「与原公園拡大整備方針（案）について」
パブリックコメント（住民意見募集）の結果報告
与原公園拡大整備を進めるにあたり、利用者アンケート及び住民参加型の公園づくりワ
ークショップでの意見等を踏まえて取りまとめた「整備方針（案）」に対してパブリックコ
メント（住民意見募集）を実施した結果、多数のご意見をいただきました。ありがとうご
ざいます。
下表にいただいた意見を整理するとともに、今後の検討等の考え方を整理しました。
募集期間：令和４年５月９日（月）～令和４年５月 30 日（火）まで
回答者数：49 名

全体像

公園全体

■各意見
分類
ご意見
・充実した与原公園！楽しみにしています！
・公園内の方針には大賛同です。
・近所なので、綺麗になると大変嬉しいです。
・明るくてキレイな公園で人が集まりやすい公園
になって欲しい。
・学校の体育館や敷地などは許可もなく使えない
し、なんなら個人使用は許可すら出ない。観光
交流施設も予約の取り合いで気軽さはない感じ
します。いろんなスポーツができる場所が増え
るのはすごくありがたいです。
・那覇市の新都心公園の様な公園希望です。
・現在、1 才の子どもがいるのですが、全体的に
薄暗く衛生面で心配なので、あまり行けません
でした。この計画のようにキレイにしていただ
ければ、とてもありがたいです。
・
「与那原の与原公園といえば〇〇よね！」と言わ
れるような「ここにしかない」
「与原が 1 番！」
「○○するなら与原に行こう！」というコンセ
プトで創ってほしい。
・既存の遊具や広い広場の公園は周りにたくさん
あるので、自然を楽しめる公園にしてほしい。
木をたくさん植えるとか、起伏があるとか。キ
ャンプ場として収益を得てもいいと思うし、ア
ウトドアのワークショップなどのイベントも開
けると思う。
・芝生のだだっ広い広場や、遊具がポツンとある
ような公園は避けてほしい。
・木々がうっそうとしていて虫が多くて敬遠しが
ちな公園を整備するのはとても良いと思います
・広場の周辺は木々はあまり植えず、見晴らしの
いい広場にして欲しい（安全面から）。
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今後の検討等について
ご意見ありがとうございま
す。たくさんの方々にご利用
いただける公園整備を目指
します。
コンセプトについては、次回
ワークショップでご提案さ
せていただきます。

自然空間を有する公園とし
て他の公園と差別化できる
よう整備を進めます。ただ
し、土砂災害警戒区域に指定
されているため、安全面を考
慮し、特に自然広場では既存
の木々を残した活用を考え
ており、キャンプ場等には使
用できませんが、公園の活用
方法については今後検討し
ていきます。

分類

バリ フリー
日よけ

遊 具広場

ご意見
・花いっぱいの公園にしてほしい。季節ごとに満
開になる花を植え、町外の人たちも立ち寄れる
豊かな公園にしてほしい。花があると女子が集
まり、女子がくると自然に男子、家族もついて
きます。
・公園をよく利用するので、駐車場、衛生的なト
イレの整備(多目的なもの、オムツ替えシートな
ど)、食事など摂れる東屋のついたベンチ。

今後の検討等について
遊具広場とスポーツ広場の
高低差（斜面）を活かした花
壇を設置する予定です。

・計画では日陰が少ないようですので、東屋など
を複数設置してほしい。
・東屋など夏でも日差しを避けて休憩できるスペ
ースが沢山あればいいと思います。
・一部日除け出来るよう日陰をつくる。
・現在の遊具ゾーンの木々を伐採してしまうのは
惜しい。熱中症対策の木陰づくりの為にも、現
在生えている木を残せるものは残せる開発をし
て欲しい。
・食事など摂れる東屋のついたベンチを各所に。
・遊具広場の整備にあたって、現在生えている木
を残せるものは残せる開発をして欲しい。

東屋やパーゴラの配置も予
定しています。
また、広場の見通しを確保し
つつ、広場の周りには既存の
木も活かしながら、木陰づく
りに取り組みます。

みなさまに安心して使用し
ていただける清潔なトイレ
を整備する予定です。
また、東屋やパーゴラ等の配
置も予定しています。
・町内にいくつか公園があるので同じようなもの 与原公園は屋外公園として
でなく、雨でも利用しやすい公園があってほし 整備する方針です。
い。
・雨の日でも利用しやすいエリアを作って欲し
い。
・住宅や保育園児、学生が東浜以外の公園でもの 安全安心に利用いただける
びのびと遊べるといいもの思います。でもあま 公園づくりを進めていきま
り開けてない地域なので安全面もよく考えて作 す。
って欲しいです。
・安全安心に感染防止もお願いします。
・現状でもあるように、その際、お年寄りや車椅 車イスでも通行可能なよう
子など不自由な人も利用可能なようになるべく に園路は勾配５％以下で整
平坦なものとし、階段の整備は避けます。
備する予定です。
・駐車場から各広場まで、バリアフリー。

遊歩道

広場内の見通しを確保する
ため、既存の木々は必要に応
じて広場周り等への移植や
伐採をする予定です。
・公園を一周できる遊歩道を残していただきた 公園を一周できるよう現状
い。
と同様に園路を整備する予
定です。

芝生

・全面芝生やクッション性のある下地がほしい。 幼児を対象とした広場にお
・地面は一部だけでもアスファルトでなく、クッ いてはクッション性のある
ション性があると子供にも高齢者にも利用しや 舗装を検討しています。
すい。
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遊具

分類

ご意見
・与那原は、面積の割に公園が多いので、与原公
園にあえて遊具を設置する必要はないと思う。
考え方を変えてほしい。公園＝遊具ではない。
子供だけではない。
・福岡のアスレチックタワー「シー・ドラグーン」
のような大人も子供も楽しめるアスレチック場
を自然を生かしてつくってほしい。
・上の空間もネットで落下対策してロープウェイ
やアスレチックゾーンが出来ても楽しそう。
・身障者用駐車場を整備する際、車椅子の子供も
利用できる遊具の整備があると良いと思いま
す。また、音が出る遊具だと視覚障がいの子供
も楽しめるなど、ダイバーシティ推進となると
思います。その際は、是非当事者の意見を聞い
ていただきたいと思います。
・小さい子も安心安全に遊べる遊具があれば近所
に住んでるので行きやすいです。
・シーサー公園の人気ブランコや最近少なくなっ
た子供用の鉄棒を置いて欲しいです。
・大きな子供や小さな子供、そして大人まで楽し
めるところは、
「ビオスの丘」をヒントにされて
はいかがでしょうか？ビオスの丘は、設備にお
金をかけず、大人から子供まで楽しめる遊具が
たくさんあります自然のものを多用していて、
沖縄らしくて良いと思います。
・3 歳以下の遊具に多様性のある遊具（同じ遊具
が多いため）が欲しいです。
・遊具を置いていただき、子どもたちが安心して
遊べる環境になれば嬉しいです。
・年齢に合わせた遊具がほしい。
・他地域にもあるような０歳〜３歳児も楽しめる
遊具設置も期待しています。
・遊具(低年齢用のもの、日差しで熱くならないも
の、雨降りでも運動できるものなど)があると嬉
しいです。
・シンボルになる遊具があると良いと思う。
・"どうせ公園を綺麗にするなら、平和記念公園み
たいな大きい遊具入れて欲しいです。
・年齢に応じた遊具(健康器具)やシンボルになる
遊具があると通称名(例:恐竜公園等)で呼ぶよう
になるので良いと思う。
・沖縄の他市町村にはなく目立つフリーフォール
滑り台(大阪府箕面の彩都なないろ公園にある)
を造って欲しいです。話題性があり来町者数が
見込めると思います。
・健康器具エリアとかもあれば子供遊ばせながら
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今後の検討等について
与原公園には、遊具広場、自
然広場、スポーツ広場と多様
な利用ができる公園として
整備します。誰もが利用した
くなる公園を目指します。
今回のご意見も踏まえて、遊
具の種類などの詳細につい
ては、今後実施する詳細な設
計時に、必要に応じて、遊具
に絞ったワークショップや
パブリックコメントなどを
実施しながら検討します。
また、障がい者や高齢者も利
用でき、かつ子どもたちも安
全安心に遊べるような遊具
広場を引き続き検討します。

分類

噴水
サ ッカ ー場

スポ ーツ広場

ご意見
大人も運動できるので提案させていただきま
す。
・健康器具(足ツボなど)の設置希望します。
・シーサー公園の人気ブランコや最近少なくなっ
た。子供用の鉄棒を置いて欲しいです。
・ケンケンパー広場みたいに地面にマルをかいて
ほしい。
・子どもたちが遊べる水場が欲しい。水辺や水た
まりは危ないので、時間になると噴水が出る場
が好ましい（中条公園参考）。
・宜野座の道の駅のような噴水があると、こども
はとても喜びます。水と与那原は切り離せない
関係にあるので、下から吹き出て、こどもがそ
の上で遊べる噴水が有ると嬉しいです。
・小さくてもいいので子どもが遊べる水遊び場
や、噴水があるといいなと思います。
・子供は「水」が大好きなので、水場、噴水が欲し
い（ぎのざ道の駅を参考に）。
・サッカー場は、選手のベンチ、観客、応援席ま
で作る。
・暑い時の屋根、保護者に優しい広場づくりを。
プレーできれば良いは昭和の考え。一緒に楽し
むものを造って。

他 のスポ ーツ

・テニスは壁打ちなどがあれば、少スペースでも
できる。
・BMX、ミニサーキットなどのパークを作った方
が県内外から利用者が訪れると思うのですが。
・バスケットボールのリングの数やサイズが充実
してほしい。
・バスケットコーナーもあると嬉しいです！
・もし設備するならバスケットゴールが良いかな
と思います。与那古浜公園にバスケットゴール
は一つありますが、大人から子供まで使うので、
順番待ちしている人はとても良く見かけます。
それだけニーズがあるのに、供給が足りてない
ていないと思います。
・バスケコートを入れて、高さも小学生から遊べ
る高さにしてほしい。
・バスケットリングも欲しいです。ハーフでも良
いので。
・与那古浜公園のバスケットスペースについては
リングも１つ。やりたくても他のグループが先
に入ってるとなかなか入れないし、ミニバスサ
イズのリングもないので、小学生はやりたくて
も使いづらい。
・リングの数やサイズが充実してほしい。
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今後の検討等について

噴水は、遊具と同様に今後詳
細について、維持管理等も含
めて検討します。

高低差を利用しながら、スポ
ーツを観覧できる場所の設
置を検討します。検討にあた
っては、今回いただいたご意
見を参考にさせていただき
ます。
スポーツ広場はサッカー場
兼野球場を主体として多様
な運動ができる広場を整備
する予定です。また、スポー
ツ広場ではできないような
その他のスポーツについて
は、他の利用者の意見を踏ま
えつつ遊具広場等へ設置で
きるかどうかを引き続き検
討します。

分類

照明
芝生
料
防災

ご意見
・与那古浜公園にもバスケットゴールはあるが、
いつも使われているので、もう一つバスケット
ゴールをつけてほしい。
・隣接してスケボーパークも建設して欲しい。
・スケートボードパークの建設お願いします。
・スケートボードが出来る場所。
・スケボーもできるスペースが有れば歩行者や車
両との接触もなく危険度も抑えられると思う。
・野球やサッカーに限定すると利用者が限られる
のでは。全ての町民が対象なのであれば、バス
ケット、テニス、スケボーなど多目的な運動が
できるスペースも欲しい。

今後の検討等について

・照明の配置は野球だけの照明配置にならないよ
うに、サッカーをナイターでやっても隅々まで
明るく、照らし出せるように配置してほしいで
す。東崎にある、多目的広場がそのような照明
の配置になっているので暗くてサッカーするに
も暗すぎますので実際現地に出向いてご参考に
していただけたらと思います。
・夕方まで出来るように、照明設備を設ける。
・夜間もウォーキング等できるように照明の設備
を充実させて欲しいです。
・住宅街のため、野球やサッカーなどスポーツの
夜間利用は禁止していただきたいです。ナイタ
ー用の照明は設置しないでほしいです。
・スポーツ広場の芝生は人工芝が良いと思いま
す。天然芝だとすぐに荒れてしまい、メンテナ
ンスも必要になり維持費がかかります。対して
人工芝はある程度耐久性もあり、雑草も生えな
いし、虫の害なども受けないし、長い目でみる
とメンテナンス代も安くつくのではないかと思
います。
・人工芝か天然芝、または土グラウンドにするか
でランニングコストが変わってくると思います
のでなるべくコストが安い方法がよい。
・町内在住者の利用を優先し、町外在住者に対し
ては有料とすることを望む。
・急な大雨や落雷に対する避難スペースと場外へ
のファーボール回避を目的に、ホームベース上
に屋根(面積はファーボール回避分)を設置、そ
の支柱で避雷針機能を持たせること。

周辺住宅の居住環境に配慮
し、ナイター設備は整備する
予定はありません。
ただし、夜間でも安心してウ
ォーキング等ができるよう
公園灯を整備する予定です。

芝の種類や仕様については、
今後の整備費や維持管理費
などを考慮し、判断します。

利用料金の徴収については
今後検討します。
避難スペースとして、東屋や
高架下駐車場を想定してい
ます。
フェンスの高さなど詳細な
検討は今後進めます。その
際、避雷針機能の可否も検討
します。

施

自

・自然広場はどのようなアクティビティができる 自然広場については、災害区
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分類

植物

ご意見
のか、イメージが難しかったです。もう少しイ
メージ出来る材料があると助かります。
・森の中には林道を作って散歩コースやマウンテ
ンバイクが走れる様にすると良いかなと思いま
す。
・自然広場には、桜、デイゴ、花壇などがあり、イ
ンスタ映えにする。
・沖縄といえども春夏秋冬あるので、四季に咲く
花壇があると、県外からも見に来る(読谷、西原、
名護のコスモス、北中城のひまわりなど)。

今後の検討等について
域等を考慮し、影響を与えな
い最小限の整備とする予定
です。

植栽については今後検討し
ます。
なお、遊具広場とスポーツ広
場の高低差（斜面）を活かし
た花壇を設置する予定です。

体験

・
「自然」と銘打っているなら、沖縄の自然を生か 学習の場としても利用いた
して、木、草、花を「魅せる」。町史「自然と人」 だけるよう、検討します。
を発行して満足ではなく(2022.3.25)本物の
「虫」を見せたりできるよう、遊びながら学べ
る場所が欲しい。

通路場
台数

駐車場 ・駐輪 場

・出入口で渋滞しない工夫をしてほしい。

・駐車場スペースですが、イベントや大会を行う
予定であれば少ないかなという印象です。不法
駐車などで周辺住民の迷惑、また緊急車両の妨
げになる恐れがあると思うので、もう少し駐車
台数は多めに見込んでは？
・台数が少ない。

料金
夜間

・当該公園の維持管理費と公園利用以外の者の駐
車場回避を目的に、「有料化」とすること。
・100 円でも利用料金をとるべし。
・駐車場は、夜間は閉鎖していただきたいです。
現状でも無断駐車が多い状況です。

メインの駐車場をバイパス
高架下とし、バイパスから出
入するような渋滞しない動
線を計画します。
バイパス高架下を活用し駐
車場を整備する予定です。
また、路上駐車などを抑制す
るために、今後の管理運営方
法の中で詳細を検討します。

利用料金の徴収については
今後検討します。

看板

利用や運営については今後
地域のみなさんを含めて検
討する予定です。

・「スポーツ広場利用者は高架下駐車場をご利用
ください」との看板を設置すること。

バス
駐輪 場

・駐車場は 2 階建てにしてイオンや、首里駅まで
のシャトルバスの発着場を作るのも良いのかな
と思います。
・与那原町は自転車を推進しているのに駐輪場が
ない。ほとんどの公園で自転車禁止になってい
るのでアクセスから園内で自転車が可能な（専
用）通路を整備するなど他の公園と差別化して
ほしい。
・三輪車やキックボード、ストライダーなど幼児
用のスペースもあると安心。
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園内での自転車通行は、他公
園同様、禁止する予定です。
なお、スポーツ広場へ自転車
で利用する人が増加すると
考え、駐輪場を十分に確保す
る予定です。

場所

トイレ

分類

維持管 理
設備
雨 天時利用

高架 橋 下

防災

ご意見
・トイレは、「遊具広場付近と高架下駐車場付近」
に必要だと思う。基本的に「24 時間利用可でな
くてもよい」と思う。仮に公園内でのウォーキ
ング等の利用を 24 時間可能とするなら、例え
ば、高架下駐車場付近のトイレのみ「24 時間利
用可」とする等、
「不適切使用の回避」を図るこ
ととする。

今後の検討等について
トイレの設置数、設置箇所に
ついては、今回のご意見や今
後想定される利用者数、管理
方法等も踏まえて、検討しま
す。

・新しく整備したとしても数年で使えなくなるよ
うでは意味がありません。整備後も継続的に維
持管理ができるような体制を構築していただき
たい。
・維持管理やこれからの運用についての見通し、
防犯対策など、細かいところもこれから計画を
立てていくことだと思いますが、何回でも行き
たくなるような明るい公園作りをよろしくお願
いします。
・LED 電球の設置。
・トイレにはオムツ交換台や、男性でも幼児と一
緒に入れる工夫をしてほしい。
・衛生的なトイレの整備(多目的なもの、オムツ替
えシートなど)。
・雨の日でも遊べるよう様な工夫(ウォーキング場
など)。
・高架橋下は、雨なども凌げるので一部はスケボ
ーやモトクロス場等にしても良いのかなと思い
ます。
・雨の日でも遊べたりジョギングできる様な工夫
はどうでしょうか？時節柄ジムに行けない状態
なので外で運動しようにも雨がふってしまえば
それもできないので…。
・大勢が雨宿りできる場所があると、小学生の授
業や遠足でも助かると思います。
・避難場所における機能として防災用トイレを設
ける。

今回のご意見も踏まえ、みな
さまに安心して使用してい
ただける清潔なトイレを整
備する予定です。
詳細な管理運営方法につい
ては今後検討します。

・廃車等の不法投棄対策として飲料メーカーと締
結し、災害時無料提供となる自動販売機設置(那
覇市では防犯カメラ２台まで設置有)を検討す
ること。
・高架下駐車場は、人目に付きにくい場所となる
ため、犯罪の温床になる恐れがあります。防犯
対策をしっかり行う必要があると思います。

防犯等の管理方法について
は、今回のご意見も踏まえて
今後検討します。
詳細については、みなさまの
意見を参考に検討します。
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バイパス高架下は駐車場と
して利用する予定ですが、公
園内で唯一雨天でも利用可
能と考えられるため、安全面
を考慮しつつ駐車場と併用
した利用について、検討して
いきたいと考えています。

与那原町防災計画において
津波時の避難場所としても
位置づけられていることか
ら、防災機能を有した公園と
して整備を検討します。

利用

分類

道路整備

道路環境

歩道
バイパ ス

ご意見
今後の検討等について
・壁を利用してロッククライミング。那覇の奥武 バイパス高架下を活かした
山にできていて、羨ましいと思った。
ロッククライミングについ
ては、安全面や管理方法など
の課題がありますので、その
点を考慮できるかなどを踏
まえ、検討します。
・路駐(迷惑駐車)、スピード抑制(ハンプ設置)、通 周辺の道路整備については、
過交通(公園利用者以外の者)。
課題として認識しています。
※できれば、現駐車場と高架下駐車場との行き来 今後はバイパス側からの進
も、
「近隣住民の安全・安心を考える」と制限し 入も可能となりますので、渋
たい。高架下駐車場へは国道 329BP 側道から 滞とならないような管理方
のアクセスとする。
法や歩行者に配慮した道路
・周辺の道路インフラ整備も合同で行って行かな 環境の整備に向けて関係部
いとイベント等において交通渋滞を起こすので 局及び機関と協議を図り、課
一緒に行って欲しい。
題解決に努めます。
・公園周辺に実家があるため周辺環境を熟知して
ます。公園周辺は住宅地で道路が狭いため、車
両と歩行者のトラブルがないように設計してい
ただきたいです。この規模の公園を作るなら、
車両の出入りも相当に増えると考えられるた
め、立て看板などでの注意喚起では不十分だと
考えます。周辺住民として、物理的な対策は必
須要件としてご検討をお願いします。事故が起
こる前の対策をぜひご検討ください。
・駐車場スペースが増えるに伴い交通量も増える
ので公園周囲の道路環境を歩行者が安全に通行
できるよう整備してほしい。
・安全な道路を確保してほしい。現在の公園周り
の道路は狭く歩道がなく危険を感じる。近くに
は保育園もある。
・路地裏にあるので狭い住宅地の中の道に車がた バイパスからの進入路は整
くさんだ入ってくるようになるのも地元民とし 備する予定です。整備時期に
ては単純に不安になります。運動場を利用する ついては、現在国道事務所の
人たちはバイパス側からの進入経路の整備を説 方で鋭意整備を進めている
にお願いしたい。
ところです。

管理

そ の他

・タバコやペットボトルなどのゴミのポイ捨てが 利用や運営については今後
多くなりそうなので、ゴミ箱の設置や毎日(また 地域のみなさまを含めて検
は週に２回などのコンスタントに清掃する)清 討する予定です。
掃係の採用を検討して欲しい。
・しっかりと管理ができる「常時管理」を希望。
区長や区民に頼るのではなく、仕事として管理
してもらう(いれば良しではない) 。雇用対策。
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施設

分類

そ の他

ご意見
今後の検討等について
・フードトラックが入れるようになると親も楽し フードトラックについては
めるので嬉しい。
公園駐車場での利用を前提
に、今後管理方法の中で検討
します。
・武道等の屋内練習が可能な施設の建設（武道は 与原公園では整備の予定は
与那原警察署や与那原中学校等で稽古を実施し ありませんが、貴重なご意見
ているところだと思いますが、コロナの影響も として今後の施設整備の参
あり、練習環境をここ数年、確保できていない 考とさせていただきます。
状況です。与那原は沖縄県南部の尚武の地とし
て、武道が盛んであることから、この伝統を引
き継ぐためにも、そのような施設の建設は与那
原町の武道、スポーツの発展、児童の健全な成
長のためにも必要不可欠であると考えます。）
・沖縄は思っているより「雨」が多く、県外の人
は特に「せっかく沖縄にきたのに雨で遊べない」
という声が多い。それならば、
「与那原は雨でも
楽しめるよ！」といった施設を作ることも必要。
与原公園ではなくとも、今後、東浜の公共有地
をつかって、岐阜県各務原市の「遊び創造 labo」
のような全天候型遊具施設をつくってほしい。
・与那原町は犬を飼っている人が多いと思うの
で、ドックランを作ってほしい。
・今流行りのキャンプ場も欲しいです～～
・昔あった、石川レクセンターという施設のよう
な場所がまたどこかにあったらなーと思ってい
ます。ぜひ与那原町で実現して欲しい。
・スポーツジム、トレ—ニング室がほしい。
・与那原は何をとっても「中途半端」。とサッカー 与原公園の区域を拡大し、老
場「両方」という考えは捨ててほしい。どっち 朽化した公園を再整備しま
つかずになり、何より使い勝手が悪すぎる！
す。その際に、町内に無いサ
・野球場なら、東浜野球場かコミュニティーの広 ッカー場の設置や野球場の
場をきちんと整備して作る。
機能拡充などスポーツ広場
・沖縄は公園だらけ。使われてない遊具とか本当 の充実を図ることを検討し
に無駄遣いばかりで驚きます。公園よりも駐車 ています。
みなさんに親しまれ、利用い
場作ってください。
ただける公園にしていきた
・必要ないのでは？税金の無駄遣い。最悪やって いと考えておりますので、な
も最低限にすべき。
にとぞご理解ください。
・与那原の他の公園に野球場がたくさんあるので なお、東浜野球場について
は、「与那原町マリンタウン
野球場は必要ないと思う。
・今時、どこにでもある、野球場やサッカーコー 地区土地利用基本構想」の中
で見直しの検討がされてい
トを作っても発展は望めないのでは。
るところです。
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