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府中市緑の基本計画 

ポスターセッション結果について 
 

●ポスターセッションの目的 

緑の基本計画の改定にあたり、住民の方々へ計画の考え方等の周知と、ご意見を頂く

ことを目的に、ポスターセッションを実施しました。  

 

 

●ポスターセッションの方法 

計画案の概要について、大判のパネル等で掲示するとともに、市民と直接対話をしな

がら、内容の説明をしました。 

開催場所は、なるべく多くの市民が気軽に参加できるように、東西２箇所の文化セン

ターと、府中駅前のル・シーニュ 2 階イベントスペースとしました。 

会場では、特に重視すべき取組に対する意見を伺うためアンケート用パネルを展示し、

シールを貼る形式で意見を伺いました。また、個別に意見の有る方には、意見用紙に内

容を記入してもらいました。  

 

 

●開催日時及び閲覧者数 

開 催 日 会 場 時  間 
閲覧者数 

男性 女性 合計 

10 月 11 日(木) 西府文化センター 10 時～17 時 ８人 ９人 １７人 

10 月 12 日(金) 白糸台文化センター 10 時～17 時 ７人 ３人 １０人 

10 月 13 日(土) 
ル・シーニュ 2 階 

イベントスペース 
10 時～17 時 ６１人 ４５人 １０６人 

合  計 ７６人 ５７人 １３３人 
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【ポスターセッションの風景】 

 

（10 月 11 日(木)西府文化センター） 
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（10 月 12 日(金)白糸台文化センター） 
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（10 月 13 日(土)ル・シーニュ） 
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●今後、重点を置くべき取り組みに対するアンケート調査結果 

 

 

※１人５つまで選択可。基本目標毎に１つ選択するのを基本。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西府 白糸台 ル・シーニュ 合計

基本目標１：府中らしさを感じられる緑を次代に継承し、新しい文化を醸成する「緑育」のまち

けやき並木の生育環境の改善や、後継樹の育
成により更新していく

1 10 11

法制度や基金等を活用した、崖線の樹林の保
全に取り組む

1 7 8

浅間山の自然を守るため、ムサシノキスゲの保
護や景観誘導等に取り組む

2 9 11

多摩川の清掃活動や、河川空間を活用した水
辺に親しむイベントを行う

15 15

基本目標２：ともに緑のまちづくりに取り組み、地域のつながり・コミュニティを醸成する「緑育」のまち

公園の整備や維持管理・運営の方法につい
て、市民と協働で検討する

2 13 15

イベントや学校教育などを通じて、自然保護意
識を高める

2 2 14 18

市民と行政が連携しやすくなるようコーディネー
ト体制を充実させる

1 1 6 8

まちなかきらら制度の拡充などにより、市民団
体や事業者の活動を支援する

1 3 4

緑の活動やイベント、公園に関する情報などを
これまで以上に周知・共有する

3 3

基本目標３：身近な緑を守り、増やすことで、暮らしの場にふさわしい環境が形成された「緑育」のまち

個人の庭の緑を表彰するなど、身近な緑を守
り・育てる新たな制度を設ける

5 5

農産物直売所などを設けて、農地の保全・活用
に取り組む

1 3 6 10

大規模な開発については、敷地内の緑化を促
進する

10 10

生き物の生息空間となる緑を守っていく 1 1 13 15

基本目標４：自然とふれあえる魅力的な空間を備えた、暮らしに楽しさやくつろぎが感じられる「緑育」のまち

公園内にカフェや保育所といった、地域にニー
ズのある施設を整備する

1 2 14 17

民間事業者と協働し、公園の運営や維持管理
に取り組む

1 1 6 8

緑道や親水空間の整備などにより、水と緑の
ネットワーク化を進める

1 2 7 10

基本目標５：暮らしを安全に支える緑を維持し、安心できる市街地環境を備えた「緑育」のまち

だれもが公園を利用できるよう、ユニバーサル
デザインに配慮して整備する

17 17

安全・安心に利用できるよう、防災・防犯に配
慮した公園を整備する

1 4 15 20

12 20 173 205

取り組み

合　計

安心安全な公園整

備の取組について 

多く回答あり 

新制度である公園

内の便益等施設の

整備の取組につい

て多く回答あり 

自然保護意識の向

上の取組について

多く回答あり 

市民団体への活動

の支援や情報提供

の取組につい 

て回答が少ない 
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●その他のご意見 

 

（１０月１１日 西府文化センター） 

NO 意見等 性別 年代 お住まいの地区 

1 

目的を明確にした上で、地域の市民参

加を進められる様に地域の協議体をつく

る。公園のそれぞれの目的を持つのは市

民（地域）である。その中で清掃や危険

通報も取り入れ基本的には市民管理型

で公園をつくる。（地域防災の拠点にも

役立つ。） 

崖線は基本的に生物多様性や緑確保の

ために自然遺産ととらえ、私有地売却時

は市が確保していくことが必要。 

管理体制があいまいにならない様にどの

ように PFI 等の手法を取り入れるのか、

市民に明確に示すこと。 

援農ボランティア等の養成システムの構

築も他部署になるが進めないと保全に進

めない。 

きららの制度アップをさらに進めること。 

女性 60 歳代 西府文化センター 

 

 

（１０月１２日 白糸台文化センター） 

NO 意見等 性別 年代 お住まいの地区 

1 

ポスターきれいに飾ってありました。 

職員さんはさぼっていませんでした。 

千賀先生が会合で「字が多いから何とか

しなさい」と言ったことは全く反映されてい

ませんでした。 

男性 50 歳代 新町文化センター 

2 
プレイパークができないか。 

ボランティア制度の充実が必要 
女性 40 歳代   

3 

農地が減少している 

家に緑が少ない 

けやき並木はすばらしい 

    白糸台文化センター 

4 図書館が公園にあるといい（武蔵野台）       
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（１０月１３日 ル・シーニュ） 

NO 意見等 性別 年代 お住まいの地区 

1 

まだまだ高層マンションや開発が進む中

で残された地域（緑地）の保全や環境計

画も同時進行していける様、市民や小、

中、幼稚園など地域住民に落とし込んだ

環境イベントや教育がもっとあたりまえの

ものになる様になると良い。大手企業さ

んの名が連なる土地なのに、意外とそち

らの取組はおろそか？！対岸市部の

ESO 教育の内容の濃さに教育委員会や

環境政策に関わる皆さんはお気づきでな

いのでしょうか？！ビックサイト EXPO、の

対応、市民として恥ずかしかったです。小

学生以下でした。 

女性 30 歳代 押立町文化センター 

2 

・人見街道が細くて危ない。拡幅できない

か？ 

・バスのすれ違いが大変。電柱を埋めて

ほしい。 

・道路整備できない分、１０小近くは時間

帯で車を制限してはどうか。 

・けやきの剪定の枝をハシとして再利用

してはどうか。 

・公園に防犯カメラを付けて警察と市が

連携する。 

・学校を子供に開放してはどうか。 

男性 60 歳代 紅葉丘センター 

3 

少ない財政の中で緑の管理は大変であ

るのでボランティアや企業の力を利用し

て民間への公園の管理を任せるなど工

夫してほしい。 

男性 70 歳代 住吉文化センター 

4 
市民公園をなくして農業公園をするのは

どうなのか 
男性 70 歳代 武蔵台文化センター 

5 

府中には、府中公園や多摩川など学生

時代の思い出が沢山あります。緑豊かで

公園が多い分、その維持管理が日々大

変と思いますが、よりよいまちづくりのた

めに新たなアイディアで取り組んでいると

思います。引き続き頑張って下さい。応

援しています。 

女性 30 歳代 中央文化センター 

6 

・子供から老人までみんなが使える公園

にしてほしい。 

・車団地から大きな公園にバスで行ける

様にしてほしい。 

女性 70 歳代 是政文化センター 
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NO 意見等 性別 年代 お住まいの地区 

7 

・公道にかかる樹木の枝を注意。どうに

かしてほしい。（道路パトロールで） 

・公道（私道）に伸びている枝を伐採して

ほしい。車が走る時、信号が見えない。

また枝が車にのしかかる。キケン。 

・公営住宅に植木（緑地帯）汚い。清掃・

管理 

  70 歳代 武蔵台文化センター 

8 けやき並木に車を通さない様にする 男性 70 歳代   

9 
伊勢丹跡地はどうなるの？ 

崖線のそばって安全なの？ 
女性 50 歳代   

10 昔は自治体で色々やっていた。 女性 80 歳代   

11 
年をとり足が悪くなってからあまり歩けな

くなった。 
女性 80 歳代   

12 府中は住むのに良い。 女性 50 歳代   

13 計画と現場のかい離。 男性 30 歳代 他市自治体職員 

14 
芝生化はいいことだと思う。子どもが転ん

でもケガせずにすむ。 
男性 30 歳代   

15 農地は少なくなってきた。守るのが遅い。 女性 70 歳代 東府中 

16 

調布に人をとられている。緑よりも飲み屋

など遊ぶ場所がないと間違いなく死ぬ。

いろんなものを見て子は育つ。 

男性 60 歳代   

17 

農地が少なくなってきたと感じる。公園だ

けでも下をコンクリートで覆うのはやめて

ほしい。 

女性 50 歳代   

18 

月 2 回公園等で緑のお世話をしている。

緑を守るのはわかるが、個人のお金がか

かる（生垣など） 

男性 50 歳代   

19 

緑が少なくなってハトが民家までくる。 

かわいい雀はいなくなった。緑を守るの

は大切。 

女性 70 歳代   

20 

大阪と府中を往復している。府中は緑が

あって良い。子育てもしやすいと思う。計

画は良いことだと思う。ぜひ緑を守って。 

男性 70 歳代   

21 

競馬場、帰り道きれいにしてほしい。駅ま

での道は寄り道できるよう年寄の憩いの

場所にしてほしい。 

      

 

 


