平和の森公園再整備基本計画
Ⅰ．上位計画での位置づけ
（１）新しい中野をつくる10か年計画（第３次）

（３）都市計画公園・緑地の整備方針（改定）

（５）スポーツ基本法

・２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の事前キャン
プ誘致を行うほか、大会開催を契機としたスポーツ・健康づくりムーブ
メントを推進していくこととされている。
・区民のスポーツ・健康づくりに対する意欲を高めていくことが必要で
あり、スポーツが楽しめる大規模公園の整備を進めることとしている。

・中野公園（平和の森公園）は今後１０年間で優先的に整備する公園・緑地である、
「重点化を図るべき公園・緑地」に位置づけられている。
・「区域の重要性」と「整備効果」の面から総合的に評価して、「公園内（中野区新
井三丁目）１０,３００㎡が新規事業化区域」として、優先的に整備するように位置
づけられている。

・地方自治体は、身近にスポーツに親しむことができるようにするとともに、
競技水準の向上を図ることができるよう、スポーツ施設の整備、利用者の
需要に応じたスポーツ施設の運用の改善、スポーツ施設の指導者の配置そ
の他の必要な施策を講ずるよう努めなければならないとされている。

（２）平和の森公園周辺地区地区計画

（４） 中野区みどりの基本計画

・地域住民が親しめる快適な公園として整備するとともに、災害時の広
域避難場所とする。
・土地の有効利用と生活環境が調和した安全で快適な住宅地を形成する
こととされている。

（６）中野区健康福祉総合推進計画2015

・実現すべき状態として、健康づくり・スポーツムーブメントの推進を掲
・平和の森公園は「都市の基盤となるまとまりのあるみどりをつくる」ための「計画
げている。
的に公園をつくる」施策として、重点化を図るべき公園として位置づけられている。 ・活力ある地域社会を実現するには、区民の健康維持・推進が重要であり、
・「平和の森公園」のうち、優先整備区域に設定されている拡張計画区域については
区民の運動・スポーツ習慣づくりを対策として挙げている。
「早期整備に向けて東京都に働きかけていく」とあり、「重点施策１ 公園・オー ・日常生活圏域ごとにスポーツ施設を整備し、区民が地域の特色を活かし
プンスペース 公園の新設整備」に位置づけられている。
て主体的に取り組む健康づくりの仕組みを構築するとしている。

Ⅱ．平和の森公園の現状と課題
■自然環境に対する課題
・池や流れの水辺空間は手入れが不十分である。
・園内は常緑樹が多い樹林構成かつ植栽密度も高いため、林床
植生が乏しい場所がある。
■スポーツ・レクリエーション機能に関しての課題
・降雨時に利用できる運動施設が不足している。
・多目的広場は利用（年齢層・種目）が限定されており、さま
ざまな利用ニーズに応えられていない。
・ウォーキング利用者とランナー利用者の動線が混在している。

■憩いやオープンスペースの課題
・降雨時の利用が難しい。
・敷地外周は防火樹林であるため、常緑主体の構成と
なっており鬱蒼とした印象である。
・草地広場周辺は落葉樹が点在する明るい印象の林だが、
公園内の木立は外周同様に常緑樹が多く、低木地被も
少ないため暗い印象が残る。
・現在公園内には、来園者のための駐車場が設けられて
いない。

Ⅲ．平和の森公園再整備の基本的な考え方
（１）公園機能の充実
①憩い・休息機能

②スポーツ・健康増進機能
③交流機能

（２）防災機能の向上～地域防災の拠点となる場所～
④環境保全機能

～広大な広場を中心とした憩い・安らげる場所～
～スポーツ振興の中心的な場所～

～様々な地域活動の拠点を担う場所～

公園現況平面図

■防災機能に関する課題
・新井薬師前駅、沼袋駅の帰宅困難者の一時滞在施設が必要で
ある。
・防災活動に必要な施設（備蓄倉庫等）の整備が必要である。
・警察、消防、各種支援団体、ボランティアなど復旧・復興支
援団体の滞在・活動拠点となる施設が必要である。
・広域避難場所として、未開園区域のオープンスペースの拡充
が求められる。
・区庁舎が使用できない場合の代替施設が必要である。

～豊かな緑を継承する森に触れ合う場所～

⑤オープンスペース・景観形成機能
～四季の変化を感じる樹林やオープンスペースが広がる場所～
⑥歴史文化機能

～歴史と文化を伝承する場所～

①広域避難場所機能
②帰宅困難者対応機能
③警察、消防や復旧・復興支援団体の滞在・活動拠点機能
④区対策本部の代替施設機能

Ⅳ．平和の森公園再整備の具体的な方向性
④環境保全機能について

（２）防災機能の向上

・体育館を未開園区域に整備することで、既存の公園環境への影響をできる
だけ抑える。

・体育館を利用して帰宅困難者の一時滞在スペースを確保する。

・酷暑時や降雨時の利用が可能なように、体育館周辺に半屋外施設を整備する。
・公園内の既存樹の密度調整により林内を明るくする等、園内に明るく快適な
休憩スペースを点在させる整備を行う。

・森林の多様化、水辺の多自然化を図り、多くの生き物の生育・生息できる
環境を整備する。

・通年利用可能な仕様による、明るく安全な親水施設を再整備する。

・体育館を利用して警察、消防、各種支援団体、ボランティア等の活動
拠点、支援物資保管スペース等を確保する。

・整備にあたって、樹木の整理を行う場合には、可能な範囲での移植を行う。

②スポーツ・健康増進機能について

⑤オープンスペース・景観形成機能について

・体育館を区対策本部の代替施設として活用できるよう整備する。

・草地広場東側の未開園区域に体育館を整備する。

・景観の骨格となるみどりは残しながら、既存樹木を整理し、四季を感じら
れる落葉樹や草花を補植する。

（１）公園機能の充実
①憩い・休息機能について

・体育館を利用した更衣室やシャワー施設等の整備などにより屋内・屋外ス
ポーツの連携や運動施設の利用活性化を図る。
・大人も子どもも利用可能な野球やフットサル、少年サッカー等に利用できる
多目的広場を整備する。拡張にあたっては、スポーツ規格を踏まえた規模と
する。また、照明設備の設置や人工芝舗装とし、機能の向上を図る。
・ウォーキングやジョギングができる園路とは別にトラック競技にも利用でき
る園路を整備する。この園路は安全な運用を図るとともに、照明設備を充実
し、夜間一定の明るさを確保する。
・幼児が安心してボール遊び等もできる安全な草地広場を確保する。
③交流機能について
・地域イベントや人が集えるような半屋外空間を備えた体育館を整備する。
・公園東側の国家公務員宿舎跡地を取得して公園を拡張し、広場として活用す
る。

・平和の森公園のシンボルである既存ケヤキ並木のプロムナードを保全し、
かつ新たな並木を延長させる。

・体育館内に防災備蓄倉庫を整備する。

・草地広場、多目的広場等のオープンスペースを拡充する。

・既存防火樹林を保全する。

Ⅴ．整備のスケジュール

・未開園区域を活用し草地広場の拡充を図る。

・園路をトラック競技に活用する場合であっても、占用エリア以外に自由あ
そびに使えるスペースを設ける。

H27年度

⑥歴史文化機能について

整備構想
・
整備基本計画

・平和の森公園の前身である旧中野刑務所が、戦時中に政治犯や思想犯を多
く収容していた歴史的な経緯も踏まえて、区民が身近にこれらの歴史につ
いて触れ、平和の大切さについて考えられる公園として整備する。

H28年度
基本設計
・
実施設計

H29年度

H30年度

工事着手

H31年度

工事竣工・開設

・公園部分は段階的に整備し30年度以降随時開園
・新体育館は、開設までの期間を短縮するため、「設計・施工分離発注」
と「設計・施工一括発注」を検討し、最適な手法を選択する。
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平和の森公園再整備基本計画 イメージ図
〈公園イメージスケッチ〉

〈公園平面図

イメージ〉
・広場、園路照明の充実

防火樹林
・野球：両翼80m中堅85m
・少年サッカー：40m×60m
・フットサル×2面：20m×40m
・防球ネット Ｈ＝10m～25m

①：草地広場全景のイメージ

・照明設備

・300mトラック 6レーン
・直線100m
・全天候型のトラック

・人工芝

草地広場
約5,900㎡
（草地）

約5,800㎡
（草地）

防火樹林

都下水道局
中野水再生センター

妙正寺川

多目的広場
約6,500㎡

屋内運動施設
（体育館）

②：草地広場と一体になったテラスのイメージ

プロムナード

沼袋駅→

・草地広場と一体となったテラス

小広場

・約3000㎡

・既存のケヤキを活用したプロムナードの並木

約3,500㎡

③：公園全体の鳥瞰イメージ
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平和の森公園再整備基本計画 新体育館
新体育館は、平和の森公園再整備の一環として、以下の考え方および方向性に基づき整備するものとする。

Ⅰ．中野体育館の現状と課題
■スポーツ人口の拡大の必要性
スポーツ基本計画では、生涯スポーツの実現に向けて、成人の週１回以上のスポーツ実施率を３人
に２人（約６５％）とすることを目標としており、区としても、スポーツ人口の拡大を図っていく必
要がある。
■規模に関する課題
中野体育館の延床面積は5,781㎡であり、２３区の総合体育館の平均面積が10,000㎡程度であるこ
とから、スポーツ人口の拡大のためにも、拡充していく必要がある。
■区民意識に対する課題
平成２７年度「保健福祉に関する意識調査」によると、区のスポーツ施策や区立のスポーツ施設に
望むこととして、「身近でできるよう、施設数の増加」が上位となっており、区内体育施設の充実が
求められている。

■競技の実施に関する課題
・副競技場（サブアリーナ）がないため、競技によっては大会を消化しきれない場合がある。
・主競技場等に空調機が設置されていない。
・休憩場所が少ないため、主競技場前のホワイエが出場者の主な待機場所となっており、混雑する場合がある。
・既存体育館は建設後45年が経過し老朽化が進んでいる。
■バリアフリーに関する課題
・エレベータ、誰でもトイレが設置されていないなど、バリアフリーの配慮が充分ではない。
■セキュリティ等に関する課題
・大会開催時等に混雑し、動線の交錯が起きる。
・大会時は駐輪場が満車となることがあり、歩道やバス停部分に自転車がはみ出すことがある。
■利用状況に関する課題
・利用率が高いため、特に土日祝日は予約が埋まることが多く、多くの区民が利用しにくい状況になっている。

Ⅱ．新体育館の基本的な考え方
■スポーツ振興の中心となる体育館
・全区レベルの大会を円滑に行うことができる施設
・スポーツ・健康づくりムーブメントの推進のため、幅広いスポーツ機会を提供する施設
■安心・安全な利用とユニバーサルデザインに配慮された施設
・障害の有無や年齢等に関わらず、多様な区民が安心して利用できる施設
・スペースにゆとりがあり、動線の確保や防犯など、安全な利用に配慮した施設
■公園利用者の利便を高める施設
・屋外スポーツ機能と連携し、公園全体の利便性向上に資する施設
・公園利用者が快適に憩い・休息できる施設
■環境に配慮した施設
・自然エネルギーの有効利用、高効率な設備機器の積極的な採用など、環境負荷の低減に配慮した施設

■防災機能の向上
・新井薬師前駅、沼袋駅の帰宅困難者の一時滞在施設としての活用
・防災備蓄倉庫の拡充
・警察、消防、各種支援団体、ボランティアなど復旧・復興支援団体の滞在・活動拠点としての活用
・救援物資の輸送拠点とするため、広い収容スペースと荷捌き場所としての活用
・区対策本部の代替施設としての活用
■歴史文化機能
平和の森公園の前身である旧中野刑務所が、戦時中に政治犯や思想犯を多く収容していた歴史的な経緯も踏まえ
て、区民が身近にこれらの歴史について触れ、平和の大切さについて考えることができる施設

Ⅲ．新体育館の具体的な方向性

Ⅳ．機能関連図

■主な諸室の考え方
○メインアリーナ （38m×45m程度、約1,700㎡）
区民大会の主な会場とし、複数の試合が同時進行で行うことができ、多様な室内スポーツに対応できる施設
を整備する。各種競技の公式規格を十分に確保した面積とし、障害者スポーツにも対応できるアリーナを整備
する。
○サブアリーナ （22m×38m程度、約800㎡）
幅広いスポーツ機会を提供する施設として、各種室内スポーツの公式試合規格１面程度を確保した面積とし、
大会運営の効率化や利用者の拡大につながるサブアリーナを整備する。
○多目的室（卓球場） （約250㎡）
現在の卓球場と同程度のスペースを確保し、大会時には控室として利用するなど、多目的室に活用する。
○武道場・多目的室 （約750㎡）
各種武道（剣道・柔道等）の試合場を2面確保する。隣接して多目的室を設置し、大会等の運営会議、行事受
付、控室、物品置き場のほか、軽体操や武道など多目的に利用できる施設として活用する。
○トレーニング室 （約250㎡）
スペースを拡大し、多様なトレーニングが行えるよう設備を充実する。
○ロビー、ホワイエ、屋外テラス、カフェ・売店
体育館利用者と公園利用者の利便を高める便益施設・休息施設として整備する。
○更衣室・シャワー室
体育館利用者と公園利用者のスポーツ環境を高める施設として整備する。
○平和資料展示室
区民が平和の森公園の歴史について触れ、平和の大切さについて考えられる機能として、平和に関する資料
展示等を行う場を設ける。

設備室

卓球台
収納庫

武具庫

器具庫

観客席
備蓄倉庫
倉庫

多目的室
（卓球場）

トレーニング
ルーム

武道場
（多目的室）

サブアリーナ

師範室
サービス
（1階）
荷捌き
スペー
ス

ホワイ
エ

メインアリーナ

多目的室
（会議室）

健康相談室

観客席

主催者席

観客席

専用
出入口

放送室

防災管理
・警備
管理員・
清掃員室
救護室

観客
(2階）

ゲート

サービス用 EV
受付

会議室
キッズ
スペース

更衣室・
ロッカー室

トイレ

シャ
ワー室

更衣室・
ロッカー室

アリーナ 一般用
ロビー
EV

事務室
トイレ

ゲート

受付
管理事務室

平和資料展示室

ロビー
カフェ・売店

■災害時の活用
・メインアリーナ及びサブアリーナを帰宅困難者の一時滞在場所として活用する。
・帰宅困難者退去後は、メインアリーナを救援物資の受け入れ場所、サブアリーナをボランティア等の活動拠
点として活用する。
・武道場を警察、消防、各種支援団体の活動拠点として活用する。
・卓球場（多目的室）を区、警察、消防、各種支援団体等との連絡調整場所として活用する。
・地下に防災備蓄倉庫を確保する。
・管理スペースに防災行政無線等、連絡調整及び情報収集に必要な防災機材を配置する。
・上記の機能のほか、区対策本部の代替施設として十分な耐震安全性と機能を整備する。

トイレ

器具庫

利用者
（1階）
競技スペース

利用者動線

共用スペース

観客動線

1次セキュリティライン

管理スペース

サービス動線

2次セキュリティライン
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平和の森公園再整備基本計画 新体育館平面・断面図
所要諸室一覧

建物概要
規模

地下1階 地上３階

・大会参加者等の円滑な入退場のため、１階部分に設置する。

延べ面積

1１,000㎡程度

・全区的な区民大会を円滑に実施できる規模とする。（バスケットボールコート2面、バ
レーボールコート2面以上、バドミントンコート8面以上、テニスコート2面以上）

高さ

25m程度

室名

競 主競技場
技
ス
ペ
ー
ス

副競技場
-1

機 能 （ 利 用 目 的 ） ・ コート 数

メインアリーナ
38ｍ×45ｍ程度

・多様な障害者スポーツを行うことができるものとする。
・可動式の仕切りを設置し別競技を同時に行える機能を備える

観客席
主催者席
器具庫
サブアリーナ
22ｍ×38ｍ程度

約800席
メインアリーナ全体が見渡せる位置に配置
・メインアリーナを補完する機能を持つものとし、多様な公式競技の開催が可能なス
ペースを確保する。（バスケットボールコート1面以上、バレーボールコート1面以上、バ
ドミントンコート4面以上、テニスコート1面以上、武道の大会）
・多様な障害者スポーツやニュースポーツ等を行うことができるものとする

副競技場
-2

副競技場
-3

共
通
ス
ペ
ー
ス

観客席
器具庫
多目的室（卓球場）

卓球台収納庫
武道場

・関係者が観覧できる30～50席程度を整備

3階平面図
・卓球台7台を配置できるスペースを確保する
・卓球以外の競技や用途にも対応できるよう、ガラス張りの壁面や手すり、各種スポー
ツに対応できる床面等を整備
・大会時の控室や多様なスポーツ・健康づくり事業のスペース等として活用する

・武道における公式競技が行えるスペースを2面（剣道・柔道・空手等）
・可動式の仕切りとすることで一体的な利用を可能とする

師範室
更衣室+武具庫
利用定員を60人程度と想定し、一定規模の大きさ(250㎡程度)を確保する
トレーニングルーム
スタッフの待機場所、来館者・電話受付、全館放送、各種設備操作、バックヤード
管理
管理事務室
スペー ス 総合案内兼入退場管理 館内各種案内
設備室 機械室・ボイラー
電気室

2階平面図

非常用発電機室

共用
スペー ス
・ 設備

管理員・清掃員室
防災管理・警備
放送室
倉庫
備蓄倉庫
更衣室・ロッカー室
シャワー室
事務室
トイレ
給湯室
ロビー・ホワイエ
カフェ・売店
平和資料展示室

ロッカー、更衣室に接続/障害者用ブースを設置

救護室・健康相談室

救護室は応急処置のできる設備を配備できる構造とし、メインアリーナに近接した位
置に設置する

会議室

大会の円滑な運営や各種活動に対応するため設置する

多目的室（会議室）

大会等の運営会議、行事受付、控室、物品置き場のほか、軽体操や武道など多目的
に利用

キッズスペース

・子どもの運動機能向上に資するスペースを設置する
・日常的に身体を動かすことのできる利用のほか、幼児を対象とした事業や、事業実
施時に一時保育にも活用できるスペースとして活用する

廊下
階段
エレベータ

各競技室近辺に男女分を相当数設置/だれでもトイレを各階に設置

1階平面図

メインエントランスもしくは主競技場近辺に設置
草地広場と近接した位置に設置
平和啓発

地下1階平面図

A-A断面図

B-B断面図

※平面・断面はイメージであり、今後の検討により変更となる場合があります。
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