
59

ガイドライン

スポーツもできるスポーツもできる
多目的広場整備事業多目的広場整備事業

この冊子は200部作成し、1部当たりの印刷経費は1,068円です。
平成28年3月発行

＃782490　さいたま市多目的広場整備事業ガイドライン　表紙

束2ｍｍ



スポーツもできる多目的広場整備事業ガイドライン 

目  次 
１ 多目的広場整備事業の概要 .............................................................. 1 
（１） 多目的広場設置の目的 .................................................................................................... １ 
（２） これまでの経緯 ............................................................................................................... ２ 
 

２ 実施体制 ......................................................................................... 5 
（１） 協働体制 .......................................................................................................................... ５ 
（２） 役割分担 .......................................................................................................................... ６ 
（３） 開放・開設までの流れ .................................................................................................... ７ 
（４） 管理運営団体 ................................................................................................................... ９ 

 

３ 整備方針 ........................................................................................ 10 
（１） 基本整備方針 ............................................................................................................... １０ 
（２） 地表面整備工 ............................................................................................................... １１ 
（３） 管理施設工 .................................................................................................................. １４ 
（４） 整備例 .......................................................................................................................... １９ 

 

４ 管理運営方針 ................................................................................. 22 
（１） 基本管理運営方針 ....................................................................................................... ２２ 
（２） 施設の管理 .................................................................................................................. ２３ 
（３） 利用の調整 .................................................................................................................. ２４ 
（４） 連絡体制 ...................................................................................................................... ２５ 

 

５ 今後の多目的広場整備事業について ................................................ 26 
（１） 今後の流れ .................................................................................................................. ２６ 
（２） 候補地の見直し ........................................................................................................... ２６ 
（３） ガイドラインの改正 .................................................................................................... ２７ 

782490　さいたま市多目的広場整備事業ガイドライン.indd   1 2016/03/18   13:43:20



1 

１ 多目的広場整備事業の概要 
(１） 多目的広場設置の目的 

近年、子どもたちがキャッチボール、ドッジボールなどのボール遊びや、鬼ごっ

こ、缶けりなどに使える広場や空き地が減少傾向にあり、また、社会情勢や市民意

識の変化等に伴い、利用者同士、また利用者と近隣住民とのトラブルを回避するた

め、公園内での規制が強化されています。 
このような背景から、だれもが自由に利用することができる広場として「スポー

ツもできる多目的広場」（以下多目的広場）が設置されました。 

緩やかな規制の中で、だれもが自由に安心して利用できる空間である、多目的広

場のあるべき姿は以下のとおりです。 

 
  

“みんなが大切にする広場” 

スポーツもできる多目的広場は、利用者一人ひとりがこれを大切にする

心を持って、みんなが気持ちよく使える広場とする。 

“おもいやりと責任を持って利用する広場” 

スポーツもできる多目的広場は、利用者同士がお互いに迷惑・危険とな

る行為を慎み、広場内での活動に対しておもいやりと責任を持って利用

する広場とする。 

“親子や友達など多世代にわたってコミュニケーションの場となる広場” 

スポーツもできる多目的広場は、スポーツ競技としての技術向上を目的

として利用する広場ではないことを原則とし、親子や友達など多世代の

利用者が一緒に楽しめるコミュニケーションの場となる広場とする。 

“身近で気軽にスポーツやレクリエーションを楽しめる広場” 

スポーツもできる多目的広場は、スポーツ・レクリエーション利用を妨

げることなく、市民が身近で気軽に利用できる広場とする。 

“だれもが安心して仲良く楽しめる広場” 

スポーツもできる多目的広場は、特定の人や団体が優先されることなく、

ゆずりあいの気持ちを持って、だれもが安心して仲良く利用できる広場

とする。 

あるべき姿 
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(２） これまでの経緯 

平成２１年に策定された「しあわせ倍増プラン２００９」において、現状の公園

や民有地及び遊水池等の利用形態を転換するとともに未利用地等を新たに整備す

ることによって、親子や友達など多世代にわたり身近な場所で気軽にスポーツを楽

しむことができる広場の創出を目的として、以下の６つの取組により構成される

「多目的広場倍増プロジェクト」が位置づけられ、このプロジェクトの推進組織と

して、同年８月には市役所内部に部局を横断したプロジェクトチームが設置されま

した。 
【６つの取組】 

１．多目的広場整備方針の決定（未利用地を活用した整備） 
２．都市公園内のグラウンド等の個人への開放 
３．民有地を活用した多目的広場の整備 
４．（仮称）スポーツふれあい広場の整備（都市公園内の一角を整備） 
５．大学との連携による多目的広場の整備（大学施設内の一部を整備） 
６．農業関連施設へのスポーツもできる多目的広場の整備 
 
また、同時期に多目的広場の管理運営に関する諸々の課題について検討し、広く

意見を求めるため、学識経験者や市民団体関係者からなる「スポーツもできる多目

的広場管理運営に関する研究会」（以下、「研究会」）が設置されました。 
研究会で検討した内容は、平成２２年８月に「スポーツもできる多目的広場に関

する管理運営等のあり方」として提言され、同年１２月に「スポーツもできる多目

的広場整備方針」（以下、「整備方針」）として冊子の形でまとめられました。 

 
西区 みんなの広場扇の里 （Ｈ２５工事、Ｈ２６開設） 

  

3 

整備方針の策定後、研究会は解散し、研究会に代わって、多目的広場の適切な整

備を推進し、管理及び運営を充実させるために「さいたま市多目的広場管理運営協

議会」（以下「協議会」）が設置されました。 
平成２４年から実際に広場の利用が始まり、管理運営上のさまざまな問題が表面

化したことにより、その対応策や考え方を再確認し、運用の基礎としてきたそれま

での整備方針を現実に即した内容へと変更する必要が生じたため、その改正につい

て協議会で検討を行ってきました。 
そして、協議会の意見を参考にこれまでの整備方針に代わるものとして作成され

たのが、この「多目的広場整備事業ガイドライン」です。 
「多目的広場整備事業ガイドライン」は、未利用地等を活用した広場の整備と、

管理・運営の内容や、それらにおける市民と行政（市）、利用者の役割を示し、管

理運営団体のメンバーや、さいたま市の担当者が円滑に業務を進めていく上で参考

にするためのものです。（未利用地等を活用する以外の取組による整備や管理・運

営手法は確立しており、このガイドラインに詳細は掲載しておりません） 
 
なお、庁内のプロジェクトチームは整備方針や協議会の意見などに基づいて、多

目的広場の整備を進めてきましたが、平成２６年３月に「多目的広場倍増プロジェ

クト」の終了とともに解散しました。その後同年５月にプロジェクトチームに代わ

る組織として、主に未利用地等を活用した多目的広場の整備を目的とした「さいた

ま市多目的広場整備事業推進会議」が設置され、引き続き本事業を推進しています。 

 
浦和区 新大道橋下広場 （Ｈ２６工事、Ｈ２７開設） 
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２ 実施体制 
(１） 協働体制 

多目的広場の管理運営はこれを希望し、かつ、その能力があると認められる市

民活動団体等が管理運営団体となって行います。管理運営団体は利用者や周辺住

民との調整や多目的広場の管理運営を行い、市に管理運営について報告をします。 
市は管理運営について団体から相談があった場合には助言をし、必要に応じて

整備や点検等を行います。 
また、市は必要に応じて協議会を開催し、管理運営等について意見を聴取しま

す。 
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(２） 役割分担 

 
継続的な利用を図るための協働体制において、それぞれの機関の果たすべき整

備・管理・運営に関する役割分担については、４管理運営方針（２２Ｐ～２５Ｐ）

で詳細に記載します。 
  

 管理運営団体 さいたま市 

施
設
の
管
理 

●⽇常管理 
 
●看板、貼り紙等の設置 
 
●市が設置したものではない

施設の点検・管理等 

●点検・補修・更新 

利
⽤
の
調
整 

●適切な利⽤の確認・指導 
 
●利⽤者、周辺住⺠との調整 
 
●市が設置したものではない

備品等の管理瑕疵による傷
害事故対応 

●施設の管理瑕疵による傷害
事故対応 

 
●管理運営団体へ腕章の配付 
 
●管理運営団体へハンドブッ

クやチラシ等の配付 

連
絡 

●管理運営報告 
 
●連絡体制の報告 
 
●緊急連絡 

●代表者等との連絡 
 
●緊急連絡先の通知 

7 

(３） 開放・開設までの流れ 
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(３） 開放・開設までの流れ 
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１．さいたま市は、庁内で未利用地等の情報を収集し、その中から多目的広場に適

した候補地を選定します。 
 
２．さいたま市は、選定した候補地を区役所窓口やＨＰにて公表し、可能であれば

候補地に看板を設置します。 
 
３．地域の方等は、多目的広場として整備を希望する候補地がある場合、地元の 
  方々と管理運営団体をつくります。 
 
４．事業に協力してもらうための説得はしませんが、必要に応じて、さいたま市が

地元の方に事業の説明をする場合もあります。 
 
５．管理運営団体は、団体の情報や、構成員、管理の計画や優先利用、トラブルの

対応方法などを決めた管理運営計画を記した申請書をさいたま市長宛てに提

出します。 
 
６．さいたま市は申請内容を審査し、管理運営団体としてふさわしいと判断した場

合管理運営団体として承認します。 
 
７．承認後、さいたま市と団体は管理運営に必要な事項について共通認識を図るた

め、協定を締結します。 
 
８．協定締結後、さいたま市と団体はどのような広場を整備するか内容を調整しま

す。 
 
９．整備内容決定後、さいたま市が整備します。 
 
１０．整備が完了次第、さいたま市から団体に開設通知を発行し、団体が広場を管

理運営します。 
 

※整備内容の決定や団体の審査は市が行いますが、必要に応じて協議会から参

考意見を聴取します。 

 

  

9 

(４） 管理運営団体 

管理及び運営の主体となる管理運営団体は、基本的に以下の要件を満たす団体と

します。 
 

 地域で活動する団体 1.

継続して管理、運営を実行することを希望し、かつ、その能力があると市が

認めた活動団体。 
（例） 
自治会、子ども会、各種団体、ＮＰＯ等の団体、企業（社会貢献活動に限る） 
その他市が適切であると認めた団体 

 
 規模 2.

市内在住の５人以上のメンバー（２０歳以上）により組織され、代表者が決

められている団体。 
 

 その他 3.

ひとつの多目的広場を複数の団体が管理する場合は、団体同士での協議の上

ひとつの管理運営団体として管理運営を行います。 

 
見沼区 大和田第一きずなひろば （Ｈ２４開設） 
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(４） 管理運営団体 
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３ 整備方針 
(１） 基本整備方針 

 

 
 

   
  

  “快適で安全に利用できるように最小限の施設整備を行う” 

 快適性や安全性を確保できるよう、「さいたま市だれもが住みよい福祉

のまちづくり条例」及び「さいたま市ユニバーサルデザイン推進基本指

針」等の考え方に基づき、歩いて行ける広場の最小限の施設整備を行う。 

  “将来的な用地利用及び現有の機能に影響する整備は行わない” 

 市有未利用事業用地等は、将来的な事業実施に影響するような整備は

行わないこととする。現に調整池などの機能を有している用地は、本来

の機能に支障のない範囲で必要に応じた整備を行う。 

  “整備の内容は市と管理運営団体で協議の上決定する” 

 規模や形状などの敷地条件や周辺環境などの立地条件によって利用者

のニーズは異なると考えられる。このため、詳細な整備内容は、各管理

運営団体と市が調整を図り、相互の共通認識を得た上で適切な整備内容

を決定することとする。 

基本整備方針 

11 

(２） 地表面整備工 

 市有未利用地、市有未利用事業用地、高架下の整備 1.

市有未利用地や市有未利用事業用地、高架下は、現状においてアスファルト舗装

や阻害となる構造物などが残っている場合が考えられます。これらの施設は、管理

運営団体と市で協議の上、不要であれば適切に撤去を行います。 
候補地の現況地形に起伏がある場合は、多目的広場の利用に支障があるかどうか

管理運営団体と市で協議の上、必要に応じて平坦に整備を行います。 
基盤(下層)は、必要に応じて、地表層に対する支持力を強化し不等沈下を防ぐた

め再生砕石などの材料を使用し仕上げるものとします。 
地表層は、周辺環境や利用状況に応じて表層材料を選別し、排水性や安全性を考

慮して仕上げるものとします。また可能な範囲で管理運営団体と協議して幼児など

が安全に運動できる、うるおいと安らぎを与える空間として芝生舗装などを施すも

のとします。 
地表層の整備例 
  ・ダスト系舗装（グリーンダスト、石灰岩ダスト） 
  ・山砂舗装 
  ・芝生舗装（ノシバ、ティフトン芝、高麗芝など） 

 
  

基 盤

【構造図】 地 表 層

100㎜

50~100㎜

ＧＬ
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ダスト系舗装（グリーンダスト）   北区 日進わいわいひろば 

 
 
 

 
芝生舗装（ノシバ 張芝）     見沼区 新堤ふれあいひろば 

  

13 

 
 調整池、調節池の整備 2.

調整池や調節池は、現状においてその機能を発揮するための構造物が整備されて

おり、その機能に支障を及ぼすことのない整備を行います。水溜りが常に発生する

など、そのままでは利用できない場合は、候補地本来の機能に支障のない範囲で整

備を行います。 
現況が土系の調整池等の場合は、可能な範囲で下部に防草処理を施し、再生砕石

または単粒砕石などの材料を使用し、基盤を仕上げ、表層材には雨水の滞水に耐え

る材料を選定するものとします。また、現況がコンクリート舗装の場合は、原則コ

ンクリート舗装で活用できる多目的広場とします。 

 
調整池（山砂舗装）            西区 西文ひろば 
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(３） 管理施設工 

 フェンス・門扉・出入り口スロープ・車止め工 1.

候補地の周辺環境の状況を考慮し、利用者の安全性を確保するための施設として、

フェンスや門扉及び車止め等について、利用できる既設構造物があれば再利用し、

必要に応じて整備を行います。 
新設するフェンスは、子どもやボールがぶつかる等の衝撃にも耐えられる強度の、

テニスボール等が通過しない網目間隔で安全に配慮した突起物のない構造としま

す。高さは最低１．８メートルとし、住宅が近接している場合はボール等が直接住

宅に飛び出すことが無い高さにします。フェンスと地面の隙間もテニスボール等が

通過しない高さにします。 
また、門扉については、原則２方向に出入ができるよう２箇所以上配置し、鍵が

掛けられる構造とします。 
出入口とグラウンドとの間で段差が生じる場合については、できる限り「さいた

ま市だれもが住みよい福祉のまちづくり条例」に準じたスロープとします。 
車止めについては、車いすが通過できる配置とし、多様な管理に対応できる着脱

式とします。また、内側から道路へ飛び出すことのないよう注意を促す看板等を設

置するものとします。 

 
フェンス           北区 ふれあいパーク奈良瀬戸 

  

15 

 

 
車止め           見沼区 大和田第一きずなひろば 
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16 

 

 サイン工 2.

サインの設置は市と管理運営団体で協議の上、規定するデザイン基準に則ったも

のとします。サインに記載する内容は、以下の項目を基本とし、利用者にとって分

かりやすい表現方法を採用します。 

○サインの掲載内容 
・多目的広場の名称 
・多目的広場の目的 
・利用のための注意事項 
・開設時間 
・管理運営団体の名称、連絡先 
・担当所管の名称、連絡先等 
 

 
サイン                中央区 きりしきひろば 

  

17 

 

 排水施設工 3.

雨水排水をするために側溝や暗渠管を設置し、降雨の後、できる限り速やかに広

場を利用できる構造とします。広場の表面勾配を側溝へ向けて設けることで表面排

水を円滑にするようにします。また、「さいたま市総合雨水抑制対策指針」に準じて、

浸透式側溝や浸透式暗渠管等を採用し雨水流出抑制に努めるものとします。 

 
排水設備（浸透式側溝）       見沼区 蓮沼神明神社の森 
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18 

 
 植樹工 4.

多目的広場の緑地については、調整池等の機能がある場所を除き可能な限り設け

ます。 
周囲の住宅に配慮し、子どもたちが遊べる草地との緩衝帯として低木等を植栽し

ます。低木の種類は、維持管理の負担とならないよう成長がそれほど速くないヒラ

ドツツジ、クルメツツジ、アジサイ等の樹種を管理運営団体と調整して選定し、Ｈ

＝０．５メートルの低木を１メートル当たり２本の目安で列植します。 
また、候補地の周辺環境の状況を考慮し、熱中症等のリスクを軽減するための日

よけとして、高木による植樹を必要に応じて行います。 
 

 
植栽（ヒラドツツジ）          岩槻区 ３９ひろば 

19 

(４） 整備例 

南区辻 スカイフラワーパーク 

  

整備前 

整備後 
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岩槻区金重 かわいきずなひろば 

  

整備前 

整備後 

21 

 
 
岩槻区徳力 徳力みんなのひろば 

 
 
 

整備後

整備前
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４ 管理運営方針 

（１） 基本管理運営方針 

多目的広場の基本管理運営方針は以下のとおりです。 

 
 
 

 

“安全で快適に利用できるように施設の管理と清掃等の日常管理を行う” 

安全で快適に利用できるように、植栽やフェンス、サインなどの施設点検

や補修などを行うとともに、美化に関係する日常的なごみ拾いなどの清掃

や除草などの日常管理を行う。 

“ルールを決め利用者間の調整を行う” 

利用者の意見を踏まえて、多目的広場ごとにルールを決め、特定の利用

者が独占することの無いよう利用調整を行う。イベント等の可否は管理

運営団体が判断するが、営利目的のもの、周囲に迷惑のかかるもの、

機能に支障を及ぼすおそれのある行為は行わない。 

“管理運営団体は、利用者と周辺住民とのコミュニケーションを図る” 

本人の責任ある利用を基本とするが、利用者の傷害や、活動に起因する周

辺住民からの苦情などの対応は管理運営団体が行う。利用者間や周辺住民

とのトラブルを未然に回避するため、コミュニケーションを図るように努

める。 

基本管理運営方針 
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（２） 施設の管理 

施設の管理や保全等に関する管理運営方針は以下のとおりです。 

 

【さいたま市の役割】 

1. 点検・補修・更新 
 市が整備した基盤、植栽、フェンス、車止め及びサイン等の機能を保持し、快適性

と安全性を維持していくために定期的な点検及び補修を行います。なお、サインの管

理は管理運営団体が変更された場合の情報更新が含まれます。 
 調整池、調節池や高架下等の既存施設の本来の機能を維持していくための施設の点

検、補修、更新は所管課（下水担当課、道路担当課等）が行います。 
 
 
【管理運営団体の役割】 
2. 日常管理 
 だれもが快適に利用できるための除草、ごみ拾い、その他の美化活動等の日常管理

を行います。 
 美化活動に必要なごみ袋、除草のための燃料は管理運営団体の負担ですが、予算の

範囲内で市が配付します。 
 
3. 看板、張り紙等の設置 
 利用者のための看板や張り紙等を必要に応じて作成し設置します。 
 市の環境局等が配付しているもの（ポイ捨て禁止）なども利用しますが、複数の広

場で必要になる画一的な看板については、予算の範囲内で市が配付します。 
 
4. 市が設置したもの以外の点検・管理等 
 団体や利用者が、団体の許可を得て広場にベンチ等を持ち込んだ場合は、責任を持

ってその管理・点検・補修等を行います。 
 
※多目的広場は画一的な整備を行っていないので、日常管理の方法も広場ごとに異な

っています。特に芝生の管理は芝の種類により異なるため、この「多目的広場整備事

業ガイドライン」には記載せずに、別冊の「多目的広場ハンドブック」を参考に管理

することとします。 
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（３） 利用の調整 

施設を利用する際の、利用者や周辺住民との対応、トラブルや事故への対応に関する

管理運営方針は以下のとおりです。 

 
 
【さいたま市の役割】 
1. 施設の管理瑕疵による傷害事故対応 
 フェンスやサイン等、市が整備した施設に対しては市が点検や補修を随時行い、

その瑕疵による傷害事故に関する対応も市が行います。 
 
2. 腕章の配付 
 不適切な利用者に対して、管理運営団体が指導をしやすくするため、施設管理者

であることを示す腕章を作成し、団体に配付します。 
 

3. ハンドブック等の配付 
 芝の管理等について記したハンドブックを管理運営団体に配付します。また、熱

中症の注意喚起や利用時のアドバイスを記した利用者向けのチラシ等を管理運営

団体に配付します。 
 
 
【管理運営団体の役割】 
4. 適切な利用の確認・指導 
 広場の利用状況を確認し、不適切な利用があった場合には指導を行います。必要

に応じて施錠・開錠を行い、調整池等においては既存施設の本来の機能を優先させ

るとともに、雨天時には利用の制限を行うこととします。 
 
5. 利用者、周辺住民との調整 
 利用者同士の接触や利用中の転倒による傷害事故は、基本的に自己責任として捉

えますが、苦情などは管理運営団体が対応することとします。また、騒音などによ

る周辺住民からの苦情への対応についても管理運営団体が行い、問題解決に向けて

調整作業を行うこととします。 
 
6. 団体等が持ち込んだ備品の管理瑕疵による傷害事故対応 
 団体や利用者が、団体の許可を得て広場に持ち込んだベンチ等の瑕疵による傷害

事故に関する対応は管理運営団体が行います。草刈鎌などを物置きに置く場合は、

物置きに団体が施錠等を行い、管理に不備があって事故が起きた場合の対応につい

ても管理運営団体が行います。 
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（４） 連絡体制 

管理運営団体とさいたま市との連絡調整については以下のとおりです。 

 
 
【さいたま市の役割】 
1. 代表者等との連絡 
 施設の修繕等を行う際には、管理運営団体の代表者等に連絡を取り、必要があれ

ば現況を確認します。 
 定期的に施設を点検する巡回の際に、必要があれば管理運営団体の代表者等から

意見を聴取します。 
 
2. 緊急連絡先の配付 
 さいたま市の担当者の連絡先を記した緊急時連絡先一覧表を作成し、変更があれ

ば管理運営団体に配付します。 
 
 
【管理運営団体の役割】 
3. 管理運営報告 
 管理運営報告書を作成し、定期的にさいたま市に提出します。対応したトラブル

や施設に対する要望のうち緊急ではないものはここで連絡するものとします。 
 
4. 連絡体制の報告 
 管理運営団体内部での連絡体制を整え、変更があれば市に報告します。 

 
5. 緊急連絡 
 施設の倒壊、不審者が立入っている、危険物がばら撒かれている等の緊急時には、

市から配付される緊急時連絡先一覧表により至急市の担当者に報告します。 
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５ 今後の多目的広場整備事業について 
(１） 今後の流れ 

「多目的広場倍増プロジェクト」は終了しましたが、平成２６年４月に策定さ

れた、「さいたま市総合振興計画後期基本計画実施計画」において、平成２５年度

末に１３箇所であった未利用地等を活用した多目的広場を、平成２９年度末まで

に新たに４箇所を整備して１７箇所とすることとしています。計画終了後も、管

理運営を希望する団体等の掘り起こしを行い、新規の多目的広場を整備していく

ことや、既存の多目的広場を維持管理し、修繕や改善を加えていくことが必要な

ため、今後も多目的広場整備事業を継続していきます。また、未利用地等を活用

する以外の取組についても、計画による位置づけはありませんが、今後の状況等

に応じて検討していきます。 

 

(２） 候補地の見直し 

 平成２７年４月現在、未利用地等を活用した多目的広場の候補地の分布は図のと

おりです。数年に一度、全庁的に照会を行い、一覧表を更新します。更新された一

覧表はＨＰ等で公表し、また可能な箇所には候補地看板を設置します。 

【H27.4 月現在】 
●開設済み多目的広場（１４箇所） 
●多目的広場候補地（２４箇所） 
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(３） ガイドラインの改正 

平成２２年に策定した「スポーツもできる多目的広場整備方針」に即した形で多

目的広場を開設しました。広場が開設されてから、実際に管理運営をする段階にな

ると、さまざまな問題も生じ、その対応策や考え方を確認するために多目的広場管

理運営協議会の意見等を参考に、新たにまとめられたものがこの「多目的広場整備

事業ガイドライン」です。 
しかし未利用地等を活用した多目的広場は、今後も維持管理や管理運営を続けて

いくなかで、施設の老朽化などや開設直後には思いもしていなかった問題も発生す

る可能性もあります。そのようなときには、柔軟な考えで管理運営団体や利用者、

周辺の住民等にとって最も良い対応ができるように、このガイドラインもその都度

修正して、改正していく必要があります。 
 
 

スポーツもできる多目的広場一覧 
   未利用地等を活用した多目的広場     １５箇所（整備中１箇所含む） 

名称 所在 

スカイフラワーパーク 南区辻８丁目７２６番地１ 

かわいきずなひろば 岩槻区金重２７７番地１ 外 

徳力みんなの広場 岩槻区徳力６４番地２ 外 

新堤ふれあい広場 見沼区新堤１０６番地２ 外 

新堤ふれあい広場 見沼区新堤１１３番地３ 外 

きりしき広場 中央区本町東４丁目６０８番地１ 

３９ひろば 岩槻区本町４丁目２４４２番地２ 

大和田第一きずなひろば 見沼区大和田町２丁目１２２３番地２ 

日進わいわいひろば 北区日進町３丁目１２０番地 外 

西文ひろば 西区三橋６丁目６４２番地１ 外 

ふれあいパーク奈良瀬戸 北区奈良町９０番地１１ 

蓮沼神明神社の森 見沼区蓮沼２９９番地１ 外 

みんなの広場扇の里 西区土屋５６７番地 外 

新大道橋下広場 浦和区三崎６９６７番地３ 外 

（整備中） 岩槻区小溝８７６番地２１４ 
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る可能性もあります。そのようなときには、柔軟な考えで管理運営団体や利用者、
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スポーツもできる多目的広場一覧 
   未利用地等を活用した多目的広場     １５箇所（整備中１箇所含む） 

名称 所在 

スカイフラワーパーク 南区辻８丁目７２６番地１ 

かわいきずなひろば 岩槻区金重２７７番地１ 外 

徳力みんなの広場 岩槻区徳力６４番地２ 外 
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３９ひろば 岩槻区本町４丁目２４４２番地２ 

大和田第一きずなひろば 見沼区大和田町２丁目１２２３番地２ 

日進わいわいひろば 北区日進町３丁目１２０番地 外 

西文ひろば 西区三橋６丁目６４２番地１ 外 

ふれあいパーク奈良瀬戸 北区奈良町９０番地１１ 

蓮沼神明神社の森 見沼区蓮沼２９９番地１ 外 

みんなの広場扇の里 西区土屋５６７番地 外 

新大道橋下広場 浦和区三崎６９６７番地３ 外 

（整備中） 岩槻区小溝８７６番地２１４ 
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その他の手法による多目的広場一覧 

 
都市公園内のグラウンド等の個人への開放 １７箇所 

公園名 所在地 対象施設 

東大宮中央公園 見沼区東大宮５－４２－１ 多目的広場 

観音寺下公園 見沼区深作２－７ 多目的広場 

春岡中央公園 見沼区春岡３－４２－１ 多目的広場 

七里総合公園 見沼区大谷４８３－１ 多目的広場 

荒川彩湖公園 桜区田島３５１３－１ ソフトボール場 

桜草公園 桜区田島３５４２－１ ソフトボール場 

西堀高沼公園 桜区西堀８－２０１９－２ 多目的広場 

田島氷川公園 桜区田島４－７５６－１ 多目的広場 

大谷口公園 南区大谷口５７３６－１ 多目的広場 

見沼臨時グラウンド 緑区新宿地内 多目的広場 

北部工業団地記念公園 岩槻区古ヶ場１－２－１ 多目的広場 

岩槻城址公園 岩槻区太田３－１－１ 多目的広場 

岩槻文化公園 岩槻区村国２２９ 多目的広場 

三橋総合公園 西区三橋５－１１－１ 多目的広場 

大和田公園 大宮区寿能町２－５１９ 野球場 

八王子公園 中央区八王子－１３２－１ 野球場 

川通公園 岩槻区長宮８２５－５ 野球場 

 
 

民有地を活用した広場 ２箇所

公園名 所在地 

今羽中原公園 北区今羽町地内 

南中野西浦公園 見沼区南中野地内 
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都市公園内の一角を活用した広場 １０箇所 

公園名 所在地 

三橋総合公園 西区三橋５丁目地内 

アーバンみらい公園 見沼区春野１丁目及び２丁目地内 

与野公園 中央区本町西１丁目地内 

別所沼公園 南区別所４丁目地内 

見沼自然公園 緑区南部領辻字〆切地内 

岩槻文化公園 岩槻区村国２２９ 

大和田公園 大宮区寿能町２－５１９ 

三崎公園 浦和区三崎７０ 

桜草公園 桜区田島３５４２－１ 

沼影公園 南区沼影２－７ 

農業関連施設の一角を活用した広場 ３箇所 

施設名 所在地 

市民の森・見沼グリーンセンター 北区見沼２－９４－１外 

農村ひろば（春おか広場） 見沼区大字小深作９６６－１外 

農業者トレーニングセンター 緑区大字大崎８７－１外 

平成２８年２月現在、合計４７箇所（整備中１箇所含む） 
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ガイドライン

スポーツもできるスポーツもできる
多目的広場整備事業多目的広場整備事業

この冊子は200部作成し、1部当たりの印刷経費は1,068円です。
平成28年3月発行
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