
種類 内容 回答 所管

安全性
多摩川の近くのため、土砂災害やがけ崩
れを考えると避難所として安全が確保さ
れるのか疑問

日常的な利用に加え災害時にも有効に活用でき
るよう安全性に配慮した整備を進めてまいります。

地域力推進課
施設保全課

樹木や鳥、水など環境に配慮されていな
いので整備計画を見直してほしい（白紙・
廃止含む）

整備や置きこみにあたっては、公園
の自然環境を考慮してほしい

大田区みどりの条例に反する
緑豊かなせせらぎ公園内の施設として、大田区み
どりの条例の趣旨を踏まえ環境に配慮した整備を
進めてまいります。

ＰＲ

ランニングコースのスタート地点に近
いので、ランニング＝大田区、せせら
ぎ公園の体育施設というスタイルを定
着させて手軽にスポーツを楽しむこと
ができる街をアピールするといい

公園内施設の利点を活かして、せせらぎ館と合わ
せて地域文化活動の拠点、スポーツ・レクリエー
ションの拠点として施設の充実を検討してまいりま
す。

地域力推進課
都市基盤管理課

公園の基本設計に沿って進めるべき
で、基本設計に体育施設はどのよう
に位置づけられているか、まずはそ
の説明をするべき

体育施設はこれまでの説明会での説明の通り、ス
ポーツレクリエーションの拠点の一つとして整備す
ることとしています。

地域力推進課
施設保全課
都市基盤管理課
建設工事課

基本設計と異なる施設の導入の場合
には、見直し手続きを踏まえるべきで
あり、手続きを踏まえることなしに、個
別の施設の検討を進めることはおか
しい

適正な手続きを行い計画を進めております。

地域力推進課
施設保全課
都市基盤管理課
建設工事課

基本設計など進めていく過程で必ず
住民に説明をしてほしい

今後も説明会等の実施を検討いたします。

地域力推進課
施設保全課
都市基盤管理課
建設工事課

影響を受ける近隣の住民に合理的な
範囲で配慮してほしい

影響を受ける近隣への配慮に努めてまいります。
地域力推進課
施設保全課

環境

当初より公園環境に配慮した計画としております
が、今後も整備・置きこみにあたっては、樹林地や
水など、田園調布せせらぎ公園の自然環境に最
大限配慮してまいります。

体育施設の整備

地域力推進課
施設保全課
都市基盤管理課
建設工事課

意見募集回答

進め方
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今の時代に必要性、妥当性、緊急性・合
理性等に乏しい

地域力推進課

他の地域や場所を整備・活用するべ
き

地域力推進課

体育施設を建設するのではなく多目
的広場を作ってほしい（公園広場含
む）

体育施設の整備とともに、広場も整備する予定で
す。

地域力推進課

体育施設ではなく釣り堀を作ってほし
い

現段階では釣り堀は計画しておりません。
地域力推進課
都市基盤管理課

体育室には空調を完備してほしい
利用者が快適に使用できるよう、施設の規模を勘
案し、必要な空調設備を検討してまいります。

地域力推進課
施設保全課

車いすが入れるフローリングやバリアフ
リー、可動式スタンドがほしい

ユニバーサルデザインの観点を踏まえた施設とな
るよう検討してまいります。また、車いす対応フ
ローリングについては施設の規模、用途、利用方
法を勘案し、必要に応じて検討します。なお、施設
用途に制限があり、施設規模も限られている為、
可動式スタンド設備は、設置困難と考えておりま
す。ご理解いただきますようお願いいたします。

地域力推進課
施設保全課

コンサートができる舞台装置がほしい

施設規模、用途、利用方法、近隣類似施設の配置
状況などを総合的に勘案し検討してまいります。
せせらぎ館の第一多目的室には簡易ステージを
設置しての利用を可能とする予定です。

なお建築可能な建物は、法令上定められた休養
施設、運動施設、教養施設、備蓄倉庫など、用途
制限があることについてご理解いただきますようお
願いいたします。

地域力推進課
施設保全課

大田区の中でも田園調布地区は体育館機能が不
足しており、長年に渡り地域から要望されてきまし
た。特に本地区は、用途地域上、第一種低層住居
専用地域が占めているため、体育施設を建設でき
るような広い敷地の確保が困難な地域です。そう
した中当該計画地を確保し、その中で運動公園と
いう機能も考慮した上で計画したものです。また、
災害時には公園やせせらぎ館とあわせて避難所と
して機能させるため、必要な施設であると考えてお
ります。

体育施設の整備

設備・機能・スペース体育施設の機能

その他
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可動式の椅子が欲しい

施設用途に制限があり、施設規模も限られている
為、可動式椅子などの設備は、設置困難と考えて
おります。ご理解いただきますようお願いいたしま
す。

地域力推進課
施設保全課

キャットウォークが欲しい
設備メンテナンス用のキャットウォークについて、
施設の規模、利用方法、構造等を勘案し検討しま
す。

施設保全課

富士見会館ホールのようなダンスホール
風にしてほしい

体育施設で利用が想定される競技を踏まえて検
討してまいります。
なお、せせらぎ館の第一多目的室については富士
見会館の多目的ホールと類似する仕様となってお
り、ダンスでもご利用いただける予定です。

地域力推進課

雨天時でも気軽に入れて遊べるフリース
ペースを玄関に作ってほしい

フリースペースについては、せせらぎ館の休憩ス
ペースを利用いただくことを想定しております。

地域力推進課

スロープを設置して高齢者や障害を持つ
方に配慮してほしい

ユニバーサルデザインの観点を踏まえた施設とな
るよう検討してまいります。どなたでも使いやすい
施設を目指してまいります。

地域力推進課
施設保全課

ボール遊びができるスペースを設けてほ
しい

利用時間や活用可能なスペースの確保も含め、
検討してまいります。

地域力推進課

防音機能を付けて外に音が出ないように
してほしい

防音性については、建物のハード面だけでなく、近
隣に配慮し、利用者のご協力をいただくなど、施設
運用によるソフト面を含め、対応を検討してまいり
ます。

地域力推進課
施設保全課

壁に大きな鏡が欲しい
体育施設で利用が想定される競技を踏まえて検
討してまいります。なお、せせらぎ館の第一多目的
室に大きな鏡を設置予定です。

地域力推進課

学校体育館にはない機能を入れてほしい
（トレーニング施設等）

地域力推進課

プールやスポーツジム機能が欲しい 地域力推進課

高校の体育館程度の広さが欲しい
地域力推進課
施設保全課

公園の情景に合うように小規模な体育館
にしてほしい

地域力推進課
施設保全課

平均的な中学校並みの面積に客だまりと
なる面積を想定してほしい。

地域力推進課
施設保全課

体育施設はスポーツゾーンの半分くらい
にしてほしい

地域力推進課
施設保全課

防災機能を確保した上で、せせらぎ公園内施設と
して景観に調和したものとなるように検討してまい
ります。現時点では中学校レベルの体育館の広さ
を想定しており、応援や見守り、審判、荷物置き等
に活用できるスペースも含め施設用途、規模を勘
案し検討してまいります。

体育施設としての規模、利用方法、構造等を勘案
し検討してまいります。

設備・機能・スペース

体育施設の機能

広さ
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利用方法
半面貸しや、個人利用の可能性を検討し
てほしい

利用時間や活用可能なスペースの確保も含め、
利用しやすい運用方法について、検討してまいり
ます。

地域力推進課

室内外でバスケットボールができるように
してほしい

地域力推進課
建設工事課

バドミントンコート最低４面取れるようにし
てほしい

地域力推進課

ボッチャ用のコートが６面程度ほしい 地域力推進課
使用中でも使えるランニングコースが欲
しい

地域力推進課

屋内でゲートボールができるようにしてほ
しい（人工芝の床面造営を希望）

地域力推進課

バレーボールコート２面取れるくらいの広
さが欲しい

地域力推進課

卓球台が15～20台出せるくらいの広さが
欲しい（卓球大会ができるくらい）

地域力推進課

はつらつ体操を毎週行えるようにしてほ
しい

地域力推進課

フットサルができるようにしてほしい 地域力推進課
体育施設内にテニスコートが欲しい 地域力推進課
総合体育館のサブアリーナで可能な競技
を基本としてほしい

地域力推進課

駅側に寄せて体育施設を作ってほしい
近隣の状況や公園ワークショップなどのご意見や
公園全体の計画を踏まえ、配置について検討して
まいります。

地域力推進課
建設工事課
施設保全課

体育施設の圧迫感・騒音が心配

建物の高さは必要最低限とし、公園やせせらぎ
館、自然環境と調和した景観に配慮した建物を検
討してまいります。また、騒音については建物の
ハード面だけでなく、近隣に配慮し、利用者のご協
力をいただくなど、施設運用によるソフト面を含
め、防音性への対応を検討してまいります。

地域力推進課
施設保全課

景観を害すため、体育館は地下に建設し
てほしい

地下階の建設は湧水への影響や浸水への対応を
考慮し、想定しておりません。
湧水を含め公園やせせらぎ館、自然環境と調和し
た景観に配慮した建物を検討してまいります。

地域力推進課
施設保全課

体育施設から家の中が見えないように木
を植えるなどしてほしい

公園ワークショップなどのご意見や公園全体の計
画を踏まえ、植栽計画等において近隣のプライバ
シーに配慮してまいります。

地域力推進課
施設保全課
建設工事課

配置

競技

誰もが様々な競技や運動を楽しむことができるよ
うな施設となるよう検討してまいります。
なお、はつらつ体操については、せせらぎ館にお
いても体操を行っていただくことが可能な諸室を配
置する予定です。

体育施設の機能
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運動と文化の両面を兼ね備えた多目的
施設としてほしい

せせらぎ館と合わせて地域文化活動の拠点、ス
ポーツ・レクリエーションの拠点として施設の充実
を図ってまいります。

地域力推進課

都市公園内の運動公園の位置づけであ
るせせらぎ公園にふさわしい施設として
ほしい

公園、せせらぎ館とあわせて、地域の方々がス
ポーツや健康づくりに親しむことができ、スポーツ
を通じて地域の活性化にもつながる施設としてま
いります。

地域力推進課
建設工事課

避難所の快適性・プライバシーの確保を
考えた設計や避難ルールにしてほしい

建築法令等を踏まえ、日常的な利用に加え災害
時にも有効に活用できる計画を検討してまいりま
す。
避難所開設時の運用については、いただいたご意
見を踏まえ、安全に安心して避難できるような環境
の確保に向けて検討してまいります。

防災危機管理課
地域力推進課
施設保全課

避難所の感染症対策を考えたものを作っ
てほしい

建築法令等を踏まえ、日常的な利用に加え災害
時にも有効に活用できる計画を検討します。
感染症対策に十分配慮し安全に安心して避難で
きるような環境の確保に向けた運用について、検
討してまいります。

防災危機管理課
地域力推進課
施設保全課

災害時に天井の照明は不快なので、壁
からの間接照明や床面の常夜灯を設置
してほしい

高天井照明は調光対応を検討します。
日常的な利用と災害時利用の施設運営の考え方
の両面から、安全に安心して避難できるよう環境
の確保に向けて検討してまいります。

地域力推進課
施設保全課

学校防災活動拠点に準じた防災機能を
確保し、訓練等ができるようにしてほしい

スムーズな避難所開設・運営については、日頃か
らの訓練が有効であると考えます。学校防災活動
拠点に準じた防災機能を確保し、安全に安心して
避難できるような環境整備に努めてまいります。

防災危機管理課
地域力推進課

防災面も考慮した空調とし、省エネル
ギー性と快適性に配慮してほしい

省エネルギー性を考慮した空調設備の設置など
安全に安心して避難できるような環境整備を検討
してまいります。

地域力推進課
施設保全課

文化施設と連携し防災面を強化してほし
い

公園やせせらぎ館と連携し、安全に安心して避難
できるよう防災面を強化してまいります。

防災危機管理課
地域力推進課

防災備蓄を充実させてがけ崩れや浸水
の対処方法をしっかりと計画してほしい

周辺のがけや浸水を考慮した建物や防災対策に
資する物品の備蓄を検討してまいります。

防災危機管理課
地域力推進課
施設保全課

情報伝達
非常電源や蓄電、通信、情報伝達の手
段などを考慮してほしい

当該施設一帯の防災機能を活用して、円滑な災
害時の活動ができるよう、災害時の施設運営の考
え方と照合し検討してまいります。

防災危機管理課
地域力推進課
施設保全課

防災機能

考え方

避難所運営

体育施設の機能
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災害時用に体育館外部にかまどや水道
が欲しい

当該施設一帯の防災機能を活用して、円滑な災
害時の活動ができるよう取り組んでまいります。

防災危機管理課
地域力推進課
建設工事課

オープンスペースを設けて平時はイベン
ト、災害時はトリアージや手当スペースと
して使用してほしい

公園・せせらぎ館の活用を含めて、公園ワーク
ショップなどのご意見や公園全体の計画を踏まえ
検討してまいります。

地域力推進課
都市基盤管理課
建設工事課

予約なしでも時間交代で卓球などを楽し
めるようにしてほしい

利用時間や活用可能なスペースの確保も含め、
今後検討してまいります。

地域力推進課

子どもたちが自由に使える時間を設けて
ほしい

利用時間や活用可能なスペースの確保も含め、
今後検討してまいります。

地域力推進課

騒音・人だまり防止のため夜間営業はや
めてほしい

運営時間は、区内類似施設の運営時間と同様で
行うことを想定しています。運営に当たっては近隣
に配慮し、利用者のご協力もいただきながら十分
注意してまいります。

地域力推進課

開門時間の延長・ライトアップをしてほし
い

開門時間は近隣住民の皆様と協議のうえ決定し
ており、現時点で変更の予定はありませんが、今
後も利用状況や近隣住民、公園利用者からの意
見・要望などを踏まえ、運営してまいります。

地域力推進課
地域基盤整備第一課
(調布地域基盤整備事務所)

体育施設では競技の対抗試合は開催せ
ず、特定団体による独占的使用を排除し
てほしい

利用方法については、施設利用の公平性の観点
を踏まえ今後検討してまいります。

地域力推進課

体育施設利用者は幼児・要介護者・高齢
者・主婦を主とした対象とし、学生・生徒・
健康な勤労者はそれぞれが所属する団
体の設備を利用して貰いたい。

利用方法については、施設利用の公平性の観点
を踏まえ今後検討してまいります。

地域力推進課

体育施設の利用は抽選制にしないでほし
い

利用方法については、施設利用の公平性の観点
を踏まえつつ今後検討してまいります。

地域力推進課

料金
富士見会館を上回らない使用料金にして
ほしい

使用料については、利用者の過度な負担とならな
いよう、利用料設定の基本的な考え方に基づき、
設定してまいります。

地域力推進課

防犯対策をしっかりとしたうえで体育施設
を使用しない屋外の利用者も含め更衣
室・ロッカー・シャワー等を用意してほしい

運営方法については、防犯対策を踏まえ、公園と
せせらぎ館、体育施設が連携し誰もが気軽に利用
できる施設となるよう、検討してまいります。

地域力推進課

管理室は、文化施設とは別棟になるので
警備面を配慮してほしい

公園とせせらぎ館と連携し、利用者が安心して利
用できるよう、検討してまいります。

地域力推進課

防犯対策をしっかりとしてほしい（はけの
道等含）

体育施設等を含め、今後も引き続き防犯対策を
行ってまいります。

地域力推進課
建設工事課
地域基盤整備第一課
(調布地域基盤整備事務所)

防災機能

諸室の利用

営業時間について

防犯対策

利用方法

利用時間

その他
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諸室の利用 その他 フリーＷｉ－Ｆｉを設置してほしい
設置を検討してまいります。
なお、せせらぎ館にはWi－Fiを設置する予定で
す。

地域力推進課
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