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5. 基本計画図の作成 
5.1 基本計画【A 案】全面改修案 

計画施設概要（一覧）及び基本計画図を以下に示す。 

 

表 5-1 基本計画【Ａ案】全面改修案の計画施設概要（一覧） 

現況規模・仕様等 基本計画【Ａ案】全面改修案 

エントランス ・1,900 ㎡・プロムナードとして整備 

ウォーキングコース 
・1.2km・多目的広場（サッカーコート・パークゴル

フ周辺）の全周ルート設定 

フラワーロード 
・車両通行スペース W＝4m＋歩行者通行スペース W

＝2m（塗布式カラー舗装） 

四阿 ・100 ㎡ 約 70 人 

北部農村公園（約 10,000 ㎡）複合遊具 ・広場２段分の斜面に設置 

多目的広場サッカーコート 

（陸上競技場・サッカーコート・パークゴ

ルフ場 約 30,000 ㎡） 

・公式対応約 12,000 ㎡（コート有効面積約 9,360 ㎡）

・方位（長軸方向）は南北方向 

・付属スペースの確保（約 500 ㎡観覧スペース、約

1,200 ㎡運営スペース、約 800 ㎡ウォームアップ

スペース） 

・倉庫は新設管理棟 

多目的広場野球場（約 13,000 ㎡） 
・排水不良等を補修・改善 

・付属施設の補修 

陸上競技場（陸上競技場・サッカーコー

ト・パークゴルフ場 約 30,000 ㎡） 

・陸上競技場機能撤去 

（東風平運動公園への機能移転） 

パークゴルフ（陸上競技場・サッカーコー

ト・パークゴルフ場 約 30,000 ㎡） 

・約 23,000 ㎡公認コース・合計 3コース（27H） 

・コース長さ：1,234ｍ（約 381ｍ＋407m＋約 446m、

１コース平均長さ：約 411ｍ） 

掲揚台（26.3 ㎡） ・約 30 ㎡・管理棟屋上に設置 

野外ステージ ・約 100 ㎡（仮設スペース） 

便所 

○管理棟便所（17 穴） 

◯屋外便所（10 穴） 

・合計48穴＝既存（野球場）10穴＋新設38穴 

・箇所別穴数（３箇所） 

①既存（野球場）：10 穴 

②新設便所（パークゴルフ）：7穴 

③新設管理棟：31 穴 

駐車場約 212 台（約 9,400 ㎡） 

※約 45 ㎡／台 

・約 7,100 ㎡（↓66 台減少）（約 146 台＋大型 7台）

※北部地区農村公園上段の広場はイベント時臨時

駐車場約 1,300 ㎡（約 28 台） 

管理棟（約 447.9 ㎡） ・新築（約 1,000 ㎡（↑増加））※約 500 ㎡拡張 

防災施設 ・多目的広場収容人口＝9,360 人 
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5.2 基本計画【B 案】部分改修案 

計画施設の概要（一覧）及び基本計画図を以下に示す。 

 

表 5-2 基本計画【Ｂ案】部分改修案の計画施設概要（一覧） 

現況規模・仕様等 基本計画【Ｂ案】部分改修案 

エントランス ・1,400 ㎡・エントランス広場として整備 

ウォーキングコース 
・1.1km・多目的広場（サッカーコート・パークゴル

フ周辺）の約 2/3 程度のルート設定 

フラワーロード 
・車両通行スペース W＝4m＋歩行者通行スペース W

＝2m（塗布式カラー舗装） 

四阿 ・120 ㎡ 約 80 人 

北部農村公園（約 10,000 ㎡）複合遊具 ・広場３段分と斜面に設置 

多目的広場サッカーコート 

（陸上競技場・サッカーコート・パークゴ

ルフ場 約 30,000 ㎡） 

・公式対応約 13,000 ㎡（コート有効面積約 9,360 ㎡）

・方位（長軸方向）は東西方向 

・付属スペース確保（約 1,000 ㎡観覧スペース、約

1,000 ㎡運営スペース、約 1,000 ㎡ウォームアッ

プスペース） 

・倉庫は既存の管理棟 

多目的広場野球場（約 13,000 ㎡） ・排水不良等を補修・改善・付属施設の補修 

陸上競技場（陸上競技場・サッカーコー

ト・パークゴルフ場 約 30,000 ㎡） 

・陸上競技場機能撤去 

（東風平運動公園への機能移転） 

パークゴルフ（陸上競技場・サッカーコー

ト・パークゴルフ場 約 30,000 ㎡） 

・約 14,000 ㎡公認コース・合計 2コース（18H） 

・コース長さ：約 745ｍ（約 375m＋約 370m、1 コー

ス平均長さ約 373ｍ） 

掲揚台（26.3 ㎡） ・約 30 ㎡・管理棟付近に設置 

野外ステージ ・約 100 ㎡（仮設スペース） 

便所 

○管理棟便所（17 穴） 

◯屋外便所（10 穴） 

・合計 40 穴＝既存管理等 17 穴＋既存（野球場） 

10 穴＋新設 13 穴） 

・箇所別穴数（4箇所） 

 ①既存管理棟：17 穴 

②既存（野球場）：10 穴 

③新設便所（パークゴルフ）：7穴 

④新設管理棟：6穴 

駐車場約 212 台（約 9,400 ㎡） 

※約 45 ㎡／台 

・約 10,700 ㎡（↑39 台増加） 

（約 244 台＋大型 7台） 

管理棟（約 447.9 ㎡） 
・既存施設改修（約 447.9 ㎡既存） 

・新たな機能を追加（約 500 ㎡ 新設） 

防災施設 ・多目的広場収容人口＝9,360 人 
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図 5.1 基本計画【A 案】全面改修案 基本計画図 
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図 5.2 基本計画【B 案】部分改修案 基本計画図 
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