
「第 2 回 みどりの検討会」の進め方について  

  
第 1 回検討会では、みどりや施設に関する現状や課題等についてたくさんのご意見をいただ

きました。中でも「落葉問題は早急に対処すべき大きな問題である」との意見が多く、公園に

隣接してお住まいの方にとって落葉が大きな問題となっていることが認識・共有されました。 

このため第 2 回検討会では、①将来を見据えた「公園リニューアル方針（案）」に加え、②

当面実施する「落葉対策（案）」について話し合いたいと考えております｡①では、第 1 回検討

会でいただいた『公園のみどりや施設』に関する様々なご意見、アンケート結果をもとに将来

を見据えた「公園リニューアル方針（案）」を作成、提案し、自由に意見交換していただく予

定です。②では、隣接する方々のご意見をお聞きしたうえで、景観や樹林育成に配慮しつつ落

葉問題を改善する具体的な「落葉対策（案）」を作成、提案する予定です。 

 

 

 

「第２回みどりの検討会」については、詳細が決まりましたら、お伝えさせていただきます。

今後とも、ご協力のほどよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みどりについてのアンケート 集計結果 

横峯公園は、30 年以上にわたって、わたしたちのまちをみどりで彩り、

住民の憩いの場となってきました。その一方で、公園の大きく生長した樹

木により見通しが悪くなったり、大量の落葉が発生したりと問題も生じて

おり、将来を見据えた適切な植栽管理が必要となっています。   

町では、横峯公園の豊かなみどりと美しい景観を将来にわたって守り育

てる植栽管理計画を策定するにあたり、利用者のみなさんの意見や要望を

十分反映したものとするため、住民参加型のワークショップ「第１回 み

どりの検討会」を開催しました。 

第１第１ 

●日 時：平成３０年２月２４日（土） １３時～１５時 

●テ ー マ：公園のみどりの現状を知り、課題を共有しましょう 

●内  容：検討会の趣旨説明後、全員で公園に出向いてみどりや施

設などの現状を確認した後に、グループに分かれてみど

りに対する思いや課題、提案などを話し合い、発表して

いただきました。 

第１回 みどりの検討会の概要 
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平成 30 年５月 広陵町 

次ページより「第１回みどりの検討会」で出たご意見とアンケート結果をご報告します。 

地域に関わるさまざ

まな立場の人々が集

まってアイデアや意

見を出し合い、より良

い地域づくりを考え

ます。 

●ワークショップとは 

みどりの検討会に関するお問い合わせ先 

広陵町 事業部 都市整備課 担当 鵜山（うやま） 

電話：0745-55-1001（内線 11８７） 

自由記述等で多い項目：防犯･安心・見通し・暗い（53）、ペットの問題・利用（41）、森・樹木を守る（29）、景観･

樹の姿・伐採や剪定が残念（24）、樹林・樹木の間引き（23）、落葉・実の問題（20）、花・紅葉・香り等が良い（19）、

剪定・樹高を下げる・草刈り（18）、蚊や虫の問題（12）、休憩施設（12）、トイレ（11）、照明施設（11）、ボラン

ティア等（11） ※（ ）内は回答数 
２／２４終了 ３月～５月 ６～８月頃予定 

第１回 

検討会 

①公園リニューアル方針（案）作成 

②隣接する方々への聞き取り調査と 

当面実施する落葉対策（案）の作成  

第２回 

検討会 

 ※リニューアルとは、刷新、更新、改修を意味します。 

「みどりの検討会」に先立って、会議の資料とするために、アンケートを実施しました。そ

の結果をご報告します。 

■配布先：馬見北２丁目、３丁目、５丁目、６丁目、７丁目  １３９４戸 

■回答数：４２８通  ■回答率：３０．７％ 

 

回答 回答数 回答比率

良い 178 41.6%

普通 166 38.8%

良くない 60 14.0%

分からない 18 4.2%

無回答 6 1.4%

計 428 100.0%

問1　緑の現状評価

回答 回答数 回答比率

自然の豊かさ 275 64.3%

遊びや散歩の場 272 63.6%

花や紅葉の美しさ 157 36.7%

景色 154 36.0%

その他 26 6.1%

無回答 14 3.3%

計 898 209.8%

問2　緑の良いと思うところ　（複数回答可）

回答 回答数 回答比率

混みあって見通しが悪い 136 31.8%

落葉が多い 133 31.1%

姿の悪い樹木 76 17.8%

その他 72 16.8%

その他回答で「特になし」と記載 54 12.6%

無回答 73 17.1%

計 544 127.1%

問3　緑の悪いと思うところ　（複数回答可）

回答 回答数 回答比率

ほぼ毎日 61 14.3%

週1～3日 102 23.8%

月1～3日 97 22.7%

年数日 141 32.9%

利用したことがない 23 5.4%

無回答 4 0.9%

計 428 100.0%

問4　公園の利用頻度



––––––      

●素敵な公園   ●全体的にみすぼらしい。 

●かなり良くなってきた。   ●昔に比べて荒れた。 

●将来に向けて自慢できる公園に。公園がそばで良かった。 

●幼児から老人まで幅広い人が集える。（防犯につながる。） 

公園全体の印象 
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●遊具が古い。 

●子どもたちの遊具

を増やして、健康遊

具を入れる。 

遊具 

●飼い主のマナー啓発が必要。 

●実際にペットが入っていて、ル

ールに意味がない。 

ルールは守らなくてはならな

いのでは？ 

●ペットの散歩と防犯パトロー

ルを兼ねる。 

●飼い主同士でフンの始末をチ

ェックする。 

●外周園路と林間園路の２つあるのが良い。 

●外周園路が雨後ぬかるむ。水たまり等の解消 

●北入口の舗装がデコボコ。 

●西入口の石畳等でつまずく箇所あり。車いすの

人も利用できるように。 

●トイレをきれいで安全な

ものに改修してほしい。 

●子どもが遊べるスペースに。 

●ドッグランを設置し、公園の使

い分けと防犯を両立させる。 

●かつらぎの道と一体化すべき。 

●全般的な進め方が悪い。アンケートを基

に素案を作成したうえで、この様な検討

会を開催すべき。 

●検討会の進め方が不満である。 

●行政の動きが悪い。 

●大きな木があり、やすらぎを感じる。 

●自然をとりいれた里山公園の魅力がある。開発前

からある樹木を残してほしい。 

●クヌギにカブトムシが来ていた。 

●花と実と紅葉が美しく良い。 

樹林・樹木の良いところ 

●樹木が多く見通しがきかない。防犯、子どもの安

全面で不安。 

●全体的に木の形が悪い。クヌギが放置され形が悪

い。切り株も残っている。 

●東から南側の高地の植栽が良くない。 

●倒木の危険がある木は台風等で不安なので切って

ほしい。 

●周りが高く、見通しが悪い。基本的な改修が必要。 

●下草がカサカサで歩きたいと思えない。バリカン

刈りでしっとり感、里山感がなくなった。 

 

樹林・樹木の悪いところ・心配なところ 

園路・林間園路 

トイレ 

●藤棚のベンチは座りやすいよ

うに改修する。 

●水栓や時計を補修する。 

設備の補修・改善

西側の空きスペース 

●古墳周辺はきちんと

整備してほしい。保

存も検討すべき。 

古墳周辺 

●フェンスがなく、子

どもが落ちる可能性

がある。 

フェンス 

検討会の進め方 

●災害時に活用できるベンチ等 

を設置する。 

●照明を増やしてほしい。 

●水辺環境がほしい。 

 

●新しい施設は作らない。 

設備の充実 

第１回みどりの検討会 

 

 

 

 検討会に関する意見 

ペットに関する意見 

施設に関する意見 

みどりに関する意見 

相反する意見 

メタセコイア 

●数が多すぎる。住宅に近いところは切って間

引きする。（５本ぐらい残せば良い、道側の２

本を切る。） 

●「伐採」「低く切り戻す」「枝払いをする」な

どの方法について一本ずつ具体的にする。 

●落葉は困るが、メタセコイアが全部なくなれ

ば良い訳ではなく、メタセコイアはあるべき。

生きた化石で珍しい。 

●メタセコイアを落葉のない木に植え替える。 

メタセコイアの落葉対策について 

●メタセコイア、クヌギ、クスノキの落葉が大変。

あらゆる方向に飛ぶ落葉をどうするのか。（南東

側はカシが大きくなり落葉が少しましになっ

た。）落葉問題は先に解決するのが望ましい。近

隣者の説得が必要。 

●落葉の処理はいつ、どのように、何回するかを計

画的に行う。 

●公園内外の落葉を処理する。（出火が心配） 

●特にメタセコイアは問題が多い。（落葉、落雷等） 

南側・東側の落ち葉問題 

●樹木については定期的・継続的なメンテナンスが必要。 

●樹名札をつける。 

●ほかの公園管理のノウハウを勉強してほしい。 

●木の本数が多すぎる。本数は上限を決めておけば良いのでは？ 

木の高さが高すぎる。落葉樹の数を少なくする。 

●昔よりみどりが少なくなった。 

●伐採したことは良くない。 

●大きくなっている木は切らない。 

樹木剪定後の状態 

●以前クヌギが１／３に剪定された

が、元に戻ってきた。 

●一度切ったヤマモモが大きくなっ

てきてまた実がつく。 

（実を鳥が食べてフンをする。） 

樹林・樹木の管理について 

●グラウンドが自由で見通しが

良い。広い。残してほしい。 

●地域のイベント、夏まつり、

とんど、花火等を検討する。 

●グラウンドの利用目的のアン

ケートをとってほしい。 

グラウンド 

ペット問題 


