
① 玉川野毛町公園拡張計画に関するアンケート

近隣配布(１㎞圏)チラシ、WEB による

実施期間：令和元年 8 月 24 日～9 月 30 日

配布部数：13,353 部

回収サンプル数：ハガキ 398 件、WEB 40 件  計 438 件 

回収率：約 3.3％

玉 川 野 毛 町 公 園   

拡 張 事 業  

アンケート結果(1)

近隣配布(１㎞圏)アンケート  
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① 郵便
ゆうびん

ポスト（切手
き っ て

を貼
は

る必要
ひつよう

はありません）に投函
とうかん

 

② 玉川
たまがわ

野毛町
の げ ま ち

公園
こうえん

の投函箱
とうかんばこ

に投函
とうかん

(下図
か ず

箇所
か し ょ

)  

③ 右
みぎ

の QR コードからアンケートに回答
かいとう

 

 

締切日
し めきり び

は 令和
れ い わ

元年
がんねん

９月
がつ

３０日
にち

（月
げつ

）です。 

発行者:世田谷区みどり３３推進担当部公園緑地課  

【アンケート回答
かい とう

方法
ほう ほう

】 

 以下
い か

①～③のいずれかの方法
ほうほう

でご回答
かいとう

を 

お願
ねが

いいたします。 
 

郵便
ゆうびん

はがきの場合
ば あ い

は、本紙
ほ ん し

よりミシン目
め

に沿
そ

って取
と

り外
はず

し、切手
き っ て

を貼
は

らずにそのまま郵便
ゆうびん

ポストへ投函
とうかん

ください。 

問い合わせ先： 

世田谷区役所みどり３３推進担当部公園緑地課 

電話 ：０３－５４３２－247８ 

FAX ：０３－５４３２－3083 

担当 ：津田、小野 

アンケート投函箱
とうかんばこ

設置
せっち

箇所
かしょ

 

キリトリ 

郵送先
ゆうそうさき

の（株）オリエンタルコンサルタンツは玉川
たまがわ

野毛町
の げ ま ち

公園
こうえん

拡 張
かくちょう

事業
じぎょう

計画
けいかく

検討
けんとう

業務
ぎょうむ

を区
く

より受託
じゅたく

している会社
かいしゃ

です。 

【アンケート調査
ちょうさ

の目的
もくてき

】 

世田谷区
せ た が や く

では、玉
たま

川
がわ

野
の

毛
げ

町
まち

公
こう

園
えん

拡 張
かくちょう

事業
じぎょう

を進
すす

めており、昨年度
さくねんど

基本
き ほ ん

計画
けいかく

（骨子
こ っ し

）をとりまとめました。今後
こ ん ご

、公園
こうえん

の計画
けいかく

づくりの検討
けんとう

を進
すす

めるうえ

での参考
さんこう

とするため、基本
き ほ ん

計画
けいかく

（骨子
こ っ し

）ならびに公園
こうえん

計画
けいかく

についてのアンケ

ート調査
ちょうさ

を 行
おこな

います。ご回答
かいとう

の 協 力
きょうりょく

をお願
ねが

いします。 

 

QR コード 

キ
リ

ト
リ

 





アンケート結果 

属性 

住所  世田谷区（ ）（   ）丁目 

年齢  □～１２歳 □１３～１８歳 □１９～６４歳 □６５歳以上
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あ
問
とい

２ 基本
き ほ ん

計画
けいかく

（骨子
こ っ し

）を踏
ふ

まえ、玉川野毛町
た ま が わ の げ ま ち

公園
こうえん

でどんなことがしたいですか。 

【複数
ふくすう

回答可
かいとうか

（５つ程度
て い ど

）】 

問
とい

１ 玉川
たまがわ

野毛町
の げ ま ち

公園
こうえん

拡張
かくちょう

事業
じぎょう

基本
き ほ ん

計画
けいかく

（骨子
こ っ し

）に対
たい

してどのような印象
いんしょう

をお持
も

ちですか。 

また、足
た

りない視点
し て ん

、加
くわ

えたい視点
し て ん

がある方
かた

はご記入
きにゅう

ください。 
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※回答は、キーワードごとに分類して掲載しています。 
※個人が特定できる固有名詞等は、特定できない言葉に変換しています。 
※全く同じ文言の回答は、一つの回答として掲載しています。 
※一文に異なるキーワードが 2つ以上含まれている文は、重複して記載しています。 
 
 

目次（キーワード） 

みどり 

樹木・草花・・・・・・4 
自然・・・・・・・・・7 
生物・・・・・・・・・9 
 
歴史・文化 

歴史・・・・・・・・・10 
文化・・・・・・・・・11 
 
安心・安全 

防災・・・・・・・・・12 
防犯・・・・・・・・・13 
バリアフリー・・・・・16 
交通安全・・・・・・・17 
ルール・・・・・・・・18 
 
公園での過ごし方 

あそび・・・・・・・・19 
運動・・・・・・・・・21 
散策・・・・・・・・・22 
くつろぎ・・・・・・・23 
憩い・・・・・・・・・25 
学ぶ・・・・・・・・・26 

 

利用者・周辺住民への配慮 

誰もが使える公園・・・・27 
周辺住民への配慮・・・・31 
 
地域の活性化 

魅力ある公園づくり・・・34 
回遊性・・・・・・・・・37 
観光・・・・・・・・・・38 
 
公園の施設 

飲食・物販施設・・・・・39 
スポーツ施設・・・・・・42 
遊戯施設・・・・・・・・44 
駐車場・・・・・・・・・45 
トイレ・ベンチ等・・・・46 
その他の施設・・・・・・48 
管理・・・・・・・・・・50 
 
その他 

その他・・・・・・・・・51 
 

問
とい

３ 基本
き ほ ん

計画
けいかく

（骨子
こ っ し

）を踏
ふ

まえ、新
あら

たに広
ひろ

がる玉川
たまがわ

野毛町
の げ ま ち

公園
こうえん

がどのような公園
こうえん

になったら良
よ

い

ですか。【自由
じ ゆ う

回答
かいとう

】 
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樹木・草花 

・緑の多い憩いの場所にしてください。 
・エントランスゾーンの縮小と、みどりゾーンの拡大を求めます。 
・等々力渓谷とは違う緑のスペースにしてほしい。 
・木影の有る、やや低めの坐りやすいベンチ希望。 
・一年中野鳥が来れるように、木の実がなる雑木林もほしい。 
・ロンドンのハイドパークのようなイメージで、緑を活かし、木陰で本を読んだりする
スペースがたくさんあるとうれしいです。 

・木かげの多い公園。 
・森や林に近い、自然な公園希望。 
・木かげがたくさんほしい 
・高木を残しまたは増殖し自然公園を等々力渓谷と共に整備していく。 
・樹林が多すぎて、暗くなっては、防犯上、困ります。公園の中を通る道路も、照明を
増して、安全安心なにぎわいのある公園にしてもらいたいです。 

・雑木だらけが自然ではありません。 
・植樹で春は桜、秋は紅葉を楽しめる場所として欲しい。 
・折角、緑が生い茂っているのでトトロの森のような自然林にして、その中を散策でき
る様にして下さい。よろしくお願いいたします。 

・木はなるべく残してほしいです！！ 
・２４時間無料で出入りできて柵や監視カメラなどなく寝たり起きたり集ったり歌った
り自由にくつろげて誰一人排除されることなく、緑の原と高い木がたくさんあって、
目にもすべての生き物にも優しい、１万人位入れる公園。 

・樹木が多く、芝生と花がバランス良く植えられている公園 
・せん定をやり過ぎない。ボリュームある樹木に育ってほしい。 
・木をたくさん残し花をたくさん植えてほしい。 
・木はできるだけ切らないでほしい 
・温暖化Ｓｔｏｐに貢献できる公園（木を多くしてほしい） 
・ブランコの後など、視界をさえぎる植樹が多くて子どもを遊ばせるのに不安。 
・既存樹木を生かした大人が楽しめる静かな公園を望む。 
・砧公園のように大樹に囲まれた酸素が豊富で緑豊かな公園が良いと思います。 
・規模は違いますが、明治神宮のように先々どのような森になるかを考えた植栽にして
ほしいです。今ある樹木は残してほしいです。 

・できるだけ緑や木を残してほしいです 
・木々など緑を多く残し、子供も大人も自由に様々に楽しめる公園 
・森林浴できる、リラックスできる場所 

樹木・草花 
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・樹木や花畑で目の保養が出来て、多様の運動・スポーツが楽しめる公園。テニスや投
球練習用の壁などあっても。 

・今有る樹木をすべて使ってほしい 
・樹木や草花に名札を添え自然に関心をもってもらう 
・シンボルツリーのある広場が欲しい 
・芝は不要で草地と樹があれば十分。 
・木陰の多い大本を配し静かに寛げるエリアを確保した公園にする。 
・貴重な園内南側の樹林地を生かし、そのままに。つくば市のゆかりの森のように自然
林を見ながらの散策路があると良いと思います。 

・静かで緑が多く、森みたいな公園 
・人々の声を吸収するような、マンション内部を眺められないような高い樹木を境界線
に増やしてほしい。 

・樹木中心の、出来るだけ人工物を作り込まない自然のままの公園にして欲しい。 
・樹木の手入れは必要。 
・ヨーロッパのどこの都市にもあるような木と芝とベンチがあればよいのです。 
・緑や花の庭園。フラワーパークを希望します 
・四季折々にお花が咲く美しい公園になったら良い 
・花の多い公園 
・ゆったり散歩したり、花を見られる空間に。桜を植えて。 
・草木花が欲しい。 
・公園の花壇にチューリップやパンジーというのは違うと思う。あと、例えば秋の七草
など子供たちが自然に花や文化とふれあえたらいいと思う。 

・緑や花が豊かにあるホッとする場所 
・ＮＹのセントラルパークの様にきれいに整えられ、芝がたくさんあり、市民の憩の場
にしてほしいです 

・公園が出来るのを楽しみにしています。みどりの多いお花の公園にして下さい。 
・運動したり花を見たり、ゆっくり座れるような空間も欲しいと思います。 
・日比谷公園のような、緑とお花がたくさんあって、ベンチに座ってくつろげる場所 
・(ベンチ)(木影)(芝生)(広場)(散策路)(薬草苑コーナー)(万葉植物苑コーナー) 
・樹木や草花に名札を添え自然に関心をもってもらう） 
・芝は不要で草地と樹があれば十分。 
・ピクニックが出来るよう芝生広場が欲しいです。3才の娘がいるので、大きくなる公
園楽しみにしています。 

・現在の野毛公園の環八に面したエリアの計画には賛同できません。現在花壇がとても
よく整備されていて、様々な花が季節ごとに咲いていて、良い雰囲気です。あのエリ
アがなくなってしまうのは反対です。  

樹木・草花 
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自然 

・来訪者が歴史と自然を満喫できるような場所にしてほしいです 
・遠くの人たちも来たがる、最先端で、緑あふれる、楽しい公園にしたい 
・樹木中心の、出来るだけ人工物を作り込まない自然のままの公園にして欲しい 
・アスファルト舗装はしないで欲しい 
・緑や歴史をじっくりと感じられる場にしてほしい 
・モノを作りすぎることなく自然に配置して下さい 
・子どもが自然に触れながら思いきり体を動かして遊べる環境があるとよい 
・余計な開発はするべきではなく、等々力渓谷の延長として、自然の生態系を維持発展
する森としてつくり、その中に最小限の公園があるべきと考えます 

・自然豊かな中にも、人の手入れが行き届いた美しい景観が良い 
・施設を充実させるというよりは、シンプルに水と自然にいやされる空間がよい 
・時代の流れで風化しない自然味ある公園を望みます 
・歴史的観点から、縄文～古墳時代の当時の人々が、この地域で日常生活を送っていた
事がイメージできるような、地形を生かした景観、水の流れがあると良い。一年中野
鳥が来れるように、木の実がなる雑木林もほしい 

・緑が繁る、自然豊かな公園にして欲しい 
・自然がいっぱいは何よりです。昆虫も舞う広大な公園を願っています 
・緑の中を、ジョギング・サイクリングなどができる公園 
・自然の中で、読書などができる公園 
・人工物は最低限として、なるべく自然に近い状況を希望する 
・等々力渓谷への人達を含む来訪者が、自然を味わえる公園 
・大人から子どもまでが緑に親しみくつろげる公園になるといいと思います 
・森や林に近い、自然な公園希望 
・余計な施設は一切いらないから、等々力渓谷とつなげて、常態化する夏の猛暑が少し
でも緩和するように緑の多い公園にして欲しい 

・カフェやレストラン施設を作って人集めをするのではなく可能な限り緑の自然を残し
て四季折々住民が憩いの場として利用出来る様望みます 

・世田谷区民の健康増進を目指して極力舗装を無くし、緑と土と水を主体にして欲しい 
・近隣住民でない人が外からたくさん集まってくるような施設はおちつかない。等々力
渓谷だけで十分。うんざり。せめて写真とったりグループで騒いだりするような人が
増えるような施設はやめて。ただの緑の空地がいい 

・木陰、自然の地面（緑地や土）、水辺が大部分の環境でゆっくり過ごせる公園 
・遊具も少しありつつ、しかし物はあまりない方が良いです 
・高木を残しまたは増殖し自然公園を等々力渓谷と共に整備していく 

自然 
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・二子玉公園や東京ミッドタウン（六本木）のように広々と視界のよく緑と都会的な部
分がうまく融合してる公園にしてほしい 

・Nature Center のように武蔵野の本来の自然を残した植栽を希望します 
・なるべく人工物は設置せず、自然教育園（白金）のような場所にしてほしい 
・ゆったりとした時の流れを感じられる自然が多く残る、いつでもくつろげる公園にな
ったら良いです 

・二子玉川公園（多摩川含む）、等々力渓谷と回遊性ある姿にしたいですね。神社等も
含め。緑と水のグリーンネットワークを 

・小さい子どもがいるので、子ども達が安心して遊べ、自然に触れられる場となること
を期待しています 

・あまり人工的な公園とせず自然を生かした公園としてほしい 
・人工物は極力避けて、あるがままの自然を残す形にして頂きたいです。イギリスやフ
ランス等の公園を手本にして頂きたいです 

・住宅(落ついた）街に、自然をうまく融合させて欲しい 
・等々力渓谷と現在の公園をつなぐ自然豊かな場所を希望 
・子供が自然を感じ、活発に遊べる場所になるといいなと思います 
・子どもだけのＣＡＭＰなど、自然の中で学べ、安全なところにしてほしい 
・自然豊かで静かな公園 
・特に水に親しめる空間を希望 
・自然豊かなくつろぎの場所で子供たちが安全に遊べる様な公園をお願い致します 
・年齢層の高めのものとしては、緑の中でくつろいでお茶をできたり、落ち着いた環境
の中でゆっくり体を動かしたりできるスペースが良い 

・玉川地区の自然の良土をこの公園でも活かして欲しい 
・子どもやお年寄が安全に遊びくつろぎ緑に親しめるような場 
・緑の多い整備された公園をお願いします 
・将来的には等々力渓谷と一体化した自然公園になると良いと思います 
・人工的な建造物をできるだけ少なく、レストランやカフェなどは、自然な緑化を妨げ
ない程度でとどめる 

・自然を残してほしい 
・都立野川公園をモデルケースにしたら good。緑の無にもない広場があればそれで良
し! 

・レストラン等建てないで、緑の多い静かな公園が良い（ベンチ位で） 
・等々力渓谷、大塚山古墳につながる緑あふれる整備された公園になることを望みます 
・自然を生かした公園  
・樹木や草花に名札を添え自然に関心をもってもらう 
・等々力渓谷や古墳といった自然、文化を学ぶ中心の施設なってほしい 

自然 
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・本来の自然や生態系をなるべくこわさず、緑や生き物豊かな公園作りをしてほしい 
・貴重な園内南側の樹林地を生かし、そのままに。つくば市のゆかりの森のように自然
林を見ながらの散策路があると良いと思います 

・砧公園のような緑豊かな部分と駒沢公園のような遊具で遊べる部分の両方がある公園 
・子どもだけでなく、様々年代の人が利用できる自然あふれる公園 
・等々力渓谷とも繋がりがもてる緑多き自然を生かした再生利用可能な素材を使った公
園。 
・動物、植物など生き物と共存できる公園を希望。 
・自然を欲したときに立ち寄れてリフレッシュできる場所になったら嬉しいです 
・将来的に等々力渓谷と繋いで自然を生かした一帯になれば良いなと思います 
・自由に走り回るスペースは玉川野毛町公園内に既にあるので、緑をさらに増やした自
然豊かな公園にしてほしい 

  

自然 
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生物 

・メダカやあまがえる、ヤゴ、日本の生物がいきる水場がほしい。 
・蚊や虫が少ないと利用しやすいです。 
・一年中野鳥が来れるように、木の実がなる雑木林もほしい。 
・種々の鳥も訪れるようになったら良い。 
・自然がいっぱいは何よりです。昆虫も舞う広大な公園を願っています。 
・世田谷区の蝉、トンボが生きる公園。 
・動物園ではないので生き物も不要。 
・夏、蚊の対策をやってほしいです。（登隔熱など） 
・２４時間無料で出入りできて柵や監視カメラなどなく寝たり起きたり集ったり歌った
り自由にくつろげて誰一人排除されることなく、緑の原と高い木がたくさんあって、
目にもすべての生き物にも優しい、１万人位入れる公園。 

・蚊の対策をしてほしい。 
・本来の自然や生態系をなるべくこわさず、緑や生き物豊かな公園作りをしてほしい。 
・動物、植物など生き物と共存できる公園を希望。  
・以前もカメ？の小屋があったが、生きものも負担になると思うので反対。池なども不
要。 

 
  

生物 
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歴史 

・来訪者が歴史と自然を満喫できるような場所にしてほしいです。 
・緑や歴史をじっくりと感じられる場にしてほしい。 
・歴史的観点から、縄文～古墳時代の当時の人々が、この地域で日常生活を送っていた
事がイメージできるような、地形を生かした景観、水の流れがあると良い。一年中野
鳥が来れるように、木の実がなる雑木林もほしい。 

・この地域の歴史（野毛古墳などの）が学べる公園が良い 
・最近野毛大塚古墳の勉強会に参加 この地域や大和朝廷からの歴史・流れ文化につい
て学び、ほこるべきこの地域のこと、古墳→ゴルフ場→防空研究所だったことを含め、
歴史・文化等々を後世にのこす施設も併せて作ってほしい 渓谷と共に歴史（崖線も
含め）文化の地域になるように 

・地域の歴史が学べたらよいなぁ～。 
・歴史と文化を感じさせる公園である事を望みます。 
・国分寺崖線に点在する野毛大塚を中心とする古墳群の総合解説展示場も隣接すべきで
は？ 

・古墳の貴重さがアピールできていない。 
・この地域の歴史（野毛古墳などの）が学べる公園が良い 
・古墳群を活用したダイナミックな公園にしてください。 
・古墳については、ある程度再現をして、見て当時の様子が想像できるようにすると楽
しさが増すと思います。例：今城塚古墳・保渡田古墳群 

・等々力渓谷や古墳といった自然、文化を学ぶ中心の施設なってほしい。 
・史跡(古墳)プラス運動・スポーツを組合わせ、あらゆる年代が安全に身体を動かせる
ことができる遊具、運動施設、広場が充実した公園。テニスコートの増設、サッカー
またはフットサル場設置 

 
 
  

歴史 
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文化 

・公園の花壇にチューリップやパンジーというのは違うと思う。あと、例えば秋の七草
など子供たちが自然に花や文化とふれあえたらいいと思う。 

・歴史と文化を感じさせる公園である事を望みます。 
・等々力渓谷や古墳といった自然、文化を学ぶ中心の施設なってほしい。 
・わざわざ遠くからでも足を運びたくなるような、様々な体験活動や、日本文化（茶道、
華道、書道）などに親しめる建物などもできたら良いと思います。 

・最近野毛大塚古墳の勉強会に参加 この地域や大和朝廷からの歴史・流れ文化につい
て学び、ほこるべきこの地域のこと、古墳→ゴルフ場→防空研究所だったことを含め、
歴史・文化等々を後世にのこす施設も併せて作ってほしい 渓谷と共に歴史（崖線も
含め）文化の地域になるように 

・近辺は洋風のものばかり。節句も 3月 3日のヒナ祭が目立ち鯉ノボリが廻りで見られ
ないので、ぜひ 1つ。＜日本の原風景＞ 

 
  

文化 
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防災 

・避難所として、もっと防災に力を入れてほしいです。 
・この地区の避難場所にもなるような工夫がほしいです。 
・野毛に限らず世田谷区はコンサート会場がないので、二子玉川や野毛など大きな公園
に作ってほしい。特に地下に作れば防災拠点（避難所）にもなれると思う。 

・災害時の避難場所としての機能を充実させて下さい。 
・二子玉川公園（庭園不用）のように、ふだんは何もない広い芝生の公園とし、避難場
所（テント村や駐車スペース）としたとき用に、仮設トイレや水場を用意してほしい。
ハコモノ等はいらない！ 

・常に子供が遊んだり、大人がまったりしたりと多目的な公園、かつ災害のときに多く
の人が避難できるように、という意味で。 

・火災、地震、対策だけでなく、大規模噴火対策用の地下シェルターのご検討をお願い
します。 

・避難所としてのそなえも希望。 
・川の氾濫などが多い近年。区の予算はゲリラ豪雨の対策につかって頂きたい。 
・災害時に快適にすごせる公園 
・避難所として使用出来る建物を建て平常はレストラン（高級でない）、カフェに使う
のは良し。 

・環八の外回りには災害が起きた時に大勢の人が避難する施設がありません。玉川小学
校への避難は環八から遠すぎます。年配の人々や子供が安全に安心して留まる施設が
あればいいと思います。 

・祭りや防災訓練の練習の場を提供すること。 
・防災無線放送全部聞こえない（川崎の方が聞こえる） 
・玉川小学校が避難所、遠方すぎ 
・防災対応 
・広域避難地域 
・帰宅難民対応のレストラン等があれば良いと思う。 
・首都直下地震。南海トラフ地震。大雨など災害時を第一に整備案を検討してその余力
で平時の利用を考えてもらいたい。有事の際は、広いスペースのようなものも必要だ
と思う。そこは平時は駐車場でもいい。 

・近年の天候を考えると建物にもスペースが必要でしょう。平時は高齢者向けの運動ス
ペースでも良いと思う。 

・またエネルギーの確保はどうするの。ソーラーパネル？電池？まずは、災害時に機能
する施設にすることを計画し、その平時利用を示してもらいたい。それが現代の公園
ではないか？ 

防災 
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・災害時にも安心に集まれる場所になるとうれしいです。 
・避難所としての充実した機能 
・水害(多摩川・丸子川・谷沢川)などの災害に対しての避難所・建物 
・災害時には、避難所として活用できる様に、設備を整えていただきたいです。 
・公園の休憩所に園内の安全管理を兼ね、防災相談に乗ってくれるスタッフがいてくれ
たら嬉しい 

・世田谷区としての自然災害に対応できる設備施設を考えてください。 
・災害対策に重きを置く。 
・災害発生時に 6.6haもの敷地は、災害廃棄物の仮置場や、自衛隊利用する土地として
有用である。災害発生時にも強い施設整備を願う。 

・災害時には防災公園としても利用できるようにしていただくのは良い事ですが、マン
ションそばに大型乗り入れができる駐車場や、トイレなどは作らないでください。マ
ンションからの景観が悪くなります。 

・災害時にはキャンプ用品を持っている人たちがテントを建てて避難できる場所として
も活用できたら良いと思う。 

 
  

防災 
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防犯 

・安全であることが望ましいと思っています 
・安全・防犯面もちゃんとしてほしい。 
・地域の方が安心、安全に過ごせる場にしてほしい。 
・この近辺、暗いイメージがあるので明るい環境を作りたい。 
・小さな子どもが安心して遊べるとうれしい。 
・外灯の多い、安全で明るい公園。 
・夜暗くなりましてからの防犯が気になります。 
・事件事故が起きないよう外灯設備多く設置していただきたいです。 
・きれいで明るく、人が集まる公園。 
・夜間など、危険な状態にならぬようお願いします。 
・子どもたちが安心してあそびに行ける様に、歩道橋の整備や治安面の配慮もおねがい
します。 

・夕方以降でも暗くなく（以前は、こわかったので）、安全で、清潔な施設が地域の平
和・誇りとなるようなものであってほしい。 

・子供たちが安全に遊べる公園になってほしいです。 
・住宅街なので騒がしいや地安の悪化は絶対に許されません。 
・清潔なトイレと安全地域になる事 
・子供が地域の方に見守られながら、安心してのびのびと遊べる公園にしてほしい。楽
しみにしています！！ 

・安心、安全で、小さい子供から成人、老人もきもちよく、利用できる公園 
・樹林が多すぎて、暗くなっては、防犯上、困ります。公園の中を通る道路も、照明を
増して、安全安心なにぎわいのある公園にしてもらいたいです。 

・小さい子どもがいるので、子ども達が安心して遊べ、自然に触れられる場となること
を期待しています。 

・幼児が安心してあそべるエリアがほしい。 
・野毛町は大変地見が明るい二子玉川公園のような公園にして下さい。 
・子どもだけのＣＡＭＰなど、自然の中で学べ、安全なところにしてほしい。 
・子どもや女性、老人が安心して利用できる、せいけつで安全な物になればいいと思い
ます 

・公園の中、周りもっと照明を増やしてほしいです。全体的に暗いです。 
・野毛公園は少し暗い。 
・住宅や保育園が近くにあるので、見晴らしよい、不審者対策がなされている様にお願
いしたいです。 

・自然豊かなくつろぎの場所で子供たちが安全に遊べる様な公園をお願い致します。 

防犯 
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・公園に変な人が住みついたりしないようしてほしい。 
・野毛公園の道路は夜間は人通りが無く、境界部の歩道が直線では無いので、奥に死角
が出来て女性と子供は危ないので、夜に現地を見て確認して対策をして欲しいです 
・ブランコの後など、視界をさえぎる植樹が多くて子どもを遊ばせるのに不安。 
・子供たちが集まって安全に遊べる公園 
・明るく、子供が安心して遊べる公園になってほしいです。 
・静かで安全なエリアにして下さい 
・ホームレスがいない場所にしてほしい。 
・うすぐらいのを何とかしてください！ 
・安全安心なトイレと更衣室・夜間照明・防犯カメラの充実を。 
・子供達が安心して遊べるような公園 
・安全安心な公園（熱さ対策・防犯対策） 
・野毛大塚古墳は怖いから狂気な人が出ないよう考慮してほしいです。 
・形だけ整えるのではなく、子ども達が安全に集まれる様、セキュリティを考えてほし
い。ホームレスが住みつかないように。 

・等々力駅から環八の野毛公園前の交差点を渡り公園と公務員宿舎の間の道路を通って
帰宅しますが、夜間の通行に不安を感じています。防犯上の配慮をぜひお願いします。 

・安全で安心。 
・子どもが安心して遊べる公園が良いです。防犯カメラもできるだけ多く設置して欲し
いです。夜間入場不可にしてほしい。 

 
  

防犯 
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バリアフリー 

・子どもたちが安心してあそびに行ける様に、歩道橋の整備や治安面の配慮もおねがい
します。今の歩道橋はベビーカーや車イス、高齢者には使いにくいです。 

・また完全バリアフリー化も希望。 
・ケガをしない工夫をしてほしい。 
・安全な地面や遊具をそろえてほしい。 
・道がデコボコしていてあぶない。 
  

バリアフリー 
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交通安全 

・公園内に自転車がよく通る道が出来てから、ボール遊びや小さな子供が走り回るには、
少し危険を感じることが増えたように思います。自転車の進入のない場所があっても
よいと思います。 

・以前野毛公園でジョギングをしていましたが、野球のファールボールがネットを超え
て頭に当たりそうになり止めました。ジョギングやウォーキングができるコースがあ
ると年配の方も利用しやすいと思います。 

・道路を広くし、歩道も安心して通行出来る様に、自転車も安心して通れる様にして下
さい。 

・付近に小学校通学路があり交通事故増加が心配なので、駐車場は台数が多すぎない程
度に、少し増やしてほしい。 

・子どもたちが安心してあそびに行ける様に、歩道橋の整備や治安面の配慮もおねがい
します。今の歩道橋はベビーカーや車イス、高齢者には使いにくいです。 

・明るく開放的で、左右の公園を渡る時に車との事故が無いと良いなぁ。 
・自転車が通れる道もほしい。環９ぞいの舗道もせまいし、間に通る道路もせまく不便。 
・散策が自動車等を気にせずできるようになったら良いと思う。 
・細い道路をはさんでいます。道路を渡らなくても良い様にスロープの橋を渡らせたら
良いと思う。 

・中央の道路は廃道すべき  
・近隣に住み、公園周辺を車で通ることが多いので、玉川野毛公園と拡張計画地（級公
務員宿舎）の間の道路幅を拡張し、十分な幅を確保すると共に公園からの子供の飛出
しなど安全面もしっかり考えられた設計にしてほしい。  

交通安全 
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ルール 

・子供達が気がねなく自由にのびのびと遊べる場所がありません。「〇〇禁止」という
札のある公園ばかりです。子供が安全に思いきり遊べる空間が必要で、そのような公
園になれば良いと思います。 

・「～しないで下さい」「～してはいけません」等の、禁止文句ばかりの掲示板等は、立
てないで欲しいです。 

・来園者が規則を守り公共物を大切にする意識を持って、我々高齢者に対しての配慮あ
る場所にもなって欲しいです。 

・最近の公園は“アレ”をしてはダメ。“コレ”をしてはダメと禁止事項が多すぎて子供と
のびのび遊べる公園が少ないのでそんな公園にはしないでほしい。今の野毛公園は比
較的自由でいいと思う。 

・犬は必ずくさりにつないで散歩する事は徹底して下さい。 
・犬なら何をしても良いとは思いません。私も犬を飼う身として、吠えない、噛みつか
ない、小大便は適宜始末するということは欠かしません。そうした、行儀のよい犬の
みが公園を利用できる等の思い切った施策により「しつけ」の啓蒙をして頂きたいで
す。 

・犬の散歩エリアと、入れないエリア分ける。 
・犬を入れるならリードを付けてフンの後始末の処理を徹底する。 
・もしカフェを作るなら、ペットも入れる場所としてほしい 
・（二子玉川公園が理想的）子供が遊ぶエリアと、犬が遊べるエリアを分けてほしい。" 
・ペットと共生できる公園作りをお願いしたいです。 
・わんちゃんが入店可能なレストランやカフェを是非作っていただきたいです。この辺
りはわんちゃんを飼われている方が多いので、 

・わんちゃんと飼い主さんが一緒に楽しめる公園にしていただけると、うれしいです。 
・二子玉川公園にドッグランが出来ればと期待したが、かなわなかったので、ペットと
の共生 
犬を遊ばせられる公園を期待しております。 

・ワンちゃん連れの方も楽しみやすい公園にしていただけると嬉しいです。 
・愛犬家が多い地域なので、犬と人が一緒に楽しめる公園になったら良いなと思います。 
・禁煙希望。 
・必ず禁煙にしてほしい！ 
・喫煙所はなし。もっての他です。現在の野毛公園の喫煙所も撤去して頂きたい!! 
・喫煙場所は不用（既在ヶ所で充分） 
・全エリア禁煙にしてほしい！！（喫煙所は作らないでください）  
  

ルール 
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あそび 

・子供が安全に思いきり遊べる空間が必要で、そのような公園になれば良いと思います。 
・音楽や祭ができる公園にしてほしい。 
・野外ステージを作り、青少年をはじめとした高齢者までが、パフォーマンスを発表で
きる場ができると良い。野外コンサート、ETC。 

・周囲にボールの使用を禁止している公園が多いので、是非、ボールの使える公園を!! 
・二子玉川の兵庫島公園のような、清潔なジャブジャブ池があるとうれしいです。 
・今のままでは、ほぼどこにでもある公園な印象。児童館も遠いし、暑い日や寒い日、
雨の日は、子どもが体を動かせる所がない。子どもも利用できる、室内の楽しいスペ
ース希望します。 

・子どもが自然に触れながら思いきり体を動かして遊べる環境があるとよい。 
・道具、遊具、ボールを使ってあそべる芝生など、子供たちがめいっぱい遊べる広い場
所がほしい。 

・子供が自由に走ったり遊べる空間になること希望します。 
・夏場のために、子どもが遊べる日かげになるスペースがほしい。冬場のために、日当
りが良いエリアも作ってほしい。 

・子どもと、のびのび走り回れる場がほしいです。 
・子供たちが安全に遊べる公園になってほしいです。 
・子供達が外で体を動かして、実際自分で体感して育っていく事ができる貴重な公園、
施設になって頂ければ。 

・遠慮せずに子供が体を動かして遊べる場が少ないと感じます。その点を補えるような
場が出来たらよいなと。 

・公園の完成イメージについては、年の差のある２児育児中の身としては、母、乳児、
幼児のそれぞれが楽しめる造りであるとうれしく思います。例えば、５才児は外で走
り回る中、その様子を乳児と母が室内から見守る。 

・遊具も少しありつつ、しかし物はあまりない方が良いです。 
・常に子供が遊んだり、大人がまったりしたりと多目的な公園、かつ災害のときに多く
の人が避難できるように、という意味で。 

・小さい子どもがいるので、子ども達が安心して遊べ、自然に触れられる場となること
を期待しています。 

・室内までしなくても屋根付の遊び場があったら喜ぶと思う。雨。夏に。 
・子供たちがおもいっきり遊べる場所になってほしいです。 
・夏、公園で遊ぶのが危険なほど暑い。特に乳幼児。と、そのママ。夏の公園の有効活
用として。スベリ台とかキケン 

・子供が自然を感じ、活発に遊べる場所になるといいなと思います。 

あそび 
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・子供達がのびのびと遊び、くつろぐことのできる公園 
・子どもと水を使ったあそびをしたいです。 
・昔のようにＢＢＱできるようにしてもいいのでは。 
・最近の公園は“アレ”をしてはダメ。“コレ”をしてはダメと禁止事項が多すぎて子供と
のびのび遊べる公園が少ないのでそんな公園にはしないでほしい。今の野毛公園は比
較的自由でいいと思う。 

・世田谷公園のどろんこ公園のような子供の自由さを発達できる遊び場がある。 
・毎日子どもと安全にあそべる公園 
・親と子が自由に駆け回れるそんなぜいたくな時間が過ごせる場所であって欲しい 
・みんなでアスレチックをしたいです。（小６） 
・子供達が身体を動かして遊べないような公園は要りません。 
・子供が自由に遊べる広場 
・次世代の子供が自由に動き廻れる大きなゾーンを作るべき。 
・ブランコの後など、視界をさえぎる植樹が多くて子どもを遊ばせるのに不安。 
・外でくつろげる、遊べる、自由に外の空気を楽しみながらすごせる場所がないので気
軽に立ち寄れる生活に近い公園になるといい。 

・子供が遊べるスペース(小動物とのふれ合い?) 
・小学校就学前の子供（親と散歩、砂場）と小中学生の子供（ボール遊び、かけっこ）
が別々に遊べるように分かれるとよいです。 

・真夏や真冬の幼児のための室内あそび場（クーラー、暖房）。 
・水あそびができるといい。（上記Ｃでもチェックしました）（池、滝、小川など） 
・子供たちが遊べる場所 
・子供がのびのび遊べる環境づくり  
・子供達が楽しく遊べる公園になると嬉しいです。 
・子連れで公園や夏にはプールを利用しています。遊んだあとに一息つける食事処やカ
フェなどが充実させて欲しい。 

・公園内を散策したり、ボール遊びや自転車の練習ができるようなスペース、ルートが
ほしいです。 

  

あそび 
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運動 

・ジョギングやウォーキングができるコースがあると年配の方も利用しやすいと思いま
す。 

・野球場を時々利用しますが、ボールを投げたりできるスペースがないので、自由に練
習できる場所もほしい。 

・子供の遊具ばかりではなく、健康寿命を伸ばす為に成人用の運動器具をあちこちに置
いて頂けたら、気楽に運動できるかと思います。 

・散歩・ジョギング・サイクリングで自由に動き回れるよう、遊歩道を広く整備してほ
しい。 

・ウォーキングしても飽きない、駒沢公園のような公園を目指してほしい。 
・緑の中を、ジョギング・サイクリングなどができる公園。 
・高齢者でも使えそうな運動器具を置いて下さい。 
・公園を子育て中心に考えるのではなく、これから高齢化社会を考えるにあたって、是
非、健康作りに役立つ公園にしてほしい。地元には高齢者が歩いてストレッチや軽い
運動ができるものを設置した散歩コースのある運動場があります！！ 

・（プラスチック）バットとボールで親子が野球（キャッチボール）できるようなスペ
ースがもっとほしい。（野球禁止という看板が今残念） 

・年齢層の高めのものとしては、緑の中でくつろいでお茶をできたり、落ち着いた環境
の中でゆっくり体を動かしたりできるスペースが良い。 

・家族でキャッチボールしたい。（小４） 
 
 
 

  

運動 
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散策 

・静かに散策できる公園になるといいと思います。 
・児童用は現在あるテニスコート側とし、拡張区域はのんびり散策できる大人用の公園
に区分けするといいと思います。 

・等々力渓谷の遊歩道と続いて、豊かな散歩道がほしい。 
・野毛公園は昔、原っぱのようで安全にタコあげしたり遊べたのが、野球場になり、サ
クで囲われ、最近は本格的なチームの試合の球がサクを越えてきそうで、散歩も安心
してできない。野球場やサッカー場等作らないで欲しい。 

・ゆったり散歩したり、花を見られる空間に。桜を植えて。 
・散策が自動車等を気にせずできるようになったら良いと思う。 
・散策動線を確実に計画していく。 
・古墳広場は不要。どうしても作るなら、保育園の隣でなく都営野毛町アパートの向か
い。折角、緑が生い茂っているのでトトロの森のような自然林にして、その中を散策
できる様にして下さい。よろしくお願いいたします。 

・愛犬家としては、犬が気持ちよく散歩できる公園がほしい。 
・となりに等々力渓谷があるので、散策以外の事ができる場所にしてほしい。 
・貴重な園内南側の樹林地を生かし、そのままに。つくば市のゆかりの森のように自然
林を見ながらの散策路があると良いと思います。 

・多摩川地域の拠点となるような公園として、子供だけでなく若者や大人も散策など利
用しやすい公園となることを希望します。 

・公園内を散策したり、ボール遊びや自転車の練習ができるようなスペース、ルートが
ほしいです。 

 
  

散策 

22



くつろぎ 

・オープンカフェ等、ゆっくりくつろげる空間も作ってほしい。 
・等々力渓谷に行く人は多いが、近くにもう少しゆっくり楽しめる公園があったら尚良
いと思います。 

・多摩川沿いには子供が遊ぶ公園は多くありますが、高齢者がゆっくりくつろげる公園
はありません。子供だけではなくお年寄りも楽しく過ごせる公園を望みます。 

・皆様にとって充分にくつろぐことができて、有効な所であるように。それぞれの人た
ちが思うことができるような公園であってほしいです。 

・地域の住民がくつろげる空間になってほしいです。 
・付き添いの大人もコーヒーを飲んで休憩しながら、子どもを見守っていられるような
公園がよい。 

・カフェなどがあって、のんびりと過ごせる公園になってほしいです。 
・施設を充実させるというよりは、シンプルに水と自然にいやされる空間がよい。 
・ピクニックができる芝生の公園がほしい。 
・リラクゼーション（ヒーリング）スポットになったら嬉しい。 
・自然の中で、読書などができる公園。 
・ロンドンのハイドパークのようなイメージで、緑を活かし、木陰で本を読んだりする
スペースがたくさんあるとうれしいです。 

・大人から子どもまでが緑に親しみくつろげる公園になるといいと思います。 
・近隣住民でない人が外からたくさん集まってくるような施設はおちつかない。等々力
渓谷だけで十分。うんざり。せめて写真とったりグループで騒いだりするような人が
増えるような施設はやめて。ただの緑の空地がいい。 

・木陰、自然の地面（緑地や土）、水辺が大部分の環境でゆっくり過ごせる公園。 
・常に子供が遊んだり、大人がまったりしたりと多目的な公園、かつ災害のときに多く
の人が避難できるように、という意味で。 

・ゆったりとした時の流れを感じられる自然が多く残る、いつでもくつろげる公園にな
ったら良いです。 

・ゆっくりと一年を楽しめる他の街の人にものんびりゆったりした明るさのある公園作
りのできるもう少し若い人にたまにはやらせてみたらいいと思います。 

・子供達がのびのびと遊び、くつろぐことのできる公園 
・区民がくつろいでのんびりすごせる公園になるとよいと思います 
・２４時間無料で出入りできて柵や監視カメラなどなく寝たり起きたり集ったり歌った
り自由にくつろげて誰一人排除されることなく、緑の原と高い木がたくさんあって、
目にもすべての生き物にも優しい、１万人位入れる公園。 

・高齢者がゆっくり２年を通してくつろげる場所にして下さい。 

くつろぎ 
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・緑や花が豊かにあるホッとする場所 
・自然豊かなくつろぎの場所で子供たちが安全に遊べる様な公園をお願い致します。 
・年齢層の高めのものとしては、緑の中でくつろいでお茶をできたり、落ち着いた環境
の中でゆっくり体を動かしたりできるスペースが良い。 

・見晴しが効く広場（芝生等）型式が希望 
・既存樹木を生かした大人が楽しめる静かな公園を望む。 
・すわってゆっくり友達とはなせる公園がいい 
・外でくつろげる、遊べる、自由に外の空気を楽しみながらすごせる場所がないので気
軽に立ち寄れる生活に近い公園になるといい。 

・老人が楽しくくつろげる場所が欲しい 
・地元の人がくつろげる場所 
・大人がくつろげるスペース(カフェ)・コンビニ? 
・森林浴できる、リラックスできる場所 
・日比谷公園のような、緑とお花がたくさんあって、ベンチに座ってくつろげる場所 
・今のように地域住民が静かにすごせる公園にしてほしい。駒沢公園や砧公園のように
はなってほしくない。 

・木陰の多い大本を配し静かに寛げるエリアを確保した公園にする。 
・静かに楽しめる施設 
・自然を欲したときに立ち寄れてリフレッシュできる場所になったら嬉しいです。 
・芝生でゆっくりできるような広い空間が欲しい。 
  

くつろぎ 
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憩い 

・緑の多い憩いの場所にしてください。 
・音楽や祭ができる公園にしてほしい。 
・市民の憩いの場。 
・駒沢公園や砧公園などのような、イベントやお花見等で有名な公園にしたい。 
・カフェやレストラン施設を作って人集めをするのではなく可能な限り緑の自然を残し
て四季・折々住民が憩いの場として利用出来る様望みます。 

・高齢の人が集まって定期的に活動したり情報交換したりお友だち作りを出来るような
場所があると便利（家にこもりがちなお年寄りも多いと思うので） 

・地域での交流がより盛んになるようなデザインになるとよい。 
・参加型ワークショップなど、魅力的なコンテンツが自然に集まってくるような、魅力
的な施設を！（東大農学部「セイホクギャラリー」のイメージ） 

・ＮＹのセントラルパークの様にきれいに整えられ、芝がたくさんあり、市民の憩の場
にしてほしいです 

・地域住人のコミュニティー及びライフスタイルに合った有益的なスペースとなること
に期待します 

・多くの人達が集って楽しめる公園 、休める公園になれば良いのではないか 
・祭りや防災訓練の練習の場を提供すること。 
・子供から大人まで和めて、広々と気持ちの良い公園になったら嬉しいです。 
・憩い 
・引っ越してきたばかりなので地域の方々と触れ合いたい。 
・子どもから老人まで、楽しめて、交流が広がり、地域の活性化につながることを期待
しています 

・ピクニックが出来るよう芝生広場が欲しいです。4才の娘がいるので、大きくなる公
園楽しみにしています。 

・みんなの憩いの場  

憩い 
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学ぶ 

・定期的に、ボーイスカウトなどの、体験講習やイベントなどができる施設の有る公園。 
・子どもだけのＣＡＭＰなど、自然の中で学べ、安全なところにしてほしい。 
・この地域の歴史（野毛古墳などの）が学べる公園が良い 
・公園を通して*マナーを学べる場になればよいなと思います。*マナー：あいさつ、ゴ
ミ、対人コミュニケーション、ホームレス 

・学び 
・休憩所に防災を学ぶコーナーを 
  

学ぶ 
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誰もが使える公園 

【こども】 

・子供達が気がねなく自由にのびのびと遊べる場所がありません。「〇〇禁止」という
札のある公園ばかりです。子供が安全に思いきり遊べる空間が必要で、そのような公
園になれば良いと思います。 

・小さな子どもが安心して遊べるとうれしい。 
・今のままでは、ほぼどこにでもある公園な印象。児童館も遠いし、暑い日や寒い日、
雨の日は、子どもが体を動かせる所がない。子どもも利用できる、室内の楽しいスペ
ース希望します。 

・子どもが自然に触れながら思いきり体を動かして遊べる環境があるとよい。 
・道具、遊具、ボールを使ってあそべる芝生など、子供たちがめいっぱい遊べる広い場
所がほしい。 

・子供が自由に走ったり遊べる空間になること希望します。 
・夏場のために、子どもが遊べる日かげになるスペースがほしい。冬場のために、日当
りが良いエリアも作ってほしい。 

・子どもと、のびのび走り回れる場がほしいです。 
・子どもたちのために!!期待しています!! 
・公園の一部に保育園を作れば、子供の環境に良いのではないか。 
・子供たちが安全に遊べる公園になってほしいです。 
・地域の方々が使いやすい場になると同時に、近隣の保育園や子どもが楽しめる所であ
って欲しい 

・子供達が外で体を動かして、実際自分で体感して育っていく事ができる貴重な公園、
施設になって頂ければ。 

・遠慮せずに子供が体を動かして遊べる場が少ないと感じます。その点を補えるような
場が出来たらよいなと。 

・子供が地域の方に見守られながら、安心してのびのびと遊べる公園にしてほしい。楽
しみにしています！！ 

・公園の花壇にチューリップやパンジーというのは違うと思う。あと、例えば秋の七草
など子供たちが自然に花や文化とふれあえたらいいと思う。 

・小さい子どもがいるので、子ども達が安心して遊べ、自然に触れられる場となること
を期待しています。 

・子供たちがおもいっきり遊べる場所になってほしいです。 
・幼児が安心してあそべるエリアがほしい。 
・子供が自然を感じ、活発に遊べる場所になるといいなと思います。 

誰もが使える公園 

27



・子供達がのびのびと遊び、くつろぐことのできる公園 
・子どもだけのＣＡＭＰなど、自然の中で学べ、安全なところにしてほしい。 
・ユニークな遊具のある、子どもや皆で楽しめる公園がいいと思います。 
・自然豊かなくつろぎの場所で子供たちが安全に遊べる様な公園をお願い致します。 
・最近の公園は“アレ”をしてはダメ。“コレ”をしてはダメと禁止事項が多すぎて子供と
のびのび遊べる公園が少ないのでそんな公園にはしないでほしい。今の野毛公園は比
較的自由でいいと思う。 

・世田谷公園のどろんこ公園のような子供の自由さを発達できる遊び場がある。 
・地域の子供さん達にプールをよくしていただきたいです。（今はもうないのでしょう
か？） 

・子供達が身体を動かして遊べないような公園は要りません。 
・子供が自由に遊べる広場 
・次世代の子供が自由に動き廻れる大きなゾーンを作るべき。 
・子供たちが集まって安全に遊べる公園 
・明るく、子供が安心して遊べる公園になってほしいです。 
・児童が居場所を作れる場所。 
・また等々力渓谷が近いので、子供が水と親しめる場所があると嬉しいです。 
・子供達が安心して遊べるような公園 
・子供が遊べるスペース(小動物とのふれ合い?) 
・小学校就学前の子供（親と散歩、砂場）と小中学生の子供（ボール遊び、かけっこ）
が別々に遊べるように分かれるとよいです。 

・子供たちが遊べる場所 
・子供がのびのび遊べる環境づくり  
・子どもが安心して遊べる公園が良いです 
・子供達が楽しく遊べる公園になると嬉しいです。 

【高齢者】 

・ジョギングやウォーキングができるコースがあると年配の方も利用しやすいと思いま
す。 

・スーパーもあれば、お年寄りも多いので助かると思います。 
・高齢者でも使えそうな運動器具を置いて下さい。 
・韓国の公園で大人が使うジムにあるような簡単なマシン（？）があり、中年や老人の
方が使っていました。そのようなものがあればいいなと思います。 

・公園を子育て中心に考えるのではなく、これから高齢化社会を考えるにあたって、是
非、健康作りに役立つ公園にしてほしい。地元には高齢者が歩いてストレッチや軽い
運動ができるものを設置した散歩コースのある運動場があります！！ 

誰もが使える公園 
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・高齢の人が集まって定期的に活動したり情報交換したりお友だち作りを出来る 
ような場所があると便利（家にこもりがちなお年寄りも多いと思うので） 

・来園者が規則を守り公共物を大切にする意識を持って、我々高齢者に対しての配慮あ
る場所にもなって欲しいです。 

・年齢層の高めのものとしては、緑の中でくつろいでお茶をできたり、落ち着いた環境
の中でゆっくり体を動かしたりできるスペースが良い。 

・老人が楽しくくつろげる場所が欲しい 
・高齢者が体を動かせるエリアが欲しい 
・老人にもやさしい公園 
 

【大人・老若男女】 

・児童用は現在あるテニスコート側とし、拡張区域はのんびり散策できる大人用の公園
に区分けするといいと思います。 

・老若男女、すべての人々が憩える場所であってほしいです。 
・子どもも大人も楽しめる公園になったら良いです。 
・野外ステージを作り、青少年をはじめとした高齢者までが、パフォーマンスを発表で
きる場ができると良い。野外コンサート、ETC。 

・多摩川沿いには子供が遊ぶ公園は多くありますが、高齢者がゆっくりくつろげる公園
はありません。子供だけではなくお年寄りも楽しく過ごせる公園を望みます。 

・日本は大人だけで楽しむ意識が少ない。大人が楽しめる公園がほしい。公園は子ども
や年寄りだけの場所ではない!! 

・子供の遊具ばかりではなく、健康寿命を伸ばす為に成人用の運動器具をあちこちに置
いて頂けたら、気楽に運動できるかと思います。 

・付き添いの大人もコーヒーを飲んで休憩しながら、子どもを見守っていられるような
公園がよい。 

・子供が遊んでいる間や合間に座って休めるイスやベンチがたくさんあるといい。 
・大人が楽しめる公園が良い。 
・前世代が楽しめる場所になってもらいたい。 
・幅広い年齢層が使い易い公園を望みます。 
・子どもたちが安心してあそびに行ける様に、歩道橋の整備や治安面の配慮もおねがい
します。今の歩道橋はベビーカーや車イス、高齢者には使いにくいです。 

・住民の為の公園になったらと思います。 
・大人から子どもまでが緑に親しみくつろげる公園になるといいと思います。 
・障害者、お年寄りなど子連れだけでなく、様々な世代と人にとってもすごしやすい工
夫や先端技術サービスを希望。 

誰もが使える公園 
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・地域の方々が使いやすい場になると同時に、近隣の保育園や子どもが楽しめる所であ
って欲しい 

・老若いこえる場所  
・公園の完成イメージについては、年の差のある２児育児中の身としては、母、乳児、
幼児のそれぞれが楽しめる造りであるとうれしく思います。例えば、４才児は外で走
り回る中、その様子を乳児と母が室内から見守る。 

・常に子供が遊んだり、大人がまったりしたりと多目的な公園、かつ災害のときに多く
の人が避難できるように、という意味で。 

・地元の人達が自由に利用出来る観点に加え、等々力、上野毛というブランドを高める
為にも公園内の便宜施設として等々力渓谷や多摩川散策の外部の訪問宅がそれを目
指すカフェ、レストランをコンペで募り、有名店を誘致する事も一元策と思う。 

・安心、安全で、小さい子供から成人、老人もきもちよく、利用できる公園 
・いろんな世代が楽しめるよう工夫してほしいです。 
・大人も子供もすべての人が楽しめる公園にして下さい。 
・夏、公園で遊ぶのが危険なほど暑い。特に乳幼児。と、そのママ。夏の公園の有効活
用として。スベリ台とかキケン 

・前世代で使える様な公園にしてほしいです 
・子どもや女性、老人が安心して利用できる、せいけつで安全な物になればいいと思い
ます 

・高齢者がゆっくり１年を通してくつろげる場所にして下さい。 
・大人も子供も年齢に関係なく楽しめ、お茶や食事が楽しめると良いように思います。 
・あらゆる年齢層が楽しめる場所になってほしい。 
・子どもやお年寄が安全に遊びくつろぎ緑に親しめるような場。 
・今までのように、子どもや、小さな子を連れた方、スポーツをしに来る方が楽しめる
公園 

・子供から大人まで楽しめる公園。 
・大人も子どもも一緒に楽しめる公園。 
・既存樹木を生かした大人が楽しめる静かな公園を望む。 
・子供が空の鳥保育園に通ってます。様々な遊具などあり楽しめてますが、休憩したり
する場所が少なく、夏などは大人が辛い時もあります。 

・子供から大人まで和めて、広々と気持ちの良い公園になったら嬉しいです。 
・老若男女多くの人が集まる場所にしてほしい。  
・地元の人、子供から大人まで、楽しめる帰れる場所(核家族共働きが増えているので、
家に１人にならない場所を子供・老人に作ってあげたい。） 

・プールを大人も使えるサイズにしてほしい。子供から老人まで健康増進につながる施
設があればと思う。世田谷保険センターの移転は遠すぎるため 

誰もが使える公園 
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・地域の人々が集って楽しめるような施設。例えばドッグラン（多摩川は大型犬が走り
回りこわい）とか 

・子供から老人が楽しみながら学べる。「おもいやり」「親しみ」にあふれた空間設計し
人が現実のものとして下さい。 

・木々など緑を多く残し、子供も大人も自由に様々に楽しめる公園 
・幅広い年代の人達が使える公園にしてほしいです 
・皆が楽しめるような公園(遊具が充実・水遊びもできる・キレイなじゃぶじゃぶ池・
ボールが使える・おしゃれなカフェレストランもある) 

・子どもから老人まで、楽しめて、交流が広がり、地域の活性化につながることを期待
しています 

・子どもだけでなく、様々年代の人が利用できる自然あふれる公園 
・家族が入りやすく、カフェやジャンクフード店など学生やお母さん層が寄りやすい公
園であると良いと思います。 

・多摩川地域の拠点となるような公園として、子供だけでなく若者や大人も散策など利
用しやすい公園となることを希望します。 

・史跡(古墳)プラス運動・スポーツを組合わせ、あらゆる年代が安全に身体を動かせる
ことができる遊具、運動施設、広場が充実した公園。テニスコートの増設、サッカー
またはフットサル場設置 

  

誰もが使える公園 
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近隣住民への配慮 

・近隣に住んでいます。拠点施設ができることが心配です。樹木を残し充分建物との間
を取っていただきたい。 

・後、住宅街なので騒がしいや地安の悪化は絶対に許されません。 
・近隣住民でない人が外からたくさん集まってくるような施設はおちつかない。等々力
渓谷だけで十分。うんざり。せめて写真とったりグループで騒いだりするような人が
増えるような施設はやめて。ただの緑の空地がいい。 

・駐車場を広く取って下さい。道路をふさいでパーキング待ちを少なくして、住民に迷
惑を掛けないで下さい。 

・住宅や保育園が近くにあるので、見晴らしよい、不審者対策がなされている様にお願
いしたいです。 

・近隣に住んでいます。窓からの景観や不特定多数の人の往来などがとても心配です一
度住民からのヒアリングをお願いしたいです。 

・一方、近隣住民としては、広域からの人で混雑しすぎない、 
・マンション前(レベント)に施設などを作るのは絶対やめて下さい!! 作るのであれば現
在ある野毛公園の住宅のない小グランド前(環八前)もしくは新公園の中央 

・公園と住居との境界部分はどうなるのか？エントランスゾーンを住宅と隣接させてい
るのはどの様な計画なのか？駐車場等は見えなくしてほしい。住民への影響は最小限
にすべきです。 

・今のように地域住民が静かにすごせる公園にしてほしい。駒沢公園や砧公園のように
はなってほしくない。 

・あくまでも隣接する住民に騒音・排気ガス等の影響なく、かつプライバシーを侵害し
ない公園づくりをおねがいしたい。 

・近隣に住んでいますので南側に面したところへの設備へは住民の生活環境を乱さぬよ
う配慮をお願いします。 

・近隣に住み、公園周辺を車で通ることが多いので、玉川野毛公園と拡張計画地（級公
務員宿舎）の間の道路幅を拡張し、十分な幅を確保すると共に公園からの子供の飛出
しなど安全面もしっかり考えられた設計にしてほしい。 

・保育園、都営住宅との関係についての配慮がない 
・災害時には防災公園としても利用できるようにしていただくのは良い事ですが、マン
ションそばに大型乗り入れができる駐車場や、トイレなどは作らないでください。マ
ンションからの景観が悪くなります。 

・エントランスゾーンに隣接したマンションに住んでいます。 
・境界、目線、動線が気になります。配慮を十分にお願いします。" 

近隣住民への配慮 
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・人々の声を吸収するような、マンション内部を眺められないような高い樹木を境界線
に増やしてほしい。 

・静かで安全な場所を希望。基本計画を一から考え直してほしい。特にエントランスゾ
ーン。野毛公園駐車場への入庫待ちの車列で道がふさがれている。公園利用者が車の
乗り降りに人の敷地を利用する。 

・早朝のテニスボールの音、野球の大声、公園廃棄処理の音、秋の落ち葉を片付ける音、
これ以上迷惑かけられたくない。 

・等々力渓谷の中に居があり、観光の人が増えたことで、週末は特にゴミの放置、騒音
は気になり課題としてほしい。自宅敷地内にもゴミの放置があり、人が増える分、環
境配慮を検討しながら公園整備を進めて頂きたいと思います。 

・住宅(落ついた）街に、自然をうまく融合させて欲しい。 
・遊びに来る人間の騒音にヘキエキしている。 
  

近隣住民への配慮 
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魅力 

・世田谷区の名所に！ 
・今ある野毛公園や近くの等々力渓谷とは差別化を計ってほしいです。 
・遠くの人たちも来たがる、最先端で、緑あふれる、楽しい公園にしたい。 
・皆様にとって充分にくつろぐことができて、有効な所であるように。それぞれの人た
ちが思うことができるような公園であってほしいです。 

・等々力渓谷とは違う緑のスペースにしてほしい。 
・親しみやすい公園にしてほしい。 
・きれいで明るく、人が集まる公園。 
・駒沢公園や砧公園などのような、イベントやお花見等で有名な公園にしたい。 
・二子玉川公園みたいに清潔感がある広場も良い。 
・コンクリートの建造物や遊具など、一昔前の公園は不要です。 
・ウォーキングしても飽きない、駒沢公園のような公園を目指してほしい。 
・友人におすすめできる、魅力的で素敵な公園になってほしいです。 
・にぎわう公園が良い。 
・時代の流れで風化しない自然味ある公園を望みます。 
・スターバックス等、上品なカフェがあれば、公園のグレードが上がると思います。 
・ヨーロッパのどこの都市にもあるような木と芝とベンチがあればよいのです。 
・リラクゼーション（ヒーリング）スポットになったら嬉しい。 
・静かな郊外の雰囲気を味わえる、一流の公園になってほしい。 
・ロンドンのハイドパークのようなイメージで、緑を活かし、木陰で本を読んだりする
スペースがたくさんあるとうれしいです。 

・夕方以降でも暗くなく（以前は、こわかったので）、安全で、清潔な施設が地域の平
和・誇りとなるようなものであってほしい。 

・障害者、お年寄りなど子連れだけでなく、様々な世代と人にとってもすごしやすい工
夫や先端技術サービスを希望。 

・代々木公園や駒沢公園などと肩を並べるような地域外の人も来たくなるような公園に
なったらいいなっと思います。近隣に飲食店なども増え活生化すると思いますし、街
のブランド力も向上すると思います。公園に期待したいです！！ 

・皆さんが何回も行きたくなるような公園。他にはない印象深い所にして欲しい。 
・地元の人達が自由に利用出来る観点に加え、等々力、上野毛というブランドを高める
為にも公園内の便宜施設として等々力渓谷や多摩川散策の外部の訪問宅がそれを目
指すカフェ、レストランをコンペで募り、有名店を誘致する事も一元策と思う。 

魅力 

34



・1年前に等々力に引越してきました。当初、不動産屋から野毛の物件を紹介されまし
たが、あまりにも近くにスーパーやコンビニがなく生活が不便になると思い今の住所
に決めました。世田谷のチベット？のような野毛に活気が出るような計画を求めます。 

・二子玉公園や東京ミッドタウン（六本木）のように広々と視界のよく緑と都会的な部
分がうまく融合してる公園にしてほしい。 

・Nature Center のように武蔵野の本来の自然を残した植栽を希望します。 
・公園の中を通る道路も、照明を増して、安全安心なにぎわいのある公園にしてもらい
たいです。 

・なるべく人工物は設置せず、自然教育園（白金）のような場所にしてほしい。 
・人工物は極力避けて、あるがままの自然を残す形にして頂きたいです。イギリスやフ
ランス等の公園を手本にして頂きたいです。 

・ゆっくりと一年を楽しめる他の街の人にものんびりゆったりした明るさのある公園作
りのできるもう少し若い人にたまにはやらせてみたらいいと思います。 

・等々力渓谷に来た人が来れるように駅前や渓谷で案内や紹介をしっかりしてほしい。 
・地域での交流がより盛んになるようなデザインになるとよい。 
・参加型ワークショップなど、魅力的なコンテンツが自然に集まってくるような、魅力
的な施設を！（東大農学部「セイホクギャラリー」のイメージ） 

・おしゃれさが足りない。 
・わざわざアクセスしたい楽しさがあまりない。 
・わざわざ行きたくなる公園にして。 
・骨子の内容がとても行政的で、よく分からない。 
・今後是非若い人を計画・決定段階で関わってもらい、魅力的な公園を造ってほしい。 
・ＮＹのセントラルパークの様にきれいに整えられ、芝がたくさんあり、市民の憩の場
にしてほしいです 

・世田谷公園のどろんこ公園のような子供の自由さを発達できる遊び場がある。 
・見晴しがよく、星空がよく見える公園 
・近隣の生活者にとって価値がある公園であることはもちろん、国内外の人々にとって
訪れたい意義のある公園であること。そのための新たな提供価値があること。（ＳＤ
ＧＳ、グローバル性、ＩＴ性等） 

・古墳公園など今までも楽しみでよくできている公園と思っていましたが、ますますよ
くなるのですね。たのしみです。 

・20年先～30年先の感覚を持ち、手入のいきとどいた公園を作ってもらいたい。 
・様々な方が地域の方々と協力して、笑顔で過ごせる公園に… 
・地域の皆様に親しまれる公園になればよいと思う 
・砧公園のように大樹に囲まれた酸素が豊富で緑豊かな公園が良いと思います。 

魅力 
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・静かでおちついた公園を望みます。カフェやレストランは場違い! 欧米の公園を手本
にして、いわゆる本当の意味での「公園」にして欲しい。 

・規模は違いますが、明治神宮のように先々どのような森になるかを考えた植栽にして
ほしいです。今ある樹木は残してほしいです。 

・カフェは緑や傾斜地を生かして景観をよくしたものに 
・地域の人とともに区外の人も呼びこめるような公園となってほしい。 
・暮らしの中で立ち寄りたくなるパワースポットのような風通しの良い公園になったら
いいなぁ。 

・都立野川公園をモデルケースにしたら good。緑の無にもない広場があればそれで良
し! 

・等々力渓谷との一体感のある「水」「流れ」をテーマにした公園を望みます。 
・子どもから老人まで、楽しめて、交流が広がり、地域の活性化につながることを期待
しています 

・地元の人だけでなく遠くの人も足を運びたくなるような公園。駒沢公園や代々木公園
などと競合できるような公園になると地域の付加価値も上がると思います。 

・近隣に店舗も増えるような活性化を期待したいです。 
・地元の人だけでなく遠くの人も足を運びたくなるような公園。駒沢公園や代々木公園
などと競合できるような公園になると地域の付加価値も上がると思います。 

・近隣に店舗も増えるような活性化を期待したいです。 
・自慢の場所 
・わざわざ遠くからでも足を運びたくなるような、様々な体験活動や、日本文化（茶道、
華道、書道）などに親しめる建物などもできたら良いと思います。 

・ハンブルクの Jenischpark のような公園にしたい。 
 
  

魅力 
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回遊性 

・等々力渓谷に行く人は多いが、近くにもう少しゆっくり楽しめる公園があったら尚良
いと思います。 

・余計な開発はするべきではなく、等々力渓谷の延長として、自然の生態系を維持発展
する森としてつくり、その中に最小限の公園があるべきと考えます。 

・等々力渓谷の遊歩道と続いて、豊かな散歩道がほしい。 
・等々力渓谷への観光客に対する「お・も・て・な・し」の場。休憩場も兼ねないと観
光客が減っていくので、そういう公共性も必要だと思います。 

・等々力渓谷への人達を含む来訪者が、自然を味わえる公園。 
・余計な施設は一切いらないから、等々力渓谷とつなげて、常態化する夏の猛暑が少し
でも緩和するように緑の多い公園にして欲しい。 

・二子玉川公園（多摩川含む）、等々力渓谷と回遊性ある姿にしたいですね。神社等も
含め。緑と水のグリーンネットワークを。 

・等々力渓谷と現在の公園をつなぐ自然豊かな場所を希望。 
・等々力渓谷に来た人が来れるように駅前や渓谷で案内や紹介をしっかりしてほしい。 
・等々力渓谷までつなげるべき！ 
・等々力渓谷を訪れる人の取り組みだけにとどまらず さらに将来的に上野毛五島美術
館～二子玉川公園～二子玉川商業エリアに誘導する経路を整備し広域な観光資源と
して開発する。 

・等々力渓谷とつながりをもたせる 
・将来的には等々力渓谷と一体化した自然公園になると良いと思います。 
・等々力渓谷と行き来しやすく一体化してほしい。 
・等々力渓谷との一体感のある「水」「流れ」をテーマにした公園を望みます。 
・等々力渓谷、大塚山古墳につながる緑あふれる整備された公園になることを望みます 
・等々力渓谷とも繋がりがもてる緑多き自然を生かした再生利用可能な素材を使った公
園。 

・将来的に等々力渓谷と繋いで自然を生かした一帯になれば良いなと思います。 
 
  

回遊性 
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観光 

・遠くの人たちも来たがる、最先端で、緑あふれる、楽しい公園にしたい。 
・等々力渓谷への観光客に対する「お・も・て・な・し」の場。休憩場も兼ねないと観
光客が減っていくので、そういう公共性も必要だと思います。 

・世田谷の有名食品、物品のお店（きとんとした形で お弁当やおみやげ類） 
・地域の人のためだけでなく、観光で来た人も楽しめるとよいと思います。 
・等々力渓谷を訪れる人の取り組みだけにとどまらず さらに将来的に上野毛五島美術
館～二子玉川公園～二子玉川商業エリアに誘導する経路を整備し広域な観光資源と
して開発する。  

観光 

38



飲食・物販施設 

・オープンカフェ等、ゆっくりくつろげる空間も作ってほしい。 
・近くに食事できる場がないので何かあったらなあと思います。 
・カフェなどは不要。 
・付き添いの大人もコーヒーを飲んで休憩しながら、子どもを見守っていられるような
公園がよい。 

・カフェなどがあって、のんびりと過ごせる公園になってほしいです。 
・カフェ・レストラン・売店などの整備をお願いしたい。 
・スターバックス等、上品なカフェがあれば、公園のグレードが上がると思います。 
・スタバなどのカフェの併設があると嬉しい。 
・二子玉川公園内のカフェテラス程度の飲食店はいいが、大規模なものはふさわしくな
い。 

・この地域の最大の難点はコンビニなどの商店がないことです。お年寄りが長距離を歩
く必要があるので、あわせて解決を図ってはいかがでしょうか。 

・公園の周りに自動販売機は有るが、軽食など出来る場所がないので、散歩などしてい
ても不便を感じる。 

・コンビニかスーパーがほしい。 
・昼夜、軽食が摂れる、休養軽食設備のある公園。 
・少し買い物をできる所もあるといいなと思います。（野菜など） 
・カフェなど不要である。 
・自動販売機も不要。 
・キッチンカーなどが集まるスペースも良い。 
・二子玉川公園のように、スターバックスなどがあると良い。 
・世田谷の有名食品、物品のお店（きとんとした形で お弁当やおみやげ類） 
・地元の人達が自由に利用出来る観点に加え、等々力、上野毛というブランドを高める
為にも公園内の便宜施設として等々力渓谷や多摩川散策の外部の訪問宅がそれを目
指すカフェ、レストランをコンペで募り、有名店を誘致する事も一元策と思う。 

・近くにスーパーがないので、日用品や食品が買えるように小さくともスーパーマーケ
ットがあると助かります。 

・近くにコンビニが無くて不便なので公園にあるといいと思います 
・二子玉川公園のように、犬の散歩の途中に立ち寄れるカフェを作ってほしい 
・1年前に等々力に引越してきました。当初、不動産屋から野毛の物件を紹介されまし
たが、あまりにも近くにスーパーやコンビニがなく生活が不便になると思い今の住所
に決めました。世田谷のチベット？のような野毛に活気が出るような計画を求めます。 

飲食・物販施設 
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・散策した後、休める所が近辺に無いので是非、ファミリーレストラン又はカフェを希
望します。 

・ステキなカフェを誘致してほしいです。 
・等々力駅、線路から南側多摩川までの区域には日用品、食品の店が皆無です。 
・新設の保育園の裏側辺りに駐車場とスーパーマーケット（食品・衣類・寝具）作って
ほしい 

・近くに休む処がないので公園にカフェなどあるとよい。美味しいベーカリーでもよい。 
・スタバがない。もったいない。 
・店がない。 
・ファミリーレストラン（デニーズ）がほしいです 
・もしカフェを作るなら、ペットも入れる場所としてほしい 
・大人も子供も年齢に関係なく楽しめ、お茶や食事が楽しめると良いように思います。 
・チェーン店の飲食店は入れないで下さい。 
・避難所として使用出来る建物を建て平常はレストラン（高級でない）、カフェに使う
のは良し。 

・今の公園だと遊びに行っても、食べ物飲み物を買う場所がなくて、長居できず、結局
公園利用をしなくなっていく。 

・雰囲気のある木で作ったカフェとレストランが 1軒ずつ。 
・自販機は要らない。 
・軽食など買えたりできる場所（コンビニ）があると嬉しいです。 
・カフェは必要だと思います。 
・飲食店舗が少なくコンビニすらないエリアなので、それらが増えることは大いに期待
したが、プールは残して欲しい。 

・世田谷区は大きな公園が沢山あって良いのですが、近くには二子玉川公園もありはっ
きり言ってそんなに公園ばかりもういらないです。それよりもコンビニやスーパーが
欲しいです。 

・カフェやレストランは場違い! 欧米の公園を手本にして、いわゆる本当の意味での「公
園」にして欲しい。 

・公園内にカフェがあったらゆっくり時間が過せ楽しみがふえます。 
・犬を連れて散歩することが多いのでドッグラン、犬と入れるカフェ、レストランがあ
ると益々楽しめると思います。 

・帰宅難民対応のレストラン等があれば良いと思う。 
・こども食堂  
・カフェは緑や傾斜地を生かして景観をよくしたものに 
・等々力渓谷という観光資源になりえるものはあるが、その割に飲食店が充実していな
いので新しい野毛公園には目玉となる飲食店があれば良いと思う。 

飲食・物販施設 
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・皆が楽しめるような公園(遊具が充実・水遊びもできる・キレイなじゃぶじゃぶ池・
ボールが使える・おしゃれなカフェレストランもある) 

・わんちゃんが入店可能なレストランやカフェを是非作っていただきたいです。この辺
りはわんちゃんを飼われている方が多いので、わんちゃんと飼い主さんが一緒に楽し
める公園にしていただけると、うれしいです。 

・大人がくつろげるスペース(カフェ)・コンビニ? 
・レストラン等建てないで、緑の多い静かな公園が良い（ベンチ位で） 
・周囲の住宅地は買い物困難地域となっています。道の駅的な場所があれば地元の野菜
など購入できて嬉しいです。 

・砧公園内のレストランの様におしゃれ感があるレストラン・カフェ。地元の野菜、ブ
ドウが使えればなお良いと思う。 

・飲食物販施設は反対。 
・家族が入りやすく、カフェやジャンクフード店など学生やお母さん層が寄りやすい公
園であると良いと思います。 

・休憩スペースとしてカフェやレストランなども併設して欲しい。 
・緑の中にお洒落なカフェを作ってほしい。 
・ビジターセンターよりもカフェやベンチを。場合によりレストランも。 
・ワンちゃんも入れるレストランやカフェを作っていただきたいです。 
・また、常設の店舗は必要ないと思います。公園を見ながら食事やお茶をしたいとはあ
まり思いません。私なら公園で運動や散策をして、家に帰ってゆっくりお茶を飲みま
す。なるべく静かな雰囲気を保ってほしいです。駒沢公園の入口にカフェができてま
したが、お値段もそれなりで、利用したいとは思いません。とはいっても遠方から来
る方もいらっしゃるでしょうから、野毛公園には、今のように休日に移動販売のカフ
ェの方が来る程度がちょうどいいと思います。 

・子連れで公園や夏にはプールを利用しています。遊んだあとに一息つける食事処やカ
フェなどが充実させて欲しい。 

・管理費捻出のために店舗等収益施設を入れるのは良いと思います。  

飲食・物販施設 

41



スポーツ施設 

・ジョギングやウォーキングができるコースがあると年配の方も利用しやすいと思いま
す。 

・テニスの壁打ちスペースがあると、テニス人気もあり、みんな遊びに行きたがりそう!! 
・子供の遊具ばかりではなく、健康寿命を伸ばす為に成人用の運動器具をあちこちに置
いて頂けたら、気楽に運動できるかと思います。 

・室内運動施設を安く利用できると嬉しいです。 
・屋内のプールがほしい。 
・公園内にジョギングコースの整備をしてほしい。 
・もっとバスケのできるコートをいっぱいつくってほしい。 
・野毛公園は昔、原っぱのようで安全にタコあげしたり遊べたのが、野球場になり、サ
クで囲われ、最近は本格的なチームの試合の球がサクを越えてきそうで、散歩も安心
してできない。野球場やサッカー場等作らないで欲しい。 

・室内運動場（板ではない）があるべき。 
・親子で野球が出来るなど。（都内で室内練習場が少ない） 
・元プロ選手などのセカンドキャリアにつながる施設。 
・アメリカのボールパークなどをしっかり勉強して設備投資して欲しい。 
・韓国の公園で大人が使うジムにあるような簡単なマシン（？）があり、中年や老人の
方が使っていました。そのようなものがあればいいなと思います。 

・公園を子育て中心に考えるのではなく、これから高齢化社会を考えるにあたって、是
非、健康作りに役立つ公園にしてほしい。地元には高齢者が歩いてストレッチや軽い
運動ができるものを設置した散歩コースのある運動場があります！！ 

・体育館ができればうれしい。（ジム、ヨガ、バドミントン、卓球、バレーボール、バ
スケ etc）（プラスチック）バットとボールで親子が野球（キャッチボール）できる
ようなスペースがもっとほしい。（野球禁止という看板が今残念） 

・テニスコート増設希望。既存公園はそのままで良いのでは？ 
・幼児プール建て替えを希望します。  
・ランニングしたくても一周できない。 
・プールももっとアピールして。 
・コンビニが１店あると便利だと思います。 
・サッカーグランドをお願いします。地域の振興になると思います。 
・運動をしている年頃の子どもはバスケットゴールのあるエリアがほしいそうです。（ひ
とつでは取り合いでたりないとのこと） 

・ジョギングのコースを作ってほしいです 
・マラソンコースがほしい。 

スポーツ施設 
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・トレーニングジムでトレーニングしたい 
・キャッチボールなど他の公園で出来ない事を補完できる様な公園 
・ノルディックウォーキング（ウォーキングポール） 
・室内で、卓球、バドミントン、バスケット等をしたい。 
・運動したり花を見たり、ゆっくり座れるような空間も欲しいと思います。 
・サッカー、バスケットボール、テニス、バドミントン、卓球などを気軽に楽しめる場 
・人工的な建造物をできるだけ少なく、レストランやカフェなどは、自然な緑化を妨げ
ない程度でとどめる。 

・テニスコートをふやしてほしい  
・現状、２面のテニスコートでは、土日などはほとんど取れないので、テニスコートを
増やしてほしいです。 

・プールを大人も使えるサイズにしてほしい。子供から老人まで健康増進につながる施
設があればと思う。世田谷保険センターの移転は遠すぎるため 

・テニスコート２面しかなく抽選はずればかり、増やして。 
・テニスコートを増やしてほしい 
・樹木や花畑で目の保養が出来て、多様の運動・スポーツが楽しめる公園。テニスや投
球練習用の壁などあっても。 

・ランニングロードや自転車回遊路も作って欲しい 
・野球場が場所をとりすぎている  
・既存区域のスポーツ施設（テニスコート・野球場・プール・多目的広場）の充実につ
いての提案がない 

・公園利用者についての調査が不十分。当日利用者の数を数えるだけでは。例えばスポ
ーツ施設の抽選ではずれた何倍、何十倍の利用者のニーズは適切と評価されない。 

・スポーツ施設の充実 
・悪天候でも利用可能な屋内施設 卓球台 バスケットなど 
・また、最近の健康ブームに合わせて、サイクリングやランニングなども楽しめるよう
なコースがあれば、多くの人が集まるいい公園になるかと思います。 

・史跡(古墳)プラス運動・スポーツを組合わせ、あらゆる年代が安全に身体を動かせる
ことができる遊具、運動施設、広場が充実した公園。テニスコートの増設、サッカー
またはフットサル場設置 

・充実したスポーツ施設。 
・1周 400mとか、距離の分かるジョギングコースがほしい。 
・テニス場・野球場・プールはなくてもよいと思います。 
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遊戯施設 

・遊具不要。 
・二子玉川の兵庫島公園のような、清潔なジャブジャブ池があるとうれしいです。 
・今のままでは、ほぼどこにでもある公園な印象。児童館も遠いし、暑い日や寒い日、
雨の日は、子どもが体を動かせる所がない。子どもも利用できる、室内の楽しいスペ
ース希望します。 

・真夏でも熱くならない遊具があるといい。 
・夏場や急な雨の時でも建物内で遊べる施設もあるととても助かります。 
・室内までしなくても屋根付の遊び場があったら喜ぶと思う。雨。夏に。 
・児童館が野毛エリアに無いので屋内で遊べる所がほしい。 
・ユニークな遊具のある、子どもや皆で楽しめる公園がいいと思います。 
・夏場水あそびが出来る浅い池。 
・夏はなかなかあつくて外で遊べないので、水遊びや室内遊びが出来るところがあると
嬉しい。 

・プールは残して欲しい。 
・プールもかなり古くなり、砧公園にあるプールの様な施設を作って欲しい。その中に
子供用のプールも作って、屋根付き施設。近くに、区のプールが少なすぎる。子供だ
ましの施設なら不要！！（プールの施設希望） 

・プールの改修リニューアルしてほしい 
・皆が楽しめるような公園(遊具が充実・水遊びもできる・キレイなじゃぶじゃぶ池・
ボールが使える・おしゃれなカフェレストランもある) 

・ターザンロープなどを造ってほしい 
・運動できる遊具、 
・真夏や真冬の幼児のための室内あそび場（クーラー、暖房）。 
・アスレチックのような遊具を増やして欲しいです^_^ 
・砧公園のような緑豊かな部分と駒沢公園のような遊具で遊べる部分の両方がある公園 
・雨天時でも年齢問わず室内で遊べる施設があったら嬉しいです。 

遊戯施設 
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駐車場 

・付近に小学校通学路があり交通事故増加が心配なので、駐車場は台数が多すぎない程
度に、少し増やしてほしい。 

・オートバイ用の駐輪場は、原付 2種までは無料、126cc 以上は有料とするなど、工夫
をして欲しい。 

・現駐車場入口は道路が狭く入りにくいので、駐車場の整備もお願いしたい。上野毛側
に有ると良い。 

・パーキング問題。地域の人、又は電車で来てくれる公園がよいかと。 
・駐車場を広く取って下さい。道路をふさいでパーキング待ちを少なくして、住民に迷
惑を掛けないで下さい。 

・新設の保育園の裏側辺りに駐車場とスーパーマーケット（食品・衣類・寝具）作って
ほしい 

・駐車場もうちょっとあったらいいなぁと思います。 
・駐車場がない。 
・Ｐスペースは多くして 
・駐車場を十分確保することが必要。 
・いつも駐車場がいっぱいなので台数増やして。 
・駐車場はどのように使用出来ますか？ 
・災害時には防災公園としても利用できるようにしていただくのは良い事ですが、マン
ションそばに大型乗り入れができる駐車場や、トイレなどは作らないでください。マ
ンションからの景観が悪くなります。 

・静かで安全な場所を希望。基本計画を一から考え直してほしい。特にエントランスゾ
ーン。野毛公園駐車場への入庫待ちの車列で道がふさがれている。公園利用者が車の
乗り降りに人の敷地を利用する。 
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トイレ・ベンチ等 

・明るくきれいなトイレがあるといいです。 
・清潔なトイレット希望。 
・きれいなトイレや施設があると安心です。 
・トイレの多い公園。 
・清潔なトイレと安全地域になる事 
・トイレは清潔にして欲しい。 
・更衣室やトイレ、ロッカー等はだいぶ古いのでキレイにリニューアルしてくださる分
には大歓迎！ 

・安全安心なトイレと更衣室・夜間照明・防犯カメラの充実を。 
・きれいな公共トイレ 
・二子玉川公園のような、きれいなトイレが欲しいです。 
・災害時には防災公園としても利用できるようにしていただくのは良い事ですが、マン
ションそばに大型乗り入れができる駐車場や、トイレなどは作らないでください。マ
ンションからの景観が悪くなります。 

・公衆便所が余りにも古くさく暗い！周りももっと明るく清潔感のある公衆便所に！新
しいデザインを公募したら？ 

・木製ベンチやあずま屋はあると良い。 
・日かげを多く作って欲しい。 
・木陰にベンチやテーブルを置いてほしいです。 
・木影の有る、やや低めの坐りやすいベンチ希望。 
・美味しい水飲み場希望。 
・子供が遊んでいる間や合間に座って休めるイスやベンチがたくさんあるといい。 
・日かげもたくさん作ってほしい。 
・夏場のために、子どもが遊べる日かげになるスペースがほしい。冬場のために、日当
りが良いエリアも作ってほしい。 

・ヨーロッパのどこの都市にもあるような木と芝とベンチがあればよいのです。 
・ベンチを成るべく多く置いて欲しいです。 
・ベンチの多い公園。 
・オシャレなベンチがあると良い 
・あとベンチの真ん中に手すりをつけないで、邪魔なモニュメントとかアートなど人工
的なモノを極力置かないでもらいたい。 

・ベンチの設置（屋根付きが日よけ） 
・運動したり花を見たり、ゆっくり座れるような空間も欲しいと思います。 
・屋根つきのテーブル・椅子が欲しい。 

トイレ・ベンチ等 
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・座って休める場所に日陰も多くして欲しいです（ベンチの上など特に） 
・日比谷公園のような、緑とお花がたくさんあって、ベンチに座ってくつろげる場所 
・レストラン等建てないで、緑の多い静かな公園が良い（ベンチ位で） 
・(ベンチ)(木影)(芝生)(広場)(散策路)(薬草苑コーナー)(万葉植物苑コーナー) 
・ベンチは石（大理石）等で出来たすべりにくく安定が良く清潔を保ちやすいベンチ 
・日陰にベンチがあればいい 
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その他の施設 

・本を読んだり勉強したりするスペースが公園内にあると利用したいです。 
・野外ステージを作り、青少年をはじめとした高齢者までが、パフォーマンスを発表で
きる場ができると良い。野外コンサート、ETC。 

・等々力渓谷への観光客に対する「お・も・て・な・し」の場。休憩場も兼ねないと観
光客が減っていくので、そういう公共性も必要だと思います。 

・公園の完成イメージについては、年の差のある２児育児中の身としては、母、乳児、
幼児のそれぞれが楽しめる造りであるとうれしく思います。例えば、５才児は外で走
り回る中、その様子を乳児と母が室内から見守る。 

・小さい子の集まりや団体で少し集まりたいときに使える室内部屋など作っていただけ
るとうれしいです。 

・休憩所に防災を学ぶコーナーを 
・“ハコモノ”は不要です。ビジターセンターも既存のもので十分。便宜施設は論外。 
・保育園のそばに、老人ホームもあったら活気づくと思います。 
・スーパーもあれば、お年寄りも多いので助かると思います。 
・野毛に限らず世田谷区はコンサート会場がないので、二子玉川や野毛など大きな公園
に作ってほしい。特に地下に作れば防災拠点（避難所）にもなれると思う。 

・中途半端な設備は不要だと思います。 
・店舗ゾーンにスーパーマーケット・コンビニ・病院・レストラン・カフェなどがある
と、大変便利で助かります。 

・日帰り温泉施設の設置。銭湯も少ないので、日帰り温泉は集客が見込める。 
・公園の一部に保育園を作れば、子供の環境に良いのではないか。 
・ドックランがほしい 
・天候に左右されない施設。 
・ハコモノ等はいらない！ 
・物は最少で、作ってもＲＣでなくプレハブ造。 
・国分寺崖線に点在する野毛大塚を中心とする古墳群の総合解説展示場も隣接すべきで
は？ 

・Ｎ．Ｙのようなドッグランがあればなおよい。 
・世田谷区は、犬を飼っている人の割合が比較的高いと思われる。英国等公園先進国で
見られる様なペットと共に楽しめる公園の在り方が望ましい。そのための施設として
「ドッグラン施設」の設置を希望する。 

・雨の日でも使える施設（体育館）などあるといいです。 
・図書館つくる。 

その他の施設 
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・スライダーつくる。  
・二子玉川公園にはドッグランがないのでぜひお願いします！ 
・本が借りられる図書館（Ｐ付）を造っていただきたい。近隣には尾山台の小さな（不

便）図書館しかない 
・すでに保育園があり、遊具もあり、砂場もあり、スポーツ施設もあるので。商業施設
は最小限で良い。 

・お子さんも多い公園だからこそ、犬の散歩や遊びが安心してできるドッグランを作っ
ていただきたい。 

・付属の建物で、絵画や書の展示をするところを設けて欲しい。 
・幼児が 50円で利用可能な貴重な施設。 
・更衣室やトイレ、ロッカー等はだいぶ古いのでキレイにリニューアルしてくださる分
には大歓迎！ 

・犬を連れて散歩することが多いのでドッグラン、犬と入れるカフェ、レストランがあ
ると益々楽しめると思います。 

・ドックランとか犬のあそべる所を下さい 
・サテライトオフィス  
・ライブステージ  
・児童館が野毛地区にはないので、ぜひ作ってほしい。 
・地域の人々が集って楽しめるような施設。例えばドッグラン（多摩川は大型犬が走り
回りこわい）とか 

・二子玉川公園にあるような日本庭園のような施設が欲しい。 
・子供が遊べるスペース(小動物とのふれ合い?) 
・ビジターセンターには不用の蔵書を持ち寄るリサイクルステーションがほしい 
・犬が自由に出来るスペース 
・アスファルトの道路や不要な施設は作らないでほしい。 
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管理  

・樹木の手入れは必要。 
・清潔なトイレット希望。 
・ゴミの散らからない公園が良い。 
・自然豊かな中にも、人の手入れが行き届いた美しい景観が良い。 
・きれいなトイレや施設があると安心です。 
・管理など、シルバー人材や障害者の方の雇用に繋げる事の出来る公園。 
・等々力渓谷の中に居があり、観光の人が増えたことで、週末は特にゴミの放置、騒音
は気になり課題としてほしい。自宅敷地内にもゴミの放置があり、人が増える分、環
境配慮を検討しながら公園整備を進めて頂きたいと思います。 

・ゴミ対策を徹底的に！ 
・ＮＹのセントラルパークの様にきれいに整えられ、芝がたくさんあり、市民の憩の場
にしてほしいです 

・せん定をやり過ぎない。ボリュームある樹木に育ってほしい。 
・管理が行きとどかない遊具は不要。 
・20年先～30年先の感覚を持ち、手入のいきとどいた公園を作ってもらいたい。 
・トイレは清潔にして欲しい。 
・継続的に手入れをして下さる予算計画が立てられる公園づくりを希望します。二子玉
川公園の様に。 

・緑の多い整備された公園をお願いします。 
・公園の休憩所に園内の安全管理を兼ね、防災相談に乗ってくれるスタッフがいてくれ
たら嬉しい 

・等々力渓谷をふくめるなるらきちんと管理して欲しい。ゴミ、タバコのポイ捨て等き
たない。 

・子どもを遊ばせたいので管理が行き届く公園にしてほしいです。 
 
  

管理 
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その他  

・現状は斜面が多く、入り口がわかりにくく目立たないという印象。 
・付近の道路についても拡張など整備をして欲しい。 
・自転車が通れる道もほしい。環８ぞいの舗道もせまいし、間に通る道路もせまく不便。 
・等々力渓谷に来た人が来れるように駅前や渓谷で案内や紹介をしっかりしてほしい。 
・等々力渓谷の下手階段口から公園に入りやすくしてほしい。 
・大きな公園は、玉川沿川に出来た公園で充分です。お年寄りが多さんいますので、小
さくてもよいですから、多くの方が行けますよう、公園の数を増やしてください。 

・コンクリートの建造物や遊具など、一昔前の公園は不要です。 
・散歩・ジョギング・サイクリングで自由に動き回れるよう、遊歩道を広く整備してほ
しい。 

・この地域の最大の難点はコンビニなどの商店がないことです。お年寄りが長距離を歩
く必要があるので、あわせて解決を図ってはいかがでしょうか。 

・「何をしたいか？」というニーズを集めて造るのではなく、先ず公園を造って「どう
ぞ、自由に。でも大切に皆で使いましょう。」というものではないでしょうか。 

・マンションを建設してほしい。 
・公園の為に税金を使うので有れば、それよりも等々力駅前交差点から上野毛方面への
舗装道路を何とかしてほしい。ベビーカーや高齢者のカートがひっかかり、歩きづら
くて子供も転びやすく、不便の声を聞く。 

・自転車を公園の中で走行させるのかを決定してほしい。 
・等々力渓谷の中に居があり、観光の人が増えたことで、週末は特にゴミの放置、騒音
は気になり課題としてほしい。自宅敷地内にもゴミの放置があり、人が増える分、環
境配慮を検討しながら公園整備を進めて頂きたいと思います。 

・まず区民の意見を取り入れようとするアンケート実施、キックオフシンポジウムの開
催が良いと思いました。 

・スケジュールについては、３年程度を目途として openしてほしい。（５年はかけす
ぎ） 

・保育園の敷地と定員を拡充してほしい。 
・進士五十八さんは、野毛町公園には向かない方と思います。 
・今迄と違いすぎてもったいない 世田谷区は金が余っているんですね 保育園も２つ
も作りすぎと思っている 

・保育園もぜひとも そして介護施設もお願い致します。 
・９月２２日のシンポで教えてください。 
・公園区域の緑被率は、今までと比べ変わりますか？ 
・健常者のマイカーによる来訪をコントロールする方策を考えておられますか？ 
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・高齢者の住居がほしいです。野毛公園よりは？ 
・令和５年開園スケジュールはあまりに遅すぎます。 
・二子玉川の帰真園は全く活用されていないです。この様な施設はやめてください。 
・正直既存の野毛公園で十分だと思うので、 
・区立小中の部活動に必要な施設の提供など、「足りないもの」を中心に検討して頂き
たい。 

・骨子の内容がとても行政的で、よく分からない。 
・今後是非若い人を計画・決定段階で関わってもらい、魅力的な公園を造ってほしい。 
・川の氾濫などが多い近年。区の予算はゲリラ豪雨の対策につかって頂きたい。 
・保育園の増設なども優先順位が高いと思う。 
・公園を見ていると、車で来る人々がおり必ず路駐が増えたり、問題が少なからず出て
くるように思いますので、そういう点も配慮頂けますと幸いです。 

・尚且、保護猫の環境作り（去勢を必ずして、地域猫として）も検討して頂けると幸い
です。宜しくお願いします。 

・保護犬、保護猫などの里親との、出会いの場所。 
・住民が自由に出入りできる気易い公園であること。 
・水や花を楽しんだり、公園内のカフェやレストランで休憩がかなうと良い！！ 
・また、けやきネットの新システムはひどく、７日前までのキャンセルでは病気ややむ
をえない用事に対応できません。せめて３日前にして下さい。 

・保育園は移設 
・水と親しむ施設は維持費が心配。 
・既存区域との間の区道の扱いについての提案がない 
・公園利用者についての調査が不十分。当日利用者の数を数えるだけでは。例えばスポ
ーツ施設の抽選ではずれた何倍、何十倍の利用者のニーズは適切と評価されない。 

・活動エリアは旧公園を整備する。 
・素敵な公園ができるのが楽しみです。 
・問 3自体の回答とはなっていないことを承知ですが、いくつか意見を述べます。まず、
問 1・では選択肢として、良い?ふさわしくないまで用意されていたのに、この問 3
では骨子を踏まえて回答するようにされていることに不信感がある。今回の件に全く
関心のない人は面倒な回答をしないであろうことを考えると、骨子に則った肯定的な
意見を集めることを目的としていると感じる。また、居住町名と丁目まで、という個
人を特定されることのない形で回答できるということは、サクラを利用して回答させ
ることも可能である。それでいて、住民アンケートの結果、「?という傾向が見られる」
などとされてしまうのだろうか、と疑心暗鬼になる。一定年齢以上の区民の人数のう
ち、いくつ回答が得られたかということも区報等で発表するべきだと思う。敷地の広
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い世田谷区の場合、遠い地域の区民が関心を持っていないならば、そのことも発表す
べきだと思う。(烏山地域住民の回答は何件のみであった、など) 

・問 3の回答とはならず恐縮ですが、なぜ税金を投じてまで野毛町公園を拡張するのか
がまったくわからないというのが多くの住民の意見です。野毛町公園は最寄りの駅か
らも遠く、利用者は近隣の方か、野球、テニスをやられる方です。ふるさと納税で世
田谷区の税収が減ったと区長が怒っていましたが、税収が減っている現状でなぜ野毛
町公園の拡張なのか、公園に税金を投入するならばほかにもっとやるべきことがある
のではないでしょうか。例えば、二子玉川公園の夜（特に金曜、土曜、日曜）には打
ち上げ花火が行われ、近隣住民は音やごみで迷惑しています。公園に税金を使うなら、
夜間警備を増やすとか、昼間の見守りスタッフを増やすとか、まず警備関係に投入し
ていただきたい。公園をつくれば、その半径１キロに影響が及ぶことを重々お知りお
きください（昨年より固定資産税が上がってましたが、既存の公園も十分に管理でき
ていないのに、こんな野毛町公園の拡張に税金を使わないでください） 
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