
洞峰公園整備運営事業

事業内容の説明

洞峰わくわく創造グループ
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事業コンセプト、全体イメージ
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事業コンセプト

方針１：既存の利用者を意識した公園づくり
・洞峰公園は長年、研究学園都市つくばのシンボル的な公園として

県民に親しまれてきており、休日・余暇を過ごせる憩い空間とし
て、県民生活の大切な一部を担っています。

・当グループでは、現在の公園の利用状況を尊重し、大きな改変を
行いません。

方針２：新規来園者の取込み
・当グループでは、茨城県民の方々も、より足を運びたくなるよう

な魅力的なコンテンツを複数導入し、ファミリー層や子育て世代、
若年層や女性グループなど、新たなターゲット層を誘致できる公
園を目指します。

方針３：指定管理事業と融合した公園づくり
・指定管理事業とあらゆる場面で両事業の相乗効果を図れる取り

組みを推進します。これにより、これまでの公園利用者の満足度
向上はもちろんのこと、公園全体の魅力向上、付加価値の創出に
つなげていきます。
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施設の配置計画

・稼働率が低く公園としての利活用があまりされていない野球場を転用、新たな賑わい施設を整備します。
・既存のスポーツ施設や広場の利用者との動線の錯綜を回避し、エリアの棲み分けを明確にします。
・駐車場拡張により、駐車場不足の解消と、グランピング施設やドッグランへのアクセス性の向上にも繋げます。

①グランピング、ドッグラン、
アウトドアレストラン予定地

②トレーニングジム
予定地

③テニスコート予定地 ④南側駐車場（拡張）
予定地

⑤ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞ遊具
（入替）予定地

⑥ビール工房
（改修）予定地

既存の洞峰公園を活かした計画とし、改変は元野球場エリアに集中させます。

③

②

④

⑤

①

ドッグラン

広場

グランピング

⑥

アウトドアレストラン・カフェ
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利便性・魅力の向上

特定公園施設の整備

民間のノウハウを活用して、公園運営費用の削減、公園の魅力向上を行います

賑わいの創出、収益の生み出し

公募対象公園施設の整備

持続的な公園の維持管理に寄与

公園運営費用の削減

指定管理者の自主事業と合わせ
ることで、年間6千万円
の公園維持管理費用を削減

土地利用料及び収益の一部を茨城県へ還元

事業イメージ

グランピング施設 アウトドアレストラン カフェ施設 トレーニングジム

収益を活用

インクルーシブ遊具 テニスコート

南側駐車場拡張
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特定公園施設

＜トレーニングジム＞

24時間利用可能のマシン専用ジム。

＜ドッグラン＞

人気のテニスコートの増設（１面）。

＜インクルーシブ遊具＞

皆が楽しく遊べる遊具。

2,200㎡の広々ドッグラン。大型犬用、小型犬用あり。

＜グランピング施設＞

２種類の宿泊棟（合計18棟）。

＜アウトドアレストラン＞

地の食事を提供。

【洞峰わくわく創造グループ コンテンツ一覧】

＜カフェ施設＞

公募対象公園施設

＜南側駐車場の拡張＞

南側駐車場の拡張 （172台→299台。127台分増）

＜ドッグラン＞＜テニスコートの増設＞

指定管理（自主事業）

新都市記念館を改修し、ビール工房の新設と、
新都市記念館カフェのリニューアル。
地元企業『つくばブルワリー』と連携。

宿泊者・公園利用者が寛げるカフェ。
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体制図

共同事業体

代表企業： 長大
構成企業： 筑波都市整備、東京ｱｽﾚﾃｨｯｸｸﾗﾌﾞ（TAC）、TSP太陽

洞峰パークマネジメント株式会社

指定管理業務

事業全体マネジメント：長大

筑波都市整備

施設維持管理等

TAC

スポーツ施設運営等

Park-PFI事業

●トレーニングジム
●テニスコート（増設）

TAC

●カフェ施設
●カフェスタンド

●グランピング施設
●ＢＢＱガーデン
●ドッグラン

TSP太陽長大

茨城県

・従来の指定管理事業（施設維持管理、スポーツ施設運営）については、これまで通り筑波都市整備、TAC
が事業運営を行います。

・Park-PFI事業（公募対象施設、特定公園施設の整備・運営）については、長大・TSP太陽・TACの3社にて
設立した特別目的会社（洞峰パークマネジメント株式会社）が事業運営を行います。 7



各コンテンツについて
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ドームテント ドッグラン付きコテージ 管理棟・アウトドアレストラン ドッグランカフェ

グランピングエリア（元野球場内）

ドッグラン

管理棟・アウトドアレストラン
（BBQガーデン）

ドッグラン付きコテージドームテント

元野球場
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グランピングエリア 見え方

園
路
か
ら
の
外
観

エ
リ
ア
内
の
内
観

・既存のフェンス内側に
木製ルーバー（1.8m）
を設置し、グランピン
グ利用者と公園利用者
の視界が合わないよう
に配慮します。

・木製ルーバーの色は自
然と同化する色を選択
します。

・エリア内には植栽を
配置します。
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グランピング施設（外装）

宿泊室
（ドームテントもしくはコテージ）

ガゼボ
（キッチンダイニング、トイレ、風呂付）

ウッドデッキ

ドームテント
（40m２）

ウッドデッキ
（55m２）

ガゼボ
（24m２）

木製手すり（高さ1.0m）

グランピング施設（イメージ）

ドームテントタイプ（１２棟） コテージタイプ（６棟）

ウッドデッキ
（60m２）

ドッグラン
（50m２）

木製手すり（高さ1.0m）鉄製フェンス（1.2m）

コテージ
（40m２）

ガゼボ
（24m２）
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グランピング施設（内容）

コ
テ
ー
ジ
タ
イ
プ

ガゼボ（各棟共通）

＋

ド
ー
ム
テ
ン
ト

タ
イ
プ

宿泊室 ドッグラン

施設内容

・全棟にプライベートデッキ、お風呂・トイレ（ガゼボ内）完備、ゆったりとくつろげる空間の提供をします。
・コテージ棟にはプライベートドッグランを設置（50m2程度を予定）、施設内で愛犬と泊まることができます。

アメニティ

・タオルセット(バスタオル・フェイスタオル)、シャンプー、ボディソープ、コンディショナー、ハンドソー
プ、石鹸、歯ブラシ、パジャマ、ドライヤー等など一般的な宿泊施設のアメニティを用意します。

無し
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グランピング施設（サービス内容）

基本情報

営業日 年中無休

チェックイン 15：00～

チェックアウト ～10：00

食事内容

・食事は、管理棟より各棟（カゼボ内）へ食材を配膳し、ガスグリルを活用して加熱します。施設内での食事
を前提とします。

・夕食はスキレット料理（鋳鉄での蒸し焼き）、主食（肉、魚）のグリルをメインとした料理とします。

運営ルール

・夜間21時以降は「サイレントタイム」として静かに過ごしいただくようにご案内いたします。
・24時間スタッフが管理棟に常駐し、騒音等が発生した場合は注意を行います。
・各部屋のゴミはスタッフが回収し、倉庫等の施設内に管理します。

夕食（4名分） キッチン、ガスグリル 食事の風景 朝食
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アウトドアレストラン（BBQガーデン）

基本情報

定休日 月曜日※祝日の場合は翌日

提供メニュー
・スキレット料理、肉・魚のグリルなどグランピングエリアでの夕食メニュー
・キャンプ飯等、カフェ施設と連携し軽食の提供も検討

利用時間（食事提供） 10：30～18：30

サービス

・管理棟にアウトドアレストランを併設し、デッキ上で食事等を提供します。雨天時や日光が強い場合は、
タープを張り、快適な場所を提供します。

・事前の申し込みにて、グランピング施設の夕食メニューをガスグリルを活用して提供します。
・ガスグリルの台数は最大10台程度を想定しております。
・食材、飲み物（アルコール）については持ち込み不可、飲み物はレストラン、カフェ施設より提供します。
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カフェ

カフェ施設 カフェスタンド

基本情報

営業日 土曜日・日曜日・祝日その他特定営業日

設置箇所
カフェ施設：グランピングエリア近くに設置
カフェスタンド：各種イベントに合わせて、公園内を移動

サービス

・テイクアウト可能なソフトドリンク、軽食・菓子・デザートを提供します。
・アルコールは指定エリアのみの飲酒を促します。
・季節ごとのイベント（夏祭りやクリスマスなど）に合わせたメニューを予定します。



ドッグラン

基本情報

営業日 年中無休

利用時間 9：00～17：00

設備内容

・大型犬、小型犬の２エリアを配置します。エリアを分け、愛犬の安全を確保します。
・遊び場はウッドチップ（伐採した木を活用）を敷き詰め、愛犬にとって安全なフィールド作りを行います。
・エリア内の外周部にベンチを設け、飼い主も愛犬も休憩しやすい設えとします。
・犬用トイレを外周部に設置し、衛生的な遊び場を提供します。

留意事項

・ドッグランの受付、管理は管理棟で行います。
・飼い主、愛犬共に安全安心に利用できるような運営とするため、以下2点を必須とします。

①初回利用時に畜犬登録、狂犬病予防注射済証を確認し、利用登録を行います。
②登録は毎年更新を行い、更新時に狂犬病予防注射済証を確認します。
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セキュリティ管理

施設内容・エリア全体の管理について

・管理棟はグランピング、アウトドアレストラン、ドッグランの総合受付とします。
・24時間管理人が駐在するとともに、機械警備も備え付け、緊急時には警備員が直行します。
・本公園は直火を禁止とし、火災等の発生は限りなく少ないように致します。火災が発生した場合は管理人が

初期消火・避難誘導を行い、消防への連絡をとるなど、適切な対応をとります。
・各部屋およびカフェ施設付近にゴミ箱（蓋つき）を設置し、適宜回収するとともに倉庫等の施設内にてゴミ

を管理します。
・排水については全て公共下水道管へ接続するため、排水による環境影響は最小限に抑えます。

セキュリティ/動線図

管理棟による出入り口の監視

セキュリティエリア
（機械警備）

ドッグラン利用者

グランピング
アウトドアレストラン利用者
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トレーニングジム

基本情報 利用形態

営業時間
24時間

※ 館員登録は、体育館受付時間内
会員利用 月額で何回でも利用可

休業日
第１水曜日（祝日の場合は翌週）

年末年始
ビジター利用

※ 利用は体育館受付時間のみ
都度1回ずつ利用可

施設設備

・ 東京オリンピック選手村にも配置された、テクノジム社製トレーニングマシンを採用する予定です。
・ どなたでも利用できるインクルーシブに配慮した設計（スロープや自動ドアを採用）とします。
・ 顔認証出入管理システム、防犯カメラシステムを導入し、24時間365日安心して利用できます。

イメージ図



ユ ニ バ ー サ ル な 機 能 性

・マシンの設計身長は１４０㎝～２１０㎝となり、誰でも利用できます。

・調整箇所は全て黄色になっており、弱視の方でもわかりやすい仕様です。

・車いすに乗ったままトレーニングが行える機種を設置します。

・障害によりグリップを握れない方でもハンドルに手を掛けることでトレーニングが行える機種を設置します。

・ウォークスルータイプの機種を設置し、高齢者でも足を上げることなく座り、トレーニングが行える機種を設置します。

トレーニングジム

マシンラインナップ（案）

機 種 効果のある部位

ショルダープレス 肩・腕

チェストプレス 胸・腕

ペクトラルリバースフライ 胸

ラットマシン 背中

ローロウ 背中

アブドミナルクランチ お腹

ロータリートーソ お腹

ヒップスライド おしり

レッグプレス
もも（前）

おしり

レッグプレス
エクステンション

もも（前）

レッグカール もも（後）

アブダクターアダクター もも（内・外）

キネシスワン 全身
運動履歴を管理する「MY WELLNESS システム」と
連動したトレーニングマシン

イメージ図

ストレッチエリア

フリーウエイトエリア

ウエイトマシンエリア



テニスコート（増設）

基本情報

営業時間
9：00～21：00 (通年)
7：00～ 9：00（4月～12月の休日のみ)

休 業 日
毎月第１水曜日（祝日の場合は翌週）
年末年始

施設設備

・テニスコートの利用者ニーズが高いことから、公園北側のスポーツ
施設集積エリアにナイター照明付きテニスコートを１面増設します。
・砂入り人工芝コートを採用します。

利用期間 利用時間 利用料（1コート）

4月～3月

昼間
の部

9:00～11:00
11:00～13:00
13:00～15:00
15:00～17:00

2時間 680円

夜間
の部

17:00～19:00
19:00～21:00

2時間 680円
＋照明料（1時間／80円）

4月～12月
休日のみ

早朝
の部

7:00～ 8:00
8:00～ 9:00

1時間 340円
2時間 680円

※予約方法、料金などは既存の6面テニスコートと同様です。

配置予定図

アリーナ

プール



インクルーシブ遊具

インクルーシブ遊具の設置について

・現在の冒険広場にある大型遊具（2基）のうち、特に劣化が激しい北側の大型遊具をインクルーシブ遊具に
更新します。

・障がいのある子もない子も一緒に遊ぶことが出来る遊具を導入し、誰もが楽しく安全に利用できる公園づく
りにつなげます。
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インクルーシブ遊具

※設備内容については検討中 22



入
口

展
示
ホ
ー
ル

カ
フ
ェ

会議室

建物内イメージ（醸造タンク）

ビ
ー
ル
工
房

ビール工房（自主事業）

ビール工房（クラフトビール醸造所）

場所 新都市記念館内（現公園作業員詰所）

設備 醸造タンク約15基（予定）

販売
卸販売
公園内レストラン・カフェのほか市内飲食店、スーパー等に
販売

運営

つくばブルワリー
市内初のビール醸造会社、つくば特産の福来（ふくれ）みか
ん、北条米を使ったビールを開発するなど、地元農家とのコ
ラボも行い、洞峰公園オリジナルのビールを開発予定

位置図（新都市記念館）
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南側駐車場の拡張

駐車場整備の考え方

・現在、洞峰公園では北側駐車場（160台）及び南側駐車場（127台）の合計287台分の駐車場が整備されていますが、
満車時（特に休日12時～14時）は、近隣道路においても渋滞が発生しております。

・満車・渋滞の対策として、駐車場を拡張することを予定しております。拡張予定地は南側駐車場としておりますが、
北側駐車場は改変するエリアがないこと、南側駐車場においても多目的フィールドに拡張することができない、立
体駐車場にするにも費用が莫大にかかるため、現計画といたしました。

・拡張するエリアには、自然への影響や巨木が多く存在し伐採・伐根する費用も多大にかかることから、なるべく木
を伐採せずに駐車場の拡張出来ないか、拡張する台数も踏まえて茨城県と調整をしております。

・伐採した木はウッドチップとしてドッグランに再利用するとともに、グランピングエリアに新たに植樹を行います。
・本事業における木の伐採本数は南側駐車場エリアが大半を占めております。木の伐採本数を抑えた計画といたしま

す。
・車椅子使用者用、思いやり区画を増設し、誰でも来場しやすい公園を目指します。

種類 現状 改修後 増減

普通車用 169台 287台 118台増

車椅子使用者用 3台 5台 2台増

思いやり区画※ 0台 3台 3台増

大型車用 0台 4台 4台増

合計 172台 299台 127台増

※配慮を要する方々が優先的に利用できる駐車施設
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南側駐車場の拡張

園路沿いの樹木については景観保護のため伐採本数
を抑えられるよう、整備範囲を検討しています。

駐車場整備における樹木の伐採本数を抑えるため、
野球場南の開けた部分を活用する検討をしています。
堆肥（腐葉土）エリアは移設を行います。

つくば市の市道エリアは伐採しません。
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住環境への影響
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住環境への影響（オープンハウスでの意見）

・2022年3月27日、29日の2日間にて、洞峰公園管理棟にて、茨城県と共同にてオープンハウス説明会を行い、
公園利用者からの要望を確認、住環境への影響として以下のご意見を受けております。
①動線：BBQガーデンと遊具施設の距離
②景観：元野球場をグランピング施設へ改変することによる、公園利用者への景観の影響
③自然環境：南側駐車場拡張による木を伐採することによる動植物への影響、夜間営業による光害
④治安：飲酒、24時間営業による治安の悪化
⑤渋滞：公園利用者増加による渋滞の蔓延化
⑥騒音：グランピング・BBQを行うことによる、近隣住宅・動植物への影響
⑦臭気：BBQを行うことによる、園路および近隣住宅・動植物への臭気の影響

・上記項目に関しては、オープンハウス説明会を踏まえ、近隣の方々への住環境への影響を最小限にすべく、
計画を修正しております。

オープンハウス説明会時の計画（3月時点）

オープンハウス説明会時
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主な計画の見直し

項目 内容 効果

ｱｳﾄﾄﾞｱﾚｽﾄﾗﾝ
（BBQｶﾞｰﾃﾞﾝ）

グランピングエリアの中央へ変更 子どもの動線

レンガ造り炭焼きBBQをガスグリルへ変更、食材提供 臭い・煙への対策

グランピング 木製ルーバーの設置 景観・視線へ配慮

南側駐車場 拡張エリアの変更（検討中） 環境への配慮

テニスコート 方向変更 運営上の配慮

主な変更点

BBQ
ガーデン

木製ルーバーの設置

拡張エリアの
変更

グランピングエリア テニスコート

方向変更

28
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景観（洞峰沼対岸からグランピング予定地への眺望）

【現在】

【整備後】
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景観（元野球場北側からの眺望）

【現在】 【整備後】

景観に関する考え方

・配色等に留意する、植栽などを配置するなど、近隣の風景と同化させて景観を損なわないよう
留意します。
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自然環境への配慮

項目 内容

洞峰沼への
影響

・グランピング施設、アウトドアレストランについては、公共下水道管
へ接続するため、洞峰沼等への水質への影響はありません。

動植物

・樹木伐採：本事業は元野球場の改変をメインとしており、伐採を予定
している樹木の大半は駐車場拡張によるものです。駐車場拡張により
樹木をなるべく切らない様に茨城県と再検討しております。また、木
の維持管理は従来通りに行い、保全に努めます。

・騒音：昼間の賑わい、交通騒音から発生する音より大きくなるとは考
えにくく、本事業における影響は少ないと考えております。21時以降
はサイレントタイムを導入し、夜間への影響も少なくなるよう配慮し
ます。

・臭気・煙：レンガ造り炭焼きBBQからガスグリルの提供へ変更、立地
状況よりグランピングエリア外への影響は少ないものと考えておりま
す。

・光害：21時以降は宿泊室・ガゼボの光のみ、トレーニングジムは遮光
カーテンをつけるため、大きな害はないものと考えております。

・カラスへの対応：各部屋のゴミはスタッフが回収、アウトドアレスト
ランは施設にてゴミを回収、倉庫に保管するなどの対応を取ります。

騒音・においは必要に応じて、事業者側でモニタリング調査を行い、
動植物や住環境へ影響が及ばないよう配慮します。
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その他住環境への対応

項目 事業者としての対応・考え方

治安

【飲酒による治安悪化について】
・指定エリア（アウトドアレストラン、カフェ施設、新都市記念館カフェ及びカフェ前屋外

テーブル）のみの飲酒を促します。
・アウトドアレストランでは、アルコールの持ち込みを不可します。
・飲酒マナーが悪い方にはスタッフが注意します。飲酒マナーが改善されない場合は、販売

時間の短縮や販売数の縮小を検討します。

【24時間営業による治安の悪化について】
・グランピングエリアは、管理棟に24時間スタッフが駐在します。機械警備を備え付け、問

題発生時は警備員が駆け付けます。通常の宿泊施設と同様、宿泊者の身元を確認します。
・グランピング周囲には木製ルーバーを設置、管理棟の前を通らないとグランピングエリアへ

進入できません。
・トレーニングジムは、顔認証による出入管理システムを導入し、登録者以外は侵入するこ

とは出来ません。防犯カメラシステムが、24時間365日体制でトレーニングルーム内を監
視し、問題発生時は直ぐに警備員が駆け付けます。

【その他対応】
・引き続き、適切な樹木管理を行い見通しが悪くならないように努めます。

渋滞

【南側駐車場の拡張について】
・現在駐車場待機列が前面道路まで伸びていることにより発生している渋滞を改善するため、

南側駐車場を拡張します。

【増設する台数について】
・グランピング等の実施により駐車利用が増えると想定されますが、従業員等も含め最大でも

増設分の半数も利用しない（60台以下）と考えております。
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本事業に関しての意見、まとめ
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事業全体に関する代表的な意見①

皆様からの意見 事業者としての回答

Q1.グランピングの宿泊者による飲酒・騒音により、早朝
～夜間の治安が悪くなるのでは？

A1.24時間スタッフが滞在するため、問題が発生した場合は直ぐに駆けつけます。現在は24時間管理
人がいないため、また利用者が増えることで、現状よりも治安が改善されると考えております。

Q2.火気使用により火災発生が心配。
A2.グランピング、BBQ共に直火を禁止としており、火災等の発生は限りなく少ないと考えております。な
お、火災が発生した場合は管理人が現場確認の上、消防への連絡をとるなど、適切な対応をとります。

Q3.木を伐採することにより、野生動物など、自然環境へ
の影響は？

A3.本事業は元野球場の改変をメインとしており、伐採を予定している樹木の大半は駐車場拡張によ
るものです。駐車場拡張により樹木をなるべく切らない様に茨城県と再検討しております

Q4.既存の公園施設が他用途に変更されることで、既存
利用者がこれまで通り公園を利用できないのでは？

A4.大きく利用変更を行うのは利用率の低い野球場エリアのみとします。
また、アウトドアレストランやカフェの設置、遊具の貸し出しを予定しており、これま
での公園利用者もより快適に過ごせる環境を目指します。

Q5.公園利用者が増えて、渋滞が悪化するのでは？
A5.駐車場増設分は最大で127台を想定しております。グランピングやBBQ施設の利用者
分の台数は大幅にカバーできるものと考えております。

Q6.緑豊かで奥行きのある開放的な景色が阻害されるの
では？

A6.グランピングエリアについては洞峰公園の景観になじむ様、適切な高さの木製ルーバーを設置および
植栽等による目隠しを行い、視線が交差しないように留意します。

Q7.飲酒により、治安が悪くなるのでは？
A7. 公園内でのアルコールの販売時間は18時までの計画とし、指定エリアのみの飲酒を促します。飲
酒マナーが悪い方にはスタッフが注意します。飲酒マナーが改善されない場合は、販売時間の短縮や販
売数の縮小を検討します。

Q8. グランピング施設が犯罪に使われないか。
変質者が子供を連れ込まれないか心配。

A8. グランピングエリアには木製ルーバーを設置し、管理棟前を通らないと入れない動線とします。また、
グランピング施設を予約する際には、宿泊者の住所や氏名を確認します。２４時間スタッフが滞在、機
械警備も備え付け、何かあった場合は警備員が直行するしくみとしており、このような問題は発生しない
ような運営とします。

Q9.なぜ洞峰公園でグランピング？誰が利用するの？

A9.当グループとしては、茨城県が公募した『洞峰公園整備運営事業』に民間事業者として応募し、
グランピングを中心としたコンテンツを提案し、茨城県に採択されたものです。
今年３月に、土浦でもグランピング施設が新規オープンしていますが、当該施設では約３～４割が茨
城県内からのご利用であり、東京都・千葉県・埼玉県からも多くの利用者が見られています。
洞峰公園においても、都心からもアクセスしやすいことから、多くのご利用が見込めるものと考えています。
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皆様からの意見 事業者としての回答

Q10.イベント会場などを設けてほしい

A11.現計画以外に新たに施設を建てることは、規制等もあることから現在は検討しておりませんが、既
存施設及び本事業で整備する施設を活用することを検討できればと思います。一方、イベント等を行う
場合は、騒音等による住環境への影響がないか十分に留意する必要があり、影響がないと判断できれ
ば検討したいと考えます。

Q11.記念館にてジャズ演奏などができるようにしてほ
しい

A12. 運営状況を考慮しつつ、上記と同様、近隣へ騒音問題がないか十分に確認し検討していけれ
ばと考えます。

Q12.マルシェやギャラリー、音楽イベントをしたい
A13.要望があれば記念館やグランピングエリア（閑散期）などを活用し、マルシェやギャラリーを実施で
きればと存じます。音楽イベントに関しては、騒音による住環境への影響も想定されることから、騒音に
よる住環境への影響がないと判断できれば検討したいと考えます。

Q13.移動販売などをしたい A14.要望があればご連絡ください。

Q14.誰でも（障碍者、高齢者、病気の人）使い
やすい公園としてほしい

A15.インクルーシブ遊具設置以外に、身障者用駐車場と思いやり区画を設置する予定です。グランピ
ングエリアに関しても一部分はバリアフリー化を検討する予定です。

Q15.現在の公園は一部利用者による閉ざされた公
園になっている。今の時代に即した新しい公園にして
ほしい

A16.既存利用者の声を最大限尊重しつつ、新たな利用者を増やせるような取り組みとしていきたいと
考えます。

Q16.グランピングに泊まりながら、レストランでの食事、
運動施設の活用等連携できるとよい

A17.指定管理事業と連携しながら徐々に検討していければと考えます。

Q17.グランピング宿泊について、1週間料金はない
のか、イベントと連携した活用が出来ないか

A18.運営状況を考慮しつつ、検討していきたいと考えます。

Q18.ドッグランについて年間パスポートを検討してほ
しい

A19.運営状況を考慮しつつ、検討していきたいと考えます。

Q19.地元の人気店とコラボレーションしてほしい A20.要望があればご連絡ください。

事業全体に関する代表的な意見②
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まとめ

本事業を実施するにあたり、大規模な改変を行わず、
これまでの公園利用者の満足度の向上、公園全体の魅力向上、

付加価値の創出を進めていきます。

茨城県民、公園利用者、近隣住民の皆様に対しても、可能な限りご懸念・ご心配をお
掛けしない施設づくりや運営の在り方についても、継続して検討していく所存です。

何卒ご理解の程、宜しくお願い申し上げます。
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騒音・臭気について

37



騒音調査について（1/4）

（１－１）類似施設における、騒音測定の実施

・茨城県土浦市にあるグランピング施設（アウラテラス茨城）を
類似施設として設定。

・宿泊棟の周辺における、夕食時の騒音レベルを調査した。

＜調査方法＞
・日 時：2022年6月3日（金）、宿泊利用者の夕食時間帯

・場 所：アウラテラス茨城、宿泊棟A・Bから15m地点
・宿泊棟A：団体客（15名）。屋外でBBQを実施。
・宿泊棟B：団体客（４名）。食事を行う建物内でBBQを実施。

・測定方法：騒音計を用い、JIS Z 8731に従い、騒音レベル LA5（90%レンジ上端値）を測定

（１－２）類似施設における、騒音測定の結果

15m地点（実測値）

宿泊棟A（屋外BBQ） 46dB

宿泊棟B（屋内BBQ） 44dB

・宿泊棟Aから15m離れた場所では46dB。距離減衰の算定式から、騒音源付近は70dBと推計。
・宿泊棟Bから15m離れた場所では44dB。距離減衰の算定式から、騒音源付近は68dBと推計。

騒音源付近（推計値）

70dB

68dB
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騒音調査について（2/4）

（２）洞峰公園における、現況の騒音レベルの測定結果

＜調査方法＞
・日 時：2022年6月4日（土）、お昼前後の時間帯
・場 所：下図のとおり。
・測定方法：騒音計を用い、JIS Z 8731に従い、騒音レベル LA5（90%レンジ上端値）を測定

＜測定結果＞
・元野球場付近では45dBであり、公園内においても静かな場所であることが分かった。
・遊具広場や多目的広場、水と緑の広場といった人気の多い場所では、50～56dBであった。
・北側敷地境界や西側敷地境界など、道路交通騒音の影響が大きい場所では、55～68dBであった。

【騒音の目安】

野球場西側境界
45dB

南側敷地境界
45dB

遊戯広場
56dB

多目的広場
52dB

西側敷地境界
68dB

テニスコート前
54dB

北側敷地境界
55dB

水と緑の広場
50dB

公園東側園路
44dB

【現況騒音の測定結果】
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騒音調査について（3/4）

（３）洞峰公園における、将来の騒音レベルの推推計

＜前提条件＞
・類似施設における騒音測定結果と、洞峰公園内における現況の騒音測定結果を踏まえ、

将来的に、元野球場にグランピング施設及びBBQ施設が整備された場合の騒音レベルを推計した。

・騒音発生源として、現時点で想定しているグランピング各宿泊棟（18地点）と、日帰りBBQを行う
管理棟付近（1地点×10団体）を設定。

騒音発生源：70ｄB
騒音発生源：68ｄB

【 凡 例 】
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騒音調査について（4/4）

（３）洞峰公園における、将来の騒音レベルの推計

＜推計結果まとめ＞
・北側敷地境界（地点A）では、55dB（現状の騒音レベルと同じ）。
・水と緑の広場（地点B）では、50dB（現状の騒音レベルと同じ）。
・その他、元野球場周囲の園路付近では、51dB～54dBの推計値となった。

⇒いずれの地点においても、現状の洞峰公園内の騒音レベルと同程度であることが推計できる。
（前述の通り、遊具広場や多目的広場、水と緑の広場といった人気の多い場所では、50～56dB）

北側敷地境界
55dB

水と緑の広場
50dB

元野球場北側園路
54dB

元野球場東側園路
51dB

元野球場南側園路
52dB

元野球場西側園路
53dB

【将来の騒音推計値】
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臭気について（1/2）

（１－１）BBQ実施時における、臭気測定の実施

＜測定方法＞
・本計画で使用するガスグリルと、本計画では使用しないが、

一般的なＢＢＱで使用する炭火コンロを使用した場合の臭気測定
を実施。

・測定方法：臭気測定器XP-329ⅢRを用いて測定し、臭気指数相当
値を算定。

（１－２） BBQ実施時における、臭気測定の結果

発生源 １０ｍ地点（風下）

ガスグリル 25 10以下

炭火コンロ 33 10以下

・ガスグリル・炭火コンロによらず、10m離れれば、風下であっても臭気指数10未満となることを確認。

＜臭気指数の目安＞
・悪臭防止法に基づき、臭気指数で規制する場合は、10～21の範囲

内で規制値が設定される。
（自治体による。つくば市は臭気指数による規制ではない）

・一番厳しい臭気指数10を下回ることが、ひとつの目安となる。

【臭気測定結果（臭気指数相当値）】

【臭気指数の目安】
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臭気について（2/2）

（２） 洞峰公園においてBBQを実施した場合の臭気の推定

・グランピング宿泊棟各棟の食事スペースや、日帰りBBQを行うアウトドアレストランから発生する
臭気について、10ｍ離れれば臭気指数は問題のないレベルになる。
⇒すなわち、元野球場周辺の園路利用者への臭気の問題は発生しないものと考えられる。

・さらに、各宿泊棟利用者の食事には、①ガスグリルのみを使用すること、②食事は屋内とすること、
③各宿泊棟の排気口は園路の反対側に向けることなど、園路利用者等への配慮を徹底する。

・「BBQからの煙」については、臭気への対応と同様、①グランピング利用者の食事は屋内で行うこと、
②屋外で行う日帰りBBQ(アウトドアレストラン）は、元野球場の中心部（園路から約50ｍ）にて行うこ
とから、煙による園路利用者への影響はないものと考えられる。

園路

【 凡 例 】

臭気影響範囲
（発生源から10m）

20m

【臭気の影響範囲（イメージ）】 43


