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第１章 計画の前提 

１.計画の背景と目的 

近年、自由時間の増大、少子高齢化の進行など社会情勢も著しく変化しています。

また、市民の価値観も物の豊かさより、ゆとりやくつろぎを伴う心の豊かさを重視

する方向に変化しています。こうした中で健康や環境、地域コミュニティなどに対

する関心やスポーツ・レクリエーションに対する要望が高まり、市民一人ひとりが

生涯にわたり健康で明るく活力あるライフスタイルを送れる環境づくり、スポーツ

を通しての健康づくりや交流が求められています。 

 

本市では、市民総スポーツ“ひとり 1スポーツ”の推進を基本理念に、子どもか

ら高齢者まで市民誰もが、スポーツを身近に楽しめるスポーツ・レクリエーション

の振興を図っております。しかし、市民誰もが気軽にスポーツを親しみ、健康づく

りができる施設や公式大会が行える陸上競技場など本格的な運動公園が未整備で

あります。そこで市民が集い多種目のスポーツ・レクリエーション活動ができる施

設の整備が課題となります。 

 

それらのニーズに応えるために、施設を整備するにあたっては、既存スポーツ施

設の有効活用を図るとともに、市民がスポーツを身近に楽しむことができるスポー

ツ活動の拠点となる公園を主体とし、公園緑地機能を備え健康づくりの場となる公

園、広域避難地としての機能を備えた公園として総合的に整備することが必要です。 

 

本計画は、大松山運動公園周辺の貴重な平地林を保存し、市民が自然にふれあえ

る場として活用していくほか、現在の運動公園を拡張し、陸上競技のメインとなる

日本陸上競技連盟公認の 400m トラックを備えた競技場とサッカー場を併用すると

した「下野市スポーツ活動拠点整備基本構想」（平成 25 年 3 月）を踏まえ、施設

整備の実現を図るため、整備形態、施設の規模、機能、配置などの基本計画を策定

することを目的とします。 

 

  また、「下野市総合計画【後期基本計画（計画期間：平成 24年度～27 年度）】」

では、目標とする都市像のひとつに「心豊かに暮らせる、創造と躍進のまち」を掲

げ、「みんなで学び文化を育むふれあいのまちづくり」を基本目標として、スポー

ツ・レクリエーション活動を推進する体育施設の整備・拡充（陸上競技場等）を重

点戦略として位置付けし、市民が集い、多種目のスポーツ・レクリエーション活動

が、気軽にできる施設・スポーツ活動拠点となる総合的な運動公園の整備をめざし

ております。 
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  さらに、2020 年(H32)に東京オリンピック・パラリンピック開催が決定し、市民

のスポーツに対する関心も高まる中、2022 年(H34)には、栃木県で第 77 回国民体

育大会が開催されることから、本市での一部競技開催をめざし、スポーツ活動拠点

の施設整備を進めます。 

 

２.計画地の位置及び区域 

計画地は、JR 石橋駅西側約 800m に位置し、周辺には市街地が隣接し、東側に国

道 4号、南側に国道 352 号が通っています。 

周辺は西側の一部を除き市街化調整区域であるため、山林・農地が広がっていま

す。農地に関しては、農業振興地域から除外されているため、農地転用が可能です。 

計画区域は、大松山運動公園及び周辺地域の現況部約 6.67ha と拡張部約 6.01ha

の面積を合わせた約 12.68ha を計画区域とします。 

 

・所 在 地：下野市大松山 1-7-1 

・用  途：都市公園 

・周辺道路：幅員 12m の主要幹線道路（市道 2-7 号線） 
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■計画地位置図 

ＪＲ宇都宮線 
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第２章  計画の基本的な考え方 

１.計画の基本的な方向づけ 

上位計画である下野市総合計画後期基本計画では、スポーツ・レクリエー

ション活動を推進するため、体育施設の整備・拡充（陸上競技場等）を重点

戦略として位置付けしています。 

本計画では、上位計画に基づき、運動公園の状況と市民ニーズに配慮し計

画を進めるものとし、この基本的な考え方を具現化するために、基本的な方

向づけを以下のように設定します。 

 

（１）スポーツ活動の拠点となる公園 

【基本構想施設：陸上競技場兼サッカー場、多目的グラウンド】 

①陸上競技・サッカー競技はもとより、野球、グラウンド・ゴルフ等、 

市民誰もがスポーツ・レクリエーションを楽しみ、健康づくりや体力 

づくりのできる施設を整備します。 

②施設整備においては、ユニバーサルデザインや使いやすさに配慮した 

整備を図り、観覧者、高齢者、障がい者など競技者に限らず、誰もが 

安全・快適にスポーツを楽しむことができる施設を整備します。 

 

（２）公園緑地機能を備え、健康づくりの場となる公園 

【基本構想施設：ふれあい広場、ウォーキング園路】 

①子ども達の遊び場づくりや、高齢者のための運動施設の整備を図り、 

少子高齢化に対応した公園を整備します。 

②気軽に健康増進が図れるウォーキングやジョギングが楽しめる園路を 

整備します。 

 

（３）広域避難地としての公園 

【基本構想施設：災害時に活用できる駐車場】 

災害時において広域避難地の役割を備えた防災公園の整備をめざします。 
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２.計画のテーマとコンセプト 

基本計画のテーマは、子どもから高齢者まで市民誰もが、気軽に利用でき

る公園をめざすとともに、陸上競技等の公式大会が開催できる陸上競技場を

整備することで、市民のスポーツに対する関心を高め、スポーツに親しみ、

体力づくりや健康づくりを目的としたスポーツ活動拠点となる公園づくりを

基本とします。 

さらに、既存の平地林を保全し、環境の保全及び自然との共生に配慮し、 

 市民が自然とふれあいながら、楽しく余暇を過ごすことができる公園づくり 

 をめざします。 

＜計画テーマ＞ 

 スポーツ活動の交流（ふれあい）拠点 スポーツ活動の交流（ふれあい）拠点 スポーツ活動の交流（ふれあい）拠点 スポーツ活動の交流（ふれあい）拠点 

 「水と緑のふれあいスポーツパーク」 「水と緑のふれあいスポーツパーク」 「水と緑のふれあいスポーツパーク」 「水と緑のふれあいスポーツパーク」    

 

＜計画コンセプト＞ 

 

 

 

 

 

 

 

スポーツ：陸上競技場をメインとしたスポーツ活動の交流拠点として、市

民誰もが、年齢やスポーツ経験にとらわれず、スポーツ・レク

リエーション活動に気軽にふれあえる公園づくりをめざします。 

 

水   ：清らかな水辺のある既存の流れと池を活かして、市民が自然と 

ふれあえる公園づくりをめざします。 

 

緑   ：計画地に残る平地林を保全活用して、市民の憩いの場として森

の保存整備を行います。また、多目的に利用できる芝生広場を

設け、市民の健康づくりの場となる緑と自然にふれあえる公園

づくりをめざします。 

水 水 水 水 緑 緑 緑 緑 

 

    
スポーツ スポーツ スポーツ スポーツ 

ふれあい ふれあい ふれあい ふれあい 
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３.計画の整備方針 

基本構想の 3つの基本方針と本計画のテーマに基づき、以下の整備方針を

設定します。 

 

（１）市民ニーズに対応した多目的に利用できる陸上競技場の整備 

①陸上競技、サッカー等を主体とした競技場整備の他に、市及び地域のレ

クリエーション行事の開催等、様々なニーズに対応した多目的に利用で

きる施設として整備します。 

②競技場の規模・仕様等については、第 4 種公認陸上競技場の基本仕様を

満たすものとします。なお、施設としては、第 3 種規格の施設整備とし

ます。 

 

（２）公園緑地機能を備えた市民に親しまれる公園の整備 

①市民の誰もがスポーツに親しみ、健康づくりが行なえる広場や、ジョギ

ングやウォーキングが楽しめる園路等の健康増進施設を整備します。 

②既存の平地林を保全活用するため、間伐や下草刈りを行い、こもれびが

差す小広場や散策路を整備します。 

③既存の流れと池を活かして、子どもたちが安全に遊べる池や流れを再整

備します。 

④調整池は、多様な自然とふれあうことができる水辺として整備します。 

 

（３）防災機能を持つ公園の整備 

①災害時において、避難場所として地域防災拠点の役割を有する施設を整

備します。 

②災害時の避難や、救援活動等の拠点となる広場や、オープンスペースの

確保、防災ヘリポート等、災害時に必要な施設を整備します。 
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４.導入施設の検討 

        公園に求められる役割や利用形態を考慮しながら、現況の空間特性を踏ま

えて導入施設を設定します。 

 

■陸上競技場 

            公認の陸上競技場として、競技大会や記録会など開催できるものとしま

す。又、陸上競技に限らず、サッカー等の球技のほか多種多様なレクリエ

ーション、イベントに利用できる多目的フィールドとして整備します。 

○施設内容 

   ・1 周 400m×8 レーンのトラック、直線レーン（全天候舗装） 

   ・フ ィ ー ル ド：サッカー、ラグビー等の多目的利用が可能（天然芝） 

   ・観  客  席：メインスタンド 

   ・スタンド施設：本部室、放送室、事務室、会議室、器具庫、トイレ 

更衣室、防災倉庫等 

 

■多目的グラウンド・広場 

      一般軟式野球、学童軟式野球、ソフトボール、サブトラック、グラウン

ド・ゴルフ、ゲートボール、ストレッチ、体操等の多目的なスポーツに利

用可能な施設として整備します。 

○施設内容 

   ・グラウンド：一般軟式野球、学童軟式野球、ソフトボール、サブトラ

ック、グラウンド・ゴルフ、ゲートボール、ストレッチ、

体操等 

 

■エントランス広場 

            陸上競技場への入口広場としての機能と、イベントや展示会等の利用も

できる舗装広場として整備します。 

 

■健康広場 

            市民の健康づくりに視点を置き、健康遊具のある広場や公園全体を巡る

ウォーキングコース、ストレッチコース等を整備します。 
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■こもれび広場 

            既存の平地林を保全活用するため間伐、下草刈を行い、散策、森林浴、

自然観察等の利用と環境保全林として機能する緑地を整備します。 

 

■ジャブジャブ池 

            既存の池を改修して、修景池として景観にも配慮し、親子で安全に楽し

く遊べる池として整備します。また、池に至る流れも明るい親水性ある流

れとして整備します。 

 

■調整池（ビオトープ） 

            雨水調整池を多様な生物の生息空間として位置付け、水辺の生き物との

ふれあいや観察ができるビオトープとして整備します。 

 

■駐車場 

            駐車場の配置は、各施設を利用しやすくするため、分散配置とします。 

 

■園路 

            運動施設の外周部には、公園利用者の健康及び体力を増進する施設とし

て、園路に距離標示を設置し、ジョギングやウォーキングが楽しめる園路

として整備します。 

 

■公園トイレ 

            公園トイレは、既存施設及び新設運動施設内のトイレ等、公園全体のバ

ランスを考慮し、必要な箇所に整備します。 
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　　５．施設の配置

　　　　計画地の敷地条件と導入施設の利用形態を考慮しながら、現況の空間特性を踏ま

　　　えて施設配置の検討を行った結果、次に示す施設配置を基本とします。
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