様式第１号（第９関係）

意見検討結果一覧表
（案名：
「盛岡南公園野球場（仮称）整備事業整備基本計画」
（案）についての意見募集）
番号
１

２

３

４

類似意見
検討結果（県の考え方）
件数（件）
（仮称）は、整備事業整備基本計画を指すのか。盛岡南公園野球
（仮称）については、盛岡南公園野球場の名称のことであり、新野
－
場という名称は決定されたものか。
球場名については、今後、ネーミングライツの導入も含め、検討して
いきます。
整備コンセプトに関し、仮称の球場名では現代的な感覚で言うと、
新野球場の名称については、今後、ネーミングライツの導入を含め、
－
どうもありふれて野暮ったい感じがするし、インパクトがないと思
検討していきます。
う。
人々に与える印象としてネーミングは心理的にも肝要な事項と考
えたい。
新野球場の設置目的はプロ野球と高校野球が主のようであり、こ
既存の県営と市営それぞれの野球場を利用してきた硬式、軟式の各
－
れは現県営野球場と変わらない。
野球団体の利用について考慮するとともに、新野球場整備後において
新球場建設は歓迎するものの、軟式野球の活動場所の減を危惧す
も、県と市が保有する他の野球利用が可能な既存施設について、利用
る。
者の利便性を確保するよう努めていきます。
「観る」野球の会場ばかりではなく、多くの試合を「プレー」す
る場所の確保を強くお願いをしたい。
約 20ｈａの公園に 1,000 台の新駐車場と既設の駐車場は、公園施
盛岡南公園は、平成７年の都市計画決定において、野球場を整備す
－
設の一部とはいえ、あまりに土地を無駄に使用することはならない
る計画で大臣の認可を受けたものであり、今般の新野球場の整備は、
のか。種別が運動公園ならばまだしも総合公園で主な施設がサッカ
盛岡市と綿密な協議を経て、計画したものであります。
ー場、野球場、そして遊水機能のある多目的広場では少々公園とし
ての内容がお粗末ではないか。それともこの事業の整備目的として、
公園の整備内容は特に関係なく新野球場を作ることだけが目的だと
いうことなのか。
都市計画決定の際には県も関わると思われるが、計画決定は 20 年
以上も前のことではあるが、県として意見を述べるべきと思うが如
何か。
意 見

1

決定への
反映状況
Ｆ（その他）

Ｃ（趣旨同一）

Ｃ（趣旨同一）

Ｆ（その他）

番号
５

類似意見
決定への
検討結果（県の考え方）
件数（件）
反映状況
盛岡南公園は都市計画公園であることは確認できるが、この公園
盛岡南公園については、平成７年９月８日に都市計画決定された総
－
は総合公園なのか、運動公園なのか。
合公園となります。
Ｆ（その他）
意 見

６

公園周辺は、田園地帯と思われるが、将来的な土地利用・・・都
市計画ではどのような計画を持っているのか。
当該計画地が都市公園であるなら、周辺の将来土地利用などを明
確に提示していくのが本来ではないか。

－

盛岡南公園を含み周辺地域は、都市計画法に基づく都市計画では市
街化調整区域となっており、併せて、農業振興地域の整備に関する法
律に基づく農業振興地域整備計画では農業振興地域となっています。
当該地域について、盛岡市では、盛岡市都市計画マスタープランに
おいて、市街地周辺に広がる農地として「田園・樹園ゾーン」の区分 Ｆ（その他）
に位置付けており、農業の活動を基本とするとともに、市街地周辺か
ら丘陵地に広がる緑のゾーンとして都市的土地利用と自然的土地利用
の調和を図ることとしています。

７

多くの計画が掲載されているが、基本計画レベルのものが多く、
この施設を含む公園全体が盛岡市という県庁所在地という都市のな
かでどのような公園系統の役割なのかも大変曖昧ではないかと思う
が如何か。

－

野球場を含む盛岡南公園については、平成５年度に策定した「盛岡
南公園基本構想」において、市民の総合的なレクリエーション利用に
供するとともに、市北部の既存の運動公園のほかに、市南部における
市民のスポーツ活動の場として位置付けられたものです。
同じく、平成５年度に策定した「盛岡市体育施設整備基本計画」に Ｆ（その他）
おいて、市内全域の体育施設の種類と規模、それらの適正な配置等に
係る検討を行い、新野球場の整備候補地は、盛岡南公園が適当である
と示されたものです。

８

本計画には、新施設の建設まではどちらの施設も継続して使用す
る旨は記載されているが、その後の取り扱いはどうするのか。
新施設の建設も大切かもしれないが、使用しなくなる施設の跡地
利用について、目処を点けながら新しい施設の建設を考えるべきと
思う。

－

新野球場の整備に当たっては、起債または民間資金調達の条件を比
較し、事業実施上有利な組み合わせにより資金調達を行うこととして
おります。活用する起債によっては、既存の県営野球場及び市営野球
場を新野球場の供用開始後５年以内に廃止することが要件ともなりま
Ｄ（参考）
すので、その財源活用の状況を踏まえ、既存施設については、御意見
を参考とさせていただきながら、今後改めて検討していきます。

2

番号
９

類似意見
決定への
検討結果（県の考え方）
件数（件）
反映状況
新野球場は１か所であるが、現在は県営、市営と２か所あり、そ
既存の県営と市営それぞれの野球場を利用してきた硬式、軟式の各
－
れぞれのプロや高校野球以外にもそれぞれ利用者が存在すると思わ
野球団体の利用について考慮するとともに、新野球場整備後において
れるが、それらの利用者をこの１か所で吸収出来る見込みはあるの
も、県と市が保有する他の野球利用が可能な既存施設について、利用 Ｃ（趣旨同一）
か、それについてもこれから団体等との協議なのか。
者の利便性を確保するよう努めていきます。
意 見

10

更に向上させる機能として、これまでの健康増進機能に加えブラ
ンディング機能、スポーツツーリズム機能が図られる施設とされて
いるが、今回整備される新球場のどの内容が県と市の都市ブランド
を形成するのか。

－

新野球場は、フィールドを全面人工芝とすること、スコアボードに
大型映像装置を用いることなど、県内初となる仕様としているほか、
別棟で 50ｍ×50ｍの屋内練習場も整備することで、野球のみならず、
多目的な利用が可能となり、東北においては、高規格な施設となる見 Ｆ（その他）
込みであることから、これにより、
「岩手・盛岡ブランド」の確立に寄
与していくことを目指すこととしています。

11

合宿利用などの広域からの交流人口を促すとされているが、どの
内容が該当すると考えるのか。

－

新野球場については、人工芝で整備することにより、天然芝に比べ
養生期間が不用となり、①春や秋の利用期間の延長が可能となること、
②利用時間を早朝からナイターまで利用が可能となること、③別棟で
整備する 50ｍ×50ｍの屋内練習場の利用が可能となること、④岩手飯
Ｆ（その他）
岡駅や盛岡南インターチェンジが近く、広域からのアクセスが可能と
なること等から、大会や合宿等により、交流人口の拡大を期待してい
ます。

12

新設として災害時対応機能とされており、物資の拠点、避難場所
であるとするならなおさら周辺道路整備は、最も重要な要素と思わ
れるが如何か。

－

盛岡南公園周辺の道路整備については、御意見を参考とさせていた
だきながら、盛岡市と連携し、引き続き国に対し要望していくととも
Ｄ（参考）
に、一部を市道として整備するなど対応していくこととしています。

13

ひとつだけの立派な施設だけでは「県大会」
「全国大会」はできま
せん。
年間を通じて使用を考えるとオーバースペック。

－

新野球場の機能や収容人数等については、先行して整備された近年
の野球場の事例や利用団体からの意見も参考にしながら、岩手県と盛
岡市で協議し計画したものであります。今後、野球場整備に当たって
Ｄ（参考）
は、御意見を参考とさせていただきながら、適切な仕様となるよう検
討を進めていきます。

3

番号
14

意 見
内野の走路部分は体の負担軽減から土で作ってほしい。

類似意見
件数（件）
－

検討結果（県の考え方）

決定への
反映状況

新野球場の仕様等については、先行して整備された近年の野球場の
事例や利用団体からの意見も参考にしながら、岩手県と盛岡市で協議
し計画したものであります。今後、野球場整備に当たっては、利用者
Ｄ（参考）
の身体的負担軽減も視野に入れるなど、御意見を参考とさせていただ
きながら、検討を進めていきます。

15

グランドは、天然芝か、人工芝か、人工芝の場合、その更新費用
は運営・維持管理費概算には盛り込まれているのか。
また、屋内練習場は人工芝か。

－

グラウンド及び屋内練習場については、どちらも人工芝を予定して
います。
なお、人工芝の更新費用は、運営・維持管理費には含まれておらず、 Ｆ（その他）
別に予算措置をすることになります。

16

内外野のフェンスの安全性や光線の角度などに配慮すること。

－

新野球場の仕様については、いただいた御意見をも参考にさせてい
ただきながら、設計していく中で検討していきます。
Ｄ（参考）

17

プロ興行を考えれば内野 15,000 外野長椅子席 5,000 の計 20,000
が実用的だと思う。
岩手県高野連を考えても、プロ興行を考えても、芝生席の外野
8,000 ならば、岩手の球場に本当に必要ないと思う。

－

新野球場の整備基本計画（案）の作成にあたっては、複数のプロ野
球球団のほか、野球関係団体（硬式・軟式）等のヒアリングも実施し
たところでありますが、事業者が仕様の提案に幅を持たせられるよう、 Ｂ（一部反映）
内野席の収容人数を 12,000 人以上と修正しました。

18

現段階での南公園の駐車場予定では 1,000 台となっているが、プ
ロ野球開催時は到底賄いきれる数字ではない。そうなるとどこかに
来場者の駐車場スペースを確保して対応しないと、大規模な近隣住
民問題となってしまう恐れもある。
この駐車場問題も必ず大きくなってくることが予想されるので、
予め南公園野球場の大きな課題としてご対応いただくべきと思われ
る。

３

駐車場については、高校野球やプロ野球開催時は多くの来場者が見
込まれることから、今後主催者となる利用団体と十分協議していくこ
ととしております。
御意見を参考にさせていただきながら、多目的広場の活用のほか、
Ｄ（参考）
近隣の中央卸売市場駐車場等の活用についても検討していきます。

19

敷地周囲のアクセスについて路線名がいろいろと記載されている
が、道路名をイメージ図などにわかりやすく記載すべき。

－

道路名については、御意見のとおり、地図上で示すよう修正しまし
た。
Ａ（全部反映）

4

番号
20

21

22

類似意見
決定への
検討結果（県の考え方）
件数（件）
反映状況
施設の整備が必要ならば当然アクセス道路についても並行、また
盛岡南公園周辺の道路整備については、御意見を参考とさせていた
－
は先行して整備するのが本来の事業の筋でなないか。新駐車場だけ
だきながら、盛岡市と連携し、引き続き国に対し要望していくととも
でも 1,000 台であれば、周辺の混雑緩和を念頭に入れ早急に対応す
に、一部を市道として整備するなど対応していくこととしています。
べきと思うが如何か。
なお、大会等の開催時には、主催者となる利用団体と十分協議し、
来場方法として車やＪＲ、臨時バスなどを想定しているが、今で
シャトルバスのほか、鉄道等公共交通機関の利用を促していきます。
もＪ３の試合当日は車の来場者が大多数、当該地は場所的にほぼ車
Ｄ（参考）
での来場が主と思われる。そのような中で１時間に１～２本程度の
数量編成のＪＲや臨時バスで年１試合程度とはいえ終了時間も未定
のプロ野球開催時の観客をさばけるのだろうか。そのためにも周辺
の道路整備は先行すべきと考えるが如何か。
意 見

郷土出身野球関係者展示スペースとあるが、建物内の１か所に「郷
土野球博物館」の設置を望みたい。過去の県内（プロ）野球選手や
縁のある選手の名前・写真・サイン・経歴・遺品等を展示し、内外
に知ってもらい刺激を与えることも必要だと思う。
こうすることで、球場に足を運んだ人々やチームへの愛着や魅力
も増すだろうし、経済・観光面でもプラスになると考えられる。

－

球場ゲート付近、周辺に「久慈次郎」の銅像、写真、パネルなど
を配置してはどうだろうか。また、球場内、スコアボード周辺に久
慈の金属レリーフなどを掲げてもらいたい。
何れ、こうすることで、青少年、若者に夢と希望を与えるような、
遠くを見据えた総合判断が必要ではないか。

－

新野球場の諸室の構成については、いただいた御意見をも参考にさ
せていただきながら、設計していく中で検討していきます。

Ｄ（参考）

新野球場の整備については、いただいた御意見をも参考にさせてい
ただきながら、設計していく中で検討していきます。

Ｄ（参考）

5

番号
23

類似意見
決定への
検討結果（県の考え方）
件数（件）
反映状況
ランニングコースを整備していただけるのであれば、次のことを
整備事業の対象となる公園内の整備については、いただいた御意見
－
検討していただきたい。
をも参考にさせていただきながら、設計していく中で検討していきま
距離：現在のコースは 587m と中途半端な距離なので 1km 程度の距
す。
離を確保し、できれば現在のように 100m ごとの距離表示があるコー
スに。
また、現在駐車場から、岩手飯岡駅西口のロータリーまでの往復
距離がちょうど 3000m なので、周辺に距離表示をしていただくのも
一案と思う。
Ｄ（参考）
走路：現在のコースは二人並んで走ると歩行者のじゃまになるの
でもう少し広い幅が望ましい。また、特に南側で非常に西風が強い
ので、樹木などである程度遮ることはできないか。
路面：舗装されたコース以外に、足に優しい芝生のクロスカント
リーコースがあるとよい。将来もここから羽ばたく選手が出るよう
なランニングコースを期待する。
意 見

24

利用団体から聴取した…一般的に必要とされる施設構成、とある
が、本当の「現場の声」を集めることが肝要かと思う。
今後、事業者の提案などを精査することになると思うが、その参
考となるプロ側のヒアリングについては、ぜひとも「現場の声」を
集約して検討するよう提案する。

－

新野球場の整備基本計画（案）の作成にあたっては、複数のプロ野
球球団のほか、野球関係団体（硬式・軟式）等のヒアリングも実施し
たところであります。新野球場の仕様については、いただいた御意見
Ｄ（参考）
をも参考にさせていただきながら、設計していく中で検討していきま
す。

25

記者席をネット裏席の上部へ作ってはいかがか。カメラマン席は
グランドレベルが必須だが、近年は記者席・テレビラジオ放送席を
並びでネット裏上部へ設置している。また、室内練習場があれば、
両ベンチ横ブルペンは２か所で十分である。素振りスペース（ミラ
ー付）は必須となる。

－

新野球場の仕様については、いただいた御意見をも参考にさせてい
ただきながら、設計していく中で検討していきます。

野球場と室内練習場が別棟になるが、プロ野球開催時に雨天の場
合、選手の移動より用具の移動が問題となっているとのことから、
位置について考慮いただきたい。

－

26

Ｄ（参考）

屋内練習場の配置については、いただいた御意見をも参考にさせて
いただきながら、設計していく中で検討していきます。

6

Ｄ（参考）

番号
27

28

29

類似意見
件数（件）
管理は指定管理を想定しているようだが、その選定や条件整理に
－
県はどのような関わり方をするのか。
またＳＰＣの選定や事業実施がＳＰＣから受託を受けた企業が業
務を実施するとあるが、県の関わりはどのような立場で行うのか。
市の単独発注で行うため、引き渡しの相手は市のみとあるが、こ
こでの県は全く関係しないのか。
また県が関係するのは、県営野球場としての機能部分とあるが、
Ｐ５に所有権の考え方があり、整備費用の負担割合を準用するとあ
る。県と市の管理担当区分はどうなるのか。
意 見

この事業は県と市の共同事業であるが、パブコメは県が実施して
おり、市の担当範囲と思われることについても意見を述べた場合、
県から市の担当へ繋がるのか。

－

今岩手県にはプロスポーツとしてサッカーとバスケットのチーム
がある。時間はかかるが地域振興の一助となるプロスポーツを盛り
上げるのは公共の役割の一つである。経済効果など様々な波及効果
があるのは、プロ野球ばかりではなくサッカーやバスケットなどの
スポーツの現状として認識はされているのだと思う。
プロ野球チームがフランチャイズとはなり得ない現状では、まず
は現存するプロチームであるＪ３のチームへの競技環境を優先した
整えるべきではないか。バスケットのチームのためには県営もある
し、市のアイスリンクを改修してまでバスケットが可能な改修した
のであれば、次は現在頑張っているサッカーを支えるべきと考える
がいかがか。

－

検討結果（県の考え方）

決定への
反映状況

新野球場の整備及び維持・管理運営に係る全ての業務（ＳＰＣ選定、
指定管理等）については、県と盛岡市が連携しながら行うこととなり
ます。
発注業務については、県が盛岡市に委託し、市において、一括で行
うこととなります。
完成後の所有権については、整備費用の負担割合に応じてそれぞれ Ｆ（その他）
が所有することとなります。
管理については、県が市へ委託することを予定しております。

この事業については、岩手県と盛岡市の共同事業であることから、
御意見等は盛岡市と情報共有し、協議の上、対応していきます。
Ｆ（その他）

この事業については、既存の県営野球場と市営野球場のいずれもが
非常に老朽化しており、今後の改修費用など維持管理費の増高が見込
まれることや、公認野球規則の規格を満たしていないこと等から計画
したものです。
なお、スポーツ施設の改修整備については、老朽化や県民のニーズ
等、様々な要素を総合的に勘案して判断してまいります。
Ｆ（その他）
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番号
30

31

32

33

類似意見
件数（件）
プロの年に１試合か数試合のために、また高校野球の夏の予選大
－
会にしても分散開催している現状で、どれだけの稼動を見込んでい
るのか疑問である。
提示された資料では、想定する稼動については全く記載がなく、
どのような考えなのか。施設が出来たら各団体と交渉するのではな
く、計画段階からそのような検討をすべきではないかと思われるが、
如何か。
現状の事態は、行政のスピード感の欠如が原因の一つである。行
－
政の事業は予算をかければ、いつかは完了するが、その時期が適切
かどうかで出来上がったものの評価がされるべきではないかと思
う。
まちづくりへの貢献を考慮すると野球とサッカーのどちらを選択
すべきか、明らかではないか。
鉄道の活用が増えると考えられることから、駅舎の愛称を何か考
－
えるべきだと思う。また、建物の外形に大きな野球やサッカーボー
ルなどを描いて一目瞭然、ここが球戯場である、ここがボールパー
クの駅である！と印象づけ、列車を使用してもらうことも混雑解消
の一環に資すると思考されます。つまり、広いエリアで競技場との
一体感を出すべきではないか。
意 見

新球場が完成したとしても、都市人口 30 万人規模での地方開催と
なると、興行収益を意識する主催者側から見た場合、開業初年度で
あっても、よくて年間４試合の開催が最大限だと思われる。
（楽天２
試合、セリーグ２試合程度か）
この４試合を少ないと見るか、年４試合は毎年確実に岩手にプロ
野球を呼ぶぞ、と見るかで大きく流れが変わるものと思われる。
是非とも「オールスターゲームをもう一度南公園野球場で開催し
よう」というくらいの意気込みで事にあたっていただければ幸いで
ある。

－

検討結果（県の考え方）

決定への
反映状況

新野球場については、これまでの県営野球場と市営野球場で行われ
てきた各種大会の開催状況や県内野球関係団体をはじめ、プロ野球球
団からの御意見等を踏まえ、計画したものです。
Ｃ（趣旨同一）

この事業については、既存の県営野球場と市営野球場のいずれもが
非常に老朽化しており、今後の改修費用など維持管理費の増高が見込
まれることや、公認野球規則の規格を満たしていないこと等から計画
Ｆ（その他）
したものです。
なお、スポーツ施設の改修整備については、老朽化や県民のニーズ
等、様々な要素を総合的に勘案して判断してまいります。
駅舎外形や愛称については、県市で決定できる事項ではないことか
ら、周辺施設との連携に当たって参考とさせていただきます。
Ｆ（その他）

いただいた御意見を参考にさせていただきながら、整備コンセプト
の「プレー」しても「観て」も楽しいボールパークを目指し、取り組
んでいきます。

Ｄ（参考）
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