
まちづくりディスカッション in くみやま

（住民討議会）

実 施 報 告 書

実施日時：令和４年７月３１日（日）

午後１時～午後４時３０分

実施場所：役場５階コンベンションホール

久御山町総務部総務課
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１ まちづくりディスカッション in くみやま（住民討議会）の概要

（１）日時・場所

・令和４年７月 31 日(日) 午後１時～午後４時 30 分

・久御山町役場５階コンベンションホール

（２）討議テーマ

行きたくなる中央公園～今の中央公園から未来の中央公園を考えよう～

（３）参加者

①人数＝16 人（男性７人、女性９人）

②地域構成：大橋辺 ２人、坊之池 １人、野村 １人、佐山 ３人、佐古１人

林３人、市田３人、栄２人

③年齢構成：10 歳代 ０人、20 歳代 ０人、30 歳代 ４人、

40 歳代 ７人、50 歳代 ２人、60 歳代 ３人、

70 歳代 ０人 (令和４年４月１日現在)

（４）選出方法

住民基本台帳より 18 歳以上・74 歳以下の男女 1,000 人を抽出し、参加依頼書

を送付、参加希望者の中から抽選により参加者を選出。

（５）討議進行方法

①年代・性別のバランスを考慮して４～５人程度の４グループに分ける。班

ごとにコーディネーター（職員）が入る。

②班ごとに進行役、記録係、発表者を決める。

③「行きたくなる中央公園」を考えるため、「今の中央公園の現状」、「未来の

公園でやってみたいこと」、「未来の公園の使い方・使われ方を実現するた

めに必要なもの」を話し合う。
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（６）タイムテーブル

１３：００ 町長あいさつ

１３：０５ 進め方説明

１３：１０ 自己紹介、進行役、記録係、発表者などの協議

１３：２０ 前半の部「今の中央公園の良いところを話し合おう」

１３：４５ 知るタイム「近年の公園事例を紹介」

１４：００ 休憩

１４：１０ 後半の部①「未来の公園でやってみたいことを話し合おう」

１４：４０ 後半の部②「未来の公園の使い方・使われ方を実現するた

めに必要なものを話し合おう」

１５：１０ 発表準備

１５：２５ 休憩

１５：３５ 発表

１６：２５ 副町長あいさつ

１６：３０ 閉会
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２ 討議結果

グループＡ

今の中央公園の

現状

良いところ

・駐車場が無料で利用できる。

・運動会で使用している。

残念なところ

・スペースが狭く、やりたいことができるスペースがな

い。

・子どもが行きたがらない。

未来の中央公園

への提案

・小さな商業施設が入った広々とした公園にする。公園

は、フリースペースで何もない公園にし、荒見苑の様

な建物のところにクロスピアサイズの建物を持って

きて、建物も基本的に何もないフリースペースとす

る。

・施設の２階は会議室として使用でき、１階は、これか

らマルシェみたいなお店を出したいと思う第一歩と

なるような施設にする。

・公園もあり、エアコンも効いているところもあり、ふ

れあえる場所となれば、お年寄りも子どもも集まりや

すい場所になる。

・公園でＷｉ－Ｆｉが使えて、ドッグランがあって、暑

いときは空調が効いているスペースで涼めるような

空間にする。

・荒見苑のお風呂の出入口を２つに別け、お年寄りが使

用するスペースと、子どもが手足が洗える場所に別け

れば、両方にメリットが生まれる。

・バドミントンやおもちゃが無料でレンタルできて、家

族で無料で使用できたらいい。

・月に１度、マルシェなどができる場所として使用す

る。フリースペースを使って、広いところで自分たち

がやりたいマルシェや、施設の中も自分たちがやりた

いところでできるようにする。１年を通して、色々な

ものが買える楽しみ方も１つとなる。

・バーベキューができる場所や、コロナ禍で練習したこ
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とを見せる場がないので、披露できるステージを作

る。

久御山町には

こんな人たちがいる

KUMIDAN、マハロメンバーなど、８月 27 日のクロスピ

ア市のイベントにも参加してもらえる団体や企業が沢

山いる。
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グループＢ

今の中央公園の

現状

良いところ

・人が少なく密を避けて利用できる。

・テニスコートの使い勝手がいい。

・ゲートボールで結構使用されていて、高齢者は上手く

使っているイメージがある。

残念なところ

・人が少なすぎて、小さい子どもにすれば恐い環境に感

じるのか、行きにくい。

・公園の利用状況などの情報が少ない。

・テニスコート、グランドゴルフと区切られていて、お

互いが交流するような環境でなく、使い勝手が悪い。

・日陰が少なく休憩する場所がない。

・トイレの使い勝手が悪く、汚い。

・スポーツ公園のイメージが強く、家族では使い勝手が

悪い。

未来の中央公園

への提案

・新たなカフェを作り、憩いの場を作る。

・10 代～70 代まで幅広い世代が遊べる場所にする。野

外に 10～70 代までが使えるトレーニング機器を設置

し順番に使っていく。

・中高生がバスケの３×３ができる場所があれば、これ

から新しいスポーツを楽しめる。

・スケートボードも、より高低差や広い場所があればい

い。

・Bluetooth を使って、公園に行けば音楽を流して、ダ

ンスができ、カラオケの練習もできる場所にする。全

ての音楽環境が整っていて、スマホ１つで音楽が流せ

て、そこに行けば学校帰りでも遊べる環境を作る。

・機材を持ち込めばピアノの練習ができて、皆に聞いて

もらえる。友達どうしでダンスができるちょとしたス

テージを作ってもらえたら、中高生が遊べる。

・Bluetooth の環境を利用し、人が集まるイベントを開

催する。部活の発表会やバーベキュー、ピアノ、ダン
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ス、カラオケ、人が集まる公園をスマホ１つで実現さ

せる。

・グラウンドを芝にすれば、憩いの場所としても使用で

きる。

・全てのところで、スマホで利用状況が分る環境づくり

をし、ホームページから空き状況や予約状況の確認が

できるようにする。

・バーベキュースペースを作る。

久御山町には

こんな人たちがいる

・農業を教えられる人がいる。

・どこかに畑を作って、農業に興味がある一般の人が参

加し、講師としてＪＡの人などが教える。
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グループＣ

今の中央公園の

現状

良いところ

・広くて、緑がある。

残念なところ

・広いがゆえに外から公園内が見えない。

・使える自然が少ない。

・グラウンドは広いが限られた人しか利用していない。

・暗い。

未来の中央公園

への提案

・家族が安心・安全に遊べるオープンな公園にする。暗

くて外からの見通しが悪いので、オープンにして安全

な公園にする。

・広場だけのフラットな自由な空間にして、家族が自由

にテントを張ったり、遊んだり、お弁当を食べたりし

て自由な使用ができるようにする。

・芝生にすることでピクニックもできる。家族が使える

オープンな公園にする。

・公園の周りの水路を使い、散策路を作って近所の人や

久御山の人がいつも誰かが散歩している環境にする

ことで、安心安全な公園になる。

・家族が来て使える清潔なトイレにする。

・日よけのあるベンチを作り、歩いてくる人や家族が休

憩できるスペースを作る。

・公園の中に花壇を作り、協同で維持する形にすれば、

お金をかけずにメンテナンスできる。

・公園の知名度を上げるため、イベントを呼んでくる。

飲食・音楽・ワークショップなど、久御山は車での移

動が便利なので、車関係のイベントもいいのではない

か。

・ホームページがわかりにくく、宣伝方法も悪いので、

施設の予約もホームページからできるようにする。

久御山町には

こんな人たちがいる

・農業の経験を持った人がいるので、農業体験が可能。
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グループＤ

今の中央公園の

現状

良いところ

・グラウンドが充実している。

・ナイター設備がある。

・イオンまで５分くらいで行ける。

残念なところ

・広々としたスペースがなく、スペースの使い方が限定

されている。

・いいイメージがない。

・駐車場が狭い。

・見通しが悪い。

未来の中央公園

への提案

・価値観や世代の違う人たちと交流のきっかけづくりに

なる場所、犬を愛する人たちが集まれる場所、お母さ

ん同士がゆっくり話す場所、乳児と幼児が分かれて遊

べる場所にすることで、ふれあいのきっかけづくりに

なる「ふれあい公園」にする。

・中央公園を生かして学び・体験ができる場所にする。

そのためには、緑が必要。緑が多いと昆虫採集ができ、

自然学習で小学生などが興味をもって公園を利用で

きる。

・ゆうホールでやっている星座講座の１部を公園でも開

催する。

・防災を学ぶ場所にする。消防車がきて説明をしてもら

ったら子どもも喜ぶ。

・商業施設ではないが、荒見苑を使い、屋根があって、

本があって、子どもたちが体験で作った椅子なんかを

飾れる場所があればいい。

・さまざまなコミュニケーションができていれば、キッ

チンカーが呼べたり、雨でも遊べる場所になったり、

活気が溢れる公園になる。

久御山町には

こんな人たちがいる

・久御山には工業団地があり、企業も協賛できる。

・ゆうホールのサークルにも声をかければ、色々な人が

協力できる。
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３ 住民討議会参加者アンケート結果

１ 参加された感想をお聞かせください

① 良かった １５

② 良くなかった ０

③ どちらともいえない ０

２ 参加動機についてお聞かせください（複数回答可）

① テーマに関心があったから １０

② 無作為抽出で選ばれたから ４

③ 町に要望等があったため １

④ その他 ２

・興味があったから

・町がよくなればいいなと思った

３ この住民討議会は住民の声を行政に伝える手段として適していると思い

ますか

① 適している １４

② 適していない ０

③ 分からない １

４ 討議の時間はどのように感じましたか

① ちょうど良い １４

② 長い １

③ 短い ０
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５ 会場の雰囲気はどうでしたか

① 良かった １５

② 良くなかった ０

③ どちらともいえない ０

６ 事前配布の資料の量は十分でしたか

① 十分であった １５

② 多い ０

③ 少ない ０

④ その他 ０

７ 参加者の感想

○色々な話し合いができて、皆の思いが話せたのでよかった。

○最初は緊張していたが、同じグループの方がとても話し合いやすい方々で、

色んな話ができて楽しかった。

○これからの中央公園が楽しみになってきた。

○住民の話を聞いてくれる会議があるのはすばらしいことだと思った。

○初めての参加だったが、いい議論ができたと思う。また選ばれれば参加し

たい。

○色んなテーマについて話し合うべき。

○長中期プランを作成し、最終目標を作成し、各年の短期目標を設定し、繋

がりのあるプラン作成を実施してもらいたい。

○色んな世代の方がいて、意見を交わせる有意義なディスカッションだった。

○個人的には、同じ室内で参加者のお子さんを遊ばせるのが、とても素晴ら

しいと思った。

○できれば早く実現させてもらいたい。

○あまり発信できなかったのが、残念だったが、住民の声は大事で皆さんの

意見の通りだと思う。

○色んな人と意見交換できてよかった。
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○考えがまとまらず大変だったが、他の皆さんがうまく進めてくださってよ

かった。

○初めて参加したが、堅苦しくなく楽しく話し合いができてよかった。皆さ

んの意見が聞けて楽しかった。

○無作為抽出で選ばれて意思決定をするときはテーマを知らなかった。一定

の住民が参加できてよかった。

○昔と今ではなかり違ってきているので、色々な面で変わっていけたらと思

う。


