習をしたいとか、そういう時に使える公園が欲しいので

はないかということを考えると、私は管理する人がいなくても、サッカーゴー

ル、バスケットゴール、壁打ちができる大きな壁がここにあるといったように、

物さえ作ってあげればいいと思います。照明とか余計なものを設置しなければ

暗くなればできないわけだから、そういう方向で自由に使ってもらえる公園を

整備した方が将来的にも小学生や中学生に限った事ではなくて、高校生や大人

も健康づくりのために休みの日に壁打ちでもするかと行けるような公園を整備

していった方がいいのかと思います。 

 

○大野会長 

 スペースがたくさんあって子供たちがいつでも集まれるような場所ができる

こともいいと思います。いつも使っていなくてスペースがあるから何か作れば、

近くに子供たちがいるから来るだろうということです。しかし、海老原委員の

事例のように、ここには大人も子供もいて中学生ぐらいの子にとっては狭くて

危ないという話だと、管理するという形式を採らないと使えないかもしれない。 

 

○松井委員 

 もしそのような場所ならば、試合をするわけではないので、バスケットゴー

ルを１つ設置して、フリースローの練習ができるスペースさえあれば大きな問

題にはならないと思います。 
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○谷藤委員 

 今、松井委員が申された内容が、５～１０年後には実現できればいいと思い

ます。しかし場所がないという現状で、すぐに許可だけを出してしまうと、  

誰も彼も来てしまう。本来であればそこの公園にはあれがある、あそこの公園

は危ないからということを子供たちの中で判断できるのが望ましいが、急にど

うかというと不安があります。 

ですから最初の段階として、ある程度ルールや見守る人が必要であって、そ

の環境の中で育ってきた小学生が大人になった時に横目で見ながら見守るとい

う状況で子供たちが自分たちでできようになることが望ましいと思います。 

最初の対象や時間などの試行の話ですが、近隣公園と街区公園はとても違い

があるので、子供たちからすると分けて考えることが難しいものかもしれない

けれども、大きさがやはり明確に違うので、サイズで区切ることもいいと思い

ます。また５地区で１つずつというのも分かりますが、中学生になれば行動範

囲も広くなるので、中学生には隣の地区まで行ってもらい、小学生は遠くまで

は行けないので近くの狭い場所で遊んでもらう。小学生のうちから硬いボール

で遊ぶということはあまりないと思いますので、街区公園では小学生を基本的

な対象として、近隣公園では時間帯の目安を作成して小学生と中学生を対象と

する形で、少しずつシフトしていければいいと思います。 

 

○大野会長 

 ありがとうございました。今話がありましたように、対象を狭い場所と広い

場所で変えていくべきだ。当面は指導者がいなければいけないし、やってみな

ければわからないということでした。 

将来的に子供たちが成長して、谷藤委員が以前話されていたように、小さい

公園で危険なことややってはいけないことを子供ながらに直接肌で感じて、学

びながら遊んできたからきちんと動けるようになったというように、みんなが

そうなってくれれば特に問題ないのでしょう。 

初めて出席されて川﨑委員はどうでしょうか。 

 

○川﨑委員 

 今いろいろなご意見と前回の議事録を見させていただきましたが、実際に子

供たちと接していて現場を見ている立場からご意見させていただきますと、ボ

ール遊びが禁止されてからかなり時間が経っていると思います。 

ですから指導者が見守るという状況を初めは作った方がいいと思います。や

はり、そういう遊びに慣れていない子供たちがほとんどなので、やりすぎてし

まうこともあるかと思います。そういう意味では初めのうちは制限を設けた方

がいいと思います。 
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また公園ですが、いろいろご意見ありましたが、規模も違うし、普段の利用

状況もそれぞれ全く違うと思います。そのような中で、どこまでの人数ででき

るかというのも絞られてくると思います。近隣公園は特に問題はないと思いま

すが、街の中の小さい公園となると簡単な遊びになってしまうと思います。 

特に中学生になってくるとボール１つとっても投げるスピードも違いますし、

当たった時の衝撃も違います。ですから小学生ぐらいの子たちは小さい公園で

はやわらかいボールでなら遊んでもいいと思います。実際に子供たちが公園で

遊んでいるのかというと、小学生は遊んでいると思いますが、部活や稽古事で

忙しいのか、中学生になるとなかなか遊んでいないように思います。 

しかし、月に１度千教研（千葉県教育研究会船橋支会）のある水曜日に帰っ

てくると、そういう時に限っては比較的多くの子供たちが集まって公園で遊ん

でいるので、そのような日も対象にして考えてみることもいいと思います。 

普段は本当に少ないから、１時間～２時間程の限定で、いろいろ開放するこ

ともいいのかもと思います。 

 

○大野会長 

 ありがとうございます。子供たちが自由になってくる千教研の日は大事かも

しれません。話の中で場所の話、対象年齢は公園に合わせて少し制限を加えな

いといけないかもしれないですね。曜日については大分出てきました。たくさ

んというよりはまずやってみましょうという話のようですが、時間帯はどうで

すか。提案されている時間帯は休日の１０～１２時。平日は３～５時という話

ですが、いかがでしょうか。実施することが難しいといった公園はお話を頂け

ればと思います。 

 

○岩村委員 

 まずは試行してやってみようという考えはとてもありがたく思います。時間

帯を見たときに、提案が中学生ということで学校が終わるのが４時～４時半な

ので、この時間帯に行くのは小学生だろうと思います。 

土曜日のこの時間帯なら中学生でも行く子はいると思いますが、先程話があ

りました通り、千教研の日であれば午後空いている子供たちが多くいるので行

くことになるかなと思います。しかし千教研以外の時間帯となると中学生はな

かなか行けないのが現状と思います。 

 

○大野会長 

 ありがとうございます。そうしますと先程ありました中学生は遠くまで行っ

てもいいという話が出てきたとしても、時間的に厳しいのではないかという話

になります。いずれにしてもそれらの課題があるということになります。 
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それから他の利用者とのすみ分け、配慮ですが、このままいくとこの時間帯

は協力して子供たちに使わせてあげてくださいという話になりそうですが、と

りあえずスタートはこれでいきましょうということでいいですか。当然それ以

外の時は今まで通りお使いくださいという形で、子供たちが指定された時間以

外にも集まってくるようなら調整をしていきましょうということですね。 

次にマナーの話ですが、これが非常に大事になります、ご意見ありますか。 

 

○加瀬委員 

先ほど松井委員より話しがありましたように、自由に遊ぶ場所があれば１番

よいと思いますが、現在はない。私達が子どもの頃は遊べる広場があり、自分

たちで考え遊んでいた。今の子供にはある程度遊び方を教えなければならない

のかと思います。 

それと私から提案があります。私の住んでいる地域に前原東６丁目公園とい

うのがあり、周りはフェンスで囲まれています。この公園の屋根にネットを張

れれば自由に遊べます。お金の問題や今あるポールに設置するには強度的な問

題もあると思いますが、屋根が付けばサッカーなどしても表に出ることがなく

なります。新たに４面にネットを張るとなるとお金も掛かるのでこの公園なら

ば上にネットを張れば済むのでご検討頂きたい。 

 

○大野会長 

１か所追加で検討頂きたい。スタートは５か所と決まっている訳ではないの

で、やれるところは皆さんに提案していただくことは良い事なので加えて、ま

た逆にできない公園は言っていただき、そこを外して他の場所にすることを検

討していかなければいけない。ありがとうございます。 

 

○加瀬委員 

ただ、この公園は借地で５年契約なのでそこにお金を掛けるのはどうなのか

と言う問題もあると思いますが、今年度５年契約を更新しているので、検討し

て頂きたい。 

 

○平川委員 

ネットの話しが出ました、今回の試行公園はネットまで設置をして防護する

と言う考え方はあるのですか？すでにネットが張ってある公園があるのに、そ

こを対象としないでネットの無い公園を対象としたのは、ネットは張らないで

その状況もマナー１つとして教えるために選んだのか、それとも、ネットしっ

かり整備をしてやるという話しなのでしょうか。 
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○三橋委員 

今回このボール遊びでやろうとしているのは、できるだけ今の施設の状態の

中でボール遊びができないかと言う事で考えています。 

たしかに公園をフェンスで囲んだりすればできるのかもしれませんが、市内

のそれぞれの公園で施設整備できるかと言うとなかなか難しい話しになります。

現状の中でマナーなりルールを決めることでボール遊びができるようになれば

良いと思っています。 

 

○大野会長 

基本的には今の説明のとおりだと思います。但し、ネットのパーテーション

のような物は少し用意して貰い、場所の区切りや外にボールが飛び出しやすい

場所には、手前に設置をして飛び出さないようにできますよね。 

 

○三橋委員 

はい、本町４丁目広場公園などは、周りの柵も無いような状態ですので、こ

のような場所に関しては、ボール遊びをする場所も道路から遠ざけるとか考え

ないといけないのですが、それでも転がる事もありますので、簡易的な柵のよ

うなものは考えております。 

 

○大野会長 

はい、ありがとうございます。 

概ねの話しは伺いました、これでスタートしていく雰囲気ですが、具体的に

近隣公園の２か所の試行案を見て頂いて、このように進めた時にどのような課

題がありますか。 

 

○加瀬委員 

よろしいですか、提案ですが１度皆さんでこの場所を見に行くのはどうでし

ょうか。提案のある公園だけでもかまわないので、現場を見れば考え方が改め

て変わることもあるのかなと思いますのですがどうでしょうか。 

 

○大野会長 

皆さんの時間が取れれば、どうですか。 

 

○事務局 

調整させていただきます。次回の検討委員会を予定していた１０月２０日、

午後を視察の日とすることとしてよろしいでしょうか？事務局提案の５公園と

前原東６丁目公園を視察するということでいかがでしょうか。 
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○大野会長 

次回の１０月２０日に、先ほど提案のあった公園も含めて６公園を視察する

ことで決定とします。 

近隣公園の試行案について、何か足りないような事はありますか。先ほど施

設の問題がありました、街区公園ではネットなどを用意する必要があると思い

ます。それでは次回現地を見て試行案を再度検討したいと思います。 

今まで色々な意見がありましたが、試行するにあたり地元の方々との調整な

どが必要になりますので、事務局が中心となり自治会代表の皆さんと調整方法

について打合せをして頂きたい。 

場所の件でまちかどスポーツ広場について、調べておいてくださいとお願い

していましたがその説明をお願いします。 

 

○佐藤委員 

所管ですので、私から説明いたします。 

運動広場とまちかどスポーツ広場の２種類あります。運動広場は概ね  

5,000 ㎡以上、まちかどスポーツ広場が概ね 1,000 ㎡以上の広場で、主に借地とし

て借受けています。運動広場は野球場やサッカー場など、種目限定の広場で利

用は無料で、利用の予約を受けている場所もあります。 

運動広場の利用は野球場がある場所では４割から６割、まちかどスポーツ広

場は１４か所あります。利用は自由になっているため利用率の統計はありませ

んが、数か所運営委員会がある広場では３割程度の利用と伺っています。基本

的には自由に使用する広場となっており、問題等もない状況です。 

 

○大野会長 

ありがとうございました。私の考えですが、今回試行する際に合わせて、ま

ちかどスポーツ広場を一覧にして、自由に遊べる場所の紹介を一緒にしてはど

うか。先ほど松井委員が言われていた理想の場所だと思いますので、良いアピ

ール・周知の場だと思います。 

 

○佐藤委員 

まちかどスポーツ広場はルールなどがない自由に使用する場なので、今回の

公園とは話が別だと思います。 

 

○大野会長 

公園はしっかりルールを決めて、それ以外にルールは決めていないが自由に

使える広場がこれだけありますと紹介することはいかがですか。 
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○佐藤委員 

取りあえず区別した方が良いのではと思います。 

 

○大野会長 

もちろん区別はします。 

 

○渡邊委員 

この話は、自分たちが住んでいる生活圏の中で自由に遊べる所が欲しいとい

う事になっていて、将来的には誰からも束縛されないで自由に遊べる所をとい

う事で、その中には公園があると感じています。 

先ほどの松井委員のご意見にも賛成している所もありますが、何年か経って

そうなれば良いなと思っていますが、今回の公園だけではなくて小さな公園か

ら大きな公園までいくつかあるので、その辺が自由に使えるようなになって、

自然体でルールとかマナーが守られていかれるようなものになっていけば良い

と思っております。 

取り敢えず今いくつかある地域で使われている場所、まちかどスポーツ広場

もそうですが、いろんなところがありますと皆さんに知られていくことがいい

のではないのかと思っています。 

 

○大野会長 

調整も必要だと思いますが、スポーツをやれる広場や公園が一括して見えれ

ば子供たちの動きも変わってくるのかな、大人の動きも変わってくるのかな、

船橋にもこんなにあったのかなと思ってもらえるのではないでしょうか。 

 

○佐藤委員 

 14 か所といったので、ここにマッピングしたらどうかと思います。よく見て

みると学校と隣接していないところが多いのがまちかどスポーツ広場なのでは

ないかと思います。子供たちに自由に使ってもらっている広場だと思っている

ので公園とは区別しないといけないのではないかと考えています。 

 

○谷藤委員 

 用具の貸出しを行うと書いてあると思いますが、市が用意をして貸出すとい

うことでいいですか？ 

 

○事務局 

 はい、そうです。 
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○谷藤委員 

 マナーの第一歩として、何を行うかということがあると思いますが、危なく

ない物をというのは、最初の段階では非常に難しいと思います。もし用具を貸

し出すのであれば、用具を貸し出していく中で、場所にあった用具の適当な使

い方を学習してもらえるようにしていければいいと思います。 

 

○大野会長 

 ありがとうございます。用具についてもどこで使えるかを検討してここでは

これが使えますという形でいきますよね。 

 

○事務局 

 はい。先程委員の方々の様々な意見がありましたが、場所によってやわらか

いボール等、その中でできるであろう遊びの道具ということで考えて用意させ

て頂こうと思っています。 

 

○大野会長 

 街区公園の方はいかがですか？特によろしいですか？それでは次の４ページ

に入りましょう。指導者の件はあえて抜かしておきました。どのような指導者

がいいのか等ありますので、その辺りについてもう一度事務局から説明してく

ださい。 

 

○事務局 

 はい。資料の４ページになります。指導者の配置について詳細な検討をまと

めてあります。 

まず人を配置する理由と期待する効果ということで、ボール遊びができなく

なる要因として、ボール遊びを行った時の安全の問題があります。また、遊び

相手がいないという問題もあります。 

安全と利用方法については大規模な公園が少なく、近所の公園では、どこま

での遊びなら迷惑でないかということと、ボール遊びに夢中になると白熱して、

子供自身の感覚でコントロールすることが難しいのではないということが考え

られます。 

人を配置することによって、安全と利用方法の管理ができるのではないかと

いうことが考えられます。ボール遊びが過激化して、周辺住民の迷惑行為にな

る、他の利用者の迷惑行為になることを防ぐ。マナーを守って近隣や他の利用

者に配慮したりする。１人で行っても遊びを教わり１緒に遊ぶこともできるの

ではないかということが期待されます。 

続きまして設置の目的ですが、遊び場の安全を管理することで、ボール遊び

ができる場所と時間を作り、子供が自主的に外遊びをするきっかけを作る。 
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その公園におけるルールを作ることができるのではないかと考えております。 

配置される人に期待される内容と、求められることとしましては、安全管理

とマナーを教える、貸出す場合の道具の管理と保管、遊びを教える、一緒に遊

べるということが配置される方に求められる仕事と考えております。 

配置の人数ですが、１回につき３～４人。実施時間を２時間として、後片付

けなどを含み３時間程度の業務になる。つまり３～４人を３時間程度現場に配

置する必要があると考えられます。 

配置についての理由を説明させていただきましたが、配置の必要性や仕事の

内容についてご意見頂ければと思います。また、受け手の話になりますが、事

務局としては具体的な相手先の目途が決まっていませんので、委員の方からご

提案を含めてご意見いただければと思います。以上です。 

 

○大野会長 

 ありがとうございました。指導者を配置する、まあ指導者になるのか相談相

手になるのか時には遊び相手になるのか、いろいろな要素を持ってそこにいて

もらう、マナーも教えてもらうというような人になると思います。 

基本的に３～４人ぐらい、２時間開放ならば約３時間お手伝いしてくれる人

がいればという話です。当然試行していく上でこのような人を選んでいかなけ

ればならない、つまり来年の６月ごろの試行までには、解決していかないとい

けないということになりますが、いかかでしょうか？ 

 

○加瀬委員 

 先程から話が出ている通り、子供たちにボール遊びの注意点や公園内の遊び

方を教えたり、その手伝いをしたりということを考えると必要だとは思います。

人選はどのように考えていますか？ボランティアですか？ 

 

○事務局 

 具体的な想定がなされていないため、事務局としても相手先の目途が立って

いないことから、もし情報をお持ちでしたら委員の方からご提案やご意見を伺

いたいと思っております。 

 

○平川委員 

 基本的にこの業務は、スポーツ推進委員と青少年相談員の方々がしている行

為がこの部分。その人たちは市内全域の横の連絡網は持っている。１人ぐらい

この中から参加してもらえるといいと思います。それと地元の町会自治会で手

の空いている人が子供たちの面倒を見ればいいと思います。 
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○大野会長 

 仕事柄・役柄でお手伝いして頂ければという話が出てきました。事情をよく

知っている人に入って頂くということはいいことだと思います。 

 

○谷藤委員 

 指導者というくくりですが、役割がいくつかあって、安全に関することと、

用具に関すること。また子供と１緒に活動する人とそうではない人と役割を分

けても良いのではないかと思います。 

また、先程貸出の話の時にもお聞きしましたが、役割だからといって上手く

注意することができないかもしれないので、ボール遊びが基本となるのであれ

ば貸出す際に注意喚起をするという形も取れると思います。 

地域の中から多くはなくても選出できると思います。一緒に遊ぶ人は推進委

員さんであるとか大学生のお兄さんお姉さんなど、核になる人たちがいるとい

いのかなと思います。 

あまりしっかり指導者という形式をとっても、５年も１０年も続けると、も

ともとやりたかった子供たちが自由に遊ぶということから遠くなって行ってし

まうと思います。そのため５年後１０年後を見据えてスタートできればいいと

思います。 

 

○大野会長 

 今話がありましたのは、スポーツ推進委員の方や青少年相談員の方に地域ご

とに協力して頂きたい。また、指導者としてはその地域の中にできる人がいる

のではないかということです。そうでなければ、学生に声をかけるという手段

も考えられるという話でした。他に何かございますか？ 

 

○加瀬委員 

責任問題はどうなるのですか？ 

 

○大野会長 

 事故等の対応ですね。具体的にはスポーツ保険等に入ることになると思いま

す。スポーツ指導者を対象とした保険があります。それに一括して加入すると

この期間に賠償保険が出せるなどがあります。 

指導者に負担がかかるときに賠償保険ができますが、遊んでいる人たちのケ

ガをどうするかについては別に考える必要があると思います。役所の方でリー

ダーを選ぶとこのような形になると思います。他に提案のある方いますか？ 

 

○平川委員 

 拘束時間と書いてありますが非常勤職員という扱いですか？ 
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○事務局 

 非常勤職員という扱いではないですが有償も考えています。ボランティアと

いう形が望ましいですが有償も含めて、３時間ほどお願いできる方がいればと

考えています。 

 

○平川委員 

 身分によって保険や補償の対象が違ってくると思います。そのため市の職員

と同様にするのか、あるいは市が主催の行為として対外的には市が補償すると

いう形をとるのか。要するに指導者が管理責任を問われた際に市の対応とする

のか保険の対応とするのかを決めないと選出が難しくなると思います。 

 

○事務局 

 千代田区の例になりますが、同区では自己責任という形式をとっています。

ボール遊びをしていて怪我をしても、区としては賠償しないということです。 

 

○平川委員 

 子供たちが怪我をしたからということではなくて、管理責任者がいる状況で

第三者に怪我を負わせてしまった場合は誰が責任を取るのか。 

例えば、ボールを蹴ったら柵の間から飛び出して、自転車に当たり乗ってい

ておばあちゃんが転んで怪我をしてしまった。この場合誰が責任をとるのか？

管理者がいるからその人が管理責任を問われるのか？そういう話ですよね？ 

子供が自分たちで怪我をした時ではなく、第三者に事故があった時に誰がど

う対応するのか？保険対応なのか行政対応なのか、あるいは指導者本人の対応

なのか。 

 

○伊藤委員 

 お話の通り非常に大事なところです。基本的に公園は大きく、オープンなも

のなので、全くもって自己責任で運用しています。例えば遊具などの管理瑕疵

の場合は市の責任となりますが、平川委員からのお話の通り、今回の場合は試

行とは言っても市が関わって実施するため、内容を吟味しなければならないと

思います。 

今回結論には至りませんが、そのような視点は非常に大事なので整理してい

きたいと思います。当初の予定からいくとある程度ルール等が醸成されると思

います。５～１０年後にはルールが廃止され結果的に自己責任になると思いま

すが、今回試行していく中ではどのように試行していくのか、事務局でも十分

に検討させて頂きます。 
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○大野会長 

 今の話は課題として検討して頂きます。他に何かありますか？ 

 

○川﨑委員 

 指導者の件ではないですが、週１回木曜日と書いてありますが、月に１回で

も中学生の参加の機会を設けるのであれば水曜日が望ましいと思います。もし

水曜日に問題があれば難しいですがどうでしょうか？ 

 

○大野会長 

 中学生は水曜日であれば動けるのですか？ 

 

○川﨑委員 

 水曜日に月１回の千教研があるので、午後部活がないという学校が多いです。

そのため中学生も参加できる機会が増えると思います。 

 

○大野会長 

 小学校と中学校は千教研の日程は別ですか？ 

 

○川﨑委員 

 小学校も中学校も同日です。 

 

○大野会長 

 であれば千教研のある水曜日に設定することもできますね。毎週水曜日にす

るか、もしくは千教研がある週だけ水曜日も実施するか検討の余地があります。 

 

○谷藤委員 

 １か月程度の試行とありますが、何月を想定しているものですか？いくつか

のパターンで実施し、試行後反省をして再度実施することもいいのではないか

と思います。夏場であれば終了が１７時はだいぶ早いと思いますので中学生向

けに少し遅くしてもいいのではないでしょうか。 

 

○大野会長 

 試行するのは６月ですか？ 
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○三橋委員 

 試行する期間についてはまだ検討していない。モデルケースとして実施して

から変更をするなどが必要だと考えている。確かに週１回といいながらもひと

月では４回しか実施しないことになります。私は半年、１年ほどの期間を設け

ることもいいと思います。 

 

○事務局 

 事務局の中でも協議しましたが、当初は来年の６月から１月ぐらいにかけて

ということでしたが、夏休みは子供たちが集まらないのではないかという意見

がありまして、２学期が始まる９月からとしました。また事務局からは１か月

と説明させていただきましたが、三橋委員からもありました通りひと月で４回

ということになりますので、幾月か、月を置いて検証を重ねながら試行してい

くことも検討していければと思います。 

 

○加瀬委員 

 帰宅時間ですが、１７時半の防災無線がなる前に終わるのは酷だと思います。 

 

○大野会長 

 防災無線は１つの目安となりますね。具体的な中身については公園ごとに決

めないといけないようなので５公園については基本的に上記の線で進めながら

自治会とも話合いを行い、調整をするということでいいですか？また、今回話

しておきたいことがある方いますか？ 

 

○松井委員 

 先程平川委員がおっしゃった通り、自分たちの活動のフィールドだと思いま

す。基本的に青少年相談員はサラリーマンが多いので、平日の昼間となると主

婦層の相談員にお願いすることになる。それらの方もお子さんがいて自由な時

間がなかなかないため、長期の期間となると難しいと思います。 

 

しかし人材が多くいるので交代制であれば可能だと思います。私もこの議題

を持ち帰り会議で提案させていただき、積極的に協力させていただこうと思い

ます。 

ただ道具の貸出や保管等ですが、道具を持ち帰り管理してくださいと言われ

ると厳しいです。公園に倉庫を設置し、その鍵の受け渡し程度であれば対応で

きると思います。地区が違っていても融通は利くが３、４人となると難しいで

す。そうなるとスポーツ推進委員の方ということになると思います。 
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○大野会長 

 ありがとうございます。他に今日伝えておきたいことがある方いますか？ 

時間が過ぎましたのでそろそろと思っていますが、先程言いました通り、こ

の次の日程も出てきますが、まだ調整されて内容が動くと思いますので、その

辺も含めてこの後の連絡を待ちながら、またお配りした資料をよく読んでいた

だいて、課題や問題があるようならすぐ事務局に連絡してください。 

調整していくことが一番大事だと思いますので、よろしくお願い致します。

一応今日の予定していた議事は一通り話をさせていただきました。以上で第２

回目の議事を終わらせて頂きたいと思います。事務局から連絡よろしくお願い

致します。 

 

○事務局 

 次回１０月２０日に第３回検討委員会を予定していましたが、現地視察に代

えさせて頂きます。日程調整は事務局で取らせていただきます。第４回検討委

員会は１１月１８日ですが、現地視察を受けた上でそこでの内容も含めて実施

していくと考えております。以上です。 

 

○大野会長 

 ありがとうございました。以上でよろしいでしょうか。これで今日の会議を

終わります。ありがとうございました。 

 

９ 資料・特記事項 

⑴ 資料 

 ・第１回検討委員会の概要 

 ・（議題１）ボール遊びのできる公園についての試行運用案 

 ・指導者の配置について 

 ・公園位置図 

 ・対象公園の候補 

 ・田喜野井公園の配置図 

 ・夏見台近隣公園の配置図 

 ・大穴第２号公園の配置図 

 ・西船みどり公園の配置図 

 ・本町４丁目広場公園の配置図 

⑵ 特記事項 

試行公園について現地視察を１０月２０日に開催する。 

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 


