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利用計画（素案）市民説明会及びパブリック・コメントの実施 

 

平成１７年度に作成した利用計画（素案）について，市民説明会４回とパブリック・コ

メントを実施し，市民説明会では４１名，パブリック・コメントでは１４件の意見をいた

だきました。 

 

     ◆市民説明会               

日 時 会 場 人 数 
平成 18 年 6 月 9 日 
19:00～20:30 

たづくり 1002 会議室 7 人 

平成 18 年 6 月 10 日 
19:00～20:30 

西部地域福祉センター 13 人 

平成 18 年 6 月 11 日 
10:00～11:30 

富士見地域福祉センター 8 人 

平成 18 年 6 月 11 日 
14:00～15:30 

青少年交流館 13 人 

合計  41 人 
 

 

     ◆パブリック・コメント 

（募集期間 6/2～6/23） 
提出者 件数・人数 意見数 

個人（単独） 9 件，9 人 21 件 

団体・法人 2 件，2 団体 10 件 

団体（連名） 3 件，13 人 2 件 

合計 14 件，2 団体，22 人 33 件 

 

 

市民説明会及びパブリック・コメントで出された意見については，全般的に「市が取得

して，スポーツ施設や防災機能を発揮できるよう公共活用すべき」「自然･緑を残してほし

い」との意見が多く，素案の内容について好意的な意見が多くみられました。 

その中で，様々なスポーツ施設の設置要望や健康・福祉施設の整備，キャンプなど子ど

もが自然を体験できる施設など多くの意見が寄せられました。 
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市民説明会及びパブリック・コメントで出された市民の意見 
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市民説明会及びパブリック・コメントで寄せられた意見に対する市の考え方 

 
市民説明会及びパブリック・コメントで出された意見 市の考え方 

■利用計画（素案）全体についての意見 

１ 素案のままで良いのではないか。 

２ 留保地の活用案については，実に素晴らしい内容だ

と思います。是非この方向で検討を進めてくださ

い。 

利用計画（素案）を基本としつつ，パブリック・

コメント・市民説明会，毎木（まいぼく）調査・

現地調査を実施し，寄せられた市民の意見や既存

樹木等が多く残る現状に配慮した利用計画（案）

としてとりまとめました。 

今後も，具体的な活用に向けた検討を進めていき

ます。 

３ 「緑の調布」というイメージを後世に残す。｢水と

緑のネットワーク」をめぐらせる大事な拠点とす

る。 

４ 多くの人が利用でき，さまざまな世代が交流できる

場所にしてほしい。 

５ 地域の大人と子どもが交流できる場所。 

６ 高齢者がゆっくり憩える場所。 

７ これからの時代を担っていく青少年が自由な発想

でのびのび遊べ，高齢者がゆっくりと憩え，地域の

大人と子どもが自然に交流できるような自然を多

く残した公園。これが，私たちが次期世代に残して

あげられるものです。 

８ この留保地は，騒音や砂ぼこりなどからの緩衝帯と

なっている。また，利用の仕方としても，散歩や軽

い運動やランニングをしていたり，昼は子どもたち

の遊び場や小中学生の通学の帰り道に利用したり，

静かに公園でたたずんでいたりしている。そういう

人達が今ある木の下を自由に散策したり，お弁当を

食べたりできる公園になってほしいと思います。 

ご意見の趣旨も踏まえつつ，緑のネットワークの

形成に資するとともに，非常時の活用にも留意

し，周辺施設との連携・機能分担を行うことを考

慮した土地利用を図ります。 

なお，平常時におけるゾーニング（案）は，広域

的なスポーツ機能（スポーツ施設ゾーン）・周辺

地域の住民が気軽に利用できる機能（多目的広場

ゾーン・自由広場ゾーン）・回遊性（遊歩道等）

を備えた活用とします。                       

■自然を活かした利用についての意見 

９ 今の雑木林をできるだけ損なうことなくゾーニン

グしてほしいと思います。 

１０ 現在の緑地・雑木林など自然を活かす。子どもたち

が自然の中で遊べたり，緑や森のある癒しの場所に

したい。 

１１ 基地跡地は自然が多く，区画整理にあたり今おかれ

ている木をなるべく伐採しないで欲しい。 

１２ 今現在ある林の姿を知り，何とかこのままの雑木林

とススキの野原を残したいと思っているのだな，と

私には思われました。 

１３ 現在の木を大切にして，木陰になるように樹種や配

置場所を検討してほしい。 

平成１８年度に，留保地を管理する関東財務局が

実施した毎木（まいぼく）調査の結果等によれば，

留保地の中央部・北西部及び天文台通り北側は樹

木が少なく，西町公園の西側に位置する西南部は

樹木が多くありました。 

これらの現況を踏まえ，北部にスポーツ施設ゾー

ン，中央部に多目的広場ゾーン，西南部に自由広

場ゾーンを配置しつつ，可能な限り既存樹木の有

効活用と緑の保全に努めます。 

１４ 自然の動植物のために，人間の出入りを規制して，

自然を手付かずで残すゾーン。 

自然保護を第一と考えるご意見として参考とさ

せていただきます。しかし，６ヘクタールという

面積（公園規模）では，公園としての機能面，整

備後の管理運営面から閉鎖管理は困難であると

考えます。 

今後，具体的な整備に向けた検討の中で，可能な

限り既存樹木の有効活用と緑の保全に努めます。
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■スポーツゾーンについての意見 
１５ スポーツ公園。フィールドアーチェリー，散歩，子

どもの遊び場など。 

１６ 老若男女が曜日や時間によってシェアできるスポ

ーツのためのグラウンド（主に野球とサッカーにな

ると思います）。 
１７ 府中市のようにスタンド付や土盛りにした野球場

があっても良いのではないか？ 
１８ ナイター用の照明や人工芝を供えたグラウンド等

の設置。 
１９ 野球場などを造る際に高さ制限などは問題ないの

か？ 
２０ 野球場はスペースをとりすぎる。野球をする人だけ

の利用になるのは良くない。 

２１ 武道系，卓球，体操などができ，雨天時にも使える

屋内スポーツ施設（ミズノフットサル場のようなテ

ントなど）。 
２２ スケートボードやローラーブレードなどができる

施設を作ったらどうか？←現状は路上でやってい

て危ない。 
２３ 多摩国体もにらんだ，総合スポーツエリアとしての

整備（野球，テニス他）。 
２４ 試合のできるフットサルコート（有料可）。 

２５ 調布市は周辺の市に比べてテニスコートが不足し

ていると思います。ついてはテニスコートを作っ

て。 
２６ トレーニングセンター（稲城市にあるようなもの）

もあっても良いのではないか。 

２７ 今回の「調布基地跡地留保地利用計画」では，「市

民ニーズに沿った公共活用を基本的な考え方とし，

利用内容としては，スポーツ・レクリエーション機

能を有する防災公園」と謳われております。武道場

というのは，まさにここにぴったりの計画と言えな

いでしょうか。 

スポーツ施設ゾーンに配置する具体的な施設内

容については，平成１９年度に全市的なスポーツ

施設の再配置計画を策定する中で，一体的に検討

していきます。 
しかし，現在の都市計画上の位置付けにより，留

保地に屋内スポーツ施設を建設することは基本

的には認められておりません。また，市内には深

大寺に総合体育館，西つつじヶ丘の調和小学校内

にプールやトレーニングが可能な施設がありま

すので，新たな屋内施設を建築することは考えて

いません。 
なお，配置する施設の用途により，照明塔等の附

属する工作物が必要となる場合には，航空法・都

市計画上の制約の範囲内で，周辺地域の住環境に

影響を及ぼさないよう十分に検討した上で，地域

住民の合意のもと整備を図ります。 

２８ スポーツの要素は排除したい。 市が設置しているスポーツ施設は，借地をして運

営している施設が多く，永続的な利用が保障され

ていません。 
しかし，だれもが，それぞれの体力，年齢，技術，

趣味，目的に応じて，気軽に運動を楽しめるスポ

ーツ・レクリエーションを振興し，スポーツによ

る健康・体力づくりを促進していく上でも，市と

して積極的にスポーツ施設の確保を図る必要性

があると考えています。 
２９ スポーツ施設は，なるべく北側が良いのではない

か。 
利用計画（案）では，現況を踏まえた結果，ご意

見と同様に，北部にスポーツ施設ゾーンを配置し

ています。 
３０ 特に子どもたちに開放できるものをつくってほし

い。 
利用計画（案）では，隣接し親子ボール広場を有

する西町公園との連携・機能分担も考慮し，周辺

地域の住民が気軽に利用できる機能として，中央

部に多目的広場ゾーン，南西部に自由広場ゾーン

を配置しています。 
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３１ スポーツ施設を作るにしても，なるべくコンクリー

トや鉄骨など使わないほうが良い。 
施設の耐久性・安全性の面から，配置する施設に

よってはコンクリートや鉄骨などを使用せざる

を得ない場合もあると考えます。 
しかし，ご意見の趣旨は，具体的な施設内容や施

設整備にあたっての課題として，今後の検討の参

考としていきます。 
■自由広場ゾーンについての意見 
３２ 世田谷のプレイパークのように，自然を活かした子

どもたちが自由な発想で遊べる公園にしたい。 

３３ 水田，畑など子どもが体験できる施設や，キャンプ

が出来る公園を作ってほしい。 

３４ 里山の雑木林のように，下草を刈って，人間が自由

に散策したり，森林浴したりできる林のエリア（子

どもたちのキャンプや色々なイベントもできる）。

３５ 次期世代を担っていく子どもたちが，自由な発想で

のびのびと遊べる場所。 

３６ 次代を担う青少年の心身の健全なる成長を願い，現

在の鳥や小動物の生息する自然を残し且つ，子ども

たちが身近な場所で緑と水と土と火に触れ，さまざ

まな体験や経験のできる場所をぜひ確保していた

だきたい。 

利用計画（案）では，のびのびと遊べる自然豊か

な場所として，西南部に自由広場ゾーンを配置し

ています。 
現在，市内には深大寺自然広場内のかに山，入間

町・若葉町の緑地の雑木林等があり，ご意見にあ

るプレイパークのような機能を持つ場所は既に

確保されていると考えています。 
また，子どもたちが野外でのびのびと遊び，遊び

を通した異年齢交流により人間関係や社会性を

育むことは，健全育成の面からも大切なことと考

えますが，現在のところプレイリーダー等の常駐

は考えていません。 

■多目的ゾーン・遊歩道等についての意見 
３７ その日来場した人が気軽に使え，予約無しでも使用

できるような場所も良い。 

３８ グラウンドゴルフ場など，ある程度自由に運動がで

きるような施設にしてほしい（専用でなくてよい）。

利用計画（案）では，ご意見にあるような気軽・

自由に運動等で利用できる機能として，中央部に

多目的広場ゾーンを配置しています。 

３９ 誰もが気軽に使え，健康づくりにもなる散歩道・ラ

ンニングコースなどがあると良い。 

４０ 希望としましては現在の木を残し遊歩道を取り入

れた森林公園をぜひ期待いたします。箱物は好まし

くないでしょう。 
４１ 緑豊かな散歩道・並木道を作ってほしい。 

利用計画（案）では，公園内にランニングや散歩

等を行える遊歩道を整備し，回遊性を持たせた活

用としています。具体的な配置等については，今

後のスポーツ施設や公園施設とあわせて具体的

に検討していきます。 

４２ トンボ池や水辺がほしい。今いるウサギ，キジがい

なくならないようにしたい。 

４３ 調布基地跡地周辺の人工水辺を見ると，子どもの水

遊び場，子どもを通じてのコミュニケーションの場

として賑わっています。コミュニケーション不足の

昨今，こういう場所を設けると近所付き合いが活性

化されるのではないでしょうか。 

可能な限り，既存の樹木を残すなど動植物への影

響の少ない公園整備を行いたいと考えています。

しかし，水辺・水遊び場は，安全かつ衛生的な管

理・運営が重要だと考えています。今後，全体の

施設配置も考慮しつつ，公園部分の具体的な整備

内容とともに，実現性や管理・運営方法も含めて

検討していきます。 

４４ 健康づくりのための器具なども設置すると良い。 隣接する西町公園に健康遊具が設置されている

ことから，周辺施設との連携・機能分担も考慮し，

必要性について今後検討していきます。 

４５ フリーマーケットなどもできる自由広場がほしい。

４６ アーティストや市民の製作した作品のフリーマー

ケットなどが開催されたりする場になったら良い

のではないか。 

利用計画（案）では，自由な利用が可能な多目的

広場を中央部に配置することとしています。 
しかし，ご意見のような施設の利用方法について

は，周辺地域の住環境や管理・運営面での課題等

を踏まえて，今後検討していきます。 
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■その他の公園施設についての意見 
４７ 疲れた後でゆっくり出来る場所がほしい（ミーティン

グルーム，シャワー，ロッカー，レストラン等）。 
公園等を管理していく施設を整備する際には，

クラブハウス的な活用の可能性も検討してい

きます。 
しかし，現在の都市計画上の位置付けにより，

レストランなどの店舗専用の施設を建設する

ことは基本的には認められておらず，設置する

ことは考えていません。 
４８ 普段のトイレ，水場，あずまやを作ってほしい。 トイレ・あずまや等については，公園施設とし

て必要であると考えています。スポーツ施設や

公園の整備内容を踏まえ，配置等について，今

後，具体的に検討していきます。 
４９ 野外音楽堂やドッグランの設置。 野外音楽堂については，周辺地域の住環境に騒

音等の影響を及ぼさないか慎重に検討します。

なお，騒音等の影響が少ないと判断した場合に

も，他の施設以上に地域住民の理解が必要であ

ると考えます。 
また，市内には深大寺地域の神代植物公園東側

にドッグランが設置されており，ご意見にある

機能を持つ場所は既に確保されていると考え

ています。 
５０ 娯楽，レクリエーション施設とは，具体的に何を指し

ているのか。 
利用計画（案）では，娯楽・レクリエーション

施設として，運動を楽しめるスポーツ施設，気

軽に自由に利用できる多目的広場，のびのびと

遊べる自然豊かな自由広場を考えています。 
なお，スポーツ施設の具体的な施設内容につい

ては，平成１９年度に全市的なスポーツ施設の

再配置計画を策定する中で，一体的に検討して

いきます。 
５１ 調布市にはバーベキュー場が少なく野川公園や武蔵

野公園に行くのですが利用人数が多く，なかなか予約

がとれません。近くで気軽に利用できる施設を切に願

っています。又，バーベキュー場に水道の設置，テー

ブルを何箇所か設置して欲しいです。 

市内には，深大寺自然広場内のかに山にバーベ

キューが可能な場所が確保されています。 
また，留保地は飛行機の進入路にあたるため，

煙が発生する頻度や量にもよりますが，バーベ

キュー場の設置は難しいと考えます。 
しかし，ご意見の趣旨を踏まえ，全体の施設配

置も考慮しつつ，今後，公園部分の具体的な整

備を進める中で検討していきます。 
５２ 年間 1200件にもなる交通事故で生かされる教訓は充

分とは言えません。個々の事故についてより深く考

え，二度と同じ過ちを繰り返さない仕組み，組織，施

設が必要です。そのためにも，法律の遵守をメインテ

ーマとするのではなく，より現実に即した交通安全施

設の整備，教育プログラムの実施を提案いたします。

交通安全は大変重要であり市全体で取り組む

課題であると考えます。 
また，子どもの交通安全教育については，市内

の深大寺地域に子ども交通安全教室を設置し，

交通安全意識と交通マナーの向上に向けた教

育を行っています。 
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５３ 地域活動や市民活動の拠点として，集会施設やクラブ

ハウスも必要ではないか。 

５４ アーツ＆クラフトセンター及び周辺商店街との連携。

飛田給をスポーツの街，調布を商業の街だとすると，

西調布は生活感のある街という性格付けが相応しい。

ガーデニングやクラフト（陶芸や木工）など生活を楽

しむための施設が存在すると，周辺の町並みへ対する

影響力も大きく，広い目で生活感があり防犯の街作り

に寄与することが期待できる。販売を中心とするホー

ムセンターとは異なり，自宅ではできないような工作

ができる工房を用意する。また，ここ製作された作品

と西調布商店街等で販売することによって，地域の活

性化にもつながるのではないか。 

市内には地域コミュニティの活動拠点として，

１０か所の地域福祉センターが設置されてい

ます。 
調布基地跡地（留保地）の周辺でも，天文台通

りの東側に富士見地域福祉センターが隣接し

ており，ご意見にあるような機能は確保されて

いると考えます。 
また，現在の都市計画上の位置付けにより，施

設規模の大きな屋内施設を建設することは基

本的には認められておらず，公園部分の建築物

としては公園の管理棟・付帯施設等を考えてい

ます。 

５５ 西町公園利用者も使える駐車場が必要である。 

５６ 駐車場利用については，有料でも良いのではないか。

５７ 有料駐車場の設置（西町公園と共有できる 富士見町

住宅地域を訪れた人も）。暫定的な設置も要望。 

利用計画（案）では，西町公園に障害者用駐車

場のみ整備されていることも考慮し，周辺施設

との一体的な利用を視野に，両公園共有で利用

可能な整備を考えています。 
また，周辺の都立武蔵野の森公園，野川公園，

神代植物公園は有料の駐車場が整備されてい

ることも踏まえて，駐車場等の管理方法の検討

の中で，有料化についても検討を行なっていき

ます。 
■防災機能についての意見 
５８ 防災面の話もあるが，主に平常時の利用（緑，スポー

ツ）について施設のあり方を考えた方が良い。 
政府の中央防災会議により首都直下地震の切

迫性が示唆されている現状を考えると，災害発

生時に有効な活用が図れることは重要である

と考えます。平常時の活用とあわせて，防災機

能についても今後具体的に検討していきます。

５９ 災害時に利用できるような防災公園としての機能が

重要（防災備蓄倉庫，かまどベンチ，防災パーゴラ，

非常用便槽，地下雨水貯水槽など）。防災用品の管理

も徹底してほしい。 
６０ 今回の計画地の北側道路には，そのような耐震性に優

れた中圧導管が埋設されているため，この中圧導管か

ら直接都市ガスを供給することにより，災害発生時に

おいても都市ガスを継続してご利用いただくことが

可能です。都市ガスの供給が確保できることによって

①煮炊きに必要な厨房設備②お風呂などにご利用で

きる給湯設備③非常用電源としても活用できるガス

コージェネレーションシステムなどの設備が非常時

にも継続してご使用いただくことができます。また，

非常時には仮設配管を敷設することにより，炊き出し

設備等の非常用の設備を設置することも可能となり

ます。都市ガスをご利用いただければ，灯油，プロパ

ンガスなどの燃料備蓄や補充が不要となり燃料切れ

の心配もありません。 
６１ 味スタの貯水槽と重複するのではないか？ 
６２ 防災広場や災害時などの備蓄などは既に調布中学校

などの施設にかなり集約されている。メンテナンスな

どのことも考えると，新たな備蓄設備を建設するより

も，今後の既存ストック場所を重点整備していくこと

の方が重要なのではないか。 

利用計画（素案）で示した機能については，防

災公園として整備する際に設置される設備の

一例です。 
市では，平成１８年度に東京都地域防災計画の

修正が行われたことを受けて，平成１９年度に

調布市地域防災計画を修正します。それと同時

に，市内全域の防災機能とともに，調布基地跡

地（留保地）に必要な防災機能・設備について

検討していきます。 
また，整備後の管理については公園全体の管理

のあり方とともに，いつでも使用可能な万全の

体制を検討していきます。 
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■周辺地域等との関わりについての意見 
６３ 市民に親しまれる場所にするために活きた活用を考

えたい。皆で作っていくことも経験出来る所ではない

か。（花畑，小屋作り etc）。合わせて運営も考えてい

きたい。 
６４ 公園の活用については，地域住民や周辺の団体などの

様々な意見も聞きながら，連携を図る必要がある（若

者，主婦，市民団体，電通大，外語大，警察大，味ス

タなど）。 
６５ 近隣の資源との調和を図る。 

調布基地跡地（留保地）周辺の土地利用内容や

周辺施設との機能分担も考慮し，具体的な施設

整備の検討と合わせて，市民参加手法の導入や

市民意見の反映等についても検討していきま

す。 

■施設の管理運営についての意見 
６６ 総合管理について具体的な検討の必要。 

６７ 公園利用については，民間ではなく公共利用とすべ

き。 
６８ 管理と運営を市がやっていくのはどうか。 
６９ 施設運営は民間にやらせた方がよいと思う。 
７０ 運営は収益を上げながら（施設貸し出し等）行ってい

く。 
７１ 緑の市民債の発行，市民参加で管理の体制を作る（Ｎ

ＰＯ，ボランティア等）。 
７２ エリアが広いので保守管理が大変と思われる。地域資

源の活用につながるような運用の検討を考えてほし

い（ボランティアや小学校，スタジアムとの協働も）。

調布基地跡地（留保地）については，公共活用

を基本としていきますが，施設の管理等につい

ては，具体的な施設の内容等を踏まえ，民間委

託や市民による管理も含めて，今後検討してい

きます。 

■その他の意見 
７３ 木を残すのは良いが，明るさ，防犯に配慮をしてほし

い。 
今後，施設整備に向けた検討を進めていく中

で，防犯の視点に十分留意した設計・整備に努

めます。 
７４ 住宅に面した部分は騒音のないものにして欲しい。 利用計画（案）では，天文台通りの東側や西町

公園南側の住宅地への騒音等の影響を考慮し

て，スポーツ施設ゾーンを北部に配置すること

としています。さらに，今後の施設整備に向け

た検討の中で，より周辺の住環境に配慮した施

設とするよう努めます。 
７５ 現在の留保地の植物と動物に対する正確な調査を行

い，それに基づく地図を作成する（もしそういうもの

があるなら情報の公開をする）。 

平成１８年度に，留保地を管理する関東財務局

が実施した毎木（まいぼく）調査の結果等によ

れば，留保地の中央部・北西部・天文台通り北

側は樹木が少なく，西町公園の西側に位置する

西南部は樹木が多くありました。 
７６ 調布地区でこれだけ広域の土地はないので慎重に利

用方法を検討して欲しい。 
市も貴重な地域資源であると考えており，市民

意見等を考慮しつつ，多くの方々に親しまれる

場所として有効活用していくこととし，平成 
２０年度を目指し利用計画の策定に取り組ん

でいきます。 
７７ 園内に建物は好ましくないのではないか。お金をかけ

ないようにして欲しい。 
現在の都市計画上の位置付けにより，屋内スポ

ーツ施設等の大型施設を建設することは基本

的には認められていません。また，市の財政負

担については，用地取得だけでも多額の費用負

担が見込まれることから，財政負担の最小化を

図っていきます。 
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７８ 市の財政負担は約５０億円となるようだが，平成２０

年よりどのような計画でみているのかの説明をして

ほしい。 

今後の調布市の財政見通しを踏まえ，施設整備

等の事業着手は平成２５年度から実施してい

くこととしています。また，調布市の財政負担

についても最小化を図るよう整備内容等にも

留意してまいります。 
７９ 飛田給の北口にばかり施設ができているので，南口の

方がさびれていくのではないか。 
市としても今後の課題と認識しています。な

お，飛田給駅南口については現在勉強会を実施

しており，飛田給地区のまちづくりの中で検討

していきます。 
８０ 飛田給周辺がスポーツの街としての性格付けがなさ

れつつあるが，それとの整合性が取れないのではない

か。整備費が節約できるかもしれないが安直過ぎはし

ないか。 

調布基地跡地は，市の上位計画により，将来的

にスポーツ文化・防災・緑と水のネットワーク

等の拠点としていく地域として位置付けられ

ています。 
また，留保地については，平成１６年度から具

体的な検討を開始し，地域課題・ニーズ・立地

条件等の整理や民間･公共利用の可能性等，

様々な視点で十分に検討を行った結果，「防災

機能・スポーツレクリエーション機能を有する

活用」とする利用計画（素案）を平成１７年度

に作成しました。 
８１ 人が集まるには目玉が必要。何を目玉にするか。 人を集めることが目的ではなく，スポーツ施

設，公園等により魅力あるまちづくりに資する

ことが優先課題であると考えます。 
８２ 民間利用についてどんなイメージを持って提案して

いるのか。もう少し説明してほしい。 
公共利用を基本として活用していきます。民間

活用の方向性としては，施設の整備・管理・運

営の面での活用について今後検討していきま

す。 
 


