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１.久慈市総合運動公園の整備に向けて 

久慈市では、これまで中核都市としての役割の一つとして、スポーツレクリエーション活動の核となる

運動公園の整備計画を検討してまいりました。一時、平成 23 年の東日本大震災により中断を余儀なくさ

れましたが、この度、久慈市総合運動公園の整備に向けた基本構想を策定いたしました。 

本構想は、市民や関連団体からの意見・要望を把握し、導入する主な運動施設を検討するとともに、自

然特性や、土地利用など総合的な観点から公園の適地選定を行うことを目的としております。 

 

２.市民意見の反映 

2-1.関連団体アンケートの実施 

久慈市内の運動施設の利用状況と利用者が総合運動公園に求める要件の把握のため、アンケートを実施

しました。アンケートは市の関連体育協会に加盟している 26 団体および市の地区別体育協会に加盟して

いる 14 団体に配布し、32 件（回答率 80％）の回答が得られました。  

■アンケート結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■アンケートまとめ 

 

2-1.市民ワークショップの開催 

久慈市民を対象に市民が使いやすい総合運動公園とするため、ワークショップを開催し意見・要望等を

募集しました。参加者は市民公募により 41 人が集まりました。 

 

■議 題 

総合運動公園に配置する施設について･･･① 

総合運動公園を建設する場所について･･･② 

 

■主な意見・要望 

①整備を予定している主な運動施設（野球場、テニスコート、陸上競技場）に対する意見や要望、主な運

動施設以外に配置を希望する施設など、総合運動公園に配置する施設についての意見を以下に示します。 

【野 球 場】 プロ野球の試合が観戦可能な水準を求める意見がある一方で、一般市民が練習や草野

球等の利用が可能なサブグラウンドの整備を求める意見があげられました。  

【テニスコート】 夜間利用が可能であることや８面～12 面のコート数を希望する意見があげられまし

た。大会・合宿の誘致とともに、観客席の設置検討を求める意見もあげられました。 

【陸上競技場】 本格的な大会の開催や市民の練習等の身近な利用を求める意見が多くあげられまし

た。また、総合的な機能を有する充実した施設の整備を求める意見があげられました。 

※上記以外の施設として、ジョギング・ランニングコース、多目的広場、駐車場、クラブハウス、遊具、

キャンプ・バーベキュー場など、多様なニーズに対応した施設の整備を求める意見があげられました。  

②9 候補地からやませの影響、交通・アクセス性等を考慮し、絞られた大崎、新町、南田の 3 候補地につ

いてあげられた主な意見を以下に示します。 

【大崎】やませの影響とともに水田地帯での軟弱地盤が懸念される一方、高速 IC や幹線道路からの利便

性が良く、近圏に計画中の防災公園との一体利用が考えられるという意見があげられました。  

【新町】市街地から遠いためバス等の公共交通が必要であるほか、住宅が混在していることから用地確保

が困難であるとともに夜間利用における住宅への影響が懸念されるという意見があげられました。 

【南田】やませの影響が小さいとともに、市街地や三陸復興道路から近く便利であるという意見が多くあ

げられました。公園整備にあたっては周辺道路の幅員が必要との指摘もありました。  

■市民ワークショップまとめ 

利用者（団体）の多くは既存の施設に満足しておらず、総合運動公園には市民が気軽に使え、本格的な大

会の開催やプロスポーツ観戦まで対応した施設整備が求められています。また、上記アンケート結果にあ

げた運動施設以外にも、駐車場等の管理施設の整備も重要であるとの意見もありました。  

・総合運動公園の将来像として、プロ野球観戦や大きな大会の開催、身近なスポーツレクリエーション

利用など、関連団体アンケートと同様に幅広い利用を求める意見が多くあげられました。 

・運動公園に配置する施設としては、ジョギングコースや多目的広場のほか遊具、バーベキュー場など

のレクリエーション施設の整備など、「だれもがいつでも利用できる」という観点から、運動施設以

外の公園施設の配置に対する意見も多くあげられました。 

・公園を建設する場所については、交通・アクセスの面において、市街地周辺への整備が望ましいなど

実際に公園を利用する立場として、利便性に対する意見が多くあげられました。また、地域特有の気

象である「やませ」の影響を考慮した候補地選定を期待する意見も多くあげられました。 

会場の様子① 会場の様子② 

総合運動公園に期待する役割 

総合運動公園における運動施設の整備水準 

①地域住民が気軽に利用できる運動
施設  

②地域のスポーツ大会等を通じた地域
交流ができる運動施設  

③様々なスポーツイベントやスポーツ教
室ができる運動施設  

④大学や企業などのクラブチームの練
習、合宿などができる運動施設  

⑤県大会や国体などの開催、プロスポ
ーツの観戦などができる高規格の運
動施設  

⑥その他  
 

総合運動公園に整備を希望する施設 

市内の公共スポーツ施設（学校除く）の満足度 

①施設の数も質も十分に整備されている 
②施設の質はよいが、数が不十分である 

③施設の数は十分にあるが、質が不十
分である 

④施設の数も質も不十分である 

⑤よくわからない 
⑥その他  

数も質も不十分及び数または質が不十分とした団体が約
7 割を占めたことから、施設整備に不満を感じていること
がわかった。 

身近なスポーツレクリエーションやイベント会場の整備
と大会開催が公園整備の二つで過半数を超えている。そ
の他、トレーニングやアウトドアなど身近な公園として
の機能も求められていることがわかった。 

①～⑤までが 20％前後であり、市民が気軽に使える施設
からプロスポーツの観戦が可能な施設整備が求められて
いることがわかった。その他として競技人口が多い施設
から優先整備するとの意見もあった。 

整備を希望する施設と
しては、野球場が最も多
く、次いで陸上競技場、
テニスコート、サッカー
場と続く結果となりま
した。パークゴルフやグ
ラウンドゴルフ、ウォー
キングやランニングを
希望するという回答も
複数あげられた。 

 

①身近なスポーツや健康増進、行事・イベント
を楽しむことができる公園  

②本格的な競技やスポーツ大会の開催や観

戦などができる公園  
③基礎体力づくりやトレーニングができる公園  
④運動以外のレクリエーション活動や憩いの

場（散策やアウトドアなど）ができる公園  
⑤災害時の防災機能が充実した公園  
⑥その他  



 久慈市総合運動公園基本構想概要書

2 

 

３.基本構想策定 

３-1.基本構想策定に向けた課題の整理 

久慈市の地形や気候などの自然環境、人口や世帯数などの社会情勢、上位・関連計画、市内の運動施設

の現状等、運動公園を取り巻く様々な条件等を踏まえ、基本構想策定に向けた課題を整理しました。 

３-２ .整備テーマ・方針の設定 

新たな総合運動公園の整備にあたっては、久慈市民の利用を基本としつつ、広域からの利用も視野に入

れたスポーツ・レクリエーション拠点の創出が望まれます。基本構想策定に向けた課題の整理等を踏まえ、

総合運動公園の整備テーマおよび整備方針を設定しました。 

 

○地域スポーツの活動拠点として適切な整備水準を備えた運動施設の整備 

・市内で公式記録会や公式戦が行える大会の開催等が可能 

○企業や大学の合宿およびスポーツ教室等が実施できる施設整備と利用プログラムの提供 

・様々な社会情勢に対応し、広域から人が集まる事による地域活性化や競技者育成等が可能 

 

○様々な年代のライフステージに応じた生涯スポーツの推進 

・幅広い年齢層の方への利用を想定し、多様なニーズに対応することが可能 

○身近な運動から競技スポーツまで多様な利用に対応可能なレクリエーション空間の整備 

・広域的な利用者だけでなく、地域住民が気軽に利用可能な施設や憩いの空間等を提供することが

可能 

 

○市内にこれまでにない大規模な公園の創出による新たなレクリエーション拠点の創出 

・広域からの利用者、地域住民等様々な利用者の多様なニーズに対応することが可能 

○久慈市の新しいシンボル空間となる「総合運動公園」の創出 

・大規模公園整備に際して、観光産業等との連携を踏まえた広域交流拠点となることが可能 

３-３ .導入施設の検討 

■主要運動施設 

スポーツ関連団体へのアンケート結果や市民ワークショップの結果、既存運動施設の現状等から、総合

運動公園に導入する主要な運動施設を「野球場」、「テニスコート」、「陸上競技場兼サッカー場」としまし

た。それぞれの運動施設について、利用形態や整備水準等を検討し、導入する施設のイメージとして考え

られる施設内容等を以下に整理しました。 

主要施設 野球場 テニスコート 陸上競技場 

施設 

イメージ 

 
  

施設規模 約 2.0ha 約 0.5ha 約 3.0ha 

施設内容 

両翼 98ｍ、センター122ｍ 

外野芝生、夜間照明 

内野スタンド、外野芝生ス

タンド等 

砂入り人工芝コート 

10.97×23.77×8 面 

夜間照明、審判台等 

400ｍトラック 

サッカー場兼用 

芝生グラウンド（68×105ｍ） 

砲丸サークル、砂場等 

競技対象 

〈公認野球場〉 

県大会やプロ野球 2 軍が試

合を行える水準 

〈硬式・軟式テニス〉 

硬式・軟式の県大会の公式試

合が行える水準 

〈第三種公認〉 

県大会における公式の記録

会等の開催が可能な水準 

※主な既存運動施設の現状は以下の通りです。 

既存施設 

市営野球場 

 

河川敷テニスコート 

 

サンスポーツランド 

 

既存施設

の現状 

Ｈ28 年の岩手国体の予備球

場に指定されています。そ

の後は取り壊し予定です。 

河川敷に整備されているた

め、数年毎に河川の氾濫によ

り流されてしまう現状です。 

第四種陸上競技場の公認が

無い状態です。やませによ

り、利用に支障があります。 

■総合運動公園の概略規模 

●地域特有の気候気象である「やませ」の影響を受けることが多く、運動施設の利用においても施設利用

や大会開催の弊害となっていることから、総合運動公園を建設する場所の選定にあたっては地域の自然

特性の把握が必要 

●人口減少、世帯分離、高齢化が進んでいるなかで、大震災に見舞われていることなどを踏まえ、導入す

る運動施設の検討にあたっては、幅広い年齢層の利用を想定すると共に、多様なニーズ、価値観へ対応

しつつ、広域からの利用及び大会の開催の場となるような運動施設が必要 

●既存の市営野球場の代替地となる運動施設の整備等が急務であるとともに、市内のスポーツレクリエー

ション施設は分散していることから、久慈市民の利用を基本としたスポーツ・レクリエーションの拠点

となるような機能・役割を備えた総合運動公園の整備が必要 

■大会開催、交流を視野に入れた、スポーツレクリエーション空間の整備  

■生涯スポーツとして誰もが利用できる多様性のある公園の整備  

■久慈市の新たな拠点としてふさわしい大規模公園の整備  

総合運動公園に整備する主要運動施設である、「野球場」、「テニスコート」、「陸上競技場兼サッカー場」

と「駐車場」の各施設面積を合計すると約 6.0ha となり、運動公園の用地規模としては、約 10～12ha

が必要となります。主要運動施設以外の公園施設等の配置も考慮すると、総合運動公園の概略規模と

しては、約 10～20ha 程度の面積が想定されます。 
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３-４ .適地選定の基本方針 

 適地選定では市全域を対象として、久慈市の特徴を踏まえて「選定対象エリアの絞込み」、「候補地の抽

出」、「適地の選定」の 3 段階の手順により、候補地を抽出・評価し適地を選定しました。 

 

 

 

 

 

３-５ .一次選定（適地選定エリアの絞込み） 

市全域を対象として、自然的条件、都市的条件を踏まえ公園整備が望ましいエリアを絞り込むとともに、

整備テーマ・整備方針を踏まえたエリアの抽出を行い、結果として『市街地周辺エリア』を抽出しました。 

 

 

 

 

 

 

【市街地周辺エリア概要】 

 

 

 

 

３-６ .二次選定（候補地の抽出） 

 一次選定で絞り込まれたエリアにおいて、運動公園が整備可能な地形やアクセス性等を考慮し、候補地

を 9 地区抽出しました。候補地 9 地区について、「自然特性」、「土地利用・開発規制」、「交通アクセス」、

「その他（観光資源、教育施設等との連携など）」について評価を行い、適地選定を行いました。適地選定

評価では、市民ワークショップでも多くの意見があげられた「やませ」の影響および交通アクセス等、総

合運動公園を整備・利用していく際に重要となる項目について評価を行い、『Ｂ：大崎地区』、『Ｄ：新町地

区』、『Ｈ：南田地区』の 3 地区を選定しました。 

 

図－候補地位置図 

【選定候補地の概要】 

Ｂ：大崎地区 主な土地利用は水田であり平坦地であることから、造成への影響が比較的少ないと考

えられ、中心市街地からの距離が比較的近いため、市民の身近な利用が見込める。ま

た、幹線道路沿いに位置しＩＣからも近いため、広域からのアクセスに期待。 

Ｄ：新町地区 候補地内では土地利用が混在しているが、平坦地となっているため造成への影響が少

ないと考えられ、やませの影響も小さく、スポーツ施設利用時の影響が少ない。中心

市街地からはやや離れているが、既存幹線道路を利用したアクセスの確保が可能。 

Ｈ：南田地区 やませの影響が小さく、スポーツ施設利用時の影響が少ない。中心市街地からの距離

が近いため、利便性が良く、身近な利用が見込め、計画されている復興道路のＩＣか

ら近いことから、将来的なアクセス性の向上に期待。 

 

■一次選定 
〈適地選定エリアの絞込み〉 
久慈市全域を対象に公園整備
の方向性を踏まえつつ、公園
整備が望ましいエリアの抽出
を行います。 

■二次選定 
〈候補地の抽出〉 

一次選定により抽出されたエ
リアにおいて運動公園を整備
可能な地区を選定・評価し候補
地の絞込みを行います。 

■三次選定 
〈適地の選定〉 

二次選定により 3 ヶ所に絞り
込んだ候補地について、概略施
設配置案により、適性評価を行
います。 

【自然的条件】 
総合運動公園を整備可能な地形条
件、土地利用等を踏まえた候補地
選定、自然・環境の保全への配慮 

【都市的条件】 
市街地構造と都市の骨格、日常
利用と災害時等の利用、既存施
設との配置バランス等を考慮 

【公園整備の方向性】 
広域連携を可能とする道路、市
街地からの距離、新たな拠点に
ふさわしい立地選定等に考慮 

・コンパクトな市街地が形成され、豊かな自然を有する山林に囲まれていることから、自然・環境へ
の大きな影響には繋がらない事が考えられます。 

・市街地から放射状に幹線道路が整備され、南北方向の軸と東西方向の軸となっているとともに、幹
線道路は市街地で合流し、結節点となっていることから利便性が良く、また、南北方向の軸線は、
復興道路として整備が進められていることから、さらなるアクセス性の向上が期待されます。 

・市内の主な公共施設やスポーツ施設は、市街地エリアに多く整備されており、総合運動公園は、新
たな地域拠点として、市内外からの利用や交流の場としての役割が期待されます。 

図－選定対象エリア 
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■三次選定（適地の選定） 

 二次選定で絞り込まれた 3 地点について構想図（案）を作成し、総合運動公園に整備される施設の配置案の検討等により、3 地区について総合運動公園整備の適性評価を行い、総合運動公園の整備がふ

さわしい地区として、『Ｈ：南田地区』が選定されました。 

 

地区名 Ｂ：大崎地区（約 16.9ha） Ｄ：新町地区（約 16.5ha） Ｈ：南田地区（約 17.4ha） 

構想図 

（案） 

 

   

敷地特性 

・平坦な地形であるとともにまとまった公園区域の確保が可能 
・水田であり、公園整備にあたっては地盤改良等の対策が必要 
・公園区域全体が農振地域であり、現在も農地として使用 
・海からの距離が約 1.2km と近いことからやませの影響が大きい

地区に立地（市民ワークショップにおいても同様の意見あり） 

・平坦な地形であることから、敷地の有効活用が可能 
・住居系土地利用が混在しているため、一部移転等が必要。また、

宅地や既設道路等により公園区域形状が不整形 
・公園区域内に埋蔵文化財が確認されており、事前に調査が必要。

また、農振地域も含まれ、現在も農地として使用 

・斜面地であり、運動施設整備においては一定規模以上の平坦地
を確保するため、やや規模の大きい造成が必要となるが、ある
程度まとまった範囲内に公園区域の確保が可能 

・公園区域の一部が水田にかかっており農振地域に指定されてい
るが、公園区域内に埋蔵文化財は特に存在しない 

△（1 点） △（1 点） ○（2 点） 

機能配置 

・まとまった敷地形状のため、一体となった運動施設配置が可能
であり、利用面、維持管理面で有利 

・平坦な地形であることから、敷地の有効活用が可能であり、多
目的広場についてもある程度まとまった規模が確保可能 

・敷地形状が不整形のため、主要運動施設が分散配置 
・多目的広場は形状の制約はあるが、まとまった規模が確保可能 
・住宅地が隣接しているため、夜間利用のための照明設備等の設

置に際して配慮が必要 

・地形上の制約があるが、一体的な主要運動施設配置が可能であ
ることから、施設利用、維持管理の面で有利 

・造成に伴う法面が発生するなど、平坦地を確保するためには多
くの敷地面積が必要となるが、ある程度の広場面積を確保可能 

◎（3 点） △（1 点） ○（2 点） 

交通 

アクセス 

動線計画 

・国道 395 号、国道 45 号沿いに位置し、既設の久慈北 IC からの
アクセスが比較的容易 

・敷地全体を周回するような主動線の配置により、ジョギングコ
ースやウォーキングコースとしての利用が可能 

・国道 281 号からのアクセスが可能であるが中心市街地から遠い 
・敷地中央部に道路が通っており、主動線が 2 つに分断されるた

め、連続したジョギングコース、ウォーキングコース等の確保
がやや困難 

・国道 45 号と県道 7 号の間に位置し、現在計画されている復興
道路のＩＣから近く、将来的なアクセス向上の期待 

・敷地全体を周回するような主動線の配置が可能であるととも
に、周囲の山林を利用した散策路やトレッキングコースの整備
が可能 

○（2 点） △（1 点） ◎（3 点） 

景観構成 

・公園区域内への修景等、新たな景観創出が必要となるが、平坦
な地形であることから、単調な景観となってしまうことが懸念 

・周辺の住宅地に配慮した緩衝帯となる緑地の確保が必要である
とともに、新たな景観創出が必要 

・周囲を山林に囲まれているため、公園景観に取り込むことがで
きるとともに、既存の地形を利用した眺望点の設置等が可能 

△（1 点） △（1 点） ○（2 点） 

概算事業費 

・公園区域が水田なため地盤改良費が影響 

・水田であることによる用地取得費が大きく影響 

金額（千円） ・住居が存在する事による移転補償費が影響 

・埋蔵文化財調査費が大きく影響 

金額（千円） ・公園区域の大部分が山林であることによる造成費

が大きく影響 

金額（千円） 

9,097,000 9,108,000 7,403,000 

○（2 点） △（1 点） ◎（3 点） 

総合評価 9 点（2 位） 5 点（3 位） 12 点（1 位） 
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