
FARM、植栽配置、トイレについて 

 

 

 



 

 

  



5.FARM というコンセプトについて不安なことや心配なことはありますか。 

 

  

維持管理や運用面について、安全性の確保、既存緑道にある機能の確保、継続的な管理などにつ

いてお声をいただきました。 

管理方法や運用ルールについては、今後ササハタハツ会議や出張座談会等で、皆様と対話しながら、

管理運営面について検討していきます。 

また、緑道内の子どもの遊び場としての機能は十分確保した整備案としていきます。 



6.FARM というコンセプトについて、楽しみなことはありますか。 

 

  



 

 

 

 

 

 

  柔軟な管理・運営のルールや地域との連携が必要だというお声が多く寄せられました。 

今後ササハタハツ会議や出張座談会等で、皆様と対話しながら、柔軟な管理・運営ルールとできるよ

う検討していきます。 

 



 

 

 

 

 

 

  

初台エリアに関わりたいというお声が特に多く寄せられました。 

緑道の中央部に植栽や農園を設ける計画について、7 割以上の方にご賛同いただいております。 



11. 質問１０の回答を選択した理由を教えてください。 

 

 

 

皆が楽しめるから

自然のある都会を新しい渋谷のイメージにしたい

ストレートな道だけではゆったり出来ない。

狭いので、どうするかと思っていたのでこの案はいいと思う。

理由が長いので書くことが難しい。渋谷区の住民は仮住まいのような方が多く、横のつながりは希薄。

地域住民が関わりあうことでより良くなることがある。また食べ物を育てることで学ぶ子供多く、地域

ごとの自給自足、地産地消のような活動を意識することで街の問題を明確にし、自主的に解決したいと

思う人が増えるのではと考える。浮浪者が増えている代々木公園でも畑を実施して欲しいと思う。誰も

が参加できる、それが理想であり、地域活性につながる。

人と自転車を分けた方が安全なように、farm部分の作業スペースと人が歩くスペースはある程度余裕を

もった方が良いと考える

通り過ぎる緑道ではなく留まれる道になると良いと思った。

人や自転車が無理なく通れるスペースは理想ですが、広さ的に難しい場所がある。

今ある木々を切らずに最大限生かしてほしい。そのうえで真ん中にＦＡＲＭを設置できる場所なら良い

と思う。

植物の成長を見守ることで道を通る楽しみができる

狭い緑道では歩道が狭くなるのと、車道との距離が近くなるかもしれないから。

通行の妨げにならず活動できると思う。

全体として中央に緑があって周辺部を歩くスペースになるのは良いと思うが、イベントに使うスペース

になるところなどは中央部の植栽、農園部分が邪魔になるのではないかと懸念します。

土壌の問題があるので、新規植栽＋FARM部分は直接地面に設置できないのは自明だと思っています。た

だ、中央に設置することがベストかは疑問です。どちらかに寄せたほうが2つにわけるようりも道幅が広

くとれ、交通がしやすいかと。道幅によるので、一概には言えません。また現在の緑道の問題点のうち

の一つは既存の植栽の根が土壌の深さが十分でないので、盛り上がって、地表に露出してしまっている

ことなので、それをどう処理するかの検討がなされないと、数年後いまの緑道のように舗装が欠損して

しまう。

場所や幅員によってあり方を変えるべき

イメージ図から、路面が杖歩行や、歩行器の人が歩きにくい気もしましたが全ての緑道が歩けるように

なっているのかわからなかった。

中央部だと左右に分断されてしまうので、広く開放的な空間にならないのでは？と感じました。今の緑

道が狭くて通りずらく開放感がないので、中央に設けると道が細くなるイメージです。

緑道を舗装で固めてしまうのは、緑道という本来の姿からかけ離れてしまうと思います。舗装されてい

ないからこその魅力を残していくべきです。

歩行空間を分割するとまとまった空間が確保できず使い勝手が悪くなってしまうのではないかと感じ

た。

狭く区分するよりフリーな使い方が出来る方がありがたい

初台緑道には、中央に植栽、農園を設けるスペースはない。子供が伸び伸びと走れる場所を確保した

い。

長く続く道の公園として、エリアごとに花壇の花や木の種類を変えるなど、シンプルな遊歩道にした

い。

日あたりを考えると、北側に配置したほうが良い

自転車が通れるような配置にしてほしい

農園などがあるのは楽しそうですがそのうち規則ばかりになってしまいそうです。

緑道は広くしておいて、いろんな行事や企画に使えるのが良い。

非常に良い

どちらかといえば良い

あまり良くない

全く良いと思わない

限りあるスペースの配分についての様々なお声をいただきまました。 

区としては、緑道の中央部に植栽や農園を設けることでより地域のコミュニティ増進につながる空間づく

りを考慮した計画で考えておりますが、引き続き皆様のお声をいただきながら、検討していきます。 



12. 植栽の配置について、質問がある方はご記入ください。 

 

  

番号 質問 回答

1

・桜の木を残して欲しい。

・何よりもサクラの保全が優先されるとうれしい。

・現状の木々の最大活用を望みます

樹木の健全度調査に基づき、可能な限り保全します。

健全でないと診断された樹木については、原則、同樹種を植え

かえていく予定です。

2 植栽を楽しくすることが、緑道を楽しめる。

周辺環境との調和に配慮するとともに、季節感のある植栽計画

により、一年を通して楽しめる空間とし、歩道の線形や照明に

変化をもたせることで歩きたくなる空間としています。

3
木が多すぎると日陰ばかりになりそうです。農園があるとデング

熱などか流行らないか心配

植物の特性に応じたせん定や刈込などを行い、緑陰を含めて適

正に管理します。

蚊の発生については、錠剤や粒剤の殺虫剤を水中に撒くことで

対処していきます。デング熱等の病気に対しても、運営面で配

慮します。

4

大きく育っている木を切らないでほしいと思いますがどのように

考えていますか？夏の暑さを緩和する日陰はとても大事です。そ

のうえで新たな植栽をうまく配置してほしいのですが、緑道全体

でどのような配置を考えていますか？

樹木の健全度調査に基づき、可能な限り保全します。

健全でないと診断された樹木については、原則、同樹種を植え

かえていく予定です。

周辺環境との調和に配慮するとともに、季節感のある植栽計画

により、一年を通して楽しめる空間としています。

5

上の図では、新規舗装と既存植栽の位置が被っていますが、どう

も騙されているようで妙です。舗装と植栽をどのように併存させ

るのでしょうか？この図だけでは説明の明快さに欠けます。提示

するのであれば、上からの図、立体的な図も同時に提示するべき

だったのではないでしょうか。

樹木の健全度調査に基づき残すこととなった既存樹木について

は、ツリーサークル等を設置するなどして適正に保全し、歩行

空間の確保を行います。

今後、分かりやすい図面をご用意するなどして、ご説明してい

きます。

6
緑道の中央部は、覆蓋の上に当たるのではないでしょうか。その

部分に木を植えることは可能ですか？

覆蓋の上については、必要な土壌の深さを確保して、植栽擁壁

を設置して植物を植えることを考えています。

7

現在、緑道に枯れ木は放置され、切り株のままのものも散見され

ます。適切な予算を確保して保全をしないと折角再整備してもま

たうらびれていくと思うのですが、そこの財源確保はされるので

しょうか？また単純に植栽を増やそうとすると膨大なコストがか

かると思います。例えば富士急行と提携し、富士吉田市と提携都

市となり、区民を観光で送り込むこととのバーターで苗や植木の

提供を受ける、など仕組みを考えたほうが良いと思いますが、ど

ういうことが検討されているのでしょうか？

適切な維持管理をしていくために必要な予算の確保に努めると

ともに、区民の皆様や企業と共治できる仕組みを検討していき

ます。

また、ご提案いただいた費用をかけずに植栽を維持する仕組み

は、継続して検討していくものと考えています。

8
植栽は緑道に沿って、非常に限られた部分のみ作るのでしょう

か？

第4回ササハタハツ会議でお示ししたとおり、植栽は、緑道内

に適正に配置していく計画としていきます。

9 車椅子ユーザーが使える部分はありますか？
多様な方々がご利用できるように高さ等に考慮したFARMを設

置していく予定です。



13.幡ヶ谷緑道にトイレを新設することについて意見がある方は教えてください。 

 

 

  

1 公共トイレの汚いイメージを覆すようなトイレであれは良いと思う。

2 良いと思うが、狭い道なのでタクシーなどの路駐が増えないか心配。

3 賛成です。ただし、見ていて、楽しくなるもの。

4
幡ヶ谷の新規トイレは明るくて広くてとても気持ちがよいです。ぜひ、あのように安心して使えるトイレに建て替えてく

ださい。

5
トイレの新設は良いと思います。具体的にはどうという案が出ているわけではなさそうなので、それ以上は何とも言えま

せん。

6 トイレがないのでありがたい。

7 トイレがないので不便でした

8 浮浪者の人がよく見かけられるので、トイレを新設するのは悩ましい。

9 トイレは緑道の外に作る方が良いと考えます。

10
ぜひ設置してください。花見に行ったときにトイレがなく困りました。コンビニのトイレを借りましたが、買いたくもな

いコーヒーを買いました。

11 トイレは必要。

12 良い

13 イメージがわきません。清潔で明るく、安全性のあるトイレ。

14
トイレは必要であり、計画通りに実現していただきたい。幡代小学校の前のトイレは、甲州街道に近いためタクシー運転

手などの利用が多いが、近くが子ども利用のスペースになるので、安全が確保できる配置を考えていただきたい。

15 良いと思います。

16 結構と思います。

17 衛生面、安全性を1番に考慮して欲しい。近年増えているデザイン性の高いトイレは不要。近所では不評。

18 だれでもトイレ、左右の麻痺に対応したトイレ

19 あったほうが良い

20 地域の方が利用できそうな場所なので、良いと思う

トイレを新設することに特に反対されるご意見はありませんでした。 

区としては、幡ヶ谷緑道にトイレを新設する計画としております。今後、具体的にトイレの仕様を検討

する中で、安心・安全に配慮した設計にするとともに、皆様の声を出来る限り反映できるようにしていき

ます。 



14. その他トイレについて質問がある方は教えてください。 

 

番号 質問 回答

1

幡代小学校の前にあるトイレは人目がそれほど無く、子供一人で

は利用させたくないという意見を聞くことがある。ここは廃止

し、初台区民会館にあるトイレを充実させた方が安全であるし、

衛生面も安心だと思う。

今後、具体的にトイレの仕様を検討する中で、安心・安全に配

慮した設計にするとともに、皆様の声を出来る限り反映できる

ようにしていきます。

トイレの箇所数については、第４回ササハタハツ会議の中でご

説明した通り、１箇所増設予定です。

2

有料化を検討願いします。その目的は整理整頓､清潔感の維持で

す。無料トイレはそうした状況を作り出せないと思います。

有料ゆえに綺麗に維持必須という運営側の意識､綺麗ゆえの汚さ

ず使う使用側の意識、両方が必須です。

有料化については、公園という公共施設としての性格を鑑みる

と慎重に判断しなければならないと考えており、現時点では考

えておりません。

3

・初台緑道のトイレを新しくしてほしい。衛生面だけでなく安全

面も含め不安である。

・綺麗にして欲しい

・安全性を重視

・子どもたちは古くて汚いトイレは怖くて使えないよう。ぜひ建

て替えと定期メンテナンスをお願いします。

今後、具体的にトイレの仕様を検討する中で、安心・安全に配

慮した設計にするとともに、皆様の声を出来る限り反映できる

ようにしていきます。

トイレの箇所数については、第４回ササハタハツ会議の中でご

説明した通り、１箇所増設予定です。

4 だれでもトイレが良いも思います。 5箇所全てのトイレにだれでもトイレを配置していきます。

5

・トイレの多機能とはだれでもトイレのことですか。幡代小学校

の前のトイレは、夏に水遊びした時に子供にシャワーを使わせた

いと思います。シャワー設備を併設してください、ピクニック

や、BBQの時に食器、調理器具、野菜などを洗うために、大き

めのシンクを設置してください。トイレはこまめに掃除をしてく

ださい。きれいなトイレ、ごみの散らかっていないトイレは、犯

罪防止につながると思います。

・ただ、現在進行中の日本財団トイレとのデザインコンセプトの

整合性について一抹の不安が・・・特に西原一丁目公園にすでに

できているので・・・。また笹塚駅前にも建設中なので。

・初台のトイレが汚く、使用に耐えません。また、汚いトイレを

放置されていることは治安上も良くありません。設置場所が決

まっているのであれば、先んじて改修していただきたいです。ま

た、はるのおがわコミュニティーパークのトイレのようにすぐ壊

れてしまって、逆に見た目が悪くなるような仕様のものには是非

しないでいただきたいです。また、甲州街道沿いになるので、車

利用者が立ち寄り、喫煙し、ポイ捨てしているのを防ぐために通

報、アラート機能がついた防犯カメラを付近に設置するなど対策

を是非してもらいたいです。

今後、具体的にトイレの仕様を検討する中で、安心・安全に配

慮した設計にするとともに、皆様の声を出来る限り反映できる

ようにしていきます。

6 沿道の施設や店舗等と連携すべき
いただきましたお声につきましては、大変申し訳ございません

が、詳細を再度お伺いしたいと考えております。

7

・綺麗に使用していただくため、施設と一体化して、汚されない

ような工夫が必要

・世界に誇れるトイレにしてほしい

適切な維持管理をしていくために必要な予算の確保に努めると

ともに、区民の皆様と共治できる仕組みを検討していきます。

8

西原１丁目公園のトイレを見に行った。素晴らしいと思ったがす

ぐそばにホームレスの方が居た。夜住みついていないと良いなと

思った。この様な事の対策はどのようにするのか？

今後、具体的にトイレの仕様を検討する中で、安心・安全に配

慮した設計にするとともに、皆様の声を出来る限り反映できる

ようにしていきます。また、生活困窮者の方への支援について

は、関係所管と連携して別途検討していきます。



15.その他ご意見、ご感想、お気づきの点がありましたらご記入ください。 

 

  様々なお声をいただきありがとうございます。今後検討を進めていくうえで参考とさせていただきます。 

また、「緑道整備に向けた皆様からの声」において、区の現状の考えを記載しているものもございますの

で、併せてご参照ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご回答いただいたほとんどの方が歩行のしやすさを大事だと思う要素としてあげており、緑道の通路とし

ての機能を重視されています。次いで、みどり豊かな景観、交流・にぎわい、防犯を挙げられている方が

多くいらっしゃいます。 

これまで開催したワークショップに継続して参加していただいている方もいらっしゃる一方、一度も参加し

たことのない方も半数程度いらっしゃいました。今後、より多くの方々にご参加いただけるよう様々な媒

体でより一層周知していきます。 

半数以上の方に出張座談会を認知していただいているものの、40％近くの方が出張座談会をご存じ

ありませんでした。今後、より多くの方々にご参加いただけるよう周知の仕方については一層の工夫をし

ていきます。 



BBQが可能な場、火が使える場所について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6.BBQが可能な場、火が使える場所に関するご希望・ご意見を教えてください。 

 

 



 

  

場所 意見

1

BBQ等が可能な場所とかまどベンチを分けて考えているように受け取れるが、かまどベンチでBBQを行うとした

方が合理的と考える。防災パーゴラのそばにかまどベンチを設置し、防災訓練でベンチを利用するとともに夏休

みの週末にBBQ、秋の落ち葉の時期に焼き芋に貸し出しを行う。小学校の高学年、中学生がかまどベンチの使い

方を習熟するように持っていくことで、日中に発災した場合、彼らが主体となって火起こしが可能となる。

2 緑道整備上のプライオリティは低いと考える

3 水場が近くにあれば問題ないと思います。

4
小学校の小学校の近隣また、通学路なのでBBQスペースはやめてほしい。お酒を飲んで騒ぐ人など弊害の方が大

きい。

5 小学校も近く1番集まりやすいのでこの場所でいいと思います！

6

この場所はBBQが実施されたことがあります。今後もBBQをできるようにしてほしいです。甲州街道側の歩道と

緑道の境界部分、およびバスの駐車場の西端の三角部分を利用して駐輪場を設置してほしい。学校、区民館、出

張所来所者の駐輪場所がないので、緑道内に駐輪するようになっています。BBQ、イベントの時に支障になって

います。

7 火は不安です。基本、全面反対です。

8 足利の山火事を考えるとバーベキューは残念ですが止めて欲しいと思った。

9

初台区民会館前だけにかまどベンチを考慮しているが、提案者は緑道に置くベンチには基本的にどこのベンチも

かまどの機能を持たせたいという趣旨で言われたと理解しています。火を使える場所にするのでかまどベンチも

置くという発想であれば無理して置かなくてもよいように思います。防災政策上もここだけに置く意味はないと

考えます。

10
場所はここでいいと思います。コミュニティキッチンの冷蔵庫が使えたり連動していればかなり有用だと思いま

す。

11
課の縦割りを超えて、近接する初台出張所も含めた一体開発を検討して欲しい。例えば、BBQの用具などは、出

張所の1Fで貸出対応できるようにする等。

12 防災機能を持つべき。

13 自宅近くなのでここにあるとよいと思う

1
もう少し幡ヶ谷駅寄りにして、商店街の飲食店との連続性が見えると賑わい空間として良いのではないでしょう

か。

2 消防学校の行事の一部に組み込んでは、どうか？

3 水場が近くにあれば問題ないと思います。

4 住宅と距離があるのでここがベストだと思います。

5 火は不安です。基本、全面反対です。

6 バーベキューは止めて欲しい。

7 地域の方が利用できそうな場所なので、良いと思う

1 水場が近くにあれば問題ないと思います。

2
BBQは魅力的ですが、けむりや騒音にどう対応していくのか疑問。全ての場所で、近隣対応が必要だと思いま

す。

3 火は不安です。基本、全面反対です。

4 バーベキューは止めて欲しい。

5 地域の方が利用できそうな場所なので、良いと思う

初台

幡ヶ谷

大山

BBQ が可能な場所、火が使える場所に関するご意見は賛否両論いただきました。 

収益施設となる可能性があるようなものについては、民間活力の導入について、民間事業者様のご意

見を踏まえながら実現の可能性について検討していきます。 



7.BBQ が可能な場、火が使える場所に関する質問や疑問がある方は教えてください。 

 

番号 質問 回答

1

・どういう運営をするかはきちんと考慮しない

と使われないもの、使い勝手の悪いものになる

ので、地域と事前によく議論して決めていくよ

うお願いします。

・全ての場所で、近隣対応が必要だと思いま

す。BBQは魅力的ですが、けむりや騒音にどう

対応していくのか疑問

・地域活性化のためバーベキューのイベントが

出来る場所があるのはとても良いアイデアで

す。煙のことは別問題として場所は水場が近い

ことを考えて最適だと思います。是非実現して

ほしいです。

BBQや火が使える場所については、イベン

ト主催者に騒音を発しないよう指導していく

とともに、イベント開催時における運用ルー

ルについて、民間活力の導入などを踏まえた

上で、今後ササハタハツ会議や出張座談会等

で、皆様と対話しながら、検討していきま

す。



イベント対応フリースペースについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6. イベント対応フリースペースに関するご希望・ご意見を教えてください。

 

 

 



 

場所 意見

1
緑道の中でフラットである程度の幅がある場所なので、それを生かした利用、フットサルやバスケッ

トコートなど運動系のスペースにしてはどうか？

2 既存駐車場の継続には反対です。歩行者のための空間整備をお願いします。

3

良い広場ですのでイベント、スポーツに活用できます。どこに申し込めば使えるのかわからず、あま

り利用されていないのだと思います。

植栽は梅、桜、ハナミズキ…次々に咲く樹木を選定して、お花見の名所にしたいです。

4 良いと思う

5
緑道の中央に植栽をおいては、使いづらいのでは？中央を広く確保しておいて、自由に使わせる。植

栽は周囲に植えるのが良いと思います。

6

どこの場所も漫然と「イベント対応スペース」とするのではなく、イベントをできるような場所にし

つつ、たとえばこの箇所はイベント実施しない期間はドッグランにするなど特色を持たせて幅広い

ニーズをくみとれるようにしてもらいたいです。

7
現状人通りがほとんどないところなので、かなり魅力的かつ継続的なイベント運営が必要だと思う。

トイレなど最低限のインフラが必要かも

8
障害者のスポーツイベントをしたいので、高さの変えられるバスケットゴールなど機能整備してほし

い。

9
地域の方が利用できそうな場所なので、良いと思う　　イベント情報が入ったら、行ってみたいと思

う

1

２月に梅花餅つき大会が行われるが、当日が雨天であっても実施できるような設備があると良いと思

う。これらの設備はシェアキッチン、ポップアップショップ（カフェ）といった形で貸し出しを行

い、気軽にコミュニティ活動に使えるようにしてほしい。

2 歩くための緑道が基本、その上で用途を特定しないフリースペースを確保するのが良いと思う

3 小学校、商店街が近く集まりやすく広いのでベストだと思います。

4
初台大通りの東側、山手通りに向かう方の南側の植栽部分を駐輪場にして、現在の駐輪設備を撤去し

てほしいです。

5 商店街と連動してるといいですね。

6 楽しいイベントを期待する

7

初台駅の前の緑道（黄色で囲った部分）はイベント対応フリースペースになっていますが、現在町会

で行っている餅つき大会をそのままのやり方で行うとすればもっと広いスペースが必要である。ここ

は人が集まりやすい場所であるので、山手通りを渡った代々木4丁目緑道にある機能「アート/音楽、

屋根のあるスペース、広場として利用できる場」を持たせてほしいと希望押します。

8 安心、安全重視

9
緑道の中央に植栽をおいては、使いづらいのでは？中央部を広く確保しておいて、自由に使わせる。

植栽は周囲に植えるのが良いと思います。

10

この場所だと隣接するマンションからクレームが来る可能性が高いので、商盛会通りの西側を自転車

置き場を地下化するなり、逆にこちらに移設するなりして、その場所でやれたほうが近隣とのハレー

ションが少ない思います。またスペースを確保するだけでなく、イベントに必要な資材を保管できる

ところ、もしくはそれを車で移動させた際にその車を置ける場所、上下水道電源など実際にイベント

を実施する際に必要なものが抜け落ちないようにお願いします。

11
非日常イベントというより、駅前広場として現在の道路も含めた少し広い空間を考えて欲しい。初台

のゲートとなる空間。

12 もちつきなどを楽しみにしているので、良いと思う。

代々木

初台



 

  

1 イベントが実施できるように水場やトイレの設置が重要と思う。

2 企業も学校も地域も参画できる場所が欲しい

3 さくら祭りを楽しみにしています。

4
緑道の中央に植栽をおいては、使いづらいのでは？中央部を広く確保しておいて、自由に使わせる。

植栽は周囲に植えるのが良いと思います。桜を大事にしましょう。

5 地域の方が利用できそうな場所なので、良いと思う　　イベント情報があれば行ってみたいと思う

1 BBQは不安です。

2 イベントを楽しみにしています。

3
緑道で、笹塚から開鑿部分を過ぎて上原街道（？）を渡るまでは、中央が広く残っています。周囲に

立派な木を植えて、イベントに使えるのではないでしょうか？

4 地域の方が利用できそうな場所なので、良いと思う　　イベント情報があれば行ってみたいと思う

1 商店街と連動してるといいですね。

2 イベントを楽しみにしています。

3 地域の方が利用できそうな場所なので、良いと思う　　イベント情報があれば行ってみたいと思う

西原

大山

笹塚

フリースペースについて、様々なご要望にお応えできるように、使い方を特定しない形のフリースペースと

することで、多様な使い方ができるようにしていきます。 

今後ササハタハツ会議や出張座談会等で、皆様と対話しながら、引き続き検討していきます。 

また、既存駐車場の移設については、引き続き関係地権者と協議していきます。 

「緑道整備に向けた皆様からの声」において、区の現状の考えを記載しているものもございますので、併

せてご参照ください。 



7. イベント対応フリースペースに関する質問や疑問がある方は教えてください。 

 

番号 質問 回答

1

・近隣の住民に音、火などが心配です。

・足利の山火事のことを考えると、火には慎重にならざるを得ない

と思った。

・特に隣接する住民に対しては、相当な迷惑になると思います。ど

んなに対策もしても不安要素が大きすぎます。特に火は絶対やばく

ないですか？音も相当やないですね。

・音が大きくて近隣の方が迷惑したらどうするのか心配です。止め

た方が良いのでは。

・フリースペースの管理や使い方、騒音などの対応策はどうなので

しょうか？

フリースペースについては、イベント主催者に騒音を発しないよう指導して

いくとともに、イベント開催時における運用ルールについて、民間活力の導

入などを踏まえた上で、今後ササハタハツ会議や出張座談会等で、皆様と対

話しながら、検討していきます。

2

初台緑道では、初台駅前をイベントスペースとして利用しているほ

か、初台区民会館前も小規模なイベントスペースとして利用してい

るので、配慮していただきたい。特に音楽などのイベントは初台区

民会館前の方が、周囲への影響が少なく利用しやすいです。

初台駅前にフリースペースを設置する予定です。

初台区民会館前については、機能配置案ではBBQ等が可能な場としています

が、地域の皆様と対話しながら、検討していきます。

3

初台緑道の自転車・バイク置き場はどのように処理されるのでしょ

うか？イベントスペース、またfarmというコンセプトから考えて

も、自転車・バイク置き場とは両立しないように思えます。

近隣地権者とこれまで協議をしている中では、有力な候補地が見つからない

状況です。駐輪場の設置については現在検討中ですので、今後ササハタハツ

会議や出張座談会等で説明します。

駐輪場を設置する場合は、子供乗せ自転車も駐輪可能なものを検討します。

4

緑道全般についてもいえることですが、フリースペースは災害発生

時の一時避難所に行く前の、取りあえず家から出て避難し様子を見

る場所にもなります。ぜひ、考慮してください。通路以外を植栽や

農園で埋め尽くすようなことはやめて欲しいと思っています。

現在の緑道内には、４箇所の一時集合場所が位置付けられていることから、

防災上の一定の広場機能を有しております。

整備後においてもこれらの機能を保てるようにしていきます。

5

・イベント対応スペースはあったほうが良い

・フリーな使い方が出来るスペースの方が必要性が大きいと考え

る。使用しない時間帯の整備や整頓に十分配慮したい。

様々なご要望にお応えできるように使い方を特定しない形のフリースペース

とすることで多様な使い方ができるようにしていきます。

管理方法や運用ルールについて、民間活力の導入などを踏まえた上で、今後

ササハタハツ会議や出張座談会等で、地域の皆様と対話しながら、検討して

いきます。

6

上記スペースではないのですが、山手通り沿いに、障害者のアク

ティブな活動ができる場所の整備は可能でしょうか？一般では整備

しにくいため、基本に盛り込んでいただけたらよいなと思います

が、可能でしょうか？基幹となる病院や新しいコンセプトのソー

シャルファームと連携できる可能性が高いため地域のリハビリや、

障害者の健康度が格段に上がる可能性があると思います。

施設の建築などは予定しておりませんが、バリアフリーの基準に準拠した設

計とするとともに、様々なご要望にお応えできるように使い方を特定しない

形のフリースペースとすることで多様な使い方ができるようにしていきま

す。

病院やソーシャルファームとの連携などによるFARMの活用については、より

多くの方々が様々な方法でご利用できるように検討していきます。

7

フリースペースに、緑色にしている部分は植栽にすることを決定し

ているのでしょうか。植栽については、地域の意見を改めて聞いて

欲しいと思います。

緑色の部分は植栽を植える予定です。

一方、植栽の種類については整備案をもとに地域の皆様と対話しながら、検

討していきます。

8

固定の場所以外にイベントでキッチンカーやアースオーブン導入を

スポット的にできると嬉しいです。その場合も火の使える上記の場

所になりますか？

イベントについては、様々なご要望にお応えできるように使い方を特定しな

い形のフリースペースとすることで多様な使い方ができるようにしていきま

す。

管理方法や運用ルールについて、民間活力の導入などを踏まえた上で、今後

ササハタハツ会議や出張座談会等で、地域の皆様と対話しながら、検討して

いきます。



子どもの遊び場、子どもが遊ぶ水場について 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 

8. 子どもの遊び場に関するご希望・ご意見を教えてください。 

 

 

 

 

走る、のぼる、おりる、すべるなどの遊び方が良いというお声を多くいただきました。 

皆様のお声を参考としながら、今後ササハタハツ会議で遊具に関するご提案をします。 



 

  

エリア 意見

1 ベビーカーが通りやすいように小さな段差もなくしてほしい。

2

現在は暗い、古い、汚い、狭い、怖い人たちがいる、という印象を受けたようで、子どもは近寄

りたがりません。木苺がたくさん身をつける場所があり、その季節だけは実を取りに行っていま

す。

3
子供の遊び場にするのであれば、既存のオートバイや自転車置き場は撤去して欲しい。置き場が

あることで緑道内を自転車が走ることになる。道路を車歩分離にしても事故を防ぐことは難しい

4 子どもが遊ぶ空間の近くに親同士がたまれる場所があると良い

5 桜の木がきれいなので残して欲しい。

6
初台緑道にある親水公園を移設してほしい。デザインは笹塚のA-1の裏にあるような広め希望。無

理なら西原緑道に希望。

7 アスレチックなど子供がいろいろ体を動かして遊べる遊具があると良い。

8 鉄棒とかあると良いと思う

9

人工物（駐輪設備、休憩場所？、歩道の境界の縁石など）はなくして、自然の森の雰囲気にいて

欲しい。木の実を拾ったり、かくれんぼをしたり、など子供が自然の中で自由に工夫をして遊べ

る場所にしたい。

街灯は必要。トイレ、水飲み場、手洗い場も必要です。

10 基本、インクルーシブな遊び場にしてほしい。

11
なるべく規制なしで遊べることが望ましい。いろいろな子どもたちがまじりあって遊べるスペー

スにして欲しい。

12
子供が遊ぶ場所は、最少の遊具を置いて広い空間を確保して、自由にさせる。その周囲に大木の

植栽で植えて、守るのが良いと思います。

13

既存樹木が大きく育ち、目の高さ以上に緑があることが多く、陽の入り方によっては暗く感じる

こともある。

また、人が歩く動線に子どもの遊ぶスペースがあり、やや混在する感じが子どもが安心してのび

のび遊ぶことが出来ていないように感じる。

14
まとまった面積が取れる場所だが、駐輪場や自転車走行の多いところなので、エリアや目的性の

はっきりしたスペースが良いかもしれない。

15 ホームレスが心配

初台緑道

（山手通り

付近）



 

  

1

キャンプしてもいいですか？

夜渋谷区で子供がキャンプできるところがあったらいいなあと、コロナ禍での遊びになやんで、

思ったりします。

2 巨大トランポリンやタイヤの跳び箱、アスレチックを作って欲しい

3

水が出る所で遊ぶのが好きなのですが、狭いです。公園も遊具があり楽しんでいますが現代的に

リデザインが必要かなと思います。

トチの木がとても立派で実を拾ったりできるの子どもも喜んでおり、とても良いです。子どもと

一緒にトチの実をすりつぶしてアク抜きをして餅を作ったりなどできるのは教育に良いと思いま

す。

4 水で遊べる場は残して欲しい

5

現在ある水路（夏季のみ水が流れる）は残して欲しい。水の流れる時期を６月から９月いっぱい

まで伸ばしてほしい。子供だけでなく、日が暮れてから大人も使えるように、ちょっとしたベン

チを置いてほしい。暑い日に移動式の机を持ってきて、流れに足を浸しながら、リモートワーク

ができるようになったら面白いと思う。

6 子どもが遊ぶ空間の近くに親同士がたまれる場所があると良い

7

未就学児が遊んでいるところに、小学生が鬼ごっこをしているのを見ると、怖いので未就学児が

遊びやすい遊具と小学生以上の子が運動のしやすい場所(うんていや鉄棒がある、縄跳びができる

スペースなど)のある公園がいいです。

8 大きな滑り台は不要だが新宿の中央公園にあるようなアスレチックがほしい。

9 今の広さを変えないで欲しい。アスレチックなどの遊具がたくさんあると良い。

10 人工芝敷いて、小さな子が遊べる場所があると良い

11
保育園児の利用も多いので、それくらいの年齢に合わせた遊具があるとよい。小学校は校庭開放

などあるが、保育園は園庭が小さく、思い切り身体を動かせる場所が少ないので。

12

水が流れる設備は維持してください。講習道路側の低木の植栽がある斜面は、土盛りして平たん

にして遊び場を広げてください。京王線の換気口？は子供が落ちないようにしてください。

側道の植栽は撤去して、歩道部分を平らに直してください。その部分には水遊びに来た子供たち

がピクニックをできるように椅子を設置してください。

13 基本、インクルーシブな遊び場にしてほしい。

14
なるべく規制なしで遊べることが望ましい。いろいろな子どもたちがまじりあって遊べるスペー

スにして欲しい。

15 衛生管理をしっかりとしてほしい

16

子供が遊ぶ隙間空間ではなく、遊具などを備えた機能は残してほしいです。遊具はこども体力向

上に貢献しますし、遊具が現状一番使われています。また、土ぼこりが立たないような地面にし

てもらいたいです。また遊具はうす汚れてしまうプラスチックではなく、木材をつかったものな

どにしてもらいたいです。水場機能は残してほしいです。近くに木陰、ベンチ、テーブルなどく

つろげる空間にしてもらいたいです。

17

この案だと、遊び場の中央に植栽が増えて占拠します。これでは子供の遊び心をくすぐりませ

ん。

今の遊び場所を見ると、子供が走り回っていて、非常に良いと思います。

18 今のくらいの規模感が、丁度良いと思います。

19 山手通りに対して少しクローズする工夫があれば、子供には適した場所だと思う

20 現在も多くの利用があるので良いと思う

初台緑道

（幡代小学

校前）



 
  

1

幼児が自転車を練習できる場所の設置は難しいでしょうか？

（自転車を練習できるところとして代々木公園が有名ですが、笹塚や初台からは少し遠いの

で。）

2
撤去されてしまった滑り台を再開してほしい。砂場はもっと広く、柵は現状通りつけたままにし

てほしい。

3
子どもと歩いていると、自転車で速度を出して通る方がおりぶつかるのではないかとヒヤッとす

ることがあります。自転車通行不可の看板を目立ちやすくするなど対応をお願いします。

4 簡単な遊具

5
遊具はあるものの、あまり遊ぶ子供を見かけない。なぜ利用しないのか、子供に聞いてみる必要

があるのでは。

6 子どもが遊ぶ空間の近くに親同士がたまれる場所があると良い

7 水遊びができる場所がほしい。

8
初台緑道にある親水公園を移設してほしい。デザインは笹塚のA-1の裏にあるような広め希望。無

理なら山手通り付近の初台緑道に希望。

9 ブランコや滑り台の遊具がある良い

10 幅が狭いのでなかなか難しいと思うが、砂場よりも滑り台や鉄棒などを置いてもらいたい。

11 基本、インクルーシブな遊び場にしてほしい。

12
なるべく規制なしで遊べることが望ましい。いろいろな子どもたちがまじりあって遊べるスペー

スにして欲しい。

13

緑道の遊び場を通しで見ていて思うのですが、ブランコ、シーソー、砂場。少し同じ要素の物が

多いので、

隣の遊び場と被らない遊具を配置すると、緑道を移動しながら、新しい遊びが出来て楽しいと思

います。

14
住宅街なので、静かでこじんまりしたスケールが望ましい。園庭を持たない保育園などが利用で

きるといいかも

15 地域の方が利用できそうな場所なので、良いと思う

1

この辺り（東北沢から幡ヶ谷折り返し所の間）は、東急が運行するバスが4月から廃止になってし

まうのが残念です。

消防学校の中がほんの少し見えるので、子供と一緒にのぞいたりしています。

消防学校の真似のような遊びができるとたのしいでしょうね。

2

毎年夏になるとセミがたくさん出てきて土に穴が開いています。子どもはその穴を見つけたり、

抜け殻を集めたりしています。作られた人工的な自然ではなく、このようなありのままの自然を

残して欲しいと思います。

3 小さな子どもから大人も楽しめる水の遊び場が欲しい

4 子どもが遊ぶ空間の近くに親同士がたまれる場所があると良い

5 水の流れる公園

6 基本、インクルーシブな遊び場にしてほしい。

7
なるべく規制なしで遊べることが望ましい。いろいろな子どもたちがまじりあって遊べるスペー

スにして欲しい。

8 子供の水場は地域の

9
少し人工的でも良いので、綺麗に見えて管理もしやすい構造の水遊び場があると良いと思いま

す。

10 地域の方が利用できそうな場所なので、良いと思う

西原緑道

幡ヶ谷緑道



 

 

1 小さな子供から大人も楽しめる水の遊び場

2 子どもが遊ぶ空間の近くに親同士がたまれる場所があると良い

3 特になし。

4 高学年が楽しめる公園

5 基本、インクルーシブな遊び場にしてほしい。

6
なるべく規制なしで遊べることが望ましい。いろいろな子どもたちがまじりあって遊べるスペー

スにして欲しい。

7 地域の方が利用できそうな場所なので、良いと思う

1
笹塚南公園の井戸、珍しくて楽しいだけでなく、科学教育に貢献するのでとてもいいです。

この井戸みたいに特色のあるものが設置されると素晴らしいと思います。

2

何歳ぐらいの子供を想定しているのかが、わからない。３歳と１０歳では違うと思うし、中学

生・高校生も利用できる、さらに言えば大人も利用できる場所（例：フットサルやバスケット

ボールゴール）があっても良いと思う。

3

ぜひ恵比寿地区にも同様の緑道を作ってください！特に線路沿いなど。またガーデンプレイスな

どと協力協働でそのようなものを作っていただけるとさらに人が集まり、ガーデンプレイスに人

が集まり、商業施設も助かるのではないでしょうか。

4
年少の子どものために、遊具も必要だと思います。大きな子供には、工夫して遊べるように、広

い広場、水の流れる小川、小山などがあると良いと思います。

5 基本、インクルーシブな遊び場にしてほしい。

6 水場は欲しいですね。

7
イベントが出来るスペースの近くに、水遊びが出来る場所が作られると、賑わいのポイントとな

り、親も交流の場となり、子育て世代には嬉しいと思います。

8
水場は、できればfarmの機能とセットにすると良いなではないでしょうか。足を洗う野菜を洗

う、水やり、濾過など。遊べる以上の機能提案を考えるべき。

大山緑道

全体

その他

自由に工夫して遊べる場所の設置と既存遊具の確保の両面についてお声をいただきました。今回の

整備においてはどちらも対応をしていく予定ですが、ランドスケープと一体となった子どもの遊び場を設置

するとともに、誰もが遊べる（インクルーシブ）な遊び場としていく予定です。 

また、「緑道整備に向けた皆様からの声」において、区の現状の考えを記載しているものもございますの

で、併せてご参照ください。 


