
　　 アンケート調査での要望や自由意見 　　　　　

ほしい遊具や施設など 平面図への記述

1 池は残して活かしてほしい
池におたまじゃくしや小魚、森にはどんぐりを食べに？リス
もいます。自然をたくさん残してほしいです。

2

ステージ：夜お酒飲んで履いている人がよくいる。
いらない。園路：子どもたちが探検していて楽しそ
う。そのままがいいです。池：少し危ないけどめだ
かをすくったりできる。広場：ボールで遊べるよう
にしてほしい

九段下こどもひろばのような公園になるとうれしいです。サ
ラリーマン、大学生もくつろげるようなエリアをつくって、
なんとなくわけてほしい。テーブルがあるといい。

3 ボール遊びができる施設 ステージ：いらない　池：いらない 池がとても汚いのでなくすかじゃぶじゃぶ池にしてほしい

4

・ビオトープ・クヌギなど、生き物（昆虫など）
が集まりやすい木を植えてほしい・ちよくる駐輪
場・夏場に幼児が水遊びができるじゃぶじゃぶ
池・コンクリート製ではない遊具・滝を復活させ
てほしい・ステージいらない・砂場のまわりの
柵、ネット整備してほしい・水を常に循環させて
ほしい・明るくきれいなトイレがあるといい

夜間、とても暗いところもあり、危険なので、見渡しがよく
明るい公園だといいと思います。

5 ゆったり読書等ができるベンチがほしい

子供が少ない地域なので、多くの子供の姿は見ませんが、学
生が多い地域であるので、友人同志おしゃべりをしたり、楽
器やコントの練習をしていたりと様々な年代の者が利用する
すばらしい公園だと兼ねてから思っていました。これからも
色んな人が使いやすい入りやすい公園であることを願いま
す。

6 ステージはいらない
広々として、自然と子どもたちが集まる、遊びたいと感じる
公園を望みます。

7
山型うんてい、大人用鉄棒を是非設置してくださ
い。ステージを撤去、ジャングルジムを設置。

神田地区の公園には、大人用の遊具が少ないと感じます。

8
トイレは、ひと目につきやすい側に移動させて、
きれいになると思う。

9
お昼時にお弁当を食べられるようなベンチ、大人
用の鉄棒、ペットボトルキャップを集めてくれる
箱

夏は蚊が多いので対策を。完全に禁煙にしてほしい。今は、
いけないのに吸いに来ている人がいて、本当に迷惑してい
る。

10 喫煙所！

11 　

遊具は危険も多いので、幼稚園のお迎えのときに、縄跳びと
かゴムとびとかを親が持参して遊ばせる。コンクリート地面
を造ってローセキでいろいろ遊ばせたり、メンコもできる
し。昭和っぽいかしら？

12
ベンチを増やしてほしい、なるべく北側の樹木を
残してほしい

（街路樹以外の）自然に近い樹木が少ない地域なので、なる
べく残してほしい

13
屋根のある休憩スペースがあると良いと思いま
す。

緑があると街も落ち着いた空気を感じられるので、なるべく
取り入れてほしいと思います

問12 錦華公園にほしいと思う遊具や施設などありましたらご記入ください。　
その他自由意見番号
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14 園児が安全に楽しめる遊具
意見のとりまとめ大変かと思いますが、良い公園としてくだ
さい

15 売店・屋根付きのテーブルとイス、有料トイレ
夜になると学生のたまり場になっているようです。夜は公園
に入れないようにしてほしい

16
花の咲く木がほしい（さくら、つつじ等）ベンチ
ステージいらない

17 昔のように滝を流してほしい

18
ステージ不要、階段のところは暗い感じがする、
池はビオトープ

現状では、子供が安心に遊べる場というよりも、大人が喫煙
する場所になっている。大人の利用が多いのではないか。

19
昔からあるコンクリート遊具と石橋は残してほし
いです。改修はOK！想い出です。

生まれも育ちも結婚後も猿楽町民です。私が錦華幼稚園に
通っている時からすでにあるコンクリ遊具や石橋は残してほ
しいです。楽しい想い出ばかりです。錦華公園大好きです。
でも、なおせる部分は、なおしましょう。その意見は賛成で
す。安全第一です。現在利用している子どもたちにも想い出
を作って欲しいです。

20 朝など浮浪者を見かけるので対策をしてほしい

21 ベンチ、日よけ
度々ネズミを見かけます。お子さんの安全や衛生面から対策
をお願いします。

22
子供も大人も安心、安全に過ごせる場であってほしいと思い
ます。

23 特にトイレが老朽化したら改修をお願いします。

24
（崖線部）もう少しスッキリさせたほうが明るく
なるのでは？

以前は、幼稚園の庭先でサラリーマンがタバコを吸ってい
て、？？？な場所でしたが、最近はなくなってうたので安心
しています。今後も喫煙者がたむろしないように工夫をして
いただきたいです。西神田公園は地獄のようなので！

25 緑　安全に子供が遊べる
タバコ吸う人がいる。園児が心配。ホテル側の木の根元のう
らにネズミちゃんがいる。目がかわいいので住み家をうばわ
ないでほしい

26 小川町三丁目の備品庫をつくってほしい。

27
トイレを明るくしていただきたい。緑の豊かな公
園にしてほしい

28 夏場はトイレあたりの蚊がすごい。喫煙者が多い。

29 特になし。　　現況の緑、遊具保存

30
小さな子どもたちと緑の中を散策できるスペースは分けて利
用できるように
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31
凝った緑化でなくてよいと思う。地形からこのようになるの
だろうか。緑が多い反面、死角が多いように思う。木も大き
すぎると暗くなる。

32
階段の幅が広すぎて歩きづらい。丸型ベンチは座
りづらい

33
大人のピクニック、テーブルとベンチ、平にし水
はけを良く、災害時のために広場を広く、高齢、
障害者のために座れるスペースを

①禁煙の徹底が肝要。受動喫煙は誰にも、とくに子どもたち
に有害。②夜間照明を明るく。LEDだとコストは従来の数分
の一。③雨の時ぬかるむ。対策を。④鳥の糞害対策も

34 トイレ付近を明るくしたほうがよい

35
ステージいらない。運動会に利用できるスペー
ス。親水性のある

校庭からピロティーをへて、公園まで広々と使えるように

36
公園が広くなるのは大賛成です。遊具は数多くはいらないと
思います。自然観察、広場で少し運動、それらができること
が大切と考えます。

37
仮園舎部分が広がるので、自然部分を拡大してほ
しい

ベンチは不要だが、1人掛けのイス型腰掛けはあちこちに配
置してほしい

38 樹木をもっと増やす 犬も歩けるようにしてほしい

39
今ある自然・池を生かす！！池をきれいにしてほ
しい！！

「錦華公園」の名を変えないこと！！今の自然を残し樹木を
切っては、水害もひどくなる！！切ってはいけない。

40
安全な遊び場と休憩できるベンチを（ゆったりと
したもの）

41
ブランコ、砂場、ベンチ、トイレ、池の水をきれ
いに保つ

今までの木は大切にしてほしい。いちょうの木も銀杏も実る
ので。子どもたちが安全に楽しく遊べる場所に工夫してほし
い。池は水をきれいに流れるようにしてほしいと思います。

42
錦華公園は幼稚園、小学校時代よく遊んだ場所でとても思い
出があります。池とか樹木など昔の懐かしい場所がなくなっ
てしまうのは寂しい気がします。

43 トイレ、子供のための遊具

44
公園全体の下に貯水槽にして防火用にしたらと思
う。これを滝に利用は？　ステージ、コンクリー
ト遊具はいらない

45
ジャングルジムなど、もう少し遊べる遊具を増や
してほしい

園路周辺：残してほしい　ステージ：いらない　遊
具を増やす

緑は今のまま残してほしい。木が育つには時間もかかるので
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46

お手洗いは改修して頂きたいです。また、ねずみ
を何度か目撃したことがあるので駆除してほしい
です。未就園児も遊べる遊具が1つあると嬉しいで
す。南側に保護者が見守れるようなベンチと日除
けがほしいです。

47
防犯面から見通しのよい公園にしてほしい。トイ
レ・水場をきれいにしてほしい

48 幼稚園跡：自転車置き場
ネコにえさをやりに来る方は、皿や缶を片付けるように看板
がいる。（今はネズミが食べている）

49
なるべく照明を明るくしてほしい。（冬時は日が短くなるた
め）

50
きれいなトイレがあるとよい、ベンチを増やして
ほしい

51
園路、池周辺：基本的には大きく変えずに残してほ
しいです。

横を通るだけでも樹木が多く癒やされます。大人も子供も利
用できる貴重な公園だと思うので、良いものになることを期
待しています。

52
通り抜けに使うだけですが、階段をより緩やか、安全にして
いただけたらよりよいと思います。

53
毎年桜がきれいで、癒やされます。季節を感じられる公園で
あり続けてほしいです。

54 ボールで遊べるようにしてほしい

55
遊具等は、老朽化するとまた改修等が必要となるので、自然
を主としたビオトープ的公園が、近くのこどもたちの自然観
察にも役立つのではないでしょうか。

56 ベンチをもっと増やしてほしいです。 ステージ：いらない　池：いらない

57 いすとテーブル

58
災害時に使えるテントや寝袋、水や食料など、住
んでいる人も働いている人にも役に立つものを備
えてほしいです。

外国人観光客もよく見かけるエリアになりました。案内を書
くときには、英語での表記もお願いします。

59 遊具は取り除いてベンチを増やしてほしい
なるべく広場を増やして、ベンチの設置をしてほしい。子ど
もたちの遊べる場所と公園の区別をしてほしい。

60 サクラはあったほうがいい

61
会社では災害時避難場所として指定されているの
で活用できる公園に

タバコを吸っている方が多くみられるので、完全禁煙にして
ほしい

62
自転車置き場、図書館、すべり台、じゃぶじゃぶ
池

63
ステージ：いらない　園路：全面的に段差をなく
す　トイレ：新しく
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64
コンクリート遊具はそのままで、もう少し小さい
子用のすべり台があればいい

ステージ：日よけ　園路周辺：木はそのままで草の
整備　池：池の水が流れて蚊がすまないように　幼
稚園跡：小さい子供用遊具　日よけ　トイレ：暗く
て臭いので要改修

池が流れていないので（30年前は流れていた）夏は蚊が多く
なり、子供が遊べません。ラジオ体操に行っただけで何箇所
もさされます。池は埋めたくないので、どうにか流れるよう
にしてください。地形が面白い公園ですが、草をよく刈らな
いとやはり蚊が多くなるので、定期的に草の整備が必要と思
います。とにかく蚊のせいで公園で遊ぶことができません。
蚊のすみにくい環境を専門家の方と相談の上整備をお願いし
ます！！

65 あたたかい雰囲気の公園だったので、また行きたいです。

66
公園の樹木は都心にあって心なごむものだが、ハトやカラス
などの鳥害がないように配慮していただければありがたい。

67 テーブルとイス

68 幼稚園跡：リノベーションして再利用する
お茶の水幼稚園はこわすのですね。。。中をリノベーション
して、図書館や情報発信基地みたいなもの？になったら良い
と思います。遊具より自然な公園を希望します。

69
広場：水はけを改善してほしい。雨天後の水たまり
がひどい

70
ぶら下がれる高さの鉄棒、腹筋台、ピクニック
テーブル

71 ベンチを増やしてほしい

72 ベンチを増やしてほしいです 楽器の練習に利用しても良いでしょうか

73
女性でも入りやすいきれいなトイレがあったら嬉
しい。リスを見かけたことがあります。動物が住
める環境になるといいと思います。

74
今の池をより自然と調和したビオトープにしてほ
しい

石橋：有効活用してほしい　広場：水たまりができ
る点を改善してほしい。

現在行われている全面禁煙を継続してほしい。トイレ内での
喫煙があり、個室利用の際にとても迷惑なのでトイレ改修の
際は、この点も考慮してほしい

75
都会の子どもたちが遊びに行きたくなるような公園、サラ
リーマンが弁当を食べにいきたくなるような公園　だといい
ですね

76 喫煙はできないようにしてほしい

77
昼に弁当など食べられるようなベンチなどあると
うれしいです。

散策路に樹木がしげり、見通しが悪いです。（怖い）あやし
い人が居たという話で側に行かない人も居ります。

78 無理に遊具は不要だと思います。
災害に活躍できる公園が良いと思います。（トイレ、水が沢
山あるような）
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79

池の水のゆるやかな循環をさせ簡易ろ過をし、今
いるザリガニなどを子どもたちに釣らすように、
また、深さは平均30cmくらいで最深でも50cmくら
いにしてほしい。

公園課の方ご苦労さまです。これからも宜しく！！

80
ジャングルジム、キャッチボールなどのできるス
ペース、池の拡大と滝の復活、新設すべり台

ステージ：不要、砂場に　遊具：不要　池：拡大
幼稚園跡：球技スペース

山や階段・池などはそのままにしてほしい（池の拡大）球技
スペースか、【読めない】などを使用した遊具設備

81 ステージ：いらない　幼稚園跡：遊具

82 ステージ：いらない　園路：木々は残してほしい

83
子どもたちはこの公園で遊んでいない。姿を見か
けない。喫煙ルームが必要だと思う。

喫煙ルームと記入したが、千代田区の公園には監視要員が
立っていますが、一人いくら支払っているのか？あくびをし
ている要員を見かけるが。。。区民税がもったいない！

84 健康器具（ベトナムの公園にあった）

85
石段を登ったところにある巨石は残してほしい。私が生まれ
る前からあった物と思います。

86 池の手入れ、屋根付きベンチ
ステージ：いらない　遊具・砂場：衛生的に改善が
必要　園路周辺：残してほしい

87
樹木はあるが明るい清々とした空間であると良いと思う。今
は樹木の手入れが不十分で、公園内も汚れている感じで孫を
連れて行きたくない

88 トイレ：改修　ステージ：芝生にしてほしい

89
緑地公園として残してほしいが、きれいなトイレ
は必要

50年を越えて、猿楽町2丁目に事務所を構えており、2人の娘
も錦華小、幼出身です。この公園は残してほしい。

90 滝が流れるようにしてほしい
ひ孫が遊びに来たときが楽しみです。後期高齢者です。あと
何年生きるかわかりませんが、一日も早く出来上がることを
楽しみにしています。

91

樹木が道路にはみだしているので、手入れの必要な
ものはやめること。①明大の生徒が遊ぶか②幼稚園
の閉園後の使用くらい、他に使用することを考えた
らどうか

92
幼児の遊べる遊具をもう少し増やして欲しい。
コンクリート遊具、砂場、大きい子が遊んでいる
と小さい子は安心して遊びにくい。

コンクリート遊具は雨に濡れると遊べない。アスレ
チック遊具のようなものにして欲しい。
スプリング遊具は残して欲しい。
園路(散策路)はうっそうとした感じなのでもう少し
すっきりさせて欲しい。
池周りは蚊が発生しにくいように。

93
ターザンロープ、すべり台、ボルダリングなど複
合遊具(新宿中央公園や錦糸公園にあるようなも
の）

広場に子供が遊べる大型遊具。
コンクリートが基調となっているが、子供が頭を打たないか
ヒヤヒヤしているので、地面をゴムで覆うなど安全に配慮し
たつくりにして欲しい。
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94 入口がわかりやすくして欲しい。

95 すべり台
幼児が遊べる遊具が少ないため、やむをえず別の公園に行か
ざるを得ない事が多い。

96 ステージ、ブランコはいらない。

97
小さくていいのでBBQができるスペース。近くにな
くて困っている。
夏場は水遊び(じゃぶじゃぶ池)。

ステージはいらない。
コンクリート遊具でいつも喜んで遊んでいます。
池は子供が近づくと心配。

98 ジャングルジム、シーソー。
ステージはいらない。
園路(散策路)周りは急なのがいい。余計ないじりを
して風情をなくさないで欲しい。

すごくいい公園で気に入っています。ここらへんは子供が遊
べる場所がないので、よりよい公園にして欲しいです。なる
べくコンクリートを増やして欲しくないです。自然あふれる
公園を期待しています。

99
広場に駒込公園のようなキャッチボールができる
バディングボール場を作って欲しい。

100 禁煙にして欲しい。

101
おたまじゃくしのいる池を保全して頂きたい。楓の木が切ら
れたが残して欲しかった。崖部は残して欲しい(子供の頃そ
こで遊ぶのが楽しかった)。

102 東屋、雨を避けるためのこと。

来日したばかりの中国人ですけど、このアンケートを見つけ
た時に「日本人は本当に人の意見を尊重しているね」と思っ
て感動しました。日本は本当に素晴らしい国だと思っていま
す。お世話になっています。仕事頑張って下さい。

103 ステージはいらない。
公園の周りは緑でいっぱいにして欲しいです。季節を感じる
木(桜、梅、果物のなる木等)です。

104 緑豊かにして欲しい。
子供向けの遊具を増やすよりは噴水などを作って欲しい。冬
は止めても良いし、夏は子供が水浴びできて良いのでは。

105 花壇や子供が水遊びできる噴水設備が欲しいです。

園路(散策路)の入口のところをバリアフリーにして
欲しい。
真ん中に噴水、お茶の水幼稚園の方の入口左手を花
壇に。

106

樹木は多い方が良いと思うが、今まである大きな樹木はだい
ぶ年数を経ているように思う。最近、強い風が吹くような災
害が増えているので、錦華坂側の樹木の老朽化が倒れないか
心配である。

107

スペースがあれば、もう少し緑を増やして頂きた
い。タバコの吸殻をポイ捨てしないような雰囲気
づくり。例えばベンチやステージ周辺でポイ捨て
したくなくなるような配色やデザインにする等。

ステージ周辺に植生を作る。
As just idea，池を利用して小さな水田を作る。

都会のど真ん中で夏にあれだけセミが鳴き、豊かな緑のある
場所は貴重です。(大人にとっても、もちろん子供達にとっ
ても）是非、保全をよろしくお願いいたします。

7ページ／24ページ



　　 アンケート調査での要望や自由意見 　　　　　

ほしい遊具や施設など 平面図への記述

問12 錦華公園にほしいと思う遊具や施設などありましたらご記入ください。　
その他自由意見番号

108 ベンチ、あずまや。

ステージ周辺はトイレに。
砂場はあずまやに。
ベンチを増やす。
お茶の水幼稚園(仮園舎)周辺にブランコ、うんて
い、鉄棒、シーソー、砂場、タイヤが半分土に埋
まっているやつ、樹木。

大人でも入りやすい公園にして欲しい。今は入りづらい。

109
イベントスペース(神保町のイベントの拠点になる
ような施設)

110 芝生の広場、親水施設
北側の木々は残して欲しい。
広場は一部芝生緑化して欲しい。
水辺は子供と遊べる空間に。

子供が遊ぶことができる貴重な場なので改修にあたっては、
全てを閉鎖せず必要な箇所を順番に直す方法をとってほし
い。

111
すべり台、シーソー、幼児でも遊べる遊具、水飲
み場、東屋

来年子供が生まれる予定なので、錦華公園で遊ばせたいで
す。子供にやさしい公園づくりをお願いしたいです。

112 明るくして欲しい。夜は暗くて怖い。

113
仮園舎の部分について、バスケ、フットサルの様
な球技スペースとするのも一案。

114 タバコを吸っている人が多いのでなんとかして欲しい。

115 木をふんだんに使った遊具。 絶対禁煙。

116 時々、タイワンリス（？）を見かけます。害獣では？

117 ブランコ 池の水をきれいに。広場の緑化。
昔の公園の規模に戻るなら、また盆踊りや古本市ができる様
に整備して欲しい。

118 シェアサイクル

119
手軽に運動できるもの。ベンチ、お昼は足りなく
て立っている事も多い。

東日本大震災の時に避難させて頂きました。ただ、人が多く
て公園の外になりました。中央は広々として空間が多いとい
いと思いました。余談ですが鳩に餌をあげる人がいないとい
いのですが。

120 ボール遊びのできるスペース(子供達優先の)。 砂場、コンクリート遊具周辺を改善して欲しい。
コンクリート遊具は子供が小さい頃、よくケガをしていまし
た。砂で滑るので危ないと思います。

121

ステージ、ブランコ、園路(散策路)周辺はこのまま
で良い。
池周辺は金魚、ザリガニ。
広場には迷路。
西側に4人乗りブランコ、ブランコ。

危険だと遊具を無くしても、楽しく無い広場を作っているだ
けだと思います。遊びの中にある危険を実体験で知ることも
子供には必要だと思います。大人になった時に良い公園だっ
たと思える公園にして下さい。日本の代表になる様な最新の
公園にして欲しい。

122 あずま屋(オープンなもの)、遊べる噴水。

ステージはいらない。
園路(散策路)周辺はスロープにして欲しい。
池周辺は遊べる噴水やあずまや等。
広場は日影が欲しい。

安全に配慮(死角がないように)して欲しい。
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123
タバコを吸う人達がいるせいで、利用がとてもしづらい(咳
喘息なので)。改善を希望します。

124
錦華公園は子供達が小さい頃、毎日お世話になり感謝しきれ
ない程ありがたい存在です。が、今利用される方々が快適に
過ごすことができる公園になって欲しいです。

125

フィットネス器具(代々木公園でみかけました)、
簡単な筋トレができる遊具のようなものがあると
いいです。あとちよくる(バイクシェア)のポート
もあるといいです。

126
小さい子も遊べる遊具、池をもっときれいにして
欲しい。汚い、昔と比べると。

禁煙、タバコNG、危ない。
園路(散策路)周辺はこのまま坂があった方が良い。
散歩、散策。
お茶の水幼稚園(仮園舎)周辺は幼児も遊べる。トイ
レは明るくして欲しい。

127 樹木を増やす。 ステージ周辺に樹木を増殖する。
子供が遊び騒げる広場と山林の雰囲気の共存。現在の大木は
残して欲しい。

128 鉄棒

129 トイレの改修

130

園路(散策路)周辺は休憩エリア。
ステージから砂場周辺は子供エリア。
広場は砂ではなく人工芝等、ウッドデッキ。
トイレをきれいにして欲しい。

131
トイレ周辺は、カエルがいるのでちょっと苦手なエ
リアです。

132 外灯が少ないので公園周辺は明るくして欲しい。

133
お弁当を食べる場所、ドッグラン(少スペースでいいの
で）。

134 ベンチを充実して欲しい。 ステージは不要。
花や実のなる木など野鳥、小動物、昆虫などが共存するよう
な自然が豊かな公園になると良いと思う。

135
現在の幼稚園部分に建物(屋内)、簡易休憩施設を
設け、トイレもその中に移して欲しい。

136 南側をコンクリートの道に。
近道に使うため、横切るのですが土で靴が汚れるのでコンク
リートの道が欲しいです。

137
公園の目的や目指す方向性を設定してから質問に
入った方が良いと思います。子供、家族向け？ビ
ジネスマン向け？学生向け？

ステージはいらないor新しくして大きく使う。
ベンチ、席を増やす。

ビジネス街の中の憩いの場としては緑を多くして欲しいで
す。
郵送でのアンケートは費用がかかり過ぎます。もっとネット
やデジタルを活用する方法で考えて下さい(節税の為）。
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138
大人の体力・健康増進に役立つ、健康器具の設置
を求めます。

139 年配者もふらっと入って楽しめる空間、ベンチ等。

140
ステージ周辺は緑豊かに、園路(散策路)周辺は緑
豊かな公園に。

141 現状を保って整備する。

142 図書館(在勤者も利用できる)
園路(散策路)、ベンチ、池の周りはそのまま残して
欲しい。

初夏セミの幼虫が出てきたり、秋銀杏がなったりと自然に接
することができる公園です。そのまま残して欲しいです。
(樹木、滝、池)

143 浅い水の流れる場所(夏など水遊びができるように)
蚊が多い。鳩も多い。子供達の遊ぶ場所が少ないので、子供
中心の公園にして欲しい。高低差も欲しい。

144 池、滝の整備を。

145 ステージでの喫煙はやめて欲しい。

146 園路(散策路)は自然、緑豊かはそのまま。 子供達が元気に伸び伸び遊べるような公園に。

147
園路(散策路)、ベンチ、池は残して欲しい。
広場を広く増やして欲しい。

148 ベンチがもう少し欲しい。
お茶の水幼稚園(仮園舎)周辺は小さな子供達が喜ぶ
ような遊具があるといいですね。

149 喫煙場所(税金収めています）

150 高齢者用トレーニング具(?)もあればと。

家の隣の緑地も含め、ゴミの投げ入れ場所とならないよう、
マメな管理をお願いします。因みに私は週1土曜ゴミ拾いを
していますが、植込みの奥の方の手の届かないところがゴミ
だらけです。

151
縄跳びの縄は持参しますのでスペースが欲しいで
す。

縄跳びを毎日したいのですが、場所が今はないので。

152

子供が遊べるアスレチックにあるようなもの。イ
ギリスやデンマーク、スウェーデンの公園がアー
ト的でゆったりでき、子供も楽しく遊べる遊具も
あったので参考にしてはいかがでしょうか。

とても古い公園なので、すべて新しくきれいにして頂きたい
です。天然芝があるとピクニックが出来たりして更に良いと
思います。

153

幼児でも遊べる遊具を増やして欲しいです。自然
の豊かな部分は保ちつつ、園路や池を見やすくし
て頂けると嬉しいです。可能であれば、じゃぶ
じゃぶ池になるプールが欲しい。

夕方などは飲酒している方や賑やかな大学生などがステージ
やベンチなど公園の各所におられることが多く、幼児の親と
してはちょっと恐かったので、ゆるやかに子供スペースと子
供と関係のない方のスペースが別れるように配置して頂ける
と安心です。
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154

保育園児も使える様な遊具が欲しい。また、せっ
かく土地があるので、大きなアスレチック的要素
のある大きな滑り台も付いた遊具が良い。千代田
区は公園整備が良くない為、豊洲などまでいつも
出掛ける（週末）必要があって、子供のいる世帯
には遊具の充実した公園が欲しい。同時に保育園
は広場がないので、公園の充実化は重要な課題と
考える。子供達の為のスペースを作ってあげて欲
しい。運動不足になりかねない。

ステージ、ブランコ、砂場、コンクリート遊具付近
はたくさん新しい大きなアスレチックや幼児も安心
して遊べる砂場。園路、池付近は残すよりは、せっ
かく見直すのであれば全体最適を目標に作り直すべ
き。幼稚園仮園舎跡地はバトミントン、ボール等も
使える様な共有スペースを（時間制にするのも良い
かと）。非常に貴重だと思う。

平日の保育園児たちが、先生方が安心して使える様に、優先
時間等を設けるのも有り。公園は避難所としての側面が一般
的にはありますが、ここについては隣に小学校があるので、
スペースは遊具で埋めてしまっても、まったく問題ないと考
える。そもそも洪水の場合では、ここはハザードマップ上浸
水するため、人々は水遭避難する為、公園にあるべきもの
は、どちらかというと一部は高さのある遊具かと思う。いざ
という時。

155
喫煙している人がよくいるので、子供を遊ばせる場所は禁煙
にしてほしいです。

156 鉄棒 ステージ、池はいらない。
池はなくしてほしいです。水が澱んでいるため不衛生です。
また、夏に蚊が多量に発生し、子供が刺され困ります。

157
ステージ、池は不要。幼稚園仮園舎跡地は芝生の広
場に。

158 芝生を入れてほしいです（素足で走れる）。

159 神田公園にあるような大きめの遊具 幼稚園仮園舎跡地に遊具設置

この辺（園路～滝周辺）の見通しが悪い部分はなくして欲し
いです。影になっていてタバコを吸う人もいるし、犬のトイ
レにしている人もいます。ねずみもいるし子供に不衛生で
す。

160
幼稚園仮園舎跡地西側に大小の滑り台、東側に砂場
（配置はここでなくて良い）。

単独で砂場が欲しい。滑り台が欲しい。小学生が遊べるくら
い大きいのと幼児用の小さいもの。虫が多い…（特に蚊が多
い）。

161 ジャングルジム、普通の滑り台
たばこを吸える場所という感じになっているので、全面禁煙
にしてほしい。

162 アスレチック トイレ、おそうじをしてほしい。

163

ステージ、ブランコ、砂場、アスファルト遊具は要
らない。樹木がある部分と園路、滝付近は樹木を残
しながらも整理。橋は残せたら池のデザインになり
ます。

164
遊具は必要無いと思います。緑、自然、休憩が
キーワードです。

165
芝生を全面にしいて欲しい。今の公園は古く、緑
も少ないため使っていない。

広さは限られていますが、区民に癒しを与える公園にして欲
しいです!!

166
滝付近、崖が高くて危険。無くしてほしい。トイレ
が暗くて怖い。

夏は熱中症になるくらい暑いので、一部屋根をつくってほし
い。

167 ベンチ、ブランコ、滑り台、砂場
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168
公園の看板を置いて分かりやすくしてみてはいか
がでしょう。

入りやすい雰囲気、オープンな環境を目指して頂きたい。

169 大木は残してほしい。

170 バスケットゴール、ランチスペース、自販機

ステージ付近はランチスペースに。ブランコ、砂
場、アスファルト遊具周辺はみんな楽しそうに遊ん
でいる！園路～池はいらない。ここでよくたばこを
吸っている。広場は砂の質改善（雨の日べちゃべ
ちゃ）。トイレは汚いし、いらない。幼稚園仮園舎
部分に自販機を置いて収益化!!

公園内でたばこを吸う人が多いです。危険なのでどうにかな
りませんか。

171
毎日脇の坂道をのぼって通勤していますが、少し暗いイメー
ジがあります。明るく、親子の憩える公園にしてほしい。水
遊び場もあるとうれしい（夏場）。

172 池

173
いつも会社のお昼休みに利用させて頂いています。みんなに
とって良い公園になるよう応援してます！

174 水を使う遊具

175 カフェ（オープンテラス）

176
脇を通るだけで、公園に入ったことはないのですが、お散歩
コースの一部になるような、憩いのある場所になれば良いな
と思います。

177
基本、おまかせしますが、子供だけでなく色々な世代の人が
集まりやすい新しい公園になるといいです（今までの公園と
いう概念をとっぱらい）。

178 座るところがたくさんあってほしい。

179
ステージ付近はベンチを置き飲食できるように。水
は残して欲しい。幼稚園仮園舎跡には、ちょっとし
たトレーニングができるように。

180 周囲に煙を撒き散らさない喫煙スペース 子供達がのびのびと遊べるような公園にして下さい。

181 遊具を充実してほしい。

182
子供が水遊びのできる小川。滑り台やジャングル
ジムのようなものが一体化したような遊具。

ステージ、ブランコ付近は成人、高齢者向け健康づ
くり器具を設置。広場は芝生に。池～トイレ付近は
子供が入っても良いような水遊びのできる小川に。
幼稚園仮園舎跡地には子供向け遊具を設置する。

183 近隣の大学生が部活等で使っている。迷惑である。
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184
緑―花や緑を散歩しながら楽しめるような公園が
良い。

185 トイレをきれいにして欲しい。

186 緑を増やしてほしい。

187
家族全員、公園は利用しておりません。大人のためではな
く、子供達（保育園児含め）にとって良い公園になる様願い
ます。

188
もしスペースがあるなら、小・大の鉄棒が２つあ
れば子供が喜ぶかも。

ステージ部分、コンパクトにベンチがあると良い。
トイレは安全で使いやすくしてほしい。例えばスケ
ルトンを一部用いるなど。

昔の良いところを残しつつ、安全できれいな、子供や大人も
過ごせる公園にしてほしい。

189
たくさんの緑、常にきれいな公衆トイレ、防犯カ
メラ等

ニューヨークの「グリーンエーカーパーク」の様になればい
いなと思います。

190
ベンチの配置場所や数（足りない）を検討して下
さい。

ステージはいらない。ブランコ少ない。池汚い。

191
場所はどこでも構いませんが、芝生でゆっくりで
きるスペースがあれば良いです。

公園内で喫煙している人が多く、禁煙にして欲しいです。

192

砂場、アスファルト遊具付近に木々か花壇を設置。
広場に水のもの（噴水など）を設置したり、樹木を
植え、その周りにテーブルとイスをいくつか設置す
る。幼稚園仮園舎跡西側に樹木を植えたり、大部分
は子供の遊び場とする。

千代田区に自生している植物を植えてほしい。外来の樹木な
どは生態系の事を考えるとやめてほしい。昆虫など、東京の
生き物を残したい。樹木を真ん中あたりに植えてほしい。な
るべく東京の植物を植えてほしい。九州などの外来はやめて
ほしい。

193 四阿、ベンチ ボール遊び、スケートボード等は禁止を徹底してほしい。

194
休憩出来る机（テーブル）とイス、ホッとひと休
みしてティータイムをもちたい（子供達と一緒
に）

タバコ、絶対、煙もない公園にして下さい。

195

森林の樹木をもっと増やして空気をきれいに！池は
常にきれいに、必要です。緑多い公園が一番です。
それにベンチです。大人、学生が使っている。遊戯
場は不要。必要なら小学校、幼稚園の中に作れば良
い。

移転して子供が遊んでいないので、台風等による倒木、枯葉
を掃かないので、今の公園は東京一汚い公園になっていま
す。空気がもっと乾燥したら、ポイ捨てによる山火事も心配
です。人間の生命同様育ててあげて下さい。バチが当たりま
す。

196
ステージは不要（現在喫煙所みたいになってい
る）。砂場不衛生。園路は夜間暗くて怖い。木を整
理して見通しの良い公園に！池は不要。

夜間明治大学生が我が物顔で集まる、浮浪者が寝泊まりす
る、等より子供が安心して遊べる公園に変わることを願いま
す。

197
わかりませんが、適切なものを。遊具はあまり必
要ないのではと思います。自然のもので遊べると
良いかと。

198 ジャングルジム、大きな池
ステージ付近はジャングルジムに。池付近はもっと
大きく。

錦華公園の隣は錦華小学校にすべきだ。
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199 リスが生息しています。その他野鳥も多いです。

200 図書館（九段まで行かないとありません）。 ステージはいらない。園路、滝周辺〇。橋〇。

図書館がどうしてないのでしょうか。以前旧小川町（小学校
跡）に、まちかど図書館が出来る予定だったと思いますが
…。孫達も区役所の図書館まで行っています。御茶ノ水駅の
改修と図書館は私の長年の願いです。神田本屋街が近くにあ
るので、本は集まるように思いますが…。

201
以前あった滝、池に戻してほしい!!大木は絶対切
らないで下さい!!

202
緑を増やし、大人も休日楽しめる様にして下さい。遊具だけ
置いても子供は少ないし、人は集まらない。

203
遊びながら楽しめる健康器具的なもの。足裏を刺
戟する様な玉砂利の池。

204
砂場は犬猫のおしっこ等でいらない。今より緑がほしいと思
います。

205 幼児が使える囲いがあるブランコ。

ステージ周辺は変えて欲しい。たまっている大人、
学生が多くて困る。うるさい。
園路(散策路)は残して欲しい。
池周辺、石橋、残して欲しい。

ステージで大人がタバコを吸ってたり、たまり場で雰囲気が
悪い。空気が良くない。散策路、もっと池をきれいにして欲
しい。トイレもきれいに(怖い)。

206

・ミニボールパーク(ミニバスケットやミニフット
サルができるエリア)
・屋根付きの砂場(子供の熱中症対策のため)
・コンクリート遊具をより安全な素材のアスレ
チックスにして欲しい。

ステージ周辺はブランコと遊具(低学年向け)。
屋根付きの砂場。
園路(散策路)周辺は森のアクレチックゾーン。
広場は芝生エリア。
お茶の水幼稚園(仮園舎)跡地はボールコーナー
(ネット付き)、トイレ周辺は遊具Ⅱ(高学年向け)。

今のステージは大人のタバコゾーンのようになっていて、子
供と遊ぶ時に気になります。今後は禁煙エリアにし(もしく
は時間によって切り分ける)、より家族で安心して遊べる空
間になると良いですね。

207

幼児用のブランコが欲しい。
園路(散策路)にターザンロープが欲しい。トイレ
に近いところの木は残して欲しい。
トイレをきれいにして欲しい。
お茶の水幼稚園(仮園舎)跡地にボールプール、休
憩施設(テーブル)、スモーキングスペース、完全
分煙施設(たばこ臭いので)、吸い殻も落ちていて
幼児が拾うので危険です。

208
大型遊具(ジャングルジム、すべり台、トランポリ
ン）、アスレチック、じゃぶじゃぶ池。

ステージ周辺にテント、イス、机など大人が休憩で
きるスペース。
サッカー等、ボールが使える広場。
お茶の水幼稚園(仮園舎)跡地に、幼児用大型遊具、
じゃぶじゃぶ池。

2才、6才の子供と遊びに来ますが、他の公園と比較すると魅
力的な遊具がないそうで、すぐに飽きてしまい、「別の公園
に行きたい」となってしまいます。子供達が楽しく遊べ、大
人も一息つくことのできる公園になることを希望します。
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209
子供が遊べる公園、外に出ないような工夫も希
望、ベビーカーが通れる入口、出口、夏には子供
が水遊びできるような小さなプールも希望

緑があるのはいいが、日当たりも悪い時があり、暗
く感じる。整備されていなくて汚く感じる。きれい
な芝生やベンチなど、明るい印象にしてほしい。池
は、子供が落ちても大丈夫なような造りにしてほし
い。

ベビーカーでも通り抜けられるような設計を希望します。雨
が降ると乾きづらく、地面がぐちゃぐちゃになっていたの
で、そこもなんとかしてほしいです。

210
小学校の子供でも楽しめるアスレチック、小さな
子が1人で安心して使える安全で清潔なトイレ

ステージ裏：不要　ステージ：花壇やベンチは多く
残してほしい　散策路：石段の一段をもう少し低く
緩やかにしてほしい　石橋：不要　トイレ：もっと
目につく場所に移動。死角です。　幼稚園跡：アス
レチック　周り：木を整理し、道路側からも見通せ
るように、死角がなくどこからでも見通せるひらけ
た公園に

小学校：取り壊すことで虫・ネズミがでてくるため駆除を引
き続きお願いします。
昔は、猿楽町にも交番があり、もっと安全でした。夜間、学
生や酔っぱらいの集会になるので困っています。また、校舎
の取り壊しで死角や危険もありますので、交番を近くにつ
くっていただきたいと節に望んでいます。

211
小さい子だけが入れる施設、砂場の安全がしっか
りしたもの

乳幼児が大人と一緒に楽しめる公園になってほしい。また、
自然を感じられるようなきれいな公園になってくれると
「行ってみたい」「行こう」と思える公園であってほしい。
禁止してほしいのはタバコです。

212 芝生
南入口：こちらの入口のスロープがもう少し緩やか
だと嬉しいです。

213
鉄棒やうんていがほしい。ボール遊びができると
良い。自転車の練習ができると良い。

ステージ：いらない
大学生の喫煙や飲酒がお昼からたびたび見るので怖い。砂場
にも多数吸い殻があります。砂場で遊ばせたいのできれいな
砂場にしてほしい。

214 すべり台、ベンチ等、アスレチック

ステージ：いらない　散策路：スロープのような道
をつくってほしい。自転車、ベビーカーでとおれる
ように　池：汚いイメージしかないのでいらない
幼稚園跡：すべり台やアスレチック的な遊具、ベン
チとテーブル休めるところがあるとよい

215

夏、あつすぎて遊具に触れません。日影が少ない
ので、日影がほしいです。小学生も結構遊びに来
ているので、小学生〜幼児まで幅広く遊べる遊具
がほしいです。

ステージ：いらない。ベンチをもっとおいてほしい
遊具：残してほしい。色の塗り直し。　散策路：子
供が大好きなのでのこしてほしい　池：蚊が多く発
生するのをどうにかしてほしい　幼稚園跡：小学生
〜幼児まで遊べる遊具がほしい

池の水が汚く、蚊がたくさんいるのをどうにかしてほしい。
公園に行くとものすごく蚊にさされます。

216

すべり台、ボルダリング、縄ハシゴ、ゆれ橋など
が複合した遊具があると良い。
シーソー
現在あるコンクリート遊具はユニークでぜひ残し
て欲しい(砂場とは切り離して良い）。

現在の割と自然な雰囲気の緑に囲まれたイメージをぜひ残し
て欲しい。

217
バスケットゴール、球技等ができるスペース(ネッ
ト等の囲い)
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218
滝を再度流してほしい。樹木を丁寧に直してほし
い。サクラの木がほしい。季節感のある花見がし
たいから。

ステージ：☓使用目的がわからない　遊具：整備を
しなおす。散策路周辺：自然に親しめる場所に整備
する。　池を戻す。　広場；子供が遊べる広場　幼
稚園跡：桜の木

長年、幼稚園として使用されて使えなかったので、身近に親
しめるようにお茶の水小学校横のサクラの木を移植して記念
樹して、区の花のサクラの木を残す場所にしてほしい。お茶
の水小学校・幼稚園と一体となった都市公園として一体的な
整備を望みます。

219
ステージ：いらない　散策路周辺：緑はあった方が
よいが子どもたちが見渡せるように整理したほうが
よち思う

220
池をきれいにして欲しい。
お茶の水幼稚園(仮園舎)跡地に健康器具を。

夜は暗くなるので明るくして欲しい。地域にゆかりのある人
物の記念碑や像を作っても良いのでは。

221 ビオトープ、フィッシングリバー
散策路周り：景観よくビオトープなど　ステージ：
いらない　幼稚園跡：ボール遊び可能スペースを設
ける

ボール遊びを禁止しており、子供が自由にあそぶことのでき
る公園にすべき。子供が思いっきり遊ぶことのできない公園
に意義はあるのか？

222
全体的に暗い雰囲気がする。明るくて入りやすくして欲し
い。

223 大人が使用しても許されるタイプのハンモック。

224
暗いイメージがあるのでもっと明るく利用しやすい公園にし
た方がよい。

225
噴水、遊具ではないが淡路公園のような犬も入っ
て良い芝生がほしい

周り：高い木と全面土と草（芝生）遊具：丸い噴水
でふちの周り1周に人が座れる　広場：草や低い樹
木、大きな芝生　幼稚園跡：幼児が遊べる場所

うちは犬を飼っているのですが、神保町の町は犬のお散歩に
適さず、とても不便を感じています。本当は大きな芝生がほ
しいのですが、動物嫌いな人や小さい子どもたちの遊び場も
考えると難しいかもしれないので、せめて、公園の周りを犬
たちが1周できるような土、芝、草、植木などの環境があれ
ばとてもありがたいと思います。あと、階段なくしてほし
い。坂はスロープにしてほしい。（車いすやお年寄りにもや
さしい道）

226 きれいな手洗いがあるといいなと思います。

227
犬のバネの遊具の1人乗り用のもの。幼児用のすべ
り台。ジャングルジム（トンネル）

砂場とすべり台を別々にしてほしい。砂場で遊んでいる子供
のそばですべり台を使用すると危険を感じる。砂場は砂場
で、すべり台はすべり台で残してほしい。

228

現在の公園は全体的に古く、暗い印象である。そ
のため使用、利用しづらい。淡路公園のようにお
花見につかえたりするような芝生や樹木を入れて
はどうか。

ステージ：いらない　広場：芝生　遊具：砂が古い
からか砂場を入れ替えたほうが良いと思う　北側：
整えられていないため、公園の雰囲気を暗くしてい
る。緑は必要だがすっきりしたほうが良い

229
40年前の姿に戻して下さい。昔の公園は子供達が遊べていた
が、今の公園はただの広場にすぎない。

230
ベンチを増やし、かつゆったり座れるものにして
欲しいです。

16ページ／24ページ



　　 アンケート調査での要望や自由意見 　　　　　

ほしい遊具や施設など 平面図への記述

問12 錦華公園にほしいと思う遊具や施設などありましたらご記入ください。　
その他自由意見番号

231
樹木は必ず残して下さい。千代田区は樹木を切りすぎてい
る。

232

ステージはいらない。すべり台を置いて欲しい。
砂場の砂を変えて欲しい。
園路(散策路)、池周辺はこのままが良い。トイレを
改修して欲しい。
広場は芝も良い。
お茶の水幼稚園(仮園舎)跡地を球技場にして欲し
い。芝でも良い。

233
ベンチやテーブル＆イスをたくさん設置して欲し
い。

234
芝生があり大人も寛げるスペースがあると嬉しい
です。

ステージはいらない。

235
自然を残して欲しい。利用しやすいよう、ただ手
入れをもう少しして頂きたい。

園路(散策路)周辺や砂場の北側等、このような雰囲
気のある自然は残して欲しい。

236

明大の学生さんがよく劇の練習をやっているのでス
テージはあってもいいのでは？
砂場は他のものに。
広場にテーブルとイスとか、私が子供の頃(30～40
年前)、メタル製の円型の迷路があって好きだった
のですがなくなってしまい残念です。
園路(散策路)はやはり年なので勾配を緩くして欲し
い。小さな日本庭園とか。
お茶の水幼稚園(仮園舎)跡地はコドモ広場とか。

砂場は子供の時ネズミの死骸が入っていたことがあったの
で、もう大人ですがあまり歓迎しません。

237
スケートボードで遊べないようにしてもらいたいです(騒音
と危険回避のため)。

238
夕方はちょっとさみしい、暗い公園なので全体的に明るい、
昼食を食べに来たくなる様な明るい開放感のあるキレイな公
園になるといいと思います。

239
PCで仕事ができるテーブルとイスが欲しい(電源不
要)。

自販機でお茶が飲める場所が欲しい。

240 喫煙所

ステージは不要かと。ここに完璧な喫煙所はどうで
しょうか？
園路(散策路)周辺の階段をわかりやすくして欲しい
です(暗いと見えない)。

こんにちは。学校も近く、どうかとも思いますが、路上喫煙
防止のため、隠れて(路上、公園内等)吸う方が増えていま
す。きちんと公共で喫煙所を設けて下さればといつも思いま
す。そうすれば教えることもできるのになと。外国の方は特
にわからないようです(屋内禁止のみが多いため)。小川広場
も禁止になったようで、結局入口やその近くの路上で皆さん
喫煙。もう必要悪と思いどこかに設置してほしいです。愛全
公園もです。

17ページ／24ページ



　　 アンケート調査での要望や自由意見 　　　　　

ほしい遊具や施設など 平面図への記述

問12 錦華公園にほしいと思う遊具や施設などありましたらご記入ください。　
その他自由意見番号

241
公園沿いを歩くのですが、夏はうるさいほどのセミの鳴き声
などで季節を感じています。歩きやすい歩道と緑など豊かで
目に楽しい公園になればうれしく思います。

242 休憩スペースを増やして欲しい。 ステージはいらないと思います。
公園を利用はしていませんが、通り抜けることがあります。
会社帰りにほっとする公園です。いい形で改修してほしいで
す。

243 売店
ステージ、砂場、園路(散策路)、池、ベンチは残
す。

砂場は残して下さい。絶対に。

244 ステージは喫煙で利用しているイメージが強い。

245
港の見える丘公園にあるような小さな噴水とその
周囲をきれいな花がぐるっと囲んでいるスペース
よくわからない健康器具はいらない

入口：緑のアーチ　ステージ：一等地なのにスペー
スの有効な活用ができていない。いらない。ここを
入口にしてもいいと思います。　遊具：使えない砂
場はいらない。幼稚園跡：ハーブガーデン、噴水・
お花

南東にあるお手洗いが暗くてこわい印象がありました。都内
にトイレはあまりないので、明るく多くの方が使いやすいト
イレになるとうれしいです。

246

トイレ、手洗い、ベンチ（木製）、季節の木々や
花々、池（今まで通りそのまま）、広場、砂場、
ボール遊びできるスペース、マルシェができるよ
うなスペース

散策路：上から下に降りる階段を含め今ある現場の
のまま残してほしい。季節感があって、とても良い
と思う。　遊具：この砂場ものこしてほしい　ス
テージ：木のベンチおいてほしい　周り：あじさい
など花も残してプラス増やしてほしい

子供が3人ともお茶の水幼稚園に通わせていただいていたの
で、幼稚園のあとや小学校に入ってからも遊んだり、お迎え
の際には、落ち葉や池や、季節の花など季節を感じられあり
がたい公園でした。このまま、木々を残していただきたい。
また、子どもたちが安全に遊べる公園にもしてほしいです。

247
①ベンチの数を増やしてほしい②子供が安心して
遊べるもの

①公園内は全面禁煙にしてください１！！②明大生の夜間使
用を禁止してください。大学が学生たちのために大学構内に
いられる場所を用意すべきです。A.公園の利用は午後9時く
らいまでB.それ以降は静かに利用すると約束できる個人・
カップル等のみ（騒ぎたいグループ、サークルは使用不可）

248 夜暗いときに歩くと木々で隠れていると少し怖いです。

249 屋根付きの木でできたテーブルと長椅子
ステージ：なくてよい　遊具：なくてよい　ビオ
トープは残してほしい、周りを高い木で囲みここだ
け、異空間になるようにするとステキかと

時間があるときついつい足を運びたくなるような魅力ある公
園に！楽しみにしています！

250 ブランコを増やす 崖：いらない　池：いらない

崖であそんでいてケガをする子どもたちを数回、目にしてい
ます。あると子供は行きたがるので、なくしてほしい。池が
あるとかが多く発生する。夏は虫よけスプレーなしでは遊べ
ない状態です。

251 ビオトープ
ステージ：いらない　散策路：坂の下の方まで広げ
てほしい　北側歩道：歩道がせまいのですれ違うと
きにぶつかる。ひろげてほしい

夜（21：00〜明け方）まで若者が騒いで迷惑している。夜中
は集えないようなつくりにしてほしい。ステージは特に集団
で騒ぐのでなくしてほしい。
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252

今は通路として、通るのみですが、昭和の30年代頃、よく兄
姉とざりがにを釣りに来ていたのを思い出しました。住人は
少なくなりましたが、皆の良い思い出の残る公園となって欲
しいと思います。

253 ステージはいらない。

254 きれいなトイレをお願いします。 これまでの景観を残して下さい。

255
特定の遊具でなく、多目的に何にでも使えそう
な、イメージのふくらむ物。自由に遊べる場所づ
くり。

256 緑をもっと多くして欲しい。

257
お茶の水幼稚園(仮園舎)跡地は子供に優しい芝生の
広場に。

千代田区に傾斜のある公園は、ここと宮本公園だけ。今ある
環境を生かして子育てファミリーの希望に沿う改修を望む。

258 全面と言いたいが一部だけでも芝草を願う。

259 図書館
ステージはいらない。
園路(散策路)、ベンチ、池周辺は良い。
お茶の水幼稚園(仮園舎)跡地は図書館に。

明治大学の図書館を利用したいが有料。高いですよ。せめて
区民は無料、自由に貸し出して欲しいです。

260
ベンチを増やして欲しい。昼時など不足していま
す。

簡易なタイプでも良いので座る器具を増設してくれればもっ
と多くの人が使用できます。スポーツ等できる広さではな
く、くつろげる公園として利用している方が多いと思いま
す。木の下のベンチは蚊など虫が来るので使いにくいです。

261 芝生、難しければ人工芝でも。

262
災害などで断水した時のために井戸があると安心
できる。

263
ステージ：いりません。　石橋：残してください。
幼稚園跡：広場として自由に子どもたちが遊べるよ
うにと思います。

264

障害者が働くカフェを作って欲しい。軽い食べ物
やクッキーなど、コーヒーを一緒に楽しめるよう
なオープンカフェで、テーブルとイスをおいてほ
しい。遊んでいる子供をゆっくり見守れるよう
に。

散策路：暗くて見通しが悪い。階段がすべりそう。
べんち：大体サラリーマンに座られてしまってい
る。広場：歩道でなくても良いが通り抜けられるよ
うなイメージの道　トイレ：夏は蚊が多い。暗い。
幼稚園跡：テーブル、イス

座って休めるところが足りていない。のんびりしたくてもサ
ラリーマンにベンチは使われている。犬も散歩できるようん
いしてほしい。海外の公園のように。区民がもっと利用でき
るようにしてほしい。

265
幼稚園跡地は九段下かがやき前の公園のように
ネットを高くはってミニバスケ、サッカーができ
るようにする。

公園の近くに喫煙所を設けず、犬やネコが入れない衛生的で
幼児でも利用できること。※小学校のそばのため
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266
ステージはいらない。
お茶の水幼稚園(仮園舎)跡地に子供達が活発に遊べ
るアスレチックのような遊具を。

267
ステージ：不要　崖：少し危ない　池：残してほし
いが、循環させてきれいな水を流してほしい

コンクリート遊具は、毎日遊んでも飽きない秀逸な遊具だと
思います。ぜひこどもに残してあげてほしいです。

268 ボール遊びを禁止しないでください。
滝：戻す　池：元の池の形に戻してほしいです　散
策路周辺：こどもも探検できると楽しめるので緩や
かにしなくて良いと思います。

愛全公園も改善してほしいです。

269 すべり台、ジャングルジム
全面禁煙にしてほしい→喫煙できるスペースをへらしてほし
い（ベンチ等）　樹木はある程度残しながら、見晴らし良く
してほしい（犯罪が起きないように）

270
砂場とコンクリート遊具は残してほしい（または
新しく設置してほしい）

271
神田公園のような複合遊具、じゃぶじゃぶ池とド
ライミスト、ボール遊びが可能な人工芝、バス
ケットドール

スロープ：こどもの盗撮防止の工夫（木など）　ス
テージ：神田公園のような複合遊具　ブランコ：ブ
ランコ　コン遊具：大きめのローラーすべり台　広
場：やわらかい舗装にしてほしい、砂場、じゃぶ
じゃぶ池　幼稚園跡：こどもがボール遊び可能な人
工芝、サッカーゴール等　バスケットドールの設置

いまだにステージやベンチでのタバコが散見されるので、小
川町広場や九段こども広場のように係の人をおいて、徹底し
てほしい

272
昔は滝に水が流れていた。よく子どもたちがあそ
びました。復活してほしい。

ステージ：いらない　散策路：この坂が楽しい、大
きい石がテーブルにもなり枯葉でおままごとした
池：水を流してほしい　トイレ：もっと明るいとこ
ろに移して

仮園舎がなくなり、公園が広くなるのを待っていました。夏
に木陰ができるように、まわりに大きく葉のしげる木を植え
てほしい。ベンチと。東郷公園もなかなか整備が終わらな
い、公園閉鎖機関は短くしてほしい。こどもが友人と遊べる
場所がなくなるので

273 ボール遊びのできるスペース
ステージ：不要　北側：斜面をいかしたアスレチッ
ク遊具（ターザンロープなど）　幼稚園跡：ボール
遊びのできるスペース

ハトが来ないようにしてほしい

274
じゃぶじゃぶ池などこどもが夏遊べる水場に変え
てほしいです。（神保町地区はないので）アスレ
チックもほしいです。

ステージ：いらない　北側：木が剪定されていない
ので整理してほしい　池：水の流れがないのでボウ
フラがわきます。夏は蚊がすごいのでなんとかして
ほしい。

こどもが遊べる公園を作って欲しいのが第1ですが、淡路公
園みたいな広場になると活用度も増すような気もします。

275
アスレチック、シーソー、すべり台、イルミネー
ション、ジャングルジム、鉄棒

池：いらない。噴水つくる

276 水道、街灯、防犯カメラをつける
公園の雰囲気が更に明るくなるように木だけでなく植物を増
やしてほしいです

277 シーソー、屋根を増やす
ステージ：いらない　散策路：木の数を減らす
全体的に遊具をふやす

花をふやす、木の数の調節　テーマ「みんなのいこいの場」
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278 環境に優しく自然をもちいた美化について

279
ステージ：いらない　コン遊具：小さく　池：きれ
いに

トイレをきれいにする。

280 うんてい、すべり台

281 軽食のとれる売店など

282 何個かの街灯をつくる　噴水をつくる
ステージ：花壇　コン遊具：砂をどけてすべり台だ
けにする　散策路周辺：きれいにする　幼稚園跡：
休憩所、喫煙所

幅広い年齢層、衛生面、環境、誰もが楽しめる公園づくり

283
こどもが遊んでいてもひと目でわかる遊具、机
（テーブル）、イス

テーマ「誰でも便利に利用しやすい公園」
例えば、・犯罪や事故を防ぐために、街灯をつける、木々の
葉をすくなくする・保護者の目が届きやすいように公園全体
が見えるところにイス・テーブルをおく・遊具は外からみて
も隠れられないような遊具にする・イス、テーブルを置く理
由　都心のため会社員か学生が少しの時間でも利用しやすく
するため、保護者同士でも子供と公園を利用できるようにす
るため、病院も近いため年齢が高い人の休憩場所にも利用で
きるようにするため。イス・テーブルを置く場所にも屋根が
あると便利だと思いました。
・イスやテーブルを増やすための難点として、ヤンキーや
ホームレスの方たちがたむろするのができてしまうが、補導
時間の11時に公園を封鎖したりその仕事をホームレスの方た
ちに与えたりすればいいと思った。

284
ステージ：パフォーマンスしやすく　散策路周
辺：残したい、虫を減らしたい　広場：机、ベン
チ等を設置

庭園と公園（錦華公園の来歴について）

285
雨宿りができるスペース、ジャングジム（地面を
ゴム製にする）、すべり台を増やす、幼児用ブラ
ンコ、シーソー、街灯

ステージ：アスレチックスペースにする　散策路周
辺：整備する　広場；禁煙を呼びかける看板を設置
する、シーソー、時計のデザインを考え直す　幼稚
園跡：柵をつくる、ジャングルジム、ベンチ、すべ
り台

テーマ：利用者が安心安全で遊べて納得できる公園づくり
時計が高かったので、こどもで見やすい位置や高さにしたい
と思った。（目立つように周りに花壇を設置）衛生面を保つ
ためにトイレはなるべくきれいでいてほしいと思った。今あ
る遊具は色を塗り直すなどの改修を行う。児童が遊ぶスペー
スと幼児が遊ぶスペースを分ける。幼児スペースは人工芝を
使用したい。親もこどもの様子を見たりするようにベンチを
用事スペースにも設置する。

286
トイレをきれいにする、街灯、階段を撤去、防犯
カメラ、健康器具

公園と遊具（近代公園の歴史と遊具の目的と来歴）
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287
シーソー、ジップライダー、ターザンロープ、健
康遊具、安全できれいなトイレ、こどもたちが安
全に遊べるアスレチック

288
（ちゃんとした）すべり台、鉄棒、シーソー、ア
スレチック（ターザン）、うんてい

ステージ：改修・改良なんのための舞台なのか　コ
ン遊具：どのように遊ぶのかわかりません　散策路
周辺：蚊が多い。階段が危ない　トイレ：見えにく
い、トイレが危険、きれいにしたい　幼稚園跡：新
しい遊具（アスレチック）

猿楽町と錦華公園（錦華公園の変遷）

289
改修をしないほうがいいと思います。現在のお茶の水錦華公
園は歴史的な価値があるからです。

290 夜でも安心して通れるよう電灯を増やしてほしい
近頃の都市公園整備でありがちな、夜間立入禁止など禁止事
項の多い公園にはしないでいただきたい

291

散策路周辺：地域の歴史と自然を感じさせる。絶対
に無くさないでほしい。他の公園のように味気ない
公園にしないでほしい。池や園路を拡大してほし
い。コンクリはやめてほしい。

錦華公園の園路と池（橋含む）が好きです。変にモダンにせ
ず、今の情緒ある自然や池を残してほしい。

292
ブランコ、すべり台、鉄棒、バスケットボールの
ゴール

293

池のあたり、ネズミがよく現れます。隣が幼稚園ですから、
危ないと思います。ねずみがへるように是非、対策をおねが
いします。（ネズミがよくでる時間帯は朝8：00〜9：00池の
中に。水泳もできます）

294
2年間限定の九段下の広場のように人工芝にしてく
ださい。近くの明大生にプレイリーダーをお願い
してください。

北側道路：道路幅を広げて両方に歩道を確保してほ
しい

295
すべり台、ちょっとしたアスレチック、ジャング
ルジム、休憩所

春は桜まつり、夏は夏祭りなどあったらうれしい

296 もっと緑を増やしていただきたいです
ステージ：いらない　コン遊具：いらない　池：
もっと見栄えよく　広場：砂利ではなく芝生にして
ほしい

297 朝のラジオ体操
ステージ：いらない　コン遊具：いらない　散策路
周辺：明るい樹木エリアに拡大or芝生

深夜にステージやコンクリート遊具に学生（？）がたむろし
ていて雰囲気が悪い

298 ベンチが多いほうがいい ステージ：いらない　コン遊具：いらない

299 電灯

300

・池を囲んで、人々が自由に憩える場となってほ
しいです。・池を中心に設けることで人々が程よ
い距離感ですごすことができることを期待しま
す。・池へ水草を植えて野鳥をよぶ

広場：中心に大きな池
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301 自動販売機 池が汚い

302
サッカーやキャッチボールができるようなネット
区画があると良いと思います。

ステージ：いらない
安全に配慮しつつ、思いっきり体を動かしたり、球技を楽し
んだりすることのできる公園になることを希望します。

303

園舎がなくなるのなら全面的に平面にし、木々も
低くして、見通しがよくなると良いと思う。通行
時、多少、薄暗さを感じている。雨天時、足元が
悪いので排水性が改善されると良いと思う。トイ
レまわりが暗くじめじめしている。タバコを吸う
ものも見かける。改善してほしいと思う。

散策路、コン遊具周辺：無くして、木々も低く見通
しが良いほうが安心感がでると思う　広場：雨天時
足元が悪い　幼稚園跡：これがなくなるなら遊具は
少なくて良いと思う　トイレ：暗い、タバコ吸うや
つ消して

アンケート自体をインターネットでやってほしい。間にまで
読んで園舎がなくなると知ったため、意見が変わった順序が
あまりよくないかも

304
散策路周辺：このままあまり手を入れず残してほし
い（整備された道以外を歩くことは脳によいため）

305
どこのスペースでもいいので、ドッグランがほし
いです。（千代田区にはそういう公園がありませ
ん。お願いします。）

306
みかんの木や柑橘系の木（ちょうちょが飛ぶの
で）

樹木には命があるのできらないで、どうしても移動の際には
植え替えたほうが良いと思います。森林浴のできる緑の多い
公園を望んでいます。

307 会社員のタバコは絶対にやめて頂きたい

308 利用者が少ない、入りにくい、暗いイメージ

309 災害用下水（トイレ用）を設置してほしい

310
トレーニングできる器具（中国の公園によく置い
ている）

夜間に多数の成人が公園内で騒いでいるのをよく見かけま
す。彼らのストレス発散には良いのでしょうが、周囲から見
て好ましく感じません。セキュリティの面からも夜間は立入
禁止にすべきと思います。

311 散策路周辺：四季を楽しめるようにしてほしい

312 幼稚園跡：椅子（ベンチ）やテーブル

313
幼稚園跡：こどもが遊ぶ施設を集中させる。ブラン
コ、コン遊具を移す。北側：遊歩道　トイレ：もっ
ときれいに。臭い

314
子供が遊んでいるすぐそばで、大人がタバコを
吸っていることがないようにしてほしい。

315
鉄棒、ガラス片が入らない砂場、ブランコを増や
す、ベンチ（日影にも）

ステージ：いらない　ブランコ：増やす　池：蚊、
ボウフラがわかないように　幼稚園跡：ベンチ、鉄
棒

草や池、木、カエルの住処、リスを見かけたり、子どもたち
は大好きです。「自然」は残してほしいです。
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316
地域の特色あるイベントができるステージ（電
源、倉庫など）を整備してもらいたいと思いま
す。

小さなことでよいので、千代田区の文化のにおいを感じるイ
ベントなどができるような公園であれば良いと思います。

317 緑は残してください

318 遊具や設備より自由に使えるスペースを希望

319
ベンチ、ブランコ、すべり台、犬が入れない柵
（出入り口）、バスケットゴール1台（バックネッ
トをはる）、卓球台（コンクリートでよい）

ステージ：いらない　池：いらない　散策路周辺：
縮小する

ゾーン別にして、静、動か両立できるように、みんなが行き
たくなるようにしてほしい。海外で目にした公園は必ず体を
動かす場所、集い、楽しめる大人、こどもも一緒

320 もっとベンチ ステージ：いらない　池、橋：残して
鳥やネコにえさを袋いっぱい入れてまいているおばあさんを
よく見ます。怖いほど鳥が集まってきます。今後はえさをま
かないように強く本人に言ってください。

321
池にはトンボやオタマジャクシなどが生息するよ
うになるといいと思います。

322

私は、錦華小卒業で、当時の公園は、遊具もあまりなく広
かったので、みんなで野球等をして夕方まで遊んでいまし
た。時代が違うかもしれませんが子どもたちが運動できるよ
うに遊具等はあまりいらないと思います。広いところでいろ
んなことをして遊べれば楽しいと思いますが・・・

323 ねこがこのまま居る公園であってほしいです。

324
ステージ：不要　ブランコ：不要　広場：芝生　幼
稚園跡：遊具不要、芝生広場、BBQコーナー

子どもたちは校庭であそべるようにした方が安全？→遊具は
不要

325 安全、きれいなトイレをお願いします。

326
広さもあまりないと思われるので、多目的な公園は無理（あ
るいは、必要性ない）

327 樹木 幼稚園の跡地に樹木を植えてほしい

328 すべり台
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