
● ワークショップ参加申込およびスポーツ施設に関すること
世田谷区スポーツ推進部スポーツ施設課（〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27）
担当：中村、稲嶺、小倉 電話：03-5432-2744 FAX：03-5432-3080

● 公園施設に関すること
世田谷区みどり３３推進担当部 みどり政策課 （〒158-0094 世田谷区玉川1-20-1）
担当：土屋、永翁 電話：03-6432-7903 FAX：03-6432-7989

上用賀公園拡張事業
公園づくりニュース
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みどり33推進担当部
オープンパーク開催のおしらせ

令和４年度
8月 ９月 10月 11月 12月 3月

上用賀公園計画地から概ね半径１キロ圏内にお住まいの方に、上用賀公園
拡張区域における公園・スポーツ施設整備に関するアンケートを行いました。
大変多くのご意見・ご回答が集まりました。ご協力いただきありがとうご
ざいます。
現在、集計を行っており、結果は世田谷区ホームページにておしらせいた
します。

アンケート調査を行いました

上用賀公園拡張区域において、計画の説明パネルを設
けたブースを設置し、実際に現地を見ていただきながら、
担当者がその場でご意見をお伺いいたします。

第1回オープンパーク： 9月10日(土) 午前10時 ～ 午後４時まで
※雨天中止 予備日： 9月17日(土) 午前10時 ～ 午後４時まで

第2回オープンパーク：10月15日(土) 午前10時 ～ 午後４時まで
※雨天中止 予備日：10月16日(日) 午前10時 ～ 午後４時まで

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度

事業者選定準備・公募 設計・工事 開設

事業スケジュール（予定）

アンケート調査(終了)

第１回ＷＳ(8/6)
（終了）

第２回ＷＳ(9/3)
（終了）

第３回ＷＳ
(10/1)

第４回ＷＳ (10/22)

第１回オープンパーク
(9/10)

第２回オープンパーク
(10/15)

暫定利用に向けた整備

暫定利用※

※工事着手までの間、公園予定地の一部を広場等としての利用を検討しています。

これから

お問い
合わせ
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ながおさ

開催場所は上用賀公園拡張区域となります。
 開催場所住所：世田谷区上用賀四丁目36番
 当日は現地に直接お越しください。
（参加自由・申込不要）

 開催中は拡張区域を自由開放しています。
ご都合のいいお時間にお越しください。

 詳細は、今後区のホームページでお知らせします。

基基本本計計画画ののととりりままととめめ・・作作成成

意意見見のの反反映映 区区民民意意見見募募集集
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第１回ワークショップを開催しました
令和4年8月6日(土)に第１回ワークショップを開催しました。
詳細については中面をご覧ください。

この度、第３回・第４回ワークショップの参加者を募集いたします。
参加ご希望の方は、事前申込が必要となります。

会 場：用賀中学校 特活室
日 時：10月1日（土）午後２時 ～ 午後４時30分（予定）
定 員：40人程度

会 場：第１部 桜丘区民センター 第１・第２会議室
第２部 用賀中学校 特活室

日 時：10月22日（土）第１部 午後１時 ～ 午後３時30分（予定）
第２部 午後５時 ～ 午後７時30分（予定）

定 員：第１部 35人程度、第２部 40人程度
※第１部、第２部ともに同じ内容です。

受付期間：各回ともに９月12日(月)～９月22日(木) 午後５時まで
※どちらか一回のみの参加も可

対 象：世田谷区内に在住、在勤、在学の方
※応募者多数の場合は抽選とさせていただく場合がございます。

オンライン申請は
こちらから

第３回・第４回
ワークショップ参加者募集！

公園づくりニュースでは上用賀公園拡張事業の進捗についてお知らせいたします。

第４回ワークショップでは、第１回～３回の議論を踏まえた
公園イメージを３Dモデルでご覧いただけます。

アイデアを
皆で出し合って

アイデアを
基に3次元モデルを

作成！

全員で公園のイメー
ジを共有！

※イメージです

申込先：スポーツ推進部
スポーツ施設課

TEL番号：03-5432-2744
FAX番号：03-5432-3080
（平日：午前8時30分

～午後5時）

申込方法：区のホームページからオンライン申請のページへアクセスしてお申込みいただく
か、スポーツ施設課までTELもしくはFAXにてお申込みください。

◆ 第３回ワークショップ【テーマ：災害時の利活用～防災機能～ 】

◆ 第４回ワークショップ【テーマ:平時の利活用～休憩・憩い機能～ 】

◆ 各回共通事項

FAXでのお申込みは、以下の①～⑤をご記入の上、送信ください。
①氏名 ②住所 ③連絡先 ④世田谷区に在住・在勤・在学 ⑤参加希望回
※その他配慮が必要な事等ありましたらご記入ください。

音声コード

このマークは目の不自由な方のための「音声コード」です。→

どんな公園が
いいかな？
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関東中央
病院

上用賀公園
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拡張区域

当日の出入口



② スポーツを中心としたレクリエーションの空間づくり
【整備の⽅向性】【整備の⽅向性】
•区ではスポーツ施設が不⾜しているので
体育館と多⽬的広場は作ってほしい

•子どもたち向けの施設がほしい

•スポーツ機能よりも公園機能を重視して
ほしい

•子どもの声による騒音が心配

【屋外施設（多⽬的広場、その他屋外の運動機能）】【屋外施設（多⽬的広場、その他屋外の運動機能）】
•多⽬的広場はもっと広く芝生の広場がいい
•サッカー・テニスなど多様な種⽬がしたい
•高齢者の方も使えるような健康遊具がほしい
•夜間も走れるランニングコースがほしい

•グラウンドは⼈⼯芝とせず環境に配慮してほしい
•周辺施設や住宅に配慮し、屋外スポーツ施設にライト・
スピーカーをつけないでほしい

【屋内施設（体育館）】【屋内施設（体育館）】
•多様なスポーツ（バスケット・バドミントンなど）ができるようにしたい
•トレーニングルームやフィットネススタジオがほしい
•カフェや子ども食堂がほしい
•地域の方が集まれる集会室や図書スペースがほしい
•温浴施設がほしい
•⼤蔵第２体育館の代わりであれば観客席は不要では︖
•飲食施設は不要と思う

【体育館整備の⽅向性】【体育館整備の⽅向性】
•インクルーシブデザインが施された施
設にしたい

•世田谷らしいデザインの体育館がいい
• ｢治安｣｢騒音｣｢環境｣を考慮して半地下
化にしてほしい

•⼤きく威圧的な建物はやめてほ
しい

•音、光が心配
•体育館の高層化は反対

基本構想の詳細は世田谷区ホームページに掲載しています。「(仮称)上用賀公園施設整備事業基本構想について」
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/bunka/003/002/d00189255.html 
ホーム＞目次から探す＞文化・スポーツ・生涯学習＞スポーツ・レクリエーション＞スポーツ施設一覧＞（仮称）上用賀公園施設整備事業基本構想について

上用賀公園拡張

① みどりをつなぎ・ひろげる空間づくり
【樹木】【樹木】
•既存樹木を残してほしい
•子どもたちとともに成⻑する森をつくりたい
•緑と花がいっぱいの公園がいい
•マンションの周りにスペースをかなり取って
樹木を植えてほしい

•古い樹木は倒木の危険等があるため、伐採し、木を更
新するべき

•⾒通し等の安全は確保できるのか︖
•落ち葉・倒木等、維持管理の問題にも配慮してほしい

【公園整備】【公園整備】
•芝生広場がほしい
•子どもたちの遊び場がほしい
•生き物に触れられる場所がほしい
•ボール遊びができる空間をつくりたい
•犬を連れてのんびりしたい
•きれいなトイレが欲しい

•従来の上用賀公園と機能が重複
しないようにすべき

•ボール使用は制限するべき
•ペット連れの⽴ち⼊りを禁止し
てほしい

④ その他の意⾒・要望
【アクセス、周辺との連続性】【アクセス、周辺との連続性】
•用賀中町通りから馬事公苑まで歩道橋等でつながりを持たせたい
•駅からつなぐ100円バスを整備してはどうか
•バス・タクシーの使いやすさを向上させてほしい
•世田谷通りを横断する押しボタン式信号を付けてほしい
•コンビニへの信号か横断歩道が必要ではないか

【その他】【その他】
•イベントなどを屋外で開催する際、柔軟に対応できるように公園を整備してほしい
•区⺠・住⺠が積極的に参加できるようなクラブ（コミュニティ）をつくりたい
•幼児とシニアが連携できるような施設や空間がほしい
•子育てがしやすい環境整備をしてほしい
•タバコ・アルコールの禁止を徹底してほしい
•アナウンススピーカーの位置は考慮してほしい

令和4年8⽉6日(⼟)に第１回ワークショップを開催しました。
37名の方にご参加いただき、6グループに分かれて基本構想の3つの基本方針に沿って「やりたいこと」「期待すること」「懸念するこ
と」等についてグループワークを⾏いました。

第１回ワークショップ を開催しました

ワークショップでの主なご意⾒

ググルルーーププごごととにに
デディィススカカッッシショョンン

各各ググルルーーププのの
意意見見のの

ままととめめのの発発表表

③ 安全・安心の公園づくり

【防犯対策】【防犯対策】
•⾒通し等の安全確保
•管理⼈がいると安心
•監視カメラを配置してはどうか
•昼夜共に不審者対策が必要

【利用時間】【利用時間】
•⼣方〜夜中も散歩で使いたい
•鍵はかけずいつでも利用できるようにして
ほしい

•夜間の騒音、治安の悪化が心配であるため、エリ
アを決めて閉める

【災害対策】【災害対策】
•⼩学校の避難所にはない防災設備を⼊れたい
•緊急時に開設できるテント等を置いておきたい
•防災広場や施設を整備してほしい
•防災訓練可能な施設を整備してほしい
•緊急事態・病院の緊急時の出⼊りを確保してほしい
•関東中央病院と連携した災害時対応が出来るようにしてほしい
•体育館屋上にヘリポートを置いてはどうか
•マンホールトイレやかまどベンチを整備したい
•防災シェルターを整備したい

【周辺交通】【周辺交通】
•既存開園地間に子どもが通れる橋をつけたい
•⾞と公園利用者が交錯しない通路を整備してはどうか
•⾞のスピードをおとす仕掛けが必要
•障害者が利用しやすい仕掛けが必要

⿊字︓やりたいこと・期待すること ⾚字︓心配事・意⾒要望

【駐⾞場】【駐⾞場】
•違法駐⾞を防ぐためにも駐⾞場は整備してほしい
•必要⼗分な台数の駐⾞場を確保してほしい
•ヘリポートなど、防災視点で⼤きさを決めてほしい

•駐⾞場は子どものチームのバス分のみでいい
•駐⾞場はできるだけ⼩さくしてほしい
•アスファルト舗装にしてほしくない

たくさんのご意⾒ありがとうございました。
公園整備への期待が⾼い⼀⽅で、近隣にお住いの⽅々を中
心に建物の大きさや騒⾳、治安についての心配など様々な
ご意⾒がございました。
今後のワークショップなどで、地域住⺠の⽅々の不安を取
り除くような対策を皆様と検討していきながら、基本計画
案を作成してまいります。

様様々々なな意意見見がが
出出ままししたた


