
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ワークショップの全体スケジュール 

お問
合せ 

 

ワークショップのまとめ ～ 皆さんから出していただいた主な意見を整理しました！ 

 第２回  ワークショップ  【10月18日(土)】     

「桜淵公園の再整備イメージを方向づけよう！」 
グループ意見交換 
・公園内の３つのゾーンの利用イメージ 
・桜淵公園の全体再整備テーマについて 

 第３回  ワークショップ  【12月7日(日)】  

「桜淵公園の再整備プランを考えよう！」 
グループ意見交換 
・桜淵公園の全体再整備テーマについて 
・市民いこいのプール跡地利用について 

第４回 ワークショップ 【2月21日(土)】（予定） 

「桜淵公園の再整備プランを確認しよう！」 
・これまでの意見を反映させた公園の最終プランの確認 
・公園と地域の関わりを考え、どんな活用を行っていくとよいか 
 （グループ意見交換） 

第１回  ワークショップ  【9月27日(土)】    

「桜淵公園の現状の課題を整理しよう！」 
・ワークショップの目的やスケジュールについての確認 
・計画地の現状をみんなで確認（現地見学） 
・グループ意見交換 

第３回ワークショップ  201４/１２/７ (日) ９:00～１２：００ 参加者１６名 「桜淵公園の再整備プランを考えよう！」 

 

お問い合わせ先  
 

新城市 産業立地部 
観光課 

 

TEL：0536-32-0516 

市では、桜淵公園をより魅力的に生まれ変わらせる再整備を進めていくため、「桜淵公園

再整備基本計画ワークショップ」と題して、４回にわたり、地域の方々と一緒にワークショ

ップを行いながら計画を進めています。1２月７日には第３回のワークショップを新城市青

年の家で行いました。今回は他の行事と重なったこともあり、参加者が少なく３つのグルー

プでの話し合いとなりましたが、各ゾーンのテーマ案の確認と、各ゾーンの課題について具

体的な解決策を話し合い、再整備プランが徐々に形になってきました。最後 

はグループの代表者の方に発表していただき、全員の意見を共有しました。 

今回もワークショップの様子をニュース形式にまとめたのでご覧ください。 

Aゾーン 

Bゾーン 

Cゾーン 

テ
ー
マ 

【Ａグループ】 
四季の魅力モリモリ！水と人の王国 

【Ｂグループ】 

季節の魅力モリモリ・楽しく安全安心 
・桜と水と人の王国！ 

【Ｃグループ】 

季節の魅力モリモリ桜の王国づくり！ 

検
討
結
果 

   

Ａ
ゾ
ー
ン 

【バリアフリーについて】 
・笠岩橋の階段の幅を広くする。スロー
プは西側はほぼ平坦に延ばしていき、
東側はカフェの辺りにつなげる 

【暗さ解消他】 
・なるべく大きな木は残し、小さい木を
伐採してすっきり明るくする。 

【バリアフリーについて】 
・笠岩橋から水神池、芝生広場、西側の道
路に通ずる散策デッキ 

【暗さ解消他】 
・芝生広場の東側樹林を間伐。通り沿いの
景観整備。カヌー乗付スペース。 

【バリアフリーについて】 
・笠岩橋～芝生広場、笠岩付近にバリ
アフリー園路整備。 

【暗さ解消】 
・カシノキを伐採して暗さ解消する(大
木は枝を落とす程度)。 

Ｂ
ゾ
ー
ン 

【プールの跡地利用】 
・中途半端はダメ。他にはない施設を作
る。泳ぐことにこだわりすぎず、水遊
びの場として整備。経費面も考慮 

【その他】 
・バーベキュー場はＢゾーンの東側。利
用ルールを作る。フットサルコート。 

【プールの跡地利用】 
・子どもの水遊び場（プール又は広場）、
砂場、常設のゲートボール場等を配置 

【その他】 
・別所街道沿い、木かげプラザに隣接して
販売スペース。木かげプラザ東側に有料
のバーベキュー広場。川沿いに桜 

【プールの跡地利用】 
・現状を砂で埋めて砂場にして魅力づ
くり。子どもの水遊び場なら小規模
で噴水系。フットサルコート。 

【その他】 
・コンビニと差別化した商業施設。 

Ｃ
ゾ
ー
ン 

【レストハウス】 
・小さくても市民で自由に使える建物は
欲しい！特に高校生以下の若者の居場
所。バンドやダンスのスタジオ等。 

【レストハウス】 
・撤去して、ビジターセンターにする。テ
ニスコートはそのままで近くにフット
サルコート。散策路の整備と間伐。 

【レストハウス】 
・利用者の拠点施設として必要。テニ
スコート近くにフットサルコート。
トイレと更衣室。散策路沿いの間伐。 

 

『みんなの桜淵公園リノベーションプランづくり！』 
～新城の顔となる公園をみんなで魅力的に生まれ変わらせよう～ 

:00  参加者  名 

 

済 

     第３回ワークショップのまとめ ～ 桜淵公園の「再整備テーマ・ゾーニング（機能配置）案の説明と再整備プランづくり」 ～ 

まとめの詳細は
裏面へ！ 

■ 今回も桜淵公園を3つのゾーンに分けて考えました！ 

今回も、桜淵公園を下図のように３つのゾーンに分
け、各ゾーンのテーマの確認や整備方針、プランなど
について話し合いました。 

県道 69 号 
～重川池周辺 

豊川右岸 

豊川左岸 
～県道 69 号 

済 

 
 Aゾーンテーマ(案) 
花・緑・川の景観をゆったり楽しむくつろぎゾーン 
・花・紅葉・川面を楽しむ快適な散策路 
・子どもが安心して遊べる明るい芝生広場 
【課題】暗さの解消とバリアフリー化の検討 

 Bゾーンテーマ(案) 
にぎやかで活動的なスポーツ・交流ゾーン 
・スポーツ・交流の場となるグラウンド及び
駐車場の機能維持 

・アスレチックなどの遊びが出来る遊具広場 
・バーベキュー広場、飲食の出来る商業施設 
【課題】プールの跡地活用 

 Cゾーンテーマ(案) 
主要施設と連携した地域の自然・文化体験ゾーン 
・うでこき山・重川池への散策路エントランス 
・釜屋建施設とその周辺の憩いの場 
【課題】レストハウス等主要建物の利活用 

若者政策ワーキング 

★レストハウスのリニューアルオープン 

・改修したビアガーデンに 
・廃墟っぽさを利用してお化け屋敷をつくる 
・落ち武者カフェ＆バーをつくる 

★テニスコートのリノベーションプラン 

・ナイター復活 
・フットサル兼用コートに 

★芝生広場デザインチェンジ 

・草刈り、池の水張りなど環境面の整備 
・遊歩道、噴水、ベンチ等を壊し、バランス
よく木陰をレイアウトし、全面芝生として
多目的広場とする 

★青年の家をオシャレに 

・パンフレットを若者向けのオシャレなデ
ザインに一新 

・休憩スペースのマンガ喫茶化 

★市民プール跡地を若者の聖地に 

・サイクリングステーション、ランニング
ステーション 

・売店（マーケット・マルシェ）、川の駅
をつくる 

・夏はお化け屋敷をつくる 
・25mプールの中に芝生を敷きフットサル場に 

若者総合政策（プラン概要編）素案 

「桜淵周辺若者ヘブン計画！」 

◆若者政策ワーキングとは？ 

若者が活躍できるまちの実現のため、

若者を取り巻く様々な問題を話し合

い、若者の力を活かすまちづくり施策

を練り上げていくたのワーキング。現

在市内１９名の若者が参加中！ 

◆ 再整備テーマ(案) 「季節の魅力モリモリ・楽しく安心安全・桜と水と人の王国づくり！」 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ワークショップ・進め方について】 みなさんの公園に対する思いがよく伝わってきた。多
くの人が利用できる公園になるとよい。毎回桜淵について新しい発見ができるので嬉
しい。数少ない若者の参加者として、意見をしっかり言っていきたい。世代を越えて
話ができる良い機会となり大変良かった。若者政策ワーキングの意見は参考になった。 

参加者がどんどん少なくなっているのが気になる。今回の話し合いでだいぶ実現できることが分かってき
た。全体の構想が出来つつあり、進んでいると思う。子供から老人まで集う施設が整備でき、人々のコミ
ュニケーションが取れ、色々な世代の方々の意見が聞けた。世代ごとの思いがそれぞれ違うのに驚きつつ、
桜淵公園がより良くなっていくような意見が言えたらいいと思う。 

【整備内容について】秋の紅葉と四季桜の植樹はどうかと思う。足りない所を全て桜淵公園で解決するのは難
しいが、一つでも多くのことを解消できることを期待している。木かげプラザの冬季防風フェンスの設置。
季節に応じた観光利用はイイギリナンテンの植栽が良いと思う。広報やホームページ以外に、園や子ども
たちに案内を配布する等、桜淵で行うイベントはもっとＰＲして人を集めた方がよい。グループごとの意
見が似ていてそれぞれのイメージの方向性が見えてきた。少しの時間でもちょっと遊びに行こうと思える
ような公園になればと思う。３つのグループの発表は色々な意見が聞けて参考になった。これを一つにま
とめると抽象的なものになってしまうのではないかと思う。努力をして一つのイメージを創っていきたい。 

○Ａゾーンについての意見 
【バリアフリーについて】 
・笠岩橋から直接水神池前の駐車スペースや、西側の道路に通ずる散策デッキを整備する。地形の改
変の少ない自然に優しいもので、バリアフリーな素材や勾配とする。 

・全体的に道路拡幅して車が通り易くする。観光ホテル南側の私有地の用地取得を検討してほしい。 
【その他】・芝生広場の遊具は現状より追加し、東側の樹林は間伐して明るくする。水神池には常時水を張る。 

・取付け道路の整備。通り沿いの景観整備が必要。右岸の老朽化した桜を手入れする。 
・カヌーや手漕ぎボートの乗り付け場の整備。豊川をカヌー等で下った時に景色が楽しめるような整備。 
 

○Ｂゾーンについての意見 
【プール跡地について】 
・プールの跡地は、子どもの水遊び場（プール又は広場）、砂場、常設のゲートボール場などを配置。 
・東西の民地への緩衝帯として緑地を整備。運動広場西側の若者のたまり場となっている駐車場の照明を
明るくする。 

・川沿いの桜は、カワスサクラ、ヤエザクラ、シダレザクラが望ましい。 
・プール跡地の南側の生活道路に支障がないよう運動広場側に園路を整備する。 
・運動広場内に適宜ベンチを設ける（4 カ所程度） 

【売店等バーベキュー場について】 
・別所街道沿いや木かげプラザの西南寄りに移動販売車スペースを整備する。 

【バーベキュー場について】 
・木かげプラザ東側に有料のバーベキュー広場を整備する。 

 
○Ｃゾーンについての意見 
・レストハウスは撤去し、ビジターセンター（受付、会議、スタジオ、
ダンス、ヨガなど）として新たに整備する。エリアの拠点として位置
づける。 

・現在のテニスコートはそのまま利用し、南側余地にフットサルコート 
 を整備。 
・いこいの広場にシンボルツリーとして桜の大木を植えたい。（今は
ケヤキ） 

・重川池は灌漑池なので勝手に整備することは難しい。 
・散策路の整備はゾーン東南側の谷戸部分も含める。(昔はホタルが
出ていた。ササユリの群生地でもある) 

A班 B班 

C班 ○A ゾーンについての意見 
【川沿いの散策路】・笠岩橋～芝生広場、笠岩付近にバリアフリー園路整備。花月橋の上部斜面の雑草管理。 
【暗さ解消】・カシノキを伐採して暗さ解消する。（大木については枝を落とす程度） 
     ・竹やぶは地域のタケノコ取りイベントや、こども園の恒例行事として活用。（地権者の協力） 

【その他】・芝生広場は幼い子どもの利用。水遊び空間もあれば、より魅力的になる。 
・水神池は昔は湧き水などが流れ込み、カエルの宝庫だった。自然体験の場として利用できる。 
・秋から冬の紅葉（モミジ）を公園の魅力のひとつに（参考：鳳来寺山もみじまつり）。イイギリナンテンも赤い 
 実を付け、冬の魅力の一つ。JRさわやかウォーキングとの連携。 

○B ゾーンについての意見 
【プール跡地について】 
・現状を砂で埋めて砂場にして魅力づくり。流水プール跡地を利用したボール遊びの場所。 
・水の整備は年間利用に課題あり。子どもの水遊び場なら小規模で噴水系がよい。屋根のある場所は必要（日除け）。 
・有料化して子どもがゆっくり遊ぶことができる場所にする。 
・フットサル場としての利用（Cゾーンに整備する場合含め調整）。 
【その他】 
・子連れの家族を対象にした商業施設を検討。イベント時だけでも、コンビニにないお菓子など
を販売できる空間が必要。 
・プール跡地北側の川沿いの樹木は、北風除けにもなるので伐採せずに残す。 

○C ゾーンについての意見 
・気軽に立ち寄るというよりも、スポーツ等特定の目的を持った人達が集まる施設の整備。 
・レストハウスは利用者の拠点施設として必要。 
・ビジターセンター的な施設とする。（管理人の常駐）。 
・テニス等の利用に最低限必要な機能として、トイレ、更衣室、自動販売機等が必要。 
【体育館・テニスコート】 
・利用者の意見を聴く。学校以外では市の施設として唯一の体育館であり、利用率は高い。 
・テニスコートのナイター利用を復活してほしい。 
・フットサルコートをテニスコートの近くに設置してはどうか（テニスと兼用ではなく）。 
【その他】うでこき山や重川池とのつながり（散策道が暗いので間伐を実施。） 
・商業施設は特に Cゾーンでは飲食は難しいと思う。 

第３回ワークショップのまとめ ～ 皆さんから出していただいた主な意見を整理しました！（抜粋）  

○Ａゾーンについての意見 
【バリアフリーについて】 
・笠岩橋の階段の幅を広くする。スロープは西側はほぼ平坦に延ばし、東側はカフェ辺りにつなげる。 
・スロープを設置する際に、なるべく大きな木は残し、小さい木を伐採する。（暗さ対策にもつながる） 

【その他】・桜以外の魅力の一つとして、藤棚を増やしても良いのではないか。 
    ・痛んでいる桜もあるので、桜の手入れを続けることも重要である。 

○Ｂゾーンについての意見 
【プール跡地について】 
・中途半端にせず、他にはない施設を作るべき。 
・親水空間として、泳ぐことにこだわりすぎず、子どもの水遊びの場として整備する。大人が眺められる場所を設ける。
シンガポールの事例写真が楽しそうで良い。 

（夏場以外の利用方法について） 
・とにかく広い(約 100ｍ×100ｍ)ので、イベントを開催するには適している。 
・冬場は利用者が少ないことをふまえ、スポーツイベント(ランニングやフットサルなど)を開催 
・イルミネーションはコストがかかる。他の場所で既に大規模にやっている。 
・冬でもきれいに咲く花で花壇を作るのはどうか。桜以外の見どころを作るべき。 
【バーベキュー場について】 
・バーベキュー場を設け、利用ルールを決める。常駐管理人を配置。 
・木かげプラザから近く、Ｂゾーンの東側が適している。 
【グラウンドについて】 
・屋根付きのベンチを設けて日陰を作りたい。 
・サッカー、野球、バスケの備品を設置。 
・新城にはサッカー部がないので、フットサル大会を開ける場を作る。 

 
○Ｃゾーンについての意見 
・現状のレストハウスの形状にこだわる必要はない。 
・市民で自由に使える建物は欲しい！特に高校生以下(車の運転免許を取る前の
年代)の居場所を作りたい。 

・規模は利用者数を見ながら決めてゆく。初めは小さくてもよい。 
・奥まった場所なので、商売には向いていないが、バンドやダンスなどで音を出
しても近隣に迷惑にはならない。 

ひとこと 

アンケート 

次回はいよいよ最終回です！ 

次回は桜淵公園の再整備プラン(案)をお披露目します。現在、みなさんのご意見をふまえた 

桜淵公園の再整備プランを作成しています。最終回、たくさんのご参加お待ちしています！ 

良いお年をお迎え下さ

い♪ 


