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ご意見の要旨 市の考え方 

○第３章 基本的な考え方 

1 
市民参加とあるが、いつ誰が、どのように参画

するのか、計画で明言すべきではないか。 

地域の市民をはじめ、多くの方々に、里

山体験等のプログラムに参加していただけ

るよう、内容に応じた募集を行います。ま

た、現在、ビッグバンでは多くのボランテ

ィアの方々にご協力いただき運営していま

す。泉ヶ丘公園の運営も、ボランティアの

方々の協力による運営を考えています。 

2 

子どもにスポットを当てた将来像やコンセプ

トが示されており、泉ヶ丘エリアの特徴に非常

にマッチした良い内容である。光明池地区や栂・

美木多地区は昔に比べ少し寂しい印象がある

が、泉ヶ丘地区にさらに賑わいが生まれること

で、周辺地区にも良い効果が波及することを期

待する。 

泉北ニュータウンのこれからの 10 年間

の取組や方向性を示した「SENBOKU New 

Design」では、泉北ニュータウンの顔とし

て、広域的に人を惹き付ける魅力を創出し、

南大阪地域の未来をリードする拠点をめざ

すこととしています。この方針に基づき、

ビッグバン及び泉ヶ丘公園の一体活用をは

じめとして、泉北ニュータウンの新たな価

値の創造に向けて取り組みます。 

○第４章 ビッグバンのリニューアル運営方針 

3 

子育てのまちさかいとして、また人権擁護都

市として、子どもの権利に立脚した方針、コン

セプトがあってほしい。 

基本計画（案）では、「堺市 SDGs 未来都

市計画（（2021～2023））」がめざす、未来を

担う子どもたちの成長を支え、多様性を認

め合う、誰一人取り残さない社会の構築を

実現する取組の一つに位置付け、「子育て・

子育ち、宇宙技術体験・発信、SDGs・歴史

文化の教育の拠点」として整備を進めてい

くこととしています。 

4 

ビッグバンの運営について、子どもの意見を

取り入れながら子どもたちが運営できる仕組み

も導入することで持続可能な運営が可能になる

のではないか。 

基本計画（案）のビッグバンの基本方針

では、「子どもが楽しめる施設に」すること

を同方針の１つとして掲げています。現在、

ビッグバンでは子どもたちに対する来館者

アンケートを実施しており、訪れた子ども

たちが楽しめるビッグバンとするために、

これらのアンケートのご意見を参考にしな

がらより良い運営を進めます。 
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5 
中高生が集い、活動できる場所とするための

工夫も必要ではないか。 

基本計画（案）では、ビッグバン及び泉

ヶ丘公園を屋内外で連携した施設とするこ

とで、利用者層を小学校高学年まで広げ、

子どもは「先輩」を見て学び、さらなる成

長へとつなげることをめざすこととしてい

ます。中高生にも楽しんでもらえるプログ

ラムの企画や、スタッフとして活躍できる

機会の創出等、多くの子どもたちが参加し

たくなる運営に取り組みます。 

6 

ビッグバン及び泉ヶ丘公園の運営について

は、施設の対象を子どもとすること以外は事業

者の裁量に委ねたほうよいのではないか。 

両施設の運営は、施設が持つ特性や機能

を最大限に発揮して効率的に運営できるよ

う、民間事業者のノウハウを活用するため

指定管理者制度の導入を予定しています。 

7 
ビッグバンを「コミックやアニメの聖地」にす

ることをめざしてほしい。 

日本のアニメやコミックは非常に魅力の

あるコンテンツであると考えています。今

後、運営事業者を募集していく中で、いた

だいたご意見も参考にしながら、より良い

運営をめざします。 

8 

宇宙に関する取組を行う他団体と連携した運

営を進めてはどうか。また、他団体と宇宙に関

する取組の差別化を図るべきではないか。 

基本計画（案）において、ビッグバンで

は「宇宙」をテーマに本物の宇宙技術の紹

介や JAXA 等の宇宙関連団体と連携したプ

ログラムやワークショップ等を行うこと

で、子どもたちの豊かな発想力や広い視点

等を育み、未来を創造する力を身につける

ことができる場をめざすこととしていま

す。ビッグバン館内だけではなく、館外の

交流広場や展望広場、泉ヶ丘公園を一体的

に活用し、堺市らしい運営をめざします。 

9 

ビッグバンを避難場所、避難所とする場合は、

レジリエンスに強いエネルギーシステムを採用

してはどうか。 

ビッグバンを避難所として活用する予定

はございませんが、災害時における利用者

の安全確保は重要な課題であるため、予備

電源の確保、定期的な防災訓練等の安全対

策を行っています。 
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10 

計画内で、交流広場のより具体な活用イメー

ジを示すべきではないか。また、子どもたちが

広場を自由に利用できるようにしてほしい。 

交流広場は、イベントやワークショップ

等での利用を想定しており、オープンスペ

ースとして基本的には自由にご利用いただ

くことができます。なお、危険な行為や、

周辺地域及び他の利用者にご迷惑がかかる

行為等はご遠慮いただいております。 

○第５章 泉ヶ丘公園の整備運営方針 

11 

公園を整備する際、障害者の方の意見を取り

入れるため、市と障害者が意見交換できる場を

つくってほしい。 

泉ヶ丘公園内の主園路は、舗装されたバ

リアフリー園路として整備する予定として

います。また、整備にあたっては、基本設

計を行う際に市民の皆様からご意見をいた

だく機会の設定等を検討します。 

12 

高齢者や障害者、車イス利用者含め誰でも安

全に散策ができるよう、北エントランス～陶邑

広場～濁池を周回する緑道はなるべく勾配を緩

くしてほしい。 

泉ヶ丘公園の主園路は、堺市公園条例の

移動等円滑化のために必要な特定公園施設

の設置に関する基準に基づき、高齢者や障

害者等にも配慮した設計とします。 

13 
各エントランス、緑道付近にみんなのトイレ

等を設置してほしい。 

多目的トイレ（みんなのトイレ）は、東

側エントランス付近に設置することを検討

しています。 

なお、北側エントランスはビッグバン、

南側エントランスは大蓮公園のトイレが近

傍にあるため、各エントランスに新たなト

イレを設置する予定はありません。 

14 

泉ヶ丘公園内に保護が必要な猫が相当数いる

ため、生息調査後に保護猫施設を設置してほし

い。 

本市では、法律に基づき、重い病気やけ

がで治療や処置が必要な猫の保護は行って

いますが、健康な野良猫の保護は、法律に

規定がないため行っておりません。 

野良猫が増えている原因は、無責任な野

良猫への餌やりや捨て猫、不妊手術をしな

いまま飼い猫を屋外で飼育することが考え

られます。 

本市では、無責任な野良猫への餌やりを

やめていただくため、広報やホームページ

への情報掲載、また、餌を与えている人に

対する個別の啓発を行っています。さらに、

猫を捨てたり、傷つけたりすることは犯罪
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ています。ご理解をお願いいたします。 

15 野鳥観察のための施設を設置してほしい。 

泉ヶ丘公園内の「ふれあいの森」は、里

山の生態系の観察や自然の大切さや豊かさ

を体感することができる場等に利用できる

よう整備を検討します。 

16 

ちょっとバン～ビッグバンへのルートは高低

差があるため、エレベーターもしくはムービン

グウォークを設置してほしい。 

また、茶山台側から泉ヶ丘公園へ向かうルー

トについて、ペデストリアンデッキを設置して

安全に利用できるようにしてほしい。 

お示しいただいた箇所にエレベーター、

ムービングウォーク等を設置する予定はあ

りませんが、泉ヶ丘公園全体で来訪者が安

全に安心して利用できるよう休憩施設の充

実やユニバーサルデザインを推進します。 

17 

泉北の強みである豊かな自然や須恵器等の歴

史文化資源を活かした計画となっているので賛

成である。 

ビッグバン及び泉ヶ丘公園の一体活用に

おいては、ビッグバンで実施するプログラ

ムの中で、泉ヶ丘公園の地形を活かした体

験や須恵器を取り入れたプログラム等の実

施を進めていく予定です。この他にも、両

施設の強みを活かし、魅力ある取組を進め

ます。 

18 

泉ヶ丘公園に小学生などが遊べる自然を活か

したアスレチックを設置することで、泉ヶ丘エ

リアの魅力がより向上するのではないか。 

基本計画（案）では、泉ヶ丘公園内に整

備予定である「冒険の森」を子どもが普段

体験できない自然を活用した遊び・体験を

行うゾーンとしており、起伏や既存の樹木

を活用した、自然を活かした遊具等の設置

を検討します。 

19 

ビッグバンと泉ヶ丘公園だけでなく、泉ヶ丘

駅からの動線、ビッグアイや公民館、大蓮公園も

含め、子どもから高齢者、障がい者の方まで健康

に幸せになれる公園を整備してほしい。 

基本計画（案）で示すビッグバン及び泉

ヶ丘公園のコンセプトの一つに「エリア全

体で新たな魅力を創出」することを掲げて

おり、公園内の園路をシームレスに周辺エ

リアにつなぐことにより、ビッグバン及び

泉ヶ丘公園に加え、泉ヶ丘エリアへの来訪

者の利便性の向上も考慮した動線の整備を

検討します。また、泉ヶ丘公園の整備にあ

たっては、主園路のバリアフリー化や、ア

ウトドア体験、ウォーキング等の健康増進
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につながる機能の整備を検討します。 

20 
駅や周辺道路からも公園の楽しさが分かるよ

う整備してほしい。 

基本計画（案）の泉ヶ丘公園の整備運営

方針では、ビッグバンと公園の緑が一体と

なり、隣接する大蓮公園へとつながるまと

まりのある緑地空間を形成することとして

います。公園内の園路をシームレスに周辺

エリアにつなぐことにより、泉ヶ丘エリア

への来訪者の周遊性を高め、公園を含め泉

ヶ丘エリア全体の活性化に寄与する取組を

進めます。 

21 

大蓮公園側の駐車場を廃止し、高齢者も障が

い者も楽しめ、また、周辺へのアクセスもしやす

い公園エントランスにしてほしい。 

来訪者の利便性から大蓮公園側駐車場は

引き続き必要と考えております。周辺への

アクセスにも配慮した公園となるよう、施

設整備の内容等は今後検討します。 

22 
泉ヶ丘公園に、壁打ちコーナーや健康遊具を

設置してほしい。 

泉ヶ丘公園の整備にあたっては、アウト

ドア体験、ウォーキング等の健康増進につ

ながる機能の整備を検討します。 

23 

泉ヶ丘の強みを発揮するため、公園でリモー

トワークができるといった先進的な取組のほ

か、小規模な農業体験や農業を通じた市民交流、

多世代教育、地元農家との交流、野菜販売などの

取組も必要ではないか。 

ビッグバンと泉ヶ丘公園の一体活用で

は、子育て世代を中心とした市民交流活動

のほか、リモートワーク拠点を運営する大

蓮公園のパーク PFI 事業者等の周辺事業者

と連携し、新たな魅力を創出することとし

ており、利用者のニーズを把握しながら先

進的な取組も進めます。 

24 
須恵器の展示等、歴史・文化について周知する

ための施設を設置してほしい。 

基本計画（案）で示す泉ヶ丘公園整備の

基本方針では、「文化財を保存・活用し、後

世に歴史的資源を継承する」こととしてお

り、公園内には須恵器の窯跡という歴史的

資源を継承する役割を担う陶邑広場を整備

し、窯跡の案内サインの設置やワークショ

ップが開催できる空間を整備していきま

す。また、地域資源である須恵器の理解を

促進できるよう堺市博物館と連携した取組

も検討します。 

25 
泉ヶ丘公園でキャンプやカヌーなどの水面利

用ができるように規制緩和をしてほしい。 

泉ヶ丘公園の特長である自然環境を活か

した取組の中で、水面利用も幅広く検討し

ます。 
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26 

泉ヶ丘公園で事業者が商業活動を行いやすく

なるように、立体都市公園制度の活用など、規制

緩和をしてはどうか。 

※立体都市公園制度：都市公園の下限を定め、

それより下部の空間には都市公園法の制限が及

ばないことを可能とした制度。下部空間の土地

利用の用途は制限されず、民間施設との一体的

整備が可能となる。 

泉ヶ丘公園において、立体都市公園制度

の活用により公園施設以外の商業施設を設

置することは考えておりません。 

 

27 

須恵器や桜井神社の国宝、高倉寺の文化財を

展示するコーナーを設置してほしい。 

また、堺市博物館にある堺の歴史を見られる

コーナーも設置してほしい。 

泉ヶ丘公園に陶邑広場を整備する等、地

域の歴史文化資源を活用した取組を進めて

いくことは重要と考えており、今後の運営

の参考とさせていただきます。 

28 

泉ヶ丘公園の陶邑広場で安易な伐採が行われ

ると茶山台団地住民の居住スペースが見えてし

まうのではないか。 

泉ヶ丘公園の整備は、景観形成や自然環

境保全の視点から、周辺の住環境へ配慮し

ながら、植生調査結果に基づく適切な間伐

等を行い、良好な樹林地となるように整備

を検討します。 

29 

（泉ヶ丘公園の）ふれあいの森は茶山台団地

に隣接しており、同地では大規模な伐採が想定

される。伐採は居住の快適性に影響するが、予定

している伐採の範囲を知りたい。 

泉ヶ丘公園の整備は、景観形成や自然環

境保全の視点から、周辺の住環境へ配慮し

ながら植生調査結果に基づく適切な間伐等

を行い、良好な樹林地となるように整備を

検討します。 

30 
新たに整備される園路は24時間通行できるの

か。また、防犯上の配慮は行われるのか。 

園路についてはいつでもご利用いただけ

る運用を予定しており、防犯上の配慮につ

いては、公園の基本設計で検討します。 

31 

公園の管理体制はどのように想定している

か。南池袋公園など先駆的な PFI 事業では、コ

ンソーシアム組織に地域組織や複数事業者が対

話して事業を構築している。泉ヶ丘公園の整備

にあたり、地域組織や住民への配慮、意見交換の

場は用意されるのか。 

本事業の整備において PFI 手法の導入は

考えておりませんが、ビッグバンや公園の

一体活用にあたり、基本計画（案）のコン

セプトを踏まえて多様な主体と連携した取

組を検討します。 

なお、基本計画（案）で示すビッグバン

及び泉ヶ丘公園のコンセプトの１つに「市

民とともに育む」ことを掲げています。そ

れぞれの市民が何世代にもわたって住み続

けたいと思える泉ヶ丘エリアをめざすた

め、泉ヶ丘公園の整備にあたり、周辺住民

の皆様へ丁寧な説明を行います。 
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32 
陶邑広場やふれあいの森では、駅前の来街者

の利便性も考慮するべきではないか。 

泉ヶ丘公園は「地球環境」をテーマとし

て整備するだけでなく、泉ヶ丘エリアへの

来訪者の利便性向上も考慮した動線の整備

を検討します。 

33 

整備運営方針で記載されている「地域」とはど

の地域を指しているのか。仮に「地域」が泉北ニ

ュータウンを示すのであれば、公園から魅力を

発信するという機能が大蓮公園と重複し、公園

ばかり活性化することに違和感を感じる。 

整備運営方針に記載されている「地域」

は、第 1 章「計画対象地の概要」（p.2）に

記載の「ビッグバン及び泉ヶ丘公園のある

泉ヶ丘エリア」のを示します。 

また、隣接する大蓮公園では P-PFI 制度

を導入し、地域住民と連携して幅広い世代

が活用できる公園空間とすることをめざす

一方で、泉ヶ丘公園ではビッグバンと連携

することによる子育ち機能の強化や、歴史

文化・自然環境を活かした SDGsの学びなど

の多様なプログラムを行うことにより、地

域の活性化をめざします。 

それぞれの強みを活かし、泉ヶ丘エリア

及び泉北ニュータウンのさらなる活性化に

寄与する取組を進めます。 

〇第６章 民間活力導入検討の背景及び事業手法 

34 

本パブリックコメントによる市民からの意見

に対する回答の公表日を明示すべきではない

か。また、計画を変更した場合には、住民や自治

会への説明が必要ではないか。 

パブリックコメント回答時期について

は、当初は意見数が確定できないことや、

意見内容を精査し対応を検討する必要があ

るため、明記していません。回答は、本市

の考え方を速やかに公表できるよう取り組

んでいますので、ご理解いただきますよう

お願いいたします。 

なお、基本計画は本パブリックコメント

の意見を踏まえて策定し、公表します。 

○その他 

35 

泉ヶ丘周縁部（晴美台や槙塚台など）の傷んだ

緑道等の整備の方が課題だと思う。街の価値を

維持するため、適切な整備と、世代を若返らせる

施策を進めてほしい。 

泉ヶ丘周縁部（晴美台や槙塚台など）で

経年劣化の進んだ公園施設は、計画的な更

新等に取り組みます。 

基本計画（案）に基づきビッグバンと泉

ヶ丘公園を一体的に活用することで、子ど

もが創造的に遊び、学び、愉しめる拠点を

整備し、子育て環境の充実を図ります。 

 



ビッグバン及び泉ヶ丘公園基本計画(案)についての 

ご意見の要旨と本市の考え方 

 

36 
ビッグバンの修繕にかかる費用の一部を大阪

府に要求してはどうか。 

堺市では、同施設の長寿命化、費用の平

準化等を目的とした「堺市立ビッグバン中

長期保全計画」の策定を進めており、ビッ

グバンの大規模修繕は、同計画を踏まえ、

堺市の施設として適切かつ効率的に実施

します。 

37 
小中学生が学校以外に集える場所を設置する

のはどうか。 

基本計画（案）では、ビッグバン及び泉

ヶ丘公園を屋内外で連携した施設とする

ことで、利用者層を小学校高学年まで広

げ、子どもは「先輩」を見て学び、さらな

る成長へとつなげることをめざすことと

しています。中高生にも楽しんでいただけ

るプログラムの企画や、スタッフとして活

躍できる機会の創出等、多くの子どもたち

に参加していただける運営に取り組みま

す。 

38 
泉北ニュータウンを緑豊かなまちとするため、

泉ヶ丘に「緑の相談所」を設置してほしい。 

ビッグバン及び泉ヶ丘公園の将来像と

して「子どもが未来に向かい創造的に学び

遊ぶ拠点に」としており、基本計画（案）

においても学びは重要な要素です。泉ヶ丘

公園では、「地球環境」テーマに、豊かな

自然環境・地域資源を活かし、子どもたち

が自ら遊びを考え実践することにより、社

会を生き抜く力を育みます。一体活用で

は、SDGsの観点も踏まえ、自然の大切さに

ついて学ぶ機会を創出します。 

39 

デジタルコンテンツを使い慣れている現代の

子供の興味をひくために、DX（ICT）など先進技術

を用いて、海外とのコラボなどを実現してはどう

か。 

堺市では、泉北ニュータウンをスマート

シティの重点取組地域としています。ビッ

グバンの取組においても、子どもたちに

ICTに触れていただき、関心を持っていた

だけるよう、引き続き取り組みます。 

40 

堺市内だけで使える通貨・ポイントの発行や、

健康増進施策などをしっかり行わないと、市の将

来的な発展が損なわれ、人が住みたい街にはなら

ないのではないか。 

泉北ニュータウンを将来にわたって多

様な世代が快適に住み続けることのでき

る「持続発展可能なまち」とするためには、

新たな価値を創造し、その価値をさらに高

める取組を推進する必要があります。今回

のビッグバン及び泉ヶ丘公園の一体的活

用もその一環で、泉ヶ丘エリアが、多くの



ビッグバン及び泉ヶ丘公園基本計画(案)についての 
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人々に「選ばれる」「住み続けたいまち」

となるよう、取り組みます。 

41 
脱炭素システムやレジリエンスを学べる場を

提供してはどうか。 

ビッグバン及び泉ヶ丘公園の一体活用

を進めていくにあたり、SDGｓの観点も踏

まえた運営をめざします。また、泉ヶ丘公

園は「自然環境」をテーマとした運用をめ

ざしており、脱炭素やレジリエンスに関す

る取組も含め、様々なプログラムが実施で

きるよう取り組みます。 

42 

泉ヶ丘公園の整備にあたっては、茶山台 2丁 1、

2 番に住む方々とのワークショップなど、住民の

意見を把握する予定はありますか。 

施設の内容等は、基本計画（案）に基づ

き、周辺住民の皆様に丁寧に説明を行いな

がら、今後検討します。 

43 

現在、ちょっとバンの利用者はほとんどが茶山

台小学校の児童であり、子どもたちの居場所とな

っている。今後、茶山台住民の利用者と公園の利

用者双方にメリットがあるよう運営すべきでは

ないか。 

ちょっとバンは、地域の住民をはじめ、

すべての人が自由に利用できる場所です。

今後も、皆様に自由にご利用いただける運

営に取り組みます。 

44 

公社茶山台団地はニコイチといった取り組み

や団地再編プロジェクト等により子育て世帯が

増加しているが、これらの取り組みと連携する予

定はあるか。 

子育て世代にとってお役に立てる施設

運営を行っていきたいと考えており、今後

の整備・運営の参考といたします。 

45 

濁池沿いの緑道は生活圏として、通勤通学買い

物で利用しているなど、居住空間への影響につい

て、居住者の意見の反映は意識されるのか。また、

計画策定までのプロセスはどうなるのか。 

濁池沿いの既存の道を生活動線として

安全・安心して通行できるようにこれまで

も多くの声をいただいております。また、

駅前に残る樹林地やため池等の自然環境

の保全、須恵器窯跡の文化財保存の要望な

どをいただいております。このたびの基本

計画の策定にあたり、これらの要望等を踏

まえて具体の基本計画（案）をお示しし、

市民の皆様のご意見を募集したところで

す。基本計画は、本パブリックコメントの

意見を踏まえて策定します。 


