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計画策定に向けた意見への対応/計画方針意見要望の詳細意見口要望の内容

野津田公園は、町田市では最大の面積を持つ公園であり、町田市の

スポーツ活動における重要な場所であると考えています。ご意見を

参考にしていきます。

O他市に比べて遜色がないようにして欲 しい (ス ポーツ施設 ?)○子 どもからシルバーまで楽 しめる公園となりそ うな

ので楽 しみ。○スポーツ施設の充実に賛成。①公園循環バスを運行 し車での来園を少なくし環境保全につとめる。○非

健常者に対 しバ リアフリーなどを最大限考慮 してほしい。○体育や文化の面も町田市がもう少 しレベルアップするよう

に施設を整備 した方がよい。○未来の子 ども達のためにも構想のような施設ができることを望んでいる。○町田市のス

ポーツ施設は市内に点在 し移動の交通機関が不便である。①スポーツ施設が一箇所に集中すると家族で楽 しめる。○街

中ではなく自然の中で汗を流 し健康づくりができる。○総合スポーツ施設があれば、大きな大会も開かれ易く、アス

リー トも集ま り、活気が出るのではないかと思 う。○人口の割 りにスポーツ施設が少ない。○サッカーだけに特化せず

に他の競技にも日を向けて欲 しい。O野津田公園があるというのは市民の多くが知つているが、利用者はごくごく一部

の利用者だと思 う。

素案に賛成/是非実現させてほしい。

自然を壊 してまでスポーツ広場をつくる必要は無い/

素案に反対/自 然環境を大事にして欲 しい。

コンセプ トはいいが 「緑と人のふれあいゾーン」があ
まりにも河ヽさい

O財政負担になる。①自然の景観をつぶさないで欲 しい。○自然は市民の貴重な財産である。次世代の子 どものためにも

自然を残すべき。○自然が豊かなポテンシャルを活かすべき。○スポーツ団体だけでなく、自然保護団体の意見も聞い

て欲 しい。○施設を集中させると渋滞等の原因になるため、スポーツ施設は市内に分散配置をした方が良い。○福社に

税金を使 うべき。O施設整備ではなく自然の資源を活かした計画するべき。○貴重な里山を守るべき。○自然保護を中

心に考え、スポーツ施設の新設に限定した計画は見直すべき。○福祉に税金を使 うべき。○特定団体が潤 うような計画

はやめるべき。①野津田公園の自然環境を改変することは、少ない憩いの場を減 らすことになる。O他に同じような施

設はいくつもある。○子 どもがありのままの自然を楽 しめる場所を残 して欲 しい。○野津田は子どもが生の自然体験の

場であり、遠 くからそれを目的に来る人も多い。O今のままで十分。○経済活動優先で市民の生活無視で未来を考えな

いでほしい。O東京都下の総合公園で雑木林や畑地、原つぱ草地を今に残 し、生物も多種生息する公園は他にいくつも

ない。○計画が付け焼き刃。○緑の部分にスポーツのブーンが侵食 していてバランスが悪いと○スポーツ施設を作るの

であれば交通の便のよいところに作ればよい。O町田のいいところは、住むには便利で自然 との距離が近いことだと思

う。O芝溝街道の排ガス緩和のためにも緑は必要90今 の自然を残 しつつ子供たちを安心 して遊ばせることができる公

園の実現を期待する。①オ リンピックが終了した後どのくらいの人が使用するのか ?自 然を大切にし、市民の生活を豊

かにするほうがいいと思 う。○スポーツ施設整備は中長期的な視点で考えるべき。○利用者の利便性を考え、集中配置

か分散配置も十分考慮すべき。①スポーツ施設は自然を壊 さないところに作つてほしい。

○近所の人の犬の散歩や ウォーキング等毎 日の生活に欠かせない場所であると聞いている。それが小さなゾーンとして

しか残 されていないのには同意 しかねる。
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野津田は昔ながらのふるさととして日本一の公園だと

思 う。
ご意見のとお り施設は維持費が必要になります。効率的な維持管理

に努めるとともに、維持費以上の効用を発揮できるよう運営してい

きます。
箱物は年間維持費が非常にかかる

(仮称)野津田自然館は、箱物であり自然景観を壊す可

能性があるので反対

○ネイチャーレンジャーの常駐 (提案)。 O植生管理ボランティア、市民が自然を学ぶ場 となる拠点建設に関する要

望。自然環境の拠点施設を建設 して欲 しい。

(仮称)野津田自然館は、環境学習に使用する講習室や用具の収納

庫、情報交換コーナー、 トイレなどを予定してお り、ボランティア

活動をより充実するために必要な施設と考えています。

子 ども達のために自然を活かしたスペースをいれて頂
きたい (自 然学習等 )

学校跡地や市役所跡地につきましては、市全体で今後の活用につい

て検討を進めています。なお、忠生第五小学校跡地は保育園、緑ヶ

丘小学校跡地は消防署の移転先 として活用方法が決まつています。
小学校等の廃校や市役所跡地を有効活用すべき。

目的に応 じてエ リアを区分 して残すことや植物は必要に応 じて、移

植を含めた保全手法を検討 していきます。希少種が多く、自然は壊 したら元に戻すのが難 しい。

自然環境調査の結果、公国内に営巣地、繁殖に関係する行動、餌食

行動等がないことを確認 しています。そのため立入制限区域を設け

る必要はないと考えています。
○オオタカ等の繁殖期には人の立入 り制限区域 。期間を設定する等柔軟な運営や体制作 りを検討すべき。緑 と人のふれ あいゾーンの拡充をして欲 しい。
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意見日要望の内容 意見要望の詳細 計画策定に向けた意見への対応/計画方針

自然かスポーンか力点を明確にすべき。 ○中途半端な整備になってしまう懸念がある。
総合公園は、都市住民の休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等総合的な

利用に供するための公園です。自然かスポーンかの二者択―ではな

く、 「自然の中で楽しむ総合スポーツパーク」とい うコンセプ トに

基づき、それぞれの調和を図 りながら、公園施設の規模および配置
を計画していきます。

パークセンターブーン・レクリエーションゾーンにお
ける手厚い自然環境保全計画の再検討

ススキ草地/上 の原原つぱを残す又は、元に戻す/保全
すべき/里山エ リアの景観・ 自然を残す計画に/

○子 どもの環境教育の場にも適 している。○少年サンカ~の子どもの歓声の脇で上の原の自然の景色 (カ ン トウタンポ

ポ、ススキ、ナンバンギセル)を楽 しめるのが良い。O子 どもと安心して楽 しく遊べる。○東京都が各所に指定する保
全緑地に引けを取らない特筆 した里山環境 とい うことは広く知れ渡つている。○上の原グラウン ドもほとんど土 日の利

用状況となっているのにスポーツ施設をつくるために自然を壊 さないでほしい。

目的に応 じてエ リアを区分 して残すことや植物は必要に応 じて、移
植を含めた保全手法を検討 していきます。

オリンピックキャンプ地招致を視野に入れたスポーツ施設整備を検
討いたしますが、オリンピンク後の市民利用のニーズのない不要な

施設を整備することはありません。

オ リンピックキャンプ地誘致のためのスポーツ施設の

拡充は不要
○オ リンピックは一時的なものであり、そのために施設を整備をするのは財政への負荷が増大する。

ご意見を参考に検討 していきます。バー ドウォッチングができると良い。

ランニング、ウォーキング、散歩等、自ら意思を持つて体を動かす
ことが重要であり、こうした活動も広くスポーンとして捉えていま

す。 「自然の中で楽しむ総合スポーツパーク」のコンセプ トに沿つ

て進めていきます。

自然が楽 しめるウォーキングコース、 トレッキング
ルー トの設定

○自然を大切にし、ランニング・ ウォーキング・散歩等の日常の活動の中にある。里山歩きをスポーツ活動のひとつと
して、町田市独特の特徴 として位置づけたほうがよい。

ウォーキング、 トレイルラン、マレットゴルフなどは自然を生かし
て楽 しむものと考えています。貴重な自然を殺すのではなく生かす発想が必要

ご意見を参考にしていきます。自生の植物を有効活用すべき。 ○四季の花ではなく、多摩丘陵に自生する植物を効果的に配置すべき。

○長年かけてやつと現状の 「市民の皆さんに楽しんでいただける」レベルのものに育ててきた。○通路を広く多くの人
が見れる環境がよい。○現状程度以上の広場の提供を求める。

バラ広場縮小は反対、逆に維持又は拡張すべき バラ広場は、公園の魅力を向上する施設の一つとして、来園者の目
につきやすい公園の入口やレス トラン周辺に、同程度の面積で移設
を行いたいと考えています。

バ ラ広場の配置について ○現在のバラ広場は鶏糞のにおいがひどく「2度 と足を運びたくない」と何人もの声が高く上がっている。

芝生のある広場は、今後も残 していきます。芝生広場のような多目的利用の広場は賛成

公園は不特定の方が利用 し、その中には高齢者や障がい者 も含まれ

ます。そのほか災害時のことを考えると公園 と道路が接するところ

には、駐車場やバスでの来園 (公共交通等)の ためのスペースがある
べ芸:》 考 身てい支す ^

展望広場のバス待機所に反対。芝生広場を維持 して欲
しい

○近隣の病院、老人ホーム、学校に通 う幼児、児童、生徒、保護者の皆さんが憩 う貴重な場所。

種 目によつては専用のスペースが必要になるものもあり、整備は必

要 と考えています。
ある競技に特化 したスポーツ施設は不要 *

キャンプの出来 る施設があると良い。 ○青少年育成によい
キャンプや合宿など宿泊施設の場合、公園の管理について全て見直
す必要が生じ、施設整備は難 しいと考えています。

合宿ができる施設があるとよい。

整備 自体には賛成だが、多額の財源が投入されること
には反対。整備後の効率的な経営・運営すべき。

効率的な維持管理に努めるとともに、維持費以上の効用を発揮でき
るよう運営していきます。

レクリエーションスポーツゾーンの縮小

レクリエーションスポーツゾーンは、 「自然の中で楽しむ総合ス

ポーツパーク」のコンセプ トに基づき、自然地形を生かしたスポー

ツや気軽にスポーツを楽しめるゾーンとして位置づけてお り、重要
なゾーンであると考えてお ります。

スポーツ施設は目的を持つた特定の人が使 う施設のため有料施設と
なります。

公園の有料化は反対 ○公園の7割 を有料のスポーツ施設で占めることは反姑。
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計画策定に向けた意見への対応/計画方針意見要望の詳細意見・要望の内容

古道等については、現状のまま手をつけない予定です。またご意見

にあるとお り、古道の案内板の設置等を検討 していきます。
○野津田の歴史資源を活かしたフットパスルー トや案内板、開設板等を充実させ、町田市の歴史観光拠点としたほうが

良い。○多様な意義を持つ地域を単にスポーツ広場に位置づけることはよくない。
鎌倉古道等遺構の復元。施設建設は反対。同地域の歴
史的意味も織り込んでほしい。

野津田車庫から公園までの道路について、2009年 に整備を行つたた

め今後の再整備については、難 しいと考えています。
○交通渋滞緩和のため。○野津田車庫からの行 く道をもう少 し整備 していただきたい。O足の弱つたものにとつては舗

装 していないところは歩きにくい。周辺道路の整備が必要

陸上競技場のスペ ックを有効活用するためには、大規模イベン ト等

での集客が大きな課題であり、大型バスの利用が必要な場合もあり

えると考えています。
大型バス等による集客は必要ない

充実した交通アクセスが必要

○駐車場ではなくバスを公園周 りを一 日に数回駅から運行することはいい。
○自然を守ることは大事だが、駐車場を整備 しないと、不法駐車、交通渋滞等生活環境の悪化につながる。そ ういつた

ことに配慮 しないと素晴らしい公園でも利用者は減る。○高齢の利用者のためにも必要。まちつこバスを利用できるよ

うにしてほしい。

○駐車場を拡大すると建設費の増大、自然環境破壊になるため不要駐車場は不要

○バスが乗 り入れできる今の駐車場の環境は必要駐車場 (既存)は必要

○施設規模にあつた駐車場を整備 しないと、不法駐車の原因となる。駐車場の整備は必要

高齢者や障がい者への配慮や災害時への対応から公園と道路が接す

るところには、駐車場スペースがあるべきと考えています。

身障者、高齢者、子 ども連れの家族のために駐車場の

整備が必要

利用者の待機場所としては1パークセンターゾーンにバス乗降ス
ペースを設ける予定です。また、公園利用者 としての高齢者や障が

い者への配慮や災害時への対応から公園と道路が接するところに

は、駐車場スペースがあるべきと考えています。

ゼル ビアの観客のための待機場所を作るべき (駐車場
の拡充は不要 )

○駐車場を増や しても、試合時には渋滞の原因となるため90公 共交通アクセスの充実に伴 う利用者待機場所の充実を

図るべき。

身近で気軽にスポーツに親 しめる場が求められていると考えていま

す。計画の策定に際してご意見を参考にしていきます。

○市内のアーチェリー場では限られた距離の競技 しか出来なく、施設 としても充実していない。O他市へ練習に行つて

いる状況。Oま た近隣市のアーチェリー場も閉鎖することになりより不便になる。子 どものや りたいスポーツベス ト31こ

入つている。○練習場不足。○アーチェリーは、高齢者にも障がい者にも出来るスポーンなのに気軽に出来ないのは残

念。

ターゲットアーチェリー場を整備して欲しい

フィール ドアーチェリーは「自然の中で楽しむ総合スポーツパー

ク」のコンセプ トに最も合致する種 目の 1つ と考えてお ります。計

画の策定に際してご意見を参考にしていきます。

O自 然の中で楽 しむスポーツとして最適である。○町田市はワール ドカップにも選手を輩出している。○野津田公園の

自然の起伏が素晴 らしいフィール ドコースとなる。○コース整備で逆に自然の中の整備にな り里山の荒廃防止になる。

○変化に富んだところを歩くため健康増進につながる。○近隣に施設がない。
フィール ドアーチェリー場を整備 して欲 しい。

ご意見を参考にすすめていきます。O父がアーチェリー、息子がテニス、妻はバラ園、家族でバラ園で待ち合わせて園内レス トランで食事。園内に様々なスポーンを出来る場所、 レクリエーショ
ンが出来る場所があることはよい。

マレットゴルフは「自然の中で楽しむ総合スポーツパーク」のコン

セプ トに最も合致する種 目の 1つ と考えてお ります。計画の策定に

際してご意見を参考にしていきます。

○競技をたのしめるだけでなく、他県・他市の人々ともコミュニケーションがとれ、交流するには最適である。O体力

の向上を図れる。O健康増進にもよい。①予防医療の一環になる。○自然に親 しめる。○幅広い年齢層で楽 しめる。○

長野県では、冬は雪の影響で競技が出来ない。
マレットゴルフ場は賛成



2014年 2月 21日

公園緑地課

計画策定に向けた意見への対応/計画方針意見・要望の内容 意見要望の詳細

併用 とは同時に 2つの種目を実施するのではなく、曜 日や時間帯を

分けてそれぞれの種 目をご利用いただくことで限られたスペースを

有効活用することを想定していました。専用にしてどちらかの種 目
を選ぶのは困難なため、使用形態について関係団体と調整 していき
ます。

マレントとフイ~ル ドアーチェリーの併用は反対
○マレットとフィール ドアーチェリーの併用は各種 トラブルの発生が予想される。○マ レッ トゴルフ専用がよい。O他
例を聞いたことがない。○マレントとフイ~ル ドアーチェリーは異質のスポーツである。

クアハウスは、調査費に多額の費用がかかる上、調査をしてみない

と温泉資源 として使えるかどうか不明です。また、使えた場合も、
温泉を掘るのに更に費用がかか ります。また、公共が運営すると民

業の圧迫につなが りかねません。従いまして、市としてはクアハウ
スの設置を考えてお りません。

クアハウスが欲しい
O運動 と,ラ ックスを楽 しみながら健康増進が図れる。○花が楽 しめる足湯もほしい。○サッカーや野球を応援 しに来
た家族連れがおわつた後に食事もできるような施設がよい。○現状の公園では散歩をする程度でほかに利用するものが

なく非常に残念。①公園内に温泉を楽 しみながら健康相談もできる施設を建設 してほしい。

テニスコー トは不足しているスポーツ施設の 1つであり、大会の開

催のためにも 1箇所に複数面あることが望ましいと考えています。
計画の策定に際してご意見を参考にしていきます。

○生涯スポーンとして愛好者のおおいテニス (ソ フ トテニス)、 大会等も 1箇所で運営できる多面数の施設がほしい。
O他市に比べて面数が少ない。○子どもの自然体験学習の貴重な場である。○予約が非常に取 りず らく施設が不足して

いる。○以前からスポーツ施設の充実を求めているがやつと念願がかなう。O町田市に大会を誘致することにより「市

民スポーツの普及・推進」 「トップスポーツ支援」で町田市民がより元気になる。

>ニスコー トの充実に賛成

市立のテニスコー トにつきましては、平 日を含めておおむね 8割程
度の利用率となつてお り、多くの方にご利用いただいています。テ
ニスコー トは不足している施設の 1つ と考えています。

テニスコー トが近所にあるが平 日はあまり使われてい

なく、わ卜日もコー トが満杯になることはない。

スケー トパークは賛成
○スケー トボー ドを楽 しめる環境が近くなく、安心して楽 しめない。O建設する際には、ユーザーや知識・経験豊富な
ボーダーの声を取 り入れて欲 しい。

O湿性植物園は都会の喧騒から離れることが出来る場所、湧水も豊富なためビオ トープにした方がよい。

市にはスケー トパークがなく、需要はあるものと考えています。計
画の策定に際してご意見を参考にしていきます。

スケー トパークは反対

スケー トパークは、スケー トボー ド、インラインスケー ト、BMX
(自 転車競技)を主な対象としたスポーツ施設です。需要はあると

考えています。

ローラースケー トは全くはやつていないためスケー ト
パークは必要ない

利用時間の変更につきましては、需要と実施する場合のコス トを比

較検討する必要があります。また近隣の方々のご理解も必要です。
ご意見は今後の参考にしていきます。

スポー ツ施設 を利用 できる時間 を7:00～ に して欲 し

い

○市内に軟式少年野球場が少ない。
夜間照明設備を整備 して利用時間の拡大を図るなど野津田球場の機
能向上を考えています。ご意見は今後の参考にしていきます。

軟式少年野球場/ソ フ トボール併用グラタン ド(全面
上)を建設 して欲 しい

体育館も不足しているスポーン施設の 1つであり、市内の配置バラ
ンスもよくないと考えてお ります。計画の策定に際してご意見を参
考にしていきます。

体育館 (シ ャワー、更衣室、控え室がある)が欲 し
い。/多 目的利用のできる体育館が良い

〇小学校等はシャワー、更衣室、控え室がない。O更衣室には冷暖房をつけて欲 しい。○ トイ レも可能な限 り欲 しい。

武道専用 として整備することは現在考えてお りません。体育館の整

備を検討 してお り、その利用種目の選定に際してご意見を参考にし
ていきます。

武道場がほしい。 ○武道等の利用者に比べて市内に施設が少ない。O使える場所 (体育館)は市内に 2箇所しかない。

雨天でもスポーンに親 しめる環境が必要と考えていますが体育館を

何箇所も整備することは困難であり、屋根付運動場は効果的な施設
と考えています。

屋根付運動場は必要
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町田市には大規模イベン ト等が開催できる総合体育館があり、同程

度の体育館をもう1つ整備する必要はないと考えています。
フットサルのプロリーグが可能な総合体育館が欲しい 町田市には 2つのプロフットサルチーム (ゼルビア、ペスカ ドーラ)が あり、市内でハシゴして観戦 したい。

アス レチ ック遊具/大型遊具等はネ要
子 どもが野外で力いつぱい遊ぶことができる空間を大人が用意する必要もある。アスレチックだけでなく幼児が遊べる

空間があればもつとよい。親同士の交流の場にもなる。

大人の遊具 もほ しい。

公園内の各ゾーンの考え方に基づき、自然を生かして遊べるエリア
や遊具を設置するエリアなど、さまざまな空間を提供していきま
す。

○自然を活かしたあそびをすればよい。遊具は反対。

町田の名産品販売店が必要

レス トランがあると良い。
○雨天でも利用できる。○公園利用 と共に食事が楽 しめる。Oオシャレで美味しい食事ができるお店がよい。①現在の

市の建物にないものを。

○スポーンの後にテラスで野風を感 じながら花の楽しめる。
レス トランを整備するのであれば、周辺に四季の花を

楽 しめるスペースがあった方がよい。

ご意見を参考に、公園内で物販および飲食を提供できる施設を導入
していきます。

レス トランは反対 ○採算性に問題あり。①土 日祝 日限定の屋台カフェを検討するべき。○弁当をもつてくればよい。

ご意見を参考にしていきます。防災施設の充実。大規模災害発災時の拠点としての構
想に賛成。

○飲料水 (防災井戸)、 トイレ、照明を充実させるべき。

マレットゴルフはまだマイナーなスポーツだと思われますが、自然
の中で気軽に楽 しめ、健康にもいいスポーツです。計画策定に際し
てご意見を参考にしていきます。

マイナーなスポーツ施設 を充実 させ るべき O野津田に行けばこれが出来るとい うものになり、公園に来てもらえるきつかけになる。

ご意見を参考にしていきます。フットパスの考え方は良い

バーベキューと炭焼きが利用できる広場があるとよい ○災害時の炊き出し施設 としても有効

バーベキュー広場、牧畜広場、子 ども動物園反対

公園内には雑木林があり、その有効活用 としてバーベキュー場を配

置 したいと考えています。また、子どもに動物と触れ合える機会を

創出するため牧畜広場や子ども動物園を検討 していきます。

デイキャンプの出来る施設があると良い。 〇小 さい子 どもとも一緒に過ごせるような施設

公園の魅力を高める方策としてスポーツ教室や健康増進教室等を検
討 していますが、その中で高齢者向けのプログラムについても検討
1夕 てい共支十^

高齢者を対象 としたプログラムの充実

天然芝サッカーグラウン ド サッカー専用ではありませんが、多目的グラウンドの整備を検討 し
ています。芝や夜間照明につきましては、計画策定に際してご意見
を参考にしていきます。

人工芝サンカ~グラウン ド (夜間照明)

○市内でグラウン ドが不足 している。

夜間照明設備を整備 して利用時間の拡大を図るなど野津田球場の機
能向上を考えてお ります。ご意見は今後の参考にしていきます。軟式野球場・ソフ トボール場の充実/増設 ○以前あつたものがなくなつたため。O野球・ソフ トボールの併用もできる。
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○町田では多くのミュージシャンを輩出してお り、街中でも楽器を担いだ若者を多くみる。
音による周辺への影響や需要など勘案した上で慎重に検討していき
ます。

屋外 ライブ施設があるとよい

○特定の利用は反文ヽすマ レン トゴルフ場は反対

○特定の利用は反姑

マレットゴルフやフィール ドアーチェリーは「自然の中で楽しむ総
合スポーツパーク」のコンセプ トに最も合致する種 目の 1つ と考え
ています。ご理解いただきますようお願いします。フィール ドアーチェ リー場は反対

パークセンターゾーンのレス トランや、緑と人のふれあいゾーンの

(仮称)野津田自然館 といつた施設を計画 してお ります。大きな屋根付きスペースがスタジアム付近に欲 しい。 ○ゼル ビア試合時に逃げ場がない。①試合の無いときには、飲食や木工工作等にも有効利用できる。

○ 「みる」スポーツは健康増進につながらない。

「みる」スポーツとは、スポーツを楽しむ人のすそ野を広げて、ス

ポーツに接する機会を増や し、スポーツを通じて仲間をつくり、生

活の質を高めていくことと考えています。

「みる」スポーンが中心となる競技スポーツゾーンは
不要

身近で気軽にスポーツに親しめる場が求められており、小さな単位
でのスポーツ環境も必要と考えていますが、野津田公園はスポーツ
活動の拠点であり、ニーズに合わせたスポーツ施設整備が必要と考
えています。

小さなコミュニティー単位にスポーツレクリエーショ
ン施設を充実させるべき。

○施設を詰め込んだだけのように見える。①日常的に身体を動かす需要はこれからも増えると思 うが、総合スポーツ
パークは規模 として大きすぎる。

市立室内プール及び中学校温水プールがあるため、新たなプール整

備は考えていません。ご意見は今後の参考にしていきます。
公営屋外プールがほしい。 (冬 は屋外スケー トリンク
として有効活用 )




