
 

 

平成 30年度 第 1回 区長記者会見 
５月 29 日（火）午後 4 時 00 分～  

区役所南館 4 階 災害対策室 A・B 

(仮称)あずさわ loop 
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いきいきかがやく元気なまち 

 
 

 

事業概要  東京2020オリンピック競技大会期間前及び期間中ト

レーニングに係る協定を締結 

 

 

 東京 2020 オリンピック競技大会期間前及び期間中の

トレーニング会場として、イタリアバレーボールチー

ムが区立小豆沢体育館を使用することに決まりまし

た。このため、イタリアオリンピック委員会と区とで

協定の締結を行います。この協定の締結を受けて、区

はイタリアバレーボールチームに全面的な協力を行っ

ていくとともに、イタリアバレーボールチームの練習

観戦等交流機会の創出を図っていきます。 

 

    

事業の内容  区では東京 2020 大会に向けて事前キャンプ等（期間

中トレーニングを含む）の誘致に取り組み、世界トッ

プレベルのイタリアバレーボールチームの練習施設と

して区立小豆沢体育館が選ばれました。そこで、「イタ

リアオリンピック委員会と板橋区との協力及び期間

前・期間中トレーニングに関する協定書締結式」を本

日 17 時から、板橋区役所北館 9 階大会議室にて行い

ます。 

なお、板橋区とイタリア・ボローニャ市は、昭和 56 年

に区立美術館で開催した「第 1 回イタリア・ボローニ

ャ国際絵本原画展」をきっかけに交流が続き、平成 17

年 7 月には友好都市交流協定を締結しています。これ

らの様々な交流の積み重ねが、今回の協定締結に大き

く寄与しています。 

世界トップレベルの選手が身近な体育館で練習するこ

とで、区民は東京 2020 大会をさらに身近に感じるこ

とができるようになります。 

 

   

 

東京 2020オリンピックに向けて 

イタリアオリンピック委員会と協定を締結 
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 区では平成 28 年度からオリンピック・パラリンピッ

クの専管組織を設置しています。そして、東京 2020

大会のレガシーとすべく事前キャンプ等の誘致に取り

組み、友好交流都市のある国の大使館、東京都への働

きかけを行い、視察の受け入れを行ってきた中で、今

回、イタリアオリンピック委員会との協定の締結に至

りました。 

会場となる区立小豆沢体育館は、現在スポーツ公園と

して再整備を進めている(仮称)小豆沢スポーツ公園の

中にあり、野球場やテニスコートなど多くのスポーツ

施設が集中するスポーツの拠点でもあります。施設だ

けでなく、ここでの取り組みをレガシーとして将来に

つなげていきます。 

 実施の背景・目的 

   

    

 協定の締結後、イタリアオリンピック委員会と引き続

き協議を行っていきます。同時にイタリアバレーボー

ルチームの受け入れの準備を行っていきます。 

 今後のスケジュール 

   

    

  

 

   主管課・問い合わせ先 

  

 

 区民文化部 オリンピック・パラリンピック推進担当課 

  課 長 渡辺 五樹   ℡3579-2546 

  担当者 大野 奈穂子  ℡3579-2667 

■イタリアバレーボールチーム 男子 ■イタリアバレーボールチーム 女子 

野球場を含むスポーツ公園の全体像 

＜参考＞チーム成績    2016 リオ大会 銀メダル 

2012 ロンドン大会 銅メダル 

FIVB ランキング 4 位(2017.7 現在) 

＜参考＞チーム成績    2016 リオ大会 9 位 

2012 ロンドン大会 5 位 

FIVB ランキング 7 位(2017.8 現在) 

※FIVB：国際バレーボール連盟 
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安心・安全で快適な緑のまち 

自然の中をランニング「(仮称)あずさわloop
ル ー プ

」が誕生 
 

 

事業概要  崖線上にブリッジを架構した loop  

 

 東京 2020 大会に向け、賑わいを感じることができる

スポーツ公園として小豆沢公園を再整備します。公園

中央部に楕円形の通路「(仮称)あずさわ loop」を設置

することで、公園を利用する人々のアクティビティが

見渡せる開放的なスポーツ広場とします。ループの一

部は崖線上に張り出しており、自然を感じながらウォ

ーキングやランニングを楽しめる環境を実現します。 

 

    

事業の内容  「(仮称)あずさわ loop」は、一周約 280ｍ(外周)、幅

4.5ｍの通路空間で、ループの外側はウォーキング用

のウッドデッキ、内側は全天候型舗装でランニング・

ジョギング用となっています。そして、ループの一部

約 80ｍは、樹木が茂る崖線上にブリッジが張り出す形

であるため、まるで自然の中を空中散歩しているよう

な感覚でウォーキングやランニングを楽しむことがで

きます。区では、板橋 City マラソンのほか、ウォーキ

ングやランニングに関する事業を多く実施しているた

め、「(仮称)あずさわ loop」を誰もが気軽に利用できる

健康づくりの拠点として整備することにより、区が実

施するこれらの事業への参加を促進していきます。 

このほか、小豆沢通り沿いにメインゲートとメインア

プローチを整備することで、人々を自然に「(仮称)あ

ずさわ loop」へと誘導します。また災害時には、小豆

沢公園が物資受援拠点として機能することを想定し、

「(仮称)あずさわ loop」の一部が緊急物資をアリーナ

棟へ搬入するための搬入路となります。 

 

   

 

(仮称)あずさわ loop ブリッジ 

ループ周辺の主な施設 

(1)テニスコート (2)芝生広場 

(3)プレイロット (4)デッキ広場 

(5)プレイグラウンド 

(6)レストルーム(トイレ・更衣室) 

■(仮称)あずさわ loop ブリッジ 

崖線上に張り出したループの一部

のこと。全長約 80m のブリッジ架

構は、２カ所の樹状柱による支柱方

式を採用。柱の基礎は、崖地の整備

を最小限に抑えられるよう鋼管杭

方式を用いる。ブリッジから見える

ドラマチックな景観がポイント。 
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 小豆沢公園はスポーツ施設が集中する利用度の高い公

園ですが、利用者の導線が整理されておらず、利便性

の向上が求められていました。今回の整備では、公園

中央部に「(仮称)あずさわ loop」を設けることで、東

側の体育館と西側の野球場などスポーツ施設とのアク

セスがよくなり、スポーツ公園として利用しやすい環

境を実現します。 

整備後の公園は、東京 2020 大会に向けた開催のシン

ボルとなり、将来のレガシーとなることが期待できま

す。再整備された公園でスポーツイベントを開催する

など更なるスポーツ振興を図ることにより、東京

2020 大会の機運醸成に取り組んでいきます。 

 実施の背景・目的 

  

 

    

 平成 30 年 10 月 既存施設解体工事着手 

         公園整備工事 

平成 32 年 5 月  公園整備工事完了 

平成 32 年 6 月  利用開始 

 今後のスケジュール 

   

    

  

 

 予算  主管課・問い合わせ先 

 206,000 千円 

(内訳)再整備工事 200,000 千円、工事監理

業務委託 6,000 千円 

  

■「(仮称)あずさわ loop」は誰もが気軽に利用できる健康づくりの拠点 

設計プロジェクトチーム 

◆設計組織ＡＤＨ※ 

渡辺 真理(建築家、法政大学教授) 

木下 庸子(建築家、工学院大学教授) 

※日本建築学会賞 [作品]： 

平成 24 年 真壁伝承館(茨城県桜川市) 

◆スポーツアドバイザー 

神和住 純(元プロテニスプレーヤー) 

ほか 

土木部 公園整備担当課 

課長 市川 達男 ℡3579-2688 担当者 飯塚 知子 ℡3579-2696 
 

区民文化部 スポーツ振興課 

課長 金子 和也 ℡3579‐2650 担当者 沼 俊一 ℡3579-2651 

(仮称)小豆沢スポーツ公園 
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いきいきかがやく元気なまち 

「観て・育てて・収穫する」体験型農業園の整備  
 

 

事業概要  子どもたちに農とのふれあいの場を提供  

  武蔵野の面影を残す赤塚五丁目の赤塚植物園隣接地

に、主に子どもたちを対象に農業体験の場を提供する

「農業園」を増設します。身近な土地で農とふれあえ

る機会を提供することで、子どもたちの農業への興味

や理解を高めます。 

また「農業園」は「野菜や果樹の観察の場」としても

整備し、植物園の機能や魅力をさらに高める施設とし

ます。 

 

    

事業の内容  「農業園」は、小学校や保育園など子どもたちが土に

触れ、農作業の体験ができる場とするとともに、普段

なかなか観ることのできない野菜の花や、作物や果実

が実っている様子を観察できる野菜植物園としての機

能、さらには見て楽しむ観賞用の畑（ポタジェ）など、

「観て・育てて・収穫する」をテーマとして、農に親

しみふれあう施設とします。 

また収穫した野菜を茹でて試食したり、トウモロコシ

を干してポップコーンづくりを楽しんだりなど、簡単

な食育体験のイベントも企画します。 

 

   

 

赤塚植物園 

農業園 

薬用・

万葉園 

◆農業園の主な特長 (エリア配置は右図参照) 

 (1)畑(栽培・収穫体験等) 

ゆるやかな傾斜地の段々畑。 

多様な体験のフィールド。 

(2)エスパリエガーデン 

壁面を活かして果樹を栽培 

し、空間を魅力的に演出。 

(3)ポタジェ 

野菜の花や実を観て楽しむ 

展示・観賞用の畑。 

(4)パーゴラ 

つる性植物や果樹を棚仕立て

で栽培し、日陰を作る。 

赤塚植物園全体図 

観賞用のポタジェ 
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 区では現在、個人が家庭菜園を楽しめる「区民農園」

や夏と秋に収穫体験ができる「体験農園」を開設して

います。そして、平成 30 年 4 月には板橋農業の維持・

後継者人材のすそ野拡大を目的に受講生を広く募集し

て「成増農業体験学校」を開校しました。今後さらに

「農業園」を開設することにより、幅広い世代が農業

にふれあえる機会を創出します。 

区ではこれらを活用し、後継者育成と農業体験の提供

の両面から都市農業の活性化に取り組みます。 

 実施の背景・目的 

   

    

 ・平成 30 年度 用地取得・設計 

・平成 31 年度 整備工事 

・平成 32 年春 開園 

 今後のスケジュール 

   

    

  

 

 予算  主管課・問い合わせ先 

 417,000 千円  土木部 みどりと公園課 

課 長 柴﨑 直樹   ℡3579-2530 

担当者 鈴木 恭一   ℡3579-2533 

■農業園イメージパース 
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その他の事前案内 

板橋で開催されるイベントについて 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

PR ポイント 

 イタリア・ボローニャ市で毎年開催されている世界最

大規模の絵本原画コンクールで、新人作家の登竜門と

して知られる「ボローニャ国際絵本原画展」の入選作

品を紹介する「2018 イタリア・ボローニャ国際絵本

原画展」を成増アートギャラリーにて開催します。 

 

 

本企画展は 1981 年より毎年開催しており、関東での

開催は板橋区のみとなります。区立美術館は大規模改

修のため現在休館していますが、今年も多彩な入選作

品を間近でご覧いただけるよう、会場を成増アートギ

ャラリーに移して開催します。 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

PR ポイント 

 イタリア・ボローニャ市で毎年行われる「ボローニャ

児童図書展」に今年出展され、板橋区に寄贈されたば

かりの世界各国の絵本を紹介する「ボローニャ・ブッ

クフェア in いたばし」を成増アートギャラリーにて開

催します。 

 

会場には世界各国の絵本が集結し、国により違いを見

せる絵本の世界を思い思いに楽しむことができます。 

本展終了後は、区に寄贈された絵本をより多くの方に

楽しんでいただくため、「ミニ・ボローニャ・ブックフ

ェア」として、区内図書館を巡回展示します。 

 

 

世界中のカラフルな絵本が「絵本のまち板橋」に集結 

2018 イタリア・ボローニャ国際絵本原画展 

絵本の世界に飛び込もう 

ボローニャ・ブックフェア in いたばし～世界の絵本展～ 

大越 順子(日本)「チーズ大作戦」 



 

－8－ 

 

 

    

 板橋の夏の風物詩「第 59 回いたばし花火大会」を荒

川河川敷にて開催します。対岸の戸田橋花火大会(埼玉

県戸田市など主催)と同日に開催し、総打ち上げ数

12,000 発を超える花火が板橋の夏の夜空を彩りま

す。有料指定席券は、6 月 9 日(土)から区内先行販売、

6 月 23 日(土)から一般販売開始です。 

 

いたばし花火大会は、打ち上げ場所から観客席が近い

ことから、おなかに響く尺玉の音も醍醐味となってい

ます。その他にも魅力満載の花火大会、大迫力で楽し

める有料指定席がおすすめです。 

・金沢市友好交流都市協定締結 10 周年記念花火 

・東京最大の「尺五寸玉」の打ち上げ 

・関東最長級総延長 700m の「大ナイアガラの滝」 

  

 

 

 

 

 

 

PR ポイント 

    

    

    

 

    

    

板橋の夜空を彩る、東京最大の「尺五寸玉」！ 

第 59 回いたばし花火大会 

―― 各イベントの日程等 ―― 

①2018 イタリア・ボローニャ国際絵本原画展 

    日程：7 月 6 日(金)～7 月 29 日(日) 

    会場：成増アートギャラリー(板橋区成増 3-13-1 アリエス 3F) 

    問合：区立美術館(03-3979-3251) 
 

②ボローニャ・ブックフェア in いたばし～世界の絵本展～ 

    日程：8 月 4 日(土)～8 月 12 日(日) 

    会場：成増アートギャラリー(板橋区成増 3-13-1 アリエス 3F) 

    問合：いたばしボローニャ子ども絵本館(03-3579-2665) 
 

③第 59 回いたばし花火大会 

  日程：8 月 4 日(土) 19 時～20 時 30 分 ※荒天時は 8 月 5 日(日) 

    会場：荒川河川敷 

    問合：くらしと観光課(03-3579-2251) 



 

板橋区政策経営部広聴広報課 〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目 66 番 1 号 TEL03-3579-2025 FAX03-3579-2028 
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