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（石山公園地区）

当日のプログラム
１．開 会
２．これまでの意見概要と
とりまとめ案について

３．周辺の整備について
４．ワークショップ
５．各班発表
６．閉 会

第4回ワークショップを開催しました！

今後の予定

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

■①石山公園整備に対する提案

平成29年2月18日（土）、岡山県立図書館（サークル活動室
２）にて第4回ワークショップを行いました。当日は12名の方
に参加いただき、これまでのワークショップのとりまとめ案を
基に、特に留意すべき事項について意見交換を行い、設計に向
けた提案としてまとめました。
また、石山公園周辺の「旭川堤防のオープンスペース部」や
「堤防管理道・河川敷部」「城下交差点 石山公園の街路空
間」について、必要な機能などについての意見交換を行い,提
案事項としてまとめました。
とりまとめた石山公園整備に対する提案・周辺部の整備に対
する提案の詳細は次頁で紹介し、その要点を次に紹介します。

●石山公園整備に対する提案（特に留意してほしいこと）
：人工的すぎないこと、カフェと公園の親和性、園路を広
くする、使い勝手の良いイベントスペース など

●周辺部の整備に対する提案
：フラットで使いやすいオープンスペース、親水性・季節
感のある河川空間、誘導機能の高い城下交差点など

これまでに開催されたワークショップの意見を基に、関係機関等と調整し
ながら、石山公園の設計に移ります。今年の秋頃には設計を固めて、みなさ
んにお示しします。平成30年以降にはリニューアル工事が行われますが、
できていく過程で見学会も企画していく予定です。

●人工的すぎないこと（木が多いとは思わない）

・奇をてらったものを置かない（シェルター等）

・明るすぎない照明計画（フットライトの動線が良い）
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これまでのワークショップのとりまとめ案を基に、各班で設計に向けた提案をとりまとめました！



■②周辺部の整備に対する提案

ワークショップの様子

オープンスペース部オープンスペース部

◎フォトスポット、休憩機能

◎公園との調和、フリースペース

・記念写真が撮れる様な風景、花壇
等の整備

・岡山らしい思い出（展示販売）

・フラットスペース ・藤棚整備

・出石町のイベント開催で自由に使え
るように（フリーマーケット等）

・石山公園とのトーン＆マナーの統一、
あまり人工的でないスペース（緑が
ありベンチがあるなど）

・案内板とイベント情報

・西川緑道公園にありすぎる銅像・記
念碑類を移設する

・屋根付きベンチ
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◎安全性と自然調和

・川に降りやすい

ユニバーサルデザイン

・落下防止 ・水に触れる

・フットライトｏｒ行灯の常設
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城下交差点～石山公園区間城下交差点～石山公園区間

◎誘導機能の充実

・ＬＥＤで夜間にも城下から公園まで
誘導

・城・後楽園に寄るイメージ（鶴）

・公園全体図と誘導

・城下地下内の案内板の一新

・イベント情報掲示板

・歩きやすい道路（トランクケースなど
持っていても歩ける）

・後楽園と岡山城の動線として頻繁に
歩いてほしい

◎誘導機能の充実

・ＬＥＤで夜間にも城下から公園まで
誘導

・城・後楽園に寄るイメージ（鶴）

・公園全体図と誘導

・城下地下内の案内板の一新

・イベント情報掲示板

・歩きやすい道路（トランクケースなど
持っていても歩ける）

・後楽園と岡山城の動線として頻繁に
歩いてほしい

ワークショップの様子

【Ｂ班】
オープンスペース部オープンスペース部

・テラス＋日よけ
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・参道（鶴見橋）から石山公園を

つなぐ場所
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・アート作品の展示
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石山公園と併せて、周辺部についても、必要な機能などに
ついての意見交換を行い、提案事項としてまとめました。
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石山公園は、岡山城や後楽園、旭川の水辺を巡る“回遊の拠点”として、
多くの市民の交流・活動の拠点として、親しまれています。岡山市では、
さらに回遊性の向上、にぎわいの拠点の創出を目指して、石山公園のリ
ニューアルを計画しています。
そこで今回、市民の皆さんと一緒に、石山公園のリニューアル計画を考

えるワークショップを４回開催し、貴重な提案をいただきました。

参加された皆様のおかげで楽しい雰囲気のワークショップができました。皆様に感謝すると共に、い
ただいた意見を基に、関係機関等と調整しながら、公園設計、公園づくりにつなげていきます。

みんなの
参加が

公園を魅力的
にします

第1回ワークショップでの現地点検の様子 第3回ワークショップでの施設配置計画案発表の様子


