
実施期間 2012年1月10日（火）～2012年1月25日（水）

※期限過ぎに提出されたものも集計しています。

テーマ 町田市民と公園との関わりについて

アンケート対象 2011年度町田市市政モニター

対象者数

回答者数

回収率

回答者の属性

(１)性別

(２)年代

(3)回答方法

199名

172名

86.4%

性別

男性

女性

％

47.1%

52.9%

81

91

人数

合計 172 -

年代

7

21

33

人数

17.4%

13.4%

-172

14.5%

合計

19.2%

30

４０歳代

２０歳代 23

33

25５０歳代

３０歳代

７０歳代

％

139 80.8%

人数

％

4.1%

12.2%

19.2%

８０歳代以上

６０歳代

172 -合計

電子メール 33 19.2%

郵送

性別

男性
47.1%

女性
52.9%

80歳代以
上
4.1% 20歳代

13.4%
30歳代
17.4%

40歳代
19.2%

50歳代
14.5%

60歳代
19.2%

70歳代
12.2%

電子メー
ル

19.2%

郵送
80.8%

2011年度町田市市政モニター　第2回アンケート集計結果
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～はじめに～

　今回のアンケートは、町田市にお住まいの皆様が、公園を日々の生活の中にどのよう

に位置づけ、どのように利用されているのかをお聞きし、また、望ましい公園のあり方、

公園の管理運営に市民が関わることへのご意見をお伺いするものです。いただきました

回答結果は、今後の町田市における新たな公園の管理運営やそのあり方を考えていく上

での基礎資料とさせていただきます。

　なお、「公園」には、その規模や機能によってさまざまな公園があります。このアン

ケートでは、主に住宅街区に居住する人が利用し、徒歩で行ける身近な地域の公園である

「小規模な公園」と、総合公園や運動公園など都市住民全般の休息や遊戯、運動等の目的

で配置された「大規模な公園」の利用についてお尋ねします。

※回答が択一または１つのみ選択の場合は「構成比」を、複数選択の場合は「回答比」を表示します。

Ⅰ．小規模公園と大規模公園についてうかがいます。

あなたは「小規模（身近）な公園」をどれくらいの頻度で利用していますか。

（○は１つだけ）

利用する公園が複数ある場合は、その合計でお答えください。

＜小規模公園とは＞

　町田市には、主に区画整理事業や宅地の開発事業において設置された公園で、

お住まいの住宅地に配置された小規模公園が約４５０箇所あります。

都市公園法に規定する分類の中では「街区公園」と呼ばれています。

5.　１ヶ月に１回程度 14 8.1%

6.　２～３ヶ月に1回程度 19 11.0%

30 17.4%7.　半年～１年に１回程度

8.　全く利用していない 42 24.4%

テーマ：町田市民と公園との関わりについて

第２回市政モニター質問票

3.　１週間に１回程度 18 10.5%

無回答 0 0.0%

4.　１ヶ月に数回（２～３回）程度 20 11.6%

1.　ほぼ毎日 11 6.4%

2.　１週間に数回（２～３回）程度 18 10.5%

Ｑ１

回答内容 回答者数 構成比
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全体の約1/4の方が、「全く利用していない」と答えています。

1週間に1回以上利用している方（1、2、3）をあわせると、27.4％となります。

あなたは、どのような目的で「小規模（身近）な公園」を利用することが

多いですか。（○は、いくつでも）

「子どもとの散歩」と答えた方の約60%は、30～40歳台の方でした。

その他 10 5.8%

友人・知人との交流、おしゃべり、デート 8 4.7%

サークル活動、部活

清掃や花壇づくりなどのボランティア活動

1.2%

6 3.5%

草花鑑賞や野鳥観察 17 9.9%

イベント・祭りへの参加 17 9.9%

自治会・町内会行事 6.4%

高齢者の付き添い 1 0.6%

飲食 4 2.3%

読書、写生、創作等自分の楽しみ 3 1.7%

2

喫煙 2 1.2%

11

ペットの散歩 14 8.1%

遊び 26 15.1%

休憩、息抜き 36 20.9%

子どもとの散歩 39 22.7%

33.1%軽い運動、散歩 57

Ｑ２

回答内容 回答者数 回答比

全く利用してい
ない

24.4%

半年～１年に１
回程度
17.4%

１週間に数回
（２～３回）程

度
10.5%

ほぼ毎日
6.4% １週間に１回程

度
10.5%

１ヶ月に数回
（２～３回）程

度
11.6%２～３ヶ月に1

回程度
11.0%

１ヶ月に１回程
度

8.1%

…

…
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その他の主な内容（一部抜粋）

・小学生の子どもが週２～3回遊びに行っており、そのお迎えなどで公園に

　行っています。子どもが幼稚園の時は、平日はほぼ毎日利用していました。

　近くに１～２ヶ所公園があり、とても便利だし、助かっています。

・近道のため通り抜け。

・孫を遊ばせるため。

・芹が谷公園：通り道として（すぐ近くに小規模公園はありますが、前を歩いて

　も利用はしません）

・ウォーキングの時、公園をぬけて自宅が近道ですので利用してます。

あなたの自宅から「小規模（身近）な公園」まで徒歩でどれくらいかかりますか。

利用する公園が複数ある場合は、最も利用する公園までの時間をお答えください。

全体の平均値　自宅から徒歩で約 分

（有効回答者数 135名）

有効回答の約7割の方は、自宅から最も利用する公園まで

10分以内と答えています。

Q３

6.2

20分以上
3.0%

10分以上～20
分未満
28.1%

0分～5分未満
34.1%

5分～10分未
満

34.8%

…
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　あなたはどなたと「小規模（身近）な公園」を利用することが多いですか。

（○はいくつでも）

その他の主な内容

・孫（11名）　　・姪

・ペット・犬（7名）

・施設の職員さん

・老人クラブ　サークル仲間　　・町内会会員など

・盆踊り・掃除・どんど焼きなど町内会の人たちと利用。

・グランドゴルフ

・友人の子ども

あなたは、現在利用している「小規模（身近）な公園」に満足していますか。

（○は１つ）

39 22.7%

わからない

無回答

やや不満である

とても不満である

11 6.4%

33 19.2%

4 2.3%

恋人

近所の子どもや高齢者

とても満足している

どちらかといえば満足している 66 38.4%

19 11.0%

10.5%

1.2%

配偶者

親

2.3%

回答比

2.9%

祖父母

2

5

きょうだい

友人、知人

62

28

18

回答者数 構成比

Q4

回答者数回答内容

自分一人

自分の子ども

回答内容

その他

無回答

25

1

0

4

36.0%

44 25.6%

16.3%

0.6%

14.5%

0 0.0%

0.0%

Q5
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全体の約50％の方が「とても満足している」もしくは「どちらかと

いえば満足している」と答えている一方で、「やや不満である」もし

くは「とても不満である」と答えた方が約20％いらっしゃいました。

「小規模（身近）な公園」を利用する際に困っていること（不安なこと、気になる

こと等）はありますか（○は３つまで）。

その他 36 20.9%

不審者がいたり、公園内や周辺の治安が悪い 3 1.7%

野良猫や野良犬、カラス等がいる 4

特にない 40 23.3%

16.9%29

家庭ゴミなどが捨てられている 10 5.8%

樹木が枯れていたり、毛虫や害虫などが発生している 10 5.8%

遊具が壊れていたり、老朽化している

ホームレスがいて、何となく利用しにくい 1 0.6%

段差あり、手すりなし、案内標識がわかりにくい、な
どバリアフリーになっていない

7 4.1%

2.3%

火事や地震、水害などの災害に対する整備ができてい
ない

6 3.5%

14 8.1%

ベンチの老朽化、トイレが不衛生、電灯が切れている
などの設備の管理が悪い

31 18.0%

飼い犬を公園内で遊ばせている人がいる 31 18.0%

公園のマナーを守らない人がいる（利用時間、遊具の
利用、落書きなど）

回答内容 回答者数 回答比

Q6

…

どちらかとい
えば満足して

いる
38.4%

とても満足し
ている
11.0%

やや不満であ
る

19.2%

とても不満で
ある
2.3%

無回答
22.7%

わからない
6.4%
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その他の主な内容（一部抜粋）

【公園の施設・設備に関する内容】

・トイレがない（6名）

・トイレの時間が時間制限になっている。

・日当たりが悪く暗い（3名）

・砂場の衛生対策が不十分。他自治体では、猫よけの柵・ネットがあった。

・公園が小規模すぎて遊べるスペースが少ない。ボール遊びができる

　スペースが欲しい。

・駐車場がないので路駐する人が多い。

・時計がないので、子供が遊びに行く際時間がわからなくなる。

・公園自体が狭隘のため、子どもが自由に遊べない。

【公園の利用マナーに関する内容】

・ペットの散歩は禁止の公園なのに、近隣の一部特定少数者が大型犬を散歩

　させている点が気になります。

・小学生たちのたまり場になっており、ボールを投げていたり、間違った

　遊具の使い方をされている。よく小さい子を連れて行くが、そのため

　遊べない

・小中学生がＢＢ弾を打ち合っている時があって危ない。よく玉が落ちている。

・仲良しグループが公園を占領し、大声をあげて自分たちのグループでない者

　を威圧する。

・公園の近所に口うるさい人が住んでおり、ボールの音がうるさいなど子ども

　に苦情を言われる。子どもたちも少ない遊び場所の一つなので、もう少し

　あたたかく見守っていただきたい。

・中学生や高校生の待ち合わせ場所になっていて、夜遅くまでたばこや飲食

　をし、散らかしていく。輪止めをしているにもかかわらず、自転車やバイク

　がスピードを落とさず通り抜ける。

【そのほかの内容】

・ボール遊びなどを禁止しているが、近くに広場もなく、公園ではボール

　などを使って思いきり子どもと遊んであげたい。

・側溝や吹きだまり等の放射線量。

・地域の遊び場なので、質問の公園とは違う。

・多い訳ではないが、子供が砂を飲み口のところに突っ込んだまま
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あなたは「大規模な公園」をどれくらいの頻度で利用していますか（○は１つ）。

利用する公園が複数ある場合は、その合計でお答えください。

＜町田市内の大規模公園＞

日向山公園　・　忠生公園　・　野津田公園　・　相原中央公園

（都市住民全般の休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供する総合公園）

町田中央公園　・　鶴間公園

（都市住民全般の主として運動の用に供することを目的とした運動公園）

⇒Q13へ

4割以上の方が、「全く利用していない」と答えています。

10.5%

9.9%

0

1 0.6%

11 6.4%

１ヶ月に１回程度

２～３ヶ月に1回程度

18

17

6

１週間に数回（２～３回）程度

１週間に１回程度

１ヶ月に数回（２～３回）程度

回答者数 構成比

半年～１年に１回程度

回答内容

43 25.0%

全く利用していない 74 43.0%

無回答

2 1.2%

ほぼ毎日

0.0%

3.5%

Q7

１ヶ月に数回
（２～３回）

程度
6.4%

１週間に１回
程度
3.5%

２～３ヶ月に
1回程度
9.9%

１ヶ月に１回
程度

10.5%

全く利用して
いない
43.0%

半年～１年に
１回程度
25.0%

ほぼ毎日
0.6%

１週間に数回
（２～３回）

程度
1.2%

…
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（Q7で「全く利用していない」と答えた方以外）

あなたは「大規模な公園」のうちの一部が指定管理者制度により管理されている

ことをご存知ですか？

⇒Q９へ

⇒Q１０へ

8割以上の方が、「指定管理者

制度を知らない」と答えてい

ます。

＜指定管理者制度とは＞

　地方自治法の改正により平成15年9月2日から施行された制度です。

今まで市が行ってきた公園の管理運営を公募により選ばれた民間団体が

行います。市の管理方針に基づきながらも、民間の知識や手法を取り

入れた管理運営が可能となり、より効果的･効率的な施設運営と市民

サービスの向上を目指した制度です。

　町田市の公園では平成21年4月1日から有料スポーツ施設を含む

9公園1緑地で4者の指定管理者により管理運営が始まっています。

①NPO法人レスポアール相原・・・相原中央公園

②日本体育施設株式会社･･･野津田公園

③チーム町田＜共同事業体＞･･･町田中央公園（サン町田旭体育館含む）・

　鶴間公園・日向山公園（藤の台球場）・木曽山崎公園・忠生公園（ソフト

　ボール場）･小野路公園・鶴川中央公園・鶴川１号緑地（テニスコート）

（Q8で「大規模な公園」のうちの一部が指定管理者制度により管理されている

ことを知っていると答えた方）

指定管理者により管理されている「大規模な公園」において、町田市が管理して

いたときとの違いを感じたことがありますか？

無回答

いいえ

4

回答者数

はい

構成比

14 14.3%

84

Q8

Q9

5 35.7%

はい

いいえ

28.6%

回答内容

回答内容

5 35.7%

回答者数 構成比

85.7%

はい
14.3%いいえ

85.7% …
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「はい」と答えた方　具体的に違いを感じたこと

・テニスコートを利用しているのですが、以前のお役所的対応には、

　うんざりしていました。少し対応がお客様寄りになった気がします。

・衛生面・駐車場など管理しているのできれい。

・安全管理と清掃が行き届いている。

・きれいに掃除されている。

・管理者らしき人の姿を見る事が多くなった様な気がする。

・鶴間公園にテニスコートがある。BBQをしている人たちに、管理人さんが

　注意していた。

（Q7で「全く利用していない」と答えた方以外）

あなたの自宅から「大規模な公園」までどのような交通手段で行くことが

多いですか。利用する公園が複数ある場合は、最も利用する公園までの

交通手段をお答えください（主たるものを１つお選びください）。　

また、上記で選択した交通手段で自宅からどれくらい時間がかかりますか。

※その他(1名）は、「友人の車に便乗」

54.1%

構成比回答内容

27.6%27

5.1%

1 1.0%

11 11.2%

Q10

回答者数

その他※

徒歩

1

バス 5

自家用車 53

電車

自転車

0 0.0%

1.0%

平均所要時間 16.4分

バイク

自宅からの
所要時間
（平均）

16.1分

18.0分

9.0分

23.0分

30.0分

-

20.0分

いいえ
35.7%

はい
35.7%

無回答
28.6%
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半分以上の方が、「大規模な公園」に「自家用車」で訪れている

と答えています。また、大規模公園までの所要時間は、平均で

16.4分でした。

（Q7で「全く利用していない」と答えた方以外）

あなたは、現在利用している「大規模な公園」に満足していますか（○は１つ）。

「とても満足している」と「どちらかといえば満足している」を

あわせると、約80％でした。

11 11.2%わからない

1 1.0%無回答

59 60.2%

Q11

回答者数

17 17.3%

構成比

8 8.2%

2 2.0%

回答内容

どちらかといえば満足している

やや不満である

とても不満である

とても満足している

その他
1.0%

徒歩
27.6%

自家用車
54.1%

自転車
11.2%

バス
5.1%

バイク
0.0%

電車
1.0%

わからない
11.2% 無回答

1.0%
とても不満で

ある
2.0%

やや不満であ
る

8.2%

とても満足し
ている
17.3%

どちらかとい
えば満足して

いる
60.2%

…

…
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（Q7で「全く利用していない」と答えた方以外）

「大規模な公園」を利用する際に困っていること（不安なこと、気になること等）

はありますか（○は３つまで）。

その他の主な内容

【公園の施設・設備に関する内容】

・駐車場が狭い。

・駐車場が少ないこと。砂場の砂がきれいかどうか等。

・駐車場のキャパシティーが小さい。いつどの時間に車で行っても無料で

　置けるのが理想。

・遊具（アスレチック）がなくなり、遊ぶ範囲が狭くなった。

・トイレが暗く、不審者が出そうで不安。

・広い公園内を案内するものの表記が、少し理解するに難しく感じられた。

・テニスコート利用者が一番奥にある公衆トイレを利用しなくてはいけない所。

・野津田公園のバラ園からトイレまでの距離が遠い。

・場所が遠くて利用しにくい。

特にない

有料運動施設の老朽化

13.3%

0 0.0%

公園のマナーを守らない人がいる（利用時間、遊
具の利用、落書きなど）

家庭ゴミなどが捨てられている

野良猫や野良犬、カラス等がいる

11 11.2%

Q12

回答内容 回答者数 回答比

19.4%

ベンチの老朽化、トイレが不衛生、電灯が切れて
いるなどの設備の管理が悪い

17 17.3%

段差あり、手すりなし、案内標識がわかりにく
い、などバリアフリーになっていない

樹木が枯れていたり、毛虫や害虫などが発生して
いる

不審者がいたり、公園内や周辺の治安が悪い

ホームレスがいて、何となく利用しにくい

6 6.1%

その他 19

13

8 8.2%

飼い犬の糞、尿の始末ができていない

5 5.1%

火事や地震、水害などの災害に対する整備ができ
ていない

5.1%遊具が壊れていたり、老朽化している 5

1 1.0%

2

40 40.8%

2 2.0%

15 15.3%

2.0%
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【公園の管理・運営に関する内容】

・抽選してももれることが多く、運がよくないと多目的室は使えない。

　市の催しがたくさん入っていて使えないことも多い。

・タバコのすいがらがすてられている。

・かしの木山自然公園の場合、昨年度より公園緑地課が主に管理する事になり、

　自然公園とは名ばかりの様相になってしまっている。生物多様性が損なわれ

　ている！

【公園の利用マナーに関する内容】

・テニスなどを壁打ちしている人がいるが、大人だけが占領している感じだし、

　ボールが飛んでくると危ないので子どもが近寄れない。

・犬の放し飼い

・利用者のマナー：立看板で周知する。

【そのほかの内容】

・公園内各所の放射線量（特に側溝等）

・最近あまり見かけなくなったが、ホームレスの人がうろついていると

　不安を感じます。

・大規模公園は殆ど行かないのでわからない。

13



Ⅱ．子どもの公園利用についてうかがいます。

　最近、高校生以下の子どもの公園利用について、多くのご意見が寄せられています。

また、市としても様々な取り組みを検討しています。これからの設問は、高校生以下

の子どもの公園利用についてうかがいます。

あなたのお子さんまたは近所のお子さんが自宅以外で遊ぶ場所としてはどこが

多いですか（○は３つまで）。

その他の主な内容（一部抜粋）

・身近に子どもがいないのでわからない。（１０名）

・こどもも成人しており遊ぶようなことはない。

・子ども支援センター　　・保育園　　・ファミレス

・住宅地内（自宅前）の道路。ちょっと奥なので、ほとんど住宅地に住む人

　しか車が通らないため。

・近くで子どもさんはあまり見ませんが、夏は「4.川や池などの水辺」で

　見る事があります。川の近くに住んでいますので。

・50年くらいの住宅地で子どもが少ない。現在、道路予定の空き地の柵の中

　で遊んでいるのを見かける。

学校 29 16.9%

その他 19 11.0%

40.7%

Q13

回答内容 回答者数 回答比

友達の家 70

公園 103 59.9%

空き地、原っぱ、林 12 7.0%

団地やマンションの庭 27 15.7%

5.8%

駐車場 4 2.3%

ゲームセンター 2.9%

15 8.7%

10.5%

学童クラブ

川や池などの水辺 10

5

道路 38 22.1%

図書館、公民館、児童館 18

14



あなたのお子さんまたは近所のお子さんが公園で遊ぶとき、どんな遊びを

していますか（○はいくつでも）。

「滑り台」「ブランコ」「砂場」など、公園内の施設が多かったほか、

「サッカー」「キャッチボール」といったボール遊びの回答も多かった

です。

0

9.9%

2.9%

0.0%

34.9%

7.0%

5.2%

7 4.1%

7.0%

8.7%

5.2%

16.9%

17.4%

12

サッカー

回答比

滑り台

Q14

回答内容 回答者数

キャッチボール 39

ドロ警 9

12

ジャングルジム

2

落とし穴

18

15

秘密基地

虫取り

木登り

野球

5

ドッチボール 9

ままごと

ブランコ 60

60

34.9%

49砂場 28.5%

57 33.1%

19.2%

鉄棒 30

19.8%自転車 34

鬼ごっこ 33

22.7%

8.7%

わからない 29

携帯ゲーム 26 15.1%

おしゃべり 28 16.3%

10.5%

15

その他 17

スケートボード

1.7%

戦いごっこ

ラジコン

0.0%

3

1.2%

0

缶蹴り

…
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その他の主な内容

・シーソー、水道での水遊び　　・ボール遊び　　・カードゲーム

・テニス　・DSやポケモンカードゲーム　　・なわとび

・ローラースクーター　　・キックボード

・Q13の12.と同じ（子も孫もいない、子どもをあまり見かけない

　（学校の行き帰りのほかは）のでわからない）。ただ鶴川駅まで

　の通り道として、沢谷戸自然公園を通るが、すべり台で遊んで

　いる子どもが多い。（保護者付で）

・近くの小さな公園の横を通る時に見かけます。

・自分の子どもも大きくなり、最近の子どものことは良くわかりません。

公園で禁止されている行為として、下記の中であなたがご存知のものは

どれですか（○はいくつでも）。

その他の主な内容

・ゴルフ

・公園の種類によって差はある。

・12.各種イベントは許可を要す。

80.2%

回答者数

65

75.0%

回答比

79.7%

138

129

137

スケボー 63

Q15

回答内容

花火やたき火

その他

素振り 64

ゴミ捨て 139

バーベキュー

キャンプ

80.8%

3

23.3%

1.7%

32.0%

木登り 36

29.1%

20.9%

ペットの散歩

50ボール遊び

各種イベント 40

37.8%

37.2%

36.6%

40 23.3%

自転車乗り 55

植物採集
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Q15の項目のうち、禁止しなくても良いと思われる行為はありますか。

（○はいくつでも）

「ボール遊び」については、約50％の方が「禁止しなくても良い」

と考えているようです。

なお、Q15の設問で「ボール遊び」が公園で禁止されていることを

知っている人は、約30％でした。

その他の主な内容（一部抜粋）

・ボール遊び：周りに人がいなくて、幼い子供がボールで遊ぶ分

　には良いと思う。自転車乗り：周りに人がいなくて幼い子供が

　自転車の練習をする分にはいいと思う。

・どのような事でも程度と常識が問題となるであろう。禁止事項

　であっても、例えば地域のイベント等では許可を出すとか、

　また、ペットの散歩も禁止とひと言でするのではなく、人と

　動物のよりよい付き合い方を考えた対策をするとか、柔軟性・

　多様性を考慮し、よりよい生活への前向きな対応であれば、

　そのような禁止等の取り決めもしかるべきだ。

・節度のある行為が出来るようならの条件付きで「1.ボール遊び」

　「9.木登り」「12.各種イベント」に○をしました。

Q16

植物採集

ボール遊び 84

54

36

回答内容 回答者数

6.4%

回答比

12.2%

スケボー

31.4%

22

木登り 46 26.7%

自転車乗り

各種イベント 21

素振り

48.8%

ペットの散歩

20.9%

キャンプ

花火やたき火 6.4%

バーベキュー 2.9%

ゴミ捨て 2

2.3%

8.1%14

12.8%

18

11

1.2%

5

その他

10.5%

4

11

…
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あなたは、子ども達（自分の子どもに限らず）にとって、どのような公園が

あったらいいと思いますか（○は３つまで）。

その他の主な内容

・サイクリングロードは公園ではなく、他の場所に設定してもらい

　たい。他の本来の公園利用の人とは相容れない。

・本格的なアスレチック

・緑が多いのが良いが、見通しが良い必要があると思う。

・木登り出来る木が数本あり祭りもあるので、現在、近くにある

　公園に満足している。

・「4.木登りや虫探しのできる木々の多い公園」と重なるが

　土の地面で神社に付随した遊具の数が少なめの少公園

・水のみ場

回答内容 回答者数

1.2%

3.5%6

40.7%

16.3%

47.7%

芋掘り、田植えなどの農作業が体験できる
公園

54.1%

14

お年寄りと一緒に昔遊びなどが体験できる
公園

24

8.1%

14.0%

29.1%

28

37.8%

水遊びや魚とりができる水辺のある公園 50

24.4%

その他

Q17

祭りなどのイベントが行われる公園

緑の多い公園

スポーツなどができる広場のある公園

わからない

木登りや虫探しのできる木々の多い公園

82

回答比

93

2

サイクリングロードがある公園 42

安心安全な遊具の多い公園

65

70
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子ども達が自分の“思い”でいろいろなことにチャレンジして楽しく遊ぶため

に、「自分の責任で自由に遊ぶ」という考え方を取り入れている公園（プレイ

パーク・冒険遊び場）があります。あなたは、このような公園についてどのよう

に思いますか（○は１つ）。

「大いに賛成」と「どちらかと言えば賛成」をあわせると全体の

約90％になります。

その他の主な内容

・大人がいればOK。

・まず道徳的なこと、ルールを守る事が出来るよう教育が必要。あと始末

　も遊びの一環という事を教えるべき。

・利用したことがないのでわかりませんが、一回行ったらもういいやと

　ならないことが大事だと思います。何度でも行きたい、当たり前にある

　公園がいいのでは？

その他 4 2.3%

どちらかと言えば反対 3 1.7%

7.0%

絶対反対 0 0.0%

どちらかと言えば賛成 55 32.0%

わからない 12

構成比

大いに賛成 97 56.4%

回答内容 回答者数

Q18

無回答 1 0.6%

どちらかと言
えば賛成
32.0%

大いに賛成
56.4%わからない

7.0%

どちらかと言
えば反対

1.7%

その他
2.3%

絶対反対
0% 無回答

0.6%

…
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あなたは、「公園で遊ぶ子どもの声が騒音になるという近隣住民からの苦情」に

ついてどう思いますか（○は２つまで）。

その他の主な内容

・子どもが声をあげずに遊ぶ事は不可能なことだと思う。利用のルールを

　守っているのならば問題ないのでは…

・公園があとから新設されることはまずない。子どもの声がイヤなら、

　はじめから別に住めば良し。

・自己中心になってきていると思う。

・その時の子どもの声の大きさや（家にいる家族を含む）体調の具合も

　あるので。中には、夜勤で昼間寝ている人もいるかもしれませんね。

・子どもの親がしつけを怠っている。親がルールを知らないのかも。

・「5.公園に防音装置や防音壁などを設置するべきだ」について、

　費用がかかるし、自然的ではないと思われるし、防犯の問題もある。

　しかし、利用者が多いと煩わしいと思うのは確かである。

・お祭りも時間が決まっているので、ある程度は仕方ないと思って

　欲しい。

・時間を守れば良い。早朝とか夕方の時間です。

・住んでいるところに後から公園ができたのなら文句の一つもいいたい

　でしょうが、自分もかつては子供だったのだから暖かい目でそれこそ

　”大人”になってほしいです。

・昼間であれば大きな声を出して遊べるような公園にすべきである。

　近隣に住民がいないような公園を作るべき

Q19

回答比

近隣住民の理解が低い

わからない

回答内容 回答者数

62

その他

87

4

利用のルール（利用の時間帯、遊び方など）が不
十分である

管理者側の利用者への注意や近隣住民への説明が
足りない

公園に防音装置や防音壁などを設置するべきだ

9

76

36.0%利用者側の配慮が欠けている

5.2%

50.6%

32 18.6%

5 2.9%

44.2%

2.3%
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Ⅲ．あなたと公園との関わりについてうかがいます。

あなたの地域に“こんな公園があったらいいな”と思う公園はどんな公園

ですか。具体的なのイメージを自由にお書きください。

例：砂場や滑り台、ブランコなどの遊具で子どもたちが安全に遊べる公園、

　　まちのシンボルとなる公園、野球やサッカーなどの練習ができる公園　など

※キーワード別に一部抜粋してまとめました

【ボール遊び、野球、サッカー】

・キャッチボールができるくらいの広場と、幼稚園児くらいの子が遊べるような

　遊具があり、子どもから大人まで利用できるようなアスレチックの施設がある

　ような公園。

・バトミントン・キャッチボール等、打ち損ね・投げ損ねても大丈夫なくらい

　広い広場のある公園。すべり台が大きい公園（高さではなく幅が大きい）。

　トイレが臭くないきれいな公園。

・サッカーや野球など球技が出来る公園。理由：近所の子どもたちは、ボール

　遊びが公園では禁止されているため、道路でボール遊びをしています。

　車等のよる事故の危険性も高いので、子どもが自由にボール遊び出来る公園が

　あると良いのではないかと思います。

・野球やサッカーなどボール遊びができる公園。（ボールが道路に出ないよう、

　高いフェンスで囲む）　自転車練習ができるよう、サイクリングロード（小さ

　くても可）を作る。草花を自由に植えられるプランターや小さな場所。

　（植えたい人を募って、一年間責任を持ってやってもらう）

・低年齢の子どもが遊べる（砂場やすべり台）施設があり、ボール遊び・木登り

　など体を使ったり、自然に親しみながら遊べる公園。

・公園を利用するケースとして　①小さい子どもがいる（両親）　②お年寄りが

　孫と一緒に来る　と考えると、一般の地域公園は野球やサッカーをやるところ

　ではないと理解する。結論として　・親と子が出かけ、子どもが自由に遊べる

　施設があること　・おじいさん・おばあさんが孫と一緒に出かけ、自由に

　遊べる施設があること

・家々が建ち並ぶ住宅街は、本当に遊び場所がないようです。我が家でも、

　よくボールが飛び込んできます。サッカー熱がとても盛んになっている

　ので、サッカーをしてると、また小さな子どもの遊ぶ場所を占領して

　しまって、本当に空き地を探すのに大変です。町田市はまだまだ空き地を

　利用できる丘がありそうですが、やはり森や道をけずることになりますか？

・テニスコートや野球場は維持管理が大変なので有数の場所（公園）しか期待

　出来ないでしょうが、せめて壁打ち（テニス、野球に限定しないで）練習が

　出来るスペースとコンクリート壁面が多く存在すれば理想です。

Q20
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【スポーツ、運動】

・スポーツもできる広い公園、緑も多い、アスレチック等もある、芹が谷

　公園のように川があったり、どんぐりが拾えたり自然に多く触れられる。

　ピクニックのように公園内でシートをひき、ゆっくりできる。お花見や

　祭りなどイベントがある。

・木登りや昆虫探しや農作業が体験できて、スポーツなどができる緑の多い

　公園です。

・フットサルやバスケットのコートなど少人数でも遊べる公園などがあると

　良いと思う。

・小さな子どもが、自然を体で感じられる安全な公園。また、中高生が体を

　動かせる運動・スポーツの可能な公園。中高年が憩える、季節を感じられる

　公園。

・公園が小さいものが多過ぎる。もう少しまとまった広い面積で作って欲しい。

　スポーツもある程度思いきって出来るくらいのほうが良いと思います。

・老人が多くなるので、老人ができるウオーキング、ゲートボール、輪投げなど

　誰でもできるような雰囲気にしてほしい。

【遊具】

・遊具で安全に遊べる公園　子どもから大人まで年齢に関係なく、大人でも

　利用できる遊具がある公園。例えば筋トレになる遊具など健康に気を使える

　遊具など。

・遊具よりも、広場や斜面、小さい林などがあり、かくれんぼやおにごっこ

　など走り回る遊びができる公園。池や小川がある公園。

・少し車で行かないと遊具のある公園まで行けないので、砂場・すべり台・

　ブランコだけでもいいのである公園が、徒歩１０～１５分内にあるといい。

　もしくは車の停められる公園は助かる。自転車の練習ができる広場のある

　公園　花壇の花がきれいに咲いている公園

・もう少し小さい子（1～2歳位）の子も遊べる遊具がたくさんあるといいと

　思います。

・十分な広さとあまり大きな木がなく、見晴らしがきく（不審者対策）公園。

　遊具と広場で年齢別に安全に遊べる公園。

・えびな運動公園？（海老名市）にある。遊具がとても素敵で理想的です。

　創造性豊かな夢のある遊具で、子どもたちは皆、留まることなく遊んで

　います。年配者向けのちょっとした運動器具もあり、とてもよく考えられて

　いると思います。ここには、年3回くらい車で行きます。銀河アリーナ

　（淵野辺公園）には、スケートをしに、月２～3回シーズン時に行きます。

　町田には、今ひとつ魅力的な大規模公園がないように思われます。大規模な

　アスレチックかできる所とかもあったら良いですね。
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・今の世の中、公園で遊ぶ子供の数が減少していると思います。人目があれば

　安心も出来るのですが、なかなか　そうはいきません。遊具が1つ2つの

　淋しい公園しかないので（近所）公園で遊べというより、行くなという方が

　多かった様に思います。（小学校時代）緑が多いのはいいと思いますが、

　死角になりやすく、もう少し緑を減らしてほしいと思ってしまうのは、

　公園に対する矛盾でしょうか…？

・公園という概念を越えて、利用者一人一人が自己責任で自由な場所、火

　など使うBBQ場等は有料としてもよい。海外のようにしっかりと区画を

　区切り、ペットを放して遊ばせる場所等を作ってもいいと思う。遊具等も

　メンテナンスがらくな　お金がかからないものとして、子ども、利用者が

　何かを体験できるような、そんな公園がよいと思う。

・愛川町の一号公園のように体育館・テニスコート・ランニングコース・

　遊具のある公園と駐車場が多くあり、家族がそれぞれ利用するのに利用

　する年齢の幅が広い公園。

・遊びながらも、漢字やかけ算・たし算・ひき算などやれるプレートがあれば

　うれしい。つるかめ算などのやり方とか、図形や速さなどもわかりやすく

　プレートにしてほしい。英単語ボタンを押すとネイティブの発音が聞ける

　遊具、体で使うジャンボそろばん遊具、こんなのが本当にあったら、

　子どもたちも楽しく学べるのに…。ゆとり教育のひずみは切実です。

　ちなみにうちの子どもたちは、小学５年と２年です。

・公園イコール子ども・お年寄りの集まるというイメージが強いが、幅広い

　年齢層の人たちが集うことができるような公園があればと思います。遊具

　やトイレ・水場・日よけ・ベンチ・・・などなど付帯設備も充実し、

　安全で衛生的なところで、お互いが遊び分けでき、ゆっくりした時間が

　送れる公園。広さや周囲の環境にもよりますが…。

・公園の大きさにもよると思いますが、地域の何もない防災用の公園もあり

　ます。相原中央公園までは歩いても大変なので、幼い子どもさんたちが

　充分の様です（遊具なし）。こうさぎ保育園もあり、園庭を開放している

　様なので、遊具があるので利用者ありです。

・公園は、防犯上からもあまり多くないほうがよいと思う。子どもたちの

　遊んでいる様子がまわりからもよく見えるほうがよい。また、砂場の枠・

　すべり台・ブランコなどの遊具をカラフルにして、子どもたちが安全に

　楽しく遊べる公園。

　※犬を公園内で遊ばせている人が多いので、禁止の看板をもっと大きくする。

・子供に限らず、大人も出来る遊具（子供が遊ぶ遊具というより、ジムで使わ

　れているような設備で、遊具に応用できるもの）がおいてある公園。そのよ

　うな設備があって、運動不足解消に行こうと思えるような公園。中国に

　短期間住んでいたとき、気軽に老若男女活用できる設備がおいてあって、

　大変よかったので。
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・公園を作るというとすぐに滑り台のような遊具を設置していまいます。

　ところが遊具など何もないただの広場こそが本当に必要な公園だと考えます。

　様々な遊びに対応できるからです。

【トイレ】

・近くの公園にはトイレがないので、トイレを作ってほしい。子供がオムツが

　はずれてからはトイレがないと理由で公園に行きにくいです。小さい子でも

　安心してのれるブランコがある公園　交通公園

・大人が散歩やジョギングができる公園。きれいなトイレがあること。

・能ヶ谷地区に公園がないということを知って驚いている（グランドゴルフ等の

　出来る規模）。私たち老人クラブに所属している者としては、トイレは

　必須条件なので、ぜひ実現させてほしい。

・ランナーに配慮したコース。　給水やトイレ、電灯が等間隔で設置されている

　など…

・花木が豊富で、散歩ができて、静かで心安らぎ、水飲み場・トイレなどの施設

　が充実した公園。また災害時には一時的に非難していられる公園。

【芝生】

・地域住民の憩いとなるような公園　個人的には、芝生がはってあり、夏には

　避暑地になるような公園

・季節の移り変わりがわかるような木々や花々がたくさんあり、広場があり、

　またその広場に芝生があり、子どもが転んでもけがをしにくいような配所の

　ある公園。

・緑や芝生が多く、広い公園。壁打ちなどが出来るスペース（野球・テニス・

　サッカーなどに使用）があり、そのスペースとは別に、幼い子もゆったり

　できるように少し区別してある。小学高学年の子は、思いきり遊びまわれる

　ような配慮のある公園。下が砂利などではなく、平らになっているとベスト。

・現在住んでいる三輪緑山には、公園がたくさんあり、しかも良く管理されて

　います。特に希望はありませんが、強いてあげるならば花壇のある、芝生に

　寝転べる公園でしょうか。出来てから２０年以上になりますが、ベンチの

　汚れは相当ひどいです。

【自然　緑、花】

・桜・どんぐり・もみじ・イチョウ等季節を感じられる木があり、小さな子ども

　から大人まで遊んだり、スポーツをしたり、おしゃべりが出来ろ公園。

　夏は水遊びが出来るような場所もあり、トイレもあるといいと思います。

・自然をそのまま生かし、散策できる公園。子供がせせらぎに手や足を入れて

　遊べるような公園が良いと思います。

・老若男女を問わず、誰でも気軽に立ち寄れるような明るく開放感がある公園。
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　例えば、四季折々の花を植えたり、地域で一緒に参加できるような催しを

　したり出来る公園があったらいいです。

・子どもが自由に発想し、遊びを作り出す事ができる公園。怪我をしても、

　それが学習できる公園。ある程度のスペースがあり、木や花（草）のあり、

　子どもが走り回れる公園。

・季節折々に花々が咲きほころび、夏は木陰があり、備え付けのテーブルにて

　友達とお茶や食事が楽しく出来る公園。

・公園を作る場所はないと思いますが、緑多く、子どもたちが自由に走りまわ

　れる、もう少しで良いので規模が大きければ良いなと思います。

・緑が多く、でも、きちんと整備されず、皆が自然に共生に寝転び、空を

　見上げ、一丁横には冒険出来る林もある。小川も流れ、春には　れんげや

　菜の花が咲く…夢でしょうか？　ルールは自然に守られる。

・どんぐりの木があったり、小さな水辺（入って遊べる）。自然（四季が感じ

　られる）公園を望みます。

・散歩が出来、自然が豊かな公園です。四季おりおりの草花が楽しめ、夏は

　涼しく、冬には温かいところなら、多くの人が利用すると思います。交通の

　便がよく、道路が整備されていることが重要です。

・遊具・花壇などのない芝生張り又は短い丈の草・クローバー等の原っぱの周り

　に木々が植えてあって、所々にベンチが設置されている（こもれびで本が

　読める）。自然な感じの明るい、見晴らしのよい公園。

・人工的な遊具を置かず、自然とふれあえる状態にした広場のような遊び場が

　あると良いと思う。夏の陽射しをよけられる木や藤棚のような下にベンチなど

　があると、お年寄りが気軽に休めるので良いと思う。遊具類が何もなければ

　昔の遊びに近付くので公園に集まる高齢者と子供が接点ができて良いと思う。

【安全】

・小さな子どもが遊ぶエリアや小学生以上の子が遊ぶエリア、自転車が乗れる

　エリア…など、それぞれの世代の子が自由に安全に遊べる公園があったら

　いいなと思います。

・ジャブジャブ池があるような、小さい子どもが足を使って遊べるような安全

　な水場がある公園があるといい。

・お年寄りや子供達が安全に利用できる　シンプルな作り。お年寄りがちょっと

　した運動ができるもの　小動物に触れられる（うさぎ）

・多世代（幼児から年寄りまで）がつどえる公園、敷地が広くないと実現は

　無理ですが…大勢がつどえれば安全性も発生し安心して遊べる空間になるはず

・1.住宅地の中の空地で、幼児～小学生（低学年）が遊べるような身近な

　安全な小公園、2.出来るだけ平らな土の地面だけの空地で運動したり、遊べる

　（小学生位まで）広場の公園。

25



【ベンチ】

・ベンチの多い公園。

・散歩などの途中で休むことが多いが、夏は日陰、冬は陽だまりとなるところ

　へベンチなどが設置されていると助かる。

・樹木の下にベンチがあって四季が楽しめる風景の良い公園

【子ども】

・川や池、ふん水等があり、子供達が自由に遊べる公園。有料の大きなプール

　とかではなく、通りすがりにでも遊べるようなもの。府中の大規模公園や、

　子どもの国にあるような、水遊び場が理想。

・砂場、すべり台、ブランコがあるのはあたりまえであると思う　その他に

　月山や、少し高く登れるアスレチックのような、子供が頭と体を使って

　チャレンジする気持ちが、わくわくと出てくるような　楽しい公園。

　大きな広場、水遊びもできたら良いと思う。

・団地に住んでいるので、公園はたくさんあり、子どもたちもいっぱい

　遊んでいますので、今のままでよいです。

・子どもたちのにぎやかな声が聞こえる公園も楽しいですが、その近くで

　年配者がベンチに腰掛け、静かに眺める、そんな風景もいいですね！！

【その他】

・入場料をとって運営費にする。しかし、その公園では、花火やバーベキュー、

　利用者の好みに合わせて利用できる公園。普通の公園では、禁止されている

　行為もOKな自由な公園（おそらく全国初）をぜひ町田市に作ってほしい。

・幼児・小学生・中学生・高校生・大人など年齢別を対象に遊んだり練習が

　できる公園。

・まず、明るく開放感に富む事。駐車場の広さ等も確保していただきたい。

　また、地域特性を生かして、その公園の本来の目的だけにとどまらず

　（例えば運動公園なら運動だけに特化するのではなく）、その公園の

　近隣の歴史・古道・古化の紹介の入口となるようになってもらいたい。

・鶴間公園が近く、季節を感じ散策したいのですが、ウィークデーの日中は

　人が少なく、こわくて　できないのです。もう少し明るく見通し良いと

　良いなと思っています。

・日本の公園はあまり使われていません。中国に行って、多くの人に使わ

　れている公園　これはいいなと思いました。午前中、老人のために使われ

　ていました。ダンス、カラオケ、太極拳など、ボランティアの指導者が

　いて大勢の人が参加していました。もちろん個人でも場所を見つけて

　運動していました。平らな広いところに、木がたくさんあり、夏は木陰

　で運動できます。日本でも、引退後の老人が利用しやすい様な、木陰が

　あり、運動できる場所があればいいのではないかと思います。
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・町田市は、駅前は若者の町でも、一歩住宅地に入ると老人の町と化して

　いる。この老人の町を活性化するには、商店街だけでなく、公園を観光化

　することが、例えば自由が丘の町のように、住んでみたい町→町田ナンバー

　ワンにするには公園を観光化することだと思います。野津田公園・忠生

　公園、立派な公園ですが、普段はあまり人気がありません。フランスの

　「モネの庭」・ジョセフィーヌの集めたバラ園を再現した「ライ・レ・

　ローズガーデン」（野津田バラ園に）、芹が谷公園にフランスの

　ブローニュの森に似せたバガテル公園バラ園に再現してしただけると、

　立川の昭和記念公園とはまた違った日本にいながらフランスの「モネの庭」

　「ブローニュの森」「ライ・レ・ローズガーデン」となると、日本中の

　東南アジアからもバラ見物のお客様が来て下さると思います。薬師池公園は

　「あしかがパーク」のように季節をずらして多くの花の種類を植えて

　ください。恩田川沿いの桜並木もプールのレーンのようにサイクリン

　グレーン・ジョギングレーン・歩道レーン・車レーンとわけて、ベンチ

　もたくさん置いてください。そうすれば恩田川沿いが、レストランでも

　ケーキ屋でもパン屋でも開いてみようかな？という美しい景色に変わると

　思います。夜、川沿いを歩くのは怖いというイメージを変え、ライト

　アップして表参道の道行く人を眺めながらお茶をするというフランスの

　シャンゼリゼ通りになります。町田市は「お祭り」に力を入れて、鎌倉の

　「流鏑馬』たのしませて頂きました。あとは公園をそっくりフランスから

　バラ園を持って来てください。日本人のデザインの公園でなく、フランス

　にいけなくてもフランスに行ったかのような夢の公園を作ってください。

　これが年金生活者の増える老人の町を活性化することだと思います。

・幼児・学童・中高校生・大人と、年齢別にスペースが区分けされた公園が

　あったらいいなと思います。（危険が少なくなる）高齢者対象のいろんな

　サークル活動が常に催されているといい。（昨年行った北京の公園では、

　ダンス・太極拳・トランプ・将棋等さまざまなグループに大勢の高齢者が

　参加していて、実に楽しそうだった）

・かつての井戸端会議が出来るような、何らかの仕掛けのある公園。隣近所の

　人々が自ずと集い、コミュニケーションが取れるようなからくりがあれば

　良いと思う。Face to FaceのSNSとでもいうのでしょうか。

・小さい子と大きい子の遊び方が違うので、危険を避けるためには目的の

　違う公園が必要と思います。小さい子には保護者も一緒にいられるような

　配慮を。また大きい子のためには広いスペースを確保してほしいです。

・ボール遊びが出来るスペースと芝生のあるスペースがあるといい（分かれ

　ている）。また、出来れば犬が入れるスペースもあるといいですね。以前

　は、入れた公園も今は入れない公園が多くなっている状況。一方、リード

　なしで犬のボール遊びが目立つ。禁止なのに人がいても平然としている。

　注意書きのボードではダメのようです。守っている人はとても不快です。
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Q20でお書きいただいたような公園を実現するためには、どのような取り組み

が必要だと思いますか。公園の管理・運営および公園の利用の観点から、

お答えください。

＜公園の管理・運営に関して＞（○は２つまで）

わからない 15 8.7%

その他 9 5.2%

地域の企業が地域貢献の一環として、寄付や
ボランティアなどで協力する

24 14.0%

指定管理者等、民間活力の導入による管理・運営
を行う

51 29.7%

回答比

行政の公園管理体制を整備し強化する 43 25.0%

行政が利用する地域住民の視点を取り入れて
運営する

64 37.2%

公園の管理・運営に住民が参加できるしくみを
つくる

68 39.5%

Q21

回答内容 回答者数

0% 10% 20% 30% 40% 50%

公園の管理・運営に住民が参加できるしくみを
つくる

行政が利用する地域住民の視点を取り入れて
運営する

指定管理者等、民間活力の導入による管理・運営
を行う

行政の公園管理体制を整備し強化する

地域の企業が地域貢献の一環として、寄付や
ボランティアなどで協力する

わからない

その他
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その他の主な内容

・入場料をとる。　　・学校がらみで楽しく！！

・公園の維持管理をしていくためなら、企業の協力はあっても

　良いと思います。

・公園作りに必要な予算を増やす。

・「3.公園の管理・運営に住民が参加できるしくみをつくる」を

　選びましたが、ただし、利用する子ども自身の責任の上で遊ぶ

　ことを求めていってほしい。

・公園の目的を明確にする事。

・地域の小学生に双児童のボランティアをさせる。

・清掃は自治会でも行っているし　落ち葉の季節はシルバー人材

　にお願いしたりもするので行政のみに頼らなくてもよいので

　はないか。

・ボランティア　60歳の定年の方、どしどし経験を生かして、

　企業に働いてきた力を発揮してください。

・老人会に入会してる人が10％も達してない。老人会を充実

　させること。
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＜公園の利用に関して＞（○は２つまで）

その他の主な内容

・めりはりをつける

・管理者が巡回する。

・子どもも交えて、意見を聞く。大人だけでは、大人主体になる。

・特にない、今のままで良い

住民主体で新たなルールを設ける 30 17.4%

その他 4 2.3%

わからない 3 1.7%

既存ルールの中で、利用に関する規制を強化する 8 4.7%

既存ルールの中で、利用に関する規制を緩和する 10 5.8%

地域住民の公園に対する愛着心を深める（公園は
良いところ、地域の宝物）

90 52.3%

住民のコミュニティ形成の場として、イベント会
場などに活用する

45 26.2%

回答内容 回答者数 回答比

利用者のモラルを高める 109 63.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

利用者のモラルを高める

地域住民の公園に対する愛着心を深める（公園は
良いところ、地域の宝物）

住民のコミュニティ形成の場として、イベント会
場などに活用する

住民主体で新たなルールを設ける

既存ルールの中で、利用に関する規制を緩和する

既存ルールの中で、利用に関する規制を強化する

わからない

その他
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　近年、行政だけで公園の管理運営を行うのでなく、市民の方々が参加するという

動きがでてきています。これからの設問は、市民の方々が公園の管理運営に参加する

ことについてうかがいます。

あなたは、公園の管理運営に市民が参加(協働)することについて、どのように

お考えですか（○は１つ）。

⇒Q23へ

⇒Q23へ

※　6.その他のご意見…60代半ばで　けがをしてから、ボランティアに参加できなくなった。

　街の中の気持ちの良い街路や小公園をたまにみかけると、心がなごんでいく。

「もっと市民が参加すべきである」と「どちらかと言えば市民が

参加した方が良い」をあわせると全体の75.6％になります。

公園の管理運営への市民参加について、肯定的な考えをお持ちの

方が多いようです。

Q22

6.その他※ 1

4.行政が行うべきである 8

2.どちらかと言えば市民が参加した方が良い 94

0.6%

無回答 2 1.2%

4.7%

5.わからない 16 9.3%

54.7%

3.どちらかと言えば行政が行う方が良い 15 8.7%

回答内容 回答者数 構成比

1.もっと市民が参加すべきである 36 20.9%

無回答
1.2%

わからない
9%

その他
0.6%

行政が行うべき
である
4.7%

どちらかと言え
ば行政が行う方

が良い
8.7%

もっと市民が参
加すべきである

20.9%

どちらかと言え
ば市民が参加し

た方が良い
54.7%

…
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Q22で「1.もっと市民が参加すべきである」「2.どちらかと言えば市民が

参加した方が良い」と回答された方にうかがいます。あなたは、公園の管理・

運営への市民参加を進めるためには、市民がどのような段階から関わるのが

良いと思いますか（○は１つ）。

その他の主な内容

・積極的にゴミを拾うなど気がついたら出来ること。

・花壇とか樹木はいらない。手入れが大変です。

その他 2 1.5%

無回答 2 1.5%

公園の施工の段階から（一緒に花壇を作る、樹木
の植栽をするなど）

17 13.1%

公園の完成後の管理・運営の段階から 20 15.4%

構成比

公園をつくる企画・立案の段階から 89 68.5%

Q23

回答内容 回答者数

公園の完成後
の管理・運営
の段階から

15.4%

公園をつくる
企画・立案の

段階から
68.5%

公園の施工の
段階から（一
緒に花壇を作
る、樹木の植
栽をするな

ど）
13.1%

その他
1.5%

無回答
1.5%
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全ての方にお聞きします。市民参加（協働）による公園管理の方法として、

「公園ボランティア」「公園愛護会」「公園アドプト制度」「公園の指定管理者

制度」という活動や制度があります。

「公園ボランティア」「公園愛護会」「公園アドプト制度」は、市民による

公園の管理運営制度で、具体的には清掃、除草、花壇作りなどの保全整備の

ほか、自然観察会や工作教室の支援、動植物の保護育成活動などがあります。

あなたはこのような活動や制度があることをひとつでもご存知ですか（○は１つ）。

⇒Q30へ

⇒Q30へ

⇒Q25へ

Q24で「よく知っている」と答えた方にうかがいます。

あなたは「公園ボランティア」「公園愛護会」「公園アドプト制度」のような

活動に参加したことがありますか（○は１つ）。

⇒Q26へ

⇒Q26へ

⇒Q30へ参加したことがない 2 33.3%

無回答 0 0.0%

Q25

回答内容 回答者数 構成比

参加している 3 50.0%

参加したことがある（今は活動していな
い）

1 16.7%

無回答 2 1.2%

よく知っている 6 3.5%

43 25.0%

Q24

回答内容 回答者数 構成比

知らない 121 70.3%

名前は聞いたことがある

無回答
1.2%

よく知ってい
る

3.5%

知らない
70.3%

名前は聞いた
ことがある

25.0%
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Q25で「参加している」、「参加したことがある」とお答えの方にうかがい

ます。そのような活動に参加した理由は何ですか（○は２つまで）。

Q25で「参加している」、「参加したことがある」とお答えの方にうかがい

ます。具体的にどのような活動をしていますか？または、過去にしましたか？

（○はいくつでも）

※その他のご意見

・かしの木山自然公園愛護会会員　　・町内会の草取り会には、病気でないかぎり参加します。

0

0

3

0

様々なイベントの企画、運営 1 25%

その他※ 2 50%

障がい者や高齢者の支援 0 0%

環境学習、野外活動の指導

子どもの遊び、伝承遊びの指導 0 0%

1 25%

古民家、洋館などの建築物の管理 0 0%

農業体験の指導、農地保全 0 0%

花壇や花畑、生き物の世話 2 50%

ホタルやトンボなどの特定の動植物の保全 2 50%

公園内の清掃 2 50%

雑木林、ビオトープの管理 0 0%

Q27

回答内容 回答者数 回答比

0.0%

75.0%

0.0%その他

公園内のガイド、動植物の説明、利用者の誘導 1 25%

25.0%

0.0%

0.0%

自治会・町内会の活動として参加したので、「公
園ボランティア」等の意識はない

地域の人との交流ができると思ったから

友人の薦め

仲間ができるから

地域に貢献したかったから

1

0

おもしろそうだから、楽しそうだから 0 0.0%

地域の公園の管理や運営は市民の手で行いたいと
思ったから

25.0%1

Q26

回答内容 回答者数 回答比
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Q25で「参加している」、「参加したことがある」とお答えの方にうかがい

ます。活動する上での課題は何ですか（○は２つまで）。

※その他のご意見…

・公園の私物化現象。自分の庭だと思う人間が出て来る。

・家に居るのに参加しないと悪い気がします。（暑い時など草取りは大変です）

Q25で「参加している」、「参加したことがある」とお答えの方にうかがい

ます。公園における市民活動への参加について、今後もこのような活動を

続けたいですか。

Q24で「名前は聞いたことがある」または「知らない」と答えた方、及びQ25で

「参加したことがない 」とお答えの方にうかがいます。「公園ボランティア」

「公園愛護会」「公園アドプト制度」「公園の指定管理者制度」のような公園に

おける市民活動に参加したいですか。

66 39.8%

参加したくない 94 56.6%

参加したい

Q30

回答内容 回答者数 回答比

続けたい 3 75.0%

続けたくない 1 25.0%

Q29

回答内容 回答者数 構成比

特にない 0 0%

その他※ 2 50%

活動をする上での規制が厳しい 0 0%

他の団体とのトラブルが多い 0 0%

利用者の理解が得られない 0 0%

利用者のニーズがつかみにくい 0 0%

仲間が集まりにくい 3 75%

資金不足 1 25%

公園ボランティアに関する情報不足 2 50%

仲間同士の意思疎通が図りにくい 1 25%

Q28

回答内容 回答者数 回答比

無回答 6 3.6%
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Q22で公園の管理運営への市民参加について、参加すべき、参加した

方が良い、答えた方は75.6％でしたが、既存の市民参加（協働）の

方法への参加については、「参加したくない」と答えた方は56.6％

と半分以上でした。

全ての方にお聞きします。あなたは、地域住民どうしの交流を深めたり、

地域の活気をつくりだす場として、公園は重要な役割を果たすと思いますか。

また、実際その役割を果たしていると思いますか（○は１つ）。

※その他のご意見…

・果たすと思うけれど、実感できていない。

・子どもがいる場合、交流に役立つと思う。

0.6%

その他※ 2

1無回答

11.0%

1.2%

果たすとは思わない 5 2.9%

わからない 19

26.7%

果たすとは思うが、現状ではその役割を果たして
いない

99 57.6%

果たすと思うし、実際にその役割を果たしている 46

Q31

回答内容 回答者数 回答比

その他
1.2% 無回答

0.6%

果たすとは思
わない
2.9%わからない

11.0%
果たすとは思
うが、現状で
はその役割を
果たしていな

い
57.6%

果たすと思う
し、実際にそ
の役割を果た

している
26.7%

参加したくな
い

56.6%

参加したい
39.8%

無回答
3.6%

…
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Ⅳ．その他、公園について

これまでにあなたが訪れた公園（町田市以外でも）で、利用しやすい、快適だ、

楽しい、おもしろい、などと思える公園があればご紹介ください。

（「詳しい内容」については、一部抜粋して掲載しています）

【公園名】

薬師池公園（町田市）

【詳しい内容】

・朝のランニングの際、公園内ですれ違う人たちが挨拶をする気持ちの良い環境です。

　公園を管理する守衛さんが、気持ちの良い挨拶、また、親切な態度で人々に接して

　いる。

・四季の花が咲く、梅、桜、ボタン、ショウブ、池が大きい、広い、鳥や魚が多い、

　菊人形、等イベントが多い。

・季節ごとに植物が美しく、広い。駐車場も広い。公園内で甘味が食べられることも

　良い。

・ウオーキングが好きでできるだけ歩くようにしてる。近くに公園やボタン園・

　えびね苑・また桜の咲く頃は恩田川の歩道を上って行き薬師公園に行くコースは

　友人を案内するのに最高！

・テニス用の壁が気に入っています。

・野津田公園は、昨年春、久しぶりに花見に出かけました。たくさんの人でしたが、

　のんびり散歩もでき、すばらしい公園だと改めて思い、それに駐車場も各場所ごと

　置けますし、無料がなによりでした。

【公園名】

日向山公園（町田市）

【詳しい内容】

・夏は5：00　冬は6：00　ウォーキングをグランド5週位　夏はラジオ　冬はテープの

　ラジオ体操　皆で「お早うございます」声を掛け合い、犬の散歩の名前のワンチャンの

　名前を覚え、それぞれが元気に1時間位のおつきあい。でも10年以上続いています。

　夏は親子ずれで、カブト・クワガタいっぱい採れます。

Q32
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【公園名】

芹が谷公園（町田市）

【詳しい内容】

・駐輪場もあるので助かる。（美術展）広場があるので思いっきり体を動かせる。他の

　利用者も多く、活気がある。川もあり、子どもが楽しそうに遊べる。

・健康のために家から町田駅まで歩く（５０分）時に必ず休憩するところ。版画美術館

　の催し物を観たり、大噴水のベンチで休んだり、運動場での若者たちに目を細めたり

　している。自然も多く、ストレス解消にもなっている。

・遊びに行くなら芹が谷公園　　　家の近所にほしいのは南成瀬の原公園。大人と子供

　それぞれの楽しみの住み分けができかつ一緒にも遊べる公園だと思う。

【公園名】

真光寺公園（町田市）

【詳しい内容】

・一日いてもあきない。丘があり、池や探索できる山もあり、管理もしっかりして

　いてきれい。利用者もきれいに使っている。

・芝があり、散歩道もあり、池、遊具、緑もとても綺麗！！休みの日には犬の散歩に

　来ている人、レジャーシートをひいてお弁当を食べている人、この公園はとても

　素晴らしかったです！

【公園名】

相模原公園（相模原市）

【詳しい内容】

・犬の散歩するのにとても歩きやすい。ただの散歩でも花がきれいで、とても

　心が落ちつく。

・あと名前を忘れましたが、愛川の宮ヶ瀬ダムの近くにある大きな公園（バーベ

　キューも出来る）。

・植物観察、散歩、スポーツ広場など満足できる

・遊具がたくさんあり、広いので大人も運動になる。

・無料で大型遊具、広場、駐車場があり、動物もいます。

・アスレチックも良いし、ミニ動物園、お花もすてき。
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【公園名】

麻溝公園（相模原市）

【詳しい内容】

・無料で大型遊具、広場、駐車場があり、動物もいます。

・遊具・アスレチック・小動物園・展望台・噴水広場など盛りだくさんで、

　子どもも思う存分楽しめるから。

・十分な広さがあり、駐車場も広いので、「わざわざ」でも出かけたいと思う。

　遠慮なくキャッチボールができる。

・遊具がたくさんあり、広いので大人も運動になる。

【公園名】

淵野辺公園（相模原市）

【詳しい内容】

・遊具が充実していて、また、夕方近くまで遊ばせても明るい雰囲気。駐車場も確保

　されている。また、隣の相模原公園ともつながっているため、広さや使い道の用途

　も多い。プールの利用等でも使用できる。

・スケートリンクはとても魅力的。毎週日曜日朝６：３０～にもかかわらず、何百人

　もの親子連れが来ている。外にあるアスレチックも良い。

【公園名】

昭和記念公園（立川市）

【詳しい内容】

・敷地が広く、春になると桜がキレイで、ピクニックもできるため、また行きたいと

　思える公園です。

・広くて散策、サイクリング、プール、バーベキュー、川遊び等、あらゆる事ができる。

・広くて散歩するにも良いし、花木が豊富で施設も充実しています。

・広大で居るだけで落ち着けます。

・サイクリングロードがある、レンタサイクルがある、遊具が豊富にある、大人も

　楽しめる、各季節の草花を観賞できる、パーキングがたくさんある

・管理が行き届いている。大人も子どもも利用ができる。
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【公園名】

砧公園（世田谷区）

【詳しい内容】

・広大なピクニック広場・サイクリングロード・遊具に売店、毎月のイベント等

　盛りだくさんな公園。

・広大な敷地（芝生張り）に桜（大木）の寄せ植えのような箇所があちこちにあり、

　花見時は素晴らしく大勢の人が訪れる。一部は散策できるようにもなっていて、

　鳥の観察所もあり、また、設備の充実した美術館もあり、洒落たレストランもある。

・親子一家で車で行き、弁当持参で一日ゆっくり楽しんだ思い出があります。

・利用しやすく、ゆっくり出来る。

・家族でも一人でも、運動する人もしない人も楽しめる

【公園名】

井の頭公園（三鷹市）

【詳しい内容】

・大きな池のまわりが、遊歩道あり、遊具あり、季節で折々植物が楽しめ、音楽や

　フリマなどのイベントもやっていて、でも、広いし、ひらけているのでうるさすぎ

　ない。動物園があったり、ボートに乗れたり、一日遊べ、かつ様々な世代が共存

　できる公園でした。

・自然が豊か。静けさ。

【公園名】

日比谷公園（千代田区）

【詳しい内容】

・誰もが安心して利用できる。遊具はないが、そこが良い。イベント開催も可。

　町田市でいえば芹が谷公園のような公園（もっと狭くてよい）が良い。

・四季の花々が美しく、すばらしいレイアウトの公園と思います。
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その他の公園

【公園名】 【詳しい内容】

・山崎自然公園(町田市）

・三輪緑山中央公園(町田
市）

・相原中央公園(町田市）

・相原公園(町田市）

・旭町体育館の公園（ラン
ニング周回コースも含め
て）(町田市）

・忠生公園(町田市）

・鶴間公園(町田市）

・かしの木山自然公園(町
田市）

・小山田緑地公園、忠生公
園、野津田公園、薬師池公
園(町田市）

・小山田緑地、小山内裏公
園(町田市）

・日向村～藤の台球場辺
(町田市）

ハイキングにちょうど良い。四季の移り変わりを楽しめる。

自然が非常にうまく残されていて良い公園だと思います。

桜やその他の樹木、芝生等、緑が多い。散策に良い散歩道があ
る。なだらかな傾斜である。年齢を問わないで（健康であれ
ば）参加できる。

先にも書きましたが、とても良い公園で良く管理されていると
思います。足が不自由な為、度々行けないのが残念です。イベ
ントや管理などで日中　人が多く見られると安心して入る事が
できるのですが。

広報を見て、ロウバイの花が見ごろと知り、夫と車で出かけた
のですが、カーナビが迷ってしまい困っていたら、通りすがり
の自転車に乗った青年が先導してくれました。梅の木は１５～
１６年に育ち、花はまだチラホラでしたが香りもほのかに漂っ
ていました。広さは薬師池公園位でしょうか。資料館もあり、
「夏にはホタルも見られます。ぜひおいでください」と館員の
方が笑顔で説明して下さいました。昭和記念公園は一年中楽し
めます。

５年以上前の管理方法のかしの木山自然公園。昨年からの管理
方法は、自然公園の名前をはずしてほしい管理方法である。

せっかくいい公園なのに、遊具が古いせいか、近所のひと（子
連れの人）があまり行こうとしないそうです。ぜひ、遊具改善
の検討お願いします。

清潔である。見通しが良い。緑が多い。

家から近いのも理由の一つだけど、各種スポーツの設備があり
芝生の原っぱがあり春になれば花見ができると年中楽しめる。

自然環境の背景が素晴らしい。

市街地にあってメタボ対策の運動が容易。

町田の公園より八王子の公園の方が近くて利用しやすい。

鶴川団地内の公園　手入れがしてあって好感がもてる。

・横山公園(相模原市）
これほど広大な公園であれば終日ピクニックを含めた行楽が可
能。

・小山内裏公園、内裏谷戸
公園、松木公園、上柚木公
園(町田市、八王子市）

・鶴川団地公園(町田市）

小さい川・芝生・遊具（すべり台・棒などあらゆる年齢の子が
全身を使って大いに楽しめる）・ブランコ・砂場と子どもたち
が楽しめるものが揃っている。あまり広大な広さの公園でない
のも目が届き理想的です。

・中央公園（グリーンホー
ルの隣）(相模原市）
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【公園名】 【詳しい内容】

・団地の公園？（相模原市
久保ヶ戸交差点の近く）
(相模原市）

子供が小さい時（幼稚園に行く前）によく行っていた公園で子
供が遊ぶ部分と球技が出来る部分と別れていて、小さな子供も
安心して遊べて良い。遊具も適度にあり遊ばせやすい。

・相原公園(相模原市）
動物とふれあえるところもあり、また広い芝生もあって、子ど
も達がのびのびと遊べて一日いても楽しめるところだと思いま
した。

相模川をはさんで、バーベキュー等が出来る、気分が晴れ晴れ
とする所です。

・世田谷公園(世田谷区）
スポーツ・サイクリング・ミニSL・プールも？一日いても楽し
い公園でした。

・世田谷区　羽根木公園
(世田谷区）

広いからできることではあるが　プレイパークがあり（管理者
要）子どもたちが楽しく自由に遊んでいる。
フェンスで囲まれた運動（球を使って）ができる。

・　-　(相模原市）

・代々木公園(渋谷区）
サイクリングロードもあるし、お花も、四季、それぞれ美しく
管理されている。少し歩けば、便利にショッピングも出来る。

・板橋(板橋区）

板橋にある交通公園やふれあい動物園があった公園はたくさん
の人が来ているのにとてもきれいでした。オムツ交換ができる
ベットもあり便利でした。また、近くには大きな公園以外に小
さな公園もあり子供にはとても楽しかったです。大人が楽しめ
るイベントもあり、よく公園へ行きました。

大小様々なタイヤがあり、子どもたちが楽しそうに遊んでい
た。わが子も小さい頃に連れて行ったときは、とても楽しそう
に遊んだ。

・和田掘公園(杉並区）
２３区内なのに、広くて緑が多くて遊具も多く、子供が０歳～
４歳まで、家内が毎日のように利用していた。休日にも、家族
３人で頻繁に利用した。

・タイヤ公園(大田区）

公園内で大道芸をやっていたり、退屈しないで楽しめた。フ
リーマーケットもやって、ママは大満足でした。

・郷土の森公園(府中市）
ゴーカート、交通公園、子どもが交通公園が好きで、たまに行
きます。

・小山内裏公園
　(八王子市）

サンクチュアリー等があり、散歩するのにもとても良い。

・府中の森(府中市）

特に遊具はないけれど、空間が広々としていて、ゆっくり散歩
が出来る。景色も緑が多く、春には桜もたくさん咲くので、
ゆっくりとお花見が出来る。

・駒沢公園　砧公園
やはり都会の公園なので、管理もいきとどいているし　公園に
来る人も安心出来るイメージが強い。

・国立市の公園(国立市）
国立市役所の近くの公園　樹木の種類　配置が良く　緑・紅
葉・花・四季折々楽しめ、通りぬけるだけでも心地良い。

・多摩市の公園
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【公園名】 【詳しい内容】

ロケットハウス（室内ながらアスレチックができる）・サイク
リングロード・広場があり、幅広い年齢で楽しめる。

・大池公園(横浜市旭区）

横浜に４５年ほど住んでおりました。犬の散歩、二人の子ども
の幼稚園、小学校、中学校、桜の花、季節の花々のきれいな公
園。万人に愛されています。もう一度行ってみたいと思ってお
ります。

・三ッ池公園(横浜市）
桜の花見に行った事があるが、広大な敷地に自然を上手く取り
入れており、子どもは走り回れ、老人は花を見ながら散歩もで
きる。

・美しが丘公園
　(横浜市青葉区）

緑が豊富であり、公園内に岡本太郎美術館や民家園・プラネタ
リュームなどがあり、一日ゆっくり楽しむことが出来た。

・引地台公園(大和市）

野球場・プールの他、広い芝生の上で遊んだり、お弁当を食べ
たり出来ます。ちょっとした遊具もあり、子どもからお年寄り
まで多くの方が利用しています。夏は作られた浅い川で水遊び
をする子どもやセミ捕りをする子どもがいます。

・生田緑地(川崎市）

野球、サッカーなどのスポーツができる広い場所もあり、バー
ベキューなどもできる場所もある。

・秦野中央公園(秦野市）

公園の中にグランド（野球場やテニスコート含む）・屋外プー
ル（夏のみ）・体育館・ホール・図書館・子ども遊具場（アス
レチック）があり、老若男女それぞれの目的をもって利用する
ことができました。ただし、敷地の問題から町田市では無理か
もしれませんね。

・引地台公園(大和市）

駐車場があり、テニスコートの多さ・利用料の安さ・ランニン
グコース・ちょっと寄れる気軽さ

・宮ヶ瀬公園(愛川町）
緑や季節を感じられる花々もあり、食事（休憩できる場所）す
る所があり、何度行ってもあきない。

・　-　(神奈川県）
大森駅と川崎駅の間にあるタイヤで作った怪獣のようなものが
ある公園

・一号公園(愛川町）

名前がわからない　青葉インターのそばにある

・アピタ長津田店の近くの
公園

バスケやローラースケートとかスケボーなど無料で使用できる
施設がありバーべキューもできるのかな？ペットも可みたいだ
し、広場でボール遊びもできるので楽しい。大きな遊具があれ
ば最高！！

・平和公園
白い貝がら形のすべり台は楽しくて好き。※30年前に遊んだ藤
の台辺りにあった幅広いすべり台は楽しかった。

・港北、市ヶ尾にある公園

敷地が広く、森林があり、小川が流れていて、訪ねた夏には、
ホタルを見ることが出来た。ウォーキングにも静かで最適であ
る。

・房総の村(千葉県） 古民家があり、農業体験・伝承遊び等が充実していました。

・森林公園（正式名称は定
かでない）(仙台市旭ヶ
丘）
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【公園名】 【詳しい内容】

・海洋博公園(沖縄県）
ちびっことりで：子どもたちが元気いっぱい遊べる様々な遊具
がある広場。親も大人は入れず、管理者が見守っている。
リュック等荷物は持たずに自由に遊ぶ。

広くて遊具がたくさんある。近くに住居がなく思い切って遊べ
る

・駿府公園(静岡市葵区）

広く、様々な年齢層に対応した設備がある。乳幼児向け、子供
向けの遊具が分かれて設置されており、安心して遊ばせること
ができた。乳幼児用の遊具の下は芝生になっており、転倒して
も安心だった。ベンチの数も多く、休憩しやすかった。

・手柄山中央公園(姫路
市）

園内に水族館があったり、とにかく広くて遊具も多い。駐車場
も整っている。

・木曽三川公園
　(愛知三重岐阜の県境）

ニューヨークのセントラルパークのような公園を東京都内につ
くることを考えるべきである。ミュージアム・コンサートホー
ル等、市民が憩う事の出来るところがほしいとおもいます。

・つばき 幼児・児童が別々に遊べて良い。

・新潟市の公園
遊具が多く、広場も広い公園。小川が流れていて、自然豊かな
公園です。

・セントラルパーク
　(ニューヨーク）

敷地が広く遊具などの設備がしっかりしており、公園内にある
野球場。陸上競技場では高校野球、サッカー（Jリーグ、天皇
杯）が行われている。また、駐車場も広く、車での来場も出来
る様になっている。

・久里浜（？）の公園 花がたくさん咲いていて、一日楽しめる公園でした。

・熊谷市の公園
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最後に公園に関するご意見、ご要望等がありましたら下欄にお書きください。

（抜粋して掲載しています）

・自宅の目の前が公園で季節が変るごとに緑や花を見に行ったり、自然の移り変わり

　を見ることを家族も楽しみにしています。また、幼稚園や小学校、休日の子ども

　たちの遊び声が聞こえてくるのも、ほほえましいです。しかし、夏などに花火や

　たむろして夜中に騒ぐ集団は大変迷惑です。自宅前の公園は樹木の多い公園なので、

　秋～冬、台風などの落葉や折れた枝の処理に近隣住民が追われている現実を市役所

　の方にも知っていただきたいです。

・公園を利用する人は、公園の近所の人に配慮する気持ちを大人たちが子どもたちに

　伝え、皆が気持ちよく公園を利用できる必要がある。また、幼い子どもを持つ親の

　立場として、大型犬・中型犬の放し飼いに対する罰則を作ってほしい。

　（何度かこわい目に合っているから）

・広い場所でないと遊びも限られてしまう。テーマをしっかりと明確にして自然と

　ふれあう公園。体を動かせる広い公園などバランスよく作るのが理想だと思う。

・町田には小さな公園はたくさんあるけれど、トイレがなくて親子で楽しめな

　かったり、安心して利用できる所が本当に少ないです。そのため土日に

　大きな公園がこんでしまい、また楽しめません。町田に来る前は子育て

　しやすいと思っていましたが、市のことだけで考えると不便です。

　公園をふやすだけでなく、子供が楽しめる公園を作ってほしいです。

　できれば学区に一つほしいです。

・小学校の校庭が、放課後に自由に遊べないので、子どもたちがかわいそう

　です。（まちっこも週１～２だし少ない）外で遊ぶとしたら公園になりますが、

　ボール遊びも道路にボールがでたり危険です。実際、何回か見ました。車に

　ぶつかりました。のびのびと遊べるよう、フェンスがあったらとつくづくと

　思います。その点、学校だったらボール遊びは安全だと感じます。子どもたち

　が外で遊びたい、公園に行きたいと思うような公園づくりを希望します。

　小学生が安心して遊べる場を作っていただけたらうれしいです。小学生→親が

　ついていく年ではないので心配。

・立地のせいかもしれないが、住宅地内の小さな公園では、夜中や明け方騒いだり、

　ずっと話しこんでいる若者がいて、よくトラブルになっている。住宅街の中なの

　で、近所の住人だと思う。自治会などで公園の利用についての回覧紙で迷惑行為

　として注意を促すなどしてくれたらと思う。また、公園があっても駐車場がない

　小規模公園では、近隣の家が迷惑駐車で悩むことになっている。トイレがない

Q33
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　ため、子どもたちは公園の裏手、つまり隣の住宅の敷地で平気でトイレに

　してしまう。かくれんぼの延長で、勝手に庭に入られていたりと、住んでいる

　側としては困りごとのほうが多い。

・どこの公園は、ボール遊びをしていいとか花火をやってもいいとか、たこあげを

　やっていいとか、ペットはいいとか、わかるようにしてほしいです。あれもこれ

　も禁止と言われると公園での遊びが少なくなってさびしいですね。

・スケートリンクができたらとても嬉しいが無理なのでしょうね。小規模公園でも、

　ありきたりの遊具ではなく独創性のある遊具（アスレチック等でも）が増えたら

　嬉しいですね。最近は、遊びの中でも規制される事が多いので、夢のふくらむ

　ような遊び場ができたら良いですね。芹が谷公園のアスレチックがもっと増え、

　充実したら嬉しい。

・公園の放射線量の計測結果を公表してほしい。町田市は、放射線対策が少し

　遅れているのでは？先日、小学校の放射線量の結果を初めて頂きました。

　都内各所であれだけいろいろな対策がなされている中、半年以上たっても測定

　すらされていないという現状に不安を強く感じます。

・大規模な公園でない限り、今の時代、安心して遊ばせる（子供）事が出来ま

　せん。不審者も（良く）多く（学校からの配布物は1～2ヶ月に1.2度の割合）

　又、中高生らしい子供達のたまり場にもなっていて、娘は前を通る事すら

　嫌がっています。そのような公園は、ほんとうに、数少ないとは思うのですが、

　自宅近くは、そのような公園なので、なくてもいいい位に思っているのが本音です。

・できる事なら鶴間公園をもっと快適に過ごせる公園になる様に期待しております。

・町田市は、戦車道路跡地がとてもよい場所。これを地域全体で公園化するよう、

　プールと合わせて整備をしていくとよいと思う。また、薬師池公園も公園内

　だけにとどまらず、七国山地区の文化の発信場所として整備し、ウォーキング道

　等の掲示をしていってほしい。

・どこの公園も車を利用しないと気軽には行けない所にあるが、駐車場が狭く少ない

　ので、利用したくても入れない事があり足が遠のいてしまった。今は、どこも

　駐車場の良し悪しで利用しやすさが決まってしまう。同じ町田市でも施設が

　偏りすぎている。

・大きな公園であれば、イベントを行っていると思うが、今まで行ってきたこと

　以外にも目を向けて、いろいろな方向から公園を利用する、できる環境を作って
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　ほしい。

・町田市には、小さな公園はいくつかありますが、子どもが遊んでいる公園は

　あまりなく、また大規模な公園は少ない気がします。子どもを外で遊ばせる

　のに、とても苦労しました。子どもが安全に楽しく遊べる場所がもっと欲しいです。

・近所に子どもが（幼児～低学年）が安全に遊べる公園がない。それでも、

　一番近くにある公園は遊具が少なく、あっても対象年齢が低く、年齢に

　合わず、遊ぶ場所がなくて困っている。市役所の跡地に、ぜひ安心して

　遊べるスペースを作ってほしい。

・以前、近隣の小規模公園にいかがわしい雑誌がわざと置かれていて、それを

　見つけた子どもたちの間で大騒ぎになりました。大規模公園では、不審者が

　出たことがあり、その公園の近くには立ち寄らないよう気をつけたことが

　ありました。やはり公園の管理というのは大きな課題であると思います。

・実家が姫路市なので、子どもが小さい頃には公園が充実していてうらやま

　しいと思った。都会であれほどの規模をスペースを確保するのは難しいので

　あれば、土のグランドをフェンスで囲んだ公園でも、子どもたちにはうれしい

　遊び場になると思う。

・公園のまわりの家の人たちが、枯れ葉やゴミの掃除を余儀なくされている。

　若い方は、毎日の忙しさに、年老いたものには、体の負担になっているのが

　現状ではないでしょうか。

・自宅に庭がないので、我が家の庭のような用そのあるコンパクトな公園が

　あっても良いと思うのですが…。昔の風情を思わせるような場所もあって

　良いと思います。

・住民も行政にすべてをおんぶするのではなく、運営・利用ルール作成をよく

　考える必要がある。

・公園は、目的を明確にすれば管理方法等が明らかになります。スポーツ公園・

　散歩公園・お花公園・遊具公園等。

・町田市は自然を生かした公園が多い。今後も充実に努めてください。

・公園とは、できれば身近なところにあって、年代・性別を問わずに自由に

　利用できることが必要ではないでしょうか。その中にあって、公園は
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　利用する方にはマナーを守り、自分さえ良ければにはならずに求める旨の

　周知はしっかりと行っていく必要があると思う。地域催事・地元での活用

　に応じる体制の拡大（但し、申請扱い）、主催者または利用者は明確に

　することが条件となる。

・公園は、砂場・ブランコ等が必ずしもなくても、子どもから大人が誰でも

　立ち入りやすいところであるのが望ましいと思います。おしゃれなベンチ等

　が、いくつかあれば会話等ひとときを過ごせる場所に！

・公園内にゴミ箱がなくなってよくなった。清潔になった。

・未ず　トイレいつでも利用できる。　ベンチ（5人位の人が座れる長さ）

　出来るならば、自然の草が生えている！！（芝ではなく）

・私は、町田に越してきて以来、町会のボランティアで近くの公園内の

　ビン・カンその他ゴミ類の清掃をしたことは何回もありますが、利用

　したことはありません。小公園は土（又は砂）が多く、風が吹くと土（砂）

　埃で、子どもの遊具があったりしますが、大人用に小緑地にベンチだけと

　いうのも良いと思います。老人どうしの話し合い、主婦どうしの話し合い

　その他いろいろに活用できるように思います。（あくまで見通しのよい

　明るい場所）

・立地条件により、いろいろな制約があり、利用の仕方など厳しくすると

　人が集まりにくくなるのではないかと思う。近来の都市型開発のために

　土地の値が高騰し、ゆとりの部分が後手になっているように感じます。

　現在、何か災害があったら、今のような公園の規模ではとても不安です。

　ちなみに私の家の近く（５分以内）に川崎市の緑公園があり、サッカー・

　野球・盆踊り・どんど焼き等季節の催しが見る事が出来ます。トイレ・

　水道も完備しています。

・公園は単なる遊び場所だけでなく、地震等の時、地域住民の避難場所としても

　重要です。遊具は最小限にして、普段は自由に遊べる公園がよいと思います。

・近くに大きな公園があれば、公園に関する思いや考えもあるでしょうが、

　遠くまで行く事も（公園）大変ですし、近くのサイクリングロードを

　散歩することが日課です。（質問の主旨違うかもしれませんが）

・小規模公園をもっと利用したいと思うが、現状では平日は幼児連れの

　ママさんグループの利用が多く、高齢とはいえ男が一人で行くには勇気が
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　いる。幼児から学生・母親・高齢者そして休日には父親、つまりあらゆる

　世代の人々が、何らかのかかわりを持って、時を過ごせる場所である

　ことを理想と考えます。

・公園に建造物はなるべく作らない方が良いと思います。（ベンチ、トイレは

　 必要）土や緑を多く残して、なおかつ管理されていて、花もあればもっと

　良いです。昔から生えている樹木は切らないで残す事が必要（老木）

　街路も公園の延長を考えるならば、土に似合った樹木（茂った枯れないよう

　な）を植えた方が良いです。

・ロンドンでも公園にベンチの数が圧倒的に多いことです。ベンチには、亡く

　なった人を記念してベンチを寄付するようですが、日本では、このような

　考え方がないのが残念です。小沢さんとか鳩山さんとかお金持ちの政治家が、

　例えば公園作りに寄付を考えないのか不思議です。小規模公園があることは

　悲しいことだと思います。

・薬師池公園や小山田緑地等、公園としては素晴らしい場所が多いのですが、

　バスがなかったり道路が整備されていないなど、交通の便が悪く、

　なかなか来られないのが残念です。これからはアクセスの面を改善して

　いってほしいと思います。

・公園はいろんな人（特に子供）が利用するので、安全面をまず第一にまもれ

　るのが重要だとおもう（昨今は、物騒な事件も多いので。）そのためにも、

　近隣住民の公園に対する愛着や、よりよい環境にしようという意識づけも

　必要だと思う。利用したくなる公園（設備が充実、きれい）であれば自然に、

　人が集まり交流の場になると思う。ときどき、なんでこんなところに公園が

　あるんだろう？と思うようなところにあったりするので、もっと利用され

　やすい立地も考えたほうがいいとおもう。せっかくのスペースが勿体ないので。

・春に子供が生まれるので、今後は公園の利用頻度が高くなると思う。その時

　には、親・子それぞれ交流の場になること、こどもが身体を使って遊べて

　満足できること、遊具が整備されていて安全であること、清潔で不審者が

　いないこと、等を期待している。また、住宅地内にある公園を利用することが

　多くなると思うので、うるさくし過ぎて、近隣住民に迷惑をかけないように

　しなくては、という気持ちもある。

・ランニングをする方が増えてきているので、ランナーのニーズももっと掘り

　起こして、取り入れて欲しい。子供を持つ親としては、町田の自然を活かした

　緑が多い公園を作って欲しいです。障害者の親としては、バリアフリーにも
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　充分考慮して、構想段階から車いすの方の目線を取り入れて欲しいです。

・近くにある公園がとにかく小さいので、もう少し大きな公園を作っていた

　だきたかった。少し離れたところには少し広い公園がありますが、遊具が

　滑り台しかおいていないので、近くにもう少し遊具などが充実した公園を

　作っていただきたい。

・小規模な例えば南大谷の市立めぐみの丘公園のような大きさだと本当に

　子供が小さいうちしか使い道がない。せめてキャッチボールくらいできない

　と公園としての存在意義はないと思う。

・東京なので、公園も大きくできないのが現実なのでしょうか？子供のいる

　家庭は公園は多く利用します。市民の為になる事が優先されないのでしょうか？

・公園は市民の憩いの場であり、重要だと思います。昭和記念公園ほどの

　広さは必要ありませんが、大規模公園は休日の1日を過ごせる様なものであって

　ほしい。散歩、サイクリング、バーベキューなどができ、コミュニティーが

　図れる様な施設をお願いしたいです。また大地震が起きた時などに非難できる

　場所として、防災設備も充実させて頂きたいです。

・自治体が関与または管理する公園は、身近にあって手軽に利用出来る気分

　転換の憩いの場であって欲しい。不良生徒が時折占拠してごみ・煙草・

　薬物を散らかす無法地帯にならない様に、場合によっては警察官が

　積極立ち入りする環境でも良いと思う。市民参加の公園管理はうまく

　機能すれば理想であるが、目下の社会情勢を鑑みるとある程度の行政の

　公園管理コントロールは必要であると考える。(昨年から市内生徒等の露骨

　な非行不良化が目立ってきたことを行政当局は気が付いているでしょうか？）

　はるか以前、校内暴力問題で町田市が全国にクローズアップされたことを

　再発させてはならないと思う。高齢者・幼小児にとって公園の平和な環境

　維持には保安処分的発想も必要であろう。

・港北ニュータウンから１６年前に引っ越してきたのですが、町田市の

　公園は、緑が多くて里山に隣接していたりして、親しみやすい感じがします。

・様々な制約があると思うが、もう少し面積の広い公園が身近にあるととても

　良いと思う。年齢を重ねると遠くまで来るまで出かけると言うことがなかなか

　難しくなるので。

・境川沿いの歩道専用道路に時々見る太い丸太のようなものがありますが、
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　屈伸運動によいのでもう少し作ってほしい。

・公園を利用する市民は目的も年齢も様々で、要望に叶うことは大変と

　思います。それでも各地域に近く多様な公園があることは市民の交流

　を広げ、また、緑地として、災害時の空き地としても用地確保は大切

　だと思います。

51


	属性
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ

