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かみね公園活性化基本計画の素案に関するパブリックコメントの結果について 

 

１ パブリックコメントの概要 

(1) 募集期間  令和３年５月 14 日（金）から５月 31 日（月）まで 

(2) 公開資料  かみね公園活性化基本計画の素案 

(3) 周知方法  市ホームページ、市報、フェイスブック、ツイッター 

 

２ 結果概要 

(1) 意見の提出状況 

人数 意見数 

１２ 人 ３２ 件 

(2) 提出者の属性 

ア 男女割合 

男性 女性 

８ 人 ４ 人 

イ 年齢構成 

10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代 未回答 

１ 人 ３ 人 １ 人 ４ 人 ０ 人 １ 人 １ 人 １ 人 

ウ 居住地 

市内 県内 県外 未回答 

１０ 人 １ 人 ０ 人 １ 人 
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３ 意見の分類 

No 項目 意見数 

(1) かみね公園の将来像 ０ 件  

(2) 活性化のコンセプト ０ 件  

(3) 再整備の方向性 ０ 件  

(4) 公園の具体的な取組方策 ２７ 件  

(5) 公園周辺の取組との連携 ２ 件  

(6) 計画の実現に向けて ３ 件  

 

４ 計画への反映状況 

区分 意見数 略語 

既に意見の趣旨が計画に含まれているもの １３ 件  【記載済】 

計画に意見を反映するもの １ 件  【意見反映】 

計画は修正しないが、今後の参考とするもの １１ 件  【参考】 

その他（意見募集の趣旨と異なるもの、質問など） ７ 件  【その他】 

 

５ 意見の要旨と市の考え方 

※ 次頁以降の内容は、以下により記載しています。 

意見要旨 市の考え方 反映状況 

提出された意見の要旨を記載しています。 提出された意見に対する市の考え方を記載しています。 計画への反映状

況（上記６）の

略語と掲載ペー

ジを記載してい

ます。 
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(1) かみね公園の将来像 

   意見無し 

(2) 活性化のコンセプト 

   意見無し 

(3) 再整備の方向性 

   意見無し 

(4) 公園の具体的な取組方策 

ア 自然、桜などに関する意見 

意見要旨 市の考え方 反映状況 

素案の内容が、今の日立市民に合うものか疑問が

ある。都会的なものより、日立の自然を生かした公

園づくりの方が良い。 

動植物などの生態系や緑豊かな自然環境を体感

できることは、本公園の大きな魅力のひとつであ

り、その特徴を活かし、本市のシンボルである桜や

四季折々の草木も楽しめるような、自然や地形を活

かした公園づくりを進めます。 

【記載済】

（P23-24） 

桜のライトアップは、寒い時期であり見る人はい

ないと思われること、植物に悪影響があることか

ら、行うべきではない。 

桜の時期は、短期間で多くの方々が夜桜を楽しみ

に来園することから、期間や時間を限定するなど、

植物への影響にも配慮しながら対応します。 

【その他】 

見頃を終えた桜の花びらや剪定枝を利用し、桜染

めを施した公園オリジナルグッズやインテリアを

検討すると良い。 

また、雇用創出や資源を活用できる人材を増やす

ために、福祉関係者と連携し、花びらの収集～染め

～制作までの工程のいずれかを、「地域の子どもた

ちの体験・学びの場」「障害のある方の就労の機会」

にすると良い。 

公園のオリジナルグッズを検討する際の参考と

します。 

【参考】 
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イ 交通、移動などに関する意見 

意見要旨 市の考え方 反映状況 

園内移動手段は、子連れには非常に良い対応だと

考えるので、導入すべき。 

高低差のある園内を誰もが快適に移動できるよ

う、園内移動手段の導入に向けた取組を進めます。 

【記載済】

（P36） 

今でも駐車場が不足するので、利用者が増える取

組を進めるのであれば、その前に新たな駐車場を整

備すべき。 

公園へのアクセス性や来園者の利便性を向上さ

せるため、園内の駐車場を立体化することや、近隣

に新たな駐車場を整備する取組を進めます。 

【記載済】

（P35、P42） 

 

シャトルバスに乗ることはストレスになるので、

公園の近隣に駐車場を確保すると良い。 

ウ 動物園、動物などに関する意見 

意見要旨 市の考え方 反映状況 

コストのかかるジャイアントパンダの代替案と

して、オーストラリアや姉妹都市を結んでいるニュ

ージーランドなどからコアラやウォンバットなど

の有袋類を誘致することも考えると良い。 

動物園の更なる魅力向上のため、集客性の高い動

物種の導入検討の際に参考とします。 

【参考】 

飼えなくなった犬猫を飼いたい人へ譲渡する施

設ができると良い。 

都市公園である本公園に求められる機能や役割

を踏まえ、ご提案の施設を本公園に導入することは

難しいと考えます。 

【その他】 

レジャーランドは、いつも閑散としているため、

動物園の一部として、小動物などとのふれあいの場

にする。 

また、動物の上を通る吊り橋のようなアスレチッ

クや動物用の温泉を設置することや犬連れで入場

できることを検討すると良い。 

レジャーランドに動物園を整備することは、物理

的に距離があることに加え、動物や施設の管理、運

営上、問題が多く、難しいと考えます。 

また、吊橋のような施設から動物を見下ろす観覧

方法は、今後検討する上での参考とします。 

【参考】 
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意見要旨 市の考え方 反映状況 

パンダは、年１億円もの費用を要するため、誘致

すべきでない。 

動物園へのジャイアントパンダの誘致は、非常に

ハードルが高いチャレンジですが、動物園の魅力を

高めるとともに、本市のみならず県北地域全体の活

性化や地域振興につながることが期待できること

から、引き続き、県と連携し、取り組んでいきたい

と考えます。 

【その他】 

ジャイアントパンダは誘致すべきでない。 

パンダ誘致に係る費用を、道路や駐車場等のイン

フラ整備に充てるべき。 

エ その他の意見や具体的な提案 

意見 市の考え方 反映状況 

レストランや展望台は、ホリゾンかみねや 田正

音楽記念館など、今ある施設を工夫し、活用するこ

とを考えるべき。 

飲食・物販機能を公園中央に配置することによ

り、来園者の回遊性の向上が期待できると考えま

す。既存施設の構造的な問題や類似する機能の在り

方など、事業実施段階において検討する必要がある

ので、今後の参考とします。 

【参考】 

園内交通システムを導入するより、動物園とレジ

ャーランドを空中歩廊でつなぐ方が良い。また、空

中歩廊を観光の中心とするため、展望台やレストラ

ン・お土産屋を配置すると良い。 

駐車場の有効活用のため、動物園の出入口を現在

の場所と、空中歩廊の２カ所に設けると良い。 

動物園とレジャーランドでは、高低差が約 50ｍ

あり、地形的な制約で空中歩廊の設置は困難である

と考えます。 

高低差のある園内を安全かつ円滑に移動するた

め、新たな園内移動手段の導入を進めます。 

【その他】 

立地条件を最大限に生かし、温浴施設の熱源とし

て、清掃センターの排熱を利活用することを検討す

ると良い。 

現在の温浴施設やプールは、清掃センターからの

排熱を利用しています。 

今後も環境負荷の低減を図るため、積極的にエネ

ルギーの有効活用を促進します。 

【その他】 
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意見 市の考え方 反映状況 

動物のエサや飲食エリアで使われる食品の材料

を栽培するために、動物の糞尿を肥料として使用す

る畑を設置すると良い。 

都市公園である本公園に求められる機能や役割

を踏まえ、現状の限られた空間において、ご提案の

施設を本公園に導入することは難しいと考えます。 

【その他】 

親子で遊べる場所として、動物園と水遊び（親水

広場）は、どちらかの利用になってしまう可能性が

あるため、関連性を持たせ、利用者や収益を増やせ

ると良い。 

ターゲット層に応じ、様々な活動を楽しむエリア

（ゾーン）を設けており、それらを結ぶように安全、

かつ快適に移動できる交通手段を導入し、各施設の

回遊性を向上させるとともに、相互の利用と関連性

を高めます。 

【記載済】

（P36） 

フィールドアスレチックは、動物園よりも親子で

利用する可能性が高く、滞在時間も長くなるので、

導入すべき。 

ダイナミックな地形を活かしたフィールドアス

レチックは、公園の新たな魅力づくりにつながるこ

とから、導入に向けた取組を進めます。 

【記載済】

（P31） 

コロナ禍で、生活様式や観光ニーズが変化してき

たので、注目が高まっているキャンプやグランピン

グなどは整備するべき。 

自然や眺望を楽しめる体験型宿泊施設は、園内施

設やイベントなどと組み合わせることで滞在型観

光となることから、導入に向けた取組を進めます。 

【記載済】

（P31） 

球技や自転車の練習ができるところが少ないの

で、平らな広場を整備すると良い。 

地形的な制約から、広い平らな空間を確保するこ

とは困難であるが、イベント開催や親子で遊べる親

水広場や芝生広場を確保します。 

【記載済】

（P28-29） 

見晴らしが良く、ベンチを置いておやつなどが食

べられるような場所を設置すると良い。 

仕様や場所などの具体的な内容は、事業を実施す

る段階で参考とします。 

【参考】 

 

温浴施設には、自然環境が年間を通じて楽しめる

場として、半屋外空間に足湯を設けると良い。 

ロゴマークは、「神峰」という漢字の持つ意味や

歴史を知るためにも、ローマ字ではなく漢字にした

方が良い。 
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意見 市の考え方 反映状況 

SNS を用いた情報の広がり、影響の大きさを考慮

し、人気が高まるようなデザインの宿泊施設が良

い。 

仕様や場所などの具体的な内容は、事業を実施す

る段階で参考とします。 

【参考】 

 

歩きやすさやベビーカー等の通りやすさを向上

させるために、園路をゴム製にすると良い。 

温浴施設の利用者、サービスを向上させるため

に、低コストの岩盤浴や景色を活かしたくつろぎス

ペースなどがあると良い。 

親水広場は、メンテナンスやコストのかからない

遊具やキッチンカーエリアにしても良い。 

 

(5) 公園周辺の取組との連携 

意見 市の考え方 反映状況 

高齢化社会に対応するために、高齢者も足を運び

やすくなるような交通機関があると良い。 

高齢者だけでなく、多様な世代の利用を想定しな

がら、公共交通のターミナルの導入など公共交通の

利便性を高めるための取組を進めます。 

【記載済】

（P37、43） 

観光資源を紹介するだけでなく、かみね公園を発

着とする市内観光ルートなどを設定したほうが良

い。 

公園の魅力を高め、更なる交流や賑わいの創出を

図るため、市内の観光交流施設との連携も進めま

す。ご意見の趣旨を踏まえ、「地域特有のテーマを

設定したイベントや観光ツアーを開催」という文言

を計画に追記します。 

【意見反映】 

（P44） 
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(6) 計画の実現に向けて 

意見 市の考え方 反映状況 

コロナ禍であり、今後の状況が読めないので、長

期的かつ高額の投資をして事業を進めるべきでは

ない。 

本公園は、先人たちが築き上げた、貴重な財産で

あり、今後も時代に対応した新たな魅力を創り出

し、次の代に引き継いでいくことが必要であり、そ

れに向けた取組を進めます。 

なお、各取組を進めるには、投資も期間も要する

ことから、優先順位を決め、段階的に取り組みます。

また、変化する社会状況などを踏まえながら、必要

に応じて内容の見直しや新たな方策を検討します。 

【記載済】

（P47-48） 

その時々の時代に応じて変化するかみね公園で

あって欲しいので、具体的な取組をできるだけ早く

実行すると良い。 

公園全体の整備には、高額な投資や時間を要しま

すが、短期的に実現が可能なものや重点的な取組か

ら、優先的に取り組みます。 

【記載済】

（P47） 

 

ヒトやカネを集めるノウハウを持ち、早く柔軟に

対応できる「民」の力を活用すべき。積極的に民間

事業者と連携し、取組を進めると良い。 

利用者のサービス向上や、施設の整備、管理コス

トの低減を図るため、民間事業者の創意工夫やアイ

デア等を活かせる官民連携手法の導入を検討しま

す。 

【記載済】

（P46） 

 
 

 

以 上   

 


