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１

総合スポーツゾーン全体構想の背景・目的

(1) 総合スポーツゾーン整備の背景
スポーツは、心と体の健全な発育・発達を促すとともに、世代や地域を越えた交流を広げ、生き
がいのある社会を形成するなど、多様な機能を有しています。
少子高齢化や高度情報化が急速に進行する中で、人々の価値観やライフスタイル、加えてスポ
ーツに対するニーズも多様化してきており、国や地方公共団体の役割も変化してきています。
国では、平成24年３月に「スポーツ基本計画」を策定し、今後10年間を見通したスポーツ推進の
基本方針を定めたほか、施策の評価を改善サイクルに結びつけるため、平成24年度からの概ね５
年間に総合的かつ計画的に取り組むべき施策を掲げ、スポーツを通じてすべての人々が幸福で豊
かな生活を営むことができる社会の創出を目指しています。
また、本県では栃木県重点戦略「新とちぎ元気プラン（計画期間：平成23～27年度）」（以下「新元
気プラン」という。）において、「スポーツを通じた人づくり」の中で総合スポーツゾーンの整備検討を
位置付け、さらに「新元気プラン」の将来像や「とちぎ教育振興ビジョン（三期計画）」（計画期間：平
成23～27年度）の基本理念の実現に向けたスポーツ分野の計画として、「とちぎスポーツ振興プラ
ン21（二期計画）」（計画期間：平成23～27年度）を策定し、県民の多様なスポーツ活動に対応した
県民総スポーツの推進拠点の整備・充実を掲げています。
こうした中で、総合スポーツゾーンは、宇都宮市西川田地内の元競馬場や元運転免許試験場な
ど、未利用県有地の有効活用の観点や、昭和55年の栃の葉国体以来、長年にわたり本県スポーツ
の拠点として役割を担ってきた栃木県総合運動公園（以下「総合運動公園」という。）について、公
園内の運動施設の更なる機能の向上、プロスポーツを含めたトップアスリートに対する支援等の観
点から、総合運動公園と公園に隣接する未利用県有地を含めた区域を県民総スポーツの推進拠
点として整備するものです。

(2) 総合スポーツゾーン全体構想の目的
総合スポーツゾーン全体構想は、平成34年（2022年）に本県において開催される第77回国民体
育大会（以下「国体」という。）等を見据えるとともに、平成32年（2020年）の開催が決定した東京オリ
ンピック・パラリンピック競技大会に本県として貢献する観点も含め、県民に愛され、県民が誇れる
県民総スポーツの推進拠点としてふさわしい基本理念や基本方針を示し、新たに整備する施設や
総合運動公園内の既存施設の整備方針を整理するとともに、周辺の交通計画を示すものです。
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２

総合スポーツゾーンの位置と区域

総合スポーツゾーンは宇都宮市の中心部から南へ約９km、一般国道121号（宮環）に接し、東は
1.6kmで国道４号に、西は1.4kmで主要地方道宇都宮栃木線（栃木街道）に連絡、東武宇都宮線西川田
駅（以下「東武西川田駅」という。）からは徒歩約15分の宇都宮市西川田地内に位置しています。
対象とする区域は、昭和55年に開催された栃の葉国体の会場となった総合運動公園（約50ha）を中
心に元競馬場や元運転免許試験場など、公園に隣接する県有地を含めた73.1haとしています。

N

東武宇都宮線

（主）宇都宮栃木線

東武西川田駅

元競馬場
陸上自衛隊
北宇都宮駐屯地

県警機動センター

総合運動公園

元運転免許試験場
県体育館分館

一般国道 121 号（宮環）

国道４号

図 1 総合スポーツゾーンの区域
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３

総合スポーツゾーン整備に関連する計画や土地利用条件

総合スポーツゾーン全体構想の策定に当たっては、「新元気プラン」をはじめ、スポーツの振興
やまちづくりに関連する各種計画を踏まえるとともに、周辺の土地利用の状況や関係する法令等
に留意しています。

(1) 関連計画
総合スポーツゾーン全体構想に関連する計画は、図２に示すとおり、「新元気プラン」やスポ
ーツの振興、まちづくり、防災に関する計画のほか、宇都宮市の景観、緑、自転車等の各種計
画があり、全体構想は、これらを踏まえ、連携を図りながら策定をしています。

栃木県重点戦略「新とちぎ元気プラン」
（平成 23 年 2 月）

とちぎ教育振興ビジョン（三期計画）
（平成 23 年 3 月）
関連計画

とちぎスポーツ振興プラン 21（二期計画）
（平成 23 年 3 月）

宇都宮市
都市計画
マスタープラン

栃木県
地域防災計画
震災対策編

（平成 22 年 4 月）

（平成24年10月修正）

総合スポーツゾーンに
関する事項

◎うつのみや競馬
場跡地を活用し
た新たな地域の
顔となるスポー
ツ・レクリエーシ
ョン拠点の形成

◎総合スポーツゾー
ンの整備
・スポーツを通じた人
づくり
・スポーツの振興
・県民総スポーツの
推進拠点

◎広域災害対策
活動拠点
◎臨時ヘリポート
の整備
→総合運動公園

宇都宮市
景観計画

宇都宮市
緑の基本計画

（平成 24 年 10 月）

（平成 23 年 3 月）

（平成 22 年 12 月）

◎市街地の緑の
景観の保全
→残された平地林
の保全の促進

◎うつのみや競馬
場跡地を活用し
たスポーツ・レク
リエーション拠
点としての活用

総合スポーツゾーン全体構想
図2 関連計画と総合スポーツゾーン全体構想の関係
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宇都宮市
自転車のまち
推進計画

◎新たな自転車
走行空間の整
備（将来にお
ける自転車ネ
ットワーク路
線の計画）

(2) 土地利用
総合スポーツゾーンは、周辺を閑静な住宅地に囲まれ、都市計画法上の用途地域では第１種
住居地域に指定されています。
また、東側には陸上自衛隊北宇都宮駐屯地があり、航空法による建築物の高さ制限が設定さ
れています。

図3 総合運動公園周辺の都市計画図

(3) 都市公園法
都市公園法では以下のとおり、公園内の運動施設の建築面積及び敷地面積が定められてい
ます。
運動公園における運動施設の敷地面積の総計は、公園敷地面積の50％を超えてはな
らない。
公園施設の建築面積は、公園敷地の２％を超えてはならない。ただし、運動施設等の
建築物の建築面積は敷地の10％を限度としてこれを建設することができる。また、高
い開放性を有する建築物（陸上競技場など）を設ける場合も、同様に敷地面積の10％
を限度として、制限面積を超えることができる（特例建ぺい率は、最大で22％）。
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４

総合スポーツゾーンの整備に向けた課題

(1) 県内スポーツ施設の現状と課題
平成34年の国体開催等を見据え、競技会場として想定される県内の主要なスポーツ施設の
現状や課題を踏まえる必要があります。
栃木県体育館（以下「県体育館」という。）は、屋内総合体育施設の拠点として、本館・別館は
昭和40年に、武道館・弓道場は昭和52年にオープンし、これまで県民スポーツの普及推進と県
民文化の発展の一翼を担ってきました。
また、総合運動公園は、昭和55年の栃の葉国体以来、長年にわたり本県スポーツ施設の拠
点として役割を担ってきました。
いずれの施設も整備後34～48年が経過し、施設の老朽化や各種施設基準の改定等により、
大規模な競技大会への対応が課題となっています。
平成24年10月にとりまとめた「県内スポーツ施設の現状と課題」では、県内の主要なスポーツ
施設について表１のとおり課題を整理しています。
総合スポーツゾーン全体構想の策定に当たっては、これらの課題を踏まえながら、県体育館
や総合運動公園内の既存施設を含めた整備方針等について検討しています。
表1 県内スポーツ施設の現状と課題

主な施設

主な課題
・県内唯一の第１種公認競技場である総合運動公園陸上競技場の老朽化

陸上競技場

・総合運動公園陸上競技場の第１種公認更新（付帯する補助競技場の第３
種競技場化）
・国体の総合開・閉会式会場として想定した場合の観客席数の確保
・県体育館本館、宇都宮市体育館、足利市民体育館の老朽化

体育館

・国体の総合開・閉会式会場として想定した場合の雨天時会場の確保
・練習場（サブアリーナ）の確保
・プロスポーツの観客数に見合った施設の確保

武道場（館）

・県体育館武道館、宇都宮市体育館武道場の老朽化
・練習場（サブ武道場（館））の確保

弓道場

・県内唯一の県体育館弓道場（遠的）の老朽化

サッカー場

・Ｊ１基準を満たし、かつ施設基準の変更等に対応できる施設の確保

硬式野球場

・県内施設全体の老朽化
・50mプールの水深（2.0m以上）の確保

水泳場

・2,000席以上の観客席の確保
・県内唯一の飛込みプールの老朽化
・シンクロナイズドスイミング用の公認プールの確保
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(2) 施設の整備運営手法
総合スポーツゾーンの整備に当たり、民間ノウハウの活用の可能性を検討するため、平成22
～23年度にわたり、整備運営手法検討業務委託を実施しました。
業務では、ＰＦＩなど多岐にわたる手法について整理した上で、より実現性の高い整備運営手
法を検討するため、民間事業者に対するアンケートやヒアリングを実施し、民間のニーズや動向
を把握しました。さらに、有識者による検証機関を受託者が設置し、客観的な視野に立った検証
を行いました。
検証の結果、サッカースタジアムは、需要変動や天候のリスク、芝の養生による利用制限等
の理由から民間ノウハウの活用が難しいこと、一方、体育館等は天候のリスクに左右されず、活
用用途も広いことから、民間ノウハウの活用が図りやすいと整理しています。
表2 民間意向調査の結果
調査種別
アンケート調査

調査結果の概要
※「従来方式」とは、「公設＋指定管理者」を想定

◇県内・県外企業ともに本事業に対する関心は高い
◇参画しやすい手法は、県内企業は「従来方式」、県外企業は「PFI方式」、「DBO方式」
◇土地のポテンシャルは県内・県外企業ともに低い評価。特に県外企業の評価が厳し
い
ヒアリング調査
（ア）整備手法につい
て

（イ）土地のポテンシ
ャルについて

※県内：県内建設企業、 県外：PFI 協会会員のゼネコン･メンテナンス会社
※土地とは元競馬場、元運転免許試験場等。ただし、商社・不動産会社は、事業地全体

（県内・県外）
◇過去に経験した手法を選択（県内企業は「従来方式」、県外企業は「PFI 方式」 、
「DBO 方式」）
（県外）
◇ＰＦＩ方式で取り組みやすい施設は体育館。サッカースタジアムはリスクが大きい
（商社）
◇従来方式と指定管理者の組み合わせを選択
（県内）
◇県内企業は自ら開発の主体となることを想定していない
（県外）
◇周辺の土地利用状況や交通インフラの問題を懸念
（商社）
◇投資回収の観点から、宇都宮地域での事業展開（スタジアム経営など）に否定的
(不動産)
◇対象地のポテンシャルは低く、商業施設の立地は困難と判断
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５

総合スポーツゾーンの基本理念・基本方針

(1) 総合スポーツゾーンの基本コンセプト
スポーツとの関わりは、自ら「する」ことだけでなく、「みる」、「支える」など様々であり、プロアマ
や老若男女、障害の有無を問わず、多様な人々がそれぞれの目的で集い、身近にスポーツとふ
れあう場として、県民総スポーツの推進拠点を整備し、さらなるスポーツの振興を図る必要があり
ます。
また、県民総スポーツの推進には、様々な立場の人々の協働が必要であり、その結果として、
スポーツがさらに県民の生活に浸透することで、スポーツの文化的価値も高まることが期待され
ます。総合スポーツゾーンは、こうした県民共有の財産として、愛され、誇れるスポーツの実現を
目指します。
■基本コンセプト

「県民に愛され、県民が誇れる、県民総スポーツの推進拠点」
(2) 総合スポーツゾーンの基本理念
基本コンセプトに基づき、「する」スポーツとしては、子どもから高齢者まで、多くの人が利用し
やすく（バリアフリー）、健康づくりなどスポーツを通じて元気になれる施設を目指し、「みる」スポー
ツとしては、様々な競技やプロスポーツを観戦できる施設を目指します。
また、本県の競技力向上を図るため、選手等の人材育成のみならず、スポーツを「支える」観
点から、県民協働によってスポーツを支援できるよう努めます。
さらに、スポーツが県民のライフスタイルの一部になり、ゾーン内の自然とあわせて、身近にふ
れあうことができる空間を確保し、環境や地域と調和した施設を目指します。
これらを「楽しむ」、「集う」、「育む」、「調和」という４つのキーワードで整理し、それぞれ想定さ
れる施設等の将来像、計画目標を設定します。
県民誰もがスポーツを「楽しむ」
多くの人がスポーツ施設を利用できる
スポーツを通じて元気になれる
様々な競技やプロスポーツを観戦できる

人材を「育む」
競技力の向上を図る

県民が様々な機会を通じて「集う」

集う

楽しむ

多目的な利用ができる
自然に親しみ癒される空間を確保する

県民に愛され
県民が誇れる
県民総スポーツの
推進拠点

調和

育む

県民協働によってスポーツを支援する

環境との「調和」
環境へ配慮する
地域のまちづくりとの整合を図る

図4 総合スポーツゾーンの基本理念
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(3) 総合スポーツゾーンの
スポーツゾーンの基本方針
総合スポーツゾーンの将来像を具体化するための柱となる考え方として、８つの基本方針を設
定し、それぞれ想定される具体的な機能を以下に示します。
方針１ 生涯スポーツやレクリエーションを
スポーツやレクリエーションを楽しめる施設整備を目指す
① 生涯にわたりスポーツやレクリエーションを楽しめ、健康増進に寄与する施設の整備
ウォーキングコースの拡充・整備
サイクリングコースの整備
トレーニング機能
ニュースポーツ（グラ
（グラウンド・ゴルフ等）が楽しめる多目的広
場の整備
② 高齢者や障害者を含めた誰もが使いやすい施設の整備
新たな施設や園地・園路へのユニバーサルデザインの採用

歩きやすいウォーキングコースの
整備（現総合運動公園）

身障者に配慮した駐車場スペースの配置や「おもいやり駐車
スペース」の確保
スポーツに関する情報提供
健康遊具の設置

等

方針２ プロスポーツを含めトップアスリートが
めトップアスリートが競技できる施設整備を目指す
す
① 県内スポーツ施設の中核として国体等の大規模大会やプロスポーツの試合等
ポーツ施設の中核として国体等の大規模大会やプロスポーツの試合等
ポーツ施設の中核として国体等の大規模大会やプロスポーツの試合等が開催できる
施設の整備
全国規模の大会やプロスポーツの試合に対応した施設の
整備
大会運営に必要な施設の整備
② 快適に観戦できる施設の整備
全席個席化、屋根の設置、大型映像装置の整備

等

全席個席化、屋根の設置
全席個席化、屋根の設置等（イメージ）

方針３ 競技力の向上を支援
支援する施設整備を目指す
① 競技者や指導者の養成を支援する施設の整備
スポーツ医・科学等を取り入れた支援の充実・拡充
スポーツ団体間の連携
スポーツ団体間の連携を図るための研修室等の整備
スポーツ医
スポーツ医・科学等の支援（イメージ）

方針４ 県民との協働によるスポーツ
によるスポーツ支援を目指す
① 施設運営や大会運営における県民協働を取り入れた支援
スポーツボランティア等の活用
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大会でのスポーツボランティアの活動
（イメージ）

方針５ 多目的な利用を想定
想定した施設整備を目指す
① コンサート等の各種イベント開催に対応できる施設の整備
の各種イベント開催に対応できる施設の整備
施設の有効活用、稼働率向上のための大型映像装置や
音響設備の整備
多目的広場の整備
駐車場の多目的利用

等
大型映像装置の整備（イメージ）

方針６ 自然に親しむ憩いの
いの空間としての施設整備を目指す
① 既存の樹林を活かした施設の整備
既存樹林と新たに植栽する樹木等の
既存樹林と新たに植栽する樹木等のネットワークの形成
② 芝生広場や自然とふれあうことができる空間の確保
芝生広場や自然とふれあうことができる
芝生広場や多目的広場の整備・拡充
緑が充実した憩いの空間整備（イメージ）

方針７ 環境への配慮や周辺
周辺のまちづくりと調和した施設整備を目指す
① 太陽光発電や雨水の有効活用など、環境に配慮した施設の整備
再生可能エネルギーの利用等による環境負荷の低減
② 周辺の生活環境や景観に配慮した施設の整備
緩衝帯としての緑地整備や騒音
緩衝帯としての緑地整備や騒音・漏れ光対策
圧迫感を抑えた施設外観や施設のコンパクト化
廃棄物の排出抑制と再使用（リサイクル等）の促進
ソーラーパネル等の設置（イメージ）

駐車場の分散配置
方針８ 県民の命を守る防災拠点
防災拠点としての施設整備を目指す
① 広域災害対策活動拠点や緊急離着陸場等としての機能拡充
災害対策要員（消防、警察、自衛隊等）の集結・活動拠点の
確保
食料、物資の備蓄スペースの確保
料、物資の備蓄スペースの確保
救援物資の集積場所の確保
ヘリコプターの緊急離着陸場の確保
の緊急離着陸場の確保

災害時の活動拠点の確保（イメージ）

主要な既存施設の耐震化

救援物資の集積場所の確保（イメージ）
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６

総合スポーツゾーンのゾーニング

総合スポーツゾーンのゾーニングについては、現総合運動公園がある「中央エリア」と元競馬
場の「北エリア」、元運転免許試験場と県警機動センター、県体育館分館がある「東エリア」の３
つに区分します。それぞれの
します。それぞれのエリアの基本的な考え方は図５のとおりです
のとおりです。

北エリア（元競馬場）
○元競馬場（16.5ha）の敷地には、陸上競技場兼サッ
）の敷地には、陸上競技場兼サッ
カー場（以下「新スタジアム」という。）と多目的広場
が配置され、陸上競技やサッカーを中心とした競技
スポーツの拠点としてのエリアを形成します。

北エリア

東エリア（元運転免許試験場等
元運転免許試験場等）
○元運転免許試験場と県警機動
センター、県体育館分館を合わ
せた 6.6ha
ha の敷地に新たに体育
館及び水泳場（以下「新体育
館・屋内水泳場」という。）を併
設して配置します。
○新体育館
体育館・屋内水泳場とともに
親しみの
のあるエリアを形成しま
す。

東エリア

中央エリア

中央エリア（現総合運動公園
現総合運動公園）
○様々な運動施設が集積するとと
もに、中央広場やとちのきファミリ
ーランドなど、人が集い、憩う空
間を提供しており、総合スポーツ
ゾーンの中核となるエリアです。
○現在の水泳場の位置には、新た
に武道館及び弓道場（以下「新武
館及び弓道場（以下「新武
道館」という。）を配置します。
）を配置します。

図5 総合スポーツゾーンのゾーニング
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７

施設の整備方針

(1) 新たに整備する施設
施設
① 陸上競技場兼サッカー場（新スタジアム）
≪施設の現状と課題≫

現施設の概要

施設の老朽化
第１種公認規格の充足
規格の充足
（補助競技場は、第３種公認競技場）
第３種公認競技場）
耐震性の確保
≪施設の整備方針≫
稼働率や施設整備費、維持管理費を含めたトータル
コスト等を考慮し、陸上競技場とサッカー場は
コスト等を考慮し、陸上競技場とサッカー場は、兼用
とします。

○昭和54
54年3月完成
○敷地面積：
○敷地面積：33,300㎡
○競技施設
全天候競技場
トラック１周
トラック１周400m、直走130m9レーン
メインスタンド（
メインスタンド（RC造３階建（4,147㎡））
室内練習場（
室内練習場（72m×6m）、
盛土スタンド（芝生スタンド）
盛土スタンド（芝生スタンド）5,000㎡
雨天練習場（
雨天練習場（124m×4.75m）
等
○観客収容人員
収容人員：24,000人
（ﾒｲﾝｽﾀﾝﾄﾞ
（ﾒｲﾝｽﾀﾝﾄﾞ7,000人､盛土ｽﾀﾝﾄﾞ17,000人）

新スタジアムは、第１種公認陸上競技場やＪリーグの施設基準に準拠します。
第１種公認陸上競技場やＪリーグの施設基準に準拠します。
観客席数は、現在の
、現在の総合運動公園陸上競技場の収容人数が24,000
24,000人であることや、他都
道府県のスタジアムの状況、Ｊリーグ主管試合の開催
県のスタジアムの状況、Ｊリーグ主管試合の開催等を踏まえ、
、25,000席程度とします。
多数の利用者が集合・離散するため、施設に近接して待
機スペースを確保できる元競馬場に配置します。
陸上競技やサッカーなど多目的な利用となるため、相互
の運営に支障を来たさないよう、近接して付帯投てき場
を整備します。
競技力向上を目的とした専門的なトレーニングルームを
現在の陸上競技場

整備します。

快適な観戦環境を確保するため、観客席の個席化や屋根の設置、大型映像装置等を整備
快適な観戦環境を確保するため、観客席の個席化や屋根の設置、大型映像装置等を整備
するとともに、コンサートや各種イベント開催に対応できる音響設備等を整備します。
② 新体育館及び新水泳場（新体育館・屋内水泳場）
現施設の概要

≪施設の現状と課題≫
県体育館

ア 県体育館
施設の老朽化
サブアリーナが未整備のため、練習会場を要する大
が未整備のため、練習会場を要する大
規模な大会の開催が困難
イ 水泳場
開催に関する日本水泳連盟の指導）
施設の老朽化（プール槽、配管、管理棟、更衣棟等）
（プール槽、配管、管理棟、更衣棟等）
観客席数の不足（国体開催の場合）
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水泳場

公認50ｍプールは
ｍプールは、2.0m以上の水深が必要（国体の

○昭和40年4月完成
○昭和
○延床面積：
○延床面積：6,069㎡
○観客席数：
○観客席数：1,920席
○競技施設
○競技施設：バスケットボール２面、
バレーボール
バレーボール２面、バドミントン10面、
卓球
卓球30台
等
○昭和54年3月完成
○昭和
○施設（屋外プール）
公認
公認50ｍプール９コース（水深1.5m）
公認
公認25ｍプール７コース（水深1.15m）
公認飛込用プール
公認飛込用プール22ｍ×22ｍ（水深5.0m）
※その他：補助・徒渉プール１面
○観客収容人員：
○観客収容人員：1,000人

≪施設の整備方針≫
ア 体育館
競技面数は、バスケットボールコートで４面を確保します。
大会運営を考慮し、バスケットボールコートで２面程度のサブ
アリーナを整備します。
観客席数は、他都道府県の同規模体育館の状況やプロバス
ケットボールの観客者数を踏まえ、5,000席程度（うち固定席
現在の県体育館

は3,000席程度）とします。

多数の利用者が集合・離散するため、施設に近接して待機スペースを確保でき、他の施設
の利用者との錯綜を避けることができる元運転免許試験場及び県警機動センターに配置し
ます。
天候に左右されず、活用用途も広いため、整備運営手法は、民間活力の導入を検討しま
す。
健康増進や体力向上を目的としたトレーニングルームを整備します。
快適な観戦環境を確保するため、冷暖房設備の整備や電光掲示板の設置、多目的室等を
整備するとともに、コンサートや各種イベント開催に対応できる音響設備等を整備します。
イ 水泳場
他都道府県県の国体開催会場の状況や競技力の向上等を考
慮し、屋内プールとします。
整備するプールは、施設整備費や維持管理費を含めたトータ
ルコスト等を考慮し、50ｍプールと飛込用プール（25ｍプール
兼用）とします。
国体の開催会場を想定し、50ｍプールの水深は2.0ｍ以上、

現在の水泳場

飛込用プールは、5.0ｍを確保し、日常利用も踏まえ可動床とします。
観客席数は、2,000席程度とします。
体育館と同様に天候に左右されず、民間活力の導入の実績も多いため、体育館との併設と
して、整備運営手法は民間活力の導入を検討します。
③ 武道館及び弓道場（新武道館）
≪施設の現状と課題≫

現施設の概要
○昭和52年９月完成
○延床面積：2,092㎡
○観客席数：400席
○競技施設：柔剣道４面

弓道場

サブ武道場が未整備のため、練習会場を必要とする

武道場

施設の老朽化

○昭和52年10月完成
○延床面積：
（近的）：252㎡、（遠的）211㎡
○競技施設：近的8人立ち、遠的6人立ち

大規模な大会の開催が困難(武道館)
≪施設の整備方針≫
ア 武道館
競技面数は、柔道と剣道の兼用で６面を確保します。
大会運営を考慮し、柔道及び剣道それぞれ２面程度のサブ
武道場を整備します。
観客席数は、他県の武道館等の状況や、県内の利用状況等
を勘案し、1,500席程度とします。
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現在の武道館

快適な観戦環境を確保するため、冷暖房設備を整備します。
イ 弓道場
射場数は、近的で12人立ち、遠的で６人立ちを確保します。
観客席数は、他都道府県の弓道場の状況や、県内の利用状
況等を勘案し、150席程度とします。
現在の弓道場

(2) 既存施設
① 陸上競技場
≪施設の現状と課題（再掲）≫
施設の老朽化
第１種公認規格の充足（補助競技場は第３種公認競技場）
耐震性の確保
≪施設の整備方針≫
現在の陸上競技場は、新スタジアムの補助競技場として改修します。

第１種公認陸上競技場の補助競技場として第３種公認陸上競技場とします。
既存のメインスタンドは、耐震改修工事を実施した上で、会議室や研修室等として活用しま
す。
② 補助競技場
≪施設の整備方針≫
現在の陸上競技場が補助競技場になるため廃止します。
敷地は、駐車場やバスの転回場等の活用を検討します。
③ 硬式野球場
現施設の概要

≪施設の現状と課題≫
耐震性の確保
施設の老朽化（座席、内装、給排水設備等）
バリアフリーが不十分
夜間照明設備
≪施設の整備方針≫
メインスタンド及びスコアボードは耐震改修工
事を実施し、内野スタンド等を含め全面的にリ
ニューアルします。

○昭和54年７月完成
○野球場面積：21,100㎡
○グラウンド面積：13,350㎡
本塁センター間：122ｍ、両翼本塁間：98ｍ
○メインスタンド延床面積：3,105㎡
（1Ｆ）事務室、大会本部室、放送・操作室、会議室、
身障者観覧席（30席）、器具倉庫等
（2Ｆ）ｽﾀﾝﾄﾞ、ｷﾞｬﾗﾘｰ、売店、便所
（3Ｆ）ｽﾀﾝﾄﾞ、ｷﾞｬﾗﾘｰ、ﾛｲﾔﾙﾎﾞｯｸｽ、放送室、報道員室等
（4Ｆ）ｽﾀﾝﾄﾞ
○観客収容人員15,395人（ﾒｲﾝ：5,840人、内野：3,445
人、外野：6,080人、身障者観覧席30席）

現在の機能を維持するため、設備更新工事を実施します。
野球場に隣接してウォーミングアップ場を整備します。
多目的トイレの整備や夜間照明設備を設置します。
※夜間照明設備の設置は、周辺住民の皆様の御理解が得られることが前
提となります。
現在の硬式野球場
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④ トレーニングセンター
現施設の概要

≪施設の現状と課題≫

○昭和54年9月完成
○競技施設
アリーナ（バスケットボール２面）
トレーニングマシン28種

施設の老朽化
トレーニング設備の老朽化
≪施設の整備方針≫
現在のトレーニングセンターは、廃止します。
アリーナ機能は、新体育館で代替します。
トレーニング機能は、新スタジアムと新体育館で充実
強化を図ります。

現在のトレーニングセンター

⑤ 合宿所

現施設の概要

≪施設の現状と課題≫
設備（ベッド、空調、衛生、給排水設備等）の老朽化

○昭和48年3月完成
○管理棟3F
○延床面積：731.0㎡
○収容人員：102人（12室×８人、2室×3人）

利便性、快適性の向上
≪施設の整備方針≫
機能維持のための設備更新工事を実施します。
ベッド等の宿泊設備の更新や、宿泊部屋のリニュー
アル、研修室等の確保、トイレの洋式化など、利用
環境の改善を図ります。
現在の合宿所・公園事務所

⑥ 県体育館分館

現施設の概要

≪施設の現状と課題≫
機能の維持
≪施設の整備方針≫
機能維持のための修繕工事を実施します。

○昭和53年完成 平成18年４月開館
○敷地面積：5,770㎡
○延床面積：1,288㎡
○競技施設：
１Ｆメインアリーナ（ボクシングリング１組常設）
２F観覧スペース（卓球場）

現在の県体育館分館

⑦ その他の施設
総合運動公園内のその他の既存施設（軟式野球場、テ
ニスコート、相撲場等）については、国体の競技会場の
選定状況を踏まえながら機能維持のための修繕工事を
実施します。
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(3)その他の公園機能
公園機能
北エリア

中央エリア

東エリア

○ウォーキング・サイクリングコ
ースの整備
○ニュースポーツ（グラウンド
ンド・
ゴルフ等）が楽しめる多目的
広場の整備
○広域災害対策活動拠点として
の機能拡充
○健康遊具の設置
○スポーツ医・科学等を取り入
れた支援の充実・拡充
○駐車場の多目的利用

○ウォーキングコースの拡充
○サイクリングコースの整備
○広域災害対策活動拠点や
緊急離着陸場としての機能
拡充
○芝生広場の整備・拡充
○駐車場の多目的利用

○広域災害対策活動拠点と
○広域災害対策活動拠点
しての機能拡充

北エリア

東エリア

中央エリア

その他（施設・園地全般
園地全般）
○ユニバーサルデザインの採用
○身障者に配慮した駐車場スペー
身障者に配慮した駐車場スペースの配置
や「おもいやり駐車スペース」の確保
○スポーツに関する情報提供
○スポーツボランティア等の活用
○既存樹林と新たに植栽する樹木等とのネ
ットワークの形成

○スポーツ団体間の連携を図
図るための研修室等の
整備
○再生可能エネルギーの利用等による環境負荷
の低減
○緩衝帯としての緑地整備や騒音
○緩衝帯としての緑地整備や騒音・漏れ光対策
○圧迫感を押さえた施設外観や施設のコンパクト
化

図6 その他の公園機能
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