
ワークショップだより vol.2
烏 城 公 園
（石山公園地区）

当日のプログラム
１．開 会
２．ワークショップ
３．各班発表
４．閉 会

第２回ワークショップを開催しました！

今後の進め方 第2回ワークショップでの各班の意見やゾーニング計画案な
どを基に、石山公園のこれまでの整備経過や公園内に設置され
ているモニュメント等について整理を行った上で、主要な機能
（カフェ、トイレ、ステージ、芝生広場など）の配置や動線に
ついて話し合い、各班の施設配置計画案をとりまとめます。

開催日 開催場所
第１回 平成28年 11 月 12 日 （土） 旧内山下小学校（体育館）

第２回 平成28年 12 月 18 日 （日） 岡山県立図書館（サークル活動室２）

第３回 平成29年 11 月 21 日 （土） 〃

第４回 平成29年 12 月 18 日 （土） 〃

■ワークショップの開催スケジュール

※ワークショップ開催結果のお知らせです。

都市整備局庭園都市推進課事業推進係（担当：宮内）
電話：086-803-1395 FAX：086-803-1740 〒700-8544岡山市北区大供一丁目1番1号

問い合わせ先
エントランスゾーン 駐輪場

ステージゾーン

ステージ前動線

芝生広場ゾーン

旭川水辺ゾーン
カフェ

トイレ

カフェゾーン

ベンチ

第２回 ワークショップで出された意見・アイディア 【Ａ班】

公園全体公園全体

・情報通信設備の整備
（ＴＶ会議対応）

・行政サービスステーション
の設置
（利用申請を簡単に）

・防災公園化
・各種イベントやマルシェな
どの開催（お菓子、音楽、
街歩き、歴史、自然）

・移動動物園、鳥のエサの
販売

・長距離ウォーク（川沿い）

・情報通信設備の整備
（ＴＶ会議対応）

・行政サービスステーション
の設置
（利用申請を簡単に）

・防災公園化
・各種イベントやマルシェな
どの開催（お菓子、音楽、
街歩き、歴史、自然）

・移動動物園、鳥のエサの
販売

・長距離ウォーク（川沿い）

ステージゾーンステージゾーン

・屋外音楽堂
・ステージ→屋外劇場に
・ステージ前にもスロープを
追加

・ステージ部分をフラット
・テーブルやベンチの設置
（特に川沿い）

・屋外音楽堂
・ステージ→屋外劇場に
・ステージ前にもスロープを
追加

・ステージ部分をフラット
・テーブルやベンチの設置
（特に川沿い）

芝生広場ゾーン芝生広場ゾーン

・芝生広場を拡げ広くする
・ピクニック、健康系イベン
ト（ウォーキング、ヨガ、
体操）

・隣接した駐輪場の確保
・ペットの利用も可能な
トイレ

・芝生広場を拡げ広くする
・ピクニック、健康系イベン
ト（ウォーキング、ヨガ、
体操）

・隣接した駐輪場の確保
・ペットの利用も可能な
トイレ

エントランスゾーンエントランスゾーン

・城下～烏城までを案内
（電停の方にも必要）

・城下～烏城までを案内
（電停の方にも必要）

カフェゾーンカフェゾーン

・眺めの良いカフェ
（現状の四阿付近で、見通
し良く）

・休憩所／屋台（ハンバー
ガーなど）

・城見て一杯、川見て一杯
（水辺でビールを呑むイベ
ント）

・週替わりの移動屋台（ハン
バーガー、カレー、サンド
ウィッチ、シシカバブー）

・眺めの良いカフェ
（現状の四阿付近で、見通
し良く）

・休憩所／屋台（ハンバー
ガーなど）

・城見て一杯、川見て一杯
（水辺でビールを呑むイベ
ント）

・週替わりの移動屋台（ハン
バーガー、カレー、サンド
ウィッチ、シシカバブー）

旭川水辺ゾーン旭川水辺ゾーン

・ボート乗り場（手漕ぎ）、
舟着き場

・カヌー教室、旭川遊覧船

・ボート乗り場（手漕ぎ）、
舟着き場

・カヌー教室、旭川遊覧船

ワークショップの様子

平成28年12月18日（日）、岡山県立図書館（サークル活動室
２）にて第２回ワークショップを行いました。当日は16名の方
に参加いただき、３つの班に分かれて、『もっと魅力的で使い
やすくするためには』をテーマに、リニューアル企画案を話し
合い、ゾーニング計画案をまとめました。
ワークショップで出された各班でのアイディアや意見は次頁

で紹介します。各班共通の主な意見を次に紹介します。

【各班共通の主な意見】
●多目的に利用できる広い芝生広場空間の確保
●眺めの良いオープンカフェ、休息・憩い空間の確保
●城下電停から石山公園への誘導・案内方法の改善
●旭川を活用した親水空間と散策回遊動線の確保

第3回
WS

第４回
WS

第３回ワークショップでの各班の施設配置計画案を踏まえて
とりまとめた計画案（事務局案）をベースに、各班で話し合い、
また、全体での意見交換を通じて『石山公園リニューアル計画
案』をとりまとめます。



第２回 ワークショップで出された意見・アイディア 【Ｃ班】

エントランスゾーン

芝生広場ゾーン

ＢＢＱ広場ゾーン

水辺散策動線

駐輪場

拠点機能

舟

エントランスゾーンエントランスゾーン

・城下電停からの誘導
・入りやすい雰囲気づくり
・信号機や案内看板の改善
・駐輪スペースの確保

・城下電停からの誘導
・入りやすい雰囲気づくり
・信号機や案内看板の改善
・駐輪スペースの確保

芝生広場ゾーン芝生広場ゾーン

・人が集う小ステージ
・多目的な芝生広場
（イベントや屋台、ピクニッ
クでの利用、市民会館や小
学校跡との連携）

・市民菜園広場

・人が集う小ステージ
・多目的な芝生広場
（イベントや屋台、ピクニッ
クでの利用、市民会館や小
学校跡との連携）

・市民菜園広場

ＢＢＱ広場ゾーンＢＢＱ広場ゾーン

・ＢＢＱが気軽に楽しめる
広場

・子ども遊具、展望台
・気軽に利用できるイスや
テーブル

・外国人向けの交流フェスや
マルシェ

・避難器具にもなる健康器具

・ＢＢＱが気軽に楽しめる
広場

・子ども遊具、展望台
・気軽に利用できるイスや
テーブル

・外国人向けの交流フェスや
マルシェ

・避難器具にもなる健康器具

拠点機能拠点機能

・展望台
・オープンカフェ
・観光案内所＋利用申請
・トイレ（授乳やおむつ替え
スペースの完備）

・展望台
・オープンカフェ
・観光案内所＋利用申請
・トイレ（授乳やおむつ替え
スペースの完備）

水辺散策動線水辺散策動線

・フットライト付の柵
・マラソンコースや自転車
コース

・給水ポイントとなる水飲
み場

・間伐材による木製デッキ化
・後楽園への渡し舟

・フットライト付の柵
・マラソンコースや自転車
コース

・給水ポイントとなる水飲
み場

・間伐材による木製デッキ化
・後楽園への渡し舟

第２回 ワークショップで出された意見・アイディア 【Ｂ班】

芝生広場・キッズスペースゾーン

景観・眺望ゾーン

河川・親水ゾーン

エントランスゾーン

☆公園全体☆☆公園全体☆

・夜間の間接照明の充実
・樹木の剪定
・イベント時の搬出・搬入動
線の確保

・駐輪場の確保
・予約システム（Ｗｅｂ）
・ユニバーサルデザイン

・夜間の間接照明の充実
・樹木の剪定
・イベント時の搬出・搬入動
線の確保

・駐輪場の確保
・予約システム（Ｗｅｂ）
・ユニバーサルデザイン

芝生広場・キッズスペース
ゾー

芝生広場・キッズスペース
ゾー

・段差の無い芝生広場（アウ
トドアやグランピング）

・小学校・幼稚園の子どもた
ちが遊べる所

・子どもたちの遠足などで利
用できる広場

・イベント開催時のテントが
設置しやすいスペース（電
気、水道、流し等）

・テーマを持ったイベントの
開催

・段差の無い芝生広場（アウ
トドアやグランピング）

・小学校・幼稚園の子どもた
ちが遊べる所

・子どもたちの遠足などで利
用できる広場

・イベント開催時のテントが
設置しやすいスペース（電
気、水道、流し等）

・テーマを持ったイベントの
開催眺望・景観ゾーン眺望・景観ゾーン

・カフェ・トイレ・案内所が
一体となった観光基地機能

・晴天、雨天に応じて利用で
きる屋根があるステージ

・エリアを案内する看板の
設置

・小規模な複合型の遊具
・周辺施設からの旭川や岡山
城、後楽園の景観の活用

・カフェ・トイレ・案内所が
一体となった観光基地機能

・晴天、雨天に応じて利用で
きる屋根があるステージ

・エリアを案内する看板の
設置

・小規模な複合型の遊具
・周辺施設からの旭川や岡山
城、後楽園の景観の活用

河川・親水ゾーン河川・親水ゾーン

・回遊性に繋がるような旭川
の活用

・カヌーや渡し船などによる
川遊び

・旭川を見ながらランチ、音
楽鑑賞が出来る環境（イス
やベンチ、机の設置）

・足元照明の設置

・回遊性に繋がるような旭川
の活用

・カヌーや渡し船などによる
川遊び

・旭川を見ながらランチ、音
楽鑑賞が出来る環境（イス
やベンチ、机の設置）

・足元照明の設置

エントランスゾーンエントランスゾーン

・城下から繋がるグリーンベ
ルト

・市民会館の屋外ロビー
としての活用

・歩道の拡幅

・城下から繋がるグリーンベ
ルト

・市民会館の屋外ロビー
としての活用

・歩道の拡幅

ワークショップの様子

ワークショップの様子


