
NO 年齢 意見 現状の公園について キーワード
1 〜15 - -

2 〜15

工事をすると、２年ぐらい高架下に行けなくなるのが嫌だ。
⇒工事は、令和４年の秋頃から概ね１年間程度の予定としています。なるべく短
い期間で工事が完了するよう今後検討してまいります。工事期間中は、ご迷惑を
お掛けしますが、ご理解いただけますと幸いです。

良い点：広くなる。悪い点：２年遊べなくなる
⇒左記をご覧ください。

工事期間

3 30代
子どもが楽しく明るい雰囲気、お洒落なイメージの公園にしてほしい。
⇒現状はコンクリートで覆われ暗く冷たい雰囲気がありますので、照明の増設や
木製遊具の設置などで暖かみのある明るい空間にしてまいります。

自転車が危ない。寝泊りしている人がいて治安が悪い。
⇒整備後は、自転車等の走行導線と遊び場を背の低いフェンスで仕切り、自転
車との交錯がないよう整備を行います。整備後は左記のとおり明るい空間とな
るよう整備を行います。公園で遊ぶ方、休憩をする方、通過する方、様々な方
の導線が交錯せず皆さんが安全に利用できるよう整備プランの検討を進めてま
いります。

明るさ、自転車、路上
で生活している方

4 30代 - -
5 〜15 - -

6 〜15 -

薄暗くて怖い。ごみが沢山落ちている。
⇒整備後は、照明を多く設置するなど明るい雰囲気づくりを行います。
⇒ごみについては、明るさを確保した上で死角を減らすなど捨てられにくい環
境づくりについて検討いたします。

明るさ、ごみ

7 -

トイレを設置してほしい。
⇒トイレについては、便利な一方で死角ができることでの安全面の低下や臭気な
ど様々な課題があります。市では、概ね5000㎡以上の公園であることや近隣住⺠
の合意が得られていることなど様々な要件をクリアした公園にのみ設置をしてお
ります。この公園については、上記の要件や高架柱により死角が多い中でさらに
死角を増やすことになるため、設置はしない整備で考えております。ご理解の程
よろしくお願いします。

- トイレ

8 〜15
鉄棒を置いてほしい。
⇒鉄棒の設置については、引続き検討いたします。

- 遊具

9 -

・井の頭通りと八丁通りの間南北に通じる道路の表面が劣化している。
⇒所管課である道路管理課に引継ぎます。
・交通安全マナーの指導。犬の糞の放置。バイクの往来対策をしてほしい。
⇒スピード抑制や侵入防止策を行います。また、犬の糞については、マナーアッ
プを求める啓発看板の設置や巡回時の口頭注意等を行い、ルール順守を呼びかけ
ていきます。
・治安の維持を行ってほしい(監視カメラの設置。明るい電灯の設置。ホームレス
の人の施設への誘導)
⇒防犯カメラの設置には、プライバシーへの配慮や地域の合意形成が重要です。
設置にあたっては設置場所や設置基準を整理する必要があるため、引き続き検討
していきます。整備の際には、昼夜間の照明や公園内の休憩スペースを利用して
いる人の目線などを確保しながら少しでも安全安心な公園を整備してまいりま
す。
⇒照明については、（NO.3）をご確認ください。
⇒路上で生活をしている方の対応については、各所管と連携を図りながら対応し
てまいります。
・定期的な清掃を行ってほしい(タバコの吸い殻やゴミの投棄で汚れている。）
⇒（NO.6）をご確認ください。

-

ペット、バイク、防犯
カメラ、明るさ、路上
で生活している方、ゴ

ミ

10 20代 特になし

・自転車を降りずに走行しているため、自転車しか通り抜けられないゲートを
設置してほしい。
⇒（NO.3）をご確認ください。
・夜間にホームレスが寝泊りしているのを幾度となく目撃しているので、寝泊
りできないようにしてほしい。
⇒（NO.9）をご確認ください。

自転車、路上で生活し
ている方

11 〜15

色々な種類の遊具があって、飽きずにずっと楽しめそうなので、とても良い案だ
と思う。小さい子も遊べるので、とても良いと思う。今はすぐに行ける公園がこ
こぐらいしかないので、このリニューアルプランはすごく良い案だと思う。悪い
点はない。フェンスの設置もすごく良いと思う。
⇒リニューアル後は、小さい子もたくさん遊びにこれるので、是非一緒に仲良く
遊んでください。

良い点：楽しい遊具がある。
悪い点：遊具が少ない。すぐに飽きてしまう。リップスティック（スケボー）
ができない。
⇒整備後は様々な種類の遊具を設置する予定です。その中で、自分のお気に入
りの遊具を見つけてみてください。リップスティックについて、禁止はしてい
ませんが、周りの人の迷惑にならないか、後ろから自転車が来ないかなどをよ
く確認して、人が多くいるときの利用は控えてください。

リップスティック

12 〜15

とても楽しそうな遊具が何種類もあり、小さい子や小学生なども楽しく遊べると
思う。運動になると思う。私は、このリニューアルプランをとても良いと思って
いる。手洗い場もとてもかわいいし、良いと思う。小さい子もとても喜ぶと思
う。テーブルやベンチなどもとても良いと思う。
⇒（NO.11）をご確認ください。

良い点：楽しい遊具がある
悪い点：遊具が少ない。公園全体が見えにくいリップスティック（スケボー）
ができない。
⇒（NO.11）をご確認ください。

リップスティック

13 30代

・自転車で通ることや歩いて通ることがあり、気をつけていても危ないことが
あったので、ウォーキングコース用、自転車用みたいに、案内線があったら、そ
れぞれの広場で利用する人達もある程度は、注意してお互いに利用できると思
う。（図あり）
⇒(NO.3)をご確認ください。
・ラクロスの練習したり、球技をする子もいるので、球技等の練習ができる場所
があっても良いのではと思う。
⇒ラクロスやボール遊びについて、この公園は高架下という特性上音が反響しや
すく、近隣の皆様へのご迷惑となるため、ボール遊びのできるスペースの整備に
ついては考えておりません。
また、市内全ての市立公園では、ボール遊びはやわらかいボールに限り小学生以
下の利用に限定しています。ラクロスなどの固いスポーツ用具を使っての競技と
しての利用は、全ての市立公園で禁止されていますので、ご理解のほどよろしく
お願いします。

陽が入らないので、暗く、ホームレスの方もいて、更に通るのが嫌になること
がある。電灯をもう少し明るい形状のものや室のものにしてほしい。本当な
ら、芝生や花があればと思いますが管理が大変ですよね。
⇒（NO.3）をご確認ください。
⇒植栽については高架下で日光が植物に当たりにくい環境であるため、育てる
のはのは難しいかと考えております。

自転車、球技、路上で
生活している方、明る

さ、植栽

中央高架下公園・本町地内避難誘導広場のリニューアルプラン（案）について
〜皆様のご意見に対する市からの回答【詳細版】〜

令和３年12月28日
武蔵野市環境部緑のまち推進課



14 30代
トイレを作ってほしい。
⇒（NO.7）をご確認ください。

- トイレ

15 30代

遊具がないスペースもほしい。（スケートボードしたい）
⇒この公園は元々スケートボード等ができるスペースとして一部を開放しており
ましたが、高架下という特性上音が響きやすく近隣への迷惑となっていることや
ルールやマナーが守られなかったことから現在は閉鎖しております。これまでの
経緯をふまえ、スケートボード等を行えるスペースの整備は行いません。整備後
もスケートボードについては、行わないようご理解とご協力をよろしくお願いい
たします。

- スケボー

16 -

幅広い年齢の人がいる中でリニューアルについて今までの方が良いという人もい
るし、その意見に賛成の人もいるので、一度、市全体でアンケートを取ってはど
うか。
⇒市のホームページでも意見を募集し、幅広く様々な意見をいただきました。

自分たちの年齢の人もその他の年齢の人も楽しそうにしているのが良い所だと
思う。
⇒リニューアル工事後も、年齢に関係なくみんなで仲良く遊んでください。

意見募集

17 40代
滑らない安全な地面にしてほしい。うんていなど、腕の力がつくものを設置して
ほしい。
⇒滑りにくい地面（舗装）や遊具について検討します。

固い地面にさらさらした砂で滑りやすく危険。遊具が古くさい。
⇒左記をご覧ください。

舗装、遊具

18 〜15
駐輪場を大きくしてほしいい。
⇒駐輪スペースやベビーカー置場スペースなどを設置し、みなさんが安全に利用
できるような整備プランの検討を行っています。

- 駐輪場

19 -
B,Dエリアについての意見はありません。ただ、もうちょっと（遊具の）種類を減
らして工事期間を短くして早く遊べるようにしてほしい。
⇒（NO.2）をご確認ください。

- 工事期間

20 〜15
ぼうけんひろばの滑り台を⻑くしてほしい。
⇒頂いたご意見を参考に、遊具の設置基準の範囲でなるべく⻑くて楽しい滑り台
となるよう検討します。

一本橋
⇒整備後も、一本橋（平均台）を設置する予定です。

遊具

21 -

悪くはないですが⻘い山をなくすのはどうかと。昔から皆が親しんでいた。あ
と、ぼうけんひろばは皆が使っていた。元のと似ているので多くした方が良いか
と。
⇒ご指摘いただいたとおり、コンクリート遊具（⻘い山）は昔から皆さんに愛さ
れ使用いただいていたため、残すことの検討も行いました。しかし、残念ながら
劣化が著しいことに加え、遊具点検の結果、遊具の安全基準を満たしておらず、
改修後に現状のまま残すことは困難です。リニューアル後に設置する遊具も今ま
で同様に地域の皆様から愛されるようになると幸いです。

- 遊具

22 30代

・手洗場に石鹸を常設してほしい。
⇒石鹸が必要な場合は各自お持ちください。
・うんていのある公園が近くにないので、ぜひ設置してほしい。
⇒うんていの設置については、引続き検討を行います。

自転車を降りずにかなりのスピードで通る人が多いので危ない。足元が滑りや
すい。
⇒自転車については、（NO.3）をご確認ください。
⇒足元（舗装）については、頂いたご意見を参考に滑りにくい整備を検討いた
します。

衛生、遊具、自転車、
舗装

23 〜15
色んな遊具があるから良いと思う。
⇒リニューアル後は、自分のお気に入りの遊具をみつけてみてください。小さい
子もたくさん遊びに来れるので、是非一緒に仲良く遊んでください。

遊具が少ない。楽しい遊具がある。
⇒左記をご覧ください。

遊具

24 〜15
鉄棒、トイレがほしい。
⇒鉄棒の設置については、引続き検討いたします。
⇒トイレについては、（NO.7）をご確認ください。

一本橋
⇒（NO.20）をご確認ください。

遊具、トイレ

25 -

反対です。この状態でも、楽しいので、このままで良いと思う。
⇒現状の公園は、一部を閉鎖しており、十分な活用ができていない状況です。リ
ニューアル後も現状の楽しさは維持しつつ、現状では十分な利用ができていない
世代（幼児、大人など）も楽しく利用できるような整備を行っていきますので、
整備することへのご理解をいただけますと幸いです。

良点：広くなる、悪点：つまらなくなる
⇒左記をご覧ください。

反対（整備）

26 -
反対。
⇒（NO.25）をご確認ください。

- 反対（整備）

27 30代

・十分なベンチやテーブルの数、トイレ常設、自動販売機（飲料、お菓子）と
いった付帯設備を充実した実用性のある設備をお願いしたい。
⇒ベンチやテーブルについては、周辺環境等を考慮しながらできる限り設置して
まいります。
⇒トイレについては、（NO.7）をご確認ください。
⇒自動販売機については、今後の公園整備の参考にいたします。
・十分な明るさ、暖みのある色合いの照明を設置してほしい。
⇒（NO.3）をご確認ください。
・現状、多くのホームレスの方がいて利用しにくい雰囲気があるため、他の場所
に移っていただくよう、十分な施策を行ってほしい。
⇒（NO.9）をご確認ください。

悪い点：ホームレスの方が多くおり、利用しにくい雰囲気となっている。
⇒（NO.9）をご確認ください。

休憩施設、トイレ、自
動販売機、明るさ、路
上で生活している方

28 16〜19

幼児遊具反対
⇒この公園は多世代にわたり、誰もが遊べる公園を目指しています。幼児用遊具
もその１つです。また、幼児用遊具だけでなく、児童用遊具や健康遊具なども設
置する予定ですので、自身の年齢や体力に応じて適切な遊び方を選択していただ
ければと思います。

- 反対（幼児用遊具）

29 16〜19
幼児しか楽しくないようじ遊具反対
⇒（NO.28）をご確認ください。

- 反対（幼児用遊具）

30 - -（遊具のイラストのみ）
遊具がたくさん
⇒（NO.11）をご確認ください。

遊具

31 〜15

トイレがほしい。
⇒（NO.7）をご確認ください。
ボルダリングがほしい。
⇒ボルダリングについては、ぼうけんひろばに設置予定の滑り台の登り部分に採
用することを検討しています。

- トイレ、遊具

32 〜15
とても良いと思う！子どもも嬉しい！
⇒リニューアル後は、小さい子もたくさん遊びにくると思うので、仲良く遊んで
ください。

リップスティック（スケボー）ができない！
⇒（NO.11）をご確認ください。

リップスティック

33 〜16
地面が平らになると良い（リップスティックに乗れない）
⇒（NO.11）をご確認ください。

リップスティック（スケボー）に乗れない！
⇒（NO.11）をご確認ください。

リップスティック



34 50代

・Dエリアについて
わくわくひろば２は半分で良い。その半分は、ネットで囲まれたボールの使える
エリアに。キャッチボール（野球）、サッカー、ラクロス等、１時間単位で使
用。10:00〜17:00予約制もしくはホワイトボードに記入など。
⇒（NO.13）をご確認ください。
・公園全体について
犬の散歩ができるようにしていただきたい。
⇒犬の散歩についてはこれまで通り、周りの状況を見ながらマナーやルールを十
分守った上で行ってください。現在、糞尿の処理をせず公園を利用されている方
がおり、公園利用者からも多く問合せをいただいております。このような状況が
続くようであれば、ペットの侵入を禁止せざるを得なくなってしまいますので、
愛犬家の皆様同士の声掛け等マナーアップにご協力をお願いします。

・ホームレスの方がいるのはいかがなものかと思う。
⇒（NO.9）をご確認ください。
・トラックが書いてあるエリア等は入れないようになっているのは疑問。
⇒（NO.15）をご確認ください。
・照明が少なく夜など暗い。
⇒（NO.3）をご確認ください。
・不衛生。月に一回は消毒等していただきたい。
⇒公園の清掃は、週３回程度実施しています。しかし、公園の消毒について
は、全て行うことは困難ですが、砂場については消毒作業を月に1〜2回程度
行っております。

球技、ペット、路上で
生活している方、明る

さ、衛生

35 40代

・子どもの魅力的な遊び場が年々減っており、高架下では、ボールを使った遊び
をしたがっている人を多く見かけているのでニーズがある（今は禁止）
・３×３（バスケットボールリングの設置）を行い、東京オリンピックレガシー
のようなトレンド感を踏まえた整備の検討をお願いしたい。
⇒（NO.13）をご確認ください。
・簡易なスケートボード広場もニーズが高いと思われる。
⇒（NO.15）をご確認ください。

ホームレスの多さが利用しにくくてよくない。
⇒（NO.9）をご確認ください。

球技、スケボー、路上
で生活している方

36 60代

遊具をもう少し充実した方が良いと思う。基本的に小学生低学年までの子や近く
の保育園の子たちが保育士さんと遊びに来ている。小学生高学年以上の子はそこ
に集まってゲーム機で遊んでいる。また、大学生の人はラクロスの練習や運動の
ための体力作りで体を動かしたりしている。そのような健康のために使えるよう
な場所であってほしい。また、これまで通り犬の散歩も大切なことなので、飼い
主に衛生面を徹底してもらい市の方でも定期的な清掃をお願いしたい。
⇒遊具についてですが、乳幼児用、幼児用、児童用、大人用と様々な年代の方が
利用できる遊具の設置を検討しております。
⇒犬の散歩については、（NO.34）をご確認ください。
⇒糞の清掃は市でも実施しておりますが、ペットの糞の処理は飼い主の最低限の
マナーですので、市では引き続き飼い主へのマナーアップを求める対応を行って
まいります。

良い点：雨の日に犬の散歩やジョギング等日課としていることができる。遊具
のところで子ども達が楽しそうに遊んでいて犬と一緒に通りかかると犬に話し
かけてくれてお互いに笑顔になれる。
悪い点：ホームレスの方が数人生活していること。
⇒（NO.9）をご確認ください。

遊具、健康、ペット、
路上で生活している方

37 40代

球技ができるところと、踊れるところの専用の場所を作ってほしい。
⇒ボール遊びについては、（NO.13）をご確認ください。
⇒踊りについては、他の公園でも特別にスペースを設けることはしておりません
が、公園を利用される他の方の迷惑にならないよう行ってください。音楽を流し
ての踊りは近隣住⺠へ十分に配慮していただき常識的な範囲で行っていただけれ
ばと思います。

道で踊っている人が邪魔です。
⇒左記をご覧ください。

球技、ダンス

38 60代

ここは近所の保育園の子どもや乳幼児が集う公園で微笑ましく見ている。そこに
犬猫の糞尿がありとても心配だ。一部の心無い人の行動と思うが、非常に不愉快
で乳幼児の事が心配だ。ここは雨の日は特に犬の散歩コースになっていて（それ
はいいが）糞尿のマナーがなっていない人がいる。現場を押さえるのも難しい
し、注意してのトラブルも心配だ。（そういう人は注意しても直らない）犬猫が
入らない柵をする。その中で利用することをぜひ考えてほしい。
⇒（NO.36）をご確認ください。

犬の糞害で困っている。
雨の日で利用できる公園は少ないので、いつも利用している。
⇒左記をご覧ください。

ペット

39 -

整備プランというよりも、公園全体を再整備するにあたって、ホームレスの人達
が排除されたりしないか心配だ。武蔵野市はリベラルな街と信じていますが、け
して包摂も排除もしたりせず、共生のために配慮されることを望む。
⇒路上で生活している方の対応については、自立支援に向け各所管と連携を図り
ながら対応してまいります。また、公園整備は彼らを排除するものではありませ
ん。実際に彼らが公園の清掃をしてくれていることもあります。しかし、不適切
な利用がされた場合は、他の利用者と同様に注意等を行います。

良い点は、休みになると子供も外国人もよくわからない着ぐるみを着た人もい
ろんな人が集まってくること。
⇒リニューアル後も、多くの方に愛される公園となることを目指し、整備を進
めていきます。

路上で生活している方

40 〜15

木の遊具が楽しそうで楽しみ。迷路が楽しそう。
⇒遊具に使用する木材は、東京の木（多摩産材）の活用を行います。遊具に多摩
産の木材を利用することによって、東京の森林整備を促進し、水源のかん養や地
球温暖化の緩和等に役立ちます。また、木の香りには心身のリラックスなど様々
な効用が報告されています。

- 遊具

41 - - -

遊具、車いす、柵

【なかよしひろば】ユニバーサル遊具(インクルーシブ公園)が武蔵野市でも早めの
設置となり、とても嬉しい。ブランコの対象年齢が3〜6才となっていたが、通常
のブランコのように大人も乗れるブランコがいいと思う。障害がある方の中には
大人の年齢であっても、サポートの付いているブランコが必要な場合があり、海
外ではその視点があるようだ。
できれば③のつかむ動かすなどの遊具をわくわくひろば2に移して、車椅子の子ど
もが乗れるブランコがここに設置されるといいなと思う。
⇒ブランコや遊具の配置については、ご意見を参考に検討いたします。
【わくわくひろば1】車椅子も通れる幅の迷路について、迷路では子どもがパッと
Uターンする事があるが、車椅子の子どももUターンできる余裕幅があるようにし
て欲しい。手で押す一般的な車椅子を想像されがちだが、近年では、電動車椅子
やリクライニング型の車椅子を使う方がいることも念頭に置いてほしい。
⇒迷路幅については、ご意見に添えるよう検討をおこないますが、遊具の設置基
準に基づき、遊具からの安全領域（遊具と周辺構造物との距離）を確保しながら
迷路の形状や幅を設定しているため、場合によっては、これ以上幅を広げられな
いこともございます。ご了承ください。
【公園の入り口】自転車止めの柵について、通常の柵だと電動車椅子(大型の車椅
子)は通れない。通れる形状の柵にしてほしい。車椅子は子どもが車椅子ユーザー
という想定だけでなく、保護者や一緒に付き添う大人が車椅子ユーザーの場合も
ある。
⇒入口等の幅については、ご意見を参考に検討いたします。

42



43 40代

・遊具については小さい子から少し大きな子まで遊べる構成になって良さそう。
⻑めのローラーコースターなのか、高めの滑り台も小学生としては欲しいそう
だ。時計も設置していただけると助かる。
⇒ローラーコースターは、滑り音が発生するため、音の反響しやすい高架下では
沿道住宅への影響が大きいことから設置は見送らせていただきます。滑り台の高
さについては、遊具の設置基準と高架橋の高さを考慮しながら検討いたします。
⇒時計については、検討いたします。
・照明計画、植栽計画、通路計画についても大切に考えていただきたいです。特
に照明と植栽で雰囲気がかなり変わることが考えられるので、暖色系の穏やかな
光で全体を包んでいただきたいです。かつ、日がなかなか当たらない中で難しい
かと思いますが植栽の手入れが行き届いていると心理的に犯罪抑止に役立つので
はと思います。子供達の安全のために是非とも、昼を明るくする事も含めて、昼
夜ともに雰囲気は良くしていただきたいです。
⇒照明については、（NO.3）をご確認ください。色合いについては、検討してい
きます。
⇒植栽については（NO.13）をご覧ください。
⇒通路については、（NO.3）をご覧ください。

雨の日でも、真夏の日差しを避けて遊ぶことも出来て助かっている。ただ、薄
暗い、ジメジメしている、ホームレスの人がいる、ただ通行目的の人もいるの
で純粋に遊んでいる子供達とのギャップがある（通行目的の人からすると迷惑
そうな事もある）、人目につかないので子供が危険な目に遭わないかかなり心
配がある。子供達の間でも、危ないから遊ばない方が良い、という話があるそ
うです。保育園の先生方は暗さがあってあまり良い雰囲気ではないから進んで
行く気にはなれない、とおっしゃってました。
⇒（NO.9）をご確認ください。

遊具、明るさ、植栽、
路上で生活している方

44 40代
近隣のコミセン等で地域の意見交換会などを実施してほしい。また事前案内も欲
しい。
⇒ご意見として承ります。

高架下なので日当たりは悪いが場所は良い 意見募集

45 -
市報など（SNSなども）でもっと広報して意見を集めてほしい。
⇒現地に設置している意見BOXに加え、武蔵野市ホームページでも意見を募集
し、幅広く様々な意見をいただきました。

雨天などは使えるので良い 意見募集

46 40代

・犬も連れていける様お願いします。
⇒（NO.34）をご確認ください。
・お手洗いあると良し
⇒（NO.7）をご確認ください。
・水飲み場あると良し
⇒水飲み場については、ぼうけんひろばとわくわくひろば-2の２箇所に設置予定で
す。

薄暗い、雨が降った後水溜まりができる。
⇒照明については、（NO.3）をご確認ください。
⇒水溜まりについては、改善するよう設計を行います。

ペット、トイレ、水飲
み場、明るさ、水溜ま

り

47 50代

・けんこうひろば：トレーニング機器の設置（韓国の公園によくある）
⇒健康遊具については、けんこうひろばに設置予定です。
・わくわくひろば-2：⾚ちゃんとお⺟さんが気軽に来られる環境作り（ベビーカー
置場等）
⇒ベビーカー置場については、わくわくひろば-2北側へ設置予定としています。
・全体：自転車通り対策、高速での自転車通過は危険。人工芝張り等、地面の加
工、雨風の対策
⇒自転車については、（NO.3）をご確認ください。
⇒地面の加工（舗装）については、ご意見として承ります。
⇒雨風の対策については、市では特段対策が必要との認識はありませんでした
が、具体的な箇所等をご連絡いただければ検討いたします。（緑のまち推進課
0422-60-1864）

・日当たりが悪いこと。
・高架下のため、雨天でも使えること

遊具、ベビーカー、自
転車、舗装、雨風

休憩施設、遊具、通
路、閉鎖管理、路上で
生活している方、球技

48 50代

・公園内にベンチを置いてもらえると、雨の日でも読書ができるし、外に出て子
どもとも過ごせるのでお願いしたい。⻑いイス６個くらいはほしい。
⇒ベンチについては、現状の設計でも複数箇所設置を予定しております。
・遊具のみでなく、大人も運動できる器具も置いて頂くとうれしい。「ローリン
グウエスト」「ステップサイクル」「サイクルマシーン」「レッグプレス」韓国
の公園にある。
⇒健康遊具については、けんこうひろばに６基の設置を予定しております。けん
こうひろばは、若い方から高齢者、リハビリで利用される方まで様々な年齢層や
目的での利用を想定していますので、幅広い強度の健康遊具を設置いたします。
・雨の日に障がい者の親子が来やすいように吉祥寺まで雨にぬれない通路を通れ
たらすごくよい。もしくは、ムーバスもバス停を少しずらすとか。自転車も通れ
るレーンがあるとうれしい。近所の自転車に乗る人も通れるように。
⇒吉祥寺駅までの通路については、検討を行いましたが、本公園以外も範囲に含
まれるため、今回の整備では断念しました。将来的には、吉祥寺駅まで通り抜け
られるように検討していきます。また、雨天時に車でご来園の際には、公園⻄側
（三鷹駅側）に隣接のムーパーク（有料・割引制度あり）をご活用ください。
・2~3歳児も安心して遊べるゾーンも作ってほしい。
⇒わくわくひろば-1、-2については幼児、乳幼児用遊具を設置いたします。
バリアフリーの公園。お年寄りも来れてスクワットしたり、ラジオ体操できるよ
うな明るい公園も望む。

・ずっとスケートボード禁止になっていて、⻑い棒で仕切っていて、とてもさ
びしい光景だった。どうにかしてほしかった。市の職員の引継ぎができていな
かったのでは。
⇒⻑い間閉鎖管理としており、ご迷惑をお掛け致しました。リニューアル後
は、閉鎖管理していたスペースも有効に活用し整備いたします。
・ベンチもないし、くつろげなかった。
⇒ベンチについては、現状の設計でも複数箇所の設置を予定しておりますの
で、整備後は是非ご活用ください。
・中で寝泊りをしている方４人いるので、通るのもこわかった。
⇒（NO.9）をご確認ください。
・野球（ボール投げ（固いボール））している人やダンスしている人がいて通
りにくい日もあった。（親子でテニス、バトミントンをしている方もよくい
た。通る時ストレスを感じた）
⇒ボール遊びについてですが、市内全ての市立公園では、ボール遊びはやわら
かいボールに限り小学生以下の利用に限定しています。また、ラケット等を
使った競技としての利用は全ての市立公園で禁止されていますので、見かけた
際は市にご連絡ください。ダンスについては、禁止はしていませんが、他の利
用者に迷惑を掛けているようでしたら、ボール遊び同様市にご連絡ください。
（緑のまち推進課 0422-60-1864）


