
「都立武蔵野公園の整備計画（中間のまとめ）」に対する都民意見および対応方針 目次                                              ①～㉘の○囲み数字は、意見の番号 

 ページ 自然・景観 トイレや広場等の具体的な施設 利用や活用への提案 その他 都市計画道路 

１． 整備計画全体に関する意見 1～3 ①~④,⑦~⑩,㉑~㉓,㉖,㉗ 

「自然豊かで自由に利用できる今のままがよ

い。～」「人工的な公園にする必要はない。～」

「今の公園の面影を残してほしい」等 

⑭,⑯,㉘ 

「新たなトイレ・休憩施設は必要ない。」「スポ

ーツ施設は最小限にとどめてほしい。」等 

⑱,⑲ 

「周辺と連携した回遊公園群として整備してほ

しい。」等 

⑥,⑦,⑪~⑬,⑮,⑳,㉕,㉖,㉘ 

「運転免許センターの移転や住宅の立ち退きな

ど実現性が疑問。～」「～新たな公園造成や自然

を壊す整備は必要ない。」等 

⑤,⑰,㉔ 

「道路を前提とした公園計画に反対。コンセプ

トと相容れない。～」等 

２． ゾーニングに関する意見 4～5 ①,②,⑤,⑥,⑧ 

「ゾーニングは雑木林の伐採につながる。」「す

べてはけの風景ゾーンでよい。」等 

⑧ 

「武蔵野の原風景の保全・再生をテーマとして

いるのに、スポーツ施設の割合が高すぎる。」 

 ③,④,⑦,⑨,⑩ 

「目的や用途で区切ると魅力を失う。」「現況を

踏まえてゾーンやエリアの再配置を検討してほ

しい。」等 

② 

「～自然を維持するようなエリアは計画道路か

ら離すべき。」 

３． 自然環境・生態系に関する意見 6 ①~⑦ 

「自然環境を壊す。～」「生物多様性に配慮した

公園を作ってほしい。～」等 

    

４． 施設整備に関する意見 7～12      

 （１）はけの風景ゾーン  7～8 ①~③,⑥,⑧,⑨,⑫ 

「過度な現状変更はしないでほしい。自然にな

じむ整備。～」「くじら山周辺の雑木林を伐採し

ないでほしい。」等 

③,④,⑦,⑪,⑬,⑭ 

「トイレが多い。～」「耕地は非常に良い。北側

に配置してほしい。」等 

⑩ 

「はけの道を歩行者専用道路にしてほしい。市

道は廃止してほしい。」 

 ⑤ 

「都市計画道路に分断されては成り立たない。」 

 （２）スポーツ・レクリエーションゾーン 9～11 ①,②,⑤,⑦,⑧,⑯ 

「運動公園のような施設は不要。多くの樹木を

残して整備できるか疑問。」「イベント広場は不

要。雑木林を切り開いている。～」等 

①,③~⑦,⑩,⑬~⑮,⑰~⑲ 

「運動公園のような施設は不要。～」「バーベキ

ュー広場は現在の川沿いの方がよい。」等 

⑧,⑫ 

「～苗圃や利活用のバランスに配慮してほし

い。」「今は公園全域が子供の遊び場だが、整備

が行われたらわんぱくレクリエーションエリア

に押し込められてしまうのではないかと心配。」 

⑪ 

「調布市クリーンセンターの用地と重複してい

ないか。」 

⑨ 

「道路によって分断されて危険である。道路の

横断が心配。」 

 （３）武蔵野の緑と彩のゾーン 11～12 ③~⑤ 

「場所を野川沿いへ変更し、果樹や屋敷林など

を考慮した樹林構成が望ましい。」等 

⑨ 

「花畑に期待する。」 

⑥~⑧ 

「～担い手など利用促進戦略が求められる。」等 

①,② 

「東八道路南側は無理に作っている。必要ない」

等 

 

５． その他 13～16      

（１）具体的な施設について 13 ④,⑤,⑧ 

「第一調節池に水面が欲しい。」等 

①~⑬ 

「ドックランがあるとよい。～」等 

   

（２）整備の進め方について 14 ①,④~⑥ 

「野川自然再生事業への影響を考える。」等 

 ⑦ 

「地域の手を入れながら作っていくような、ソ

フト面の充実した環境整備が望まれる。」 

②,③ 

「既存施設の更新も配慮してほしい」等 

 

（３）公園管理について 14 ① 

「竹や木が切られてしまったが、あんなに切る

必要はない。～」 

②,③ 

「現在の BMXコース（自転車コース）は廃止し

てほしい。」等 

④ 
「イベントはなるべくしない方がよい。自然が

一番。」 

  

（４）防災について 15  ①,② 

「公園北西部に避難路の設置を望む。～」「手動

式の井戸とマンホールトイレを作ってほしい。」 

 ① 

「～周辺自治体の地域防災計画を考慮すること

を盛り込んでほしい。」 

 

（５）その他 15    ①~④ 

「運転免許センターは必要である。」等 

 

（６）整備計画策定プロセスについて 15～16 ⑧ 

「環境に配慮した点を公表し、広く意見を求め

るべき。」 

  ①~⑧ 

「住民の意見を聞いてほしい。」「住民説明会を

求める。～」等 

 

６． 都市計画道路に関する意見 17     ①~⑦ 

「自然を破壊する。反対する。」等 
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「都立武蔵野公園の整備計画（中間のまとめ）」に対する都民意見および対応方針 

募集期間  平成29年3月1日～平成29年3月15日  

応募総数  695通、1202件 

（ＦＡＸ：389通648件、メール：287通516件、手紙：19通38件） 

No ご  意  見 対 応 方 針 

1 

【整備計画全体に関する意見】 679件  

①自然豊かで自由に利用できる今のままがよい。何もしな

いでほしい。（214件） 

現在の樹林地などの風景を保全しつつ、新たな環境

を創出することを目指しており、既存の植栽を活か

した整備や新規拡大区域での展開をしてまいりま

す。今後も、訪れた方が思い思いに過ごせる公園と

なるよう、計画しております。 

こうした趣旨を明確にするため、本文４（２）にア

ンダーラインの表現を追加しました。 

「～野川の水辺の風景や豊かな樹林地の風景を将

来にわたり維持するとともに、～」 

②人工的な公園にする必要はない。スポーツランドはいら

ない。（117件） 

 

公園計画では計画テーマを「武蔵野の原風景の保

全・再生を通じて人々の交流を紡ぎだす公園」とし

て、はけの緑と野川の水辺の風景を保全し、あわせ

て周辺を武蔵野の風景として環境を整えることを目

指しております。スポーツ・レクリエーションゾー

ンを設定しておりますが、全体を通して緑に包まれ

た公園となるよう計画しております。 

こうした趣旨を明確にするため、本文４（４）②及

びゾーニング図のスポーツ・レクリエーションゾー

ンにアンダーラインの表現を追加しました。 

「武蔵野の緑の中で、スポーツや野外活動、自然の

中での遊びなど多様なレクリエーションを通じて、

～」 

③今の公園の面影を残してほしい。 

自然、原っぱ、雑木林、くじら山を残してほしい。（109

件） 

現在の樹林地などの風景を保全してまいります。 

こうした趣旨を明確にするため、本文４（２）にア

ンダーラインの表現を追加しました。 

「～野川の水辺の風景や豊かな樹林地の風景を将

来にわたり維持するとともに、～」 

④自然環境をこわす計画に反対する。自然を守るべき。（85

件） 

緑を保全、創出することにより、多様な生き物の生

息空間を確保することを目指しております。 

⑤道路を前提とした公園計画に反対。コンセプトと相容れ

ない。道路のための公園計画。公園内に道路が通過する

計画は疑問。（59件） 

都市計画道路については、国分寺崖線や武蔵野公園

など現地の地形や自然環境等を踏まえ整備形態等に

ついて適切に対応するとしており、今後、関係機関

と調整を行い、適切な公園利用が図れるよう対応し

てまいります。 



2/17 

No ご  意  見 対 応 方 針 

 

⑥運転免許センター（府中運転免許試験場）の移転や住宅

の立ち退きなど実現性が疑問。移転や立ち退きまでして

作る必要性はない。（18件） 

東京をさらにうるおいのある緑豊かな都市としてい

くため、周辺の緑地と連携して、東京の水と緑の骨

格となる公園整備が必要と考えております。 

関係機関や地元市と調整を図りつつ、住民の理解を

得ながら段階的に整備してまいります。 

 

⑦近くに3つの大きな公園や緑地があり、新たな公園造成

や自然を壊す公園整備は必要ない。（16件） 

東京をさらにうるおいのある緑豊かな都市としてい

くため、周辺の緑地と連携して、東京の水と緑の骨

格となる公園整備が必要と考えております。 

 

⑧木を伐らないでほしい。（7件） 現在の自然環境を保全しつつ、新たな環境を創出す

ることを目指しており、既存の植栽を活かした整備

や新規拡大区域での展開をしてまいります。 

 

⑨雑木林や原っぱを増やしてほしい。（6件） 「武蔵野の原風景の保全・再生」「多様な生き物の生

息空間の確保」を目指すこととしております。ご意

見は、今後の参考とさせていただきます。 

 
⑩里山体験の公園としてほしい。自然と触れ合える公園と

してほしい。（6件） 

武蔵野の雑木林エリアを設置するなど、自然環境を

学ぶ場を創出してまいります。 

1 

⑪反対する。（6件） 武蔵野の原風景の一つであるはけの緑と、野川の水

辺の風景や豊かな樹林地の風景を将来にわたり維持

するとともに、一部についてはその風景を再現する

ことを目指してまいります。 

 

⑫明るい公園、夜間安全な公園、利用しやすく景観に配慮

された公園としてほしい。 

車いす等でも利用できるようにしてほしい。（5件） 

だれもが安心して利用できる公園となるよう、ご意

見を十分に踏まえ、適切な公園の整備、管理運営に

努めてまいります。 

 

⑬計画を作る目的・意図が不明。（4件） 武蔵野公園の整備計画は昭和49年に策定されており

ますが、一部未策定区域があり、また、都市計画変

更が行われるなど状況が変化したため、計画区域全

域について、整備計画を作成しております。 

 

⑭新たなトイレ・休憩施設は必要ない。（4件） 公園利用状況や公園規模から施設数や配置を設定し

ており、施設の整備は必要であると考えております。 

公園の利用状況をふまえながら、適切に配置してま

いります。 

 

⑮100年先の武蔵野公園を見据えた計画としてほしい。 

（3件） 

公園計画では、計画テーマを「武蔵野の原風景の保

全・再生を通じて人々の交流を紡ぎだす公園」とし

て、はけの緑と野川の水辺の風景等を将来にわたり

維持することを目指しております。 
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No ご  意  見 対 応 方 針 

 

⑯スポーツ施設は最小限にとどめてほしい。（2件） はけの風景を再生するために野球場を再配置するな

ど最小限にとどめ、武蔵野の原風景を保全するよう

に努めてまいります。 

1 

⑰計画地域内の都道の優先整備路線の扱いが曖昧。関係が

不明。（2件） 

整備計画は、公園計画の概要を具体的に示すために

策定しております。都市計画道路については、国分

寺崖線や武蔵野公園など現地の地形や自然環境等を

踏まえ整備形態等について適切に対応するとしてお

り、今後、関係機関と調整を行い、適切な公園利用

が図れるよう対応してまいります。 

⑱周辺と連携した回遊公園群として整備してほしい。 

（1件） 

「周辺の緑との効果的な連携」を計画コンセプトの

一つとし、動線や案内施設等を整備してまいります。 

⑲遠くから来る人は野川沿いを散策に動いており、この動

線を活かした計画が地域の活性化と魅力づくりにつな

がる。（1件） 

「周辺の緑との効果的な連携」を計画コンセプトの

一つとし、動線や案内施設等を整備してまいります。 

⑳風景の再現はデータに基づいた計画としてほしい。 

（1件） 

過去の土地利用状況などの調査結果を踏まえ計画し

ております。 

㉑四季を感じられる公園にしてほしい。（1件） 季節の変化などを感じながら散策が楽しめるよう、

武蔵野の雑木林や草花、草木を活かした、他では見

られない特徴ある空間を創出してまいります。 

㉒計画テーマ・コンセプトでは武蔵野の原風景の保存・保

全とはならない。（1件） 

「武蔵野の原風景の保全・再生を通じて人々の交流

を紡ぎだす公園」というテーマ、「広がりのある風景

づくり」など３つのコンセプトに基づき、武蔵野の

原風景の保全・再生を進めてまいります。 

㉓（人工の広場やスポーツパークのような公園整備によ

り）はけの緑と湧水を分断してしまう。（1件） 

スポーツ・レクリエーションゾーンを設定しており

ますが、全体を通して緑に包まれた公園となるよう

計画しております。 

㉔道路計画により広域からの集客で近隣児童が遊べなく

なるのではと心配。（1件） 

公園を新規に拡充してまいりますので、公園内で近

隣の子供達の遊ぶ場が制限されることはないと考え

ております。 

㉕コンセプト、計画テーマに賛同する。（6件） ご意見を踏まえ、整備を進めてまいります。 

㉖今までの使い方を考慮しより良い公園になる。景観面、

環境保全面、防災面で大変良い。（1件） 

ご意見を踏まえ、整備を進めてまいります。 

㉗はけや武蔵野の雑木林に留意した計画となっている。 

（1件） 

ご意見を踏まえ、整備を進めてまいります。 

㉘拡張されることは良い。トイレができることは良い。 

（1件） 

ご意見を踏まえ、整備を進めてまいります。 
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No ご  意  見 対 応 方 針 

2 

【ゾーニングに関する意見】 10件  

①ゾーニングは雑木林の伐採につながる。（1件） 計画方針、自然的条件、敷地条件、地域特性、公園

利用者、維持管理、環境保全等を考慮して導入すべ

き機能をゾーンとして配置し、規模、形状を示した

ゾーニングを行っておりますが、全体を通して緑に

包まれた公園となるよう計画しております。現在の

樹林地などの風景を保全しつつ、新たな環境を創出

することを目指しており、既存の植栽を活かした整

備や新規拡大区域での展開をしてまいります。 

こうした趣旨を明確にするため、本文４（２）にア

ンダーラインの表現を追加しました。 

「～野川の水辺の風景や豊かな樹林地の風景を将

来にわたり維持するとともに、～」 

②はけの風景ゾーンと武蔵野の緑と彩りのゾーンがスポ

ーツレクリエーションゾーンで分断されていることは

緑を面的につなげることに反しているので、繋げるよう

にゾーンの設定を変更すべき。自然を維持するようなエ

リアは計画道路から離すべき。（1件） 

計画方針、自然的条件、敷地条件、地域特性、公園

利用者、維持管理、環境保全等を考慮して導入すべ

き機能をゾーンとして配置し、規模、形状を示した

ゾーニングを行っておりますが、全体を通して緑に

包まれた公園となるよう計画しております。都市計

画道路については、国分寺崖線や武蔵野公園など現

地の地形や自然環境等を踏まえ整備形態等について

適切に対応するとしており、今後、関係機関と調整

を行い、適切な公園利用が図れるよう対応してまい

ります。 

③目的や用途で区切ると魅力を失う。（1件） テーマ、コンセプトを実現し、公園の機能を効果的

に発揮させるためにゾーニングを行っております。

各ゾーンを独立させて整備、管理運営を行うもので

はなく、全体を通して緑に包まれた公園を計画して

おります。 

④東八道路と西武鉄道で分断されることをゾーニングす

る際に考慮すべき。（1件） 

東八道路があることを踏まえてゾーニングを行って

おります。道路を挟んだ複数の区域を一つのゾーン

として設定することも差し支えないと考えておりま

す。 

⑤全てはけの風景ゾーンでよい。（野川公園のような芝生

の公園がいい。）（1件） 

計画テーマ、コンセプトを実現し、公園の機能を効

果的に発揮させるため、ゾーニングを行っておりま

す。 

⑥国分寺崖線による「はけの風景」を活かした心安らぐお

おらかな空間を保全してほしい。（1件） 

「広がりのある風景づくり」を計画コンセプトとし

ており、おおらかな空間を保全・創出してまいりま

す。 

⑦現況を踏まえてゾーンやエリアの再配置を検討してほ

しい。（1件） 

現況をふまえるとともに、過去の土地利用の資料、

周辺とのつながり等について検討したうえで、ゾー

ンとエリアを設定しております。 



5/17 

No ご  意  見 対 応 方 針 

2 

⑧武蔵野の原風景の保全・再生をテーマとしているのに、

スポーツ施設の割合が大きすぎる。（1件） 

スポーツ・レクリエーションゾーンでは、はけの風

景再生エリアとあわせて、野川沿いのひろがりある

武蔵野の景観を創出いたします。スポーツ施設は、

現在の施設利用状況から設定しており、必要な施設

規模であると考えております。なお、全体を通して

緑に包まれた公園となるよう計画しております。 

こうした趣旨を明確にするため、本文４（４）②及

びゾーニング図のスポーツ・レクリエーションゾー

ンにアンダーラインの表現を追加しました。 

「武蔵野の緑の中で、スポーツや野外活動、自然の

中での遊びなど多様なレクリエーションを通じて、

～」 

⑨スポーツレクリエーションゾーンや武蔵野の緑と彩り

のゾーンなど新しい魅力が生まれた。（1件） 

ご意見を踏まえ、計画を進めてまいります。 

⑩地域性が考慮されていて良い。（1件） ご意見を踏まえ、計画を進めてまいります。 
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No ご  意  見 対 応 方 針 

3 

【自然環境・生態系に関する意見】  42件  

①自然環境を壊す。種の保存へのリスクがある（法令に反

する）。希少動植物の生息環境に影響を与える。（19件） 

緑を保全、創出することにより、多様な生き物の生

息空間を確保することを目指しております。整備に

あたっては、現在の自然環境の保全とその向上にむ

けて慎重に進めてまいります。 

②生物多様性に配慮した公園を作ってほしい。生態系ネッ

トワークの核となる公園。（18件） 

「周辺の緑との効果的な連携」を計画コンセプトと

しており、多様な生き物の生息空間を確保していく

こととしております。 

③外来種を導入しない。（1件） 緑を保全、創出することにより、多様な生き物の生

息空間を確保することを目指しております。整備に

あたっては、生態系に配慮してまいります。 

④もっと今の自然を豊かにする視点を考えるべきである。

（1件） 

緑を保全、創出することにより、多様な生き物の生

息空間を確保することを目指しております。 

⑤環境アセスメントは行われたのか。（1件） 計画策定の段階では行っておりません。法令に従っ

て適切に対応してまいります。 

⑥地下水に影響を与えないか心配。自然を守ってほしい。

（1件） 

緑を保全・創出することで、地下水の涵養域を広げ

ることにつながると考えております。 

⑦(生態系に）どのような影響を及ぼすか、調査をしっか

り実施してほしい。（1件） 

動植物の状況に関する文献や公園管理者調査の結果

を踏まえ、計画しております。 
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No ご  意  見 対 応 方 針 

 

【施設整備に関する意見】 97件  

（１）はけの風景ゾーン  32件  

ゾーン全体  11件  

①過度な現状変更はしないでほしい。自然になじむ整備。

自然景観を再生する。（3件） 

はけの風景ゾーンは、「はけの風景」を保全・再生す

ることにより、武蔵野の水と緑の景観の中で過ごせ

るゾーンとしております。 

②小さな生物スポット（安全な場所に草、藪などを残す部

分を設けるなど）を設け、それをつなぎながら整備し、

再生を早めるほうが良い。（1件） 

整備の参考とさせていただきます。 

 

③トイレが多い。トイレのために木を伐らないでほしい。

（1件） 

公園利用状況や公園規模から施設数や配置を設定し

ており、施設の整備は必要であると考えております。

整備にあたっては、樹木に配慮してまいります。 

 

④人工的な施設が多い。（1件） 公園利用状況や公園規模から施設数や規模を設定し

ており、必要な施設規模であると考えております。

また、全体を通して緑に包まれた公園となるよう計

画しております。 

4 

⑤都市計画道路に分断されては成り立たない。（1件） 都市計画道路については、国分寺崖線や武蔵野公園

など現地の地形や自然環境等を踏まえ整備形態等に

ついて適切に対応するとしており、関係機関と調整

を行い、適切な公園利用が図れるよう対応してまい

ります。 

 

⑥水資源確保に向けて早急に整備を進めてほしい。（1件） 地下水の涵養等、地域の水循環に配慮して緑を保

全・創出してまいります。 

こうした趣旨を明確にするため、本文４（３）③に

アンダーラインの表現を追加、修正しました。 

「～多様な生き物の生息空間の確保や自然環境を学

ぶ場としての機能の充実を図るとともに、地域の水

循環に配慮する。」 

 

⑦はけの風景ゾーン内のトイレは最小限にとどめてほし

い。（1件） 

公園利用状況や公園規模から施設数や規模を設定し

ており、必要な施設規模であると考えております。 

公園の利用状況をふまえながら、適切に配置してま

いります。 
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No ご  意  見 対 応 方 針 

4 

⑧はけの自然を守ってほしい。（1件） 公園計画では計画テーマを「武蔵野の原風景の保

全・再生を通じて人々の交流を紡ぎだす公園」とし

て、はけの緑と野川の水辺の風景を保全し、あわせ

て周辺を武蔵野の風景として環境を整えることを目

指しております。 

⑨生物多様性エリアを設置した方がよい。（1件） はけの風景ゾーンには、はけの道エリアとはけの風

景再生エリアを設置しており、国分寺崖線とその裾

に広がる野川や河川区域内の自然再生事業地、広大

な原っぱなどの空間が一体となった「はけの風景」

を保全・再生し、多様な生き物の生息空間を確保し

てまいります。 

はけの道エリア  3件  

⑩はけの道を歩行者専用道路にしてほしい。市道は廃止し

てほしい。（2件） 

今後、整備を進める上で、関係機関と調整を行い、

適切な公園利用が図れるよう対応してまいります。 

⑪東側のトイレの必要性をよく検討してほしい。（1件） 公園利用状況や公園規模から施設数や規模を設定し

ており、必要な施設規模であると考えております。

公園の利用状況をふまえながら、適切に配置してま

いります。 

はけの風景再生エリア  18件  

⑫くじら山周辺の雑木林を伐採しないでほしい。（16件） くじら山南側の雑木林は、基本的に保全いたします。

ただし、園路整備のため一部整理する場合がありま

す。 

こうした趣旨を明確にするため、計画平面図に凡例

「A8 くじらの林（樹林地）」を追加しました。 

現在の樹林地などの風景を保全しつつ、新たな環境

を創出することを目指しており、既存の植栽を活か

した整備や新規拡大区域での展開をしてまいりま

す。 

こうした趣旨を明確にするため、本文４（２）にア

ンダーラインの表現を追加しました。 

「～野川の水辺の風景や豊かな樹林地の風景を将

来にわたり維持するとともに、～」 

⑬耕地は非常に良い。北側に配置してほしい。（1件） 「はけの道エリア」では、国分寺崖線の緑の保全・

再生と園路などの整備を行い、快適に散策や休憩が

楽しめるエリアを計画しております。 

⑭原っぱ南西側林の中の建造物は必要性をよく検討して

ほしい。（1件） 

公園利用状況や公園規模から施設数や規模を設定し

ており、必要な施設規模であると考えております。

公園の利用状況をふまえながら、適切に配置してま

いります。 
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No ご  意  見 対 応 方 針 

4 

（２）スポーツ・レクリエーションゾーン  53件  

ゾーン全体  5件  

①運動公園のような施設は不要。多くの樹木を残して整備

できるか疑問。（3件） 

現在、高い利用が見られる野球場や園内で行われて

いるニュースポーツは、専用施設として整備し、安

全で秩序ある運営を図るため、施設の再配置と整備

が必要と考えております。 

現在の樹林地などの風景を保全しつつ、新たな環境

を創出することを目指しており、既存の植栽を活か

した整備や新規拡大区域での展開をしてまいりま

す。 

こうした趣旨を明確にするため、本文４（２）にア

ンダーラインの表現を追加しました。 

「～野川の水辺の風景や豊かな樹林地の風景を将

来にわたり維持するとともに、～」 

②既存の雑木林を残し、運転免許センター側を中心に整備

してほしい。（1件） 

くじら山南側の雑木林は、基本的に保全いたします。

ただし、園路整備のため一部整理する場合がありま

す。 

こうした趣旨を明確にするため、計画平面図に凡例

「A8 くじらの林（樹林地）」を追加しました。 

現在の樹林地などの風景を保全しつつ、新たな環境

を創出することを目指しており、既存の植栽を活か

した整備や新規拡大区域での展開をしてまいりま

す。 

こうした趣旨を明確にするため、本文４（２）にア

ンダーラインの表現を追加しました。 

「～野川の水辺の風景や豊かな樹林地の風景を将

来にわたり維持するとともに、～」 

③住民が集まりラジオ体操する広場や災害時に避難する

つもりだった場所にレクリエーションゾーンが作られ

ると書かれているが、誰のための計画なのか疑問。（1

件） 

スポーツ・レクリエーションゾーンは、人々が集い、

交流するゾーンとすることを目指しており、様々な

活動が可能なイベント広場などの広場を配置してお

ります。 

集いと交流のエリア  11件  

④バーベキュー広場は現在の川沿いの方がよい。（4件） 「はけの風景再生エリア」では、草地などの広がり

のある武蔵野の景観を創出してまいります。バーベ

キュー広場は、明るい林の中でよりのびのびと楽し

める施設として再整備を計画しております。ご意見

は、整備の参考とさせていただきます。 
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No ご  意  見 対 応 方 針 

4 

⑤イベント広場は不要。雑木林を切り開いている。 

イベント広場のために木を伐らないでほしい。（4件） 

公園計画では計画コンセプトの１つを「人とその活

動が交差する拠点づくり」としており、多くの人が

集い、交流できる広場が必要と考えております。イ

ベント広場は、様々な活動ができる草地の広場を計

画しております。 

こうした趣旨を明確にするため、計画平面図の凡例

にアンダーラインの表現を追加、修正しました。 

「草地広場（イベント広場）」 

また、イベント広場は新規拡大区域に計画しており、

くじら山南側の雑木林は、基本的に保全いたします。

ただし、園路整備のため一部整理する場合がありま

す。 

こうした趣旨を明確にするため、計画平面図に凡例

「A8 くじらの林（樹林地）」を追加しました。 

⑥バーベキュー広場は今のような静かに過ごせる広場と

してほしい。（1件） 

バーベキュー広場は、木々の間でバーベキューを楽

しめる明るい林を計画しております。ご意見は、整

備の参考とさせていただきます。 

⑦イベント広場やバーベキュー広場にもっと林をつくっ

た方がよい。（1件） 

公園計画では計画コンセプトの１つを「人とその活

動が交差する拠点づくり」としており、多くの人が

集い、交流できるイベント広場が必要と考えており

ます。バーベキュー広場は、木々の間でバーベキュ

ーを楽しめる明るい林を計画しております。 

⑧苗圃は武蔵野を代表する植物が生育するなど重要なエ

リアなので苗圃や利活用のバランスに配慮してほしい。 

（1件） 

苗圃は、地域在来種の苗木等の保全・育成及び供給

の場とするとともに、自由に散策できる見本園とし

ての利活用を図ることとしております。ご意見を十

分に踏まえ、整備、管理運営を進めてまいります。 

わんぱくレクリエーションエリア  19件  

⑨道路によって分断されて危険である。 

道路の横断が心配。（14件） 

都市計画道路については、国分寺崖線や武蔵野公園

など現地の地形や自然環境等を踏まえ整備形態等に

ついて適切に対応するとしており、今後、安心して

利用できる公園となるよう、関係機関と調整を行い、

対応してまいります。 

⑩遊具は野川公園などほかの公園にあるので必要ない。増

やす必要はない。（3件） 

子供たちや親子が安心して野外でのレクリエーショ

ンを楽しめるよう、遊具の整備が必要と考えており

ます。 

⑪調布市クリーンセンターの用地と重複していないか。 

（1件） 

調布市のクリーンセンター用地と重複しておりませ

ん。 
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4 

⑫今は公園全域が子供の遊び場だが、整備が行われたらわ

んぱくレクリエーションエリアに押し込められてしま

うのではないかと心配。（1件） 

現在遊具が設置されている広場を含め、子供達や親

子が安心して野外でのレクリエーションを楽しめる

場所としてわんぱくレクリエーションエリアを設定

しております。エリア設定により公園内の子供たち

の遊び場を制限するものではありません。 

スポーツ施設エリア  18件  

⑬位置を変更してまで必要か。他の公園にあり不要。 

（9件） 

現在、野球場は多くの方に利用していただいており、

施設の整備は必要であると考えております。 

⑭野球やBMX・スケボーは限られた利用となる。他の施設

へ変更した方がよい。基礎体力に結びつく施設への変更

を。（2件） 

現在、野球場等は多くの方に利用していただいてお

り、施設の整備は必要であると考えております。公

園利用状況や公園規模から施設数や規模を設定して

おり、必要な施設規模であると考えております。 

⑮野球は2面いらない。（2件） 現在、野球場は多くの方に利用していただいており、

施設の整備は必要であると考えております。 

⑯景観が壊れる。（1件） はけの景観を再生するために野球場を新規拡大区域

へ配置しなおします。現在、野球場は多くの方に利

用していただいており、施設の整備は必要であると

考えております。 

⑰野球場の近くに駐車場が必要。（1件） 駐車場は東八道路の南・北両地区に 1 か所づつ計画

しています。駐車場は管理面から公園管理拠点に隣

接して配置しております。 

⑱ニュースポーツコーナーに期待する。（2件） ご意見を踏まえ、整備を進めてまいります。 

⑲野球場について賛成する。（1件） ご意見を踏まえ、整備を進めてまいります。 

（３）武蔵野の緑と彩りのゾーン  12件  

ゾーン全体  5件  

①東八道路南側は無理に作っている。必要ない。（3件） 周辺の公園と連携した利用促進を図るため、公園の

新たな魅力施設として武蔵野の雑木林や草花、花木

を活かした他では見られない特徴的な空間創出が必

要と考えております。 

②民地の買い上げは費用がかかりすぎる。（1件） 周辺の公園と連携した利用促進を図るため、公園の

新たな魅力施設として武蔵野の雑木林や草花、花木

を活かした他では見られない特徴的な空間創出が必

要と考えております。地域の方々や地元市と調整を

図りつつ、住民の理解を得ながら段階的に整備して

まいります。 
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No ご  意  見 対 応 方 針 

4 

③場所を野川沿いへ変更し、果樹や屋敷林などを考慮した

樹林構成が望ましい。（1件） 

はけの風景ゾーンは、広がりのある武蔵野の景観と

して、河川沿いの草地や河畔林等景観を保全・再生

し、来園者が思い思いに過ごせる空間とすることを

目指しております。 

武蔵野の雑木林エリア  3件  

④武蔵野の雑木林をもっと大きくしてほしい。 

もっと面積が大きくてもよい。（2件） 

まとまりのある大きな面積を確保していると考えま

す。 

⑤雑木林が成長するには時間がかかるので、よく考えてほ

しい。（1件） 

公園の新たな魅力施設として武蔵野の雑木林や草

花、花木を活かした他では見られない特徴的な空間

創出が必要と考えております。 

花と人の交流エリア  4件  

⑥良いエリアになると思う。担い手など利用促進戦略が求

められる。（1件） 

ご意見を踏まえ、整備を進めてまいります。 

⑦特定の人だけが帰属意識を持つ場所にならないか心配。

（1件） 

誰でも参加・交流できる場を作ることを目指してお

ります。ご意見を十分に踏まえ、整備、管理を進め

てまいります。 

⑧和風テイストを織り込み国際交流機能を持たせるとよ

い。（1件） 

整備の参考とさせていただきます。 

⑨花畑に期待する。（1件） ご意見を踏まえ、整備を進めてまいります。 
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 【その他】  275件  

 （１）具体的な施設について  19件  

 

①ドックランがあるとよい。 

東八道路沿いにドックランがほしい。（5件） 

都立公園のドッグランは、計画に基づき設置してお

り、今後の都立公園の管理、運営の参考にさせてい

ただきます。 

 
②体育館・プールを希望する。屋外プールがほしい。 

（2件） 

施設については、現在の利用状況を踏まえて設定し

ており、体育館やプールの設置は考えておりません。 

 
③駐車場面積の拡充が求められる。（2件） 駐車場は東八道路の南・北両地区に 1 か所づつ計画

しております。 

 

④第一調節池に水面がほしい。（1件） 野川第一調節池については、自然再生推進法に基づ

き、市民とともに田んぼやため池等を整備しており

ます。ご意見は所管部署と共有させていただきます。 

 

⑤半湿地を増やしてほしい。（1件） 緑を保全、創出することにより、多様な生き物の生

息空間を確保することを目指しております。ご意見

は、整備の参考とさせていただきます。 

5 
⑥遠望ができなくなるので、樹木は高くならない木を植え

る。（1件） 

樹木を植える際には、各ゾーンのコンセプトや植栽

地の環境等を考慮し、適切な樹種選択に努めます。 

 

⑦公園西側に休憩所とトイレを望む。（1件） 公園利用状況や公園規模から施設数や規模を設定し

ております。ご意見を参考に、公園の利用状況をふ

まえながら、適切に配置してまいります。 

 

⑧自然公園として整備すべき。（名称を変更すべき）（1件） 計画テーマを「武蔵野の原風景の保全・再生を通じ

て人々の交流を紡ぎだす公園」としており、訪れた

人が誰でも参加・交流できる公園を目指しておりま

す。公園名「都立武蔵野公園」は現在定着しており、

変更は考えておりません。 

 

⑨ゲートボール・グランドゴルフ場がほしい。（1件） 施設については、現在の利用状況を踏まえて設定し

ており、ゲートボール・グランドゴルフ場は予定し

ておりません。 

 ⑩安全な遊具や花木がほしい。（1件） 整備の参考とさせていただきます。 

 
⑪武蔵野の雑木林エリアに素敵な木道や木のネームプレ

ートがほしい。（1件） 

整備の参考とさせていただきます。 

 
⑫動植物の説明パネルや清潔で安全なトイレや野川を渡

る橋を増やしてほしい。（1件） 

整備の参考とさせていただきます。なお、橋の増設

は予定しておりません。 

 
⑬トイレができることはよい。北側からのアクセスの利便

性と安全性を向上してほしい。（1件） 

整備の参考とさせていただきます。 
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（２）整備の進め方について  11件   

①野川自然再生事業への影響を考える。（2件） 野川第一・第二調節池地区自然再生事業と整合性を

図るなど、整備の際には配慮してまいります。 

②既存施設の更新も配慮してほしい。（2件） ご意見を十分に踏まえ、整備を進めてまいります。 

③実施時期や施工方法があいまいである。（2件） 武蔵野公園の公園計画の概要を具体的に示すために

策定しております。実施時期や施工方法については、

今後検討してまいります。 

④自然を守る整備のアプローチをとってほしい。（2件） 現在の自然環境の保全に努め、適切な対応をしてま

いります。 

⑤穏やかな整備。モニタリングしながら順応的な計画を進

めてほしい。（1件） 

現在の自然環境の保全に努め、適切な対応をしてま

いります。 

⑥野生動植物への配慮を整備結果だけでなく、工事期間中

にも配慮する。（1件） 

整備にあたっては、自然環境に配慮してまいります。 

⑦地域の手を入れながら作っていくような、ソフト面の充

実した環境整備が望まれる。（1件） 

ご意見を十分に踏まえ、整備を進めてまいります。 

（３）公園管理について  12件  

①竹や木が切られてしまったが、あんなに切る必要はな

い。整備が始まっているのか。（6件） 

樹林地を適正な状態に保つために、竹や林床の整理

を行いました。今後も、樹林地の適正な保全管理と

情報提供に努めてまいります。 

②現在の BMXコース（自転車コース）は廃止してほしい。

（4件） 

公園利用者との調整を図りながら、適正な管理・運

営に努めてまいります。安全にお過ごしいただくた

めに、広場や原っぱなどのエリアと分けた施設とし

てニュースポーツコーナを計画しております。 

③公園北西部で畑を使用させているところがあるが、一部

の人たちに利益が偏っているのでは。（1件） 

公園の適正管理に努めてまいります。 

④イベントはなるべくしない方がよい。自然が一番。 

（1件） 

計画テーマを「武蔵野の原風景の保全・再生を通じ

て人々の交流を紡ぎだす公園」としており、訪れた

人が誰でも参加・交流できる公園を目指しており、

イベントは必要と考えております。ご意見は、整備、

運営の参考とさせていただきます。 
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（４）防災について  2件  

①公園北西部に避難路の設置を望む。コンセプトに防災機

能を有し、周辺自治体の地域防災計画を考慮することを

盛り込んでほしい。（1件） 

整備にあたっては、地元自治体の地域防災計画を考

慮してまいります。 

こうした趣旨を明確にするため、本文４（３）②に

アンダーラインの表現を追加しました。 

「また、地域の防災機能にも配慮する。」 

②手動式の井戸とマンホールトイレをつくってほしい 

（1件） 

整備の参考とさせていただきます。 

（５）その他  9件  

①運転免許センター（府中運転免許試験場）は必要である。

（5件） 

今後、関係機関と調整を図りながら、進めてまいり

ます。 

②新駅の建設。（2件） ご意見は所管部署と共有させていただきます。 

③むじな坂は残してほしい。（1件） むじな坂は公園の計画地に含まれておりません。 

④周辺の道路、新駅の整備が求められる。（1件） ご意見は所管部署と共有させていただきます。 

（６）整備計画策定プロセスについて  222件  

①住民の意見を聞いてほしい。（82件） 都立公園の整備計画は、東京都公園審議会に諮り、

その答申を受けて策定いたします。公園審議会は、

審議にあたり、都民意見を募集し、ご意見を審議の

参考にさせていただいております。今後、整備を進

める上で、必要に応じ説明会等の開催を検討してま

いります。 

②住民説明会を求める。住民の意見を聞いてほしい。 

（76件） 

都立公園の整備計画は、東京都公園審議会に諮り、

その答申を受けて策定いたします。公園審議会は、

審議にあたり、都民意見を募集し、ご意見を審議の

参考にさせていただいております。今後、整備を進

める上で、必要に応じ説明会等の開催を検討してま

いります。 

③パブリックコメントの周知が不足している。期間が短い

（23件） 

都民意見募集については、ホームページのほか、広

報東京都、市報などでお知らせし、都庁、公園緑地

事務所、市役所、武蔵野公園管理所でご覧いただき

ましたが、今後も情報提供に努めてまいります。 

④アンケートを行うべきである。（19件） 平成27年に武蔵野公園内にて意見募集をさせていた

だいております。これらのご意見を参考に、計画し

ております。 
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⑤住民と共に計画を作る。（8件） 都立公園の整備計画は、東京都公園審議会に諮り、

その答申を受けて策定いたします。公園審議会は、

審議にあたり、都民意見を募集し、ご意見を審議の

参考にさせていただいております。今後、整備を進

める上で、必要に応じて意見を伺います。 

 

⑥パブリックコメントの反映の方法や結果を明らかにし

てほしい。（7件） 

パブリックコメントは、審議の参考にさせていただ

きます。ご意見およびその対応方針は、ホームペー

ジで公開いたします。 

 

⑦地元のボランティアや専門家の意見を聞いてほしい。 

（6件） 

都立公園の整備計画は、東京都公園審議会に諮り、

その答申を受けて策定いたします。公園審議会は、

審議にあたり、都民意見を募集し、ご意見を審議の

参考にさせていただいております。 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

⑧環境に配慮した点を公表し、広く意見を求めるべき。 

（1件） 

公園計画では、はけの緑と、野川の水辺の風景、豊

かな雑木林の風景を将来にわたり維持することを目

指しております。策定した整備計画は、ホームペー

ジで公開いたします。 
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【都市計画道路に関する意見】  99件  

①自然を破壊する。反対する。（89件） 都市計画道路については、国分寺崖線や武蔵野公園

など現地の地形や自然環境等を踏まえ整備形態等に

ついて適切に対応するとしており、今後、関係機関

と調整を行い、適切な公園利用が図れるよう対応し

てまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②道路に反対。（公園の中を通さないでほしい）（4件） 

③何十年も前の道路計画は見直すべき。（2件） 

④交通網の整備は必要だが、人間と自然の調和が必要で、

その点を理解してほしい。（1件） 

⑤早く進めてほしい（1件） 

⑥野川の横断など自然への配慮がされているのか（1件） 

⑦はけ部分の都市計画道路はトンネルにする。（1件） 

 


