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４．リニューアル基本計画 
計画の基本的な考え方、施設計画の方針、公園機能の再整理を踏まえて、リニューアル基本計

画を作成する。 

１）施設規模の設定 
ここでは、テニスコートと体育館について施設規模の設定を行う。 

①テニスコート 

○テニスコートの移設に伴い、多目的人工芝生のコートを整備する。 

○現状のテニスコート4面を確保する。 

○階段型スタンドと併用し、日中の日差しを考慮するシェルターの設置を行う。 

○テニスコートに隣接して倉庫・トイレを設置する。 

倉庫・ト

イレ 
シェルター・階段スタンド

シェルター・通路 
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②体育館 

○体育館の新設改修を行う。１階は、エントランスと駐車場、２階は体育館・管理事務所・ト

レーニングルームとし、３階は武道場、４階部は武道ばスタンドと備品倉庫、屋上部は災害

備蓄倉庫を設置し、津波等の避難場所とする。 

○バスケットボールコート２面・バレーボールコート４面を確保する。（嘉手納中学校体育館と

同規模） 

○付帯施設としてフィットネス空間と会議室を設ける。 

○兼久海浜公園全体の総合管理事務所を設ける。 

○光熱費の削減を図るとともに、無風冷暖房施設などの導入を検討し、スポーツ利用者や観覧

者に快適な空間を提供する。 

■（参考）嘉手納中学校体育館平面図 



52 

●体育館規模の設定 

○一般用駐車台数 34台 

○身体障害者用駐車台数 2台 

○エレベーター （バリアフリー対応） 13人乗×１基 

○アリーナ 37×36m×1面 

 ※縦方向バスケットボールコート（中学生用） 14×26m×2面 

 ※横方向バスケットボールコート（正式競技用） 15×28m×1面 

○武道場 7.2×10.8m×1面 

○アリーナ（一般客席） 184席 

○アリーナ（車いす席） 4席 

○武道場（一般客席） 41席 

○武道場（車いす席） 2席 

床面積 

1階 1,830.67㎡

2階 1,830.67㎡

3階 924.39㎡

4階 461.71㎡

5階 266.41㎡

6階 375.32㎡

合計 5,689.17㎡
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●１階平面図 

●２階平面図 
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●3階平面図 

●4階平面図 
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●5階平面図 

●6階平面図 
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5-③-7 7

記号 動線機能 

●車両動線 

・駐車場への動線及び駐車場内動線 

●歩行者動線・管理動線 

・園内の歩行者の動線及び管理車両の動線

●ランニング専用コース動線 

・園内のランニング専用回遊動線の確保

●海の回廊動線 

・護岸沿いのボードウォークとサンセットウォーク連結動線

57-58

２）動線計画 

●既設歩道 

●歩道の新設 

ネーブルカデナ

歩道と連結 

●既設歩道 

●既設歩道 

●既設歩道 

●駐車場車両動線 

●体育館車両動線 

●メインアプローチ歩道 

●海への景観軸歩道 

●既設園路改修 

●既設園路 

●既設園路 

●既設園路 

●既設園路 

●既設園路 ●既設歩道 

●ボードウォーク 

●ボードウォーク 

●サンセットウォーク 
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３）整備水準の検討と設定 

①大型遊具 

製品素材 製品特徴 製品価格 

・ステンレス塗装仕上げ ・嘉手納町キャラクターいもっ

ちをイメージ 

・塩害対策製品 

・W-51,275×W-33,215 

・（一社）日本公園施設業認定の

製品および保険加入の製品 

・対象年齢領域は、3～6歳と6

～12歳の区分あり 

・本体：180,000,000円 

・運賃：12,000,000円 

・設置：12,000,000円 

・参考基礎：23,500,000円 

合計：227,500,000円 
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②複合遊具１（幼児遊具） 

製品素材 製品特徴 製品価格 

・ステンレス塗装仕上げ

・高密度ポリエチレン樹

脂板 

・スライダー：低密度ポ

リエチレン樹脂回転成

型品 

・さかなをイメージ 

・塩害対策製品 

・H-3,060×W-5,900 

・（一社）日本公園施設業認定の

製品および保険加入の製品 

・対象年齢３～６歳 

・本体：3,700,000円 

・運賃：360,000円 

・設置：250,000円 

・参考基礎：360,000円 

合計：4,670,000円 
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③複合遊具２（幼児遊具） 

製品素材 製品特徴 製品価格 

・ステンレス塗装仕上げ

・ＭＥＤウッド 

・スライダー：低密度ポ

リエチレン樹脂回転成

型品 

・クジラをイメージ 

・塩害対策製品 

・ H-6,315 × W-14,960 ×

W=16,865 

・（一社）日本公園施設業認定の

製品および保険加入の製品 

・対象年齢３～６歳 

・本体：15,000,000円 

・運賃：1,000,000円 

・設置：800,000円 

・参考基礎：3,000,000円 

合計：19,800,000円 
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④スイング遊具 

製品素材 製品特徴 製品価格 

・高密度ポリエチレン樹

脂版 

・支柱：溶融亜鉛メッキ

仕上げ塗装 

・スイング遊具 

・H-740×W-750 

・（一社）日本公園施設業認定の

製品および保険加入の製品 

・対象年齢３～６歳 

・本体：195,000円 

・運賃：20,000円 

・設置：20,000円 

・参考基礎：40,000円 

合計：275,000円 
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⑤ストリートワークアウト 

製品素材 製品特徴 製品価格 

・ステンレス塗装品 ・３種類の製品を組み合わせ 

・運動能力に応じて指導、説明

版あり 

・W-30m×H-15m（半円）に

設置 

・（一社）日本公園施設業認定の

製品および保険加入の製品 

・対象年齢大人 

・本体：一式2,000,000円 

・運賃：350,000円 

・設置：130,000円 

・参考基礎：470,000円 

合計：2,950,000円 
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⑥管理・シャワー施設棟 

製品素材 製品特徴 製品価格 

・外壁：鉄筋コンクリー

ト・サイディングパネ

ル塗装仕上げ 

・屋根：コロニアル 

・シャワー（男子 2 室、女子 2

室）・管理棟倉庫・男女トイレ

付き 

・ W-7,070 × D-4,480 ×

H-2,390（1棟） 

・（一社）日本公園施設業認定の

製品および保険加入の製品 

1棟あたり 

・本体：35,000,000円 

・設置：850,000円 

・参考基礎：960,000円 

合計：36,810,000円 
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⑦バーベキュー施設棟 

製品素材 製品特徴 製品価格 

・支柱：コンクリート 

・屋根：カルバニューム

鋼板（フッ素塗装） 

・桁：SSメッキ塗装 

・塩害地対策製品 

・W-7,500×H-4,200（4棟）

・（一社）日本公園施設業認定の

製品および保険加入の製品 

1棟あたり 

・本体：12,000,000円 

・運賃：1,800,000円 

・設置：1,200,000円 

・参考基礎：1,200,000円 

合計：64,800,000円（4棟）
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⑧テーブルベンチ（バーベキュー施設） 

製品素材 製品特徴 製品価格 

・支柱：メッキ塗装仕上

げ 

・座板：合成木 

・ボルトナット：ステン

レス 

・ W-1,800 × W-1,200 ×

H-750 

・（一社）日本公園施設業認定の

製品および保険加入の製品 

・本体：510,000円 

・運賃：50,000円 

・設置：20,000円 

・参考基礎：80,000円 

合計：660,000円 
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⑨トイレ 

製品素材 製品特徴 製品価格 

・屋根：彩色スレート葺

・本体：コンクリー化粧

木貼り・塗装仕上げ 

・男：大１小２、用具入れ、手

洗い、女：大２（和１・洋１）

・H-3,600×W-7,400 

・（一社）日本公園施設業認定の

製品および保険加入の製品 

・本体：17,800,000円 

・運賃：1,780,000円 

・設置：1,780,000円 

・参考基礎：1,200,000円 

合計：22,560,000円 
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⑩休憩施設 

製品素材 製品特徴 製品価格 

・琉球瓦使用 

・支柱部：ステンレス支

柱を再生木材でカバー

・テーブルセット：再生

木材 

・防腐防食対応 

・人数確保のため、多少大きめ

にする 

・W-7,500×H-2,400（6棟）

・（一社）日本公園施設業認定の

製品および保険加入の製品 

1棟あたり 

・本体：8,500,000円 

・設置：900,000円 

・参考基礎：800,000円 

合計：61,800,000円（6棟）
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⑪ベンチ 

製品素材 製品特徴 製品価格 

・支柱：メッキ塗装仕上

げ 

・座板：合成木 

・ボトルナット：ステン

レス 

・W-1,800×H-820 

・（一社）日本公園施設業認定の

製品および保険加入の製品 

・本体：330,000円 

・運賃：50,000円 

・設置：10,000円 

・参考基礎：40,000円 

合計：430,000円 
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⑫時計塔（モニュメント） 

製品素材 製品特徴 製品価格 

・亜鉛メッキおよびステ

ンレス 

・時計3面（電波修正機

能付き） 

・防食対応 

・基礎部に関しては、琉球石灰

岩使用 

・W-1,000×H-6,000 

・（一社）日本公園施設業認定の

製品および保険加入の製品 

・本体：17,500,000円／基 

・設置：1,500,000円／式 

・参考基礎：4,500,000円／式

合計：23,500,000円 
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⑬大型掲示サイン・電光総合案内板 

製品素材 製品特徴 製品価格 

・ステンレス塗装仕上げ

・ＬＥＤ電光掲示案内 

・W-4,630×H-7,140 

・（一社）日本公園施設業認定の

製品および保険加入の製品 

・本体：25,000,000円 

・運賃：2,400,000円 

・設置：1,200,000円 

・参考基礎：1,200,000円 

合計：29,800,000円 
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⑭方向指示サイン 

製品素材 製品特徴 製品価格 

・支柱部：亜鉛メッキ塗

装 

・サイン部：アルミ、カ

ッティングシート 

・防食対応 

・W-650×H-2,470 

・（一社）日本公園施設業認定の

製品および保険加入の製品 

製品１ 

・本体：645,000円／基×5 

・設置：25,000円／基×5 

・参考基礎：40,000円／基×5

合計：3,550,000円（5基） 

製品２ 

・本体：550,000円／基×5 

・設置：25,000円／基×5 

・参考基礎：40,000円／基×5

合計3,075,000円（5基） 
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⑮ボードウォークデッキ 

製品素材 製品特徴 製品価格 

・床部：オール人工木材

にステンビスで固定 

・手摺部：ステンワイヤ

ーと再生木材との組み

合わせ 

・塗装：フッ素塗装仕上

げ 

・防食および耐候性対応 

・景観重視 

・デッキW-2,000×L-700m

・手摺H-1,100×L-700m 

・（一社）日本公園施設業認定の

製品および保険加入の製品 

・本体：62,500円／㎡×1,400

・設置：10,000円／㎡×1,400

・参考基礎：20,000 円／㎡×

1,400 

合計：129,500,000円 
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⑯手摺り（ボードウォークデッキ） 

製品素材 製品特徴 製品価格 

・柱：スチール、溶融亜鉛メッキ、

フッ素樹脂塗装、再生木材化粧

カバー 

・横木：再生木材φ56（エコM

ウッド）、芯材STKRφ42.7、

溶融亜鉛メッキ処理 

・ワイヤー部：ステンレス 304

φ５、6段 

・再生木材を使用し、経

年劣化対策 

・H-1,100×L-700m

・（一社）日本公園施設業

認定の製品および保険

加入の製品 

・本体：70,000円／m×700

・設置：5,000円／m×700 

・参考基礎：6,500 円／ヶ所×

350ヶ所（コア抜き） 

合計：54,775,000円 
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⑰ゴムチップ舗装比較（ランニングコース） 

 ランニングコースは、既設コースに合わせW=2.0ｍ（縁石含む）とする。そして、舗装面など

に距離表示を行う。 
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⑱テニスコート・壁打ち練習場 

・寸法 
テニスコートのラインの寸法は下図に示した通りである。競技者はラインの外側でも競技

をするので、さらに余地スペースが必要である。｢コートの友（日本テニス協会発行）｣によ

ると、公式試合の場合に必要な余地スペースは、ベースラインから後方に6.40m、サイドラ

インから横に 3.66m 以上と明記されている。しかし、国体など主要な公式トーナメント試

合などで、ラインズマンを配置する場合などでは、ベースラインから後方8.00m、サイドラ

インから横に 6.00m 以上、コート間隔は 5.00m 以上の余地スペースを設けることを勧め

る。 

なお、国際テニス連盟の規則では、デビスカップやフェデレーションカップなどの国際公

式大会の開催コートについて、ベースライン後方8.23m、サイドライン側方4.57m以上と

規定されている。 

【注】コート施工時の季節によって温度変化等も激しく、計画テープ等にも伸び・縮みが発生し

て、必ずしもテニスコートの仕上がり寸法は上表の数字に一致しない場合が起こり得る。

そこで施工上の許容誤差を規定しておく必要が出てくる。 

建設マニュアル作成委員会では、ＡＣ、ＢＤ±12.mm／ＡＢ、CD±6.4mm 程度と考え

ている。 

※ソフトテニスのルール改正（平成５年４月1日）…シングルゲームの新設に基づいて、従来の

規格を活用し、サービスセンターラインをセンターマークまで延長することでシングルスコー

トとして使用する。 
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・テニスコート 
・兼久海浜公園に新設するテニスコートは、コート間を５ｍ、サイドラインから横に５m・

ベースラインから後方8m以上に設定する。 

・テニスコート内は、砂入り人工芝舗装とする。 

・テニスコート外周部はネットフェンス（UN３０００）とする。 
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・壁打ち練習場 
・壁打ち練習場は、コート1面分の半分程度を確保する。（16×16.5m） 

・壁打ち板は、コート部を再現した規格（二次製品）とする。 

・壁打ちコート内は、砂入り人工芝舗装とする。 

１１ｍ

１６．５ｍ

１６ｍ（UN３０００）
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・人工芝舗装比較 
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⑲休憩施設（テニスコート1） 

製品素材 製品特徴 製品価格 

・支柱：メッキ塗装 

・屋根：ステンレス塗装

仕上げ 

・ベンチ：再生木材 

・塩害対策製品 

・シェルター：H-4,000×

W-5,500（11棟） 

・ベンチ：W-1,800×H-820

（22基） 

・（一社）日本公園施設業認定の

製品および保険加入の製品 

・本体：4,250,000 円／棟×

11 

・運賃：420,000円／棟×11

・設置：240,000円／棟×11

・参考基礎：350,000円／棟×

11 

合計：57,860,000円 
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⑳休憩施設（テニスコート2） 

製品素材 製品特徴 製品価格 

・屋根支柱：メッキ塗装

・屋根：テントシート 

・ベンチ：アルミ合金 

・塩害対策製品 

・シェルター：H-3,600×

W-8,000（6棟） 

・ベンチ：W-4,596×H-2,182

（12基） 

・（一社）日本公園施設業認定の

製品および保険加入の製品 

・本体：10,350,000円／棟×

6 

・運賃：550,000円／棟×6 

・設置：300,000円／棟×6 

・参考基礎：50,000 円／棟×

17 

合計：68,050,000円 
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㉑観覧席スタンド（テニスコート１） 

製品素材 製品特徴 製品価格 

・支柱：44×t6平鋼 

 溶融亜鉛メッキ 

・座面：高密度ポリエチ

レン 

 ブロー形成品KB 

・コンクリート面部に金

具で固定 

・塩害対策製品 

・ベンチ：120×230×1,200

・（一社）日本公園施設業認定の

製品および保険加入の製品 

・本体：32,000円／基 

・設置：4,200円／基 

・参考基礎：コンクリート固定 

合計：36,200円 
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㉒観覧席スタンド（テニスコート２） 

製品素材 製品特徴 製品価格 

・根太：スカイランバー 

   140×40×300 

・座面：杉材（ACQ 防腐材

注入剤）90/70×180×

1,990 

・コンクリート面部に金具で

固定 

・塩害対策製品 

・ ベ ン チ ： 90 ×

380×1,000 

・10年保証保険加入の製品

・本体：53,000円／基 

・設置：7,000円／基 

・参考基礎：コンクリート固定 

合計：60,000円 
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㉓駐車場台数の検討 

 駐車場は、現況において通常時は不足している状況ではないが、各種イベント開催時は不足し

ている状況がある。このため、現況の台数を基準とし、リニューアル整備後において、現況台数

以上を確保する。なお、大型車駐車場は５台以上確保する。 

●現況駐車場（平成28年 2月現在） 

・体育館駐車場 59台  ・駐車場 163台 合計 222台 

・大型車駐車場 0台 

●計画駐車場 

・体育館北駐車場 22台   ・体育館1階駐車場（一般 34台、身障者用 2台） 

・駐車場 221台    ・テニスコート 9台     合計 288台 

・大型車駐車場 6台 




