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深大寺・佐須地域農業公園の整備内容に関する意見概要と対応方針 

令和 3年 1月 25日より調布市ホームページで公開しました農業公園の整備案について，多

くの貴重なご意見を頂きありがとうございました。 

頂いた意見の概要と市の対応方針について整理しましたのでご報告します。 

 

（１）意見募集期間 

令和３年１月２５日（月）から令和３年２月１日（月） 

 

（２）意見提出者数および提出方法 

整備案への意見は，メールや持参，お電話などで 20 名の市民の皆様よりたくさんの意見を頂

きました。 

意見提出者数 20名  

 ホームページ 18名  

 持参 1名  

 TEL 1名  

   

 （３）意見概要と市の対応方針 

いただいた意見の概要と市の対応方針については次のとおりです。今後は，この対応方針に基

づき農業公園の整備を実施して参ります。 

なお,表中の（ ）内数値は同様の意見の数を表しております。 
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深大寺・佐須地域農業公園整備内容に関する意見の対応方針のまとめ（1/4） 
 項  目 意見概要 対応方針 

北 側
公園 

計画全体に
ついて 

・樹林再現はやめて可能な限り圃場を広くし
工事費を低減すべき（1） 

 
・防犯上の観点から道路から公園内が見える
様にすべき（1） 
・調布ならではの自然の雑木林をそのままに
活かしたり育てていくような整備が望ましい
（4） 
・そば畑にしなければいけない理由が不明であ
る（1） 

 
・B案推奨（2） 
・そば畑と自然の雑木林でカニ山とつながりを
持った景観重視の深大寺らしい農業公園
（5） 

・雑木林の景観に対する意見が多いため圃場
を確保した上で，樹林を再現し，地域の
景観に配慮していくこととしました 
・道路から公園内への視野を確保するため道
路沿いの生垣を低木にすることとしました 
・樹林再現により反映しております 
 
 
・昔から栽培されているそばを中心とした風景
を継承（歴史文化の継承）するため,そば
畑を残すこととしました 
・Ｂ案を基本に設計を進めることとします 
・樹林再現や主園路の整備で反映しておりま
す 

圃場につい
て 

・出来るだけ広く圃場を確保したほうが良い
（1） 

 
・圃場はつくらず雑木林として自然保全（2） 
 
 
・造園として，苗木の栽培やハーブの栽培で
も良いのではないか（1） 

 
・そば畑の二期作あるいは，そば畑と苗木
（カニ山の会）を植える（1） 
・里山の風景の中に市民農園は反対（1） 

・そば栽培に必要な圃場面積を確保した上
で，樹林を再現し，地域の景観に配慮し
ていくこととしました 
・里山の風景を残すために圃場を整備するこ
ととしました。なお,樹林再現ゾーンで苗圃的
な活用も想定しております 
・秋冬のそば栽培期間以外はほかの作物の
栽培も想定しています 

 
・同上 
 
・圃場の利用方針については今後,運営方法
とあわせ検討していきます。 

施設配置に
ついて 

・洗い場は，北側道路側の門扉近くに設置
する事で工事費を安価にできる（1） 
・圃場を多くの人が利用できるよう整形にする
ため南西側の樹林再現はやめるべき（1） 
・倉庫は中心にある方が良いのでＡ案がベタ
ー（1） 
・駐輪場は隣のカニ山の入口付近に止められ
るため不要（1） 
・パーゴラも南側広場に設置し，北側広場は
小さくて良い（1） 

・洗い場は利便性や近隣居住者の意見を踏
まえ，南側に設置することとしました 
・南側に広場を置くことにより，南西側樹林
再生ゾーンを縮小することとしました 
・倉庫は利便性や近隣居住者の意見を踏ま
え，南側に設置することとしました 
・無秩序に駐輪されないよう，公園内に駐輪
場を整備することとしました。 
・北側広場を縮小し，南側は木陰を活用す
ることでパーゴラを設置しないこととしました 
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深大寺・佐須地域農業公園整備内容に関する意見の対応方針のまとめ（2/4） 
 項  目 意見概要 対応方針 

南 側
公園 

計画全体に
ついて 

・隣接住宅の住環境に配慮してほしい（1） 
 
・圃場の有効面積が広い B案とすべき（1） 
 
・環境保全や景観形成，歴史文化継承機
能などから現況地形を活かした計画が望ま
しい（1） 
・田んぼは，南側の整備では絶対に復活させ
るべき（2） 

・意見を踏まえ,施設配置などを見直すこととし
ました。 
・地域の景観保全など様々な意見を踏まえＡ
案を基本とすることとしました 
・同上 
 
 
・隣接地で田んぼ活用を検討しているため，
現時点では本施設を畑とすることとしました 

圃場につい
て 

・現況地形を活かし畔を残したＡ案とすべき
（5） 
・土手の活用，低地は田んぼとしたい（4） 

・地域の景観保全など様々な意見を踏まえＡ
案を基本とすることとしました 
・同上 

施設配置に
ついて 

・広場を南側（圃場A，B辺り）に配置して
ほしい（1） 

 
・トイレや管理棟，倉庫もあわせて移動して
ほしい（1） 
・現在の広場は圃場としてほしい（1） 
 
・目隠し植栽は 1.0ｍでは不足である。もっと
余裕を持たせてほしい（1） 
・市民農園のために管理人が常駐するのは，
コストを掛け過ぎである（1） 
・計画地は浸水予想区域に入っているため管
理棟は設置すべきではない（1） 
・駐車場は門扉の近くに配置すべきである
（1） 
・広場が広すぎる。圃場 EF をもっと大きくして
よい（1） 
・広場は舗装せずグランドｼｰﾄなど用い他の用
途（農地等）に転用できるようにすべき
（1） 
・運営方法や事業内容が決まらないのに，
管理棟などの機能や規模は決められないの
ではないか（2） 

・現況地形を活かしたＡ案を基本とすることか
ら，広場形状を見直しますが位置の大幅な
変更はしないこととしました 
・意見を踏まえ,位置を見直すこととしました 
 
・広場の機能は必要と考えており，広場の形
状を変更しました 
・敷地の有効活用を図るため施設配置と合わ
せ適切な幅としました 
・公園の管理や運営にあたっては管理室が必
要と考えています 
・当該地は浸水想定区域に入っていません 
 
・意見を踏まえ門扉近くに変更しました 
 
・イベント開催に必要な広さとして広場面積を
決定しました 
・イベント時など様々な広場利用を想定すると
一定の舗装は必要となります。また,圃場区
画は変更可能な仕様としました 
・運営方法は検討中であるが，活用の方向
性は定まっており，並行して検討を進めてま
いります 

 
 
 



4 
 

深大寺・佐須地域農業公園整備内容に関する意見の対応方針のまとめ（3/4） 
 項  目 意見概要 対応方針 

南北共
通 

計画全体に
ついて 

・里山の風景をイメージすることができるよう
に，人工物をできるだけ排除した設計にす
る（1） 
・道路との境目は柵などを設けず，公園とは
わからないようにする（1） 
・畑を周回する通路は，里山の景観としてふ
さわしくないうえ，畑の面積の縮小になるの
で不要（1） 

・再検討の上で必要な設備は配置することとし
ました 

 
・車両の誤進入を防ぐため安全性確保に必要
な設備を設けることとしました 
・公園散策路としての利用や樹木等の管理に
必要な通路を確保することとしました 

圃場につい
て 

・そば畑を残してほしい（3） 
 
・そばの栽培に支障の無いようにしてほしい
（1） 
・在来種の保全（2） 
・ゾーン分けによる管理（1） 
・家庭でできた堆肥を循環させて，野菜づく
りを続けられる「みんなの畑」がほしい（1） 
・みんなでわかち合う「食べられるコミュニティガ
ーデン」がほしい（1） 
・調布の特産物を作りたい（1） 
・かぼちゃの「いいたて雪っ娘」を作りたい
（1） 

・北側農業公園圃場は,そば栽培を基本に検
討することとしています 
・北側農業公園は,そば栽培と樹林再生を併
用することとしております 
・今後,運用の中で検討して参ります 
・同上 
・今後,運用の中で環境学習として検討して参
りいります 
・今後,運用の中で検討して参ります 
 
・同上 
・同上 

施設につい
て 

・貸し農地の私物化を防ぐためベンチを設置
（1） 
・管理施設は土間や縁台のあるものとしたい
（1） 
・車いす利用者も参加できるように（1） 
 
・トラクターが入れるように（1） 

・ベンチを設置することとしております 
 
・管理施設は簡易なものを想定しております。
今後建築設計の中で検討することとします 
・車いす利用者も参加できるよう主要な園路や
施設について配慮をすることとします 
・小型のトラクターが入れるようにしました 

防災 ・ベンチはかまどベンチとしてはどうか（1） 
 
・マンホールトイレ用の穴があると良い（1） 

・災害時の対応のため部分的にかまどベンチの
設置を検討することとしました 
・トイレを設置する計画であるため見送ることと
しました 

既存樹木 ・可能な限り伐採せずに残してほしい（2） ・不要な伐採はしないこととしております 
低炭素・再
生可能エネ
ルギー 
多様性 

・井戸，雨水活用，太陽光，風力，バイ
オマスなど自然エネルギーを活 用すべき
（2） 
・脱炭素，生物多様性を視野に入れた計
画（1） 

・今後建築施設設計において検討を行って参
りいます 
・北側農業公園内での樹林再現の中で生物
多様性にも配慮した樹種選定をおこないます 
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深大寺・佐須地域農業公園整備内容に関する意見の対応方針のまとめ（4/4） 
 項  目 意見概要 対応方針 

南北共
通 

運営につい
て 

・市民が参加できるような運営が良い（3） 
・公園の運営方法について説明してほしい
（1） 
・夜間の公園の利用について説明してほしい
（1） 
・北側で冬のみ蕎麦栽培とあるが，借りる側
が使いづらい（1） 
・人材の育成，予算の確保などが必要
（1） 
・公園の整備を進めるにあたって，市民による
運営団体を公募し話し合いにより整備を進
める（2） 
・農業公園内のボランティアは有償ボランティ
ア・無償ボランティアがいるので，統一した方
が良い（1） 

・運営については,頂いた意見を踏まえ,今後
検討して参ります 

 
 
 

イベント ・ホタルの里の復活(子供の生態系学習)
（1） 
・子供向けの重機乗物体験 
(トラクター，田植え機，稲刈り機，ユンボな
ど)（1） 
・いちご収穫体験(市内で出来るところがない
ため)（1） 

・イベント等については今後,運用の中で検討
して参ります 

 
 


