
武蔵野市スポーツ振興計画一部改定案に対するパブリックコメントについて

No. 意   見 （概  要） 住 所 回    答

1

陸上競技場、総合体育館等をオリンピック、ラグビーＷ杯をチャンスに改
装することは賛成だが、内容があいまいで分かりづらい。①何を、②どう
改装する、③お金はいくらかかる、④どこから出す（お金）、の４点を分か
りやすく教えて欲しい。

緑町

高齢者や障害者など、誰も
が使いやすい安全な施設に
なるよう改修をおこなってい
きます。個別の具体的な改
修内容等につきましては、市
全体の施策の中で優先項目
や予算額等を定め、実施して
いくことになります。

2
ストリートスポーツ広場について、初心者には大変狭く子どもも伸び伸び
と利用することが難しく、初心者使用可能な施設改修の再検討をお願い
したい。

練馬
区関
町南

施設整備の必要性も含め、
施設をより有効に利活用して
いくことを検討します。

3
ストリートスポーツ広場について、小学生の子どもが始めるには難しいよ
うであり、子どももできるような施設への検討を願お願いしたい。

練馬
区関
町南

2と同じ。

4
武蔵野市のスケートパークを子どもが利用したいのですが子ども向けに
はコースが難しいので子どもむけのコースも作ってほしいです。道路など
でルールを守らずやらせたくはないので検討してほしいです。

未記
入

2と同じ。

5 ストリートスケート広場に初心者向けの施設をお願いしたい。
練馬
区関
町北

2と同じ。

6

ストリートスポーツ広場に関して、難易度が高く、小さい子などの初心者
が練習するには難しいために、初心者エリアを増設して欲しい。子どもが
一から始めるには難しい施設だと思われ、初心者も使える施設への改修
を検討欲しい。

練馬
区関
町北

2と同じ。

7

ストリートスポーツ広場について、現状維持になったことについて再考を
願う。現状では初心者が練習するには難しく、せっかくオリンピック追加
項目に選ばれたのに、これでは裾野が広がらない。初心者からでも練習
できる貴重なスペースの確保を希望する。

練馬
区関
町南

2と同じ。

8

「ストリートスポーツ広場：現状の性能を維持します。」の文言を、「オリン
ピック開催時期に備えて増設」との内容に変更して欲しい。2020 年の東
京オリンピックではIOC 側も期待する追加種目として選ばれ、全国各地
でも続々とスケートパークが新設される中、初心者が利用できない広場
を現状維持のまま放置しておくのは、世の中の動きと逆行しており、これ
からオリンピックを目指して頑張りたいと思っている子ども達の気持ちを
削ぐこととなり、大きな機会損失となる。

吉祥
寺南
町

2と同じ。

　スポーツ振興計画を一部改定する過程で、できるだけ多くの市民の皆様からご意見をいただくことにより、さま
ざまな角度から計画の内容を検討するために、「スポーツ振興計画一部改定案」に対するパブリックコメントを募
集しました。
●募集概要
１．募集期間 平成27年11月13日（金）から同年11月30日（月）まで
２．周知方法 市報及び市ホームページ（11 月15 日号）
３．提出数 21人（郵送３人、メール5人、ホームページ）

　パブリックコメントでいただいた意見の概要と回答は、以下のとおりです。



No. 意   見 （概  要） 住 所 回    答

9

ストリートスポーツ広場に関して「現状の性能を維持」という判断を撤回
し、「改善を検討」として欲しい。現在のストリートスポーツ広場は中上級
者向けの施設となっており、初心者、特に子どもがスケートボードを始め
るには難易度が高く危険性がある。2020年に開催される東京オリンピッ
クの追加種目にスケートボードが有力候補としてあがっており、今後益々
競技人口が増えるのではないかと予想される。初心者エリアを増設する
ことを考慮していただきたい。

練馬
区関
町南

2と同じ。

10

ストリートスポーツ広場の機能拡充をお願いしたい。①体験型スポーツと
して、オリンピック種目として採用見込みのあるスケートボードを追加いた
だきたい　②①に付随しますが、スクール事業を開催いただきたい。　③
①に付随するが、初心者にも参加しやすいエリアの増設をお願いした
い。 ④保護者や観戦者エリアの増設を願いしたい　⑤スケートパークに
屋根を増設し、全天候型にしていただきたい。

杉並
区浜
田山

2と同じ。

11

１．市役所周辺に集中している各種のスポーツ施設の全体について、そ
の総称として「武蔵野スポーツ公園」、「武蔵野スポーツセンター」などの
統一呼称を付け、市民、市外の誰にもこの地域全体を認識しやすく、ア
ピールし、情報発信力を強くすることが望ましい。
２．各施設名に冠せられている「武蔵野○○○」、「武蔵野市立○○○」、
「武蔵野市営○○○」について、３種類のうちのいづれかに統一されるこ
とが望ましい。
３.「庭球場」と「テニスコート」など、同じ施設について異なる呼称が使わ
れているケースがあり、統一されることが望ましい。多くの市民からいつ
までも愛される施設であるため、名称や呼称も誰にも分かりやすいもの
にすべきと考える。

緑町

１．現時点では統一した呼称
をつけることは想定しており
ませんが、今後参考とさせて
いただきます。
２．ご意見ありがとうございま
す。「武蔵野○○○」に統一
した分かりやすいご案内に努
めます。
３．施設の正式名称は「武蔵
野市立武蔵野庭球場」となっ
ておりますが、ご指摘を踏ま
え、みなさまに混乱を与えて
しまうことのないようにわかり
やすい表記、統一した表記
の使用に努めます。

12

ストリートスポーツ広場に関して現状維持となっているが、初心者、特に
小さい子どもにはハードルの高い施設だと思う。オリンピックの追加種目
に選ばれたスケートボードに興味があり始めてみたい気持ちを持った子
どもたちが沢山いる。子どもたちにとっては施設の改修、特に初心者専
用スペースの設置は急務かと思われる。

練馬
区関
町南

2と同じ。

13

小学２年生のわが子はジュニアスケートボード教室をきっかけにスケート
ボードに夢中になり、全５回の教室終了時にはある程度は乗れるように
なって、ストリートスポーツ広場に行った際に、まわりのスケーターのレベ
ルの高さに尻込みしてしまい、広場に入れなかった。今後、ストリートス
ポーツ広場がジュニアスケートボード教室及びインラインスケート教室な
どを終了した後の子どもたちにとっても楽しく安全に利用できる、そんな
環境になることを望む。

吉祥
寺南
町

2と同じ。



No. 意   見 （概  要） 住 所 回    答

14

「（５）体育施設の改修・整備」における「その他の主な施設」について、
「本計画期間内における、その他の主な施設の整備は、新クリーンセン
ター建設に伴う周辺整備の中で、具体的な検討を行う。」という記述とし、
「テニスコート」については「遠方の市民等幅広い市民利用を考慮して、
全市的な視野での再編、再配置も含めた整備を行う。」という記述に変更
することを求める。「新武蔵野クリーンセンター(仮称)施設・周辺整備協議
会」では、新クリーンセンターの建設に伴う周辺のまちづくりをテーマの１
つにしており、クリーンセンター北側、つまり、現在野球場、テニスコート
等があるエリア一帯もその対象として考えている。さらには、現クリーンセ
ンター建設時の経緯、並びに周辺整備協議会を構成する周辺住民団体
の区域を考慮すれば、陸上競技場、総合体育館等の周辺、武蔵野中央
公園内の体育施設等を含む周辺も、今後検討対象となってくる。

緑町

今期計画期間においては施
設配置の全体的な見直しは
予定しておりませんが、ク
リーンセンター周辺整備およ
び各施設周辺の環境にも配
慮しながら適切な運営に努
めてまいります。

15

ストリートスポーツ広場を利用していて、たまに不安なことがあります。そ
れは、初心者の人があぶないことです。５年後にオリンピックがあるの
で、スケボーを始めるのはいいことだと思います。でも、けがをしてスケ
ボーをやめてしまうようなことがあると残念です。なので、スケボーをして
いる人達が安全に練習できるように初心者エリアを作ってほしい。

練馬
区関
町南

2と同じ。

16
ストリートスポーツ広場で転んで怪我したことがあります。子どもでも安全
に練習できるように、もっと小さいミニランプを作ってほしい。

練馬
区関
町南

2と同じ。

17

「ストリートスポーツ広場」について、小さな子どもや初心者にとっては少
し難しいレベルのスケートパークとなっている。子ども向けにスケートボー
ド教室も開催しているが、教室で教えられたことを全てできるようになって
も、このスケートパークをすぐ利用できるわけではない。初心者レベルの
子どもが遊びに来て、滑ることができず帰っていくのを実際に何度か見か
けている。初心者エリア増設について、検討願お願いしたい。

吉祥
寺南
町

2と同じ。

18

ストリートスポーツ広場に関して、2020 年の東京オリンピックの追加種目
としてスケートボードがほぼ確定の立ち位置にあるのに関わらず、「現状
維持」に留めることを強く反対する。日本全国で、民間行政問わず、続々
とスケートパークが誕生している。そういった中で、武蔵野市はスケート
パークの数も少なく、ストリートスポーツ広場は大きいとは言えず、そもそ
も初心者向けではない。練習の場を改善してほしい。

吉祥
寺南
町

2と同じ。

19

『施設の統廃合等による施設総量の縮減を図るとともに、複合化や転用
など既存施設を有効活用する』のであれば、スポーツ施設複合エリアとし
ての、陸上競技場・体育館・プール・野球場等全体の施設の在り方を考
えるべき。
野球場ゾーンについて、新クリーンセンターと調和した緑化整備等も含め
て、よりよいスポーツ環境を目指すとともに、災害時に利用できるゲート
の設置やテニスコートを1種目だけでなくフットサルやニュースポーツの
コートとしても利用を図るなどの多目的利用の改善が望まれる。
陸上競技場や体育館、プールも含めたスポーツ施設複合エリアとして捉
え、全体の駐車場の在り方を再検討する必要がある。駐車場があるがゆ
えに、住宅街へ車の流入、空き待ち渋滞、違法駐車等、地域の迷惑があ
る。野球場の駐車場が廃止となったため、少年野球の道具などの搬入は
不便になったなどの事情があるが、「スポーツをしない理由」として「地域
のスポーツ施設への交通利便性が悪いから」という回答は約1割程度で
あり、規模は縮小してもよいと考える。駐車場に関して全体的な見直し
や、プールとストリートポーツ広場のゾーンには、車だけでなくバイクの進
入を禁止することが必要。単なる施設の長寿命化計画に留めず、実情に
あった利用の改善や地域の課題解決につなげていただきたい。

吉祥
寺北
町

14と同じ



No. 意   見 （概  要） 住 所 回    答

20

ストリートスポーツ広場：現状の性能を維持しますについて「施設のあり
方を検討します」との文言へ差替えをしてほしい。現在のストリートスポー
ツ広場は中上級者向けの施設となっており、小さい初心者の子が練習を
するスペースがなく、のびのびと満足に滑ることができない。その為に、
わざわざ遠くの練習場まで行く事もある。現在の広場を拡張して、初心者
エリアを設置して頂くよう検討願う。小さい時から始められる環境があるこ
とで世界への扉が開くことができると考えており、子ども達が練習できる
環境作りへの協力を願う。

吉祥
寺東
町

2と同じ。

21

「ストリートスポーツ広場：現状の性能を維持します。」について、「早期増
設」もしくは「施設のあり方を検討します」との文言への差し替えを希望す
る。13 年前に設立された施設は、子どもや初心者が利用しにくいものと
なっており、未来のオリンピック選手を育てることは難しいのが現状であ
る。東京オリンピックのスケートボード種目で、日本代表として最有力視さ
れている瀬尻稜選手が子どもの頃から、そして今日も一般の利用者と共
に利用されているスケートパークであり、日本中、世界中から注目される
逸材を抱えているという幸運を再認識し、検討していただきたい。

吉祥
寺南
町

2と同じ。


