
　第１回意見交換会の主な意見整理

 今の自然や地形を活かしたみどり豊かな公園
 死角がなく見通しが良い安心安全な公園
 ユニバーサルデザイン

全体

 小学校の桜を公園に移植してほしい
 町会備品の倉庫設置してほしい

その他

 ラジオ体操の場として利用

 ステージでなくてよいが、人が集
まれる場は欲しい

ステージ

 ステージとしての利用はない
 たまり場になっている

 子供が遊び、親の交流の場

 子供が安全に遊べる場
 安全な芝生の広場
 遊具を増やしてほしい

広場

 水はけが悪い
 抜け道利用と遊びの交錯

 小学校と公園の高さをを合わせて
連続性を確保

 学校に向けて開いた公園
 学校と一体となった防災機能確保

小学校との連続性

トイレ
 汚い、暗い、視認性が悪く防犯上課題

 親子が安心安全なトイレ整備

 池は子供たちが生物や自然と触れ合う場
 滝はアスレチック的な遊び場

滝・池

 水が汚い
 昔に比べ生物が少ない

 水をきれいにして災害時利用
 生物多様性（ビオトープ）
 滝の復活

 今の自然や斜面地形は貴重な地域資源
 昔から滝や斜面を使って遊んでいた
 動物や昆虫等の住処となっている

 今の自然・地形を活かした整備
 できる限りのバリアフリー対策
 斜面地を活かした遊び場の整備

斜面地

良い点
課題

意見要望

凡
例



第１回意見交換会意見整理

Ａ班 テーマ：老人と子供が集い、四季を感じる憩いの場
項目 分類 意見

斜面地 良い 今の斜面がよく、地形を活かしてほしい
要望 地形を変えずにできる限りのバリアフリー対策（手すりなど）
良い 今の斜面が貴重
良い 昔は自然地形で遊んでいた
良い 階段の石も歴史である
良い 階段そのものがアスレチックとなっている
要望 思い出をつなぐ
要望 地形・自然を子供たちに残す
課題 滝がなくなったのが残念
課題 斜面の土がなくなってきている

池 要望 水をきれいにしたい
要望 池の水の災害時利用

トイレ 課題 トイレが少ない
課題 暗い

倉庫 要望 町会備品の倉庫が欲しい
要望 倉庫は公園でなくてもよく、小学校の中でもよい

ステージ 課題 使ったことがない
要望 賑わいは欲しい
課題 夜のたまり場は良し悪し
要望 子供縁日に使いたい
要望 照明を明るく

広場 要望 子供たちが安全に遊べる芝生広場に
課題 今は水はけが悪い
要望 水飲み場は必要
要望 ラジオ体操に使う広いスペース確保

植栽 要望 小学校、遊歩道の桜を持ってきてほしい。
課題 花が少ない
課題 小学校との間の木々がなくなった



第１回意見交換会意見整理

Ｂ班 テーマ：自然、憩い
項目 分類 意見

斜面地 良い 自然のアスレチック
良い リスがいる
良い 子供が階段を使っている
良い 滝を登っていた
要望 自然・斜面を残した方がよい

池 良い どんぐり拾いをしていた
良い 池でカエルを捕まえている
課題 昔は橋からザリガニを捕っていた
課題 水がよどんでいて汚い
課題 ポンプが景色を遮っている
要望 池は残した方がよい

トイレ 課題 今見えにくい
課題 綺麗にした方がよい
課題 誰も使っていない
課題 子供は近づけない

倉庫 要望 倉庫が欲しい
広場 課題 昔の〇（迷路？）は良くない

課題 昔は芝生だった
要望 子供が遊びやすいように
要望 走り込まないように山も良い
要望 広く

ステージ 課題 無くてもラジオ体操はできる
遊具 課題 危ないものは整理して残す
小学校境界 要望 学校とレベルを合わせてほしい（高さのつながり）

要望 学校側が使いやすくなるよう境界部を開けておいた方がよい
要望 小学校の桜がなくなるので公園に四季の花を

全体 要望 死角のないように
要望 見通しがよくなるように照明を
良い 幼児園児が遊んでいる
要望 北の丸のようにゆっくりしたい
課題 大学生の庭になっている。夜こまっている。
要望 ユニバーサルデザインを
課題 ハトの餌やりは困る



第１回意見交換会意見整理

C班 テーマ：地域全体・みんなが利用できる公園
項目 分類 意見

斜面地 課題 自然があっても使われていないところがある（遊具裏など）
要望 錦華坂全体の景観と合わせて考えてほしい

滝・池 良い 子供が滝の岩場で遊んでいる（昔も今も）
良い 池のおたまじゃくし、カエルで遊ぶ
要望 （昔のように）滝の水が流れるように

トイレ 要望 安心して利用できるトイレ
要望 親子連れが安心して利用できるように

ステージ 課題 ステージの利用がない・用途がない
広場 課題 夜間利用者の騒音

要望 子供が遊具で遊べる場
要望 遊具は新しくしてあげたい
要望 ネット等を張って、ボール遊びをしたい

全体 良い 現状でもよく利用されている良い公園
その他 要望 緑を残した自然豊かな場

要望 錦華公園も地域全体の緑の中の一部
要望 お茶の水小学校の桜を公園に（絶対に）



第１回意見交換会意見整理

D班 テーマ：　　　　　　　
項目 分類 意見

斜面地 良い
区内で唯一高低差があり、自分の子どももよくここで遊んでいた。
整備にあたってはこの高低差を活かした整備が良い

要望 子どもたちが遊べるアスレチックなどがあっても良い
池 良い 池は子どもたちが楽しむ場所として重要

要望 ビオトープのようにもっと生き物が住む環境となるとよい
トイレ 課題 トイレがきれいではない

ステージ 良い
年間通じて実施しているラジオ体操のステージとして重要な施設と
なっている

広場 課題 抜け道としての利用が多い

良い
今の公園は、子どもを遊ばせ、お母さんたちは井戸端会議ができる
場所

課題 学校との一体感を如何につくるかが課題
要望 防災機能を有する学校に隣接するという特性を活かす

課題
近隣の公園（西神田、小川等）との機能や施設の差別化を図ってよ
いと思う

要望 子どもの遊び場として健康遊具などはここでは必要ない。
要望 利用時間の制限などを設けることも１つの方法

その他 要望 小学校の桜の継承ができるとよい

課題
多様な利用者全てのニーズに応えることは難しく、どこに重点をお
いた整備をするのかが課題

課題 公園近くの歩道上に迷惑駐輪がある
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