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境川金森調節池の上部利用に関する 

意見募集の実施結果 

 

「境川金森調節池の上部利用」について、２０２１年１０月２３日（土）に「境川金森調節池の上

部の利用に向けた説明会」を開催するとともに町田市ホームページに説明内容を掲載し、市民の皆

さまのご意見を募集しました。 

 

１ 意見の募集期間 

 ２０２１年１０月２３日（土）から２０２１年１１月５日（金）まで 

 

２ 意見募集の方法 

 「広報まちだ」（２０２１年１０月１５日号）に説明会と意見募集について掲載 

 ２０２１年１０月２３日に開催した説明会において意見募集を周知 

 ２０２１年１０月２３日に町田市ホームページで意見募集の実施概要と説明会資料を掲載 

 

３ 寄せられた意見の件数・内訳 

１０月２３日の説明会場でのご発言や郵送及び電子メールを通じて、４６名の方から１２２件

のご意見をいただきました。 

ご意見の項目別の内訳は以下のとおりです。（おひとりから複数の主旨のご意見をいただいた場

合は、主旨ごとに分割して集計しています。） 

 

【項目別のご意見の件数】 

ご意見の項目 意見件数 

（1）配置に関するご意見 1件 

（2）用途に関するご意見 40件 

  ① スポーツ利用ができる施設  うち 7件 

  ② スポーツに限らず誰もが利用できる施設 うち 21件 

  ③ 非常用防災施設 うち 7件 

  ④ 駐車場 うち 5件 

（3）配置及び用途以外のご意見 53件 

  ① 設備関連 うち 34件 

  ② 利用方法・料金 うち 15件 

  ③ 管理方法関連 うち 4件 

（4）上部利用以外のご意見 28件 

    合 計 122件 

 

ご意見の概要及びご意見に対する市の考え方は、次ページ以降に掲載しております。 

なお、取りまとめの都合上、いただいたご意見は項目ごとに整理し、要約して掲載しております。 
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４ ご意見の概要と市の考え方 

（１）配置に関するご意見（1件） 

ご意見の概要 市の考え方 

No.1 上部施設の面積を広く利用できるように、

管理棟エリアを小さくするか、管理棟を地

下に造るようにしてほしい。 

管理棟の管理者である東京都から、次のと

おり聞いております。 

調節池の管理棟エリアの面積は、調節池の

電気・機械設備を収容し、管理運営するた

めに必要な面積としています。 

また、管理棟を地下に設けた場合は浸水の

恐れがあり、調節池を管理する電気・機械

設備が施設機能を失ってしまうため、地上

に建てる必要があります。 

 

（２）用途に関するご意見（40件） 

①スポーツ利用ができる施設 7件 

ご意見の概要 市の考え方 

No.2 旧西田グランドではグランドゴルフなど

も行われていたので、そうした種目もでき

るようになると良いと思います。 

基本計画を策定する中で検討いたします。 

No.3 近隣には本格的な路面のバスケットボー

ル施設が無いので、子供達がスポーツをす

るのに最適なバスケットボール区画があ

ると良いと思います。 

No.4 ボルダリングが出来る施設がほしいです。 

No.5 野球、サッカー、運動会など、全てに対応

できるグラウンドが良いと思います。 

No.6 スポーツ利用を中心とした利用に賛成し

ます。今後、このような広い場所の確保は

容易ではないと思います。公園や散策でき

るような場所はもう少し小さな場所でも

作ることができると思われ、今後もスペー

スの確保は可能と思いますが、野球やサッ

カーなどを行うことが可能な場所の確保

は非常に難しいと思いますのでぜひスポ

ーツ広場としての利用をお願いします。 

No.7 ぜひ野球の試合もできるグランドにして

ほしいと思います。 

No.8 スケートパークがほしいです。 
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②スポーツに限らず誰もが利用できる施設  21件 

ご意見の概要 市の考え方 

No.9 昔のようにお祭りやイベント会場として

利用できるグラウンドが良いと思います。 

地域コミュニティのお祭りやイベント、

防災訓練については、調整のうえ使える

方向で考えてまいります。 

 

No.10 自治会のお祭りや防災の場として、今まで

通り使えますか。 

No.11 誰もが入れて、誰もが使える広場を。昔の

ように、凧揚げが出来るようにしてほし

い。 

基本計画を策定する中で検討いたします。 

No.12 凧揚げが出来るようにしてほしい。 

No.13 キャッチボールやサッカーなど、子どもた

ちが自由に利用できるようにしてほしい。 

No.14 自転車事故が増えているようなので、一部

を子供たちのための自転車の練習用に使

えるように、最低限の整備をしておくのも

よいと思います。 

No.15 小さなお子さんの自転車の練習ができる

ようにしてほしい。 

No.16 子供達がのびのびと走り回れるような施

設にする事が良いと思います。 

No.17 ふわふわドームを作ったら、子供が喜ぶと

思います。 

No.18 誰でも使えるような多目的用地にしてほ

しい。 

No.19 犬の散歩が出来る場所やドッグランがほ

しい。 

No.20 家族利用が可能な芝生広場の区画がほし

い。 

No.21 フォトジェニックなスポットがあるとい

いと思います。 

No.22 ゆっくり休めるような芝生にしてほしい。 

No.23 芝生が一面貼ってある公園にしてほしい。 

No.24 芝生や健康的な活動ができるような憩え

る空間を希望します。 

No.25 キッチンカー、マルシェ（市場）、朝市があ

ると良いと思います。 

管理運営方法につきましては、今後検討い

たします。 
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No.26 公園であれば地域に開放しやすいという

話があったので、指定管理者などは入れず

に、公園として地域に戻してほしい。 

管理運営方法につきましては、今後検討い

たします。 

No.27 スポーツに特化しないことを希望します。 運動施設がある公園として計画いたしま

す。 No.28 スポーツ施設のみにするのではなく、公園

にしてほしい。 

No.29 公園にしてほしいが、利用者がごみを散ら

かさないか心配です。 

施設の適切な利用について、利用者に周知

いたします。 

 

③非常用防災施設  7件 

ご意見の概要 市の考え方 

No.30 災害時の避難場所として使えますか。 建物がないため、一時集合場所としての使

用になります。 

その後、学校等の避難施設に避難していた

だくことになります。 

No.31 大規模災害が発生した場合を想定して 

災害備蓄倉庫を設置してほしい。 

浸水予想区域内にある当該地に、災害時の

避難施設や設備を設置することが適当で

ないと考えております。 

 No.32 大規模災害が発生した場合を想定して 

マンホールトイレを設置してほしい。 

No.33 大規模災害が発生した場合を想定して 

災害時給水施設の併設してほしい。 

No.34 大規模災害が発生した場合を想定して 

救護・給食施設を設置してほしい。 

No.35 大規模災害が発生した場合を想定して 

離発着可能なヘリポートを設置してほし

い。 

ヘリコプター緊急離着陸場については、９

００㎡以上・進入角に障害物がないなどの

発着基準等を勘案し、東京都総務局が東京

都地域防災計画において選定しておりま

す。今後の上部施設の基本計画の策定に合

わせて、東京都総務局に確認いたします。 
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No.36 大規模災害が発生した場合を想定して 

災害発生時には、自衛隊駐屯地としてほし

い。 

大規模震災時に全国から応援に来る自衛

隊等の救助部隊が利用する「大規模救出救

助活動拠点」については、東京都総務局が

東京都地域防災計画において、派遣される

部隊の隊員や車両等を踏まえ、屋外施設で

は１．５ヘクタール以上の活動面積を確保

できるよう選定しております。 

また、選定に当たっては、自衛隊車両を含

む大量の緊急車両が通行することから緊

急輸送を行うための道路（国道及び幹線道

路等）に近接しているかという点も考慮さ

れます。 

当該地は緊急輸送を行うための道路に近

接していないため「大規模救出救助活動拠

点」の指定は難しいものと考えます。 

 

④駐車場  5件 

ご意見の概要 市の考え方 

No.37 風水害以外の災害時に使えるように、最低

限の駐輪場や駐車場の確保などの整備が

必要だと思う。 

東京都震災対策条例により、震災時は、路

上の混乱と危険を防止するため、車両での

避難は禁止されております。 

それ以外の災害時においても、渋滞や冠水

により動けなくなるおそれがあることか

ら、原則として車両での避難は控えていた

だくようお願いしております。 

No.38 駐輪場・駐車場を確保してほしい。 基本計画を策定する中で検討いたします。 

No.39 駐車場を確保してほしい。 

No.40 少なくとも３５台は止められるコンクリ

ートの駐車場の確保をお願いします。 

No.41 駐車場は多いほどいいですが、２０台程

度、自転車おきスペースなどあれば近隣地

域の方には良いと思います。 
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（３）配置及び用途以外のご意見（53件） 

①設備関連 34件 

ご意見の概要 市の考え方 

No.42 敷地内の地面は、（膝や腰に負担がかから

ないように、）コンクリートやアスファル

ト以外の素材にしてほしい。 

基本計画を策定する中で検討いたします。 

No.43 砂埃対策による自動スプリンクラーの設

置と水はけの良いグランドにしていただ

きたい。 

No.44 グラウンドの仕上げは、人工芝ですか。天

然芝ですか。 

No.45 他のスポーツとの兼ね合いで全面土でも

かまいませんが、全面芝生や全面人工芝で

は野球はできません。 

No.46 グラウンドは、水はけのよいものにしてほ

しい。 

No.47 多目的広場とする場合、人工芝とするのが

良いと思います。（少量の雨や天候不良、冬

場の利用が出来ない弊害を回避し、ほこり

と費用を削減するため。） 

No.48 野球場設置・野球場は全て人工芝とし、ホ

ーム、１塁・２塁・３塁、ピッチャー部の

み丸くアンツーカー仕様舗装とする。（調

布野球場、日本体育施設（株）など参考）

理由は少量の雨や天候不良、冬場の利用が

出来ないなどの弊害が町田市の野球場す

べてで有り利用率が悪いとなっています。

（野津田球場のデーター有り） 

春、夏場のほこり発生がひどく困っていま

す。これを抑えられ近隣に対する配慮、利

用者に対する健康対策となり、水撒き設備

の省略、費用の削減になります。 

No.49 野球、サッカー、運動会など、全てに対応

できるよう、土のグラウンドにするのが良

いと思います。（人工芝にすると工事・維持

費用が掛かる。廉価の使用料で負担が少な

く使用できるようにしてほしい。） 
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No.50 野球のグラウンドとする場合、外野は芝、

内野は土のグラウンドとしてほしい。 

基本計画を策定する中で検討いたします。 

No.51 野球をしている側から言わせて頂ければ

スライディングをするにはやはり土であ

る必要があり、ぜひ土のグランドにしてほ

しいと思います。近くには人工芝の鶴間公

園グランドがあるので、こちらは土のグラ

ンドにしてほしいです。全面でなくても野

球でいえば内野部分だけでも良いと思い

ます。（人工芝はメンテも簡単で土埃の心

配もなく良い点は多いと思いますが、一方

でケガをしやすく、夏場は熱射病になりや

すい問題があるように聞いています。） 

No.52 野球のベンチは少なくとも選手が２０人

は入れるようにしていただきたい。 

No.53 屋根付きベンチがほしい。 

No.54 グラウンド整備用器具置き場が必要です。 

No.55 グラウンドを土とする場合、補修用の土置

き場を設置してほしい。 

No.56 公認野球規則には、「本塁から投手板を経

て二塁に向かう線は、東北東に向かってい

ることを理想とする」との文言がありま

す。以前の西田グランドは本塁から投手板

の方向が西側に向いており西日の影響を

受けていたので、うまくレイアウトできる

と良いと思います。 

No.57 中学野球らしい野球のできるグランドと

して、両翼９７メートルを取れるようにし

ていただきたい。（できたら９０メートル

は取りたい） 

No.58 野球の防球ネットは必要です。 

No.59 野球のフェンスの高さを十分にとってい

ただきたい。 

No.60 周囲のフェンスは周囲の住民の方々に迷

惑がかからないような高さにする必要が

あると思います。 

No.61 ホームベースからバックネットまでは１

０メートル以上とっていただきたい。 
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No.62 野球のピッチャーマウンドを設置してい

ただきたい。 

基本計画を策定する中で検討いたします。 

No.63 ナイター設備がほしい。  

No.64 ナイター設備は周辺住民の方の理解が必

要かと思いますが、あれば長時間利用でき

るグランドになると思います。 

No.65 野球の試合ができるグランドが１面はほ

しい。野球・サッカーの２者の利用は難し

いと思う。スポーツ広場か、普通の公園か、

多目的公園か、どっちつかずにならないよ

うにしてほしい。 

No.66 自動販売機を設置してほしい。 管理運営方法につきましては、今後検討い

たします。 

 

No.67 全体の警備などは監視カメラなどの設置

のみとして、費用を抑えるためにも管理人

などは不要だと思います。 

No.68 熱中症発生時の休憩所があると良いと思

います。 

基本計画を策定する中で検討いたします。 

No.69 サイクリングロード側の位置に雨がしの

げる屋根付き休憩所を設置してほしい。 

No.70 休憩スペースを設置してほしい。  

No.71 水場、トイレを設置してほしい。  

No.72 トイレや水道の設置をしてほしい。 

No.73 トイレを設置してほしい。 

No.74 サイクリングロード側の位置にきれいな

トイレを設置してほしい。 

No.75 防災の場所として大事な場所である。町内

会用の防災倉庫を設置することは可能で

すか。 

防災上の観点から、町内会用の防災倉庫を

設置することは可能です。設置について

は、防災課を通じて申請して頂くことにな

ります。倉庫の設置場所については、整備

完了後にご相談をお願いいたします。 

 

②利用方法・料金  15件 

ご意見の概要 市の考え方 

No.76 ２時間区切りの利用設備が多いようです

が、野球で言えば２時間は中途半端なの

で、３時間あるいは１．５時間×２など時

間割りが良いと思います。 

管理運営方法につきましては、今後検討い

たします。 
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No.77 利用開始時間を９：００からではなく、７：

００からにしてほしい。 

管理運営方法につきましては、今後検討い

たします。 

No.78 完成後施設では、大会利用等の優先予約を

認めてもらえますか。 

運営方法につきましては、施設の仕様を踏

まえながら、今後検討してまいります。 

No.79 春・秋の町田市少年野球大会期間中（約２．

５か月間）は少年野球連盟で優先的な利用

ができるようにお願いいたします。 

No.80 工事前に使用していた団体に、優先利用の

権利を付与していただきたい。  

市内の公共スポーツ施設では、団体スポー

ツ等で専有して利用する際は「まちだスポ

ーツ施設予約システム」で予約してから利

用していただきます。 

No.81 工事前にもともとこの場所を使用してい

た団体が、優先的に使用できるようお取り

計らいいただきたい。  

No.82 長きにわたって西田グランドを維持管理

してきた者としては優先的に使える日に

ちがあるなどの優遇措置があるとありが

たいです。 

No.83 基本的には利用時間を設定し、特に近隣住

民が優遇されるような利用方法を希望し

ます。 

No.84 長きにわたって西田グランドを維持管理

してきた者としては、何日かは低価格で使

えるなどの優遇措置があるとありがたい

です。  

町田市の「受益者負担の適正化に関する基

本方針」に基づき、今後決定してまいりま

す。 

No.85 周辺住民は無償で使えるようにしてほし

い。  

No.86 少年野球の目的は青少年健全育成にあり

ます。青少年健全育成のためのスポーツ活

動で、受益者負担の名目で大人と同様の使

用料金を徴取しないでほしい。  

No.87 料金については、少年野球団体やボランテ

ィア団体が使用の場合、これまで通りの半

日６００円程度をお考えいただきたい。 

No.88 一部の人達だけが使えるような、お金をと

るような施設にするのはよくないと思い

ます。  

No.89 無償ボランティア活動団体は資金が少な

いので低コストで使えるプランとか、年間

に何日かは無償で使えるとかのプランが

あるといいです。  
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No.90 人工芝ではなく土のグラウンドとするな

ど工夫をして、市内の他グランドと同程度

の廉価の使用料で負担少なく使えるよう

にしていただきたい。 

町田市の「受益者負担の適正化に関する基

本方針」に基づき、今後決定してまいりま

す。 

 

③管理方法関連  4件 

ご意見の概要 市の考え方 

No.91 今までのように、スポーツ広場管理運営団

体が管理したい。実績を考慮し、指定管理

者になることは可能ですか。 

管理運営方法につきましては、今後検討い

たします。 

指定管理者制度を導入する際には、原則公

募により選定いたします。 

No.92 完成後施設はどのように管理しますか。  管理運営方法につきましては、今後検討い

たします。 No.93 管理方法については、指定管理者制度に依

存しない方式で、管理費用を抑え、ボラン

ティア団体の少年野球に使用できるよう

にしたい。 

運営方法については、運営委員会中心とし

て清掃整備など定期的に自分達で運営を

行い、スポーツ、お祭り、イベントが出来

る参加型設備にしてもらいたい。 

No.94 調節池の建設に関する裁判の結果、東京都

が敗訴して境川金森調節池が建設差止と

なった場合には、調節池をグラウンドに戻

し、管理についても今までと同様に地元住

民が管理する方法にしてほしい。  

現在係争中のため、判決を仮定した市の回

答につきましては、差し控えさせていただ

きます。 

 

（４）上部利用以外のご意見（28 件） 

ご意見の概要 市の考え方 

No.95 境川の水位が分かるような監視カメラを

管理棟に設置してほしい。 

管理棟の管理者である東京都から、次のと

おり聞いております。 

境川の東京都管理区間における水位監視

カメラについては、現在、「根岸橋」、「境

橋」、「鶴間」の３カ所に設置しており、イ

ンターネットで閲覧することができます。 

境川金森調節池の管理棟への設置につい

ては、今後、町田市を含め、関係機関と協

議を行い、検討してまいります。 
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No.96 調節池に泥水が入った場合、どのように処

理するのか。 

また、泥水処理にかかる費用は、だれが負

担するのか。 

調節池の管理者である東京都から、次のと

おり聞いております。 

調節池に流入した水は、河川の水位が低下

し安全が確認できた後に河川に戻し、溜ま

った泥については車両で搬出します。 

費用については東京都が負担します。 

No.97 境川横断仮設歩道橋が３カ所、作業用で作

られて掛けてあるが、こちらについては完

成後も残してほしい。 

調節池の管理者である東京都から、次のと

おり聞いております。 

工事で使用する仮設の橋であるため、調節

池完成後は撤去いたします。 

No.98 人道橋の撤去、ゆっくりロードの開放はい

つになるのか。 

また、人道橋撤去に伴う金山橋と下流の２

箇所の相模原市へ渡る橋の開放はいつに

なるのか。 

人道橋の撤去工事とゆっくりロードの開

放の時期などについては、調節池工事のほ

か上部工事にも関係するため、今後、東京

都と調整してまいります。 

No.99 現在金山橋から鶴金橋まで７～８００ｍ

の間、橋がありません。ウォーキングの折

返しに渡り気分楽しく歩行できればと思

います。金山橋から鶴金橋までの間に橋を

新設してほしい。 

金山橋から鶴金橋までの区間において、橋

を架ける計画はございません。申し訳ござ

いませんが、ご理解のほどよろしくお願い

いたします。 

No.100 金森西田地区の危険個所について、「信号

機や安全ミラーの設置してほしい」との要

望を、町内会から出していますが、進捗は

いかがですか。 

信号設置の要望については、町田市から町

田警察へお伝えいたしました。詳しい進捗

状況につきましては、所管である町田警察

へご確認をお願いいたします。 

安全ミラー（カーブミラー）の設置につい

ては、１箇所設置済みでございます。新た

に設置する予定はございませんが、別途、

安全対策として、交差点にドットラインを

引くことやマンホール蓋に滑り止め加工

をするなどを行う予定でございます。 

また、看板の設置などで注意喚起できない

か検討してまいります。 

No.101 上部の維持管理費用はどこが負担するの

か。  

調節池の付帯施設である管理棟などの維

持管理費用は東京都が負担し、道路や運動

施設がある公園の維持管理費用は町田市

が負担いたします。 
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No.102 調節池の土地の貸付費用を東京都に負担

してもらい、その貸付費用を上部の維持管

理にあててはどうか。 

東京都への土地の貸付については、東京都

と町田市の「調節池に関する基本協定」に

おいて、「町田市は東京都へ調節池建設敷

地内の土地を無償貸与する」旨を定めてお

ります。ここで「境川金森調節池の上部利

用に関する方針」を定めたので、調節池完

成後の土地の貸付費用については、上部の

各施設に関する関係法令や他の調節池等

の事例を調査してまいります。 

No.103 市民がグラウンドの利用料金を負担する

のであれば、東京都も土地の賃料を負担す

べきではないか。 

No.104 上部の工事費用はどこが負担するのか。 

都から地代を取って、上部工事の費用に充

てたらよいのではないか。 

上部工事について、調節池の付帯施設であ

る管理棟などの工事と原状回復の工事費

用は東京都が負担し、運動施設がある公園

の工事費用は町田市が負担します。 

東京都への土地の貸付については、東京都

と町田市の「調節池に関する基本協定」に

おいて、「町田市は東京都へ調節池建設敷

地内の土地を無償貸与する」旨を定めてお

ります。ここで「境川金森調節池の上部利

用に関する方針」を定めたので、調節池完

成後の土地の貸付費用については、上部の

各施設に関する関係法令や他の調節池等

の事例を調査してまいります。 

No.105 今後、素晴らしい意見が思いついた場合

は、市民の意見を聞く機会はあるのか。 

２０２２年度以降の基本計画、基本設計、

実施設計、工事の各工程において、適宜説

明会を実施し、市民の方々からの意見を聞

きながら利用開始に向けて検討を進めて

まいります。 

No.106 一方的に、「決まりました」や「始めます」

というのはやめてほしい。 

No.107 説明会で「検討中」と答えた質問について

は、いつ回答するのか。 

２０２２年度以降の基本計画、基本設計、

実施設計、工事の各工程において実施する

説明会等で回答いたします。 

No.108 今回の意見募集に際し提案した意見の採

用の可否は、どの段階で決まるのか。 

どのような施設を整備するかについては

「基本計画」で決定し、構造やデザインな

どの仕様については「基本設計」で固め、

工事発注に向けた発注図等の作成は「実施

設計」で行います。今回皆様からいただい

たご意見の採用の可否は、各工程で決定し

てまいります。また、管理運営方法につき

ましては、今後検討してまいります。 
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No.109 地下の調節池工事は始まっているのに、な

ぜ今頃上部の利用方法を聞いているのか。 

東京都が施工している調節池工事は、２０

２６年３月に完了する予定で、運動施設が

ある公園については、２０２６年度からの

利用開始を目指しております。 

利用開始に向けて、基本計画、基本設計、

実施設計、工事の各工程において適宜説明

会を実施し、市民の方々から意見を聞きな

がら検討を進めていくため、今回説明会と

意見募集を実施いたしました。 

No.110 来年以降も毎年開催される説明会でも、意

見が反映されると理解しても良いですか。 

来年度以降の説明会でもご意見を伺いま

す。 

No.111 今後、基本計画策定の段階で、スポーツ関

係者の意見を聞く機会はありますか。  

基本計画（案）の説明を行う中で、ご意見

を聞かせていただく予定です。 

No.112 旧西田スポーツ広場と新しくできた施設

で今まで出来ていたことの何が出来なく

なるのか、今後明確に示してほしい。 

基本計画（案）の説明時には、変更内容が

わかるよう説明いたします。 

No.113 これまでのスポーツ広場のままで良かっ

たのに、なぜ整備するのですか。 

公の施設として整備することで、周辺の良

好な住環境や、利用者の安全性等を確保す

るため、整備が必要と考えています。 

No.114 上部利用に関して、既に用途は決まってい

るのではないか。 

要望を反映できない場合は、理由を説明し

てほしい。 

境川金森調節池の上部利用に関して、スポ

ーツ利用を中心とした施設を整備すると

いう市の考え方と、２０２１年１０月２３

日の説明会及び意見募集の結果を踏まえ、

ここで「運動施設がある公園」を整備する

方針を定めました。運動施設がある公園の

具体的な施設の内容については、現時点で

決まっておりません。 

２０２２年度以降の基本計画、基本設計、

実施設計、工事の各工程において実施する

説明会等で説明いたします。 

No.115 「施設予約システム」で予約して利用する

ことになりますか。 

グラウンドについては、「施設予約システ

ム」で予約し、利用していただくことにな

ります。 

No.116 スポーツ広場がなくなって、子どもたちが

困っている。 

早く代替地の利用ができるようにしてほ

しい。 

調節池の事業主体である東京都に代替地

の確保を要請しております。 

今後も東京都に対して、代替地の確保を要

請していくとともに、町田市としても協力

してまいります。 
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No.117 南地区に代替地を確保してほしい。 調節池の事業主体である東京都に代替地

の確保を要請しております。 

今後も東京都に対して、代替地の確保を要

請していくとともに、町田市としても協力

してまいります。 

No.118 小中学校の校庭が代替地として使用でき

ると聞いたが、小中学校のクラブ活動等で

使えません。代替地を早く見つけてほし

い。 

No.119 本来、代替地を見つけてから工事に着手す

べきだと思う。代替地が見つかっていない

中で、市はどう考えているのか。  

No.120 調節池が完成したら、防災ハザードマップ

は変わりますか。 

町田市洪水ハザードマップは、都市型水害

対策連絡会で作成した「浸水予想区域図」

を基に、町田市が作成しております。 

今後の「浸水予想区域図」の見直しのタイ

ミングで、町田市洪水ハザードマップにつ

いても改定してまいります。 

No.121 防災に関する意識が高いので、次回から

は、防災課の出席を求めます。 

ご意見いただきありがとうございます。 

必要に応じて出席させていただきます。 

No.122 説明会で時間に制限があるのなら、最初か

ら意見や要望が記入できるアンケート形

式にすれば良いと思った。 

ご意見いただきありがとうございます。 

今後の参考にさせていただきます。 

 


