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（２）まち歩き（第１回ワークショップの記録） 

１）まち歩きの主な意見 

①北野遊び場広場、換気塔予定地、三鷹３・４・１１号線予定地 

・北野遊び場広場を残したい 

・禁止事項がなく、自由な発想で使用出来る遊び場が欲しい 

・子どもから高齢者まで誰でも遊べる場所が欲しい 

・換気所のそばの遊び場は相応しくない 

・中央道の車の音がうるさいため音環境の対策が必要 

  

 

②北野地区公会堂、吉祥寺通り 

・住人の集まれる場所として、北野地区公会堂の広場を残したい 

・八幡神社を残したい 

・吉祥寺通りは交通量が多いため、歩行者や自転車の安全対策が必要 

  

 

③中央道側道、高架下 

・広大な農地や屋敷林、竹林が失われるのは残念 

・ゲートボール場をつくりたい 

・整備後に低層の住宅地との調和が崩れないか心配 

・新しく商業施設やスポーツ施設ができると良い 
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④ジャンクション西端（１） 

・２階建ての住宅と農地が広がるのどかな風景 

・農の風景や樹木を大切にしたい 

・立ち退きの家が多い 

・換気塔付近に住む住人に悪影響があるのでは 

  

 

⑤三鷹ファーム、ジャンクション幅確認 

・三鷹ファームを存続させたい 

・市民農園、体験農園など新しく農地をつくりたい 

・三鷹ファーム付近のジャンクションの幅は１２０m程度ある 

  

 

⑥ジャンクション東端（１） 
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・ジャンクション周辺に屋敷林などの緑を大切にしたい 

・換気所の位置を確認 

  

 

⑦三鷹３・４・３号線接続点 

・３・４・３号線の整備が進んでいない 

・北野中央通りを歩きやすい道にしたい 

・三鷹駅等からのバスによるアクセスを確保したい 

・お屋敷の大木のイメージは残しつつ全体との調和を図ることが大切 

  

 

⑧北野スポーツ広場 

・スポーツ広場は需要が多いので、代替地を確保したい 

・スポーツ広場には駐車場、公衆トイレがほしい 

・スポーツ広場の周辺は住宅地や緑地がある 

  



38 

 

 

⑨ジャンクション東端（２） 

・屋敷林のなかにはもみの木などの大きな木があり、残していきたい 

・道の駅などを整備したい 

・工事中の通学路が心配 

  

 

⑩北野中央通り接続点、ジャンクション西端（２） 

・周辺の住宅地との調和が心配 

・北野小学校が近いため、児童優先の道路整備をしてほしい 

・保存樹林や農地を残したい 

  

 

⑪けやき並木、中川遊歩道、北野ハピネスセンター 

・原風景であるけやき並木を大切に残していきたい 

・緑豊かなまちを維持したい 

・北野ハピネスセンター付近のジャンクションの幅は８０m 程度 
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⑫東八道路インターチェンジ入口 

・入口近くはスーパー等のお店が多い 

・インターチェンジ入口付近の歩行者横断はどのようにするのか 

・東八道路インターチェンジの出入口の交通渋滞や生活道路への影響が心配 
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２）まち歩きの全意見 

①北野遊び場

広場、換気塔予

定地、三鷹３・

４・１１号線予

定地 

 遊び場・広場が欲しい 

 広々として開放的な公園が欲しい 

 周りは住宅が密集しているがとても広い広場 

 遊具のない子どもの自由な発想で使える広場は貴重 

 禁止事項の少ない子ども中心の公園は大切（直火可能な場所） 

 広場で土遊びや犬がボールで遊ぶ、たき火が出来るとよい 

 子どもたちが自由に遊べる広場、大事にして欲しい 

 昔ながらのなつかしい遊び場 

 もっと樹があっても良い、木登りとか出来ると良い 

 予定区域内の樹木（梅など）活用する 

 子どもが土遊び出来る場所は必ず確保したい 

 遊び場で穴堀など出来ると良い、ここでしか出来ないことは面白い 

 子どもが土遊び出来る場所は必ず確保したい 

 公園と高齢者、子ども用の遊び場、花壇（井の頭の水生館のような） 

 遊び場や広場を存続すること 

 北野子ども遊び場広場はとても良いので残して欲しい 

 遊び場広場は同じ面積で確保したい 

 遊び場広場は必要であり、どこかにつくりたい 

 遊び場広場を移転してつくり直す 

 北野遊び場の面積の確保は出来るのか 

 北野遊び場と同じ面積の確保は出来るのか 

 換気所のそばの環境が心配 

 換気所のまわりは遊び場には相応しくない、どんな利用が良いのか 

 月１のイベントがあったところ、住宅が隣接、だが 3,4,11 号線と換気所予定地のた

め遊び場としては不向き 

 3,4,11 号線、中央道の下、換気所予定地の近くに遊び場？ 

 子どもたちの遊び場の近くに換気所があって良いのか 

 換気所のそばにこどもの遊び場を作って良いのか 

 換気塔のそばの場所の安全性は？ 

 換気塔付近に遊び場や住宅があるのはどうなのか 

 3,4,11 号線仙川駅へ自転車で向かう人が多いので安全面重視 

 煙突と都市計画道路の位置関係がわかった 

 煙突 100 メートル、換気塔 15 メートル 
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 換気塔の高さは高速の上の照明ぐらい？ 

 中央道付近の対策が必要 

 高速がうるさい。高速の下結構広く、３．５メートルほどの高さあり。付近に農地有

り 

 高速道路の音が大きい 

 高速道路が近く車の音が気になる 

 音がうるさい 

 高速の音が気になる 

 中央道側面環境の整備と全体計画、音対策 

 トラックの流入、流出路は完成後 I.C になるのか 

 中央道の下部へ生活道路を付けることは良い（近隣住民の声） 

 高架下と分断されていて利用無い遊具無しの公園がある 

 近くに住宅が多いところ 

 低層 

 街灯が暗い 

 この場所にしか出来ないことを行う 

 農地、原っぱ、鳥等の小動物が多い 

 本音は？子どもの声が聞こえるか 

 地元の人が中心 

 新しい利用の仕方を検討する 

 青少年向けのスポーツ施設ができるとよい 

 災害時の防災拠点にも活用できる 

 市境なので変なものはつくれない 

②北野地区公

会堂、吉祥寺通

り 

 北野地区公会堂を残したい 

 広場が半分になってしまう、イベントが出来なくなる 

 地域の行事が出来なくなる（盆踊り、祭事） 

 広場の確保が問題（広場がほとんど無くなる）、盆踊りなどが出来なくなる 

 広場空間の確保 

 住民が集まれる場所が必要、餅つき、盆踊り出来るところ 

 地区公会堂の広場が無くなるのでイベントが出来なくなってしまう 

 地域のコミュニケーションの場確保が必要 

 広場は狭いけど地元の祭などの児童の遊び場に活用 

 隣接した生産緑地を代替地とすることは可能か 

 広場がなくなる、公会堂が小さい 

 広場が半分になってしまう 
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 公会堂、建物、土地が削られる 

 北野地区公会堂の半分が無くなるのは残念 

 広場の変わりの敷地はあるのか 

 地区公会堂をどうするか 

 ジャンクション予定地にて公会堂広場の今後？ 

 北野地区の○○（建物、遊びも効果）が必要か？ 

 公会堂と北野遊び広場の移設は可能か？ 

 地区公会堂広場を補償する広場を、近場に設ける工夫をする（道路越しに） 

 北野地区公会堂を町の中心へ移す 

 公会堂の移転先と規模は？ 

 公会堂の建物が残るのは良かった 

 北野地区公会堂をどのような形で残すか 

 北野公会堂のような地域に根ざした施設はなるべく移転させない 

 地区公会堂は耐震に問題なければ地域住民の為に残す 

 埋め立てた場所に新しい公会堂を造る 

 新しく公民館を建て直す、体育館を併設する 

 地区公会堂のようなコミュニティを支援するような施設は確保すべき 

 公会堂よりコミュニティーセンターをつくると良い 

 屋上を作り利用するとよい 

 １階がホール、２階が和室。町会集まりなどの場所確保 

 北野公会堂、広場及び施設との利用景観も含めた連続性 

 八幡神社を残したい 

 祠をなくすと罰が当たる 

 戦没者記念碑有り、小屋や鳥居が無くなる 

 小さい神社がある、どこかの分社？（ちょうど用地にかかっている） 

 八幡神社みかんときんかん 

 神社の移設 

 神社の工事、移転 

 北野地区公会堂の八幡神社は移動させたい 

 八幡神社の収納代替地の確保 

 神社の代替施設 

 自転車と歩行者が安全に通れる道にしてほしい 

 自転車と歩行者用を別々にしてほしい 

 自転車と歩行者が分かれると良い 
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 吉祥寺通りの交通量はそこそこの量 

 交通量の多いところが狭くなるため歩道橋などがある方が良い 

 幅６メートルの車道が通る。 

③中央道側道、

高架下 

 広大な農地や屋敷林、竹林が失われるのは残念 

 農地は収用されるだろうから、地主は農業をもうしないだろうか、緑を残すことは農

地より造園か 

 北野地区公会堂の先の右側、屋敷林の繋がり 

 古くからある木、竹林等沿道に使用出来ると良い 

 電柱と木を絡めて保存する 

 桜の木有り、農地が多く近くにはゴルフの練習場有り、細かい道路有り歩きやすい 

 換気塔のある場所では樹をなるべく多く植えて CO2 の減少に貢献 

 農地としての活用が良いのか 

 昔の北野のイメージ、広大な農地が失われるのは残念 

 住宅街の畑の外観を残してもらいたい 

 大きな木が無くなって残念 

 地図上ではジャンクションが真ん中に宅地の木材倉庫あり 

 ゲートボール場をつくりたい 

 ゲートボール場作り 

 ゲートボール 

 ゲートボール場がほしい 

 高架下道路は広い印象を受ける 

 一部分だけれどとても広い 

 広い印象 

 高架下道路長い、幅６メートル、明るいか？ 

 中央道高架下空きスペースを利用する（貸しオフィス、店舗等） 

 新しく商業施設やスポーツ施設ができると良い 

 地下ケーブルにする、体育施設や屋外プールの設立 

 住居が多い、また商業などの施設をつくる 

 商業地よりもスポーツ施設、道路等の整備ができればショッピングセンターも可能で

は 

 その他 

 ２５メートルまで建てられるためそうした場合、低層の住宅はどうなってしまうのか 

 ランプ工事（中央道に乗るため） 

 バス通りと畑と住宅、街灯が暗い 

 バス停移動が必要 
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 広場に残土で山をつくる 

 緊急時の排気力、余力を持って 

 広域避難所の設定 

 換気塔の壁に映像を映写 

④ジャンクシ

ョン西端（１） 

 ２階建ての住宅と農地が広がるのどかな風景 

 隣地の農地がある 

 豊かな農地が多い 

 生産緑地（農地） 

 カリフラワー畑。農地を半分、計画地域に移転 

 農地が多く収容にかかっている 

 農地と住宅、西のラインの端は農地が広い 

 ２階建ての住宅と農地が広がるのどかな風景 

 農の風景や樹木を大切にしたい 

 農地として残す 

 農地風景として保存する 

 農地としての利用、用土としての保管 

 古くからある木、竹林等沿道に使用出来ると良い 

 桜の木を残す、シンボルツリー 

 桜と電柱の合体した樹木化保存（囲いをつくる） 

 電柱と木を絡めて保存する 

 ジャンクションの縁はどうなっている？家が近い 

 住民への影響が大きい 

 立ち退きの家多い 

 換気塔の近くの人に悪影響では 

 住民の人々に迷惑をなるべく掛けないように工事出来るのか 

 ギリギリの縁で住み続ける人もいる 

 住宅が境界にある 

⑤三鷹ファー

ム、ジャンクシ

ョン幅確認 

 三鷹ファームを存続させたい 

 三鷹ファームゾーン、体験型農業、地中熱の利用、人の利用を中心とする施設 

 三鷹ファームの受益者は？ 

 ファームの存続させること（市民の楽しみの場） 

 三鷹ファーム、市とパートナーシップ 

 三鷹ファームを残して欲しい 

 ビニールハウスで三鷹ファーム 
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 広々とした農地 

 三鷹ファーム、農地として実験代替農地として。ジャンクションの幅は１２０メート

ル 

 市民農園、体験農園など新しく農地をつくりたい 

 子ども用広場に薬草を植える 

 農園をつくりたい 

 市民農園 

 三鷹市の農産物ではキウイが有名なので、北野でもキウイの農場を作ったら良いので

は 

 フタの上に農地を新たに作れると良い 

 水、池のあるガーデンセンターと高層施設 

 体験農園 

 蓋掛けとしてまとまった広さが得られる、農地として残す 

 農地欲しい 

 三鷹産の野菜が作れる場所 

 竹林と大根の収穫 

 緑が多い 

 緑が多い、犬の散歩で使用 

 実のなる樹が結構ある、子供ウケしそう 

 北側に竹林 

 工事や整備が心配 

 工事中の夜が心配 

 換気所予定地付近に管理棟の他に集会場や遺跡展示場などの設置 

 農地も道路になるのか？ 

 竹林、樹木の切り倒し 

⑥ジャンクシ

ョン東端（１） 

 屋敷林などの緑を大切にしたい 

 高山木材の跡のイメージ、屋敷林等、中央道周辺のイメージ大切 

 古くからある木、竹林等沿道に使用出来ると良い 

 ミニ公園（日本庭園） 

 木が多い、地域に潤いをもたらしている 

 換気所の位置や周辺の環境を確認 

 急カーブ（換気所） 

 途中道路が無くなる 

⑦三鷹３・４・

３号線接続点 

 屋敷林などの大樹を残したり、緑化を図りたい 

 旧地主、家屋、計画地内にあるが大木のイメージは残しつつ全体との調和 
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 古くからある木、竹林等沿道に使用出来ると良い 

 計画道路両脇、住宅の道路脇の緑化 

 移転となっている民家の巨木が心配、けやき並木や中川遊歩道へ移せないか 

 大きな樹木を残す 

 角の林は立派、大きな木がうっそうと茂っている 

 大きな木が多い 

 農家の庭樹木移設可能 

 農地や屋敷林が点在しているため、集めた方が地域の為では 

 児童公園 

 ３・４・３号線の整備が進んでいない 

 ３・４・３号線。世田谷にもかかっているが現在の改修状況は？ 

 １６メートル幅の計画道路が住宅地の中にイメージ湧かず 

 市境に注意 

 北野中央通りを歩きやすい道にしたい 

 歩道を広くさせることが必要 

 交通量が多い、道が狭い 

 三鷹駅頭からのバスによるアクセスを確保したい 

 バス通りあり、交通手段を確保する 

 バスは吉祥寺へは１時間に１、２本あるが、三鷹からのアクセスはダメ 

⑧北野スポー

ツ広場 

 スポーツ広場は需要が多いので、代替地を確保したい 

 スポーツ広場が無くなると残念 

 北野スポーツ広場無くなる 

 スポーツ広場使用の需要が多いので、是非代替地を使用 

 新たなスポーツ広場として整備する 

 そのままスポーツ施設で良い 

 北野スポーツ広場の代替地の確保、夜間照明等 

 6,300 平方メートルサッカーやラグビー等の市民のスポーツ広場 

 スポーツ広場は是非作って欲しい 

 北野スポーツ広場の復元 

 少年ラグビーできる場所が欲しい 

 広場はもっと広く整備してほしい 

 スポーツ広場をもっと広くして残す 

 地上にスポーツの出来る広場を、何代か続いていた大農家も、人間のエゴ 

 スポーツ広場をどこかに残したい（少年野球、サッカー、ゲートボール） 
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 スポーツ広場代替地探す必要あり 

 三鷹内では人気の施設（多面的スペース） 

 スポーツ広場には駐車場、公衆トイレがほしい 

 北野小とアパートの近くにスポーツ広場が必要、駐車場、公衆トイレをもっと整備す

る 

 スポーツ広場の必要駐車場の獲得 

 移転の際には駐車場の増設と照明を明るくする 

 スポーツ広場の周辺は住宅地や緑地がある 

 グラウンドの周りに住宅地、緑地がある 

 その他 

 ふれあいの里、利用者のバラツキあり（住所）、設備の維持費は？ 

 わずかに残る三角地帯の利用が難しい 

 地味に集配センター（佐川急便） 

 周辺の樹木を移植 

⑨ジャンクシ

ョン東端（２） 

 もみの木などの大きな既存樹木を残したい 

 高木あり、全て切り倒すのではなく、保存していく 

 もみの木、竹林を残す 

 個人所有の木で大きな木がある 

 竹林、屋敷林全て無くなる 

 ジャンクションの東側に位置し、その奥には農地がなるべく広く残したい 

 その他 

 季節の花々をたくさん植える 

 道の駅など設置 

 工事中の通学路が心配 

 既存と形状が大きく変化する 

 佐川急便の配送物がある、移動先に要注意 

 多面的なグラウンド 

⑩北野中央通

り接続点、ジャ

ンクション西

端（２） 

 周辺の住宅地との調和が心配 

 住宅地との調和はどうなるのか、住宅地の道路幅が狭い 

 予定地の近くに住宅が多い 

 中央道と住宅が近い 

 北野小学校が近いため、児童優先の道路整備をしてほしい 

 北野小学校あり、児童優先の道路整備を望む 

 通学路の確保 

 北野小学校 
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 校区との道が必要、けやき並木の活用 

 保存樹林や農地を残したい 

 三鷹保存林を残す 

 農地の風景を残したい 

 その他 

 佐川無し 

 防災を教育する 

 遊び場は必要 

 トラックの休憩スペース 

 佐川急便、タクシー会社の流通 

⑪けやき並木、

中川遊歩道、北

野ハピネスセ

ンター 

 原風景であるけやき並木を大切に残していきたい 

 けやき並木、少しでも今の北野の外観を残して欲しい 

 けやき並木などの新たな並木を 

 農地の風景を残したい 

 けやき並木、ハピネスセンター 

 三鷹風景百選（原風景は残る） 

 けやき並木は残したい 

 けやき並木、中川遊歩道の景観は残したい 

 けやき並木を残したい 

 けやき並木、竹林等の武蔵野の面影 

 けやき並木は三鷹の象徴なので残したい 

 けやき並木、屋敷林残したい 

 ハピネスセンターにけやき並木を残す、武蔵野の面影 

 けやき並木や中川遊歩道は他の施設が無くなった分充実させてほしい 

 けやき並木がよい 

 緑豊かなまちを維持したい 

 造園業地主により維持された屋敷林の今後の維持？ 

 緑豊かな町を保存する 

 その他 

 ジャンクション８０メートルくらいの中 

 樹木，住宅が多い 

 仙川や五川上水も近いので水の部分で活かしたい 

 子どもが多い 

 スポーツ広場の前の私有地にある高く伸びた自然林も象徴として残す 
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 ハピネスセンター移転出来るのか？  

⑫東八道路イ

ンターチェン

ジ入口 

 インターチェンジ周辺の環境が確認できた 

 入口近くにスーパー等のお店が多い 

 高速への入口の歩行者の横断をどうするか 

 インター入口の位置と幅が確認出来た、思っていたより東だった、幅も広い 

 東八道路インターチェンジの出入口の交通渋滞や生活道路への影響が心配 

 東八道路インターチェンジの出口の車の渋滞が心配 

 東八インターの交通量、生活道路への影響が必要 

 高速道路の入口は東八の住宅地 

 その他 

 東八道インターより東名に入ることが可能になり便利になる 

 造園業 

⑬その他  全体としてフラットな地形なので変化が欲しい。景観の創造する必要あり 

 新設道路は歩道、車、自転車の区分は取れるか？ 

 外観や色使いなど立地を生かした造りにして欲しい 

 模型の展示、道路工事に利用した建設機械の模型展示 

 進士先生提案の撤去道路アスファルトなどの廃棄物を用地内に埋めれば建設費セー

ブされる 

 延焼防止に役立つ街路樹を植えること 

 油分の少ない樹木を植える 

 一番広い場所を木々で囲いたい 

 通学路が無い 

 ハピネスセンター、機能の一部が防災センター 

 人の流れ、通るだけなのか、寄ってもらいたいのか 

 プラットホーム、人が集まる場所サードプレイス 

 環境保全のため NOX 拡散を防ぐ、脱硝装置を廃棄所につけること 

 高齢者の為の楽しい、頭の体操になるものを用意する 

 なるべくフェンスをつくらない 

 中央高速の入口が三鷹に出来たと考えて良いのか 

 周辺の市民がベクトルを合わせて進める方が無難 

 子どもに最大限の考慮をして欲しい 

 インターチェンジ周辺道路に自転車道を 

 それまでの生活圏が分断されないように工夫して頂きたいと思います 

 農地７ha の復元 
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 蓋掛け以外に場所があればショッピングモールが欲しい 

 全体的に見ると住宅地，緑地、公園が多い、この景観を残したい 

 施設を作るのであれば静かな場所に作りたいもの、場所を考えたほうがいい 

 大箱の建物は少ない 

 歩道が狭い 

 タクシー基地を作る 

 全体的に多くの緑が失われるのでその分の緑を植える 

 雑木林がなくなっていく 

 ソーラーシステムなど（場所未定）設置出来る可能性あり 

 シンボルの市樹「ハナカイドウ」の並木など如何か 

 失われる土地面積に対して再利用出来る面積がかなり少ないのでは？ 

 失われる施設はどのぐらいの割合で再生出来るのか？ 
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（３）蓋かけ上部空間等の利用（第２回ワークショップの記録） 

 

１）グループ１の記録（参加者７名） 

 

テーマＡ．緑と農の創生 

【議論の概要】 

地域の方からは、これまでも中央道により二分されてきた地域が、中央ジャンクションの整備

により４つに分断されてしまうという話があった。急激な変化は望まれておらず、ワークショッ

プの場のように皆で意見を出し合いながら、今後のまちづくりを検討していけると良いという意

見であった。話し合いでは、地域がこれからも一体でいられるように花火大会のようなコミュニ

ティのシンボルになるイベントや多世代が集まれる場所があると良いという意見が出た。 

また、現在の農や緑は個人所有のものだが、蓋かけ整備後は公の所有となるので、地域の皆で

維持管理していくソフト面の仕組みが必要という意見があった。体験農園や遊び場広場、コミュ

ニティ拠点などのハードづくりの意見の根底には、これらを地域で運営するという考え方がある。 

子どもの遊び場については、場所として起伏がある場所が望ましいという意見に加えて、子ど

もたちが自ら考え、発信・提案していく子ども会議のような仕組みが大切という意見があった。

大人に与えられるのではなく、子どもたちが自ら創りあげていく仕組みをこの蓋かけ上部空間等

の整備に取り入れたいという意見があった。 

太陽光発電などの自然エネルギー活用についての意見も出た。環境面だけでなく、災害時の電

力確保も踏まえた地域エネルギーの仕組みが創成されると良いという意見であった。 

 

【重要と思われる意見】 

①４つに分断される シンボル（花火大会など）をつくって、地域コミュニティを維持

したい【15 枚】 

②現在の自然の魅力を活かして、地域特有の宿泊もできる体験農園を作りたい【2 枚】 

③子どもが自分で考え、自分で作り出す遊びが継続できる場（子ども会議を作る）【19

枚】 

④多世代が集えるまちのコミュニティの場がほしい【2 枚】 

⑤災害時や環境に配慮して、太陽光、水、地熱などを活用したい【18 枚】 

 

【話し合いの全意見】 

■４つに分断される シンボル（花火大会など）をつくって、地域コミュニティを維持
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したい 

・年に一度花火大会をする 

・北野の町の４分割されたエリアをいかに一つにするか 

■現在の自然の魅力を活かして、地域特有の宿泊もできる体験農園を作りたい 

・「現在あるものの自然保存」：雑木林、木、農園 

・緑はなるべく多く、小川もほしい。山もほしい。ガケもあっていい 

・もとからある木等の自然を活かして、自然の中で子どもが遊べる空間や動植物が育つ空間をつくる 

・地域特有を（活かせる）場として造園、農業 

・クラインガルテン（体験農業） 

・植木販売、農業生産物販売→活動を通じてつくった産物 

・ジャンクションに活動拠点、地域内地主が簡易に宿泊できる場、それぞれを融合して地域活動 

■子どもが自分で考え、自分で作り出す遊びが継続できる場（子ども会議を作る） 

・子ども会議（？）のような、子どもの発想を実現できる場と施設。子ども発信の拠点 

・大人がじゃましない子ども中心の場 

・遊びが継続できる場 

・里山を作る。フラットな地形に変化をつける。景カンを創造していく 

■多世代が集えるまちのコミュニティの場がほしい 

・公会堂の広場として使える場 

・地域が参加できる（ソフト、運営 etc）場づくり（全体として） 

・地域の人が活用出来る場所。雇用も含めて 

・自由に多目的に活動できる場 

・半固定的に企画設定できる場の創生 

・子供から高齢者までが集える場 

・「公園」子どもの空間、大人の憩いの場 

・北野の里に町のコミュニティー広場・施設 

■災害時や環境に配慮して、太陽光、水、地熱などを活用したい 

・「環境に良い」太陽光設置、水の活用、災害時活用など 

・地中熱利用 地下構造物をつくるので 

 

 

テーマＢ．施設の整備 

【議論の概要】 

平面で特に大きな面積の確保ができ、交通上のアクセスも良い三鷹３・４・３号線との接点に

は、スポーツ広場、体験農園をつくりたいという意見があがった。また、広場の失われてしまう

北野地区公会堂も同様の場所に移転させ、広場と一体となったコミュニティ拠点として整備した

いという意見があった。 

一方、起伏のある場所には、遊び場広場が適切で、子ども会議の拠点も同じ場所に設けたいと

いう意見であった。 
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太陽光パネルなどの自然エネルギー施設については、活用しにくい掘割に囲まれた場所や換気

所周辺などに設けてはどうかという意見だった。 

中央道の高架下については、広場の空間をつなぐ、駐車場などの収益をあげる施設を導入し、

利益を地域に還元してはどうかなどの意見があがった。 

 

【重要と思われる意見】 

①３・４・３号線との接点に地区公会堂（広場も八幡神社も）、スポーツ広場を移転した

い【4 枚】 

②地形の変化に富んだ場所は子どもの遊び場ゾーンにしたい（子どもからの情報発信を

する拠点もつくりたい）【13 枚】 

③平なところは、体験農園や広場にしたい（３・４・３号線との接点）【3 枚】 

④高架下は、企業誘致により利益を地域還元、駐車場にも利用したい（自由に出入りで

きるように！）【10 枚】 

⑤掘割りに囲まれた場所、換気所周辺は、太陽光パネルを配置し、ＥＶのコミュニティ

バスのエネルギーをつくる【20 枚】 

 

【残したい意見】 

①周辺には散歩道やサイクリングロードをつくりたい 

②池、水辺、ビオトープがほしい 

 

【話し合いの全意見】 

■３・４・３号線との接点に地区公会堂（広場も八幡神社も）、スポーツ広場を移転した

い 

・新しい地区公会堂を用地の中に作る 

・カフェやレストラン、売店（農） 

・スポーツ広場 

・公会堂 

■地形の変化に富んだ場所は子どもの遊び場ゾーンにしたい（子どもからの情報発信を

する拠点も作りたい） 

・子供ゾーンは細長い部分から中央道まわりの変化に富んだ場 

・道路傾面の活用も含めて、子どものためのプレイパーク的な公園 

・子どもからの発信。（新）子ども会議（？）の場（建物）（子どもの居場所） 

・農園と協働して、子ども会議（？）が販売を行なうなど、子ども中心の組織 

・子ども遊び場 
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■平なところは、体験農園や広場にしたい（３・４・３号線との接点） 

・広い土地。農園、広場、コミュニティの施設等、人が活動できる場所 

・３・４・３号線をはさみ、【北】スポーツ、管理施設、広場、【南】農園 

・農園 

■高架下は、企業誘致により利益を地域還元、駐車場にも利用したい（自由に出入りで

きるように！） 

・高速下をオープンに。レンタルする企業誘致→利益還元 

・高架下利用：駐車場等 

■掘割りに囲まれた場所、換気所周辺は、太陽光パネルを配置し、ＥＶのコミュニティ

バスのエネルギーをつくる 

・太陽光パネルは換気塔まわりに配置 

・コミュニティバス整備：他の里ともつなげ、三鷹市の観光に 

・囲まれている個所。排気塔に太陽光パネルを設置。電源利用 （照明、カー） 

■周辺には散歩道やサイクリングロードを作りたい 

・散歩道をめぐらす 

・細長い地域、雑木林、公園等自然とふれあえる所 

・サイクリングロードを 

■池、水辺、ビオトープがほしい 

・ビオトープ 

・池、水辺がほしい 
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２）グループ２の記録（参加者７名） 

テーマＡ．緑と農の創生 

【議論の概要】 

グループ２では、6,200㎡と 6,400 ㎡の広い面積を芝生の広場にしてはどうかという話があ

った。灌水、排水、貯水施設を完備することで防災にも備えられる施設にするイメージである。

一方、スポーツ専用に使える広場、プレイパークの機能を持った場所も必要という話や、大きな

２面の空間をスポーツ広場と多目的広場として使い分けるという話もあり、その場合必ず芝生で

というわけにはいかないという話もあった。 

植栽の考え方としては、北野の里（仮称）の周辺には、大きな木を植え、サンゴジュのような

延焼防止になる樹種がいいという話があった。広場の周りにはサクラの木を植える、遊び場とい

っしょに花壇を作る、1,600 ㎡、1,300 ㎡、3,200 ㎡等の使いにくい所には梅林を作り、収

穫した実を販売しようというアイデアも出た。 

三鷹ファームのような市民農園を作ろうという話があり、農地の条件としては東側に遮蔽物が

ない環境が望ましいとの意見であった。 

北野の里の図面を上から見ると鷹の姿に見えることから、ジャンクションの名称も「三鷹ジャ

ンクション」にして、鷹を売りにしてはどうかというアイデアも出た。 

 

【重要と思われる意見】 

①スポーツ広場、多目的広場を作る【8 枚】 

②広場周辺に木々に囲まれた桜・梅の広場や並木道を作る【10 枚】 

③三鷹ファームのような市民農園を作る【1 枚】 

④中央ジャンクションから三鷹ジャンクションに名称変更（ジャンクションの形が鷹に

なってる）【27 枚】 

⑤２面の広場を芝生にして、灌水・排水・貯水施設を完備した防災にも備えられる施設

を作る【4 枚】 

 

【話し合いの全意見】 

■スポーツ広場、多目的広場を作る 

・スポーツ専用広場とだれでも使える広場、２面必要 

・スポーツ広場をつくる。換気所から離す（騒音） 

・スポーツ使用と一般使用で交互に常に使えるようにする 

・現在のプレイパークを残した方が良いと思う 

■広場周辺に木々に囲まれた桜・梅の広場や並木道を作る 
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・北野の里らしく周辺部分で大きな木を植えたい 

・延焼防止の樹木を植える。サンゴ樹など 

・広場のまわりに桜の木を植える 

・お花畑を作る。遊び場も一緒に 

・梅等の果樹を 1,600 ㎡、1,300 ㎡、3,200 ㎡等の使いにくい所に植える 

・梅林を作り、実を収穫し販売 

■三鷹ファームのような市民農園を作る 

・市民農園 

・東側に遮蔽物があると、作物には良くない（朝日が早く当たらないと良くない） 

■中央ジャンクションから三鷹ジャンクションに名称変更（ジャンクションの形が鷹に

なってる） 

・JCT を鷹の形に、三鷹 JCT 

・中央ジャンクションではなく三鷹ジャンクションの名称 

■２面の広場を芝生にして、灌水、排水、貯水施設を完備した防災にも備えられる施設

を作る 

・6,200 ㎡と 6,400 ㎡の両面を芝生にして交互に養生しながら利用 

・灌水・排水・貯水施設を完備。貯水は時に災害に対応出来るようにする。 

 

 

テーマＢ．施設の整備 

【議論の概要】 

換気塔については、環境保全のため、換気所に脱硝装置を併設し、同時に SOX,NOX,PM2.5

を除く装置をつくってほしいという意見があった。また、換気塔の上から展望できるスペースを

つくってはというアイデアが出た。 

北野の里（仮称）の周囲をめぐるサイクリングロードや、ランニングロード、散歩道などがあ

ると良いという意見があった。 

また、ここに来ないと体験できないような名物がほしいという話があり、4,300 ㎡や 5,000

㎡の所にローラースケート用の長い坂をつくってはというアイデアが出た。 

北野地区公会堂は広場と一体的であった方が良いということで、公会堂自体を北野の里の敷地

内の 4,900㎡の所に移設し、防災用に活用できるようにしたいという話が出た。 

核となるような施設のアイデアとして、展示施設兼コーヒーショップがあると良いというアイ

デアが出た。展示施設には、遺跡の出土品、JCT や IC の既存模型、外環道に用いた技法や建設

機器の写真を展示するイメージである。高齢者や幼児が多世代でいっしょに活用できるような施

設があると良いという意見もあった。 

また、中央高速道の下を駐車場、駐輪場にして、農産物を売る“道の駅”をつくるというアイ

デアも出た。 
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広場が道路で分断される箇所については、安全に渡れるよう跨線橋が必要という意見、狭いス

ペースを活用して、バーベキューやたき火ができる場所や広いスペースを活用して、池や茶室が

あるような日本庭園があると良いという意見もあった。 

 

【重要と思われる意見】 

①換気塔の施設に SOX,NOX,PM2.5 の規制値を観測する装備を備える。併せて展望台も

作る【16 枚】 

②JCT 周辺の広さを利用したサイクリングロード、ランニングロード、長い坂を作って

ローラー公園を作る（名物となるような）【8 枚】 

③北野公会堂を新しく作る（移転）【3 枚】 

④展示場を作る（遺跡出土品、JCT の模型、建設の技術・資料、コーヒーショップ）【4

枚】 

⑤中央高速道下を駐車場、駐輪場にして道の駅を作る【10 枚】 

 

【残したい意見】 

①公園など広場を分断する車道の上に跨線橋を作る 

②高齢者、幼児が一緒に利用できる施設 

③日本庭園、茶室、バーベキュー場、炊き火場 

 

【話し合いの全意見】 

■換気塔の施設に SOX,NOX,PM2.5 の規制値を観測する装備を備える。併せて展望台も

作る 

・環境保全のため、換気所に脱硝装置を併設し、同時に SOX,NOX,PM2.5 の除く対策 

・換気所（煙突）からの展望できる場所をつくる 

■JCT 周辺の広さを利用したサイクリングロード、ランニングロード、長い坂を作って

ローラー公園を作る（名物となるような） 

・サイクリングロード 

・ランニング 

・長い坂を作ってローラー公園（4,300 ㎡や 5,000 ㎡の所） 

・緑地をめぐる散歩道があると良い 

・広場の周辺には柵を設ける 

■北野公会堂を新しく作る（移転） 

・北野公会堂等の施設を 4,900㎡の所に作る。防災用に活用もする 

・北野地区公会堂の建物と広場を反対側に移す 
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■展示場を作る（遺跡出土品、JCT の模型、建設の技術・資料、コーヒーショップ） 

・遺跡出土品の展示（学習） 

・JCT や IC の既存模型の展示（学習） 

・外環道に用いた技法や建設機器の写真展示（学習） 

・いこいの場所にはコーヒーショップをつくる（売店） 

■中央高速道下を駐車場、駐輪場にして道の駅を作る 

・中央道の下を駐車スペースにし、農産物を売る”みちの駅”をつくる 

■公園など広場を分断する車道の上に跨線橋を作る 

・公園など広場を分断する車道の上をまたぐ跨線橋を設ける（安全） 

■高齢者、幼児が一緒に利用できる施設 

・高齢者、幼児一緒の施設を！！（簡易なもので） 

■日本庭園、茶室、バーベキュー場、炊き火場 

＜場所 スペース狭い＞ 

・バーベキューが出きる場所 

・たきびが出きる場所 

＜スペース広い＞ 

・ミニ日本庭園にする（池も） 

・茶室（日本庭園） 
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３）グループ３の記録（参加者７名） 

テーマＡ．緑と農の創生 

【議論の概要】 

参加者には今回の一連のワークショップで初めて北野地区を訪れた方が数名おり、農の風景が

広がっているという印象があげられていた。ジャンクションができることで環境が大きく変化し

ても、北野の現在の風景が継承されることが望まれていた。 

その中で、機能補償道路沿いや歩道沿いにサクラやハナミズキといった三鷹に所縁のある木を

用い、統一感のある並木をつくったり、散策で寄れるミニ公園を整備し、四季の花々を植えたり

する等、緑を充実させる意見があがった。 

また、世田谷区や調布市との境について、行政区であるから全く別々に議論するのではなく、

連続性のある並木を植える等、統一感を持てるような努力が求められていた。 

現在多くある農園については、ジャンクションができた後にも新たに整備・充実させることが

求められており、学校農園、市民農園、体験農園といった老若男女、さまざまな立場の人が農に

親しみ、農を通じた交流が生まれることが望まれていた。 

 

【重要と思われる意見】 

①側道に並木を作りたい（桜、ハナミズキ etc）【18 枚】 

②農園を作りたい（学校農園、市民農園、体験農園 etc）【4 枚】 

③四季の花咲くミニ公園（ベンチを置く）【17 枚】 

④歩道にお花を植える【6 枚】 

 

【残したい意見】 

①水はけの良い土で整備を 

②他市区との調和を考えた整備（並木など） 

 

【話し合いの全意見】 

■側道に並木を作りたい（桜、ハナミズキ etc） 

・桜並木歩道 

・歩道ぞいに桜並木を 

・総て並木道路歩道側 

・側道には三鷹の木、花かいどうを植えていく 

・調布市や世田谷区と統一感のある並木にしてほしい。（樹種や間隔） 

■農園を作りたい（学校農園、市民農園、体験農園 etc） 
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・学校農園（良い土地を使って） 

・体験農園 児童、老人両方  

・市民農園 

■四季の花咲くミニ公園（ベンチを置く） 

・四季の花咲くミニ公（広）園 ベンチを置く 

■歩道にお花を植える 

・歩道の側に花を植える 

■水はけの良い土で整備を 

・畑や広場を作った場合の水はけをどうするか 

 

 

テーマＢ．施設の整備 

【議論の概要】 

現状と同等の規模の北野スポーツ広場、北野遊び場の整備が議論の中で多くあげられていた。

北野地区でこのような広さを確保できる場が限られる為、再整備にあたっては、防災公園を兼ね

ることを重視する声があがった。 

交通アクセスにも言及があった。鉄道が通らず、バスが１時間に１本程度しか来ないといった

現状を大きな課題と捉える声が多かった。バス路線及びバス停の新設、運行便の増加といった意

見の他、東八道路に地下鉄が通れば良いという話もあった。また、北野は三鷹市であり、ＪＲ三

鷹駅からのアクセスの向上が重要であるという意見もあがった。 

今回初めて北野を歩いた参加者の立場から見ても、北野は農の充実した地域であり、道の駅や

直売所を整備し、北野の農作物を販売できるとよい、という意見があった。 

北野地区公会堂はジャンクションの整備により敷地の２／３が削られ、広場としての機能が失

われることを懸念する声があり、代替策として、①現公会堂から近い位置にお祭り等可能な広場

を確保する、②北野２、３丁目あたりの利便性の向上も考え、公会堂自体を北へ移設する、とい

う２案があがっていた。 

また、機能補償道路を設けることに対し理解があったものの、北野ハピネスセンターから北野

小学校へ通学路として使われている道等について、図面で示されている様な無理に車道を通す為

の大掛かりな迂回ではなく、もう少し歩行者を意識した、不便でないルート設定を求める声があ

った。 

 

【重要と思われる意見】 

①スポーツ広場を（ゲートボール場も）確保しよう（夜間照明、ロッカー、シャワーな

ども！）【5 枚】 
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②バス路線をはじめ、交通アクセスを向上したい【26 枚】 

③北野の農産物を直売できる「北野道の駅（仮）」を作ろう【7 枚】 

④北野の人たちが利用しやすい施設を！（公会堂）【7 枚】 

⑤歩行者に優しい道路にしよう【5 枚】 

 

【残したい意見】 

①八幡神社を残そう 

②学童の為の横断道を確保しよう 

③各施設に駐輪場及び駐車場を付属させよう 

 

【話し合いの全意見】 

■スポーツ広場を（ゲートボール場も）確保しよう（夜間照明、ロッカー、シャワーな

ども！） 

・運動広場及びサッカー場 

・北野スポーツ広場 

・北野スポーツ広場、確保、夜間照明要 

・防災公園を兼ねた、スポーツ広場（大きい部分） 

・運動広場にはロッカー室、シャワー室ほしい。 

・年配の方のゲートボール場。ベンチを作る 

■バス路線をはじめ、交通アクセスを向上したい 

・バス停、屋根や壁つき（風雨対策） 

・バス路線の確保 

・東八道路下に地下鉄を入れて下さい 

・東八インターより地下道により広場を多く利用出来ます。 

・交通のアクセス（バスなど） 

■北野の農産物を直売できる「北野道の駅（仮）」を作ろう 

・直売所のための駐車場 

・農作物を作り直売所など 

・北野の道の駅作り、野菜などを販売する 

■北野の人たちが利用しやすい施設を！（公会堂） 

・北野公会堂 

・北野地区の人たちの利用しやすい施設（公会堂） 

・コミュニティーセンター 

・神社を残したい 

■歩行者に優しい道路にしよう 

・側道は広めに 歩道 2m→4m 

・ベビーカーの通りやすい道（蓋かけ上部） 
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・車椅子の通りやすい道 

■各施設に駐輪場及び駐車場を付属させよう 

・自転車置場（２ヶ所以上） 

■学童の為の横断道を確保しよう 

・ハピネスセンターからの通学路の確保のため歩道、車イスだけの利用に。 
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４）グループ４の記録（参加者７名） 

テーマＡ．緑と農の創生 

【議論の概要】 

緑や農に関することとして、「季節感」のキーワードを中心として、一年を通して四季を感じ

られる空間づくりをしていきたいという話があった。樹木や花は換気塔周辺や機能補償道路沿い

にバッファゾーンとして設けるだけでなく、季節によって風景が移り変わる植物を植樹すること

が大切という意見が出された。 

また、「教育」の場としての機能も求められており、子どもたちがありのままの自然を体験し、

成長できる場や、小川や池、ビオトープなど、親水性の高い空間を作ることが大切ということで

あった。 

同様に、「農」という切り口では、季節を感じられる作物を、市民が体験しながら育てられる

環境づくりを進めていくことが望ましいという意見が出された。 

 

【重要と思われる意見】 

①樹木について：蓋かけ部分（換気塔周辺、道路沿い）に（季節感のある）花や樹木を

たくさん植えたい【5 枚】 

②農について：（季節感）通年で市民が参加・体験できる農園スペースほしい【4 枚】 

③水について：小川や池、ビオトープなど、常に水に親しめる【12 枚】 

④花について：花とみどりの広場を作ろう（自由に触れられる、食用のもの）【2 枚】 

⑤子どもについて：（季節感）子どもがありのままの自然体験を通じて成長できる【12

枚】 

 

【残したい意見】 

①クヌギ林をつくりたい！！ 

 

【話し合いの全意見】 

■樹木について：蓋かけ部分（換気塔周辺、機能補償道路沿い）に（季節感のある）花

や樹木をたくさん植えたい 

■農について：（季節感）通年で市民が参加・体験できる農園スペースが欲しい 

・農園スペースなるべく多く 

・細長い敷地に今現在ある三鷹ファームなどの農地を作る 

・通年で農体験出来るスペースとイベントを… 
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■水について：小川や池、ビオトープなど、常に水に親しめる 

・土と水があれば良い。全く無いところから育てる土地にしたい。創る教育の場に。田んぼ、畑をみん

なでつくる場に。 

・ビオトープ 

・流水がほしい 

■花について：花とみどりの広場を作ろう（自由に触れられる、食用のもの） 

・クヌギ林つくりたい 

・ジャンクション境目を緑化して（ガードレール等ではなく） 

・お屋敷の大木を移植して欲しい 

・機能補償道路沿い、まとまったみどり、全体を通して 

・換気塔の周囲に木を 

・フタ掛け部分のフチに沿って樹を植えて遊歩道にしては 

・季節の木、花の咲くものを植えて欲しい 

・大きな樹木は移植を考えて 

・植林をしたら遊歩道をつくって自然を味わえるようにしてほしい 

・花を沢山植えてほしい 

■子どもについて：（季節感）子どもがありのままの自然体験を通じて成長できる 

・子供が生まれたときに種や苗を植えられて 10 年、20 年、子供と同じ成長していく場をつくる。ス

ペースをつくる。 

・子供の水遊び 

・動物と子供とが自由に触れあえる場。捨てられた動物の保護する場にもしたい。命を知る場。 

・市民が参加できるような公園スペース 

・ドッグランがほしい 

・ドッグランのような広場をつくる 

 

 

テーマＢ．施設の整備 

【議論の概要】 

絶対に必要なものとして、バリアフリーのトイレ、八幡神社の存続、北野遊び場・スポーツ広

場の再整備があげられ、既存の施設の存続や、誰でも使える清潔なトイレがあげられた。 

一方で、北野地区にもっと多くの人が集まってくるような機能が必要というご意見があり、新

たな魅力創出のためのアイデアや交通アクセスの向上に関するアイデアが出された。 

維持管理として、ＮＰＯのような組織を立ち上げ、蓋かけ上部空間等の全体管理や、農の体験

などに際して道具や機材の貸し出しなどを行なえると良いというご意見があった。さらに、現在

行なっているワークショップの参加者が維持管理に関われる仕組みづくりや、継続的なワークシ

ョップによる意見交換を管理組織が行なっていけると良いというアイデアがあがった。 

環境への配慮として、「この場所で使うエネルギーはこの場所でつくる」という考え方のもと、

自然エネルギーを使った循環システムの構築が求められた。また、換気塔の環境測定の２４時間
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見える化などのアイデアも出された。 

【重要と思われる意見】 

①絶対必要!！：［１］バリアフリーのトイレ、［２］八幡神社、［３］北野遊び場・スポ

ーツ広場【6 枚】 

②コミュニティビジネス：北野が発展する、発信する源になる（［１］ジブリの森、［２］

北野の湯、［３］レストラン飲食、［４］絵本・資料館、［５］朝市、フリマ）【10 枚】 

③維持管理：NPO 北野の杜が全体管理をする（市民農場、花の広場、道具などの管理、

対話の場）【11 枚】 

④交通アクセス：三鷹駅からの循環バス、駐輪・駐車スペース【8 枚】 

⑤環境：自然エネルギーを使った循環システム（この場で使うエネルギーはこの場でつ

くる）【17 枚】 

 

【残したい意見】 

①換気塔：環境測定（PM2.5 など）の 24 時間見える化 

②屋外スペース：自然と伝統と人が出会える屋外スペース（［１］富士山が見える展望ス

ペース、［２］誰でも集まれるお祭りイベントスペース、［３］火が使える自由度の高

いスペース、［４］動物とふれあえるスペース（ドッグランなど）） 

 

【話し合いの全意見】 

■維持管理：NPO 北野の杜が全体の管理をする 

・NPO 北野の杜 

・市民農場、花の広場、農機具類をおく倉庫と管理室 

・ジャンクションの中心となる施設（核になる建物） 

■コミュニティビジネス：北野が発展する、発信する源になる 

・絵本館 

・郷土資料館 

・北野の朝市 

・ジブリの森２ 

・レストランなど飲食関係 

・リサイクル、フリーマーケット、月１回程度の開催 

・北野の湯、地産地消できたものを販売 

■交通アクセス：三鷹駅からの循環バス、駐輪・駐車スペース 

・自転車置場、駐車場 

・三鷹駅からの循環バスの充実 

■絶対に必要 
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・八幡神社の存続 

・バリアフリーのトイレ 

・6,400 ㎡、6,200 ㎡の場所に遊び場広場と野球場 

■環境：自然エネルギーを使った循環システム 

・自然の水が流れてくる小川や池。魚も生まれる状態。周りは自然の土でつくられている。仙川の利用。 

・エネルギーの循環システムをつくる。この場の電力はこの場でつくる。 

・太陽光パネル、水力、火力、風力など自然エネルギー発電所 

■その他 

・換気塔の中もしくは周辺に大気状態を測定できる装置設置、PM2.5、放射線、騒音などを表示。24H

見える化。 

・換気塔のまわりに木を植えて、なるべく建物等が見えないようにしてほしい。 

■屋外スペース：自然と伝統と人が出会える屋外スペース 

・ドッグランをつくる 

・展望スペース 富士山？ 

・イベントスペース、お祭り 

・火が使える場 
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５）グループ５の記録（参加者７名） 

テーマＡ．緑と農の創生 

【議論の概要】 

参加者に計画地内の屋敷林の持ち主がおり、雑木林、竹林や大ケヤキなど地域の緑の資源につ

いての議論からスタートした(計画内には地域でＮｏ２のケヤキがある)。既存の木は、地域の歴

史なので残したい、新しく出来る公園や広場のシンボルにする、無理なら移植をして残せないか

など、参加者には造園事業者がおり、移植可能など技術的な話も出ていた。また、新植について

は、周辺地域に植木農家も多いことから地産地消として地元の苗木を使いたいと言う意見も出さ

れた。 

農についての提案は、市民農園を作り生産物などを販売したい、花畑を作ってみんなが楽しめ

る花の景色をつくりたい(狭い敷地でも花畑なら有効に使える)、花畑にはアップダウンを設けて

広がりを演出したい(ヨーロッパの公園のイメージ)等、の意見が出された。 

水田を作って農の多様性を演出する意見があり、これには、水源についての課題も上がったが、

かつて中川緑道沿い(三鷹住宅団地)にも水田があったと言う意見から残したい意見となった。ま

た、水場が欲しいとの意見では、環境としての水や遊びとしての水などがあげられた。施設につ

いての意見も出たがテーマＢへと送った。 

 

【重要と思われる意見】 

①既存の樹木について 大きな樹木は前提として残す。シンボルツリーとして考える

【20 枚】 

②新しい樹木(植栽)について 地産地消、地元の緑を活かす【20 枚】 

③農園について 市民農園が必要。そこで作ったものを販売したい【5 枚】 

④花畑について 敷地の確保が難しい場所。アップダウンをつけて立体感を出す【7 枚】 

⑤歴史と緑について 現存する大きな樹木を活かして場所を決める【11 枚】 

 

【残したい意見】 

①水田みたいなものは可能なのか？ 

②水場を作る。かつて水路があった様なので、遊び場の様なものが欲しい 

 

【話し合いの全意見】 

■既存の樹木について 大きな樹木は前提として残す。シンボルツリーとして考える 

・樹木について既存樹（大きな）特に古いものは残したい。 

・樹木について、大きな樹を中心に考える。 
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・樹木について、切る前に十分に検討して欲しい。とりかえしがつかない。 

・樹木について、残し方が問題、移植するのか？そこに残すのか？ 

・樹木、大きな木を切ってしまったら、それでメモリアルベンチを作る。 

■新しい樹木(植栽)について 地産地消、地元の緑を活かす 

・樹木について三鷹の木や農地がなくなるのだから地元の木を地産地消で工事に使用する。 

■農園について 市民農園が必要。そこで作ったものを販売したい 

・市民農園について、場所が欲しい 

・市民農園、そこで作ったものを売る場所 

・水田は如何でしょうか 水の確保があれば 

■花畑について 敷地の確保が難しい場所。アップダウンを付けて立体感を出す 

・花畑、敷地の狭いところに 

・花畑について、アップダウンがあると楽しいかな みんなが楽しめる様に 

■歴史と緑について 現存する大きな樹木を活かして場所を決める 

・八幡神社 現存する樹林を活かして場所を決める 

■水場を作る。かつて水路があった様なので、遊び場の様なものが欲しい 

・水場を作る かつて水路があった 自然 遊びの場両方 小さくても良い 

 

 

テーマＢ．施設の整備 

【議論の概要】 

テーマＡの段階でも施設整備の話があがっており、テーマＢではより具体的な提案が出された。 

公会堂については、お祭りやイベントなども行われているので、建物だけを残すのではなく、

広場、神社、樹木を一体のものとして考えて移転する(樹木や神社は歴史的な継承としたい)、移

転先は、なるべく近くで高齢者が集まり易い場所が良いとされた。 

また、情報発信などが出来る地域の拠点施設の提案も出た。外周道路には、サイクリングやジ

ョギングコースを付帯させ、計画区域を周遊できるルートを設定し、東八道路へ繋げる（東八道

路も一部同じ構造である）。また、この道沿いには、水のみ、トイレ、ベンチなどを配置する。

ベンチには計画地で伐採された樹木などを利用して住民の名前などを入れたメモリアルベンチ

の設置などが提案された。 

北野スポーツ広場は、同規模を確保し、道具の搬入などの為に駐車場、駐輪場も整備したい。

また、広場や空間には、イベント利用や防災(災害時の復旧)に対応ができる事が提案された。今

回の計画地には車よりも自転車の利用を進め、駐輪場は中央高速高架下の活用を含め設置する提

案も出された。 

この他に地域のシンボルをつくる、管理施設を利用してソーラー発電を行う、防音壁や外灯を

緑や花で飾る景観づくりが提案された。 
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【重要と思われる意見】 

①公会堂を広場とまとめて移動する(高齢者の集まりやすい場所にする)【11 枚】 

②外周道路についてサイクリング・ジョギングコースを設ける（メモリアルベンチを設

置）【25 枚】 

③北野スポーツ広場を今と同じ規模で作る(Ｐも必要)【4 枚】 

④中央高速の下に自転車置場(車より自転車利用)【4 枚】 

⑤広場や空間にイベント、防災機能【5 枚】 

【残したい意見】 

①ソーラーシステムを作る（管理施設の屋根やカベを利用） 

②緑の防音壁、トトロの森の様なシンボルを作る 

③景観として外灯にハンギングバスケットで花をかざる 

【話し合いの全意見】 

■公会堂を広場とまとめて移動する(高齢者の集まりやすい場所にする) 

・公会堂 高齢者のために集まりやすい場所にする。 

・祭・盆踊などの行事のできる広場のある公会堂の確保 神社も・・・まとめて移転。 

・施設について 荷重の問題で出来ない様だが、何か地域を発信できる様なものは作れないだろうか？ 

■外周道路についてサイクリング・ジョギングコースを設ける（メモリアルベンチを設

置） 

・周囲を利用してジョギングコース  

・休けい用のベンチ（切り取った木を利用して作る）メモリアルベンチ、市民のネーム 

・サイクリングロード、水のみ場、トイレ。 

・生活道路について 直接高速にかかわるものだけでなく、その周りの人達の生活に利便の良いものに 

■北野スポーツ広場を今と同じ規模で作る（Ｐも必要） 

 ・グランドについて今と同じ様な規模で確保して欲しい。P も必要。 

■中央高速の下に自転車置き場(車より自転車利用) 

・高架下の自転車置き場 

■広場や空間にイベント、防災機能 

・施設について、空間としてイベントや（広場） 防災に使用できる様に 

 

 

■緑の防音壁、トトロの森の様な(北野の)シンボルを作る 

・緑の防音壁(EX 中央道などにある)花など 

・トトロの森 JCT のシンボル 

■その他 
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・ソーラーシステムを作る、照明をまかなう 

・景観 味けの無い外灯だけでは無くて、下にハンギングなどをぶら下げるなどして、華やかに飾って

みては？ 
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６）グループ６の記録（参加者５名） 

テーマＡ．緑と農の創生 

【議論の概要】 

樹木の保全、特に樹齢の永い樹木について、工事で迷惑にならない範囲で保存できないかとい

う意見があった。一方、個人所有の樹木が多いため、補償費などの理由から難しいとの意見も地

元住民から出された。議論の収束点としては、現在の樹木の保存や移植は難しいが、三鷹に昔か

らある季節を感じられる並木をつくりたいとの意見となった。落葉樹、銀杏が落ちる雌のいちょ

うは管理ができないなら避けたいという意見もあった。 

遊び場的な緑の空間については、建物を利用してのスロープ案など、高低差がある空間利用の

アイデアが出された。富士山が見える丘、雑木林など具体的な場所をイメージし、変化に富んだ

内容が活発に議論された。大人の秘密基地も空間イメージの中から発言されたアイデアの一つで、

大人が子どもに戻って基地をつくるなど、主に大人の男性が子どもと一緒に遊べるような大人版

羽根木プレイパークのようなイメージでアイデアが出された。設置位置については、体験農園と

隣接させ、体験農園で農業を楽しむ大人が子どもを見守るといったアイデアも出された。 

体験農園については、換気塔からの排出による風評被害を気にする発言が多く見られた。参加

者は、きれいな空気を排出することを理解されているが、それでも換気塔の近くに農産物をつく

る場所を設置することについて、抵抗を感じているようであった。また、利用者の駐車場に関し

て、路上駐車が増えないようにきちんと整備すべきとかなり強く発言されている方もいた。 

緑地帯の確保と管理についての意見が出された。緑地帯は欲しいと感じているが、現在の高速

道路沿道のような管理の不十分な緑地帯になってしまう事を懸念している方が多く、多く意見が

出された。管理は国交省で行ってほしいという意見が記載されたが、議論の根本にあるのは管理

の仕組みとその継続的な運用にあった。 

貯水池についての意見があった。これは、水辺が欲しいが一方で危険にならないような配慮か

ら、立ち入りのしにくい場所をビオトープのように運用するといった意見であった。 

 

【重要と思われる意見】 

①三鷹の木／庭木を使用した通学路等への並木（季節を感じられる樹木、花、いちょう、

けやき）【12 枚】 

②管理棟の上を利用した芝のスロープや富士山の見える築山、水遊び場、雑木林のある

公園を作る（大人の秘密基地も）【9 枚】 

③日当たりが良く、換気塔より遠くに、来場者のための駐車場のある体験（市民）農園

を作る【6 枚】 

④雑木林や並木など緑地帯はできるだけ確保し、管理は国交省でしっかりやってほしい



72 

 

【12 枚】 

⑤立入禁止区域に水を貯めて貯水池を作る【10 枚】 

 

【話し合いの全意見】 

■三鷹の木／庭木を使用した通学路等への並木（季節を感じられる樹木、花、いちょう、

けやき） 

・けやき並木の延長（Ａ） 

・通学路 季節の樹木 花（Ｂ） 

・いちょう並木（雄）（Ｃ） 

・植栽には是非三鷹の樹を使ってほしい 

・現地農家の梅柿等による並木づくり 

■管理棟の上を利用した芝のスロープや富士山の見える築山、水遊び場、雑木林のある

公園を作る（大人の秘密基地も） 

・水遊び（小川） 

・芝のスロープ（すべり台） 管理棟の上を利用する 

・雑木林 自由に遊べる 

・富士山が見える築山 

・大人の秘密基地を作る 

■日当たりが良く、換気塔より遠くに、来場者のための駐車場のある体験（市民）農園

を作る 

・体験農園を作る場合、イメージ的に換気塔よりなるべく遠くに作った方が良い なるべく北の方で 

・体験農園に来る方々のため駐車場が必要 

■雑木林や並木など緑地帯はできるだけ確保し、管理は国交省でしっかりやってほしい 

・樹木は、常緑樹 葉っぱが落ちた場合、掃除等がたいへん。葉っぱが高速に落ちてしまう。 

・今後は農地が減っていくので、緑地帯は絶対堅持！ 

・植木等を植えた場合の管理について、国交省で行ってもらいたい。和光の方では、草だらけになって

いる。 

・立入ＮＧ区域 樹木 雑木林（バードウォッチング可）（Ｄ） 

・庭木の保存 

■立入禁止区域に水を貯めて貯水池を作る 

・立入禁止区域に水をためて貯水池を作る 

 

 

テーマＢ．施設の整備 

【議論の概要】 

スポーツ広場については、現在の北野小学校の芝生による利用制限があることから、小学生が
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優先的に利用できる施設が必要という意見が多く聞かれた。また、利用率がほぼ１００％である

状況から、施設の拡張の他、夜間利用についての意見も多く出された。また、夜間利用に関して

高速道路への影響を心配する意見もあった。 

商業施設については、緑地等の管理をするために必要な資金を得るための手段として提案され

た。高速のサービスエリアと道の駅の複合施設のようなイメージであった。体験農園についても

ここで意見として出ているが、設置する商業施設の内容について具体的な提案はされていない。 

予定している施設自体を別用途に利活用する案では、壁面緑化や屋上利用の他、ごみ処理施設

と合わせて排気ガスの無害化など複合施設にする案などが出されるなど、排気ガスへの懸念が見

受けられた。 

駐車場・駐輪場については、デッドスペース的な箇所に設置する案が多く出された。中央道の

橋脚の下や道路沿道に沿わせる形で設置する案なども意見として出された。また、トラックが時

間調整のため沿道に駐車する状況を回避するため、トラック駐車スペース（プール）を確保する

意見も出された。 

道路については、地元としては既に要望しているけやき並木の延伸コースについて、意見が出

された。道路を橋梁のようにしてでもまっすぐ通してほしいとの意見が出された。 

 

【重要と思われる意見】 

①スポーツ広場・多目的広場（夜間照明あり）の設置（現在北野小学校庭で制限あり）。

公会堂ひろば拡張【6 枚】 

②商業施設として道の駅、緑化センターのアンテナショップを設置し、収入を図る。体

験農園等含む【6 枚】 

③施設建物スペースの活用 丘を作り緑化（キーウィ・ヘチマ等） ごみ処理施設と合

わせて無害化 ゲートボール場の設置 排気塔に太陽光パネルを貼り発電する【4 枚】 

④駐車場・駐輪場の確保 中央道の下の活用 長距離トラック等のプールをつくる（出

口付近）【15 枚】 

⑤道路 けやき並木から北野小にむかう車道は直線にする【13 枚】 

 

【話し合いの全意見】 

■スポーツ広場・多目的広場（夜間照明あり）の設置（現在北野小学校庭で制限あり）。

公会堂ひろば拡張 

・スポーツ広場拡張（Ｈ） 

・照明付スポーツ広場（Ｈ） 

・多目的広場（公園の制限が無い）（Ｈ） 

・北野小の校庭が芝生化されており、グランドが使用できない期間がある。北野小の子どもが使用でき
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るグランドが必要 

・北野遊び場 利用状況にあわせた規模に（Ｉ） 

■商業施設として道の駅、緑化センターのアンテナショップを設置し、収入を図る。体

験農園等含む 

・道の駅等収入源とする 

・高速（中央道）の下に駐車場と道の駅 

・道の駅 

・緑化センターのアンテナショップがあるといい 

・体験農園 

・緑地の管理費用について継続される仕組が必要 

■施設建物スペースの活用 丘を作り緑化（キーウィ・ヘチマ等） ごみ処理施設と合

わせて無害化 ゲートボール場の設置 排気塔に太陽光パネルを貼り発電する 

・ゴミ処理施設と合わせて無害化施設を 

・換気塔の上部に焼却場を。ガス対策 

・建物をキーウィ ヘチマ等でカバーする 

・建物の上を利用して丘を作り緑化 

・排気塔の有効活用 

■駐車場・駐輪場の確保 中央道の下の活用 長距離トラック等のプールをつくる（出

口付近） 

・自転車・自動車の駐車場を確保 

・中央道の下に駐車・駐輪場を設置 

・トラック等のプールを作る 

■道路 けやき並木から北野小にむかう車道は直線にする 

・けやき並木から北野小にむかう車道は直線にする（Ｇ） 

■公会堂 

・公会堂 ひろば拡張（Ｆ） 
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７）グループ７の記録（参加者５名） 

テーマＡ．緑と農の創生 

【議論の概要】 

バーベキューなど若い人が集まれる場、お母さんや子どもが気軽に集まれ楽しめるコミュニテ

ィの場ができると良いという意見が複数出された。コミュニティの場の規模としては、北野地区

公会堂の建物は道路整備にかからないが、道路によって地域が分断されることや高齢者が歩いて

来ることができるように、小さな規模を数多く設置する必要があるという意見が出された。 

憩いの場の機能として、足湯、お花畑や雑木林をつく、木陰で自然のある環境で涼しく過ごせ

るような場所がほしいという意見も出された。 

三鷹市にお金が落ちるといった地域経済の視点からは、トマトの水耕栽培など三鷹ブランドの

農産物づくりや、農産物を提供できるような場（道の駅のような）があり、収穫や買い物を楽し

めるような観光としての拠点や大規模商業施設の誘致、現在点在する商店街の個店を集積させた

り、週末だけでも商店街が出張して市を開くなど、地元の人が買い物しやすい環境にしてほしい

といった意見も出された。 

現在ある屋敷林や三鷹ファームは、できるだけ機能を保全させるべきだという意見が出された。 

 

【重要と思われる意見】 

①お母さん達が集まれる小さなコミュニティを多くつくたい【4 枚】 

②子供も自由に遊べる所を作ってほしい【11 枚】 

③大型商業施設（SC）を作ってほしい【6 枚】 

④水耕栽培（トマトのフレーム）【5 枚】 

⑤大きめの林を作る（夏涼しい場所）【10 枚】 

 

【残したい意見】 

①週末に各商店街が催しが出来る場所を作ってほしい 

②いこいの場所としての足湯 

③三鷹市にお金を落とす（農・商業含む） 

 

【話し合いの全意見】 

■お母さん達が集まれる小さなコミュニティを多く作りたい／子供も自由に遊べるとこ

ろを作ってほしい 

・新しい人がどんどん増えている⇔ないがしろ 

・足湯：いこいの場として 
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・屋外音楽場 

・バーベキュー場をつくってもらいたい 

・BBQ：若い人が集まれる場 

・高齢の人が集まれる 

・お母さんたちがコミュニティをつくることができるように 

・子供が自由に遊べる所４ヶ所作ってほしい。 

・小さなコミュニティが出来る所多く作りたい 

・アニメ広場 

・スタジオジブリと提携 

・林をつくる←夏涼しくすごせるように（子どものため） 

■大型商業施設（SC）を作ってほしい 

・旅行のときに買い物をするように。 

・商店街の活性化につながるとよい。 

・商店の機能を一箇所に集める。 

・屋台村 

・三鷹市にお金が落ちるように 

・三鷹市にお金をおとす 

・外部からの交通渋滞などの課題。 

・週末に各商店街の催しが出来る場を提供。 

・大型商業施設があると便利。 

・帰りに遊びながらショッピング。 

・大型ショッピングモール ゆとりある中で楽しい一時をー。 

・道の駅的な場所を作る。 

■水耕栽培（トマトのフレーム）／大きめの林を作る（夏涼しい場所） 

・市民農園を残したい 

・農作物を提供する場（道の駅） 

・屋敷林を保存したい 

・みたかオリジナルの農産物（トマト、いちご） 

・トマト、キュウリなど農産物を提供できる場 

・三鷹ファーム的な農業と共存する活動拠点を！！ 

・みたかファームはじめて知った。ぜひ保存を。 

・道の駅の様な所を作り、農作物の販売所 

・大きめの林を作る（夏涼しい場所なる） 

・お花畑でのうるおいを感じるところ 

・水こうさいばいのトマトのフレーム。300 ヶ位実る。水こうさいばい 

■その他 

・地元の人が優先して利用 

・北野市民の意見を優先的に考えていく 

・地元の意見を重要にしてほしい 

・週替わりでお店がかわる 

・人が来れば、商店街的な機能もできるのでは 
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テーマＢ．施設の整備 

【議論の概要】 

当初商業施設を配置するには、訪れやすいアクセス性の良い場所にしてほしいという意見があ

ったが、騒音や換気塔などの環境の視点から、できるだけ環境の良いとされる位置に市民農園、

自由広場、足湯、雑木林など憩いの場や子どもが集まる場所を配置した方が良いだろうという意

見が出され、料金所そばの位置に配置すべきとし、商業施設の内容で集客効果を狙ってはどうか

という意見が出された。 

多くの人がこの場所を訪れることができるように、環境施設帯沿いに桜並木や花畑を配し、地

元の人も楽しめ、かつ周囲からも北野を訪れたくなるスポットをつくってはどうかという意見も

出された。 

 

【重要と思われる意見】 

①憩いの場 足湯・川・池・ゲートボール等【5 枚】 

②商業施設 環境の悪いところに商業施設／道の駅【11 枚】 

③雑木林 お花見、桜並木、お花畑【10 枚】 

④公会堂 2 つ目の公会堂（エリアが広いので）【6 枚】 

⑤自由広場 BBQ 等 屋外コンサート場、アニメ【8 枚】 

 

【残したい意見】 

①スポーツ広場 野球、サッカー等 

②市民農園 三鷹ファーム、水耕栽培等 

 

【話し合いの全意見】 

■憩いの場 足湯・川・池・ゲートボール等 

・憩いの場 

・足湯 

・スポーツ施設 野球、サッカー、ゲートボール 

・市民農園 

■商業施設 環境の悪いところに商業施設／道の駅 

・商業施設 

・環境の悪いところにむしろ商業施設を 

・交通の便が悪いと商業施設には不適?！ 

・魅力的な要素があれば、人は来る 

・道の駅 
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■雑木林 お花見、桜並木、お花畑 

・雑木林 

・お花畑 

・桜並木+お花見 

■公会堂 2 つ目の公会堂（エリアが広いので） 

・2 ツ目の公会堂 

■自由広場 BBQ 等 屋外コンサート場、アニメ 

・自由広場 
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８）グループ８の記録（参加者７名） 

テーマＡ．緑と農の創生 

【議論の概要】 

北野地域の特徴である「農」に親しむことができる農園として活用したいという意見が多く交

わされた。市民農園、学校農園、ビオトープの他、民間の知恵と資金を活用し、収益を生む施設

としてガーデンセンター（庭園、水や田んぼ、樹木があり、農機具も整備されている）をつくっ

てはどうかという意見があげられた。大きな面積のエリアは、まとまった面積が必要なスポーツ

施設に譲り、農園は小さな面積の部分に設置するのがよいのではないかという意見も出された。 

農地以外の地域資源の継承・活用に関する意見としては、重要な樹木を残して緑化ができない

か、中川遊歩道を蓋かけ上部部分につなげられないかという意見が寄せられた。また、今回失わ

れる北野地区公会堂に付設している広場は地域のお祭りも行われているので、地域のお祭り広場

として設置できないかという意見も示された。 

子どものための遊び場としては、プレイパークのようにたき火ができるなど利用の制約が少な

い自由に遊べる広場や、乳幼児も楽しめる芝生広場など多様な場所があればよいという意見が出

された。 

小規模なエリアは、世代ごとに楽しめるようなポケットパークを整備し、さらに小さなスペー

スには、ハンギングバスケットを設置して花や緑を楽しめるようにしてはどうかという意見が出

された。 

地域の方からは、今回出されたアイデアを実現する上で、ジャンクション計画エリア内にある

農地の肥沃な表土を用いることを前提とすべきであるという意見が示された。 

 

【重要と思われる意見】 

①農園（市民・ビオトープ・学校・ガーデンセンター・田んぼ・キウイ）【17 枚】 

②子供のための広場（［１］自由に使用出来る、［２］農としたしむ）【15 枚】 

③緑を作る（重要な樹木を残す・ポケットパーク・ハンギングバスケット）【9 枚】 

④住民の広場（お祭り広場）【3 枚】 

⑤再利用（農地の土、地下水）【11 枚】 

 

【残したい意見】 

①道の駅 

②遊歩道を完備 
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【話し合いの全意見】 

■農園（市民・ビオトープ・学校・ガーデンセンター・田んぼ・キウイ） 

・市民農園の設営 

・ビオトープ・市民農園を作る 

・屋敷林を残した農業公園 

・小学校用の農園 

・近隣の小学生が米を作る田んぼ 

・田んぼはできるのか？ 

・名産キュウイ畑の復活 

・民間会社を利用して、行政と業者とのコラボ。税使用の軽減。ガーデンセンター。農業用資材の販売

センター 

■子どものための広場（［１］自由に使用出来る、［２］農としたしむ） 

・遊園地 

・子供遊び広場。緑を含めた 

・こどもが自由に遊べる広場。現状の北野遊び場広場 

・北野の遊び場は残してほしいです。何もない空間も大事なのでは… 

■緑を作る（重要な樹木を残す・ポケットパーク・ハンギングバスケット） 

・緑を多くする。あいている部分は出きるだけ植樹する 

・せまい敷地にはハンギングバスケットをつくり花等をかざる 

・ポケットパークを作る。うすぐらい、人通りが少ないため 

・ケヤキは武蔵野の重要な樹木なので残して欲しい 

■住民の広場（お祭り広場） 

・地域の人が使えるお祭り広場 

■再利用（農地の土、地下水） 

・土は買収された農地のものを使う 

・地下水の利用も！ 

■その他の意見 

・ジャンクションから出た人がゆっくりできる公園 

・遊歩道完備 

・思ったより狭いので何を大事にするのかが大切になってくると思う 

・既存の施設も大切にしてほしい 

・ 機能補償道路はバスが通れるように（必須） 

 

 

テーマＢ．施設の整備 

【議論の概要】 

新しく地域に付加する機能として、子育て・教育施設があげられた。テーマＡの小学生向けの

農園という意見も踏まえ、農や環境について考える場になるとよいという意見もあわせて出され
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た。 

三鷹３・４・３号線沿道２カ所の面積の大きなエリアには、北野スポーツ広場を復元したり、

芝生広場や子どもの遊び場として活用したいという意見が示された。この意見に対しては沿道の

安全確保の必要性についても議論がなされた。 

外周部はサイクリングロードや遊歩道、遊水路など、移動することを楽しめる通路空間にした

いという意見が多く交わされた。 

事業により失われてしまうゲートボール場などは、利用率などを調査した上で、ニーズがあれ

ば再設置を行ってもよいのではないかという意見が提示された。 

中央自動車道の高架下については、従前に存在していたスポーツ広場、遊び場は工事後も再設

置してほしいという意見が出されるとともに、ロッククライミング施設を高架下に設けてはどう

かというアイデアも出された。 

地域の外から自動車でやってきた人も一息つける「道の駅」を設けてはどうかという意見も出

された。東八道路沿道は難しいとすれば三鷹３・４・３号線沿いが適切だろうか、改めて客層の

ターゲットは誰なのかと議論が展開したが、明確な結論は出されなかった。 

地域の方からは、中央ジャンクション建設によって、地域のコミュニティ活動の拠点である北

野地区公会堂、八幡神社や広場の３つが北野地域と分断されることについての危惧が述べられた。

北野地域に近い蓋かけ部分に、広場と八幡神社を復元するととともに公会堂を移設し、一体的な

空間として再整備できるのが理想だという意見が出された。 

 

【重要と思われる意見】 

①子育て教育施設（児童館、保育園、図書館、太陽光発電装置）【19 枚】 

②既存施設の復元（公会堂移設、神社、北野スポーツ広場）【11 枚】 

③外周部の利用（サイクルロード、マラソン遊歩道）【16 枚】 

④商業施設（道の駅、ガーデンセンター、ミニ喫茶店）【7 枚】 

⑤スポーツ施設（野球場、サッカー場、ロッククライミング、ゲートボール、砂場）【6

枚】 

 

【話し合いの全意見】 

■子育て施設（児童館、保育園、図書館、太陽光発電装置） 

・子育てに使える設備 

・保育園 幼稚園 

■既存施設の復元（公会堂移設、神社、北野スポーツ広場） 

・北野あそび場の復元 

・北野スポーツ広場 
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・北野高架下スポーツ広場の復元 

・北野ひがし児童遊園の復元 

・公会堂の中央へ移設 

・八幡神社（分祀）の移設 

■外周部の利用（サイクリングロード、マラソン遊歩道） 

・外周部に自転車道を作る 

・サイクルロードを作る 

・外周部にマラソンのできる遊歩道（三鷹マラソンを実施する） 

・遊水路 

・自然再生の森 

■商業施設（道の駅、ガーデンセンター、ミニ喫茶店） 

・道の駅 

・道の駅 

・樹木販売センター（ガーデンセンター） 

・ミニ喫茶店 

・ひとを呼ぶことを考えて、面でとらえるとジブリ美術館から人の流れをよぶような施設。ガーデンレ

ストラン 

■スポーツ施設（野球場、サッカー場、ロッククライミング、ゲートボール、砂場） 

・野球場 

・ゴーカート公園 

・サッカー場 

・ゴルフ練習場 

・広〜い砂場 

・ロッククライミング設備 

・ゲートボール場、グラウンドゴルフ ニーズはあるのか？ 

・総合避難場所 

■教育施設 

・市立図書館 

・工作のできる広場 

・小動物公園 

・太陽光発電装置の設置 
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