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「(仮称)七国・薬師池地域魅力向上計画 (案 )」

市民意見公募実施結果



「(仮称)七国・薬師池地域魅力向上計画 (案 )」

に関する意見募集の実施概要

町田市では、2012年度に策定した「まちだ未来づくリプラン」に基づき、「薬師池公園地

域の魅力向上」について検討を進めています。

現在までの活動として、2012年度は庁内のプロジェク トチームにおいて検討を行い、今

回ご意見を伺 うこの (仮称)七国・薬師池地域魅力向上計画 (木安)を作成 しました。2013年

度は町田市薬師池公園地域魅力向上計画懇談会を開催 し、学識経験者、町内会・自治会、

その他様々な団体の方々にご参加いただき、本計画案の更なる検討を進めています。この

検討に当たり、より多くの市民の方のご意見を伺いたいと考え、意見募集を行いました。

結果は下記のとおりです。貴重なご意見をお寄せいただき、ありがとうございました。

1.意見募集の期間

。2014年 3月 1日 (上 )～ 2014年 3月 31日 (月 )

2.意見の募集方法

○町田市ホームページに掲載

〇以下の窓口で閲覧及び配布

公園緑地口果(市役所 8階)、 薬師池公園内フォ,ト サロン、町田リス園、町田ダリア園、

市民相談室 (市役所 1階 )、 市政情報課 (市役所 1階 )、 各市民センター、町田駅前、

本曽山崎、玉川学園駅前、鶴川駅前、南町田駅前の各連絡所、各市立図書館、町田市

民文学館ことばらんど、生涯学習センター (町田センタービル 6階 )、 男女平等推進

センター (市民フォーラム 3階 )

3.寄せられたご意見の内訳

26名 の方か ら、109件 のご意見をいただきました。ご意見の概要は次ページ以降をご覧

ください。なお、取 りまとめの都合上、いただいたご意見は要約しています。

対象施設 件数

1.施設全般について 61

2.薬師池公園 (水 の国)について 7

3.町田ボタン園 (月 の国)について 2

4.町田えびね苑 (風の国)について 9

5.町 田リス園 (光 の国)について

6.(仮称)薬師池西公園 (木の国)について 12

7.(仮称)薬師池北緑地 (上の国)について

8.丘の駅 (セ ンターハウス)や飲食物販施設にっぃて 10

9.そ の他 6

計 109



1.施設全般について

市の考え方No ア ー マ ご意見の概要

新たなバス停の設置など、バス交通

のさらなる利便性向上策を検討す

ると共に、バス便の本数増、利用促

進策等について反映いたします。

(①P.28公共交通利用の啓発 )

1 交通 ア クセ

スの充実、

公 共交通機

関の利 用促

進 について

現在の駅からのアクセスはバスに限ら

れ、花の開花時期には交通渋滞が発生

している。モノレールの延伸などの検

討が必要。

古渕から藤の台団地間のバス便を多く

するよう要請することが必要。

ピーク時には駐車場が満車とな り1時

間待ちも発生することがある。公報等

でバスの利用を促 した り、満車時の適

切な案内誘導が怒要。

アクセス手段の改善とその効果につい

て十分検討 していただきたい。

渋滞問題の対策なしにアクセスは向上

しない。駐車場の拡大をやめ、バスの

増便、直行バスの運行等の検討が必要。

アクセスをもつと考えてほしい。大気

汚染を減 らすため、バスの増便やきめ

細かいルー トの検討が必要だ。

公共交通機関の利便性向上 と利用

促進策に併せて駐車場の確保 も検

討 していきます。駐車場の料金につ

いてのご意見は市内公園 とのバラ

ンスの中で検討 して参 ります。

駐車場 につ

い

~(:

駐車場が少ないため、センターハ ウス

周辺に駐車場を作ることが必要。

駐車場は無料 とすること。

ご意見は参考とさせて頂きます。地域 内移動

手段 につい

て

。新たな施設間移動手段等の設置による

住環境の悪化、交通量増加による安全

性の低下、治安の悪化、排気ガス、プ

ライバシーの悪化等が気になる。

・ アクセスの回遊性は、身障者、高齢者

等のため、大いに結構だと思 う。

・センターハ ウスからファーマーズセン

ター間の小型バス運行を考える必要が

ある。

。この地域だけを巡回する乗物を考えた

ら良いと思 う。
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施設 間の道

路での分断

について

「風の国」「光の国」が鎌倉街道で分

かれており、1つの観光エリアとしては

不便であり、危険。鎌倉街道のルー ト

を変更するなどの工夫が必要。

施設間の連絡通路については、安全

対策の検討を進めて参 ります。

(既 P.28施設連絡通路の整備 )

高齢者、身

障者等への

配慮につい

て

アクセス・移動にかかる高齢者 。身体

障害者への配慮が必要。

「高齢者で元気な方々」及び 「身体障

害者」の就業場所の確保 (維持管理等

に活用)が必要。

「ひきこもり者」の受け皿が必要。

ご意見は参考とさせて頂きます。

6 歴史を引き

継 ぐ施設整

備について

・ 自然 (キ レイな空気・緑・土・水 。いき

もの)や歴史 (自 由民権・民家。薬師堂。

鎌倉街道等)、 原爆等昭和の負の歴史を

後世代にのこし、伝え、引継ぎ、守 り

続ける地域になることを期待。

・ 原爆や戦争犠牲者の方々が静かに、安

らかに眠れる慰霊地として、 (仮称 )

反核・反戦・野草の家の建設。 .

。この地域が自由民権運動と深い繁が り

があるある歴史的事実を具体的に説日月

する表示やパネルなどを設置するこ

と。

・ 地域の魅力となっている「歴史と緑」

を伝えることが必要で、鎌倉道を生か

した 「歴史の道」を設定したり、地域

の神社や遺構などを紹介するキャラク

ターをコンテス ト形式で募ることなど

が考えられる。

ご意見は参考 とさせて頂 きます。

(既 P。 28フ ットノくスルエ ト)

7 自然の保全

等について

・ 自然は今のままでも十分楽 しむことが

できる。連携 してまとめると道路整備

などコス トもかか り、駐車場も増や さ

なければならない。

・景観が損 なわれて しま うのではない

か。 もつと現状を生かしつつ、憩いの

場所、楽 しむことのできる場所 として

残 してほしい。

・計画立案者は自然を守 り、残すことの

意義を理解 していない。近隣市町村に

比べて恵まれた町田の自然 。立地環境

を著 しく損なう作業だ。予算額を公園

用地拡幅の土地買収費にまわすよう求

基本コンセプ トのとお り、地域に残

された貴重な自然を損なわずに、よ

り多くの方々が、この自然に触れ合

うことができるような方策につい

て、検討を進めて参 ります。

(既 P,27自 然観察会)
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める。

・ 町田市の貴重な自然をできるだけ残 し

てほしい。ハー ド施設の増設をせざる

を得ないのなら最低限にしてほしい。

・テーマパークのような印象を受けヽ魅

力を感 じない。町田の魅力は里山のよ

うな景観が残つていることであり、あ

りきた りの行楽施設のようなものは興

ざめする。

・ 自然豊かな地域に車での来場者が多く

な り、自然環境や動植物の生態の汚染

につながる。

・ なぜ貴重な谷戸や鎌倉古道や 自然が残

されている地域を活性化するのか理解

ができない。

・ `人'優先の魅力化ではなく、“自然"

を優先 とした魅力化 を検討 してほ し

ヤ` 。

・現在のままで保護 してい くことを望

む 。

・ 当該地域の豊かな自然を保全すること

を基本に据えて計画を策定すること。

・施設整備などハー ド事業は自然 との調

和を重視 し、必要最小限の規模 とする

こと。

ご意見は参考とさせて頂きます。花 の植栽 に

ついて

・ 駐車場の脇などの土手に彼岸花を植え

る。

・ 山肌に山百合を植える。

ご意見は参考 とさせて頂きます。施設 の維持

管理 につ い

て

アジサイ園の手入れが必要。

水車の故障を直 して動かす。

現在は、各施設において、訪れる

方々の季節 による変動が とても大

きくなっています。イベン ト開催に

より、来客数の少ない季節において

も訪れていただけるようにイベ ン

トの種類について、ご意見を反映し

て参 ります。

(②P.27生演奏 (花季に応 じて開

催 )、 写生会、撮影会)

10 イベ ン トの

開催 につ い

て

・東屋を整備 し、梅林で野外 コンサー ト

を実施。

春は琴や尺人、秋は笛や詩吟などのコ

ンサー トを開催。

・現在は知名度がないが、椿祭を新 しく

作る。

・小 中高の写生大会や展示会を開催す

る。

・ 自然観察会や歴史ウォーク、バー ドウ

ォッチングを増や して欲 しい。
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11 トイ レの増

設について

トイ レの増設が必要。はにわ公園やば

たん園、第一駐車場などに トイ レを設

置。

ご意見は参考とさせて頂きます。

12 ベ ンチの設

置について

起伏に富んだ所が多いのでベンチが怒

要だと思う。ベンチには伐採した木や

竹を有効利用する。

あると便利な場所は①西公園の遊歩

道、②ファーマーズセンターの上の農

道付近、③鎌倉古道

ご意見は参考とさせて頂きます。

13 エ リア分 け

について

来園者の 7割以上が中高年 と子 どもで

あり、何度も来てもらうためには、区

割 りをしてポイン ト制を計画に入れて

はと思 う。

ご意見は参考とさせ て頂きます。

14 各地区の名

称について

「風の国」 とか 「光の国」と言われて

もピンとこない。「ばたんの里」とか「山

野草の森 (現在のえびね苑 )」 というよ

うな具体的なイメージが描ける名称の

方がよヤヽと思 う。

「七つの国」の名称がしつくりこない

ので再考の余地がある。

「土・水・火・風・光・月」はあまり

にもテーマパーク的発想で、実質 と結

びつきにくい。

ご意見は参考とさせて頂きます。

15 観光地化 に

ついて

・ 今回の計画には「観光地化 したい」 と

い う面が含まれていると思 うが、自然

が豊かな地域であり、あまりに観光地

化 (=俗化、喧喋化)しないよう十分

配慮 して欲 しい。

・ 計画案の内容は、当地域を一大観光地

として売 り出そ うとしているとしか思

えない。

・ 観光のためのみどりの利用が透けて見

える。 自然は自然のままで在るこ≧に

意義があると思 う。

・ 観光を優先するとオーバーユースとい

う問題が発生するが、これにきちんと

当該地域の「観光資源 としての魅力

を高める」とい う側面 と、「自然や

農地の保全など、地域の魅力をさら

に高める」とい う側面があります。

(既 P.17「基本コンセプ ト」里山

景観・眺望、みどりを活かした地域

づくり)
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した対応があるのか疑問。

この計画は、この地域で大切に緑を守

るために力を注いできた方々の願いを

踏みにじる `観光のためのレジャーラ

ン ド化'であることは明らかだ。

今回の計画はこの地を観光資源 と見倣

しているが、市民のいこいの場に観光

地のようなにぎやかさは必要ない。誰

が観光公害のリスクを負 うのかが明確

になつていない。

ご意見は参考とさせて頂きます916 ターゲ ッ ト

の明確 化 に

ついて

各施設の現在の来場者属性を十分に把

握 し、その上で対象を明確にして計画

をすすめてもらいたい。

。多大な黛設費用の他、維持費も従来よ

りは多くなると思われる。費用対効果

の検討を十分に行つて、無駄使いとな

らないように慎重に進めてほしい。

・ 開発の費用をカバーす る集客数は見込

めないと思 う。数年後には利用 されな

い施設や遊具、壊 された自然だけが残

っていることになるのではないか。

・ 多少来訪者が増えたところで乳収入が

大幅にアップするとは思えず、施設や

駐車場の建設費、維持費などを考える

と費用対効果が疑問だ。

ご煮見は参考 とさせて頂きます。17 費用対効果

について

ご意見は参考 とさせて頂きます。18 野津 田公 園

との差月可化

について

・野津田公園との差別化を意識した見直

しをお願したい。

ご意見は参考とさせて頂きます。19 近隣住 民ヘ

の配慮 につ

いて

・近隣住民の住環境等を考えると大規模

開発には大きな問題がある。

・住人に迫つている所もあるので、住人

に対 しては相当な配慮が必要。

通信販売の方策などについて、ご意

見を反映して参 ります。

(③P.27ブルーベ リージャム (通

信販売)、
コサージュ作 り教室 (通

信販売))

20 観光客誘致

が長続 きす

る工夫につ

いて

・一度訪れた人に支え続けてもらえる工

夫 として、地域の産物を遠方からでも

購入 し続けられる体制づくりが考えら

れる。
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21 農業者 の計

画策定へ の

参加 につい

て

・地産地消、農業の振興などの観点から

農業者・農協の計画策定への参加、施

設運営への参加を重視すること。

計画策定について、農業振興口果や、

地域の農業団体の方にご意見をい

ただきながら進めてお ります。

2.薬師池公園 (水の国)について

No ア ー マ ご意見の概要 市の考え方

1 「 平 和 の

鐘」 の利用

について

・現在は飾ってあるだけなので、記念

日に鳴らすなど鐘を鳴らす方法を

工夫する。

(例 )。 市制記念 日

・3.11震災記念 日

・終戦記念 日  など

鐘の活用方法について、ご意見を反

映して参 ります。

(④P.27平和の鐘の鐘撞き)

2 舞台でのイ

ベ ン ト開催

について

・地方のお祭 りは、その地方の歴史・文

化・伝統によつて成 り立ってぃると思

うので、それを持ってくるのはいかが

なものか。

・年中、イベン トスペース (舞台)か ら

大音響のおしゃべ りや音楽が流れてき

たのでは静かに自然を楽 しむことがで

きなくなる。

ご意見は参考とさせて頂きます。

ライ トア ッ

プについて

・ ライ トアップやキャン ドルナイ トイベ

ン トはこの公園にふさわしくない。

・ ライ トアップは自然の風景を損なう面

がある。薬師池公園にライ トアップ設

備などつけないで欲 しい。

・現在でも日中渋滞 しているのに、ライ

トアップによって渋滞が悪化する。

ご意見は参考とさせて頂きます。

4 草木染や押

花について

・薬師池公園の菖蒲で草木染めとか押花

はできないか。

薬師池公園でのソフ ト事業 として、

ご意見を反映 して参 ります。

(⑤P.27菖 蒲の車木染め、押花体

験)
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3.町田ボタン園 (月 の国)について

4.町田えびね苑 (風の国)について

市の考え方No ァ ー マ ご意見の概要

ご意見は参考 とさせて頂きます。足湯について 疲れたハイカーにとつてとても安 ら

げる、良いアイディアだと思 う。

温泉がないのに足湯はあま り魅力的

に思えない。メンテナンスも大変そ

うで、衛生面も心配。

ご意見の概要 市の考え方No ァ ー マ

えびねの移植

について

・ えびねを移植 して 「上の国」に持つ

ていくのは反苅。

・移 し替えによつて貴重な植物が消滅

する恐れがあるように思 う。移植の

可否については専門家の意見などを

聴き慎重に判断していただきたい。

・ 自生 している植物を強引に移す とは

自然を優先 とした検討に思えない。

えびねの移植については、別途その

可能性について検討を進 めてお り

ます。移植の是非については、その

結果に基づき判断して参 ります。

・ サイハイランの群落など様々な植物

が咲いているのに、アスレチ ックな

どを作った ら自然破壊になる。アス

レチックは「上の国」.に作るべきだ。

・ フォレス トア ドベンチャー施設のよ

うなアスレチ ック施設は 「野津多公

園」に設ける。あるいは、「薬師池西

公園」の中に設ける方法はないか。

・子 どもは野原を駆け回るだけで十分

楽 しんでいる。アス レチ ック施設が

果た して必要か。野津田公園にも計

画 しているのにあえて薬師池周辺に

作る必然性があるのか。

既存の自然を活用 したアス レチ ッ

ク施設の導入を考えてお ります。

アス レチ ック

について

公共交通の利便性向上を図ること

を考えてお り、えびね苑における駐

車場の増設は検討 してお りません。

て

駐車場につい 。近くに駐車場がないと不便。

4 開発整備につ

ヤ` て

以前行つた ときに、木に囲まれ 自然

がいつぱいで癒 されたが、えびね苑

のままではだめなのか。

ご意見は参考とさせて頂きます。

既存で 1箇所あります。入 口について ・藤の台団地側からの入口が必要。
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5.町田リス園 (光の国)について

6.(仮称)薬師池西公園 (木の国)について

No ア ー マ ご意見の概要 市の考え方

隣接 した こ ど

も広場 の設 置

について

・ リス園に隣接 して子供達がふれあ

える小動物の園をつくり、情操教育

の一環として、近隣の保育園・幼稚

園 。小学校からの来園を誘導。

ご意見は参考 とさせて頂きます。

No ア ー マ ご意見の概要 市の考え方

梅 の木 の剪 定

について

・梅林の梅の木は今後も将来も短く

剪定をしないで欲しい。

ご意見は参考 とさせて頂きます。

思 田川 の源 流

について

川の原点 としての整備 とそれをア

ピール して集客したらどうか。

ご意見は参考 とさせて頂きます。

近「齊キ住 民へ の

配慮について

民家と接 している箇所があり、騒音

などの対策が必要。

ご意見は参考とさせて頂きます。

花摘み草花 園

について

・ このような施設を造ろうと思えば、

園芸作物を植えることになり、そ う

なると「市民が昔からの里山や雑木

林の風景を楽 しむことのできる公

園」といつた薬師池西公園計画の基

本 コンセプ トか らは逸脱す るので

はないか。

ご意見は参考 とさせて頂きます。

体 験 水 田につ

いて

・ ワークショップでは思 田川の水源

を利用 した親水公園の計画だった

が、この計画はどうなったのか。

・民家が建ち並んでいる地域に体験

水田を作るべきではない。近隣住民
下
のプライバシーをどう守るのか。

ご意見は参考 とさせて頂きます。

歩道について 。新 しくできた歩道は砂利になって

いて歩きにくい。階段もあり、今後、

車椅子やベ ビーカーは通れるよう

になるのか。

ご意見は参考 とさせて頂きます。

地域 内周遊動

線について

どのような交通機関が計画 されて

いるのか。ある一定の人数を運ぶ交

通機関を走 らせ るためには大規模

な工事をしなくてはならない。公園

内は基本的に徒歩とすべき。

高齢者や身障者が無理なく、地域内

を移動できるとともに、環境負荷の

少ない移動手段について、ご意見を

反映して参 ります。

(⑥P.27パーク トレイン、馬車等

の削除)
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・雑木林や畑などあ りのままの素朴

な景色を残 していただきたい。  、

・ ハイカーヘのアンケー トでは、99%

が谷戸山の 自然 と農の風景 を楽 し

みに来ていた。そこにどこにでもあ

りそ うな「花の公園」などの施設を

作ることにどんな意味があるのか。

作つた後の龍持費は どうす るのか

甚だ疑問だ。

。ここを訪れ る人が熱望 しているの

は、谷戸山景観を残すこと。 トイ レ

等の最小限の施設に留め、それ以上

のものは建設 しないことを望む。

谷戸の景観については、できる限 り

現状のまま残す ことを考えてお り

ます。

公 園 と して の

開発 整 備 につ

いて

ご意見は参考とさせて頂きます。10 防災について ・災害用の トイレと井戸の整備。

7.(仮称)薬師池北緑地 (上の国)について

8.丘の駅 (セ ンターハウス)や飲食物販施設について

市の考え方No ァ ー マ ご意見の概要

ご意見は参考 とさせて頂 きます。

(既 P… 25テーマの配置)

ファーマーズ

センターの活

用について

・ ファーマーズセンターあた りで地元

に伝わる酒まんじゅう、よもぎ団子、

こんにゃく、みそ、 うどん、季節の

果物を使ったジャム作 り等の講習会

があると楽 しいと思 う。

ご意見の概要 市の考え方No ァ ー マ

飲食店での特

産品の提供 と

販売について

“薬師池から七国山を回るハイキング

コースを整備 して、来客に七国山の

レス トランで 「七国そば」や 「町田

メロン」、「玉サ|1学園産のレタス」、「玉

川学園のスイーツ」、「木目原の乳製品」

などを提供 し、併設 した販売 コーナ

ーで、お菓子や フインなどの特産品

を販売する。

・東屋売店を「そば小屋」に改築。

地域の入 り口となるセンターハ ウ

スと、薬師池北緑地に飲食施設を整

備する計画です。特産品等の提供・

販売についても検討する予定であ

り、扱 う特産品については、ご意見

を参考に反映 して参 ります。

(⑦P.27売店 (地産品販売))

特産品の販売

について

こことこ「道の駅」を整備 して地域特

産物の販売を行 うことが町田市の農

業にとつて本当に良い事か。それを

薬師池の周辺に持つて くることが妥

当なのか。鎌倉街道の一層の混乱を

招 くだけではないのか。

ご意見は参考とさせて頂きます。
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着手時期につ

ヤヽ て

「道の駅」などは、鎌倉街道の拡幅

工事が終了した後に着手するよう要

望する。

ご意見は参考 とさせて頂きます。

4 飲食施設につ

い (「

・ 安易なバーベキュー施設は、駐車場

の必要性な どもあ り、景色、たたず

まいを台無 しに して しまいがちだ。

食事施設 として、お しゃれな自然に

囲まれた レス トラン (例 1:薬師池公

園のだんご屋 さんの様な店)な どが

この地域にはあっている。

周辺の自然 と調和 した外観の、地場

産品を提供す る飲食施設 として参

ります。

飲食物販施設

等の配置につ

いて

・飲食物販施設やセンターハ ウス施設

は」A近辺に集中的に設置するなど、

近隣住民への配慮が必要だ。

・地域物産の販売は、集中管理が望ま

しい9

ご意見は参考 とさせて頂きます。

建設の必要性

等について

建設常任委員会で、このような施設

は造 らないことになっていたのでは

なかったか。

施設を建設するために自然が失われ

るのではないか。駐車場 も必要にな

るのではないか。薬師池公園の駐車

場が赤字を抱えている中で、これ ら

施設をどう維持 していくのかも疑問

だ。

現在でも駐車場入場のために渋滞 し

ているのに、さらに渋滞を誘発する

施設を作る必要があるのか。

センターハ ウスは、この施設だけで

集客するものではなく、来場者のた

めの利便施設 として計画 してお り

ます。新たなバス停の設置など、バ

ス交通のさらなる利便性向上策を

検討すると共に、バス便の本数増、

利用促進策等について反映いた し

ます。

9。 その他

No ア ー マ ご意見の概要 市の考え方

駅等における

観光案内につ

いて

・小田急町田駅、 」R横浜線町田駅に

案内看板を口女置 し、観光ガイ ドを配

置。七国山薬師池の見所や観光コー

ス、所要時間を記載 したパンフレッ

トを酉己布。

ご意見は参考とさせて頂きます。

案内人等の養

成 と配置につ

い
~(「

七国山全体のウォーキングガイ ドを

養成。

森林セラピーガイ ドを養成。

町田市観光案内ボランティアを養成

し、配置。

場所がわか らな くなる人が多いの

で、案内人がいたら良い。

ご意見は参考 とさせて頂きます。

(既 P.27地域ガイ ド養成講座 )
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ご意見は参考とさせて頂きます。ボランティア

について

広 く登録ボランティアを募 り、パ ト

ロールや案内、ゴミ処理等に協力 し

てもらうことが必要。
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