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平成 27 年度第 4 回ボール遊びのできる公園検討委員会会議録 

（平成 28 年 2 月 5 日作成） 

１ 開催日時 

 平成 27 年 12 月 24 日（木）10 時 00 分～12 時 00 分 

２ 開催場所 

 船橋市役所 研修所 502 研修室 

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 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、 

 荒木主任主事 

４ 欠席者  海老原勇委員 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 

（１）第 2 回・3 回検討委員会のまとめ 

（２）試行公園での具体的な試行案について 

（３）関係団体への説明と周知について 

６ 傍聴者数（全部を非公開で行う会議の場合を除く。） 

    １人 

７ 決定事項 

・試行は田喜野井公園、夏見台近隣公園、大穴第 2 号公園、西船みどり公園、 

本町 4 丁目広場公園で開催する。前原東 6 丁目公園の試行は実施しない。 

・各公園での実施事項、禁止事項はそれぞれの公園の状況などを踏まえて、

個々に設定する。 

８ 議事 

○大野会長 

それでは検討委員会を始めます。事務局から報告事項お願いいたします 

 

〇事務局 

 海老原委員と金子委員から欠席の連絡がありました、また佐藤委員、松井委

員が遅れるとの連絡がありましたので、ご報告致します。続きまして、本日、

当検討委員会への傍聴希望者がございます。傍聴者が入場します。 
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○大野会長 

ただ今から検討委員会を始めますが、1 回 2 回と打ち合わせをし、その結果ほ

ぼ試行するということで意見をまとめ、進めてまいりました。その過程の中で

試行公園を実際に見たほうがいいのではないかという提案があり、第 3 回は提

案されている公園と加瀬委員から提案のあった公園を加えた 6 公園を視察しま

した。2 回目の会議で出た多くの意見、そして視察も含めての意見を踏まえなが

ら第 4 回の会議を進めてまいります。 

では次第に沿って、第 2 回・3 回検討委員会のまとめについて事務局より説明

おねがいします。 

 

○事務局 

では事務局から説明いたします。2 ページを開いてください。 

第 2 回検討委員会のまとめです。第 2 回検討委員会では、事務局から 5 公園に

ついて、試行案を提示し、子どもたちが公園でのボール遊びを他の利用者や近

隣の住民と上手に時間的・場所的にすみわけをしながら行っていくため、条件

を整えて実施することを提案いたしました。 

その中で、①から⑥までの条件について話し合いました 

①対象年齢、ボール遊びの種類には制限を設けること。 

②曜日と時間帯は千教研の日がある水曜日を入れることで、中学生も参加でき

る機会を増やすということ。 

③他の利用者とのすみわけや道路へのボールの飛び出しについては、移動式ネ

ットやカラーコーンなどでエリアを仕切り、安全確保を講じる。 

④管理者は安全やマナー指導を中心とした子供たちの支援も含めて必要であり、

その中で青少年問題協議会やスポーツ推進委員、自治会などの地域の皆さん

にもご協力してもらいたいということ。 

⑤周知については、看板設置やチラシを直接的な関係者に周知することだけで

なく、関係団体にもお知らせし、理解と協力を仰ぐこと。 

⑥怪我や事故については、事務局が今回の検討委員会までに、責任の所在や保

険適用について調査を進め、報告すること。 

その他にも、将来のあるべき姿として、管理者を置かずに、子どもたちが好

きな時間で自由に公園で遊べるように、地域と一体となって考えていくことな

どが大切であることなどが意見として挙げられました。 

では次に 3 ページを開いてください。第 3 回検討委員会・視察のまとめです。

第 2 回検討委員会で視察要望のあった 6 公園について、試行案を試行公園で実施

した場合の問題点などを皆さんに確認していただきました。その結果、以下の

ような意見がございました。 
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・街区公園の前原東 6 丁目公園。ここは第 2 回検討委員会で上部にネットをかけ

て試行しては、とのご提案があった公園です。高いネットが公園を囲み、ボ

ール遊びのできる環境にありますが、上部にネットをかけることは大きなコ

ストがかかること、借地であるので費用をかけることはいかがなものかなど

と慎重な意見がありました。 

・近隣公園の田喜野井公園と夏見台近隣公園。広さやフェンスなどがしっかり

整っていました。ボール遊びに支障は少ないという意見が多数でした。しか

し田喜野井公園の出入り口で道路にボールが出ないような対策が必要とのご

指摘がありました。 

・街区公園の 3 公園です。ボールが外に出てしまう恐れがあり、ネットやカラ

ーコーンで仕切る必要があること、また、ボールの種類や対象は限定すべき

とのご意見がありました。大穴第２号公園については特に川側に危険がある

とのご指摘がありました。 

 

○大野会長 

ただいま事務局より説明がございましたが、議事録も含めまして皆さんから

何かご意見等がございますか。 

 

〇秋山委員 

第 2 回の時に中学生も参加できる千教研の日にとのご提案がありました。千

教研の日は、中学生はもちろん小学生も午後はお休みになります。小中学生が

いずれも参加できるということです。 

 

○大野会長 

この前のお話ですと冬になると時間がなくて、小学生は近所であれば参加で

きるけれども、中学生はほとんど来ることができないのではないかというご意

見がございました。しかし、千教研の日であれば中学生も参加することができ

ます。この日に設定することで小学生も中学生も参加できる機会ができるとい

うことを含めて秋山委員からのご意見でした。 

まとめの中では抜けているところもあると思います。説明の中ではもっとい

ろいろなことを言っていたと思います。ボールの種類を規制しようという中で

事務局でも多少はボールを用意しているけれども、必要なボールは持ち込んで

も良いのではないかというお話がでていました。指導についても基本的には子

供たちの自主性に任せましょうという前提のもとに、安全、ボールの管理はや

らなくてはならない。 
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また、1 人で来た人とか、遊び方が激しくなった場合には、これを指導しなけ

ればならない。人が全く来ないといけないので、どこかの団体に頼んで、この

日はイベントをやるから来てくださいということをやっても良いのではないか。 

あと 2 ページの下のところに 5 年後というふうに書いてありますけれども、こ

れも 5 年後という意見は出ていなかった。5 年後から 10 年後にこういったこと

ができれば良いですねというお話でした。 

こういった結果だったと思いますが、視察した意見をまとめてもらいました

が、これについて意見はありますか。 

説明がありました大穴第 2 号公園はフェンスの外側に水路があり、ボールが

そちらに超えていった場合危ないだろうということがあります。 

また、西船みどり公園は大変狭くてどうなのでしょうかという意見が出まし

た。加瀬委員から提案のあった前原東 6 丁目公園は、地面に段差がありまして

使い方によっては使いづらい部分もあるかもしれません。これまでの経緯につ

いては、これでよろしいでしょうか。 

 

（委員承諾） 

 

それでは今日のテーマは、どのように試行を行っていくか。具体的な話を進

めていく中で、概要としては了承していただいたと思いますが、質問もいくつ

か出て、現地も視察してきましたので、資料に基づきまして田喜野井公園から 1

つずつ進めていきたいと思います。では事務局から説明してください。 

 

○事務局 

 では、4 ページを開いてください。まずは近隣公園の田喜野井公園から説明い

たしますが、次の夏見台近隣公園も同じ近隣公園ということで、似た実施内容

になるということを踏まえて説明を聞いていただければと思います。 

 

① 対象年齢については変更ありません。ただ呼びかけをする対象が小中学生と

いうことですが、他の年齢を制限するということではございません。 

②実施回数は変更ありませんが、曜日について、平日は千教研がある水曜日に

設定することで中学生が参加しやすくなると考えました。土曜日は変更なし

です。 

③時間については、帰宅の放送に合わせて終了することと考えています。4 月１

日～9 月 30 日は 17 時 30 分に帰宅を促す放送、18 時にチャイムが鳴ります。

10 月 1 日～3 月 31 日はそれぞれ 16 時 30 分に放送、17 時にチャイムです。 

チャイムが鳴るまでに家に帰れるようにと考えると、放送時のタイミングをも

ってボール遊びは終了し、帰るように促すのが望ましいと考えています。 
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④ボールの種類や遊びの種類、禁止事項については変更なしです。またどの公

園もボールの持ち込みについては可能ですが、周りの人の迷惑になるような

行為やバットなどの危険な道具の持ち込みは禁止事項となります。対象年齢

と状況によって注意します。 

⑤人は、安全管理・道具管理をするために配置する。今のところ、引受先が決

まっていないので、現在は警備会社に安全管理、道具管理の面を委託するこ

とを考えています。ただ、マナーの指導やボール遊びの提案などは、子供た

ちのことや地域の実情をよくご存じの地元の方々や各種団体の皆さんに、子

ども達への声掛けをしてもらうように、ご協力していただければと考えてい

ます。 

⑥周知については近隣の学校や自治会へチラシを配布するほか、関係団体の会

合に参加し、説明していきたいと考えています。市全域には広報ふなばしな

どで、市民にお知らせしたいと考えています。 

ボール遊びについては、市で用意する道具、ボール遊びの種類として各公園で

このように考えているということは図面の中にお示ししています。 

 

○大野会長 

前回各公園を視察してきたので、一つ一つの公園について話していきましょ

う。ご意見があるかと思います、何かお気づきの点がありましたらいただけま

すか。これは大きな方の公園であります、夏見台近隣公園については周りがフ

ェンスに囲まれていました。 

田喜野井公園のほうは周りにフェンスがありますけれども、場合によっては

ボールが飛び出すことがあります。裏の方は山のようになっていましたね。 

 

〇伊藤委員 

田喜野井公園について、4 ページに遊びの禁止事項がございます。その中の 2

番目、公園外にボールが飛び出す遊び、固いボールの使用がありますけれども、

いわゆるゴムボールというのは当然柔らかいものであります。しかし、軟式と

いうのは、こちらでいう固いボールとして禁止するのか、軟式のキャッチボー

ルというものはどうしたらいいのかと思いました。 

 

○大野会長 

場所によってではないでしょうか。軟式が飛び出してしまうのは危ないです

ね。キャッチボールならできると思いますけど、打ったら飛び出してしまうか

もしれません。夏見台近隣公園であれば軟式は使えますよね。そういう風に感

じますが皆さんはいかがですか。 
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○泉谷委員 

ただ先ほどバットの持ち込みは禁止だというお話がありました。 

 

○大野会長 

ただ第 2 回検討委員会の時に事務局から硬球と金属バットの持ち込みは危険

なので禁止してはどうかという説明がありました。では木製のパッドやそうい

ったものはどうなのか。 

 

○泉谷委員 

木製ならどうでしょうか。ただバットを持ち込むと振りたくなるのはあます。

そこをどう教えていくかというところがポイントになると思います。 

 

〇平川委員 

今、夏見台近隣公園と田喜野井公園の話が出ました。田喜野井公園について

は現地を視察したときに、「これは野球やれるっていう感じだな。」と感じまし

た。というのもバックネットらしきものもありましたし、いかにも野球場とい

う雰囲気がありました。夏見台近隣公園については、野球専用という感じもし

ました。そういう公園でバットの持ち込みは禁止というのは馴染むのかなと思

います。  

また会長もおっしゃっていたように、どの種類なら外に飛び出さないのかと

いうのもあります。ご存知かわかりませんがティーボールという競技がありま

す。そのボールはスポンジのボールです。当たってもあまり痛くないものです。

そのようなボールでやる野球であれば田喜野井公園であればできると思います。  

硬式の球を使っての野球をやる人は、いないと思います。硬式だとゴロで転

がってきても危険だと思います。硬式のボールを使ってやる場合はしっかりと

野球場として整備された球場でないとできません。 

軟式のボールがどこまで使えるかは、夏見台近隣公園であれば十分使えると

思います。同じ近隣公園の田喜野井公園クラスでは、小学生ぐらいなら飛び出

さないかもしれませんが、中学生では飛び出しまうかもしれません。野球をや

っていい場所であるのに、バットを持ち込んではいけないというのは理解しが

たいのではないでしょうか。管理者を置くのであればゲーム形式で、ときには

バットを持つようなことがあってもいいと思います。 
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〇加瀬委員 

子供たちはバットを使いたいのではないかと思います。公園を指定してこの

公園だったらバットを使える、というふうに決めた方がいいと思います。バッ

トの使用を許してしまうと制限がなくなる。今のお話がでたように硬式でやっ

てしまう人もいるかもしれません。そういった可能性はあります。 

いわゆる軟式というのは、もし使わせるのであればバットの許可を出さない

と面白くないと思います。ただ許可は出すのですが、上限がなくなってしまう

かもしれないということも思います。誰かがついていても、よっぽど気を付け

てやらないと、事故が起きる可能性があると思います。 

 

○大野会長 

試行期間では、ボールを貸したり、場所を使ったりする人たちに、しっかり

説明しましょう。そしてきちんと守られているかどうか、その辺は様子を見て

危なかったら指導しましょう。そういう人たちを見守る人たちを雇ったり、協

力してもらったりしましょう。 

夏見台近隣公園だったら、バットを持ち込んで軟式で遊んでもいいと思いま

す。でもみんながそれをやりましょうということでは、ほかの人は困ってしま

うので、そうならないように人がついて、危ないから順番で 30 分ごとに交代と

いった形で、話し合ってやらないといけないと思います。  

例えば田喜野井公園で、最初はバットを使った軽いノックをしていたところ

ボールが公園の外に出てしまった。そしたらこれ以上は危ないですから、これ

以上の事はやめましょうねと声をかけるということです。 

今、この会議では、どこまで、どんなボールでいいかという事は、決めづら

いと思います。夏見台近隣公園であれば決めやすいけれども、田喜野井公園は

どうかということになると、なかなか決めづらいところがあると思います。こ

れをどうするかというのは、実際運営をしていく中でもう少し細かく書いても

らって事前に指導していく、遊び方を指定するのではなくて、このことだけは

やらないでくださいね、ということになるのかなと思います。 

 

○谷藤委員 

運動する人は、この道具でこういった事は絶対しないだろうとおっしゃるの

ですが、運動しない子は本当にびっくりするようなことをするので、やはり細

かい点まで明確にする必要があります。例えば固いボールが当たったら痛いと

か怪我するとか本当に分からない人が多いので、わかる人が指導するというこ

とはもちろん、掲示する内容についても、誰が見ても、このボールの使い方は

やってはいけないことだということが分かるようにすれば、一緒についている

お父さんお母さんたちが、こう書いてあるからダメなんだよっていうことを自
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信持って言えますので、最初のうちは驚くほど丁寧にお知らせをしていかなけ

ればいけないかなと思います。その掲示物がだんだん汚れていって、最終的に

は見えなくなる頃には、みんなが分かっているという、そういった感じと思い

ます。バットについては、バットがいいのかどうかではなくて、例えばこのサ

ークルの中だったらバットを振っていいとか、そのサークルの中に人がいると

きにはだめだよ、とか。もう少し丁寧にルールを決めてお知らせしないと、現

段階では今の子供と大人も含めて認識が違ってしまうのかなと思います。 

 

○大野会長 

例えば田喜野井公園では、バックネットがありますが、あれはそのまま使え

ないという感じでしたよね。飛び出すからちょっと手前に移動式のフェンスを

置いて、飛び出さないようにしておいて、使い方を注意しないと飛び出してし

まいますよとお知らせをすることですね。 

 

○泉谷委員 

移動フェンスの高さによりますよね。意外と子供たちというのは思いつかな

いような遊び方をします。子供たちはどこでどんなことをするのかは、分から

ない。こういうことをこの道具でやってくださいと言っていたとしても、他の

遊び方で遊んでしまいます。そういうことをやりかねないということで、ある

程度の期間は指導者をつけて、耳が痛くなる位、指導しておく必要があると思

います。またボールの種類もそうですが、遊び方については、特に小まめに子

供たちに教えていかなければいけないと思います。 

 

○大野会長 

これらは事務局の方で試行する前に、ある程度決めておいていただいて、ズ

レがあったら途中で修正してもらうとか、さらにいうとこれは使えると思った

り、実際使ったらこれは危なかったので禁止にしたとか、そういったふうに現

場で融通を聞かせる幅があっていいと思います。もちろん、基本の枠を作って

ということです。 

今のところはこのようなお話でよろしいでしょうか。今 2 つの近隣公園の中

では、やはり田喜野井公園をどうしようかというところが 1 番多く意見が出た

ようです。課題はありそうですね。 

 

○加瀬委員 

思いつかないような遊びを思いつくのが子供ですよね。 
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○大野会長 

実際に周りの人に迷惑をかけなかったり、怪我をさせなかったりという遊び

だったら、子供たちのやりたいように、そのままほっといて欲しい、そういっ

たことですよね。1 人で来ていて遊びたいときには声をかけて欲しいですけれど

も。 

 

〇平川委員 

先ほど谷藤委員から出た子供たちの予測可能な行動ですけれども、どんなこ

とをするか本当に分からない。私たちの町会のソフトボール大会がありまして、

怪我がないということでスポンジボールを使いますが、それでバットで打つ時

に、バットを投げてしまう人がいます。バットも一緒に投げるのが普通だと思

っている人も中にはいるのです。使い方が分かっていない人もいますので、教

えてあげなければいけないと思います。中学生になればそんな事はないと思い

ますけれども、小学生ぐらいまではあると思います。何もかも規制するという

ことではなくて、危ないからやめようよといいながら、子供たちの自主性に任

せて遊ばせてあげたいというふうに思います 

 

○大野会長 

もう 1 つの視点があると思います。それはその時間に遊んでいるのは子供た

ちだけではなく、大人もいて老人もいる。そういう人たちにも、状況を説明し

て遠慮してもらう部分があったり、子供たちにも他に、いろんな人が公園を使

っていたりしているんだから、きちんと気を配ってボール遊びをするんだよ。

という観点の話も含めて説明してもらわないと、一緒に使えるようにはならな

いのではないでしょうか。ここがうまくいかないと、他の利用者と権利の奪い

合いになってしまいます。この試行をする中で、核となって運営する人や協力

してもらう人にはしっかりその考えを伝えること、そしてそこに来たときにど

ういった話をどのように説明するかというこの 2 点が大切だと思います 

 

〇岩村委員 

平川委員からいわれた内容は、その通りだと思います。中学生の体育の授業

で起きる事故で、打った後に、一塁ベースに走る際、固いバットを放り投げ、

近くにいた子供の顔に当たって怪我をさせたという事があります。 

ですから打った後には、ここにバットを置いてから走り始めるルールを作っ

たり、あとはバットを振っていいエリアを作ったりするということをしました。

ただ、次に打席に入る子どもが、本来素振りをやっていい場所でなく、いろん

な場所で練習しているととても危ない。事故も過去にあるので、やはり固い  
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バットは危ないという認識を周りで見ている大人は、知っている必要があるだ

ろうと思います。 

 

○大野会長 

田喜野井公園で、固いバットを許可する場合に、振れる場所を決めておくと

か、トスバッティングはここでなければ振ってはいけないということをきちん

と準備して説明しておかなければならない。または軟らかいバットにしてしま

うかです。田喜野井公園の広さとネットの状況を考えるとこうでしょうか。危

険性がある時はご協力いただいている人たちに、指導していただいて、子供た

ちがそういう風にやったら危ないということが分かるように、指導していって

もらいましょう。 

今の子供たちはどうしたら危険になるかということを知らない場合が多いの

で、自由にやっていいよと言ったら、本当に自由になって危ないという話が多

く出たと思います。本当は自由にやってうまくいくことが、望ましいのですけ

れども。この委員会としては、その方向性を決めて、こういうところは注意し

てやってくださいという所までを、まとめるのだと思います。 

 

○谷藤委員 

お知らせをするときに、これはしてはいけませんというときには、だめとい

うだけではなくて、こうするならばいいよというところを明示してあげること

が大切だと思います。もう一つ、田喜野井公園は、実際に視察に行った時に、

ジョギングとかウオーキングをしている人たちがいました。その方々にもボー

ル遊びをするので、ちょっと気をつけてね、というお知らせをすることも大切

だと思います。 

 

○大野会長 

そういうところがすごく大切です。急にやると危ないですから、やっている

内容を他の利用者にも分かっていてもらうことは大切だと思います。私の高校

での経験でグラウンドに赤道が通っていまして、野球の練習をしている時にグ

ラウンドの中を人が歩いていくんです。そうすると野球部はその都度一旦練習

を止めます。高校生ですからその辺は理解をしていましたが、今回の公園での

ことは初めてのことですから、お知らせをきちんとやっていかなければいけま

せん。 
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○渡邉委員 

公園ですから不特定多数の方たちが出入りされます。そこで一つの種目をす

るということは、大変だという事は思いますので、周知をしっかりとしていか

ないと難しいと思っています。 

 

○大野会長 

この後その話もしていきましょう 

では田喜野井公園については今までの話でよろしいですか、夏見台近隣公園

も同じような形で、田喜野井公園よりは、少しゆるい形になると思いますが、

先程の意見の中でも、夏見台近隣公園でボールが飛びだしたというお話もござ

いましたので、人はきちんと付けて試行していこうと思います。次に移る前に

人の配置についてです。事故があったときにはどうするのかというところにつ

いて事務局の方から説明をお願いします。 

 

○事務局 

 では 16 ページを開いてください。事業実施中の怪我や事故についてです。 

 第 2 回検討委員会でご質問のあった内容は、もしボランティアで参加した町

会の皆さんや青少年相談員、スポーツ推進委員の方々が、怪我をしたり、過失

により怪我を負わせてしまったりした場合の責任、そして保険についてでした。 

 まず、この事業にボランティアで参加される方は、市民活動総合補償制度の

対象となります。したがって、ボランティアの方自身が怪我をした場合には、

この補償が適用となります。また賠償については、ボランティアやボランティ

ア活動の主催者は、その活動により発生した事故に対して法的責任を負うこと

があります。それはボランティアの方が、予側できた事故に関し、必要とする

注意義務を怠っていた場合です。 

もし賠償責任が発生した場合、この市民活動総合補償制度が適用されます。

ですが、そもそもそういった事故が起きないように、予測される危険に対し、

十分な事故防止対策を行うことがとても重要となります。 

今回の試行案にもありましたが、公園の場所や特性・利用状況に応じて、ボ

ールの種類、可動式のネット、注意看板、人の配置など、様々な角度から総合

的に事故防止を行い、社会的に期待される安全レベルの対策を行う必要があり

ます。 

 

〇大野会長 

 これは市が窓口になっているのですか。 
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○事務局 

はい、市民協働課が窓口になっています。子供たちの傷害保険や賠償保険は

必要に応じて独自にご家族の方で加入いただく必要があります。 

市民活動総合補償制度では、ボランティア本人が怪我をした場合、入院が日

額 3,000 円、通院が日額 2,000 円、死亡保障が 500 万円となっております。 

賠償補償については１人につき 6,000 万円、１事故につき 2 億円、物損につい

ては１事故につき 100 万円です。 

この制度は、市の主催している事業にご協力いただいている方で、無償のボ

ランティアの方が対象となります。ご協力いただく際には、公園緑地課にて事

前にボランティアとして名簿を作成します。保険の窓口については市民協働課

で、事故が起きた際には担当課である公園緑地課と市民協働課の担当が対応い

たします。 

 

○大野会長 

とするとボランティアでやってもらうこの保険じゃなくて、例えば学生が時

間あたりいくらでやってもらったというときの保険については、引き続き検討

していただけますか。 

可能性としてあると思います。1 時間いくらで、3 時間ほどやってもらった時

にということです。その場合も考えられると思います。ボランティアでやって

いただける方については、実費弁償を市が行って、市が加入している市民活動

総合補償制度に入っていただく。そうでない人についても保険等がなければい

けないのではないでしょうか。そういう方たちがどのくらいいるかによって、

どう取り扱うかですね。 

 

〇事務局 

有償となりますと他の保険に入る必要があるかと思います。 

 

〇平川委員 

有償で誰かを雇ったときはその人の扱いは公務員扱いですか。それとも私人

ですか。市が雇ったという事は使用者責任となるのではないですか。使用者責

任ということであれば、市が加入している保険で対応するのではないですか。 

市の職員が起こした事故と同じように賠償責任を問われるのと同じような事

案になるのではないですか。その辺をよく確認してみてください。 
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〇伊藤委員 

雇ったという場合と、非常勤職員という形で雇った場合と、有償でいわゆる

報償費でお礼というような形で支払いをした場合で、変わってくると思います。  

いずれにしても、なんらかの形では考えなければいけなければいけないので、

NPO 法人で千代田区がやっている例もあり、平川委員がおっしゃる通り、人を雇

うのかということも含めて、確認していく必要があると思います。 

 

〇原口委員 

確認させてもらいたいのですが、表を見ますと公園を利用している子供が怪

我した場合には傷害保険、他の方に怪我をさせたら賠償保険、これは個人が用

意してくださいというくくりになっていますが、仮にバットで野球のボールを

飛ばして、フェンスを越えて、ガラスを割ってしまいました、もしくは車を壊

してしまいましたといった場合、これは誰の責任になるんでしょうか？ 

 

○事務局 

市の方でバットを使うことによって、そういった事故が起こり得ると予見で

きたということになれば、過失割合については明確に分かりませんが、市の責

任が発生し、賠償責任は免れないと思います。 

 

〇原口委員 

お子さんがバットを振ってボールを飛ばして他人に怪我をさせた場合にも、

各家庭での責任で入っていただく保険ではなく、市には責任が生じる可能性が

あるという事でよろしかったでしょうか。 

 

○事務局 

と考えています。 

 

○大野会長 

その辺のところは改めてしっかりと確認をしてください。 

 

〇伊藤委員 

この事業は基本的には公園でのことですので、お子さんたちが自由に遊ぶと

いうのが当然です。ただ、その遊び方に対して、市がどのぐらい提案するのか。

遊び方について市としてどれだけ、関与していくのか。それとも、市の事業と

して完全に募集してやるのか。それによってだいぶ変わってきます。 

事務局の整理としては、子供たちが自由に遊んでいくという中で、少しお手

伝いをしたり、整理していくということなので、通常公園で起きた事故という
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のは、施設管理瑕疵がなければ、補償は一切しないというのが大原則ですので、

先ほど平川委員と原口委員がおっしゃる疑問はもっともなので、そこは整理を

する必要があると思います。 

逆にこれは市の事業なので参加してくださいといって、参加者を名簿で控え

るということではないと思っています。あくまでも、お知らせとしてボール遊

びができることを伝えること、その際には交通整理をしますということだけと

考えています。事務局が言ったようなやり方でやるというようなことが自然な

ように思います。それは十分に説明をしましてやらないといけないと思います。

千代田区と近い方法での実施になると考えています。よくよく次回までにはし

っかりとまとめをして、皆様に報告させてもらいたいと思います。 

 

〇平川委員 

基本的には遊びに来てもらった子供たちが指導者の管理下に置かれているの

か、それともそうでは無いのか、ということによって違ってくると思います。

その辺は確認をお願いいたします。 

自由に遊んでいいよと言って、危険行為がないかどうかを管理者は見ている

だけですということなのか、保険の適用を含めて確認をお願いします。 

 

○大野会長 

ここは大事なところなので確認してください。 

 

○事務局 

今まで進んできた話は子供たちができるだけ公園で遊べるように環境を整備

しましょう。危険の無いようにしましょう。放っておいてはいけないので、人

を配置して、注意をしましょう。だけれども人を集めてこれをやらなければい

けないといったことはしないで、自分たちで自主的に遊べる場をキープすると

いうことで、伊藤委員がお話していたことに近くなるのだと思います。 

 

〇松井委員 

 青少年相談員としてボランティアで受けるというような過程で、各ブロック

で話し合っていただきました。管理の面であるとかも含めて報告したいと思い

ます。 

大人として、子どもたちを遊ばせたい気持ちはわかりますが、基本的に、野

球やサッカー、ミニバスとかのチームに入っていないような子どもたちにボー

ル遊びをする機会を提供するのは賛成です。中学生からの発案ということであ

れば、できるだけ早く何らかの形で行動するということも大事だと思います。

子供達に社会とのつながりを理解させる、大人も動くし、行政も動くというメ
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ッセージにもなるという意味で、アクションを起こすことには賛成です。 

青少年相談員は子育て世代が多く、学校での子供たちへの指導も含めてのご

意見をいただきました。 

まず、指定された公園が近い子どもは行くと思いますが遠い子はどうするの

か。公園への駐輪場問題、遠方からの送迎における車事情などが不安ですとい

うこと。 

小学校では、学区以外には友達同士で出てはいけないことになっていますが、

小学校区に各公園を設定しないと不公平にならないか。千教研の日は自宅学習

の日として自宅から出てはいけないのではないかということで、船橋市教育委

員会、中学校等の協力が必要と考えますということ。 

また、月に数回程度の開放という限定的な方法でなく、常に開放を希望しま

すというご意見があり、ヨーロッパでは、既に似たような事が、実施されてい

るとのことで、専門ボランティアがいて、市民から寄付された遊具を自由に貸

し出す方法をとっているとのことです。 

指導者の配置を検討していると理解するが、そもそもボール遊びを希望する

子供たちが自主的に運営できるように検討してはどうか。子供は大人が見てい

るところで遊びたいわけではないと思いますので、まずは試験的に終日ボール

遊びができる公園を市でいくつか設定して、子どもたちの自主性に任せて一定

期間運営させ、その状況をみてから検討していくという形はどうか。 

青少年相談員、自治会、スポーツ推進委員などの関連ボランティアで対応と

あるが、担当する方が限られてくるのではないかとのことでした。指導者を配

置する場合には、市が指導者を公募するなど適切な研修をした指導の専門員を

配置するべきだと。怪我や事故など何かあった時の責任の所在についてはどう

なっているのか。近隣からの苦情等が現地で発生した場合、そこにいる指導員

を“市の職員”や“それに準ずる立場の人物”として先方は話をしてくると思

うが、無償の制度ボランティアである青少年相談員がそういうことにも対応し

なければならないのか。安全面、近隣民家の問題、責任問題、インフラ等を考

慮し、明確にする必要があるのではないかとのご意見もありました。 

職員の配置はコストパフォーマンスが見合わない。フェンスなどを整備し、

ボール遊びができる公園の拡充を図ってはどうか。 

遊び道具の使用していない時の管理方法及びメンテナンスはどのようにする

つもりなのか。「管理された道具のみ使用可能とする考えには反対」。 

この意見は、ボールを持ち込み自由とするということで考えていただきたい。 

 その他として、青少年相談員の多くがサラリーマンとして女性も含めて仕事

を持っていますので、平日の公園での活動にどれだけの人が協力できるかとい

う問題。行ける人が限られるので、その人たちに負担がかかってしまうという

ことです。 
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青少年相談員が協力するとした場合、他の団体の方と一緒になった時に子ど

もたちへの対応の仕方についてズレが無いようにするためにも、意思統一の研

修等が必要になるのではないでしょうか。また夏見台近隣公園はすでにアタッ

カーズという野球チームが常に使用していますし、使っていない時は子どもた

ちが自由に野球やサッカーをしていますという報告がありました。 

やはり子供たちが求めていることにマッチしていないのではないかという意

見がありました。遊んでいいよということで、大人が見ている場所を準備した

ところに子供たちがはたして来るのかというところと、今回提案のあった公園

についてはもうすでに子供たちが遊んでいるよということもありました。 

以上です。 

 

○大野会長 

真剣に話し合っていただいて、参考になる意見が多数ありました。ありがと

うございました。きっと青少年相談員の皆さんだけじゃなくて、他の方々と話

をしてもこういう問題が出てくるのではないでしょうか。 

今、私たちが話していることも同じような内容です。怪我があったらどうす

るのか、管理する立場の人の身分はどうするのか、どうしたら子供たちは自主

的にやっていけるようになるのか、ただ今の段階ではある程度規制をしないと

動いていかないでしょうということ。お手伝いしていただきたいという話は、

すべてお願いしたいということではなかったと思います。そういう人がいたら

ぜひ入っていただけると地域との関連ができるので、松井委員のほうで皆さん

と話し合いをしていただきました。様々な意見を委員の皆さんにも確認してい

ただきました。こういう意見があったということについて何かご意見ございま

すか。 

 

○谷藤委員 

学校とのバランスは、すごく大事にしなければならないと思います。 

 

○大野会長 

基本的に小学校は学区外にはあまり出てはいけないことになっています。で

すが、今考えているのは近くの公園です。試行についてはすべてを網羅して行

うことはやっていないので、他の地区から行きたいとなったときは、隣のとこ

ろに行けるかどうかは別として、今はその地区の子供たちができるかどうかを

検討していきたいと思っています。それと中学生は、千教研の日は家で勉強し

ていないといけないというのはどういうことなのでしょうか。 
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○岩村委員 

 それは大体の学校が、何時までは家庭学習をしてください。ずっと家にいな

ければいけないということではないです。たとえば部活動で職員が研修を終え

て帰ってくるので、再登校して部活動を始める学校もありますので、この設定

している時間帯であれば、冬季も夏季も可能だと思います。 

 

○大野会長 

 というお話になってきますと、ある程度調整はできるのではないでしょうか。

他に何かありますか。 

 青少年相談員の皆さんのご苦労やボランティアの皆さんへ苦情を言われたら

というお話はその通りだと思います。そういう中でなおかつご協力してもらう

人がいてもらえるといいですねという話になってくると思います。 

 そうするとそうやってできない場合に、対応はどうするのか。先程の話のと

おりお金で頼んだ人がどういう身分になって動けるようになるのか。そういう

話が出てくるのかと思います。 

その辺も詰めていかないと実際には 5 か所でどういう人にやっていただくか

ということが決まっていませんから、いずれにしても３人くらいでおよそ３時

間程度、基本的には安全のための管理、物を貸し出すための管理、遊び方の説

明、そういうことを中心にやってもらうために、まずは配置しましょう。そし

て子供たちにも分かってもらうようにしましょう。地域の人たちにも理解しも

らいましょうということです。ですのでやってみないと先に進まない状況があ

ると思いますので、いまこの２つの話の中で、話は少しそれましたけど、こん

な方向で進んでいきましょう。特に田喜野井公園については、ボールをどれも

これも使えるかという点は課題があります。それ以外にご意見はございますか。 

 

○泉谷委員 

 先ほど夏見台近隣公園の話が出ましたけど、確かに普段から遊んでいること

はあります。ただ先ほどお話ししたようにとんでもない方向にボールをけって

しまったということもあります。近隣の方の話では、子供たちが遊んでいるこ

とは問題無いのですが、場違いなことをやる子どもが結構多いということです。

ですから指導者がいて、声をかけてくれれば、そういう問題も起きないので、

そういうことも検討していただけないのかという声があったことだけご報告さ

せてください。 
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○大野会長 

 今は、指導者という言葉を使うと指導者責任が出てくるのですが、管理者で

あってもいいんです。管理責任というと範疇が変わってくるのだけど、公園の

立場でどういう人をいかに使うかってことを管理する管理者であってもいいと

思います。ただ、遊び方を知らない子たちには、指導できる人がいたほうがい

いという話です。その辺の兼ね合い３人とか４人とかという中で、どんな立場

の人がいるかということも検討していくのかと思います。 

それによって責任の重さが違ってくることもあると思います。その辺も吟味し

ていただきたいと思います。松井委員がご苦労されてご意見を集約してくれま

したので、その辺も含めて何かご意見があれば、お願いします。 

 

○渡邉委員 

 スポーツ推進委員のほうですが、今似た様な形で公園を活用したラジオ体操

を行なっていく事業が組まれています。そこにスポーツ推進委員とスポーツと

健康を推進する会が主体となって曜日を決めて３公園をモデル公園として、今

実施に移って半年が経ち、来年の 3 月まで実施する予定で行っています。ただ、

そこも今お話が出ているように、同じ様な問題が起きています。用具の管理、

音を出すことによる近隣との関係など、実費弁償といったことで微々たるお金

をいただきながら、それを使って運営をしています。モデル 3 公園の参加する

人が近隣の方しかこられないのと同じように、指導者も近隣の方しか行かれな

いというのが現状です。松井委員がおっしゃったような、指導者、管理者とい

った携わる人たちは大変な思いをするということは事実です。ボランティアで

行っていますが、実費弁償というのは一団体あたりいくらという形でいただい

て、いるだけですので、大した金額ではないんですけど、そういう怪我の問題

であるとか、いろいろ出てきておりますので、モデル地区を通して、結果が出

て、これから広げていくと思いますが、少しこのボール遊びのできる公園検討

委員会と似ているのかと思って聞いてはいたんです。そんな状況もあります。

関与していくことについては使命感があるのでいいのですが、この辺がどうな

っていくかということが今話し合われている部分のことであると思います。こ

の辺をしっかりしていただければ、協力体制はできていくのではないかと思い

ます。 

 

○大野会長 

 また一つ参考例がでました。担当はどこですか？ 
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○三橋委員 

 健康増進課という部署です。公園はいろいろな活用がありますので、健康づ

くりということも行っています。 

 

○佐藤委員 

 私は 3 月まで健康部長として携わっておりましたので、発言させていただき

ますと、モデル公園で実施して、将来的には各中学校区に広げていこうという

ことです。最初のモデル公園の実施前に検討いたしました。遠くからくるスポ

ーツ推進委員もいるので、経費がかかるでしょうということで、交通費相当の

予算をとり、委託料としてお支払いしています。将来的に広がっていけば、自

主グループを育成しながら、サークルを作って地域で公園を活用して運動をし

てもらおうと考えています。 

 

○大野会長 

 同じような問題を抱えているのですから参考になると思います。 

 

○渡邉委員 

体操の時間は 30 分程度ですが、行き帰りの時間を含めると 1 時間半位かかる

ということもあります。 

 

○大野会長 

大分いろいろな課題が解決されているように思います。この後は、街区公園

の 4 公園について説明を事務局からお願いいたします。 

 

○事務局 

次に 8 ページを開いてください。 

大穴第２号公園、西船みどり公園、本町４丁目広場公園、前原東 6 丁目公園

の４街区公園の説明です。 

こちらは基本的には近隣公園と同様ですが、皆さんもご存じの通り、土曜日

の設定がないこと。そして曜日の設定を大穴第 2 号公園は火曜日と木曜日、西

船みどり公園と本町 4 丁目広場公園は金曜日、前原東 6 丁目公園は水曜日と各公

園で変えている点が違います。これは、様々な曜日を設定して子供たちの参加

の状況を試したいということからです。また、街区公園は特に公園ごとに移動

式ネットやカラーコーンを使い、公園外にボールが出ない対策や他の利用者と

の事故が無いように対応をしたいと思います。 

まず大穴第 2 号公園につきましては、時間や対象といった基本事項は近隣公

園と同様ですが、ご指摘のありました川沿いについては 9 ページの北側が   
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水路になっています。こちらにフェンスはありますが、こちらにボールが行っ

ては危険ですので、カラーコーンや移動式ネットを使ってそちらにボールがい

かないような措置をしたり、遊び方については説明が必要であると考えていま

す。 

次に西船みどり公園です。10 ページです。こちらも基本的な事項は近隣公園

と同様です。ただ皆さんには現地を見ていただいて、 

お分かりかと思いますが、道路に面している部分や集合住宅と隣接している

面、そして集合住宅の駐車場と隣接している面もあり、どの方向にもボールが

飛び出してはいけない場所であると思っております。実施する際には道具の種

類やその遊び方、フェンスの設置の仕方など、かなり限定的な遊び方になるの

ではないかと予想されます。 

次は１２ページの本町 4 丁目広場公園です。こちらも基本的な事項は近隣公

園と同じですが、こちらは周りに全くフェンスがない公園です。13 ページの図

を見ていただくと、東側にフェンスがありますが、その先は民間の月極駐車場

となっています。フェンスの置き方、ボールの種類、その遊び方については限

定的になってくると考えられます。 

前原東 6 丁目公園につきましては、ネットがぐるっと囲まれていて、ボール

遊びができる状況にあるかと思います。 

ここで事務局より提案がございまして、前原東 6 丁目公園につきましては、

加瀬委員よりご提案をいただいて、現地を見に行ったところ、ボール遊びが可

能であると感じられた方も多いかと思いますが、現在のところ各地区 1 公園で

考えています。実際にアンケートをとったり、人を配置したりという中で同じ

地区で 2 公園というのは厳しいと考えています。田喜野井小学校区内に 2 公園が

入っており、近接していることもあります。事務局としては 1 つの公園に絞っ

て試行開催したいと考えています。近隣公園でボール遊びのできる田喜野井公

園という良い公園がありますので、まずはそこで試行して行きたいと考えてい

ます。  

前原東６丁目公園につきましては試行開催からは外していきたいと考えてい

ます。その点につきましてもご検討をお願いたします。 

 

○大野会長 

 大穴第 2 号公園からです。皆さん見ていただいていろいろあったと思います

が、どうでしょうか。 
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○平川委員 

 確かに規模は小さいですね。ですから相当限定した遊び方にしないといけな

いと思います。ボールが外に出て車にぶつかるなどを想定して、管理者の責任

問題についてはきちっと確認していただきたいと思います。 

 高齢者の方々や小さな子供たちを連れているお母さんたちと同じ時間で遊ん

でいる可能性がある中で、すみわけができるのかどうか。 

その辺をご理解いただけるような周知であるとか、管理者の対応であるとかを

考える必要があると思っています。 

 

○大野会長 

他にありますか。 

 

○加瀬委員 

前原東 6 丁目公園については分るのですが、他の公園について、トイレはある

んですか。 

 

○事務局 

大穴第 2 号公園はありますが、西船みどり公園と本町 4 丁目広場公園はありませ

ん。 

 

○平川委員 

本町 4 丁目広場公園の隣は勤労市民センターですのでトイレは使えると思いま

す。西船みどり公園は集会所ですね。 

 

○大野会長 

西船みどり公園はその話をしておかないといけないですね。 

他にございますか。 

 

○松井委員 

大穴第 2 号公園ですが、既存のフェンスが 120 センチとなっていますがこれは

高いフェンスに変えるという案はないのでしょうか。 

 

○三橋委員 

 今回の事業については、既存の施設をそのままの形で使用した中で、遊べる

かどうかを検討していきたいと考えていますので、フェンスを新たに高くする

ことは考えていません。事務局で移動式フェンスを設置しますので、先ほども

平川委員からお話しがありましたように、ボールの使い方を徹底した中でボー



 

22 

 

ル遊びができればと考えています。市内の公園はこういった形の公園が多いい

ので、既存の施設を生かす形でやっていかないとその度に施設整備をしないと

いけないというのは難しいと考えています。 

 

○大野会長 

他に何かありますか。視察の中でご意見があったことについても十分に考慮

に入れて、考えていかないといけないと思います。狭い中でも外にボールが出

ないためにいかに移動フェンスを置くのかということを考えなくてはいけませ

ん。 

では次は西船みどり公園ですがどうでしょうか。 

 

○伊藤委員 

小さな公園の中でも、西船みどり公園はすぐ横に集合住宅がありまして、実

施については難しくなると考えられます。あとトイレのお話も含めて事前に十

分に話をしていかないといけないと思っています。ボールの使い方について問

題があるという苦情も受けている公園でもあります。マナーの周知にもなると

いうことでぜひとも実施させていただきたいということで事務局が説明に上が

りますが、無理やりに実施することはできません。ですので、西部地区での実

施をするためにも、もう一回り小さな公園になるかもしれませんが、もしかす

ると他の公園を検討する必要があるかもしれません。そこは事務局のほうにお

任せいただくことも検討していただきたいと思います。 

 

○大野会長 

私も視察をした時、これは大変ではないかなといった感じを受けました。た

だ、ご相談を持っていった中で、皆さんで協力して、子供たちが遊べるならば

それでいいと思います。ダメだったならこの条件ではできないという基準にも

なると思いますので、まずは進めて見ましょう。しかし、ダメなら交代する可

能性もあるということもご理解いただきたいと思います。 

 

○谷藤委員 

ぜひ進めていただきたいと思っています。というのも環境が違えばマナーや

配慮すべきことが違ってくるということを子供たちが学習するチャンスである

と考えています。なので禁止事項についてはすべて一緒ではなくて、ここは狭

いのでこの場所ではこのことはこうだということを学習できるチャンスと思い

ます。禁止事項は公園によって変えるのはどうでしょうか。 

 

 



 

23 

 

○大野会長 

そうですね変えていきましょう。田喜野井公園と夏見台近隣公園は同じ近隣

公園でも違うということを話しました。3 つの公園ですがこれはすべて同じ条件

ということではないということです。ですから少しずつ変えていきましょう。 

今言われたことはとても大切なことだと思います。飛ばないボールを使うと

か、ギリギリのところでは運動しないということだとか。そういうことでよろ

しいでしょうか。 

 

○平川委員 

特に道路の反対側にあったハウスには迷惑をかけていて問題になっているで

しょうから、市が正式にボール遊びということになれば、これはきちっとやら

ないといけないと思います。 

 

○大野会長 

本町 4 丁目広場公園はいい公園ですね。やらせてあげたいですが、フェンス

がないですからね。それをどう解決するかが課題です。 

 

○平川委員 

ここは車が通らないんです。自転車とか歩行者とかだけですので、ボールが

転がったから拾ってくださいというふうなことでいいのではないかと思います。 

 

○大野会長 

今も子供たちは多少、そういう時間で、ボールで遊んでいるようですから、

移動式のフェンスを置いて、なおかつ教えながら、そういうところでどうやっ

ていくかということです。みなさんどうでしょうか。 

 

○三橋委員 

事務局のほうで提案した公園であり、提案では周りをぐるっと囲んでいます

けれども、こういう囲み方にこだわらず、車もほとんど通らない公園ですので、

工夫して移動式のフェンスを使ってみてもいいと思います。 

 

○川﨑委員 

ここはよく通る公園ですので、よく見るんですが、子供たちは実際にボール

遊びをしています。子供たちはフェンスがない中で自主的に遊んでいると思い

ます。他の場所もそうなんですが、実際に子供たちが普段遊んでいる状況はど

うなのか。当然どこの場所でもボール遊びをしていると思いますが、その中で
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実際にその公園でどのように遊んでいるのか、というのを確認してそのうえで

どこまでできるのかということも考えてもいいのかなと感じました。 

 この間、子供たちのいない中での現地視察でした。遊んでいる状況をみてそ

ういった情報も含めて考えることもいいのかなと思います。 

 

○大野会長 

ここはボール遊びを禁止していない公園ですか。 

 

○事務局 

他人の迷惑になるボール遊びは禁止という公園です。 

 

○大野会長 

他の公園はどうなっていますか。 

 

○事務局 

掲示されているのは、「野球、サッカー、練習禁止」です。団体使用で練習さ

れると他の利用者が使えなくなるということで、通常の鉄製の看板のところに

はどの公園にも書かれています。特別にこの公園ではこれをしてはいけないと

いう看板はありません。 

 

○大野会長 

基本的には今の公園はそうなっているので、それを外して子供たちがうまく

やれればいいなというそういう発想でスタートしています。ですから、特に本

町 4 丁目広場公園についてもフェンスがなくてボールが飛び出してしまうとこ

ろについても、どうするのか、考えなければいけませんね。 

次は前原東 6 丁目公園ですけれども、これは先ほどのお話で今回は見合わせ

ようということですがいかがでしょうか。ここは上に飛び出すボールと、地面

が段々になっていることを視察で確認しました。 

 

○加瀬委員 

ここはしっかりネットがありますから、近所の子供たちは通常の遊びのとき

は海松台公園を使い、ボール遊びをしたいときには前原東 6 丁目を使っていま

す。 

 

○平川委員 

うらやましいです。非常に恵まれた環境ですね。 
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○加瀬委員 

公園で利用する移動式のネットやフェンスは使い終わったときはどこへ片付

けるのですか。 

 

○三橋委員 

倉庫などを置いて、そこで保管することを考えています。 

 

○加瀬委員 

その倉庫はしっかり倒れないようなものを準備してもらいたいと思います。

倒れて怪我すると賠償責任も発生するので気をつけてもらいたいと思います。 

あと、フェンスはどのくらいの高さを考えていますか。 

 

○事務局 

今考えているのは１メートルと 2 メートルのものがあります。場所によって

使い分けたいと思います。 

 

○加瀬委員 

管理の仕方についてはしっかりとしてもらいたい。 

 

 

○大野会長 

では前原東 6 丁目公園については見合わせるといったことでよろしいですね。 

 （全委員承諾） 

ありがとうございました。では香取委員。 

 

○香取委員 

危機管理の観点から、１６ページの保険についてです。市民活動総合補償制

度ですが、この保険は町会・自治会に入っていない人は対象外なんです。公園

緑地課に登録した人だけが対象になるということでした。 

それでよいですか。 

 

○事務局 

町会・自治会の方だけということでしたが、対象となる市民活動というのは、

社会奉仕活動や青少年健全育成や地域福祉の関係も対象となります。さらに、

市主催事業のイベントへの協力活動もございます。これはイベント開催時にお

手伝いをいただいていた方の怪我や他人への賠償について補償されるものです。
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自治会活動に限定するのではなくて、無償で活動するボランティアであること

がポイントで、広く市民活動が対象となります。 

試行公園でどの人がボランティアとして参加するのかということを事前に名

簿を作っておくことが必要となります。 

 

○香取委員 

となると市の使用者責任で対応するということになるんでしょうか。 

 

○事務局 

市が任命するということではないので、登録してその事業にボランティアで

参加してもらうということです。 

 

○香取委員 

次にボール遊びの中身の部分ですが、禁止事項とやっていい遊びとに分けて、

公園ごとに変わってくるということ。それぞれの公園にそういった看板を設置

するということでよろしいでしょうか。 

 

○事務局 

はい。 

 

○香取委員 

近隣との理解の問題で、西船みどり公園は非常に理解を得ることが難しいと

思っております。提案ですが、長津川調節池はいかがでしょうか。ぜひご検討

いただきたいと思います。 

また公園で遊ぶ方々との融合については非常にナーバスな問題ですので、公

園ごとによく詰めていかないと、どういう人が来ているのか広報とかのあり方

にも関係してくるのですが、試行開始前に町会・自治会、老人会などの団体へ

の接点が必要ではないかと思います。 

そして、小学校区以外は外に出て行ってはいけないということがありました

が、今、学校選択区が多いんです。北本町一丁目に船橋総合病院というのがオ

ープンしまして、その近隣の集合住宅は、5 つの小学校を選ぶことができます。

そうするとどこにでも行きます。八栄、夏見台、行田、船橋、海神小学校と、5

つの小学校に行けるエリアですから、そういう場所もあります。 

最後に、地域の自主性ということがありましたが、町会・自治会、青少年相

談員、スポーツ推進委員、なかなかそういう指導者が継続的に指導できるかど

うかは難しいと考えています。 
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公民館で活動しているサークルの方々に声をかけるのもいいのではないでし

ょうか。継続性もありますので、そういった団体もご検討していただきたいと

思います。 

 

○大野会長 

西船みどり公園がダメだったらという話もありました。そこも含めて、ご意

見をいただきました。管理者か、指導者を決めていませんが、一か所でまとめ

てということは難しいと思います。 

 

○加瀬委員 

香取さんのご意見もありましたが、老人会にお願いするのはどうでしょうか。 

元気な人であって、比較的毎日地域にいらっしゃるのでできるかもしれません。 

団塊の世代の公園デビューとしていかがでしょうか。 

 

○香取委員 

ボールということで限定しているけれども、ベーゴマとかの昔遊びというこ

とでもいいのではないでしょうか。 

 

○大野会長 

では事務局から 17 ページの関係団体への説明についてお願いします。 

 

○事務局 

では 17 ページを開いてください。関係団体への周知についてご説明します。 

試行開催の内容について決まった段階で、順次関係団体への周知を行ってい

きます。早めの周知が必要と考えています。 

まずは試行公園に直接関係する団体への説明から行います。自治会や老人会、

学校です。そこの合意が得られましたら全市的な団体への説明を行います。た

とえば自治会連合協議会、船橋市小・中学校校長会などです。 

細かく説明しますと、まずは対象となる公園の属する学校の学校長、自治会

の会長さんにお声をかけます。その後、必要に応じて町会・自治会の方々や保

護者の皆さんへ説明します。こうして地元関係者の理解が得られたら、必要に

応じて学校関係、自治会関係、生涯学習団体関係に説明します。 

そして「広報ふなばし」への掲載等で市民の皆様へお知らせします。 

その後、開催する約 2 か月前に、子供たちやご家庭、自治会、公園利用者に

対してチラシ配布や看板設置などで、お知らせを行い、試行開始を迎えたいと

思っております。 
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地元に説明に入る際に様々なご意見、御要望が出ることが予想されますが、

事務局としては委員の皆さんのご協力を仰ぎながら、各地区一か所ずつの試行

開催が開催を実現できるように努力していきたいと考えています。以上で事務

局説明を終わります。 

 

○香取委員 

ＰＴＡのすべてが連合会に入っているわけではないです。そこはどうするの

かは検討が必要です。どのくらいの加入率ですか。 

 

○川﨑委員 

正確にはわかりませんが、確かに加入していない学校もあります。 

 

○平川委員 

関係するＰＴＡに説明するということですか・ 

 

○事務局 

はいそうです。 

  

○大野会長 

手順はこれだけでは足りないことも想定されるので、こちらは柔軟に説明を

していってほしいと思います。 

今日予定していたことは終わりました。細かい決定までいかないところもあ

りますが、それはこの会議でやれない部分もあると思っています。その辺は事

務局に形にしていってもらうようにお願いいたします。全体の構想と形はほぼ

固まったかなと思います。ありがとうございました。事務局から何かあります

か。 

 

○事務局 

第 4 回の検討委員会の皆様からのご意見を取りまとめます。次回の第 5 回検討

委員会ですけれども、平成 28 年の 2 月 9 日火曜日から市役所 9 階大一会議室で

行う予定です。また近くなりましたら資料と開催通知を各委員の皆様へお送り

いたします。よろしくお願いいたします。 

 

○大野会長 

 このあと委員会の報告をまとめて、この委員会が終わります。実際の試行に

なったときに、細かいことが決まって、発表されて動いていくのはいつ頃にな

りますか。 
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○事務局 

試行につきましては 7 月ごろまでには各学校等に開催のお知らせをして、9 月

から 2 か月くらいの試行を考えています。各自治会への説明を年明けからする

ことを考えています。関係する委員の方々には、ご協力をお願いする予定でご

ざいますのでよろしくお願いいたします。 

○大野会長 

 ということで今後、動いていきます。2 月にはこの検討委員会で話し合った結

果を取りまとめた形を作ります。 

他に何かご意見ございますか。無いようですのでこれで第 4 回の検討委員会を

終了いたします。 

 

９ 資料・特記事項 

⑴ 資料 

 ・次第 

 ・2 回検討委員会・現地視察会まとめ 

 ・試行案 

 ・関係団体への説明と広報活動 

  

⑵ 特記事項 

なし 

 

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 


