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Ⅰ調査実施の概要 

（１）調査目的 

・「21世紀の森と広場」は開園から25年以上経過し、時代の変化に合わせ

て、公園を取り巻く状況や求められる役割も開園当初から変化してきて

いることから、「これからの21世紀の森と広場のあり方」を検討するた

めに、アンケート調査を実施した。 

・「21世紀の森と広場パークマネジメントプランの基本的方向性」で示さ

れている内容を質問項目とし、アンケ―ト調査結果はパークマネジメン

トプラン本編に反映させる。 

・令和3年度サウンディング調査を実施予定であるため、このアンケート

調査において、「21世紀の森と広場」に来たことがある人が、公園に何

を求めているかを明確化する。 

 

（２）調査設計 

①調査対象 

・松戸市内保育園 161園 世帯数 7,529世帯 

・松戸市内小学校  45校 生徒数22,771人 

・市民活動団体（市民自治課登録）120団体うちメール登録108団体 

・市民活動団体（市民活動サポートセンター登録）660団体うちメール

登録約369団体 

②調査対象件数：30,777件（地域活動団体から1件回答と想定） 

③調査方法：配布したチラシに記載したQRコードで、市のHPにアクセス

し、Web上（ちは電子申請ポータル）で回答 

 市民自治課登録市民活動団体 メール送信：1月12日 

市民活動サポートセンター登録市民活動団体 メール送信日：1月13日 

保育課連絡棚入れ：1月14日 

市内小学校郵送日：1月15日 

④調査期間：令和3年1月12 日（火）～2月15日（月） 

 

（３）回収結果（令和3年2月16日） 

 

対象者数(人) 回答者数 有効回収率(％) 

30,777 2,143 7.0 
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（４）報告書の見方 

①構成比は小数点以下第２位を四捨五入している。このため、数値の合

計が 100.0％にならない場合がある。 

②回答の構成比（％）は、その質問の回答者数を基に算出している。こ

のため、複数回答の設問はすべての比率を合計すると 100.0％を超え

る場合がある。 

③居住地の郵便番号は107件あり、これを14地区（常盤平地区と常盤平

団地地区は同一で処理）に集約して算出し、集計結果表・集計結果グ

ラフに表示する。 

表 郵便番号と地区名と関係 

郵便番号 大字 
地区名 
※：2地区内にまたがる 
①~④：ブロック区分 

構成
比 

270-0001 幸田 12.小金④  

270-0002 平賀 12.小金④  

270-0003 東平賀 12.小金④  

270-0004 殿平賀 12.小金④  

270-0005 大谷口 12.小金④  

270-0006 大金平 12.小金④  

270-0007 中金杉 12.小金④  

270-0011 根木内 13.小金原④  

270-0012 久保平賀 12.小金④  

270-0013 小金きよしヶ丘 12.小金④  

270-0014 小金 12.小金④  

270-0015 小金上総町 12.小金④  

270-0016 小金清志町 12.小金④  

270-0017 幸谷 7.馬橋④  

270-0018 上総内 12.小金④  

270-0021 小金原 13.小金原④  

270-0022 栗ケ沢 13.小金原④  

270-0023 八ケ崎 7.馬橋・小金原④（※） 9:1 
270-0024 八ケ崎緑町 7.馬橋④  

270-0025 中和倉 7.馬橋④  

270-0026 三ヶ月 7.馬橋④  

270-0027 二ツ木 12.小金④  
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270-0028 二ツ木双葉町 12.小金④  

270-0031 横須賀 14.新松戸④  

270-0032 新松戸北 14.新松戸④  

270-0033 新松戸東 14.新松戸④  

270-0034 新松戸 14.新松戸④  

270-0035 新松戸南 14.新松戸④  

270-0036 大谷口新田 12.小金④  

270-2201 高柳新田 10.六実六高台②  

270-2202 高柳 10.六実六高台②  

270-2203 六高台 10.六実六高台②  

270-2204 六実 10.六実六高台②  

270-2205 六高台西 10.六実六高台②  

270-2211 五香六実 9.五香松飛台②  

270-2212 五香南 9.五香松飛台②  

270-2213 五香 9.五香松飛台②  

270-2214 松飛台 9.五香松飛台②  

270-2215 串崎南町 9.五香松飛台②  

270-2216 串崎新田 9.五香松飛台②  

270-2217 初富飛地 9.五香松飛台②  

270-2218 五香西 9.五香松飛台②  

270-2221 紙敷 6.東部③  

270-2222 高塚新田 6.東部③  

270-2223 秋山 6.東部③  

270-2224 大橋 6.東部・矢切③（※） 9:1 
270-2225 東松戸 6.東部③  

270-2231 稔台 2.明第一③  

270-2232 和名ヶ谷 6.東部③  

270-2241 松戸新田 2.明第一③  

270-2242 仲井町 1.本庁③  

270-2243 野菊野 2.明第一③  

270-2251 金ケ作 8.常盤平②  

270-2252 千駄堀 8.常盤平②  

270-2253 日暮 8.常盤平②  

270-2254 河原塚 6.東部③  
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270-2255 田中新田 6.東部③  

270-2261 常盤平 8.常盤平・常盤平団地②  

270-2262 常盤平双葉町 8.常盤平②  

270-2263 常盤平柳町 8.常盤平②  

270-2264 常盤平松葉町 8.常盤平②  

270-2265 常盤平陣屋前 8.常盤平②  

270-2266 常盤平西窪町 8.常盤平②  

270-2267 牧の原 8.常盤平・五香松飛台②(※） 9:1 
271-0041 七右衛門新田 15.馬橋西④  

271-0042 主水新田 15.馬橋西④  

271-0043 旭町 15.馬橋西④  

271-0044 西馬橋 15.馬橋西④  

271-0045 西馬橋相川町 15.馬橋西④  

271-0046 西馬橋蔵元町 15.馬橋西④  

271-0047 西馬橋幸町 15.馬橋西④  

271-0048 西馬橋広手町 15.馬橋西④  

271-0051 馬橋 7.馬橋④  

271-0052 新作 7.馬橋④  

271-0053 中根 7.馬橋④  

271-0054 中根長津町 7.馬橋④  

271-0061 栄町西 4.明第二西①  

271-0062 栄町 4.明第二西①  

271-0063 北松戸 3.明第二東①  

271-0064 上本郷 3.明第二東①  

271-0065 南花島 3.明第二東①  

271-0066 吉井町 1.本庁①  

271-0067 樋野口 4.明第二西①  

271-0068 古ケ崎 4.明第二西①  

271-0071 竹ケ花西町 3.明第二東①  

271-0072 竹ケ花 3.明第二東①  

271-0073 小根本 2.明第一①  

271-0074 緑ヶ丘 2.明第一①  

271-0075 胡録台 2.明第一①  

271-0076 岩瀬 2.明第一①  
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271-0077 根本 2.明第一①  

271-0081 二十世紀が丘美野里町 5.矢切③  

271-0082 二十世紀が丘戸山町 5.矢切③  

271-0083 二十世紀が丘梨元町 5.矢切③  

271-0084 二十世紀が丘丸山町 5.矢切③  

271-0085 二十世紀が丘中松町 5.矢切③  

271-0086 二十世紀が丘萩町 5.矢切③  

271-0087 三矢小台 5.矢切③・1.本庁①（※） 9:1 
271-0088 二十世紀が丘柿の木町 5.矢切③  

271-0091 本町 1.本庁①  

271-0092 松戸 1.本庁①・矢切③（※） 9:1 
271-0093 小山 2.明第一①  

271-0094 上矢切 5.矢切③  

271-0095 中矢切 5.矢切③  

271-0096 下矢切 5.矢切③  

271-0097 栗山 5.矢切③  

 

 14地区区分図 
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④小金・新松戸 

①松戸 

②常盤平 

③東部・矢切 

①～④：ブロック 
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④属性の性別（指定しない）・居住地・年齢・居住歴が無回答の場合で

も、単純集計では集計対象とするため、総数は回答者総数と一致しな

い場合がある。居住地・年齢・居住歴の設問に対して、無回答を加え

ている。 

⑤限定質問（問３、４、５、６、７、10）の場合、該当設問回答者のみ

を対象として集計する。該当設問回答者以外が設問に回答していてい

る場合は、削除している。 

⑥その他（自由記載）については、記載事項に左右されず「その他」で

集計する。なお、記載事項については、単純集計のその他の内容とし

て転記する。 

⑦クロス集計では、「分析の軸」となる項目については、差を表現する

際に％では無くポイントで表現する。 

⑧クロス集計では、性別・年齢別と居住地・居住歴を「分析の軸」とし

ているため、属性（性別・居住地・年齢・居住歴）が無回答の場合

は、集計対象外とする。このため、クロス集計の総数は、回答者総数

と一致しない場合がある。 

⑨統計数値の表現内容は、おおむね以下のとおりとする。 

17.0～19.9％：約２割 

20.0～20.9％：２割 

21.0～22.9％：２割を超える 

23.0～26.9％：２割台半ば 

27.0～29.9％：約３割 

⑩アンケート調査票冒頭の「団体・法人名等」は個人情報にあたるた

め、集計・分析には、この事項を削除したデータを用いている。 

⑪エントリーしたものの、何も答えていない回答者が2件、来訪者の設

問で「家族」だけを回答した回答者が1件、確認している。エントリ

ーしているため、この回答者も総数に含めている。 
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Ⅱ単純集計の結果 

 

１.回答者の属性 

（１）属性１ あなたの性別をお聞かせください。 

 ・回答者の性別状況は、男が約２割（18.7％ 401件）、女が約７割

（67.5％ 1,446件）となった。アンケート調査対象が、保育園・小学

校の保護者を主としているため、女性の割合が高い結果となった。 

 

・集計結果表 

 
 
 
 

 
 

 

・集計結果グラフ（円グラフ） 

 

  

1.男
19%

2.女
67%

3.指定しない
（※無回答を含

む）
14%

1.男 2.女 3.指定しない（※無回答を含む）

区分 回答数（件） 構成比（％） 

1.男 401 18.7 

2.女 1,446 67.5 

3.指定しない（※無回答を含む） 296 13.8 

総数 2,143 100.0 
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（２）属性２ あなたのお住いをお聞かせください。 

・回答者の居住地状況は、最も割合が高い地区は、常盤平地区・常盤平団地

地区が１割（11.1％ 238件）東部地区が１割（10.5％ 225件）となっ

た。反対に最も割合が少ない地区は、馬橋西地区1.4％（29件）、六実

六高台地区1.9％（41件）である。地区による偏りは見られない結果と

なった。 

・集計結果表 

 

・集計結果グラフ（ヒストグラム横型） 

 

区分 回答数（件） 構成比（％） 

１．本庁地区 47 2.2 

２．明第一地区 214 10.0 

３. 明第二東地区 95 4.4 

４. 明第二西地区 91 4.2 

５．矢切地区 46 2.1 

６．東部地区 225 10.5 

７．馬橋地区 154 7.2 

８．常盤平地区・常盤平団地地区（11欠番） 238 11.1 

９．五香松飛台地区 123 5.7 

10．六実六高台地区 41 1.9 

12．小金地区 184 8.6 

13．小金原地区 130 6.1 

14．新松戸地区 135 6.3 

15．馬橋西地区 29 1.4 

16．無回答 391 18.2 

 総数 2,143 100.0 

47

214

95 91
46

225

154

238

123

41

184
130 135

29

391

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
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（３）属性３ あなたの年代をお聞かせください。 

・回答者の年代状況は、最も割合が高い年代が、30代で４割台半ば

（43.8％938件）、40代で約４割（39.0％ 836件）である。反対に最も

割合が少ない年代は、80代0.0％（1件）、60代1.4％（29件）となっ

た。幼稚園・小学校の保護者を対象としているため、30代・40代の女性

の合計が８割を超える（82.8％ 1774件）結果となった。 

 

・集計結果表 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

・集計結果グラフ（円グラフ） 

 

4% 3%

44%39%

5%
1%2%0%2%

１．10代以下 ２．20代 ３．30代 ４．40代 ５．50代

６．60代 ７．70代 ８．80代以上 ９．無回答

区分 回答数（件） 構成比（％） 

１．10代以下 84 3.9 

２．20代 69 3.2 

３．30代 938 43.8 

４．40代 836 39.0 

５．50代 100 4.7 

６．60代 29 1.4 

７．70代 37 1.7 

８．80代以上 1 0.0 

９．無回答 49 2.3 

 総数 2,143 100.0 
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（４）属性４ あなたは松戸市に何年お住いですか。 

・回答者の居住歴状況は、最も割合が高い年数が、10年以上で約６割

（58.1％ 1,246件）、次いで3年以上～10年未満で３割台半ば（32.1％

687件）となった。アンケート調査対象が、保育園・小学校の保護者を

主としているため、居住歴が長い回答者が約６割を占める結果となっ

た。 

 

・集計結果表 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

・集計結果グラフ（円グラフ） 

 
 

  

区分 回答数（件） 構成比（％） 

１．1年未満 36 1.7 

２．1年以上～3年未満 130 6.1 

３．3年以上～10年未満 687 32.1 

４．10年以上 1,246 58.1 

５. 市外居住 13 0.6 

６．無回答 31 1.4 

 総数 2,143 100.0 
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２.「21世紀の森と広場」の認知度と利用状況 

 

（１）問１ 「21世紀の森と広場」をご存じですか。 

 ・「21世紀の森と広場」の認知状況は、知っているがほぼ全員（99.3％

2,128件）であり、知らないは微々たる数（0.3％ 6件）となった。

「21世紀の森と広場」を、保育園・小学校において利用しているため

か、回答者のほとんどが、「21世紀の森と広場」を知っている結果とな

った。 

 

・集計結果表 

区分 回答数（件） 構成比（％） 

１．知っている 2,128 99.3 

２．知らない 6 0.3 

３．無回答 9 0.4 

 総数 2,143 100.0 

 

・集計結果グラフ（円グラフ） 

 
 

 

  

１．知っている
99%

２．知らない
0%

３．無回答
1%

１．知っている ２．知らない ３．無回答
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（２）問２ 「21世紀の森と広場」に来られたことはありますか。 

 ・「21世紀の森と広場」への来園状況は、行ったことがある回答者が９割

台半ば（95.6％ 2,048件）となった。「行ったことはない」「行って

みたい」「行ってみたいと思わない」の回答者の総数は、１割にも満た

ない（3.8％ 82件）。「21世紀の森と広場」の認知度と同様に、「21

世紀の森と広場」を訪れた回答者が、ほとんどを占める結果となった。 

 

・集計結果表 

区分 回答数（件） 構成比（％） 

１．行ったことがある（問3～5の母数） 2,048 95.6 

２．行ったことはない(4との合計が問7の母数） 38 1.8 

３．行ってみたい(1との合計が問6の母数） 42 2.0 

４．行ってみたいと思わない 2 0.0 

５．無回答 13 0.6 

 総数 2,143 100.0 

 

・集計結果グラフ（円グラフ） 

 
 

  

１．行ったことが
ある
95%

２．行ったことはない
2%

３．行ってみたい
2%

４．行ってみたいと思わない 0% ５．無回答 1%

１．行ったことがある ２．行ったことはない

３．行ってみたい ４．行ってみたいと思わない

５．無回答
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（３）問３ どの程度の頻度で来られていますか。 

 ・「21世紀の森と広場」への来園頻度状況は、年数回程度が約８割（77.3％

1,583件）、次いで月1回程度が約２割（18.4％ 376件）となった。

「21世紀の森と広場」は、多くの回答者がその存在を認知し行ったこと

はあるものの、その来園頻度は年数回程度と少ない結果となった。 

・この調査結果から、単純に来園する平均頻度を算出すると、年7回程度と

なる。（各回答者数：2.5回×4週×12月、4週×12月、1×12月、1/4×

12月 840+3456+4512+4,749＝13,557 13,557/2,038＝6.7≒7） 

 

・集計結果表（問２で「行ったことがある」を選ばれた方が総数） 

 

・集計結果グラフ（帯グラフ） 

 
  

区分 回答数（件） 構成比（％） 

１．ほぼ毎日 0 - 

２．週2～3日程度 7 0.3 

３．週1日程度 72 3.5 

４．月1回程度 376 18.4 

５．年数回程度 1,583 77.3 

６．無回答 10 0.5 

 総数（問2で1の回答者数） 2,048 100.0 

0%
4%

18%

77%

１．ほぼ毎日 ２．週2～3日程度 ３．週1日程度

４．月1回程度 ５．年数回程度 ６．無回答
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（４）問４ 誰と一緒に来られていますか。 

 ・「21世紀の森と広場」への来園伴者状況は、家族が約９割（89.6％ 

1,836件）と殆どであり、次いで友人・知人が5.3％（108件）となっ

た。「21世紀の森と広場」への来園伴者は、家族（夫婦を含め）で来園

する傾向にあり、単独や団体での利用は少ない結果となった。 

 

・集計結果表（問２で「行ったことがある」を選ばれた方が総数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・集計結果グラフ（帯グラフ） 

 
  

区分 回答数（件） 構成比（％） 

１．一人 34 1.7 

２．友人、知人 108 5.3 

３．恋人 2 0.1 

４．夫婦 17 0.8 

５．家族 1,836 89.6 

６．団体 46 2.2 

７．無回答 5 0.2 

 総数（問2で1の回答者数） 2,048 100.0 

2%
5% 1%

90%

2%

１．一人 ２．友人、知人 ３．恋人 ４．夫婦 ５．家族 ６．団体 ７．無回答
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（５）問５ どの場所を利用されていますか。 

 ・「21世紀の森と広場」の場所別利用状況は、「光と風の広場」が68.5P

（1,403件）、次いで「水とこかげの広場」が59.4P（1,217件）となっ

た。「21世紀の森と広場」の場所利用は、管理事務所近くの広場を利用

するポイントが高い結果となった。 

 

・集計結果表（問２で「行ったことがある」を選ばれた方が総数） 

区分 ※複数回答 回答数（件） 構成比（P） 

１．光と風の広場 1,403 68.5 

２．水とこかげの広場 1,217 59.4 

３．みどりの里・里の茶屋 367 17.9 

４．つどいの広場 748 36.5 

５．縄文の森・森の工芸館・竪穴住居 229 11.2 

６．四季の山野辺・野草園 199 9.7 

７．パークセンター 290 14.2 

８．自然生態園・自然観察舎 217 10.6 

９．カフェテラス 316 15.4 

10．木もれ陽の森（バーベキュー場） 431 21.0 

11．その他（自由記述） 1 0.0 

 総件数 5,418 - 

 総数（問2で1の回答者数） 2,048 100.0 

 

・集計結果グラフ（ヒストグラム横型） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

・その他（自由記述内容）1件 

〇南口付近の広場 

1403

1217

367

748

229

199

290

217

316

431

1

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

１．光と風の広場

２．水とこかげの広場

３．みどりの里・里の茶屋

４．つどいの広場

５．縄文の森・森の工芸館・竪穴住居

６．四季の山野辺・野草園

７．パークセンター

８．自然生態園・自然観察舎

９．カフェテラス

10．木もれ陽の森（バーベキュー場）

11．その他（自由記述）
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（６）問６ どの様な目的で来られていますか。 

 ・「21世紀の森と広場」への来園目的状況は、「子どもの遊び」が７割

（72.2P 1,509件）、次いで「夫婦、家族と遊ぶ」が５割を超える

（52.3P 1,093件）結果となった。さらに、来園目的として、「のんび

り過ごす」「散歩」「花や緑、自然を楽しむ」「ピクニック」が、各々

２割となり、公園空間を目的としている結果となった。 

 

・集計結果表（問２で「行ったことがある」「行ってみたい」を選ばれた

方が総数） 

区分 ※複数回答 回答数（件） 構成比（P） 

１．友人､知人、恋人と遊ぶ 280 13.4 

２．夫婦、家族と遊ぶ 1,093 52.3 

３．子どもの遊び 1,509 72.2 

４．のんびり過ごす 472 22.6 

５．散歩 497 23.8 

６．花や緑、自然を楽しむ 507 24.3 

７．ピクニック 551 26.4 

８．食事 72 3.4 

９．運動 297 14.2 

10．遠足 133 6.4 

11．コスプレ 1 0.0 

12．写真・動画撮影 62 3.0 

13．講座受講 45 2.2 

14．バーベキュー 369 17.7 

15．その他(自由記述) 66 3.2 

総件数 5,954 - 

総数（問2で1と3の合計回答者数） 2,090 100.0 
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・集計結果グラフ（ヒストグラム縦型） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・その他（自由記述内容）63 件 

①川遊び・水遊び 8件 

〇川遊び 

〇ザリガニ釣り 

〇川遊び 

〇ざりがに釣り 

〇ザリガニ釣り 

〇ザリガニ釣り 

〇水遊び 

〇水遊び 

 

②イベント参加 29件 

〇森と広場主催のイベント 

〇イベント参加 

〇イベント 

〇お祭りなどがある時、見に行きます。特に食べ物の屋台がある時はよ

く行ってました。 

〇フェスがあったっりイベント開催の際に行きます 

〇イベント 

〇イベント 

〇太鼓や、こどもの日などのイベント 

〇イベント 
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〇イベント 

〇イベントに参加 

〇イベント 

〇イベント 

〇イベント(フェスタ)で 

〇イベント 

〇イベント参加 

〇イベント(○○フェスのような) 

〇森フェスタ 

〇モリヒロフェスタ 

〇モリヒロフェスタ 

〇イベント 

〇イベント 

〇イベント 

〇イベント 

〇ラーメンフェスタ 

〇イベント 

〇イベント 

〇イベント（〇〇フェスタなど） 

〇イベントラーメン 

③学校等の行事 9件 

〇郊外学習 

〇保育園や、中学校のイベント 

〇近隣小学校の総合学習や理科の授業での自然観察が目的 

〇ボーイスカウトの活動でよく利用します。自然がたくさんあり、子供

たちも喜びます。 

〇学校関係の発表会 

〇発表会等 

〇演奏会 

〇生き物観察 

〇発表会 

 

 

③その他活動 17件 

〇絵画 

〇以前、昆虫観察会の次回開催予定をスタッフの方にお聞きしましたと

ころ、コロナ禍の影響でその年のものは HP に載せるとお聞きしまし

たが、結局過去の開催日についても見つけられずとても楽しみにして

いた予定が分からずじまいになってしまいました。小さなイベントの

告知が埋もれてしまいがちなのがとてももったいないと感じていま

す。 

〇市内に少なくなった環境だからこそ残っている野草也野鳥の観察、発
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見のため。資料を作成しています。 

〇キャンプしてみたい。 

〇楽器の練習 

〇昆虫観察、野鳥観察 

〇写真を撮りながら、ご飯をお花を見て食べました。 

〇習い事の関係でいきました 

〇おじいちゃんおばあちゃんの散歩 

〇トイレの利用 

〇読書 

〇ホタルを見に一度だけ 

〇動植物の観察 

〇公園での観察会や講座の下見・準備や本番 

〇和太鼓の公演 

〇近くでサッカー試合の為駐車場利用、レストラン利  
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（７）問７ どの様な理由で来られないのでしょうか。 

 ・「21世紀の森と広場」に来られない理由は、総数が40件と母数が少な

く、回答が複数回答されているため、統計的な判読性は弱い結果となっ

た。その状況において、「行ったことはない」「行ってみたいと思わない」

理由として、「交通アクセスが悪い」が約５割（47.5P 19件）を占め、

次いで「他の施設（公園など）に行っている」が３割台半ば（35.0 P 

14件）の結果となった。 

 

・集計結果表（問２で「行ったことはない」「行ってみたいと思わない」を選

ばれた方が総数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・集計結果グラフ（ヒストグラム横型） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・その他（自由記述内容）12 件 

①行く機会が無い 3件 

〇行く機会がない 

〇特に行く理由が今までなかったです。松戸に 40年以上住んでますが、

区分 ※複数回答 回答数（件） 構成比（P） 

１．交通アクセスが悪い 19 47.5 

２．駐車場の料金が高い 10 25.0 

３．他の施設（公園など）に行っている  14 35.0 

４．その他（自由記述）   12 30.0 

５．無回答 1 0.3 

総件数 56 - 

 総数（問2で2と4の合計回答者数） 40 100.0 

19

10

14
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何があるのかも何をするところなのかも知りません（森？公園の方） 

〇宣伝が少なく広場の強みがわからない、イベントももっとたくさん開

催するべき 

 

②場所が分からない 2件 

〇自転車で行きづらい。駐輪場がどこにあるかわからない。外から見た

時、公園の枯れ葉や木が多すぎてなんとなく物騒に見えてしまう 

〇場所がわからない 

 

③施設に魅力が無い 7件 

〇こどもの遊べる遊具があるのか分からない。犬も遊べるドッグランな

ど、犬も OKなエリアがあると行きたいと思う 

〇目的の施設・設備がない 

〇魅力を感じない 

〇魅力的な設備かない 

〇魅力的な遊具がない 

〇子供がまだ小さいため、遊具がないから行かない 

〇休みの日は渋滞があるので近づきたくない。中の施設が楽しそうじゃ

ないので 
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３.「21世紀の森と広場」の魅力向上要素 

 

（１）問８ 魅力を高めるために必要な要素とは何でしょうか。 

 ・「21世紀の森と広場」の魅力を高める要素として、「自然環境を活かし

た遊び場、遊具の提供」が６割（60.0P 1,281件）、次いで「トイレな

どの老朽化施設の改修」が４割台半ば（45.1P 966件）となった。 

 ・その他として、１割を超える（13.1P 280件）回答者が、多くの意見を

記載する結果となった。 

 

・集計結果表 

区分 ※３つまで回答 回答数（件） 構成比（P） 

１．市民活動で花壇作りなどに参加で
きる環境を整備する 

53 2.5 

２．学校、カルチャーセンターなど、
さまざまな主体と連携した学習機
会を提供する 

413 19.3 

３．植物や野生生物について学べる機
会がある 

241 11.2 

４．農業・植栽体験の機会を提供する 305 14.2 

５．多世代に渡り楽しめる公園づくり 649 30.3 

６．障害に関わらず利用しやすい公園
づくり 

142 6.6 

７．ペットと一緒に遊べる場所づくり 239 11.2 

８．トイレなどの老朽化施設の改修 966 45.1 

９．公園の景観を活かした魅力ある飲
食施設の導入 

672 31.4 

10．自然環境を活かした遊び場、遊具
の提供 

1,281 60.0 

11．ペット連れ禁止を継続する 300 14.0 

12．公園の魅力やイベント情報の情報
発信の充実 

201 9.4 

13．その他（自由記述） 280 13.1 

総件数 5,742 - 

総数（総回答者数） 2,143 100.0 
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・集計結果グラフ（ヒストグラム横型） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・その他（自由記述内容）276件 

①交通利便性や駐車場の改善 41件 

〇行く機会がない 

〇入り口の案内をわかりやすくする。どこから入ればいいのかわからず

に何度か行くのを諦めました 

〇通い易さ。駅近であれば、利用者は増えると思います 

〇駐車場料金 

〇アクセスを良くするための環境整備。各駅からのコミュニティ（循環）

バスなど。森と広場までの道で、徒歩や自転車で行くと道幅が少なく、

危ない道が多いため、付近の歩道の整備 

〇駐車場を増やす。バス便を増やす 

〇駐車料金が無料だと嬉しい 

〇交通の便をもっとよくする 

〇交通の便が良くなるといい。駐車料金見直し拡大 

〇交通の便 

〇アクセスが悪いので、改善して欲しい 

〇アクセスが悪いので、改善して欲しい 

〇ルートバスなどあると嬉しい 

〇駐車場から広場までのアクセスが悪く、子供が歩き疲れる。駐車場か

らの移動が容易なルートを設けるとともに、バリアフリー化を進めて

もらいたい 

〇駐車場料金の見直し(高い) 

〇駅が近くにできると良い。駐車場の整備、砂利は砂ぼこりが酷く使い

たくなくなる 

〇開園時間を長くする・駐車場を無料にする・採った虫を持って帰れる

ようにする 
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〇駐車場の無料化 

〇バスの運行 

〇松戸駅からの直通バスがあればもっと利用するかもしれません。車を

もっていない家族層にとって、電車とバスを利用しなくてはならず行

きづらい 

〇電車にて乗り入れできる駅があると良い 

〇駐車場を利用しやすくする 

〇駐車場の充実、交通機関の充実、遊具の充実 

〇バスを多くする 

〇駐車場の場所がわかりづらかった(立地的なのもあるかもしれません

が HP もう少し詳しく載っていれば有難かった)午後いって、2 時間弱

しか時間が無かったが、駐車場料金一律は高いと感じた。自転車の練

習出来ないかなと見た時、出来ないとしり、残念だなと思った 

〇駐車場の料金みなおし 

〇駐車料金を下げる。柏の葉公園は、魅力的な遊具がたくさんあって、

かつ駐車料金が 300円とお得です 

〇平日だけでもいいので、駐車場の料金を無料にして欲しい 

〇電車では遠すぎるので車で気軽に行ける駐車場料金の設定を検討し

てほしい 

〇駐車場料金を下げる。サイクリングロードのような物を作って園内の

移動を可能にする 

〇公園の駐車場が有料であり、頻繁に行けない。駐車場の整備が悪い 

駐車場からの動線が悪く子供を連れて荷物を持っていきづらい。道路

の舗装が悪く、ベビーカーなどで行きづらい。子供の遊具が少なく、

他市の公園に行く方が楽しめる。花壇の見せ方が中途半端で子供に見

せるほどきれいではない。雑草が多く遊びづらい。トイレが古く、維

持管理が悪く虫がいて利用しづらい。木が高木になっていて、暗いと

ころが多く、安心して遊べない。常設の売店が少ない。イベントが少

ない。水が汚い 

〇駐車場無料 

〇松戸駅からバスで行けるようにして欲しい 

〇交通機関でのアクセスの改善 

〇市民は駐車場割引（3時間まで）とかを導入して欲しい 

〇北口から広場への導線の整備と短縮 

〇駐車場の整備。駐車場だけがネックで家族をつれて行けません。どこ

に止めていいのかとかも不明。自然のままでいて欲しい 

〇駐車場が高すぎる。金額をもう少し下げて欲しい 

〇駐車料金を無料にする 

〇イベントがあるときは、八柱駅以外の駅から臨時バスを出してほしい。 

自然を活かしているのかもしれないが、一部小川を整備して、児童が

水遊びができるようにしてほしい。松戸市は水遊びができる公園があ

まりないように思う。管理者が必要なら、夏季（夏休み）だけ配置す
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るなどしてもよいのでは？ 

〇駐車場料金を安くしていただきたいです 

 

②遊具や子どもの遊び場の整備 82件 

〇幼児から遊べる遊具を設置して欲しいです 

〇アスレチック等の遊具があったら良いと思います。大人も体を動かせ

るような。あと駐車場料金を格安でお願いできたらいいと思います 

〇遊具の充実、自転車などで遊べる場所の確保 

〇幼児のストライダーや三輪車を利用可能にして欲しい。一部遊具を置

いて欲しい。 

〇子供が遊べる遊具、施設を増やして欲しい 

〇近隣都市にあるような大型遊具エリア 

〇遊具がない 

〇アスレチック 

〇天候に左右されない遊び場を増やして欲しい 

〇子どもが遊べる遊具があると本当にありがたいです。アスレチックの

ようなものを作って欲しいです 

〇遊具、アスレチック等設備の充実。トイレの増築 

〇水遊びができる、歩き始めからあそべる遊具、アンデルセンを見習っ

て欲しい 

〇ザリガニがもっと釣れるようにして欲しい 

〇大型遊具やアスレチックの施設があればいいと思う 

〇子ども用自転車の乗り入れを許可して欲しい 

〇ご担当者様、確認いただきありがとうございます。小学生から高校生

まで子供が数人おります。自然の多い場所には魅力を感じていないよ

うです。時間をかけてでも周囲の公園へ遊びに行ってます。他の地域

からたまに来る程度なら良い場所かと思いますが近所にあっても行

きたいと思う魅力が何一つありません。行っても飲食店と博物館を利

用する程度です。21世紀の森と広場がなくてもこの地域は他に自然は

たくさんありますので時代のニーズに応えた場所になれば利用する

機会が増えると思います。広場ではなく公園にしたり、広い休憩スペ

ースを造り中学生以上の子供たちも利用できるような場所を設けて

あると自習スペースに利用したいという意見も耳にします。閉園時間

になると暗く子供には近づけたくない場所でもあり、デメリットの方

が多いというのが正直な意見です。21世紀の森と広場が仮に無くなっ

てしまっても全く惜しむ点がありません。改善を望みます 

〇遊具を設置する 

〇遊具が欲しい。遊具に関する内容が選択肢に無いのが疑問 

〇遊具を作ってくれたらもっと楽しく遊べると思います。アスレチック

など。本当に何もないのでつまらないです 

〇年齢を分けた遊具を充実させる(未就学児と小学生などおおまかで良

い) 
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〇遊具が必要です。あんなに広い公園なのに、子供が行きたがりません 

遊ぶものがないからです。せめて砂場がほしい。大型遊具があればす

ごくいいです。お出かけするときは、遠くの公園の大型遊具がある場

所を探すので 

〇アンデルセン公園にあるような大きな滑り台が欲しい 

〇子供達が遊べる遊具がほしいです。大きな滑り台など、広い公園でし

か遊べない遊具がほしいです 

〇小さい子向けのところを作る 

〇自転車の乗り入れが出来るようになると子供と利用する機会が更に

増えると思います。子供の遊具が広場に有るとありがたいです 

〇遊具が少なくて、三郷公園が子供は好きだし、バーベキューをしたい

時も三郷公園や手賀の丘に行きがちになりました。キャンプ場も魅力

が無さすぎです 

〇水遊び場 

〇公園遊具の充実 

〇キックスケーターや一輪車などで遊べる場所 

〇子供が遊べるジャブジャブ池、長い滑り台があったらよい。キャンプ

場があったらよい 

〇みさと公園にあるような、数種類の滑り台やアスレチック 

〇何もなさすぎる。遊具は必要だと思う。子供が遊ぶゴーゴー的なのく

らい許可してもらいたい。せっかく BBQができるのだから、テント設

置可能にして泊まれる様にしてはどうか 

〇広い公園なのに子供（幼児）等の遊具がまったくない。駐車場から広

場まで遠すぎる。せめて自転車は乗り入れられる場所をつくるべき 

市川動植物園や三郷公園を見習うべきだと思います。まったく魅力を

感じないです 

〇幼児用大型遊具、児童用アスレチックなど体を動かせる遊具が松戸に

少ない。三郷公園のように遊具を増やしてほしい。子育ての街なのに

遊具が少ないことをママたちは話しています 

〇キャンプやアクションスポーツ、ドッグランなどアウトドア好きが近

場で楽しめる施設を導入してもらいたい。あと子供が目一杯遊べる遊

具も欲しい 

〇子供が朝から夕方まで、あきずに楽しく遊べて、また来たいと思う場

所 

〇都内のようなジャブジャブ池を作る 

〇遊具を充実させる 

〇もう少し子供が遊べる遊具が充実すると嬉しい 

〇遊具ができるのを楽しみにしていますが、1 箇所だと人が集中してし

まうので、分散してほしい。対象年齢もはっきり明記して欲しい。ト

ラブルになるので 

〇子どもが自転車で遊べる環境が欲しい。遊具なども年齢別になってい

るものがあると遊びやすい 
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〇子供が遊べる遊具は人工的なものでももう少しあると楽しめるし行

く機会が増えると思います 

〇公園に、子どもが遊べるアスレチックや、遊具がほしい！それと、動

物とふれあえるところがほしい！ 

〇とにかく遊具。もう幼児の間がもたない。 

〇遊具の充実 

〇アスレチックや複合遊具など子どもがのびのびと遊べる遊具の整備 

〇BBQ の環境をもう少し整備してもいいかもしれません。駐車場まで遠

いのでキャリーを貸出するなど…遊具がないので子供が大きくなる

と足が遠のいてしまいました。遊具については横浜のつくしのアスレ

チックにある 90 度滑り台など取り入れてみても面白いかもしれませ

ん。導入している公園が少ないので目玉になるかもしれません 

〇自転車や子供が遊べる、キックボード、ストライダーなどの持ち込み

が可能になったら、練習などができてより良いと思う 

〇5、７歳の子育て中の母親です。遊具がないことが魅力でした。遊具が

ないからこそ自ら遊びを見つける。それをこども時代に味わってほし

い 

〇アスレチックなど子どもが遊べる遊具があること 

〇子どもたちの体験教室。キャンプや種植えから収穫、途中の雑草や肥

料までの農業体験、親子キャンプなど 

〇遊具があればいいです 

〇アスレチックスなどの遊具 

〇100 円、200 円程度でミニ SL、自転車練習、スケボー練習スペース、

大型遊具 

〇子供が遊べる充実したアスレチックコースがあるといい。バスケット

ボールやサッカーができる屋内施設が欲しい。バーベキュー場の隣に

公園が欲しい。今のままでは特に魅力がないので、別市内の公園ばか

り行きます。柏の葉公園や県立手が丘公園は良心的で気に入ってます 

〇コキアや芝桜など花畑などで目玉をつくる。みさと公園やアンデルセ

ン公園のような長いすべり台、遊具を用意する。ちょっとだけ、たい

した動物でなくていいので何度も会いたくなるかわいい動物をいれ

る、ポニー、珍し目な犬猫サル、アルパカでもなんでも 

〇子供用自転車（ストライダーなど）の練習や走行が可能なエリアを作

ってほしい。駐車場代が時間問わず 500円だが、子連れで数時間しか

利用しないことが多いため、割高に感じる。もう少し安いと気軽に利

用できる 

〇子供の遊び用の遊具が少ない。三郷公園はみたい圧倒的に楽しい遊具

を増やして欲しい 

〇乗り物禁止だったと思うが、子供が安心して使える場所、練習できる

スペースがあってもいいと思う 

〇子供が遊べる遊具があると嬉しいです 

〇子供が遊べるアスレチックがあるといい 
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〇遊具 

〇ストライダー(幼児用 2輪車)の遊べる場所づくり 

〇ストライダーなどの利用が禁止ですが、場所を限定して使用可能にな

ると良いと思う。近隣市の大きな公園は使用可能です。駐車場料金が

無料または今より安くなるといい 

〇ストライダーなどを乗れるようにしてほしい 

〇広いので園内を移動できるミニトレイン 

〇乗り物(キックスクーターや自転車等)を安全に練習したり遊べる場

があると良い 

〇遊具を作って欲しい。松戸市内には大きな公園がなく、水元や柏の葉、

流山などの簡単なアスレチックのある公園が欲しいです 

〇フィールドアスレチック等の施設。夏場の水遊びが出来る施設 

〇遊具になりますがアスレチックがあれば良いと思います。自転車に乗

ることができるエリア、サイクリングコースがあれば良いと思います 

〇子供の健康作り躍進のため、アスレチックを設置して欲しい。繁忙期

限定でいいので、バーベ Qスペースを拡張して欲しい 

〇子供とともに遊べるアスレチック等の遊具があると良いと思います 

又、身軽に行けて、１日遊べる公園が魅力的だと思うので、有料でも

良いので、船橋のアンデルセン公園のようになると嬉しいです。又購

入出来る軽食の種類を増やして頂き(飲食店の周りのみゴミ箱を設

置)テイクアウトの容器で、もっと手軽に購入出来て、外で食べること

が出来るようになると良いと思います 

〇せっかく広いので、幼児が遊べる遊具が豊富だと行って楽しい 

〇遊具の設置 

〇もっと子供が遊べる遊具を作って欲しい。駐車場を無料にしてほしい

(せめて安くするとか)ペット可にしてほしい。ドッグランの設置も希

望 

〇散歩と健康に、また幼少の孫と、ザリガニ釣りなど自然を楽しんでい

る遊具設置より自然を残してほしい 

〇もっと子供が楽しめる遊具を作る 

〇子供の遊具がほしい。子供が飽きてしまうため。小さな幼児でも楽し

めるもの 

〇遊具のエリアが充実するとより行く頻度が増えると思います 

〇場所を制限しても良いので、子供が遊べる遊具の設置やスケートボー

ドなど出来るところを設けてくださるともっと気軽に行きたいなと

思います 

〇アスレチック等、飽きずに出来る遊具をいっぱい増やして欲しい 

〇幼児～小学生以降まで遊べる、多種多様な遊具、かつ、広い範囲で、

親が見守れるスペースが近くにあるような場所を希望 

 

③公園施設（遊具・子どもの遊びを除く）の整備 47件 

〇グランピング施設の導入 
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〇ストライダーやキックボードなど、全ての場所で乗り物を禁止するの

でなく、決められた所で乗れるようになると良い 

〇キャンプが出来れば、利用料を支払ってでも絶対利用したいです 

〇自転車などを利用できるスペースづくり 

〇キャンプ場があったらいいと思います 

〇スケボーとかをできるようにして欲しい 

〇キャンプ場運営と入浴施設、アスレチック建設のために、民間と合同

は可、あくまで市も運営に何らかの形で参画。せっかく、防犯施設、

病院・観劇・交通利便性などが良い好立地です。市に還元できる魅力

ある場所と考えます 

〇キャンプ利用の敷居をさげてほしい 

〇スポーツが出来る広場を作って欲しい。例えばバスケットフープやフ

ットサルコート、テニスコート、ボルダリング施設など 

〇いろいろな年代が遊べる大型遊具、アスレチック 

〇キャンプ利用 

〇サッカーや野球ができるグラウンドを作る 

〇オートキャンプ場 

〇コロナ禍でキャンプの需要が高まっているので、デイキャンプできる

スペースやテント泊、焚火シートと焚火台を使用した焚火 OKの場所。

お湯の出る洗い場やシャワースペース等あるといいと思う 

〇キャンプ場として運営。カラス被害の防止 

〇アスレチックなどの導入および小川プラスαでの水遊び場 

〇サイクリングロードを作る 

〇キャンプ場希望です 

〇キャンプサイト 

〇サイクリングコース 

〇バーベキュー広場をキャンプ場に。アスレチック場を作る。ランニン

グコース整備。それなら駐車場が有料でも人が集まる 

〇サイクリングコースの設置 

〇楽器の練習を通じて交流できるエリアを設ける 

〇ランニングルートの整備 

〇キャンプ施設を作って欲しい 

〇無料で楽しめるスケートボード広場やバスケットコートやサッカー

ゴール、SASUKEの様な難易度の高いアスレチック等建設されたらいか

がでしょうか？ 

〇今のような中途半端でない普通以上のオートキャンプ、グランピング

場 

〇自由に使えるバスケットゴールを幾つかとテニスが打てる壁 

〇サイクリングロードの導入 

〇キャンプ場併設(市民及び市内勤務限定) 

〇観覧車、ミニ SLの常設、ふれあい動物園、池でボートに乗りたい。ロ

ープウェイ、レストラン、定食屋、コンサート 
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〇wifi環境 

〇釣り 

〇キャンプで宿泊できるようにする 

〇フィールドアスレチックを作る。自転車やストライダーの利用を許可

する 

〇サイクリングロードを作ってほしいです。公園をぐるっと一周出来る

ようなのがあるととても良い。自転車の乗り入れが出来なくなったの

は残念 

〇デイリーキャンプ可能か場所があると良い 

〇災害時にも活用できる施設や環境整備 

〇キャンプができるようにする 

〇オリンピック競技のスケートボードの専用施設 

〇ジョギングロードの整備 

〇土地が広いので、大型のアスレチックみたいなものがあるともっと楽

しめそう 

〇場内ランニングロードの配置、整備 

〇アスレチック 

〇一部をキャンプ場にしてください。松戸にはキャンプ場がないので集

客できると思います 

〇フィールドアスレチック場を作ってほしい 

〇キャンプができる環境があれば嬉しい 

 

④公園を魅力的にする提案 81件 

〇池を魅力的に 

〇屋内では、プログラミングなどを体験できるようにする 

〇おしゃれで美味しいカフェを作る。一つでいいからコレといった人気

メニューを作る 

〇敷地が広いのに、アンデルセン公園の様なアスレチック、遊具、水遊

び場の充実さに欠け、勿体ない 

〇あれば良いと思うもの：ふれあい動物園・スターバックス・ツオップ

(松戸の有名なパン屋さん) 

〇バーベキュー広場をもう少し魅力的にして欲しい。別のエリアでも出

来るようになればいい。景色があまりよく無いのが残念 

〇どのようなところか、チラシやテレビでアピールする 

〇ざりがに釣りができるので、さらに釣り堀ができる場所があるといい

です。農業体験ができる所があるといいと思います。バーベキューに

松戸のご当地グルメを取り入れるなどがあればいいですね 

〇ボールを使えるようにしてほしい 

〇家族でのんびりと過ごせており、現状で充分満足しています。メイン

の入口に、以前はスナックフードやお茶など販売するお店がありまし

たが、最近はないですよね？必要だと思います 

〇船橋のアンデルセン公園は公営で成功されています。真剣にあからさ
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まにパクって参考にされたら良いと思います 

〇もっと花畑を増やして欲しい 

〇女の子用の洋式トイレを増やしてほしい 

〇水元公園のようにアスレチックなど公園の遊具を充実させてほしい 

〇三郷公園や上千葉砂原交通公園のような、子どもが身体能力を自然と

高められるような大型遊具があると良い 

〇清水公園の様にアスレチックなどの充実や植物園など。桜を超大量に

植える。宣伝をしなくても花見の名所となるぐらいの大規模で実施す

ることにより、松戸市の印象 up と市外からの収入 up につなげる(中

途半端な本数を植えるのは意味が無い) 

〇インクルーシブ公園が欲しい 

〇休憩できるカフェやレストラン・家族や友人で楽しめる釣り堀・アス

レチックや大型遊具みんなが楽しくオシャレな公園を希望します 

〇市の公園としては大変大きく、そのため自然尊重型の目的と機能が活

かせる公園です。殆ど他に何もない松戸市の宝物、財産です。遊具を

置くなど、何処でもやってる様な事をしたら、満足して利用して利用

している人も、その様なパークに直ぐに飽きてしまう人も、誰も見向

きもしない空き地になってしまいます。愚かな開発や何処にでもある

ような場所にするのは断固やめて欲しい。現場の方針で、和式トイレ

しか無い様な設備のみ、当たり前に整えてください。民間委託も反対

です。何処も同じ様な企画しか出来ない事は沢山の事例が示していま

す。誇りを持って、公園設立時の方針を貫く事、それを知らない市民

に言葉を尽くして理解してもらう様、説明する事が市の仕事だと思い

ます 

〇食事がもう少し美味しければ 

〇休日だけでも良いので、売店を復活させてほしい 

〇アウトドアでテレワークができる、インスタ映えする風景 

〇出入りできる箇所が限られており閉鎖的。開放型の公園にすべき 

〇ケバブ屋さんを常駐する 

〇生物が少なくなっている様に感じます。すれ違う年配の方々の声も同

様に聞かれます。整備せず、ありのままの自然エリアを増やして欲し

い昆虫好きの 10歳の娘が、3年ほど前から申しております。 

〇近隣のアンデルセン公園を真似てみてもよいと思う 

〇植生豊かな自然の保護。生物多様性を継続できる市民の森 

〇座って閲覧できるスペースがたくさんあり、おしゃれで開放的で、飲

食したり休憩する部屋と自習室も併設した図書館を作る 

〇水元公園と比べるとまったく魅力にかける公園だと思います。行こう

とあまり思えません。公園を綺麗に保つだけに力を入れているだけに

思えます。遠いいけど、水元公園には、よくいってます。犬も連れて

いけるし、時間制限もないのでいっぱい遊べてたのしいです 

〇ザリガニを採ったりできる自然のままエリアがもっとあると良いと

思う。理想は、東京都の落合川いこいの水辺です 
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〇ワークショップなどの催し物を是非してほしい。他の県に住んでいた

時、とても楽しく、色々な物や体験にふれる事ができ、親子で楽しめ

ました 

〇自転車乗り入れ可能にして欲しい 

〇松戸市にはないアンデルセン公園やありのみコースのようなアスレ

チックがあれば、もっと頻繁に利用したいと思える。大きなアスレチ

ックなら入場料を払ってでも行きたい 

〇飲食店舗も例えば固定ではなく、地域で頑張ってる飲食店がいくつか

入れるようにローテーションで楽しめたりしても良いと思う。もっと

子供も遊べる遊具やお金をちょっと取ってもいいからアスレチック

スを作ってもよいと思う! 

〇ペダルのついていない、幼児が乗れるキックバイクの持ち込み OK と

移動販売車のようなものの導入。イベントも子供がもっと楽しめるお

祭りのようなものがあるといい。バーベキュー場の近くに遊べる広場

をおいてほしい 

〇広いので走って遊べる 

〇外来種を駆除して、自然を守ってほしい。毎年トンボが減って来てお

り、トンボが育つ環境でいてほしい 

〇全般に整備が悪く、立派な施設で有りながら老朽化が目立ちます。ま

た、開放時間が朝遅すぎます。公園は朝早くに利用される方が多数い

るのは世界的な傾向で有り都立公園の調査結果を参照してはどうか

と思います 

〇昨年 SOS池の水全部抜く大作戦をテレビ局の協力のもと、池の生物や、

ゴミを整理したのを観ました。これをきっかけに、利用者にもまた同

じようなことが起きないよう、掲示板などで、綺麗にしたことを分か

りやすくし、協力してもらえるようにしたほうがいいと思います 

〇男子トイレが後ろから丸見えです 

〇船橋アンデルセン公園を研究して、何が人を引き寄せているのか確認

するなどして 21 世紀公園でもできそうなものを探してはいかがでし

ょうか 

〇練馬区の光が丘公園で行われているロハスフェスタの様なお洒落な

アート雑貨マーケットイベントが欲しい。モリヒロフェスタがそれに

あたると思われるが、「おいしい、たのしい、おしゃんてぃ(波線)」の

キャッチコピーは酷すぎる。「おしゃんてぃ(波線)」だけでも即変える

べき アートイベントは何度か足を運んでなかなか良かったが、もう

少し規模を大きくやってほしい。松戸トリエンナーレ、と銘打って 21

世紀広場に戸定邸などを会場に市全体で大々的に行っても良い。カフ

ェをスタバやタリーズにするか、カフェの為に足を運びたくなる吉祥

寺の公園のような独自のカフェが欲しい。大型遊具がもうすぐ出来る

のはとても楽しみにしている 

〇トイレなどは綺麗にしてほしいが、他はそのままが良い。自然が沢山

ある広場が魅力的だった 



 

35 

 

〇ポニーの乗馬体験や小動物との触れ合いやエサやりなど、動物と触れ

合える機会が持てると良い 

〇池の清掃を定期的に行う。池でも遊べるようにする 

〇ボールやタイヤがある乗り物も OKにする 

〇全体的に公園の見直しをした方が良い。楽しくないし、面白くないの

で、行きたいと思わない。他の市を見習った方が良い。我が家は、近

い 21 世紀の森より、遠い周りの市の公園に行ってます。市民の税金

を使っているのならやめてほしい。もったいない 

〇カラス対策（BBQ場は必要ないと思う） 

〇できるだけ自然状態を維持する、管理は最小限に、の思想で今後も維

持すればよい 

〇ボール遊びが出来るエリアが欲しい。少数でいいので、宿泊キャンプ

が出来たら魅力的 

〇キャンプ場、宿泊施設あの広さは魅力的です 

〇最近、人が少ないので怖い感じからする。自然で安全性をアピールし

て欲しい 

〇バーベキューができる環境づくり。三郷公園がとてもいい公園なので、

三郷公園に学ぶといいと思います  

〇道の駅のようなコーナーから直売し松戸の食、特産品を PRする 

〇遊具や施設をむやみに増やさず、豊かな自然環境をそのまま残すこと

自体も十分魅力になりうると思います 

〇三郷公園・水元公園のような巨大遊具や、清水公園やアンデルセン公

園のようなアスレチックエリアがあれば、市外からも集客できると思

う。健康にもよく、幅広い年齢が楽しめる 

〇駐車場無料化し、適正価格で園内にランチなど楽しめるお店を充実さ

せたり、子供向けのトランポリンなど月替わりの遊具施設や体験施設

を設置したり、マンスリースイーツのような月々で変わるお店を出し

たり、今までのような屋台系イベントなどの収益で運営していただけ

ると、もっと気軽に利用する方も多いと思います。現在駅から歩くの

には遠く、必ず駐車場に止めなくてはならず、かつ、入っても何もや

ることが無い時期は、他の公園や、ショッピングモール、動物園など

の有料施設を利用するので、近くに住んでいますが、引っ越してきて

まだ年に一度しか行っていません。そして、お金はかかると思います

が、雨の日でも自由に駆け回れる施設や、大人でも寛げるような外の

景色をみながらお茶しながら読書できるような施設、ゲームやアニメ

などのイベントを行ったり、映画を上映出来るような施設など、定期

的、習慣的に人が集まる施設があれば、もっと市民同士の交流につな

がり、松戸に住みたいと思える公園になるのではと思います。子供の

いる身としては、テラスモールにあるような、授乳やおむつ替えので

きるボックスも随所にあると助かります 

〇売店に力を入れる。人が来ているのに、薄暗くてやる気が感じられな

い 



 

36 

 

〇ジョギングやウォーキングを安心してできるための害虫の駆除の徹

底をお願いします。あともっとオシャレなカフェやランチの施設を作

って欲しい。BBQ も手ぶらで気軽にできるプランがあれば助かる。ヨ

ガイベントもあれば嬉しい。インドなどの他国籍なフェスも開催して

欲しい 

〇もっと子どもと過ごしやすい公園にしてほしいです。長時間過ごした

いのに過ごしにくいんです。柏の葉公園の方が過ごしやすいと思いま

した 飲み物など購入したくても何もない、あっても遠い。お腹がす

いたら帰るしかない。魅力を高める前に、不便を解消してもらえない

とまた行こうという気にならないです 

〇有料ゾーンを作り、それに見合ったアトラクション的な施設や、近代

的なプラネタリウム、小さくても商業施設などがあるとよいかと思う。

博物館の充実や SNS配信など、がんばっているのは理解できるが、人

が集まらなければもったいないし、とにかく広い敷地を放置して、駐

車場代で稼いでる？感が否めないので、工夫が必要だと思う。子ども

が小さい頃は「つまらないから行きたくない」と言っていたので、今

の老人の散歩に適している空気を残しつつ、子どもも楽しめる施設を

作れば親たちは喜んで利用するのではないか 

〇自転車乗り入れ可能にする。八ヶ崎方面から八柱、常盤平方面に行き

やすくなる 

〇遊具もない、ペットもダメ、駅から近いわけでもないのに、駐車場は

有料、とにかく税金の無駄遣いだと思う。入場料をとってもいいから

三郷公園や流山運動公園、アンデルセン公園のようにして欲しい。子

育てしやすい市町村を謳ってる割には子供と楽しめる公園がないの

でいつも有り難う市外の公園を利用しています。テラスモールもでき

た事なので、ファミリー層に受ける公園じゃないと、せっかくの自然

公園もそもそも足が向く理由がなければ意味がないのでは 

〇昆虫など、自然環境の生き物について学ぶ機会が増えるとよいと思う 

キャンプが流行しているが、範囲が狭い、オートキャンプができない、

通年で利用できないなどの要素があるため、キャンプ利用の充実化を

図ってほしい 

〇災害時に避難場所として利用出来るよう災害時に機能できる公園づ

くり 

〇キャンプ場(宿泊可)や本格的なアスレチックなど、行く目的の明確化 

〇今は正直禁止ばかりで何も楽しめるものがないただ広いだけの敷地

にしかおもえません。長くて有名になれるぐらいの滑り台や遠方から

も来たいと思ってもらえる家族で楽しめる遊具などアスレチックが

あったり、家族で自転車の練習が出来たり子供の思い出が作れる場所

になって欲しいです。ペットもドックランなど無料だと嬉しいです 

〇テーマのようなもの『肉』とか『犬』とか『野菜』とか、国でも江戸

でも『森』のイメージなら木をイメージしたトンネル滑り台やツリー

ハウスなど家族連れ向き、ランニングコースの整備やスポーツクラブ
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など高齢者や健康オタク、営利公園にあるようなフードコートやお土

産店、収益率の高いお店を地域の個人店に誘致をする。入場料金松戸

市民大人 100市外 300円取るのは有りだと思うが、企業からの固定収

益をあげて維持費を確保していく。魅力ある場所にするなら分かりや

すい魅力を作って集客してはいかがでしょうか？ 

〇現在でも、自然環境を生かした素敵な公園ですが、アスレチックがで

きると、アンデルセン公園や清水公園、三郷公園の様になり、子供も

もっと楽しめるのでさらに良くなると思います 

〇２４時間開放する 

〇千駄堀の公園前にあった風景を自然環境を最大残せる公園であって

欲しい。この公園に来たら、鳥が昆虫が植栽されたものでない野の花

が見られる、心の癒しが得られる公園を希望します 

〇火を扱える公園は首都圏に少ないのでは？バーベキューのできる動

物園や農業体験などあれば、賑わいも増して、若い世代の定着にも繋

がるのでは？ 

〇経営を企業等にお願いし、利益を図るためにも、近隣の地域にはない

室内スケートパークの施設が良いと思います 

〇今、日本だけでなく世界的にも地球環境問題を抱えていますよね。こ

の環境問題について学べたり、考えたりする場として、21世紀の森と

広場は有効だと思います。以前、私は子どもたちと一緒に公園内のホ

タルを見に行きました。とても貴重な体験をさせていただきました。

21世紀の森と広場は豊かな里山のイメージがあります。この自然や環

境を守る必要があると思います。具体的に例をあげますと、松戸市は

ゴミの分別が細かいですよね。焼却炉の老朽化などもありますが、ゴ

ミの分別は環境的にはとても大切なことです。子どもたちにもわかり

やすく分別の必要性や、生ゴミ処理機の紹介など、この公園の特徴を

活かして自然環境を守る取り組みをされるといいのではないかと思

います 

〇公園を魅力的に運営する実力がある民間等に委託すべき。NYのブライ

アントパークの様に魅力的な運営により人を集め、収益(固定資産税

の増益を含め)をあげ、収益を運営に還元しより魅力的な運営をし、更

に人を集めるといったプラスのスパイラルを起こす仕組みをつくる

べき 

〇楽器の練習を通じて交流を広げられる場所や時間を作る 

〇地形の特徴を生かす沢池、湿地、樹林、広場のコンパクトな園内で丁

寧に手入れされた芝、樹木は気持ち良いです。でも、せっかくの自然

が眺めるだけのもの。虫の生息する草むら、蝶やトンボ、セミが止ま

っている樹、木登りできるような枝を張った樹。木の実、きれいな落

葉、落ちた枝、拾ったり遊んだりできる自然がない。散歩しながら周

りの自然に関心を向けられるような仕掛けがあったら楽しい。バギー

や車いすが楽に移動できる園路にしてほしい。あの砂利道は押して行

けない。広場もいいけど、樹林の中を散歩したり休んだりできる空間
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も欲しい 

〇今のままで充分です。豊かな自然と、広々とした広場がとても気に入

っています。広場や自然の中で、子どもが考えながら遊んでるようで、

創造性が高まってる気がします 

〇21 世紀井の森と広場は松戸市民の憩いの場として親しまれてきまし

た 

私は「環境と循環を考える居心地のいい場所」にしていけたらと考えて

います。広場だけでなく松戸市全体を巻き込む提案となります 

主な内容 1.市内街路樹の植え替えと歩道の安全整備 2.伐採木の集

積加工の場を作り雇用の創出につなげる 3.伐採木を含めた草木の植

物系ゴミを堆肥化させる収集ルールを設けゴミの原料を図る 4.加工

品を活用したベンチトイレのリニューアル 5.歴史と環境をテーマと

した展示場の創設 

1.市内にある街路樹が育ちすぎて枝が道路にかぶさったり、電線と触れ

たりし、根がアスファルトを変形させ歩道に凸凹（でこぼこ）を発生

させるなどインフラに影響を及ぼしています。古木を伐採し若木へ定

期的に植え替え、傷んだインフラを安全にしていくことを提案してい

ます 

2.伐裁木の集積・加工の用地を例えば北松戸工業団地の一角を買い上げ

て確保することを提案します。伐裁木を材木として加工し残った端材

を、堆肥化させます。加工場・プラントを設けて北松戸・馬橋両駅へ

のアクセスもよく、雇用創出にも貢献します 

3.伐裁木だけでは採算割れは必至なので、市内で発生する草木などの食

物系の廃棄物も堆肥の原料に回すことを提案します。草木は現在可燃

ごみで集められており、分別収集の流れを変えることでゴミの減量に

も結びつけていきます 

4.21世紀の森と広場はベンチやトイレの老朽化がめに付きます。加工し

た木材でベンチを作るなど、トイレの一部の材料として活用します 

トイレは多機能、授乳室標準装備したバリアフリーなものを作りメン

テナンスの充実したものを目指します。トイレがきれいなことで公園

の評判向上にも結びつけます 

5.園内に歴史と環境をテーマにした展示場を設けるに当たり、松戸宿、

小金宿のジオラマの展示を作り市民が宿場町として興味と誇りをも

てるようにしていけたらと考えます。既存の市立博物館を活用するか、

新たに設けるかは今後の検討となります 

長文失礼しましたぜひご検討よろしくお願いします 

〇持続可能な生態系保全とレクリエーションの場です。ラムサール条約

のガイドラインを参考にしていただけると理解できると思います。生

態系を破壊し過ぎです。2003年までは簡単にノウサギに遭遇し、オオ

ヨシキリやカッコウ等の野鳥が営巣していました。タヌキやイタチは

どうなったでしょう。ヤマカガシなどのヘビは全く見掛けません。ま

た、植物の減少も著しいです。ハッカは 2010 年頃までは 5 株ありま
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した。現状 1株、毎年刈られています。そして、真冬には循環川での

アシ・ヨシ等で美しい氷のオブジェが観られました 

〇放射線量を減らす様に、もっと真剣に努力して頂きたいです。折角素

敵な場なのに、もう子供は連れて行けません 

 

⑤ペットに関する維持・改善 10件 

〇ペットは衛生的に良くないと思います 

〇犬等は好きですが、どうしても糞尿のことを考えると禁止を継続して

ほしいです。小さいこどもはどこでも手をつくので、例え糞の処理を

してもその部分の衛生面は気になります。生き物なので、必ずしてし

まうし、それは仕方ないだけに禁止してほしいです 

〇ペットに関しては糞尿の問題があるのでよくわかりますが、ドッグラ

ンを併設して一定の駐車場のみの利用にするなどしたらいいと思い

ます。ペットを飼っている方は子供とペットを一緒に連れて遊びたい

ものです。ペット入園料など設置もいいと思います。飲食店について

も難しいと思いますが、簡易的なコンビニやキッチンカーの導入はあ

ったらいいと思います。どうしてもゴミなどでるのでそこはシルバー

人材や短時間勤務のパートなどで雇用も増やしてもらえたらいいと

思います 

〇ペットが入れないので、安心して子供(孫)を、芝生で遊ばせることが

できることを強調する(どこの児童公園でもペットの尿、フン、毛、病

気、危険性などで安心でない） 

〇ただただペット連れを禁止するのではなく、糞は持ち帰るのはもちろ

ん、 マナーパンツ着用義務などで尿のトラブルも減らせば、松戸市の

魅力がアップすると思う 

〇ペットは嫌じゃないが、糞尿は確かに気になる。バッテリーカーなど

置いてはどうか 

〇ペットに関わる選択肢２つは並べて記載した方が、意見を平等に拾え

ると思います。３つ選んだ後にペット禁止の選択肢を見て気になって

も、修正が面倒でやり過ごしてしまうかもしれません。今のままだと、

先に出てくる、ペットと一緒に…の意見を拾いやすくなる気がします 

〇ペットは、排泄物を持ちかえらなかったり、リードを離すなどのモラ

ルを守らない方が必ず一定数いるので、禁止を継続してほしい。また

動物アレルギーがあるので、遊びに行けなくなる。ペットの散歩等は

別の場所でしていただきたい 

〇子供用のミニ洋式トイレがパークセンター内にあると、助かる方が多

いと思います。ペットは、飼い主のモラル次第ではトラブルにもなり

ます。小さい子供連れが多々いることや、遠足に利用されてることを

鑑みれば、禁止継続が望ましいです。誰もがウンチの片付けを確実に

やってくれるとは限りませんし…放し飼いしないとも限りませんし

…ただ、近年はペットの数も多いので、有料ドッグラン等を設けて、

ペット連れとその他の利用者がすみ分け出来るなら、財源確保のため
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にペットも OK だと思います。その他の利用者のいる所へ入るなら、

専用のカゴに入れるルールにするとか。そうなると大型犬は入場難し

いですが… 

〇ペットと一緒に行ければ遊びに行く回数も増えると思います。ペット

同行の場合は管理費としてお金とっても良いと思います 

 

⑥イベント開催等の要望 15件 

〇子ども、ファミリー向けのイベント開催。イルミネーションスポット

になるような豪華なイルミネーションをする 

〇野外イベントが少ないようなので、近隣ダンススタジオなどでの野外

のダンスイベントなどをもっと盛んに入れてほしい。特にこのような

コロナ禍は、大きなお祭りなども中止されてしまっているので野外で

観客のソーシャルさえ気をつければ出る側も見る側も少しは安心で

はと思います 

〇子供が「行きたい！」というようなイベントをたくさん開催してほし

い 

〇音楽イベント 

〇イベントが少ないと感じます。子どもが遊べる遊具が無いので連れて

行っても 1日はいません。朝市やマルシェ、ストリートパフォーマン

スなど週末ごとに多世代が集まるイベントを開催すると楽しく過ご

せるのではないでしょうか。特に人が多く集まる場所に障害者のアー

トなどを展示すれば共生社会の実現につながるイベントになると考

えています 

〇もりひろフェスタみたいなイベントをやってほしい 

〇子供たちが体を動かして遊ぶアスレチック、遊具の配置を是非お願い

したいです。グランピングなどのアウトドアレストランの設置。子供

達の餅つき大会、鯉のぼり、七夕祭りなど定期的な参加イベント開催 

〇若い世代や年配世代への音楽イベント、地域のダンスイベント、フリ

ーマーケット、地域の大会イベント、障害者出店、年配の方出店、農

家の方出店イベント、松戸市の飲食店イベント、お祭りなどあったら

子供と参加したい。年配の世代が少ないように感じるので特に年配世

代が行きたいと思うイベントをやってあげて欲しい 

〇週末のイベント開催をしてほしい。子供が無料で遊べる遊具やアスレ

チックをたくさん増やしてほしい。あまり、少ししか無いと順番待ち

で遊べなくなる 長い滑り台があれば、松戸市外の方も来るはず。ふ

なばしアンデルセン公園や、三郷公園のように駐車場代がかかっても

いきたくなる公演にしてほしい。今は遊具がないから、イベント以外

行かない散歩のために二十一世紀公園には足を運ばない。子供が楽し

める＝親も嬉しい 木陰ができるベンチをたくさん作ってほしい。子

供が遊んでいる時も親が疲れない配慮が欲しい。一番参考になる公園

は、神奈川県大和市の泉の森公園です。人が集まれば、飲食施設の売

り上げも上がる。やはり、市の運営では限りがある 
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〇グラウンドと提携し、市・県レベルでのスポーツイベントの開催を行

う 

〇幼児や小学生の親子で楽しめるイベントがあれば行きたい 

〇オープンエアーな敷地を活用し With Coronaでも開催できるイベント

を毎月実施して欲しい 

〇子供達が参加できるイベントを多く実施して欲しい 

〇水路を活用して、水遊びができて田植えや野菜作り体験等やる、植物

野生動物博士に学ぼうもセットで近隣の学校と連携を取る企画はい

かがでしょうか 

〇ボーイスカウトなどの活動 
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４.「21世紀の森と広場」の民間企業の維持管理への意向 
 

（１）問９ 民間企業が維持管理する方式をどのように考えていますか。 

 ・「21世紀の森と広場」を民間企業が維持管理する方式に賛同するが５割

台半ば（56.2％ 1,205件）で、市が維持管理する現在の方法でよいが

２割を超える（21.5％ 461件）となった。「21世紀の森と広場」の維

持管理手法としては、民間企業による維持管理手法を求める結果となっ

た。 

 

・集計結果表 

 

 

 

 

 

 

 

・集計結果グラフ（棒グラフ） 

 
  

区分 回答数（件） 構成比（％） 

１．民間企業が維持管理する方式に賛
成する 

1,205 56.2 

２．市が維持管理する現在の方法でよ
い 

461 21.5 

３．わからない 446 20.8 

４.無回答 31 1.4 

総数（総回答者数） 2,143 100.0 
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（２）問10 民間企業が維持管理する方式に賛同する理由は何ですか。 

 ・民間企業が維持管理する方式に賛同する理由として、最も割合が高い理

由が「移動販売・キッチンカーが出店するなど、より気軽にピクニック

ができる」57.8P（696件）、次いで「民間企業が、新たに運動施設や教

育施設などを建設することにより、その収入を維持管理費に活用するこ

とで、市の財政負担が削減される」が56.7P（683件）となった。 

 ・民間企業による維持管理に対して、新たな飲食店や運動施設の整備を期

待している結果となった。 

 

・集計結果表（問９で「民間企業が維持管理する方式に賛同する」を選ば

れた方が総数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

区分 ※３つまで回答 回答数（件） 構成比（P） 

１．民間企業が、新たに運動施設や教
育施設などを建設することによ
り、その収入を維持管理費に活用
することで、市の財政負担が削減
される 

683 56.7 

２．これまでと違う季節ごとのイベン
トや音楽会などが実施され、新た
な交流機会が創出される 

529 43.9 

３．移動販売・キッチンカーが出店す
るなど、より気軽にピクニックが
できる 

696 57.8 

４．カフェテラス等で多様な飲食が可
能となる 

448 37.2 

５．Wi-Fiなどが整備され、アウトドア
でのリモートワーク環境が整備さ
れる 

208 17.3 

６．学生や子育て世代・シニア世代な
ど、幅広い世代を対象とした、新
たな交流の場が提供される 

370 30.7 

７．地域社会との連携したまちづくり
が促進される 

118 9.8 

８．防災イベントなどを通じて、防災
機能が強化される 

46 3.8 

９．その他（自由記述） 67 5.6 

総件数 3,165  

総数（問9で1の回答者数） 1,205 100.0 
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・集計結果グラフ（ヒストグラム縦型） 

 
 

・その他（自由記述内容）67件 

①公園施設（遊具含む）の改善 13 件 

〇キャンプ場の運営 

〇より魅力的で新しい遊具やイベントが採用されやすいと思うから 

〇利益追求意識が高くなることで、施設やイベントの充実が考えられる 

〇遊具が、もっとあったら、いいと思います 

〇オートキャンプ 

〇トイレ等の改修工事 

〇今までの広場がそこまで魅力がない。変化を期待するため。不満点とし

ては、バーベキューの予約もっと便利に、食材セットや道具など初心者

でも始められるようにしたり、こどもの遊び場として重要だと思われる

が、遊具が少なすぎ、小さい子が遊ぶのに向いていない。広さを活かし

て、他の小規模公園にはない大規模かつ子どもに人気な遊具（長いロー

ラー滑り台、名前わからないけど、ジャンプできる少し反発する白い大

きな素材のものなど）をぜひぜひ設置して欲しい。民間ならば逆に質の

低下もありうるのでチェック体制は必要 

〇キャンプができるようにしてほしい 

〇ただ広いだけの場所なので、きれいに整備された遊具や施設ができれば

よい。整備されるなら有料にするのがよい。住み着いたり汚したりを防

ぐため 

〇子どもが楽しめる遊具やサイクリンクロード、ぺット可のスペースなど、

民間企業の方が色々新しいことを取り入れてくれそうに感じます。21世

紀の森でのイベント企画や宣伝にも期待しています 
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〇トイレの老朽化や遊具の設置など、今よりよくなるなら賛成 

〇キャンプサイトの運営や宿泊施設など、身近に日常と少し離れた場所が

あれば主婦でも気軽に気分転換できそう。そういうことを柔軟な動きが

できる民間企業で運営してもらえればいいと思う。ただ、あまり今の自

然の環境を壊さないで欲しい 

〇若い世代や家族を呼び込む運動施設（アスレチック、サイクリングコー

ス、ボルダリングなど）の導入 

 

②公園がより魅力化 49件 

〇民間企業が維持管理することで、今の森の良さを維持しつつ新しい森に

変化していくのであれば賛成 

〇企画力、集客力が違うと思うので。ただ広い場所ってだけだと魅力に欠

ける。松戸市に越して来たくなるような魅力的な場所にしてほしい。ま

たイベントなどの告知なども、広報など地味で気づきにくいので発信力

をあげてもらいたいから。都市農業公園や足立生物園のような特色ある

学びの場になると嬉しい 

〇入場料を取るような公園になってでも、発展をして欲しい。他地域の大

きい公園に比べてかなり魅力がない。ただ自然があるだけならば、近隣

の緑地帯や、土手でも満足できてしまう 

〇今のままでは全く有効活用できていないから。広さだけはあるのに勿体

ない。松戸市は基本的に公園管理やイベントや児童館運営にもセンスや

工夫がないつまらない市だと思う 

〇民間の方がより良い経営を行えると思う 

〇競争原理 

〇営利目的の業者が入った方がより活性化されると思う。施設がもったい

ない 

〇入場料を取ったりして収入源を作れる。人を集めるためにもっと施策を

考えてくれそう 

〇こういうアンケートをする時点で。市が運営することに限界を感じてい

るんだなと思ったため 

〇やはり民間企業の方が柔軟に変化していける気がします。開園から近隣

に住んでいますが、正直魅力が足りない 

〇上記選択肢は、民間に委託しただけで実現するわけではないはずです 

市として、本アンケートなどから優先度を設定し、その実現や運営につ

いて、民間のビジネスセンスや効率性(手抜きではない事は市か第三者

でのチェックが必要)が有効活用されることを期待します 

〇金額によるが、有料になったら行かないと思う 

〇民間企業が維持管理する方が利益の追求とより良い公園への還元がな

されると思うから 

〇トイレの清掃など、今より良くなると思う 

〇子供の頃から、たまに利用してきましたが、何十年たっても、特に進化

もないのが残念 いっそのこと民営化されて、リニューアルされたほう
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が、魅力ある公園になりそう 

〇魅力的がなければ人は集まらず、存続できない。民間では当たり前の経

営視点で運営すべき。アンデルセン公園は、入場料をとっているにも関

わらず、圧倒的な満足度を提供し、膨大な集客を成し遂げている。受益

者負担の観点から、一部のエリアを有料化や、市外のお客様を有料化な

ど、収益性も考慮し、財政負担を軽減すべき 

〇より良くなるから 

〇管理ではなく、来場者へのサービスと言う発想が高まることが期待でき  

る 

〇民間のアイデアやノウハウを活用して公園の活性化に繋がることが期

待される 

〇飲食スペースなどの商業施設が充実することが期待されますが、入園料

とのバランスによります 

〇松戸市が魅力的な公園作りを過去に成功させた例がない。キッコーマン

アリーナのように名前を売ってでも魅力的で活用できるならば民営化

しても全く問題ない 

〇収益性があり魅力的な公園に変える事ができるから 

〇民間が入ることは賛成ですが、子育て世帯はなかなか家計が厳しい現状

です 助成を出していただき、安価なサービス（飲食含む）提供を期待

します 

〇市の直営だと管理者の都合の良い運営しかできない。民間管理になると

利用者を増やすためにアイデアを創出できる 

〇船橋アンデルセン公園にあるような雨でも楽しめる工作ができるよう

ならものがあると良いのではないでしょうか 

〇民間企業が運営する事により収益を上げなくてはならなくなるので、

様々な取組を行ってくれそう 

〇公園の維持にはすごくお金がかかると思います。なのでそこだけを取れ

ばとても賛成ですが、本当にそうした場合のデメリットもあります。一

回手離してしまった場合後戻りはできません。よく考えていただきたい

です。松戸市って楽しい公園が無いよね…っとよく言われます 

〇結局、収益を重視する企業が管理した方がより楽しめる環境を作る結果

につながると思う 

〇今まで公園に充てていた予算を他に当てるなら、保育や老朽化の進む市

内の公園に充ててほしい。またアンデルセン公園のような場所になるこ

とも期待できる 

〇放射能についての対策を強化して頂きたいから 

〇収支に対するシビアな目線と改善策の立案を期待したい 

〇市役所管轄だとアイデアがなく客観視もできず、魅力的な施設を作れず

に誰も足を運ばなくなり廃れていってしまうのが目に見えているから 

〇他都市での施設管理のノウハウの活用、及び社会変化への柔軟な対応力

が期待できるため 

〇多数の人に利用されるような設備環境が整えられ、多様なイベントのア
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イデアも生まれ来客数が増え経営もより安定すると思うから 

〇仕組み的に民間が運営した方が、最大活用でき、顧客満足の観点から施

設改善がしやすいのと、利益も作れると思う。実家のある地域でも、民

間が入ったことで、活性化につながっているケースを知っている 

〇民間委託のほうが活性化につながる。もっと他の自治体や活用事例を真

似して利用したくなる施設づくりをしてほしい 

〇市の運営のためどこか古くさい印象の公園作りになっている。遊びに行

きたい、21世紀の森じゃなきゃダメだって思わせられるような公園作り

のためには民間企業の経験や知識が必要ではないかと感じます 

〇松戸市での維持管理で運営することに反対はないが、全てを市で行う必

要はないのではないだろうか。運営の一部、飲食や遊具などは民間への

委託する方が収益を得ることが出来ると思われます 

〇新しいサービスが生まれ公園が活性化し、さらに人が増える 

〇駐車場料金が値上がる、入園料が発生するなら反対です。カフェなど、

おしゃれで魅力的な場所があればいいと思います 

〇民間企業の方が考えが柔軟でイベントや企画、アイデアが面白い。市の

事業は安いとかどの年代にも、とか中途半端で魅力が少ないものが多い

イベントにしても告知が曖昧で知られてないことが多い 

〇あまりテラスモールなどのように商業施設化することは望まない。ただ

今後の展開の柔軟性が上がるのであれば良いのではという気持ち 

〇子供から高齢者まで家族みんなで気軽にたくさん訪れたいと思える広

場になることを松戸市民として望みます。そうした条件を民間企業で実

現でき、古臭い公園から脱し、維持管理費の削減が見込めるのであれば、

民間企業による維持管理を導入しても良いと考えます 

〇公園として新たな活用方法について。セキュリティ強化できている街並

みにしたらどうか？イメージはビバリーヒルズ。病院やコンサートホー

ルへの利便性と自然豊かな土地、ドローンや無人タクシーなどが行き来

する近未来型都市を企業と共に進めていく提案です。住民税収入アップ

や地域活性化にもつながると思います 

〇公園を魅力的に運営する実力がある民間等に委託すべき。NYのブライア

ントパークの様に魅力的な運営により人を集め、収益(固定資産税の増

益を含め)をあげ、収益を運営に還元しより魅力的な運営をし、更に人

を集めるといったプラスのスパイラルを起こす仕組みをつくるべき 

〇すべてではなく、一部を民間に委託するといいと思います。一部をキャ

ンプ場にするなど。その収益で全体の運営の費用の足しにするなど。柏

の手賀沼の公園内にあるキャンプ場は民間に委託されています。こちら

の会社です 

〇柔軟な発想が生まれる 

〇民間企業が参入することで入園に費用がかかるようになれば、利用しな  

い 

〇民間企業に委託した際の収入源（有料利用となる部分）が見えないのが、

利用者としては判断しかねるところだが、人手が足りず市で苦労してい
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るなら、管理委託をするべきだと思う 

 

③イベント等の開催を期待 5件 

〇野外ライブ SOLIDEMO という 8 人グループオススメします。あとはサ

ンリオファンファンキティのリードくんとスピンちゃんショー、ハラミ

ちゃんのストリートピアノもオススメです 

〇魅力的なイベントが今はない 

〇役所の方々の公園に対する維持管理の仕方、イベントの打ち方は基本的

に使う人のニーズとずれている。もっとニーズを感じて企画力のある会

社に盛り上げて欲しい 

〇柔軟な設備運営とイベントの開催が可能になる 

〇行く機会がない 
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Ⅲクロス集計による分析 

 

１.回答者の属性区分 

 

（１）性別・年齢別構成 

・性別・年齢別構成として、性別２区分×年齢４区分※1＝８区分で分析し

た。なお、これ以上区分を増やすと傾向がつかめなくなるため、８区分に

とどめた。 

※1：①10・20代、②30代、③40代、④50代以上 

・性別・年齢別構成を見ると、男性では30代と40台の各々7.5％（139件）で

あるに対して、女性は同様の年齢層で30代が約４割（37.1％ 685件）、

40代が３割を超え（32.2％ 594件）、この２つの年齢層が全体の７割を

占める結果となった。 

 

・クロス集計結果表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 回答数（件） 構成比（％） 

１．男10代・20代 49 2.7 

２．男30代 139 7.5 

３．男40代 139 7.5 

４．男50代以上 73 4.0 

５．女10代・20代 85 4.6 

６．女30代 685 37.1 

７．女40代 594 32.2 

８．女50代以上 80 4.3 

 総数 1,844 100.0 
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・クロス集計結果グラフ（棒グラフ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・クロス集計結果グラフ（円グラフ） 
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５．女10代・20代
6%

６．女30代
47%

７．女40代
41%

８．女50代以上
6%

５．女10代・20代 ６．女30代 ７．女40代 ８．女50代以上
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（２）居住地・居住歴別構成 

・居住地・居住歴別構成として、居住地4区分※2×居住歴2区分※3＝８区分で

分析+した。なお、これ以上区分を増やすと傾向がつかめなくなるため、

８区分にとどめた。 

2：①松戸（1・2・3・4）、②常盤平（8・9・10・11）、③東部・矢切（5・

6）、④小金・新松戸（7・12・13・14・15）の４区分 

※3：①短期間（1年未満、1年以上～3年未満）、②長期間（3年以上～10年未

満、10年以上）の２区分 

・居住地・居住歴別構成を見ると、居住地は異なっても居住歴が長期間（3

年以上）の回答者が多い傾向にあり、小金・新松戸・長期が３割台半ば

（34.0％ 594件）、常盤平・長期が２割を超える（21.2％ 371件）結果

となった。 

 

・クロス集計結果表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

区分 回答数（件） 構成比（％） 

１．松戸・短期 27 1.5 

２．常盤平・短期 29 1.7 

３．東部・矢切・短期 39 2.2 

４．小金・新松戸・短期 37 2.1 

５．松戸・長期 290 16.6 

６．常盤平・長期 371 21.2 

７．東部・矢切・長期 361 20.6 

８．小金・新松戸・長期 594 34.0 

 総数 1,749 100.0 
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・クロス集計結果グラフ（居住地・居住歴別の件数） 

 
 

・短期・長期別結果グラフ（件数） 
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５．松戸・長期
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２.「21世紀の森と広場」の知名度・来園状況分析 

（１）認知状況 

①性別・年齢別構成（８区分） 

・性別・年齢別構成から「21世紀の森と広場」を知っている回答者（P13）

の割合を見ると、性別・年齢別との相関関係は見られない結果となった。 

・男性は知らない回答は皆無であり、女性でもほとんどの回答者が知ってお

り、女性30代（3件）、女性10代・40代（各々1件）で知らない回答者がわ

ずかながら存在する結果となった。なお、構成比は区分ごとの総数

（P49）に対する割合である。 

 

・認知状況のクロス集計結果表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・クロス集計結果グラフ（知っている割合） 

 

区分 回答数（件） 構成比（％） 

知っている 知らない 知る 知らず 

１．男10代・20代 49 0 100.0 - 

２．男30代 139 0 100.0 - 

３．男40代 139 0 100.0 - 

４．男50代以上 73 0 100.0 - 

５．女10代・20代 84 1 98.8 1.2 

６．女30代 679 3 99.1 0.4 

７．女40代 593 1 99.8 1.2 

８．女50代以上 80 0 100.0 - 

 総数 1,836 5 99.6 0.3 

平均 
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②居住地・居住歴別構成（８区分） 

・居住地・居住歴別構成から「21世紀の森と広場」を知っている回答者

（P13）の割合を見ると、居住地・居住歴別との相関関係は見られない結

果となった。居住地・居住歴別の特徴として、東部・矢切・短期（3件）

と小金・新松戸・長期（1件）に、知らない回答者をわずかに確認できる

ものの、わずかな結果となった。なお、構成比は区分ごとの総数（P52）

に対する割合である。 

 

・認知状況のクロス集計結果表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・クロス集計結果グラフ（知っている割合） 

  

区分 回答数（件） 構成比（％） 

知っている 知らない 知る 知らず 

１．松戸・短期 27 0 100.0 - 

２．常盤平・短期 27 0 93.1 - 

３．東部・矢切・短期 36 3 92.3 7.7 

４．小金・新松戸・短期 36 0 97.3 - 

５．松戸・長期 290 0 100.0 - 

６．常盤平・長期 371 0 100.0 - 

７．東部・矢切・長期 361 0 100.0 - 

８．小金・新松戸・長期 594 1 99.8 0.2 

 総数 1,742 4 99.6 0.2 

平均 
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（２）来園状況 

①性別・年齢別構成（８区分） 

・性別・年齢別構成から「21世紀の森と広場」に「行ったことがある」「行

ったことはない」回答者の割合（P14）を見ると、性別・年齢別との相関

関係は見られない結果となった。なお、構成比は区分ごとの総数（P49）

に対する割合である。 

・比較的、男性より女性の方が行ったことはない回答の割合が多く、女性30

代（12件）、女性40代（9件）に行ったことはない回答者が集中する結果

となった。 

 

・来園状況のクロス集計結果表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・クロス集計結果グラフ（行ったことがある割合） 

  

区分 回答数（件） 構成比（％） 

行ったことがある 行ったことはない ある ない 

１．男10代・20代 48 1 98.0 2.0 

２．男30代 131 5 94.2 3.6 

３．男40代 136 3 97.8 2.2 

４．男50代以上 71 1 97.3 1.4 

５．女10代・20代 79 4 92.9 4.7 

６．女30代 653 12 95.3 1.8 

７．女40代 578 9 97.3 0.2 

８．女50代以上 80 0 100.0 - 

 総数 1,776 35 96.3 1.9 

平均 
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②居住地・居住歴別構成（８区分） 

・居住地・居住歴別構成から「21世紀の森と広場」に行ったことはある回答

者（P14）の割合を見ると、居住地・居住歴別との強い相関関係は見られ

ないものの、居住歴が長い回答者の方が、比較的に行ったことがある割合

が高い結果となった。特に、「21世紀の森と広場」が位置する常盤平・長

期では、殆ど（98.1P 364件）が行ったことがあると答えている。なお、

構成比は区分ごとの総数（P528）に対する割合である。 

・短期より長期の方が行ったことはない回答件数は多く、東部・矢切・長

期、小金・新松戸・長期が各々（15件）の結果となった。 

 

・来園状況のクロス集計結果表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・クロス集計結果グラフ（行ったことがある割合） 

 

  

区分 回答数（件） 構成比（％） 

行ったことがある 行ったことはない ある ない 

１．松戸・短期 24 3 88.9 11.1 

２．常盤平・短期 26 3 89.7 10.3 

３．東部・矢切・短期 35 2 89.7 5.1 

４．小金・新松戸・短期 31 6 83.8 16.2 

５．松戸・長期 279 9 96.2 3.1 

６．常盤平・長期 364 6 98.1 1.6 

７．東部・矢切・長期 346 15 95.8 4.2 

８．小金・新松戸・長期 577 15 97.0 2.5 

 総数 1,682 59 96.2 3.7 

平均 
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（３）来園頻度状況 

①性別・年齢別構成（８区分） 

・性別・年齢別構成から「21世紀の森と広場」への来園頻度（P15）につ

て、性別・年齢別との強い相関関係は見られないものの、来園頻度が高い
※4回答者の割合を見ると男50歳以上で4割（41.1P 30件）と比較的高く、

反対に来園頻度が低い4回答者の割合を見ると女40代が８割（80.1P 476

件）と比較的高い結果となった。なお、構成比は区分ごとの総数（P49）

に対する割合である。 

※4：利用頻度高（ほぼ毎日、週2～3日程度、週1回程度、月1回程度）、利用

頻度低（年間数回程度） 

 

・来園頻度状況のクロス集計結果表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・クロス集計結果グラフ（利用頻度高のポイント） 

  

区分 回答数（件） 構成比（P） 

利用頻度高 利用頻度低 高 低 

１．男10代・20代 14 33 28.6 67.3 

２．男30代 40 90 28.8 64.7 

３．男40代 39 97 28.1 69.8 

４．男50代以上 30 41 41.1 56.2 

５．女10代・20代 20 59 23.5 69.4 

６．女30代 140 511 20.4 74.6 

７．女40代 99 476 16.7 80.1 

８．女50代以上 24 54 30.0 67.5 

 総数 406 1,361 22.0 73.8 

平均 
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②居住地・居住歴別構成（８区分） 

・居住地・居住歴別構成から「21世紀の森と広場」への来園頻度（P15）に

つて、居住地・居住歴との強い相関関係は見られないものの、来園頻度が

高い※4回答者の割合を見ると、本公園近傍の常盤平・長期で約３割

（28.8P 107件）と比較的高く、反対に東部・矢切・短期では約1割

（7.7P 3件）と低い結果となった。なお、構成比は区分ごとの総数

（P52）に対する割合である。 

※4：利用頻度高（ほぼ毎日、週2～3日程度、週1回程度、月1回程度）、利用

頻度低（年間数回程度） 

 

・来園頻度状況のクロス集計結果表 

 

・クロス集計結果グラフ（利用頻度高のポイント） 

 

 
  

区分 回答数（件） 構成比（P） 

利用頻度高 利用頻度低 高 低 

１．松戸・短期 6 18 22.2 66.7 

２．常盤平・短期 7 19 24.1 65.5 

３．東部・矢切・短期 3 31 7.7 79.5 

４．小金・新松戸・短期 9 22 24.3 59.5 

５．松戸・長期 47 228 16.2 78.6 

６．常盤平・長期 107 257 28.8 69.3 

７．東部・矢切・長期 65 279 18.0 77.3 

８．小金・新松戸・長期 138 437 23.2 73.4 

 総数 382 1,291 21.8 73.8 

平均 
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（４）来園伴者状況 

①性別・年齢別構成（８区分） 

・性別・年齢別構成から「21世紀の森と広場」に来園する際の伴者※5

（P16）の回答は家族が殆どであり、性別・年齢別構成と強い相関関係は

見られないものの、女50代以上で友人の割合が約２割（18.8P 15件）と

高い結果となった。なお、構成比は区分ごとの総数（P49）に対する割合

である。 

※5：①友人（友人・知人、恋人）、②家族（夫婦、家族）、③その他（一

人、団体） 

 

・来園伴者状況のクロス集計結果表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・クロス集計結果グラフ（友人・家族のポイント） 

  

区分 回答数（件） 構成比（P） 

友人 家族 その他 友人 家族 他 

１．男10代・20代 4 42 2 8.2 85.7 4.1 

２．男30代 3 127 1 2.2 91.4 0.7 

３．男40代 3 130 3 3.2 93.5 2.2 

４．男50代以上 7 40 24 9.6 54.8 32.9 

５．女10代・20代 6 66 7 7.1 77.6 8.2 

６．女30代 35 609 6 5.1 88.9 0.9 

７．女40代 20 543 12 3.4 91.4 2.0 

８．女50代以上 15 55 9 18.8 68.8 11.3 

 総数 93 1,612 64 5.0 87.5 3.5 

家族の平均 
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②居住地・居住歴別構成（８区分） 

・居住地・居住歴別構成から「21世紀の森と広場」に来園する際の伴者※5

（P16）の回答は家族が殆どであり、居住地・居住歴別構成と強い相関関

係は見られないものの、松戸・短期で友人の割合が約1割（7.4P 2件）と

高い結果となった。なお、構成比は区分ごとの総数（P52）に対する割合

である。 

※5：①友人（友人・知人、恋人）、②家族（夫婦、家族）、③その他（一

人、団体） 

 

・来園伴者状況のクロス集計結果表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・クロス集計結果グラフ（友人・家族のポイント） 

 
  

区分 回答数（件） 構成比（P） 

友人 家族 その他 友人 家族 他 

１．松戸・短期 2 16 0 7.4 59.3 - 

２．常盤平・短期 1 24 0 3.4 82.8 - 

３．東部・矢切・短期 1 33 1 2.6 84.6 2.6 

４．小金・新松戸・短期 0 31 0 - 83.8 - 

５．松戸・長期 12 261 5 4.1 90.0 1.7 

６．常盤平・長期 19 324 18 5.1 87.3 4.9 

７．東部・矢切・長期 16 313 14 4.4 86.7 3.9 

８．小金・新松戸・長期 39 500 27 6.6 84.0 4.5 

 総数 90 1,502 65 5.1 85.9 3.7 

家族の平均 



 

63 

 

（５）利用場所状況 

①性別・年齢別構成（８区分） 

・性別・年齢別構成により「21世紀の森と広場」で良く利用する場所

（P17）の割合を見ると、性別・年齢別構成との相関関係は弱いものの、

全般的に「1位：光と風の広場」が約６割（60P前後）、「2位：水とこか

げの広場」が約６割（60P前後）を占めるのに対して、男10・20代では「1

位：光と風の広場」が７割（73.5P 36件）、「2位：水とこかげの広場」

の割合が６割台半ば（65.3P 32件）と高い結果となった。なお、1・2位

の構成比は、区分ごとの総数（P49）に対する割合である。 

 

・利用場所状況のクロス集計結果表（回答数ベース） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・クロス集計結果グラフ（光と風、水と木陰のポイント） 

  

区分 回答数（件） 構成比（P） 

1位の場所 2位の場所 1位 2位 

１．男10代・20代 36 32 73.5 65.3 

２．男30代 96 89 69.1 64.0 

３．男40代 93 87 66.9 62.6 

４．男50代以上 40 40 57.8 57.8 

５．女10代・20代 54 43 63.5 50.6 

６．女30代 439 378 64.1 55.2 

７．女40代 405 345 68.2 58.1 

８．女50代以上 54 47 67.5 58.8 

総数 1,217 1,061 66.0 57.5 

光と風の平均 
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②居住地・居住歴別構成（８区分） 

・居住地・居住歴別構成から「21世紀の森と広場」で良く利用する場所

（P17）を見ると居住地・居住歴別構成との相関関係との相関関係は弱い

ものの、全般的に「1位：光と風の広場」が約６割（60P前後）を占めるの

に対して、常盤平・長期では「1位：光と風の広場」が約８割（76.0P 

282件）、「2位：水とこかげの広場」の割合が６割（61.2P 227件）と高

い結果となった。なお、1・2位の構成比は、区分ごとの総数（P52）に対

する割合である。 

 

・利用場所状況のクロス集計結果表（回答数ベース） 

 

・クロス集計結果グラフ（光と風、水と木陰のポイント） 

  

区分 回答数（件） 構成比（P） 

1位の場所 2位の場所 1位 2位 

１．松戸・短期 16 16 59.3 59.3 

２．常盤平・短期 16 15 55.2 51.7 

３．東部・矢切・短期 21 20 53.8 51.3 

４．小金・新松戸・短期 19 21 51.4 56.8 

５．松戸・長期 183 159 63.1 54.8 

６．常盤平・長期 282 227 76.0 61.2 

７．東部・矢切・長期 224 202 62.0 56.0 

８．小金・新松戸・長期 392 353 65.9 59.7 

総数 1,153  1,013 65.9 57.9 

光と風の平均 
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（６）利用目的状況 

①性別・年齢別構成（８区分） 

・性別・年齢別構成から「21世紀の森と広場」での目的（P18）を見ると、

全般的に「1位：子どもの遊び」が約７割（70P前後）を占め、性別・年齢

別構成との相関関係は弱いものの、女30代で「1位：子どもの遊び」が約

８割（77.2P 529件）と高くなり、男40代で「2位：夫婦、家族と遊ぶ」

が６割（61.9P 86件）と高い結果となった。なお、1・2位の構成比は、

区分ごとの総数（P49）に対する割合である。 

 

・利用目的状況のクロス集計結果表（回答数ベース） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・クロス集計結果グラフ（子ども、夫婦のポイント） 

 

  

区分 回答数（件） 構成比（P） 

1位の目的 2位の目的 1位 2位 

１．男10代・20代 23 29 46.9 59.2 

２．男30代 105 75 75.5 54.0 

３．男40代 100 86 71.9 61.9 

４．男50代以上 26 29 35.6 39.7 

５．女10代・20代 44 37 51.8 43.5 

６．女30代 529 332 77.2 48.5 

７．女40代 420 299 70.7 50.3 

８．女50代以上 31 38 38.7 47.5 

総数 1,278 925 69.3 50.2 

子どもの平均 
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②居住地・居住歴別構成（８区分） 

・居住地・居住歴別構成から「21世紀の森と広場」での目的（P18）を見る

と、全般的に「子どもの遊び」が約７割（70P前後）を占め、居住地・居

住歴別構成との相関関係は弱いものの、常盤平・短期で「1位：子どもの

遊び」が約８割（82.8P 24件）と高くなり、小金・新松戸・短期で「2

位：夫婦、家族と遊ぶ」が６割（62.2P 23件）と高い結果となった。な

お、1・2位の構成比は、区分ごとの総数（P52）に対する割合である。 

 

・利用目的状況のクロス集計結果表（回答数ベース） 

 

・クロス集計結果グラフ（子ども、夫婦のポイント） 

  

区分 回答数（件） 構成比（P） 

1位の目的 2位の目的 1位 2位 

１．松戸・短期 21 11 77.8 40.7 

２．常盤平・短期 24 13 82.8 44.8 

３．東部・矢切・短期 28 15 71.8 38.5 

４．小金・新松戸・短期 23 23 62.2 62.2 

５．松戸・長期 214 152 73.8 52.4 

６．常盤平・長期 259 189 69.8 50.9 

７．東部・矢切・長期 264 185 73.1 51.2 

８．小金・新松戸・長期 404 306 68.0 51.5 

総数 1,237 894 70.7 51.1 

子どもの平均 
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（７）非利用理由状況 

①性別・年齢別構成（８区分） 

・性別・年齢別構成により「21世紀の森と広場」を利用しない理由※6を

（P22）見ると、性別・年齢別構成との相関関係は弱く、総数が少ないた

め判断することは難しいものの、男性30代と女30代・40代で利用しない理

由を示す回答者が存在する結果となった。利用しない理由は件数的に16件

と、「交通アクセスが悪い」ことを割合が高い。 

・構成比は総数40件（問2の2番目と4番目の回答者総数）に対する割合であ

る。 

※6：その他を除く他の項目 

 

・非利用理由状況のクロス集計結果表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②居住地・居住歴別構成（８区分） 

・居住地・居住歴別構成により「21世紀の森と広場」を利用しない理由※8を

（P22）見ると、居住地・居住歴別構成との相関関係は弱く、総数が少な

いため判断することは難しいものの、東部・矢切・長期と小金・新松戸・

短期で利用しない理由を示す回答者が存在する結果となった。利用しない

理由は件数的に17件と、「交通アクセスが悪い」ことを割合が高い。 

・構成比は総数40件（問2の2番目と4番目の回答者総数）に対する割合であ

る。 

※8：その他を除く他の項目 

 

 

区分 回答数（件） 構成比（％） 

アクセス 駐車料金 他の施設 ｱｸｾｽ 料金 施設 

１．男10代・20代 1 - - 2.5 - - 

２．男30代 5 2 3 12.5 2.5 7.5 

３．男40代 1 1 - 2.5 2.5 - 

４．男50代以上 1 1 - 2.5 2.5 - 

５．女10代・20代 - - - - - - 

６．女30代 4 2 5 10.0 5.0 12.5 

７．女40代 4 1 1 10.0 2.5 2.5 

８．女50代以上 - - - - - - 

 総数 16 7 9 40.0 17.5 22.5 
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・非利用理由状況のクロス集計結果表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

区分 回答数（件） 構成比（％） 

アクセス 駐車料金 他の施設 ｱｸｾｽ 料金 施設 

１．松戸・短期 1 - - 2.5 - - 

２．常盤平・短期 - - 1 - - 2.5 

３．東部・矢切・短期 2 - - 2.5 - - 

４．小金・新松戸・短期 3 3 3 7.5 7.5 7.5 

５．松戸・長期 2 1 - 2.5 2.5 - 

６．常盤平・長期 - 2 - - 2.5 - 

７．東部・矢切・長期 7 - - 17.5 - - 

８．小金・新松戸・長期 2 2 2 2.5 2.5 2.5 

 総数 17 8 6 42.5 20.0 15.0 
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３.「21世紀の森と広場」の魅力向上要素分析 

 

（１）魅力向上要素 

①性別・年齢別構成（８区分） 

・性別・年齢別構成により「21世紀の森と広場」の魅力を高めるための要素

の１位・２位（P24）について見ると、全般的に「1位：自然環境を活かし

た遊び場、遊具の提供」が約６割（60P前後）を占め、性別・年齢別構成

との相関関係は弱いものの、女30代で「1位：自然環境を活かした遊び

場、遊具の提供」が約７割（66.1P 453件）と高くなり、同じく「2位：

トイレなどの老朽化施設の改修」が５割（53.3P 365件）と高い結果とな

った。なお、1・2位の構成比は、区分ごとの総数（P49）に対する割合で

ある。 

 

・魅力向上要素のクロス集計結果表（回答数ベース） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

・クロス集計結果グラフ（自然環境、トイレ等のポイント） 

  

区分 回答数（件） 構成比（P） 

1位の要素 2位の要素 1位 2位 

１．男10代・20代 27 14 55.1 28.6 

２．男30代 88 50 63.3 36.0 

３．男40代 92 43 66.2 30.9 

４．男50代以上 26 23 35.6 31.5 

５．女10代・20代 44 43 51.8 50.6 

６．女30代 453 365 66.1 53.3 

７．女40代 357 251 60.1 42.3 

８．女50代以上 26 26 32.5 32.5 

総数 1,113 815 60.4 44.2 

自然環境の平均 
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②居住地・居住歴別構成（８区分） 

・居住地・居住歴別構成から「21世紀の森と広場」の魅力を高めるための要

素の１位・２位（P24）を見ると、全般的に「1位：自然環境を活かした遊

び場、遊具の提供」が約６割（60P前後）を占め、居住地・居住歴別構成

との相関関係は弱いものの、常盤平・短期で「1位：自然環境を活かした

遊び場、遊具の提供」が約７割（69.0P 20件）と高くなり、東部・矢

切・短期で「2位：トイレなどの老朽化施設の改修」が５割（53.8P 21

件）と高い結果となった。なお、1・2位の構成比は、区分ごとの総数

（P52）に対する割合である。 

 

・魅力向上要素のクロス集計結果表（回答数ベース） 

 

・クロス集計結果グラフ（自然環境、トイレ等のポイント） 

  

区分 回答数（件） 構成比（P） 

1位の要素 2位の要素 1位 2位 

１．松戸・短期 15 14 55.6 51.9 

２．常盤平・短期 20 11 69.0 37.9 

３．東部・矢切・短期 22 21 56.4 53.8 

４．小金・新松戸・短期 21 14 56.8 37.8 

５．松戸・長期 187 124 64.5 42.8 

６．常盤平・長期 227 178 61.2 48.0 

７．東部・矢切・長期 227 153 62.9 42.4 

８．小金・新松戸・長期 366 253 61.6 42.6 

総数 1,085 768 62.0 43.9 

自然環境の平均 
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４.「21世紀の森と広場」の民間企業の維持管理への意向分析 
 

（１）民間企業が維持管理する方式への意向 

①性別・年齢別構成（８区分） 

・性別・年齢別構成により「21世紀の森と広場」を民間企業による維持管理

方式への意向（P42）を見ると、全般的に「民間企業が維持管理する方式

に賛成する」が約５割（50P前後）を占め、性別・年齢別構成との相関関

係は弱いものの、男30代で「民間企業が維持管理する方式に賛成する」が

約７割（67.6P 94件）と高くなり、反対に「市が維持管理する現在の方

法でよい」について女50代で約４割（37.5P 30件）と高い結果となっ

た。なお、各構成比は、区分ごとの総数（P49）に対する割合である。 

 

・民間企業方式のクロス集計結果表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・クロス集計結果グラフ（民間、市のポイント） 

  

区分 回答数（件） 構成比（P） 

民間 市 民間 市 

１．男10代・20代 18 15 36.7 30.6 

２．男30代 94 30 67.6 21.6 

３．男40代 84 38 60.4 27.3 

４．男50代以上 42 25 57.5 34.2 

５．女10代・20代 44 19 51.8 22.4 

６．女30代 381 139 55.6 20.3 

７．女40代 359 106 60.4 17.8 

８．女50代以上 33 30 41.3 37.5 

総数 1,055 402 57.2 21.8 

民間の平均 
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②居住地・居住歴別構成（８区分） 

・居住地・居住歴別構成から「21世紀の森と広場」を民間企業による維持管

理方式への意向（P42）を見ると、全般的に「民間企業が維持管理する方

式に賛成する」が約６割（60P前後）を占め、居住地・居住歴別構成との

相関関係は弱いものの、常盤平・短期で「民間企業が維持管理する方式に

賛成する」が約７割（65.5P 19件）と高くなり、反対に「市が維持管理

する現在の方法でよい」について東部・矢切・長期で約３割（27.1P 98

件）と高い結果となった。各構成比は、区分ごとの総数（P52）に対する

割合である。 

 

・民間企業方式のクロス集計結果表 

 

・クロス集計結果グラフ（民間、市のポイント） 

 
  

区分 回答数（件） 構成比（P） 

民間 市 民間 市 

１．松戸・短期 15 6 55.6 22.2 

２．常盤平・短期 19 3 65.5 10.3 

３．東部・矢切・短期 23 7 59.0 17.9 

４．小金・新松戸・短期 19 9 51.4 24.3 

５．松戸・長期 176 54 60.7 18.6 

６．常盤平・長期 183 96 49.3 25.9 

７．東部・矢切・長期 217 98 60.1 27.1 

８．小金・新松戸・長期 356 123 59.9 20.7 

総数 1,008 376 57.6 21.5 

民間の平均 
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（２）民間企業が維持管理する方式に賛同する理由 

①性別・年齢別構成（８区分） 

・性別・年齢別構成により「21世紀の森と広場」を民間企業が維持管理する

方式に賛同するの要素の１位・２位（P42）を見ると、全般的に「移動販

売・キッチンカーが出店するなど、より気楽にピクニックができる」が約

４割（40P前後）を占め、性別・年齢別構成との相関関係は弱いものの、

男30代で「1位：移動販売・キッチンカーが出店するなど、より気楽にピ

クニックができる」及び「2位：民間企業が、新たに運動施設や教育施設

などを建設することにより、その収入を維持管理費に活用することで、市

の財政負担が削減される」が各々約４割（38.1P 53件）と高い結果とな

った。なお、1・2位の構成比は、区分ごとの総数（P49）に対する割合で

ある。 

 

・賛同理由のクロス集計結果表（回答数ベース） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・クロス集計結果グラフ（移動販売、民間企業のポイント） 

  

区分 回答数（件） 構成比（P） 

1位の理由 2位の理由 1位 2位 

１．男10代・20代 6 12 12.2 24.5 

２．男30代 53 53 38.1 38.1 

３．男40代 44 48 31.7 34.5 

４．男50代以上 21 23 28.8 31.5 

５．女10代・20代 28 26 32.9 30.6 

６．女30代 248 209 36.2 30.5 

７．女40代 199 213 33.5 35.9 

８．女50代以上 17 19 21.3 23.8 

総数 616 603 33.4 32.7 

移動販売の平均 
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②居住地・居住歴別構成（８区分） 

・居住地・居住歴別構成から「21世紀の森と広場」を民間企業が維持管理す

る方式に賛同する要素の１位・２位（P42）を見ると、全般的に「1位：移

動販売・キッチンカーが出店するなど、より気楽にピクニックができる」

が約４割（40P前後）を占めており、居住地・居住歴別構成との相関関係

は弱いものの、小金・新松戸・長期で「1位：移動販売・キッチンカーが

出店するなど、より気楽にピクニックができる」が約４割（38.5P 229

件）、常盤平・短期で「2位：民間企業が、新たに運動施設や教育施設な

どを建設することにより、その収入を維持管理費に活用することで、市の

財政負担が削減される」が約４割（41.4P 12件）と高い結果となった。

なお、1・2位の構成比は、区分ごとの総数（P52）に対する割合である。 

 

・賛同理由のクロス集計結果表（回答数ベース） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・クロス集計結果グラフ（（移動販売、民間企業のポイント） 

  

区分 回答数（件） 構成比（P） 

1位の理由 2位の理由 1位 2位 

１．松戸・短期 8 8 29.6 29.6 

２．常盤平・短期 10 12 34.5 41.4 

３．東部・矢切・短期 15 15 38.5 38.5 

４．小金・新松戸・短期 10 12 27.0 32.4 

５．松戸・長期 107 100 36.9 34.5 

６．常盤平・長期 105 116 28.3 31.3 

７．東部・矢切・長期 126 133 34.9 36.8 

８．小金・新松戸・長期 229 215 38.5 36.1 

総数 610 611 34.9 34.9 

移動販売の平均 



 

75 

 

Ⅳ調査結果及び考察 

 

①回答者の属性 

・主な対象として、幼稚園と小学校の保護者としたため、想定通りの30代・

40代からの回答を得ることが出来た。しかし、その回答者の７割が女性で

あり、男性は2割にも満たない結果となった。 

・居住地別にみると、特に地域差が存在する訳ではなく、「21世紀の森と広

場」が位置する「常盤平地区・常盤平団地地区」で、若干多く回答を得て

いる。市の居住歴では、10年以上居住する回答者が６割近くを占め、3年

から未満しか居住していない回答者の割合は１割に満たない結果となっ

た。 

 

②「21世紀の森と広場」の認知度と利用状況 

・本アンケート調査では、「21世紀の森と広場」を知らない方や知っている

が来たことがない方が、どの様にしたら来てもらえるかを把握すること

が、調査目的の一つとしている。 

・回答者のほとんどは、「21世紀の森と広場」の存在は認知しており、殆ど

の回答者が「21世紀の森と広場」を来訪している。しかし、その来訪頻度

は、８割近くが「年数回程度」と回答しており、来園頻度が極端に低い状

況にあることが判明した。 

・来園頻度は低いものの、９割が家族とともに、特にパーセンターに近い

「光と風の広場：約7割」や「水とこかげの広場：約６割」を訪れて、

「子どもの遊び」や「夫婦、家族と遊ぶ」ことを目的に来園している。 

・「21世紀の森と広場」に「行ったことがない」「行ってみたいとは思わな

い」回答者は40件と少なく、統計的に優位性を判断できないが、「交通ア

クセスが悪い」が約５割を占める結果となった。 

 

③「21世紀の森と広場」の魅力向上要素 

・来園頻度は低いものの、「21世紀の森と広場」の魅力を高める要素とし

て、上から10番目に記載した「自然環境を活かした遊び場、道具の提供」

が６割を占め、「21世紀の森と広場」の自然環境の価値を高く評価し、そ

の魅力を高める事を求めている。 

・一方、来園頻度は低いものの、上から8番目の「トイレなどの老朽施設の

改善」が４割台半ばを占め、既存のコンベンション施設の問題点を指摘し

ており、公園施設の改善により魅力を高める事が求めている。 
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④「21世紀の森と広場」の民間企業への維持管理への意向 

・民間企業が維持管理する方式について、約６割の回答者が賛同している。

その理由としては、「移動販売・キッチンカーが出店するなど、より気軽

にピクニックができる」と「民間企業が、新たに運動施設や教育施設など

を建設することにより、その収入を維持管理費に活用することで、市の財

政的負担が削減される」が各々約６割を占め、回答者は新たな施設づくり

を求めている。 

 

⑤クロス集計による分析 

・性別・年齢別に見ると、回答者の７割を女30代・女40代が占め、居住地・

居住歴別にみると、比較的居住歴が10年以上の回答者が中心となる結果と

なった。 

・認知度は、性別・年齢別構成と居住地・居住歴別構成との相関関係は見ら

れないものの、性別・年齢別では女10代・20代、居住地・居住歴別では東

部・矢切・短期において、「知っている」割合が低いことが判明した。 

・来園状況は、性別・年齢別構成と居住地・居住歴別構成との相関関係は見

られないものの、性別・年齢別では男女とも10代・20代、居住地・居住歴

別では短期居住者の方が、「行ったことがある」割合が低いことが判明し

た。 

・来園頻度は、性別・年齢別構成と居住地・居住歴別構成との相関関係は見

られないものの、性別・年齢別では女30代・40代、居住地・居住歴別では

東部・矢切・短期において、「利用頻度高」割合が低いことが判明した。 

・来園伴者は、性別・年齢別構成と居住地・居住歴別構成との相関関係は見

られないものの、性別・年齢別では男50代以上、居住地・居住歴別では松

戸・短期において、「家族」を伴い来園する割合が低いことが判明した。 

・利用場所は、1位が「光と風の広場」、２位が「水とこかげの広場」であ

り、性別・年齢別構成と居住地・居住歴別構成に見て、特に異なる区分は

見られないことが判明した。 

・利用目的は、1位が「子どもの遊び」、２位が「夫婦、家族で遊ぶ」であ

り、性別・年齢別構成と居住地・居住歴別構成との相関関係は見られない

ものの、性別・年齢別では男女10代・20代と50代以上、居住地・居住歴別

では小金・新松戸・短期と長期において、「子どもの遊び」を目的とする

する割合が低いことが判明した。 

・非利用理由は、総数が40件のため、統計的に優位性を判断することは難し

いものの、男性30代、小金・新松戸・短期において利用しない回答をして

いる割合が高いことが判明した。 

・魅力向上要素は、1位「自然環境を活かした遊び場、遊具の提供」、２位
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が「トイレなどの老朽化施設の改修」であり、性別・年齢別構成と居住

地・居住歴別構成との相関関係は見られないものの、女30代で1・2位の割

合が高く、常盤平・短期で1位が東部・矢切・短期で2位の割合が高いこと

が判明した。 

・民間企業の維持管理に対しては、性別・年齢別構成と居住地・居住歴別構

成との相関関係は見られないものの、性別・年齢別では男30代、居住地・

居住歴別では常盤平・短期で賛同する割合が高く、反対に市による管理を

求める割合が高いのは、女50代以上と東部・矢切・長期であることが判明

した。 

・民間企業の維持管理に対して賛同する理由としては、性別・年齢別構成と

居住地・居住歴別構成との相関関係は見られないものの、性別・年齢別で

は男30代、居住地・居住歴別では小金・新松戸・長期で１位の割合が高

く、2位割合が男30代と常盤平・短期で高いことが判明した。 
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Ⅴ自由記載 

自由記載内容 934 件 
  １）「21 世紀の森と広場」の魅力を高く評価する意見 167 件 
  ２）「21 世紀の森と広場」の利用希望・施設要望に関する意見 375 件 
  ３）「21 世紀の森と広場」の規制や危険性を危惧する意見 82 件 
  ４）「21 世紀の森と広場」の維持管理に関する意見 173 件 
  ５）「21 世紀の森と広場」と他公園を比較する意見 59 件 
  ６）広く松戸市の公園行政に関する意見 78 件 
 
１）「21 世紀の森と広場」の魅力を高く評価する意見 167 件 
〇あれだけ広い広場なのに十分に活用されていない印象を受けるので、もっと

みんなが行きたくなるような千葉の代表的な公園になってほしい。 

〇子どもを遊ばせる場所として利用していたので、大きくなってから行かなく

なってしまいましたがとても素晴らしい場所だと思いますし、個人的にはペ

ット OKだと嬉しいです。 

〇妊娠中に一度訪れました。全体を散策したわけではないですが、広く、自然

溢れる素敵な場所だと思いますが、こどもが生まれた今思うのは、遊具など

がなく、少し物足りなさを感じました。 

〇今回のリニューアルは画期的だと思う。維持管理は大変だが、変化があれば、

また行こうと思える。もう何度も行った事があるが、全エリアを散策しきれ

ていないので、また行きたいと思う。冬の寒い時期にも、なにかイベント等

があれば、利用者が増えると思う。 

〇無料でこんなにこどもが遊べる場所があることに本当に感謝しています。新

しく滑り台とかも新設されるのも楽しみです！駐車場が高いので、ポイント

カード制にして 10回行くと 1回無料になるとかあるといいなと思います。 

〇公園が一望できないから何がどこにあるか地図をみてもよくわからない。夏

場に水遊びができる場所を増やしてほしい。(川、ミスとシャワー以外)珍し

い生き物もいいですが、より身近な生物をパークセンター内ではなく公園の

中でみられたら子供もいい経験になる。(かえる、オタマジャクシ、カブト

ムシ)時々大音量で曲を流している人がいるのやめてほしい。吉川市の緑の

丘公園みたいに池の上に歩道をつけてほしい。マツボックリを探しにいった

のになかつた。ザリガニ釣りができていい。花もいつもきれいに咲いてる。

どんぐりの種類が沢山あって楽しい。三郷公園、アンデルセン公園みたいな

遊具、アスレチックがあったらいい。松戸市は「ゆいのはな公園」のような

高齢者向けの公園は多いが、遊び盛りの幼児から小学生が思い切り遊べる公

園が少ないと思う。 

〇松戸市民にとって大切な施設のひとつです。どうか無くさないでください。 

〇子供がストライダーの練習をしたがるため、利用可能な公園に遠征してま

す。（近隣だと柏の葉公園、みさと公園など）広さと自然は東葛地区屈指だ
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と思いますので、もう少し柔軟な対応があれば最高です！ 

〇近くに駅が出来ると聞いております。人々の集客力が増すと思います。広場

とホールの役割りの一体化も考え、十分発揮できる様な建設的なプロジェク

トの活動を期待します 

〇自然豊かな環境に親しむところになるとよい。 

〇自然尊重型の公園が売り物が良いところだが、藪が鬱蒼としてくると、業者

が刈り払ってしまうのでバッタ類が少なくなることになっている。バッタが

少なくなると芋づる式に生き物の種類が単一化しがちです。多様性の視点を

大事にしたい。 

〇いつもお世話になっております。 

〇自然がたくさん有り穏やかな気持ちで過ごせる。遊具が出来るのでスペース

が狭くなるのが残念。コロナがおさまったら、色々なイベント開催がされる

事を楽しみにしています。 

〇たっぷりと一日かけて過ごしたいので、おいしい昼食をゆっくり取れる場所

(カフェテリアや移動販売など)が複数あると、家族で行きやすくなります。 

〇スタッフもすばらしいです。ただ、食堂でスパゲティのソースにビニールが

混入していた際に、スタッフの方がその時は対応よかったのですな、帰る際

に厨房の方がまだいるの？と話していて悲しかったです。 

〇新しく建物、箱物を作ったりせず、自然をたくさん残して欲しい。 

〇川がキレイで気持ちよくすごせました。 

〇緑がたくさんあってよい。 

〇松戸市のシンボルだと思う。船橋市のアンデルセン公園のように有名にな

り、子育てナンバーワンの松戸市を象徴する永久的な公園であってほしい。 

〇今のままで充分魅力的です。これからも利用します。 

〇いつも行くたびに綺麗にしているなぁと思っています。ありがとうございま

す。せっかく広いので、遊具が沢山あれば子連れももっと集まると思います。

財源確保は大変だと思いますが、子育て世代にはとてもありがたいです。私

も生まれた時から松戸に住んでおりますが、結婚し子供を産んでからの方が

圧倒的に利用回数は多いですし、行って思う事はやはり子育て世代と年配の

方の利用、あとコスプレイヤーの方達の利用が多いのでそこに絞ってもっと

利用しやすいように生かして行くのが良いと思います。 

〇あれだけの広大な敷地があるので、民間参入し、更に活発な活動と継続した

敷地の維持をお願いしたいです。また高齢者も多く訪れるため、車椅子でも

楽しめる花壇の位置(たかめ)バリアフリーの温室など、四季折々の風景が楽

しめる区画があるのも良いのでないでしょうか？子ども達がお世話になっ

ている森。子ども達が成長し、「ここはね」と次世代へ語り継がれる場所で

あり続けられることを願っております。 

〇今のままが好きです。生まれた時からずっと松戸市民で小さい頃からいって

いま場所に今は子供を連れていく場所に変わったけど、公園が変わってしま

うのは寂しいです。 
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〇私たち人間中心の利用方法ではなくそこに棲息する全て生き物の命を大切

にしていくことをポリシーとして欲しい。 

〇遊具ができるのは良いと思いますが、普通の公園と大差なくなるのでは？と

も思います。遊ぶだけでなく全世代が楽しめる癒しある空間になるといいと

思います。 

〇自然がいっぱいあって良いですね。 

〇活気がなく、冬場は閑散としているイメージが強い。みんなが行きたい、行

ってみたいと思える場所作りをお願いしたいです。 

〇民間企業が維持管理するお話が検討されているのでしょうか。それにより今

までできなかった試みが実現できるのは喜ばしいと思います。ですが、今は

入場無料なので小さい子連れでも大変行きやすいので、今後もし費用が発生

するにしても、できるだけ安くしてもらえる事を希望します。 

〇今回のコロナ禍の状況下で、近隣の緑地や公園などがとても重要な存在であ

ると気付かされたと感じます。小学校がいろいろな行事を取りやめる中で、

２１世紀の森と広場に多くの学校の子ども達が訪れ、公園の植物を探検ラリ

ーという形で学ぶ、という現場に自然観察指導員として入らせていただきま

した。松戸市の職員と地域の協力者が連携してアイデアを出しあい運営でき

たのは、この公園のスタイルがあってこそだと思います。今後の公園の運営

として利益優先のスタイルではなく、２１世紀の森と広場は松戸市の宝の場

所として、引続き大切に運営して欲しいです。 

〇今こどものための遊具が建設されていると思いますがこれ以上は増やして

欲しくないです。こどもは今まで特に遊具がなくても考えながらあの自然環

境の中で思う存分楽しんでいます。もちろん欲しいとの声も多いとは思いま

すが今の時代だからこそ今までの 21 世紀の森のような場所が必要だと思っ

ています。 

〇自然そのものとふれあえるとてもよい公園だと思う。できればあえて遊具は

設置しないで欲しかった。遊具などに頼らない遊びの発見の場であって欲し

かった。どろんこになって遊んだときに着替えたり洗ったりできる場所があ

れば良いと思う。 

〇あそびのすみかが楽しみです。早く行ってみたいです 

〇いつも 21 世紀の森と広場の管理維持に携わってくださるおかげで、市民と

して安心して遊べる、憩える、集える緑が素晴らしい場所に行く事ができる

事、幸せに思います。ありがとうございます。個人的には玉三白玉粉等の会

社が松戸市にはあるので、特産品が気軽に食べられる形や値段の名物屋台の

様な物があれば(団子汁やお焼き的な物)今より更に松戸の事も知ってもら

えて、来た人が食べ物や、地域の勉強にもなりとても好いのではないかと思

います。後は竹トンボやタコあげ、ベーゴマ、風車等昔の遊びや暮らしを博

物館内だけでなく、公園内でも購入できたり作れたりしても楽しいかと思い

ます。 

〇児童館などと、協力している。歌を歌う人と協力している。 

〇いつも綺麗にお手入れして頂いているおかけで、子ども達と気持ちよく、楽

しく遊べています。ありがとうございます。これからも、子ども達が楽しめ
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るイベントを期待しています。 

〇民営化にしますと、商業施設など宅地化する恐れがあるだけでなく、沼は地

盤沈下の原因となりかねないですので、民営化に難色です。緑や花など自然

を楽しむ現存が最良と申し上げます。新型コロナウイルスで呼吸困難の障害

があるため、緑や花の茎・葉の葉緑素が、二酸化炭素炭素を吸収し、人間の

呼吸で必要な酸素に作り変える光合成が働くよう、太陽の光が木漏れるよ

う、植樹のときには、それだけの間隔をあけることだと申し上げます。 

〇近くに広大できれいな公園があることを嬉しく思っています。維持管理もし

っかりしてくださり、感謝しています。多様な利用方法を柔軟に考えていた

だき、幅広い方たちの憩いの場となることを一層期待します。 

〇コスプレーヤーが多くて驚いた。子どもがびっくりしていた 

〇場所も、今までやってきてる事も、他県から越してきた者としては郡を抜け

てすごいと思った。膨大な広さの管理、コンサート等のイベント。他県では

していない規模だと思います。ただ、駐車場の狭さ、分かりずらさは正直あ

ります。それと、もっと宣伝してもいいと思います。HP でも見ない人は見

ないので、HP以外に、回覧板、掲示板、学校等に配布してもいいと思う。も

ったいない。 

〇内容がつまらない 

〇いつ行っても綺麗な公園で大変過ごしやすいです。 

〇世の中が落ち着いた頃にまた家族で遊びに行きたいと思います 

〇21 世紀の森と広場は豊かな自然が売りなのでキッチンカーは合わないと思

う 

〇子供が大好きな、どんぐりを拾った時に持ち帰らないよう指導されました。

もちろん咲いている花を摘み取ったのであれば理解できますがこのような

時は緩和してもらえればと思います。 

〇市の財産。せっかくの施設を、もっと有効に使って欲しいし使いたい 

〇小川遊びなど、小さい子供と親が一緒に遊べる場所が、たくさんあったらう

れしいです。 

〇とても広く美しい公園だと思います。行くたびにホッとできる場所です。ぜ

ひ魅力ある公園づくり期待しています。よろしくお願いします。 

〇花が綺麗で癒されています。 

〇定期的に家族で利用しています。ボールで遊んだり、走り回ったり、凧揚げ

したり。子どものオムツを変える場所があまりなく、困っています。清潔感

も足りないかなと。遊ぶ環境としては、周囲を気にしなくても良いので、大

変のんびりと過ごせます。これからも利用させて頂きます。 

〇コロナ禍でのリモートワークやキャンプ需要の高まりは、チャンスだと思い

ます。人混みに出かけられないからこそ、広い公園がもったいないです。有

効活用して欲しい。 

〇せっかく広大な緑の環境があるのに、遊ぶ子供たちが少ない印象。 

〇自然を生かした広々とした公園で大好きです。季節ごとにある各イベント

で、飲食店が並ぶとお店があるといいなと思うこともありますが、現状のま

まで充分かと思います。 
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〇いろいろな施設はあまり作ってほしく無いです。自然が多いゆったりした場

所であって欲しい。 

〇遊具がなく寂しいと思っていたので、これからできる遊具の広場が楽しみで

す。 

〇パーフェクトではなくとも、今のくらいがちょうどよいです。ほどほどにな

にもなく、ほどほどに講座があり、子どもがのんびり、のびのび楽しめてい

ます。どうか守り、続けてください！！ 

〇広いし自然がたくさん残っている素敵な場所です。正直現状維持でかまわな

いです。 

〇問 8 のように聞かれると、今のままでも良いとの選択肢がなく、提示された

選択肢から選んでしまいますが、今のままでもいいと思います。税金などに

よる市のお金なので、変更ありきで考えず、何が必要なのか検討しつつ進め

ていただきたいです。 

〇より広い世代に対して魅力あるオシャレな公園になったら嬉しいです。コロ

ナ禍のなか、屋外でのんびりゆったりできる場所になると素敵。屋外テレワ

ークとか、ピクニックセットの貸し出しとか 

〇自然が残っているのがここの良いところ。今後多少の変化はあっても、野鳥

の住める自然はそのままでいてほしい。 

〇今の感じも好き。のんびりしてて。色々足したことによって客層が変わった

りうるさい感じになったら足が遠のく。より良くなることに越したことはな

い。 

〇子どもと祖父母が 21 世紀の森と広場がとても好きでよく利用します。自然

観察会や昆虫観察会も好きなので探しやすいイベント告知方法ができたら、

とても嬉しいです。よろしくお願い致します。 

〇いつも子どもと利用させていただいています。広い広場や川、森があって、

3歳の息子との遊び場として最適です。自然にいる動物や虫にも触れられ、

息子とは「トトロの森」と呼んでいます。 

〇人混みを気にせず、のんびりしたい時に利用している。確かに民間が入れば

人が来ると思うが、今の自然が壊され人が多くなると他の施設と変わらなく

なり良さも無くなるのでは？森の一部に、人が集まれそうな遊具を作るなと

してなるべく自然を残して欲しい。 

〇現状は自然をいかした広い公園という印象です。みんなが行きたい！と思う

公園作りを希望します。 

〇21 世紀の森と広場は、自然が豊かで、自然観察にはとてもいい公園です。

四季折々、楽しむことができ、訪れるたびに発見が多い場所です。子どもた

ちが自然と親しむのにも、安全で理想的な公園です。今後とも、生態系を活

かした公園づくりをしていただければと思います。 

〇公園の目的を忘れずにいて欲しい。民間委託は既に時代遅れです。ハンコで

押した様などこも同じような企画しか出来ません。アンデルセン公園のニー

ズは、船橋市にお任せすればよろしい。松戸は残り少なくなった里山環境と

自然の保護に努めてこそ！と足元を固めて欲しい。21世紀の森と広場(自然

環境を保護している市の公園)しか、誇れるものは松戸には何も無いのです
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から。民間委託に税金を使われるのは真っ平御免です。各行政の市立図書館

の民間委託でレベルが下がった事は、本を読む人には周知の事実です(その

時話題になった本しか購入出来ない。スキルがないため) 

〇市が管理しているからこそ、今のように利益をあまり求めない運営ができて

いるのだとおもいます。いつもきれいな状態を維持できていて、日曜日でも

人が多すぎることのない環境は貴重です。確かに遊具が少ないですが、ない

からこそ他の遊びをこどもたちが自分で見つけることができています。普通

の公園とは違う魅力を大切にしてほしいです。 

〇公園に行ってみたい 

〇毎回様々なイベントを開催してくださりありがとうございます身近で文化

的な場所があり利用者の声で変化しながらこの環境が守られていくことを

願います。 

〇民間有料施設は他にもある。自然尊重型公園こそ 21 世紀の森と広場の最大

の魅力だと思う。 

〇緑を大切にしてほしいです。 

〇ボールで遊べる場所を無くさないでほしい。 

〇21 世紀は、とてもいいところなのでなんにもいうことは、ありません。遊

具が出来るのは楽しみです。 

〇松戸と言ったら 21 世紀の森と言われてほしいくらい大好きな場所です！！

あの自然を存分に生かして、みんなが大好きな魅力ある場所により一層なっ

てほしいです！ 

〇民間企業の管理となっても、施設や広場を増やすより、緑を増やす方向でお

願いしたい。生き物が住みつく環境を守り続けて欲しい。 

〇いつも子どもたちと利用させていただいています。子供がのびのびと走り回

り、体を使って遊べる場所があることに感謝しております。ありがとうござ

います。 

〇松戸の魅力の一つだと思います。しかし、他の市と比べて制限が厳しいので、

もっと利用しやすく、人が集まれる場所としてキッキンカーが出たり、遊具

が充実すると、もっと良いと思います。池も綺麗になると良いですね。バー

ベキュー会場はとても良いです。是非同じような条件で継続していただきた

いです。毎年の蛍や、カブトムシ等も増えるととても魅力的だと思います。

これからも利用させてください！ 

〇あれだけの敷地と自然に溢れた場所です。潜在的な魅力がまだまだ眠ったま

まです。ジリ貧で運営していたのでは魅力度アップは難しいです。民間運営

に任せて、より人が集まり、お金を落とし、そのお金をさらなる魅力向上に

活かすという好循環を生むべきです。 

〇きれいに管理していただいていることに感謝しております。ありがとうござ

います。 

〇先日、広場に遊びに行った際、光と風の広場で、工事が始まっていました。

広い何もない…とにかく走り回れる場所がどんどんなくなり、人工的な遊具

ばかりになるのかと寂しい気持ちになりました。子供達が何も考えず、安心

して、ただただ走り回れる場所が最近少なく、私も含め友人たちはそんな安



 

84 

 

心して走り回れる場所を求めて 21 世紀の森に行っているのに、またそんな

場所が無くなってしまう。悲しいです。 

〇とても広く自然あふれる場所で大好きな場所です。家族で気軽に遊びに行

き、のんびり楽しみたいのですが、犬が入れないためあえて他の公園に行っ

ています。例えば一部分のエリアでも構わないので、家族の一員である犬も

入れるととても嬉しいです。 

〇特にはありません。 

〇良い場所だと思っています。これからも大事に運営していってください。 

〇今のままでも自然を感じることができる素敵な公園だと思います。 

〇自然尊重型はすごいことです。ぜひ頑張って続けていただきたい。最近入り

口近くで、クリスマスローズなど植えてあるのを見かけ、ちょっとがっかり、

色々な方の意見を入れるとこうなるのかと、思いました。仕方ないこともあ

るだろうなと、でも私が一番すごいと思うのが、上にも書きましたが、ペッ

トを入れないことです。野生動物にはもちろん、人もアレルギーなどありま

す。ペットは子供とかいう方もいますが、違うと思います。評価している人

が多いです。どうか変えないようお願いします。新しいゾーンに遊び場がで

きます。これ以上人工物でなく、自然を残してほしいです。 

〇今の２１世紀の森と広場は楽しみがない。 

〇いつもキレイで楽しく利用させていただいています。自然が多くて素晴らし

いです。子供用の自転車遊びを許容していただけると嬉しいです。 

〇芝生があって過ごしやすい。広くていい。 

〇広々していてお天気の良い日はとても気持ちよく、小さい子供でも安心して

遊べる環境でとても気に入ってます！ 

〇なるべくいまのまま自然を守って、増やしてほしい。 

〇すでに述べたように整備が悪く勿体ないの一言です。しかし、入場料を取る

ような事は辞めて頂きたいと切に思います。 

〇今のままでも、充分に魅力的な公園だと思います。去年は、コロナ禍の中で

バーベキュー場に行きリフレッシュでき、助かりました。 

〇こめっこクラブでお世話になりました。すごく貴重な体験ができて、よかっ

たです。 

〇今となっては貴重な森もあり、自然を感じさせてくれる至福の場所です。新

たな遊具などは要らないと思います。費用もかかるでしょうし、現状維持で

きれば大変ありがたい。 

〇スペースとしては非常に魅力的なのでより付加価値を高める取り組みに期

待しています。 

〇21 世紀の森と広場だいすきです！！！！！！！！！またねぎフェスやって

ほしいです！！！！ドンちゃんとグリちゃんしか勝たん！！！ 

〇あまり余計な施設はいりません。基本は今のままで良いと思います。自然を

たくさん残してほしいです。 

〇広くて四季折々の自然が楽しめるのが素晴らしいです。子供が思いっきり走

り回れるのがいいです。 
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〇ザリガニ釣りや、広場で思い切り走りまわったり、モリフェスなどもいつも

楽しませてもらってます。でも遊具もなく公園としては少し魅力が足りない

と感じていました。フリマやイベントなどがもっとあると足が向きますし、

民間が入ることによって、企業とコラボしたイベントの開催などあると、催

し物によってターゲットを絞ってより楽しめるものになると思います。結果

的に幅広い世代に楽しんでもらえるのではと思います。バーベキュー場も、

公園から離れているので、もっとオープンな場所にあると子供も見えるとこ

ろまで遊びに行ったりできて利用しやすいです。広さ、自然の多様さ、立地

もいいのにもったいないなーと思っていました。葛飾区から遊びに来きてい

るという知人もいますので、松戸市だけでなく、周辺地域の集客も可能だと

思います。今の作り込まれていない自然は残しつつ、魅力ある松戸のシンボ

ルパークとなることを願っています。今年は大型遊具ができるとのことなの

で楽しみにしています！ 

〇いつもきれいに管理されていて、広々としていて、コロナ禍の今でも安心し

て子どもを遊ばせられる大切な場所です。いつも本当にありがとうございま

す。ぜひ飲食や遊具に力を入れてもらってより魅力的な公園にしてほしいで

す。これからも利用させていただきます。 

〇近所に住む者ですが、そのままで良いです。来園者のマナーが悪いですし、

遊具も反対です。これ以上、自然を壊さないでほしいです。まだ野生のタヌ

キが居ます。住みかや居場所をなくさないでほしいです。 

〇野生動物や植物などが棲息する貴重な自然環境の維持管理をお願いします。 

〇ここ数年のイベントへの取り組みはとても評価しています。モリヒロフェス

タもキャッチコピー以外は健闘していると感じましたし、アウトドアイベン

トやいきなり音楽会もなかなか。ラーメンフェスタも毎年楽しみです。お陰

様で徐々に松戸が楽しくなっております。今後も楽しみにしています。 

〇自然が多く、幼児が安心して遊べる大きな公園なので、よりよくなる事はと

ても嬉しい。 

〇松戸市に越してから、21 世紀の森と広場には大変お世話になってきました。

妻と二人で里山ゾーンを散歩し、子どもができてからは、春は花畑、夏は水

遊びと四季を通じて楽しませてもらっています。広大な敷地を歩いている

と、本物の里山にいるようにリラックスでき、子どもにとっても草花や虫、

野鳥に触れる貴重な機会になっています。この憩いの場所は、松戸市民にと

って、大きな財産なのは間違いありません。 

私の好きなこの「公園の本来持つべき素朴さ」を担保しているのは市直営の

管理形態だからこそだと思っています。例えば東京都の上野公園では公園の

再生、活性化を名目に、スタバなどの大型カフェを設置し、そのために千本

以上の木々が伐採がされたと聞いています。民間企業を入れることで、松戸

市の誇る自然豊かな公園が「もうけの場」になったり、緑の減らされないか

心配です。子どもの世代にも受け継ぎたい大好きな公園なので、現在の理念

をもって維持発展していって欲しいです。でも子ども向け遊具はもう少し設

置してあっても良いかなと思います！ 
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〇人の手を入れすぎずに綺麗に管理されている、あの穏やかな空間をこれから

も残してほしい。野外トイレを新しく明るくしてもらえると利用しやすいで

す。 

〇公園が広くて気持ちがいい。イベントは賑わっていて楽しい。イベントの無

いときの広々とした雰囲気が好き。駐車場の利用時間がもう少し長い方がい

い。料金ももう少しやすければ行く頻度も上がると思う。バーベキュー場が

手軽で利用しやすい。有難い。 

〇自然が沢山ある広場が魅力的だったので遊具はできて欲しくない。人も増え

るし子供がそこにしか行きたがらなくなる。作るならもっと奥の方に作って

欲しい。 

〇緑が多く、子どもと過ごすにはとてもいい。遊具が増えるとありがたい。 

〇歳入が望めると良いけど、自然は壊されたくない。 

〇子供が市内の保育園に通っています。21 世紀の森と広場のよいところは自

然が豊かである点です。こちらの自然観察舎で鳥見の面白さを知り野鳥の会

に入ってしまいました。自然保護の観点、幼い子連れの立場としても、ペッ

ト連れ込みの禁止はどうか継続していただきたいです。 

〇色々な種類の鳥や、自然がいっぱいあって、秋には、ドングリを、ひろいに

いくから、楽しいです。 

〇野田市民から見ると宝物のような自然公園です。草っ原で駆け回る子供たち

の姿が見ると笑顔になります。今の状態を大切にして欲しいと思います。 

〇今のまま、芝生とお花と小川と木に迎えてほしい。遊具など置かないでほし

い。こどもはなにもないところから遊びを創り出す天才です。おとなはそん

なこどもの能力の芽を摘まないように、細心の注意を払う必要があると思う

のです。21 世紀の森と広場は、商業主義に呑み込まれることなく、今のま

まで自然のままで、いてほしいと強く願っています。 

〇友人家族と集まってバーベキューをしたり、家族で水遊びやボール遊びをし

たりと楽しく活用させていただいていました。最近はコロナの影響もあり、

足が遠退いていますが、また利用させていただきたいと思います。 

〇民間任せにして、手をかけ過ぎても自然の良さが半減してしまう可能性もあ

る。こちらに来ただけで、ちょっと旅行に来たような気分を味わえる所も魅

力。難しいけれど、民間の方が柔軟な対応が出来る気がする。 

〇いつも綺麗で管理が行き届いていてありがたいです。子どもと過ごす絶好の

場所をありがとうございます。 

〇沢山の生き物が観察できる貴重な場所です。ランニングや犬の散歩は制限し

て欲しい。健康増進じゃなく、自然観察の場所として発展させて欲しい。 

〇松戸市の財政が苦しいのは承知していますが、自然豊かな森と広場を残して

欲しいです。非日常的な空間で癒されます。子供達が小さい時は毎日のよう

に遊びに行っていました。幼児が安心して思いきり走り回れる広場があり、

ベビーカーを押したママ達も子育てのストレスを一時忘れて、リラックスで

きます。松戸市民が誇れる財産だと思います。 

〇子供と遊びに行きますが、滑り台無いの？とかよく言われます。遊具など設

置して頂きたいなぁと思う反面、遊具がないからこそ子供が自分で考え、ま
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わりをみてどんぐりや葉っぱなど拾って並べて「ママ、顔みたいだよ」と普

段と違う遊びができたりしていて、それはそれで今の広場でも好きです。ペ

ットも入れるようになると良いけれど、マナーの徹底をしないといけないと

思っています、やはり最初は入れる場所、エリアを決めるとかしたら良いか

なぁと、思います。おしっこさせる場所はここですよ。みたいな、水が流れ

るポールみたいなのがあるのでそう言うものを設置したりしたらどうかと

思います。後は、田んぼなどお米作りや野菜を育てるなど、食育にもなる場

所があると楽しみが増えるのではないでしょうか 

〇いつも公園をきれいにしてくださり、ありがとうございます。これからも緑

がいっぱいの素敵な公園であってほしいです。子ども用の遊具を増やすのは

賛成ですが、広い芝生の広場で思いきり走ったり遊んだりできるのも公園の

魅力だと思います。また遊びに行きたいです。 

〇自然を感じ慈しむだけでなく、子供も含めてたっぷり遊べて長い時間楽しめ

る公園になると良い。今はせいぜい 1 時間くらいで飽きてしまい散歩する

程度で帰ってきてしまう状態。 

〇自然重視でいいと思います。心と体の健康作りに役立つ公園であってほしい

です。松戸出身の音楽家の方や自衛隊？の音楽イベントも楽しかったです。 

〇自由に遊べる今のほうが、子どもも自然を感じて自分で自然に遊ぶことを考

えるので、今のままでいいです。また、無料のままでいてほしいです。 

〇とても広く、自然が多いのが魅力的だと思っています。ただ、子供が遊ぶ遊

具が全然なくて物足りませんでした。最近行けてないので、今はかわったか

もしれませんが。キッチンカーや、飲食を買えるものがポチポチあると、に

ぎわっている雰囲気もでて、また、行きたくなると思います。もっと、力を

いれて欲しいです。残念なもったいない公園というイメージです。 

〇利用したい人はたくさんいると思います！！以下問 8 に書いた内容に重複

するので割愛します。 

〇高い木などがたくさん残されており、「森」という感じが好きである。ぜひ

それを残していただきたい。公園の中を流れている小川？みたいなものがも

う少し綺麗だとありがたい。クラウドファンディングで募っていたように、

確かに遊具は少ない。でも、他の公園にもう少し遊具を増やせばよいと思う。

松戸市の公園は遊具が少ない。バーベキューのエリアあたりか劇場からおり

てきたあたりに景観になじむような遊具があってもよいかなとも思う。で

も、あの公園の良さは自然だと思う。トレッキングコースのようなものをも

う少しコースを広げ、しっかり整備されれば、ウォーキングを楽しみたい 50

代 60 代の方にもよいのでは。もちろん家族連れもそこで楽しめます。大き

い敷地と自然を活かしたものにしたい。また、幅広い世代から好まれるには

もう少し充実した飲食サービスとアクセスのよさが必要なのではとも思う。

あとは、作物？を作っているエリアが寂しい。あの物置？のようなところも

もう少し何かできればと思う。今は触ってはいけないことになっているが、

時間を決めて何かするとかにすれば、人件費もそこまでかからないのでは。

例えば、実験とか収穫体験とか、植える体験とか。いつ通っても、特になに

もない。花とかはとてもきれいに咲いているが、作物に関してはあまり少な
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い気がします。毎日手をかけないといけない作物は大変だと思いますが。 

〇自転車で行けるのでたまに利用してます。自然が魅力で行くだけで非日常を

感じます。しかし、満足感的にはもう一歩です。子供的には 1.大型の遊具

がほしい 2.じゃぶじゃぶ池として利用したいが砂地で汚れやすい。大人的

には 1.きれいな景観の中にカフェや飲食店などが欲しい 2.広すぎて子連れ

で歩くのがきつい。松戸の目玉スポットにもなり得る素敵な開発を期待して

います。 

〇何もないのがいい雰囲気で、何もないから自分たちで遊べることを探すから

いいと思う。自然と触れ合える場でいいと思う。 

〇大きな施設がない広々とした景観を眺めると癒されます。大きな遊具や施設

のない贅沢な空間を維持してください。 

〇現在と同じように継続的に気軽に遊びに行ける自然豊かな公園であり続け

てほしいです。 

〇四季を通じて植物の変化を楽しんでいます。これからも自然を楽しませて下

さい 

〇今までで良いと思っています。 

〇遊具が無いことで、子供が自然の中で自分で考えた遊びに熱中できる、素敵

な公園だと思います。現在の雰囲気をできるだけ変えることなく、トイレ等

の快適性を上げていただけるとうれしいです。 

〇みんなが無料で楽しめる場所のままがよいです。バーベキューや講座なども

リーズナブルで利用できる現状のままがよいです。 

〇いつも綺麗でイベントもとても楽しみにしています(^-^) ありがとうござ

います 

〇広くてバーベキューもできて子どもと過ごすのに適していると思います。食

事や飲食物の提供がもう少し充実していると助かります。小さい子ども向け

の遊具、少し大きい子ども向けの遊具が分かれてあるともっと楽しめると思

います。 

〇自然が多く、子どもが走り回ったりするのには良いかと思います。また季節

の花や木々の雰囲気を感じるのにも良いかと思います。しかし、遊具などは

少なく、小さい子供用のトイレも少ない。小さな子ども連れの家族をよく見

かけます。もう少し子ども向けの設備を増やすのも良いと思います。また。

田植えなどの体験を増やすことも学生などが利用しやすくなるのではない

でしょうか。トレイルランをされている方もよく見かけます。ランナーのた

めにシューズやタオルの貸し出し、シャワールームの設置なども検討しても

良いかと思います。 

〇自然と触れ合える場所が身近にあってとても魅力的です。今でも十分です

が、より子供と楽しめる内容が増えたら嬉しいです。 

〇自然をいかして、四季を感じられる公園として大切だと思うので、民間委託

で利益を求めるみたいなのはどうかと思う。 

〇ホタルの自然も大切にして欲しいですが、沢山の人が楽しめて松戸市行きた

い！って思ってもらえるような森がいいです！！自然もとても素敵なので
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自然とふれあいも大切にしつつ素敵な場所にして欲しいです。雨でも遊べた

りする所もあると嬉しいです！松戸市はあまり子供が遊べるところがない

のでみんなが笑顔になれる広場を楽しみにしています！そして、入場料とか

取るようになさだけはならないで下さい。お願いします！ 

〇とても良い公園で、ピクニックや遠足など家族で利用させて頂いておりま

す。遊具が今後出来ると新聞で拝見したので楽しみにしております。又、毎

年６月末に開催されていたホタル鑑賞会。何回か参加させて頂いたのですが

素晴らしかったです。ここ数年開催されておらず、家族で楽しみにしている

のでぜひまた開催してくだされば嬉しいです。 

〇あの規模の広場や自然は現代では大変貴重であり、ぜひ維持して貰いたい。

ただ個人的には車がないので行きづらい。あと何かしら特化したものがない

と足が向かない。 

〇見渡す限り自然でございますがあって、とても素敵な空間だと思います。駅

から離れていたり、駅から公園までの道が狭かったりするのでなかなか頻度

高く行けないのが残念です。公園の持つ自然環境は最高なので、一息つける

ようなカフェがあると、広い土地をさらにのびのびと堪能できるように思い

ます。 

〇遊具がなく、子供は少し遊びづらいかもしれませんが、逆に、出来る遊びを

考えたりお散歩したり、何もないことを楽しめる場所は貴重なので、有難い

です。ゆっくり出来てとても良いです。カラスの多さが怖いです。 

〇現状の公園の穏やかさ、素朴さが癒されて好きです。ですが、入園料無料で、

あれだけ広大な公園を維持管理するのは大変なことだろうなと思います。 

希望としては、景観に馴染む遊具やアスレチックがあったり、昼食やおやつ

のために、カフェや、色々なキッチンカーが来たりしたら楽しそうです。ま

た、綺麗なトイレ、おむつ替えスペース、授乳スペースがあったら嬉しいで

す。 

〇都市化が進んだ松戸市において、21 世紀の森と広場は多様な自然環境が残

る素晴らしい場所です。私は転勤で引っ越してきた松戸市に 10年以上住み、

その後は事情があり市外在住ですが、20年以上 21世紀の森と広場を個人と

して利用するだけでなく、自然観察指導員としてかかわっております。子ど

もたちが健全に育つためには、自然との触れ合いが欠かせません。しかし最

近は身近な場所には自然が無くなってきており、親の世代も経験が乏しいこ

ともあり家族での自然体験もほとんど無い子どもが増えてきました。どの子

たちにも同様に体験させてあげるために、授業や遠足での自然体験がとても

重要になってきています。私たち自然観察指導員は独自の自然観察会を実施

するだけでなく、授業として公園を利用して自然観察をしたり、公園に遠足

で来る子どもたちが良い自然体験をできるような仕掛けを作って応援した

り、公園に来る一般の方が自然と触れ合える、自然への気づきを促すような

仕掛けを作ったり、一生懸命協力してきました。良い自然体験をするには五

感を使うことが大切です。この公園ではペットが禁止されているため、葉っ

ぱを手に取って匂いをかいだり、味見をしてみたり、子どもたちにも安心し

て促すことができます。小さな子どもが草の上で素足になったり、赤ちゃん
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が座ったりしても安心です。ペット禁止の公園はほとんどありませんので、

とても貴重なことだと思います。ペット禁止を解除すれば喜ぶ方もいらっし

ゃるでしょうし、ご近所の方、車でペットと移動できる方の公園の利用は多

くなるでしょうが、それと引き換えに失うものもとても大きいことを、よく

考えていただきたいと思います。また、花壇にきれいに花が咲いていても、

そこには自然の生態系はありません。バッタが隠れたり食べたりする草原が

あることで、カマキリやクモやトカゲやカエルが育つことができます。多様

な生き物が棲める自然環境を保つには、その目的にかなった整備が必要で

す。アンケートなどで意見を集めると、きれいな花や整備された歩道、遊具

などへの希望の声が大きく聞こえてくることと思いますが、よい自然環境を

残すという目的を見失うことなく大切にしてほしいと思います。縄文の森の

整備に市民ボランティアがかかわるようになって、林床の野草が豊かにな

り、見た目にも気持ちの良い樹林になりました。樹林地部分は手を入れない

と遷移が進んで暗い森になっていきます。全体に言えることですが、北口近

くの樹林なども実生のシラカシが成長し、どんどん暗くなってきています。

手を入れなければ自然が保たれるということではありません。樹林部分の整

備を進めるために市民ボランティアを活用することは、とても良いと思いま

す。しかし民間委託でうまくいくのか心配です。民間委託の利点・欠点など、

勉強不足でよくわかりませんが、「経費が削減され、利用者が増え、アンケ

ート集計結果も好評だった。だが、自然の状況は悪化し、自然体験するのに

ふさわしい環境はなくなってしまった。」ということにならないことを切望

いたします。 

〇樹木医補です。植物がよく管理されている方だと思います。皆が参加できる

イベントがあれば楽しいと思います。 

〇自然をそのまま大切にした公園作りで良いと思う。 

〇私は開発前の千駄堀の森を知っています。とにかく自然を残してほしいで

す。人を集客することばかり考えないでください。自然と生態系をきちんと

した形で未来にも残してください。 

〇松戸市で貴重な緑豊かな公園です。あまり人工的な施設の建築や人集めのイ

ベントなどは必要ないと思います。この時代だからこそ今のまま自然豊かな

広々とした空間を大事に、市民が癒される憩いの場であってほしいと望みま

す。 

〇松戸に引っ越してから長く利用させて頂いています。緑が多く、毎回癒され

ています。民間業者が維持管理されるとメリットもあると思いますが、アン

デルセンの様に混雑で入れなかったり、毎回入園料がかかると残念な気もし

ます。ただ、子供達が色々な生物を学んだり、観察する機会であったり、お

米作りや(今も行っていただいていますが)、農作物作りなど、房総のむらで

されている体験などが気軽にできるようになると楽しいかなと思いますが。

参加費用は掛かっても良いと思います。 

〇年に５回ほどは、植物や鳥や虫たちの観察に訪れます。毎回、いろいろな発

見があって楽しみです。植物に専門的な知識をお持ちの方の説明を聞いた

り、望遠鏡で冬鳥の姿を見せていただいたり、松戸にこれほどの自然が保全
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されていることに驚きます。今回の広報まつどで、遊具が設置されることを

拝見しました。北口のバーベキュー場の辺りから、光と風の広場に向けてす

べり台がつくられるとか聞いています。コロナ禍の中、休日には、家族連れ、

子ども連れの市民がたくさん集まっていますが、子どもたちのための遊具が

求められているのだと推察します。しかし、その遊具設置にあたっては、生

態系を保全するエリアと子どもたちの遊びのエリアを上手に分けていただ

きたいと思います。15 年ほど前に、バーベキュー場のエリアが別れて、今

の場所に決められたのは環境保護のためにとても良かったと思います。 

それに、毎日のように自然観察、写真撮影に通われている方のブログ等を拝

見すると、あの 21 世紀の森と広場では驚くほど豊かな生態系が育まれてい

ます。緑地が減り続けて止まらない松戸市の中で、唯一残された貴重な大規

模な緑地だと思います。市民のいこいの場としての整備も必要だとは思いま

すが、壊したら二度と戻らない自然、これまで守り続けてきた松戸の生態系

を、子どもたちの世代にも遺していきましょう。 

〇自然観察会のイベントが楽しく、いろいろ勉強になった。 

〇自然がたくさんあってのんびりできます。講座やイベントにも何回か参加し

ましたが、とても楽しかったです。ペットも連れて行けるともっと行く機会

が増えると思います。また、高齢者のためにベンチを増やして欲しいです。 

〇いつも綺麗で安心して遊べる場なのですごくありがたく活用させていただ

いています。どの世代も他の地域にわざわざいかなくてもいいような魅力あ

る公園づくりをしていただけたら嬉しいです。 

〇大好きな公園です。景色も良いし、起伏や山があるのでランニングにも良い

し、自然も豊かで、気持ちが晴々とします。あと守衛の方々が親しく接して

くださるのも嬉しいです。 

〇自然豊かな良い広場なのでそこを崩さずいろんな世代、人が気軽に行ける公

園であって欲しいです。 

〇八ヶ崎で育ち、２１世紀の森と広場はすごく素敵な場所だと思っています。

子どもが遊ぶ場所としてはすごくいいですが、トイレの整備や売店や自販機

を広場の端にも設けてもらうなどの工夫は必要だと思います。最近ではモリ

ヒロフェスタなどの活用がすごくいいです。是非、もっとそのような企画を

増やしてほしいです。 

〇自然を身近に感じられる貴重な公園です。子ども達のためにもコンセプトを

大切に運営して下さい。 

〇松戸の里山風景を残したこの公園は松戸市の財産です。私たち市民はこれを

子ども達に残していきたいと思っています。私たちが享受しているこの自然

は次世代へと繋いでいく責任のある預かりものです。自然の中に身を置き、

心を開放できる環境を守ることは行政の重要な役割ではないでしょうか。民

間企業が追求するのは企業利益であって市民の利益は望めません。公園管理

を人集め本位のものにすれば、25 年間育ててきた自然環境はどうなるでし

ょう。公園管理に市民ボランティアの関与は？松戸市には良い先例がありま

す。公園サポーターとして維持管理にも関わりながら自分の興味関心を深め

るといった活動参加の方法はないものでしょうか。新しい発想で課題の解決
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を探ってくださることを期待します。 

〇近所に在住してます。高齢者にとって、歩いてこれる距離にある公園ですの

で、時間があれば利用してます。 

〇ポテンシャルを秘めている公園なので、引き続き検討をお願いします 

〇お食事処などとても親切に対応してくださりホっとしました。研修会参加な

どでよく利用させていただきました。 

〇コロナ禍で家族で出かけることは減りましたが、その代わり 21 世紀の森と

広場に行く機会が増えました。息子が自然と触れ合える時間がつくれて、と

ても助かっています。ありがとうございます。 

〇広い芝生の広場で、広い青空の下で縦横無尽に遊べることが子連れファミリ

ーにとって最大の魅力です。いま遊具を作る工事をしていますが、遊具がで

きたら子供にとっては楽しそうである反面、広場が減ってしまうのが残念で

もあります。あと、ひろびろとした緑の広場の景観が、人工物が加わること

で変わってしまうのが残念です。屋外のトイレが古くて暗いので新しくなっ

たらいいな、と思う以外は、自然がいっぱいの今のままの森と広場が好きで

す。 

〇このような公園が身近にあって、松戸市に引っ越してきてよかったと思いま

した。子供たちも気に入っているので、車ですぐいけるのでたすかっていま

す。緑がたくさんで、他の公園とは全然違う雰囲気にびっくりしました。家

族でゆったりできるので、助かっています。松戸市が直営していることをこ

のアンケートで知りました。このような環境をつくっていただいて、大変だ

と思いますが、ありがとうございました。（自慢できることで、市民でよか

った点だと思いました。）アンケートの中にも、民間で運営がありますが、

今のゆったりとした雰囲気に合わない施設やキッチンカーはいらないと思

います。他の公園にあるようなことはいらないです。いまもこれまでも、特

別にいい雰囲気をつくってきたのに、他の公園と同じようなことをやるのは

安直な発想な気がします。これまでが素敵に管理されてこられたので不安は

ありませんが、大変だとは思いますが、孫の代までこの雰囲気を残していた

だけたらと思います。 
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２）「21 世紀の森と広場」の利用希望・施設要望に関する意見 375 件 
〇松戸市には幼児が遊べる施設が少ないので、室内も含めもう少し遊べる設備

が充実してほしい。 

〇住宅街にある公園ではしにくい体験(自然観察や山登り、川遊びなどができ

るので、とても気に入っています。自然体験は子供の健やかな成長には欠か

せません。これからも、日常ではできない「地球人としての当たり前」を体

験できる場を提供していただきたいです。 

〇小さなお子さんには体を動かせる遊具、ご年配の方や中高年には体を動かせ

る器具、全ての方に走りやすい、ウォーキングしやすいコースの設置 

〇高齢者が健康対策のために出来ることを充実してほしい 

〇女性が喜びそうな、地元のお野菜やお菓子、お得なお買い物ができたら、パ

パさんや男性もつられてくると思いますがいかがでしょうか。 

〇松戸市内にも自然史に触れ合うことができる博物館をつくり、市民の観光や

教育の場をつくりたいです！ 

〇アスレチックまではいかなくとも、大型遊具があれば頻繁に行きたいといつ

も思います。 

〇松戸市に 30 年住んでいるがただの広場なので遊び場としては利用しづら

い。柏の葉公園やみさと公園のように遊具や BBQ 設備も魅力的にしてほし

い。また、（今時期は難しいが）祭りやイベントももう少し集客が見込める

ようなものにしてほしい。トイレや飲食施設、物販店など改修してほしい。 

〇子供の遊び場が充実するといいです。遊具もいいですし、これまでもあった

川やせせらぎをもっと拡張してくれるとより自然に触れることができそう

です。 

〇遊具、飲食施設が充実したらもっと行きたいと思います。とても近くて大き

な公園で嬉しいですが今はわざわざ行こうと思えないです。 

〇せっかく広い土地があるのに、行きたいと思える遊具等の魅力がないのが残

念です。行っても時間をもて余してしまうので、せっかく自転車で行ける距

離に住んでおり、小さな子供もいますが、わざわざ車で他の市や他県まで遊

びに行く事が多いです。民間企業が維持管理する事により、遊具や施設が充

実し、他県からも人が集まれば良いと思います。 

〇自然はとても魅力的ですが、遊具がないので自分で遊び道具を持ち込まなけ

ればいけません。遊具やアスレチックなどがあると、子供連れで気軽に遊べ

て楽しめると思います。 

〇小学生未満の子供がいますが年に何度か利用させて頂いています。夏に水遊

びなどで利用する以外は特に行く機会はないです。広い敷地なのでもう少し

遊具を増やして欲しいです。料金が安いので裏の駐車場をよく利用していま

すが、広場の方につくまでが長くもう少し行く途中にも楽しみがあったらな

と思う。アスレチックのような感じ。車で行くので駐車場代がかかる分もう

少し楽しめる事を増やして欲しい。 

〇広い敷地を活かし子供向けスペースができないでしょうか？（遊具の設置、

自転車で走り回れるようなスペースなど） 
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〇子どもが喜ぶ遊具を増やしてほしい。歴史や自然を学べるいまの施設はその

ままでも良いが、写真に映えるカラフルな建物や屋外展示みたいなものがあ

ると良いと思う。 

〇あの広大な敷地でアスレチックエリアがないのだけが本当に残念。アスレチ

ックで遊びたい子供はなかなか森の広場を利用しません。 

〇自然を利用した実験などを体験できれば、もっと子どもを連れて行きたい。 

〇遊具がないので少しあったほうがいい。アスレッチクなど。自転車が使用で

きるよう、サイクリングコースをつくってほしい。 

〇アスレチック設置。東西南北への移動手段。園内バスや、道路向かいへの横

断歩道橋など。駅が近くに欲しいです。 

〇子供達と行くのに、電車とバスに乗って行ってます。乗り換えがなく行ける

ようになったら、もっと行きやすくなると思います。 

〇子供達と一緒に季節を感じながら利用していますが、小学生がもっと楽しめ

る遊具があるといいなぁと前から思っていました。 

〇和式のトイレは子供が使いづらいので洋式に統一して欲しい。あとトイレが

暗いのでもう少し光が入るといいです。アスレチックとか長い滑り台とかあ

ると楽しそうです。 

〇ただの広大な広場でなく遊び場が欲しいです。アスレチックのような。また

気軽にバーベキューやキャンプができるようにしてほしいです。 

〇子供の遠足などで使用出来る様な施設作りが必要 

〇子どもが遊べる大型遊具がたくさん欲しい。ピクニックエリアもあると良

い。動物が嫌いな訳ではないので全面的に禁止とは言わないが、利用可能エ

リアは限定して欲しいと思う。公園を利用するのに駐車場料金を払わなくて

はいけないと思うと別の公園へ足が向くのは当然。お金をとられても納得が

行くくらい綺麗に管理されていて、遊具やカフェ、キッチンカーなど楽しめ

る物がなければお金を払う事に納得いかない。 

〇松戸市全体的に大きな遊具がある公園等が少ない気がするので折角大きな

敷地なのでアスレチックや子供が遊べる遊具や砂場があれば素敵だと思い

ます。 

〇大人も子どもも体力作りに活かせるような楽しい遊具を沢山置いてほしい。 

〇アスレチックのような遊具がないので 面白くない 

〇近隣の公園に比べて遊具が少なすぎる。広場はのんびり出来る！駐車場代も

安くていい！広場以外何もなくてつまらない。 

〇 遊具など色々な遊ぶものや、室内でも楽しくいろいろ遊べるような施設が

あってほしい。 

〇売店など増やしてほしい。トイレも綺麗にしてほしい。 

〇トイレの和式を全部様式に変えて欲しい。キャンプ場を作って欲しい…成田

ゆめ牧場みたいにして欲しい。 

〇駅から遠くて何もないからこそキャンプ場に最適だと思います。 

〇民間管理でキャンプ場を作って欲しい。バーベキュー場の終了時間が早すぎ

る。 
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〇遊具が少ない。クラウドファンディングで大島小松川公園のような巨大遊具

を設置してほしい。 

〇子育て支援の松戸とあれば、もっと、子供達が遊べる遊具をおいてほしい。

アスレチックなどもあり。鎌ケ谷市の市政公園などを参考にして欲しい。 

〇もっと観光スポットにしてほしいと思う。例えば、科学博物館を作り、カフ

ェを作る。 

〇子供が遊べる遊具を増やしてほしい 

〇子供の遊具やアスレチックなどがあれば、もっと楽しめると思います。また

コンビニのようなものがあると便利。 

〇きれいなトイレを増やして 

〇アスレチックなど、子供が体を動かせる場所が増えるといいなと思います。

例えるならば清水公園ですかね。広いだけでは退屈しちゃいます。食事は、

やはり安くて美味しいのがいいですよね。ゴミを出さないのが基本ですが、

ゴミを持ち帰ってもらうのもアリなのでは？森だけではなく、子供を連れて

行きたい！と思えるようになってくれたらいいな 

〇小さい子から大きな子供達も遊べる遊具を設置して頂けたら、週末は毎週で

も行きたいです。将来的には松戸市と言ったら 21 世紀の森となるような名

所になったら嬉しいです。 

〇使っていない場所の活用で（道路の歩道沿いなど）有料や会員登録制でもい

いので、ドッグランを作って頂きたいです。公園内の飼い主のマナー、生態

系の問題があることはわかります。でも今の時代はペットにマナーオムツを

つけさせたり、服を着せるなどの義務をつけることも可能かと思います。動

物にも優しい松戸市を作って貰えたら嬉しいです。そして、保護犬や保護猫

の譲渡会などもやって頂けたらもっとよりよいまちづくりに繋がると思い

ます。 

〇トイレが衛生的ではなく、その理由だけであまり行く気にならなくなる。洗

浄機能付きの洋式トイレにして下さい。多目的トイレも各トイレの場所に設

置してほしい。スムーズに用足しができない疾患持ちの子供がいるのでトイ

レ問題があるだけでそこの施設に行く選択肢が薄れます。せっかくこれから

遊具も新設されるとのことで、いい公園なのでぜひ遊びに行きたいのでよろ

しくお願いします！ 

〇遊具を設置してほしいです。ペットは、排泄物など不衛生な部分が多々ある

ので、不可のままでいいです。 

〇子供用の遊具がない。老人仕様の公園。 

〇子どもがいる為、遊具やイベント事などがある大変ありがたいと思います。 

〇松戸に引っ越してきて、何もない広場でもったいないなと感じていました。

遊具すらなく。子育て世代に魅力がないと市の未来は細まるだけですよね。 

〇遊具導入、民間企業管理等、改善策はどんどん実行してほしいです 

〇サッカー等ボール遊び可能なエリアを作っていただきたいです 

〇雨が降るとグシャグシャになるから、人工芝にしてほしい 

〇ただの広い公園と言うイメージで魅力が何もない。今のままでは子供と言う

より幼児位しか楽しめない。アスレチック等ないと中学生位では楽しめな
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い。 

〇新しい遊び場が出来ることに、とても期待しています。 

〇遊具をもっと設置してほしい。 

〇食べ物や飲み物の施設が少ないので家族や子連れだと行きづらい。 

〇あれだけ広いのに、もったいない。グランピングやアスレチックを増やした

りバーベキュー場をもっと広場の方に移して欲しい。 

〇大規模なアスレチック施設を作って欲しい 

〇広大な土地で緑が多くあることは大変良いと思いますが、魅力的な遊具やカ

フェ等、市民や他来園者の方々が行ってみたいと思うような仕組みが必要か

と思います。(船橋アンデルセン公園の様な) 

〇遊具やアスレチックなど子供が楽しめる公園になるといいと思います。公園

内にカラスが多くて子どもが怖がります。 

〇子どもと行っても広いだけで楽しめる場所が少ない。遊具や飲食施設が出来

るともっと楽しめると思う。今はイベントの時くらいしか利用しようと思え

ません。 

〇トイレの虫がいなくなって綺麗になったら使いやすくなると思います。あ

と、自販機を増やして貰えると熱中症の人も減って夏も人が増えると思いま

す。御検討の程宜しくお願い致します。 

〇散策に行ったことはありますが幼児が遊べるような遊具があるともっと利

用しやすいと思います。 

〇広くて子供と遊ぶのによく使いますが、遊具が少しでもあるともっと足をは

こぶと思います。 

〇子どもが遊べる遊具が欲しい。歩道から池に落ちないよう柵が欲しい。 

〇もっと遊具があって、今は無理でもカフェがあって、色々なところでベンチ

があるといいなと思います。 

〇アスレチックを置いてほしい。 

〇広い敷地で開放感があり、子育て世代にはありがたいが、それしか魅力がな

い。様々な遊具や屋根のあるスペース、飲食などあるともっと良いと思う。 

〇自分達で遊ぶ道具を持っていかないとただの広場だと遊ぶのに限界がある

ので、アスレチックや、遊具をいくつか作ってくれればもっと人が集まると

思うので、もったいないと思います 

〇遊具など遊べるものが全くないし、売店も 1 つしかないので来る度に大荷

物で来ないといけない。トイレが暗く汚い。怖くて入れない。 

〇ベビーカーやキャリーでどこでも移動できるバリアフリーにして欲しい。

所々階段があって迂回するにも遠く、不便な部分がある。水場は夏場たくさ

ん遊べるようにもう少し拡大してほしい。松戸市は気軽に水遊びできるジャ

ブジャブ池みたいなものが少なくて子供が 1日過ごせる公園が少ない。 

〇遊具がないことが 1番魅力がない。 

〇自転車を乗り入れられるエリアがあると、子供の自転車練習に利用できるた

め助かります。 

〇少しで良いのですが低学年の子供向けの遊具があると市外からの来園が増

えるように思います。若い世代の親はインターネットでの遊び場検索を頻繁
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に行なっています。 

〇キャンプ場を設営するといいと思う。松戸市は都心からも近いし需要も多い

と思う。キャンプがブームになっているのでキャンプ場が出来ればもっと市

が盛り上がると思う。また、市営であれば松戸市市民は安く利用できてとて

も良いと思う。 

〇市が運営している以上はあるのは仕方ないものだと思っておりましたが、民

間への意向を今回知り今後の期待ができました。アウトドアの概念に拘る必

要があるのでしょうか？Wi-Fi を利用してリモートを選択しましたが、Wi-

Fi には大賛成です。しかしアウトドアでなくても構いません。他市から来

て数年。 同じ県内でも同学年の平均の学力差に唖然としております。 大変、

残念だと感じた点です。子育てのしやすい街であるならば、今後変わりゆく

社会に対応できる大人に育てられるよう、自ら学習の仕方をみつけ、自然と

習慣付くような場所にして欲しいです。 ありがとうございました。   

〇遊具があると行く機会が増えると思います。 

〇自然がたくさんあるのも良い点だが、入場料を少しお金を払っても良いの

で、木製のアスレチック遊具を増やすことで、子供達の運動能力を向上させ

ることができるのではないでしょうか。 

〇遊具も少なく、つまらない印象あり。カフェ、レストランを充実させてはど

うか。 

〇バーベキュー以外の目的で行く理由が見当たりません。普段から行きたいと

思えるような（例えばアスレチックや釣り堀など子供を連れて遊びにいける

ような）場所があればもっと足を運ぶようになると思います。 

〇コロナ禍で、運動不足気味なので、自転車で走れるような環境がほしい。 

〇子供達がたくさん遊べる遊具が欲しいです。 

〇遊具ができるということで楽しみにしています。コロナが落ち着いたらイベ

ントも再開してほしいです。 

〇泊まれるキャンプ場が欲しい 

〇トイレが和式しかない。あっても洋式少ない。売店、飲食店がしょぼい。駐

車場から公園までのアクセスが悪い。博物館も宣伝が足りない。楽しくて自

然が多くて綺麗でいい施設なのに全体的にもったいない。小学校の遠足でし

か情報を得られない。 

〇私が小学生のときに開園しましたが、良い意味でも悪い意味でも変わってい

ないと思います。あれだけの敷地があるのだからアスレチックなどの遊具を

設置してほしいと小学生の頃から思っていました。そして今、小学生の母と

なりましたが相変わらず何もなさすぎる 21 世紀の森にはイベントのときく

らいしか行く気になれません。もっとこどもたちが体を使って遊べるような

場所を作って欲しいです。 

〇遊具がないためのんびりするだけで子供が、物足りない。飲食がいまひとつ

のため食事処やカフェがあるともっと利用回数が増えると思う 

〇何もなさすぎて、寂し過ぎるのでなかなか行かない。広場で自分達で持ち寄

ったもので遊ぶのにも限界があるためアスレチックなど船橋アンデルセン

公園に近いものになってくれたらよく行くと思います。 
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〇21世紀の森と広場は、家からも近く、月に一度利用させていただいてます。

一方、三郷公園には、子供が喜ぶロープウェイや滑り台などの遊具がたくさ

んあります。なので、少し遠くても足を運びます。三郷公園は、いつもすご

く活気があり、駐車場もいっぱいです。駐車場収入も相当、三郷市に入って

いるようで、遊具もどんどん増えています。せっかくの広場、たくさんの人

が集まり楽しめる遊具やサッカー、野球、テニスなどの施設をどんどん増や

して欲しいです。子供が勉強になる、乗り物や宇宙、恐竜博物館、動物、な

どもいいと思います。池は、TV 見たところ外来種が多いみたいなので、潰

してその場所を有効活用できるようにしてもよいかもしれません。中途半端

な民間企業ではなく、一流企業を誘致して、松戸市の誇りになるような物を

作って欲しいです。期待してます！ 

〇遊具は作ってほしいけど、自然はなるべく今のまま残してほしい。森の中で

ハンモックとか池の中にボートとか、他にも自然を利用したアスレチックが

あると嬉しい。川も残してほしい。ボール遊びや凧揚げが自由にできる今の

大きな広場も残してほしい。ゴミが増えるのは困る。 

〇たくさん意見はあるが、まずは大型遊具の設置、一部有料になってでも、ア

ンデルセン公園のような魅力ある公園になって欲しい。あとは登録制でもい

いので、ドッグラン等も検討してほしいです。敷地もかなり広いので棲み分

けもできるのでは。 

〇ただの公園では子育て世代しか行かない。スポーツ楽しめる施設。イベント

と宣伝。 

〇美味しい食べ物が売っているところがない。遊具がない。ブレイブボード等

の乗り物の持ち込みが可能になって欲しい。 

〇今のままでも楽しいですが、小学生が遊べるような遊具があるといいかと思

います 

〇以前よりもっと遊び場や遊具があればいいのにと思っていました。子育てし

ていて常々思っているのですが、たくさん遊べる公園が少ないです。小さな

敷地に滑り台だけ、ブランコだけといった公園が多く、１日でいくつかの公

園を回って遊ばせています。２１世紀の森と広場はあんなに広大な敷地があ

りながら遊具が１つもないなんてもったいなさすぎます。船橋市のアンデル

セン公園の様にとはいいませんがあれぐらい１日遊べる様な場所になって

ほしいなと思います。 

〇一度会社でバーベキューをしたのみで、行ってみようと思いながらもなにが

あるのかよくわかっていなかった。駐車場がよくわからないのとアスレチッ

クなんかがあるといいなぁと思う 

〇トイレは直して欲しい。汚いと感じます。市内在住者は駐車場割引など特権

があればいい。新しく遊具設置に期待してます。 

〇遊具が全くなかったので、遊具ができることはありがたい。野原での遊び方

を知らない小さい子から遊びに来れる 

〇アスレチックがあったら楽しいと思う。 

〇散歩しに、何年も前に行ったことがありますが、遊びに行くには何もなくて、

がっかりした記憶が残ってます。遊具ができたようで、期待してます 
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〇今は、ただの広場感覚。何かフェスティバルがないとわざわざ行かない。あ

んなに広いのにもったいない。お店、宿泊施設があっても良い。雇用も増え

るし。駐車場代ももう少し市内在住者は割引など対応して欲しい。 

〇自転車の練習やスケボーなどできる施設があると嬉しい 

〇小さな子どもを持つ世帯はやはり大型遊具がたくさんある公園に遊びに行

きたいと思っています。松戸市内、千葉県内は大型遊具のある公園が少ない

ので、是非 21 世紀の森と広場がその広大な土地や自然環境を存分に生かし

て、子ども達が思いっきり遊べる魅力的な施設となるよう願っております。

せっかく素晴らしい環境があるのに子どもが集まらないのはもったいない。

アスレチックができるような遊具があれば年に何度も足を運びたいと思い

ます。 

〇子供が遊べるアスレチック等の遊具ができると嬉しいです 

〇すごく広い敷地でのんびりできるのはいいと思いますが子どもが遊べる遊

具や簡単なアスレチックなどがあればもっと行く回数が増えると思います。 

〇アスレチックなどの遊具が少なく、また行こうという気になれない。 

〇広大な敷地を活かして、子供達が伸び伸びと周りを気にせず、遊べるスペー

スや遊具を設置して頂きたいです。近隣のみさと公園を時々利用していまし

たが、子供が楽しめる遊具が多くあり、魅力的でした。ただ自転車で移動し

ていたので、橋を渡るのに危険で大変でした。最近は子供が自転車を練習出

来る場所がないので公園は乗り入れ禁止の為、歩行者を優先に確保した上

で、自転車が乗れたり練習出来るスペースを作って頂きたいです。サイクリ

ングロードなど。やはり交通アクセスが不便に感じるので、そこを改善出来

たら、もっと利用される 2方、市内に限らず市外からも増えると思います 

〇自然 1 のままの場所が多いのが良いと思いますが、トイレは子供も入りや

す 0く綺麗に作り替えてもらえるともっと行きやすくなりそうです。 

〇利用する人が少ないと思う。遠足で行った時はのびのびできて良かったで

す。アスレチックとか遊べるところがあるともっと利用する人が増えると思

います。 

〇遊具がもう少しあるといい。川で水遊びが出来るが、もう少し綺麗だといい。 

〇自然が残っていて子供を遊ばせるにとてもいいのですが、遊具が少なく川で

遊べない冬の時期ですと足が遠退いてしまいがちです。新松戸在住ですが、

イベントや催し物等がある時にチラシなどがこちらにもくるととてもあり

がたいです。 

〇トイレがほとんど和式で困っています。 

〇子供が遊べる遊具がないので、ウォーキングや散歩目的でしか公園を利用で

きないイメージです。アスレチックや滑り台など設置して欲しいです。 

〇これから子供が遊べる物があればいいかなぁ 

〇ただ広いだけであまり魅力を感じない。子供が楽しくなる広場になるように

期待します。 

〇トイレをきれいにしてくれたら、もっと良くなると思います。 
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〇コロナで今は実現が難しいですが、キッチンカーがたくさん来るイベントは

楽しかったです。ラーメンイベントも毎年楽しませて頂いております。トイ

レは場所によってはとても暗く、子供が怖がっていました。 

あまりの暗さに不審者が入り込んで待ち伏せていたら？と不安になります。

幼い子供が使いやすいトイレにして欲しいです。 

〇駅が近くにできてほしい。遊具があると子供達が喜ぶ。 

〇トイレが汚いので改修工事をしてほしいです。子供が工作ができるような、

体験ゾーンができればうれしいです。（アンデルセン公園のような。） 

〇子連れが多いので、キレイなトイレ（オムツ替シート付き）にしてほしい。 

〇子供向けの遊具がもっとあるといいと思います。あと、飲食店をもう少し増

やしてほしいです。 

〇トイレが汚い 

〇とても自然豊かで素晴らしい公園だと思います。ただ他の大きな公園と比べ

ると少し寂しい気がしていたので子供向けの遊具が出来るとの事でとても

嬉しいです。もし民間企業が入るなら、手軽に入れる金額設定、どの世代で

も楽しめる作りにして頂きたいです。 

〇アスレチックなど充実させてほしい 

〇近年、コロナウイルスの影響もありキャンプブームが来ている。キャンプが

できる広場を建設してほしい。松戸でキャンプができる施設はないと思う。 

〇せっかく自然と広い敷地があるのに遊具や施設が少なかったり駐車場代が

高かったりするのが残念。水場もあるので、小川だけでなく子供が遊びやす

い水場があるともっと公園を活用したくなります。 

〇自然を生かしたアスレチックなど子供向け遊具を充実させてほしい 

〇子供が遊べる遊具を充実させて欲しい。子供が遊ぶには現状物足りない。子

育ての充実には子供の遊び場も重要だと思う。また、ジョギングコース、サ

イクリングロードなど広大な土地を活かした活用を期待したい。 

〇休憩出来るスペースが少なく、夏の暑い日が続くと足が赴かない。自宅では

出来ない事を安全に参加出来る中～高学年の子供向け知育系のワークショ

ップが増えると嬉しい。 

〇ぜひ、子供から大人まで楽しめるアスレチック(有料でも可)を検討して下さ

い。 

〇授乳、休憩スペースが増えるとありがたいです。 

〇キャンプができたらいいなと思います。それなりの料金も取っていいとも思

ってます。 

〇有料にならないのであれば民間企業の維持管理に賛成です。スケートボード

ができる場所が松戸市にないので、そういうエリアが欲しいです。 

〇とにかく、遊具があまりにもないので、正直遊べない。GW などに開かれる

イベントもあまり魅力的でない。まともなのは、バーベキューくらい。今後、

遊具が設置されるとのことだが、一部であるし、全体を魅力あるものにする

にはまだまだ努力が必要。200円くらい入場料金とっても、色々な施設を設

置すべき。それが、市外や他県からの人を呼ぶし、松戸全体の魅力につなが

る。魅力アップすれば、多少のアクセスの悪さや駐車料金も気にならないと
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思う。 

〇子どもが遊ぶ遊具がない。美味しいご飯が手頃なお値段で食べられるおしゃ

れなカフェがない。犬が一緒に入れない。 

〇遊具がないので、子供が遊び飽きてしまう。トイレの近くに蜂の巣があり危

険。 

〇駅を作って欲しい。アスレチックを設置して欲しい。 

〇8歳 6歳 2歳の子供がいます。あんなに広くて素敵な公園なのに、遊具がな

さすぎて、小さな子供には一日いれない。三郷公園や、アンデルセン、市川

動植物園、ありのみコースとか、どうしてもそちらに行ってしまいます。近

くに上記のような無料、もしくは安い入園料の公園があれば、毎週でも行き

たい。21 世紀の森にはそんな公園になってほしいです。まわりにもコンビ

ニ等の施設がないから、飲食も楽しみになるようなお店も入って欲しいで

す。 

〇季節を感じる事ができる自然があり家族でピクニックに行きますが、ちょっ

とした遊ぶ施設(遊具)があれば もう少し行く頻度も高くなると思います。 

〇自宅から近いためよく利用させていただいいますが、遊具なしに加えて自転

車なども乗る事ができないため子供達が飽きてしまい 1日はいられません。

松戸市が子育てに力をいれているとよく見かけますが、力をいれているので

あれば改善していただきたいです。今回のクラウドファンディングのは本当

にいい計画だと思います。２１世紀の森と広場より運動公園の方がにぎわっ

ているので是非 21世紀の森と広場ももっと賑わうといいなと思います。 

〇子供が遊べるアスレチックのようなものができるとありがたい。民間企業が

運営するのには賛成だが入場料がかかるようなら行く機会は減ると思う。 

〇大人も子供と共に楽しめて名物になるような施設を作って欲しい。フィール

ドアスレチックなど 

〇せっかく広いのに体を動かす場所というより、頭を使って学ぶ要素の方が多

く、チグハグ感がある。純粋に体を動かすことを目的としたスペース作りを

してもらいたい。 

〇小さい子供がいる家族です。21 世紀のは禁止事項が多く何もないのでわざ

わざ三郷公園に行きます。前から宝の持ち腐れだと思っていたので何とかし

て欲しい。運営の仕方次第で収益を上げられるし人も集まる。あまりごった

返すのも違うと思うので２つある芝生広場の片方はのんびりそのまま、片方

はアスレチックや遊具を充実させ周囲はランニングコースを整備するなど

エリアによりメリハリのある、子供のいる家族世帯からお年寄りまで利用で

きる公園になって欲しい。個人的にはバーベキュー広場をキャンプ場にして

欲しい。 

〇公園の施設の中に、子供連れが休憩しやすいような室内の場所があると利用

しやすい。(ホットルームのような施設もあると良いと思います)より良い広

場になることを応援しています！ 

〇小さい子供を連れて遊びに行きます。遊具ができるのを楽しみにしていま

す。 
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〇小さい子供が遊べるような滑り台、ブランコなどのアスレチックが出来たら

尚嬉しい。 

〇自然の中で子どもたちが思いっきり遊べる楽しいアスレチックがあるとよ

いと思っていました。また、色々なスポーツを気軽に楽しめる場所(バスケ

ットゴールやテニスの壁打ちなど)もあると嬉しいです。休憩にはおしゃれ

なカフェやレストランが出来ると、一日中楽しめる憩いの場になるのではな

いかと思います。豊かな自然がたくさんある素晴らしい公園だと思います。

何度も行きたくなるような施設がもっと出来ると、さらにたくさんの人に利

用してもらえるのではないでしょうか。 

〇子供が楽しめるように多様な遊具を増やして欲しい。雨の日やまだ歩けない

幼児が遊べる室内の施設がほしい。 

〇遊具がある広場に期待したいです。自然豊かなのは良いですが、家族だけで

過ごすにはバリエーションがなさすぎたため。週末だけでもコーヒーや軽食

の移動販売などあると嬉しいです。 市民は駐車場もう少し安いと助かりま

す。 

〇子どもと一緒に楽しめるミニ SL鉄道や遊具がもう少し充実してほしいです 

〇売店の増設、未就学児が遊べる遊具、ストリートバスケットコートやフット

サルコート（有料） 

〇売店をもっと充実させた方が良い！ 

〇子供達が遊べるアスレチックや遊具を取り入れてほしい。ボール遊びができ

るような場所を作ってほしい。 

〇トイレが汚いので、きれいにしてほしい。 

〇子供、ファミリーを対象とするなら三郷公園や水元公園などのように大型遊

具で遊べると良い。駐車場から案内までのアクセスが遠く、億劫に感じる。

バーベキューのルールが厳しく、宿泊も含めてもっと自由に利用できるよう

な場所もあると利用者が激増すると思う。 

〇遊べる遊具がない。ドッグランスペースを作れば人が集まる 

〇年に数回しか利用しませんが、のんびり出来る場所だと思っています。自然

にあふれているので、アスレチック等の遊具が早く出来ないかなと思いま

す。老朽化が目立つトイレがあります。怖くて、こどもも入るのを嫌がりま

す。 

〇トイレを新しくしてほしい 

〇キャンプ施設を作ったり、夜の星空を見るイベントとか夜間も入れる公園に

なってほしい。治安維持も含めて。 

〇今つくっている遊具楽しみにしています。子どもがたくさんの自然にふれあ

えるよう、イベント等してもらえると嬉しいです。 

〇子供連れで遊びに行きたいですが、遊具がない、ストライダー、公園レーサ

ー、三輪車の乗り入れが出来ないので、広い公園に行くのに、不便さを感じ

ています。場所を限定して使えるようにして欲しいです。入り口がパークセ

ンターから遠く、もっと近くの入り口を開放して欲しいです。 

〇キャンプなどアウトドアをもっと楽しめる施設になってほしい。アウトドア

ヨガができる施設が欲しい。ヨガをして良い空間を確保して欲しい。 
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〇良く利用させていただいておりますが、小学校の高学年が遊べるようなアス

レチックや遊具があるとうれしいです。 

〇トイレが汚くて暗くてこわい、 

〇遊具や軽食をとれるお店がないため、子供を連れて行きにくく、みさと公園

に最近は行っている。せっかく自然と広い場があるのだから、もう少し充実

させてほしい。 

〇自然を活かした大きなアスレチックがあると良いと思う。小さな子供から大

人まで楽しめるようなものだとさらに良いと思う。 

〇新しい遊具が建設されること、期待しています。せっかく水が豊富にあるの

で水で遊べる遊具も設置希望です。 

〇遊具がないので、小学生はつまらない。大人がのんびりするには、オシャレ

なカフェや本屋などがあれば行くかも。とにかく、何もなさすぎます。 

〇乳児、幼児、小学生と年齢別に遊べる施設を作って欲しい。21 世紀の森だ

けでなくどこの公園も全ての遊具が古く安っぽい。安全で魅力的な遊具の充

実を。小規模保育園ばかり建てて、その園が散歩に出て、一般の利用者は邪

魔者扱い。老人が公園で我が物顔でグラウンドゴルフ。ひどい。ついでに、

言わせてもらうと松戸市に充実した図書館がないこともガッカリ。どこが子

育てに優しい都市なのか謎。 

〇遊具が無いので柏の葉公園や流山総合運動公園をいつも利用しています。今

後遊具が設置されるとの事で大変期待しております。近隣市へ行かずとも済

むようにさらに充実させて頂きたいです。普段から利用するには駐車場代が

高いです。 

〇新しい遊具楽しみです。クラウドファンディングは良かったと思います 

〇アスレチック遊具をいれてほしい 

〇小学生前後では、遊ぶ遊具などがなく、遊びに行こうという気持ちにはなら

ない 

〇自然は残してほしい。遊具がほしい。一日中遊べる雰囲気のある施設作りに

してほしい。今、ブームのグランピングのような施設も設置し、他市からも

来たいと思えるような公園にしてほしい。 

〇散歩しないできないから、高齢者ばっかり。アスレチックなど遊び場がない

と子供もすぐ飽きる。 

〇アスレチックがあると、より長時間楽しめると思います 

〇夏は暑いので利用しにくいと思います。もう少し子連れが休憩できる涼しい

場所があると嬉しいです。 

〇アクセスが不便なので、色々な駅からバスがあると気楽に行ける。また、コ

ンビニ等のお店がほしい。 

〇洋式トイレの数が足りない。 

〇公園が広い上、近くにコンビニや飲食店もないので、公園内の売店、レスト

ラン、テイクアウトができるお店がもっと充実すると助かります。駐車場が

高いので、気軽に散策をしたいときは、流山の運動公園に行ってしまいます。

夏の暑いときは小川で水遊びができてとてもいいので、そこをもう少し充実

していただけると嬉しい。里山で遊ぶ風のアスレチック的な遊具もあるとい
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いと思う。 

〇何もなさすぎて子供が遊べない。自転車に乗れるようにするとか、遊具が欲

しい。あれだけ広いのだから、子供が自転車に乗って遊べたら楽しいのに、

場所だけ取ってもったいない。 

〇オシャレなカフェテラスを作って欲しい。テント、タープ可のエリアを作り、

ピクニック出来るようにして欲しい。自転車可のエリアを作って欲しい。 

〇1人でランニングや散歩、野鳥観察、週末は子どもと遊ぶのに利用していま

す。飲食店など少し増えたら嬉しいですが（コンビニとか。）、今の自然を生

かした状態の公園が気軽で好きです。民間委託でアンデルセン公園みたいに

なったら嫌だなと心配です。 

〇授乳スペースが限られているので、行きたいのに行きづらい 

〇より良い環境にする為にも、ゴミステーション・喫煙所の設置を求めます 

〇トイレが行くと、いつも詰まっていて水が溢れています。改善していただき

たいです。縄文の広場、楽しみにしています。 

〇最近東京から引っ越して来ました。小さい子ども(0から 3歳)が遊びやすい

遊具が松戸市には少ないので、小さい子向けの遊具や交通公園のような環境

があると、もっと子連れが多く遊びに行くと思います。 

〇広いのにやはり遊具がないのは物足りない。近場の公園の方が良いと思って

しまう。駐車場代も取っているため少しでも遊具が欲しい 

〇大人にはすごく良い場所だが、子どもは遊ぶものがなくつまらないと言う。

子どもが楽しめる何かがあればもっと頻繁に利用したい。駐車場が無料にな

るとよい。 

〇ランニングコースが欲しい。子どもの遊具設置希望。 

〇お手洗いの数は少し増えると嬉しいです。キッチンカーやカフェテラスがあ

まり無いからこそ綺麗に保たれている部分はあるのではないでしょうか。コ

ロナもあるので飲食店を増やすのは今のところ反対です。 

遊具がこれから出来るとのことで、行く機会がもっと増えると思います。楽

しみにしています。 

〇食べ物に困るイメージで長時間いられない…テラスでランチが食べられる

とか 喫茶店が充実していたらいいなと思います。 

〇子どもが遊べる遊具をもっと増やす。定期的目玉になるような例えばマラソ

ン大会とかイベント開催など。 

〇遊具が欲しい。ストライダーやキックボードの持ち込み可能なエリアが欲し

い。小川が滑りやすく危ないので、改善して欲しい。一般向けのデイキャン

プ場が欲しい。 

〇子ども達が遊べる遊具があれば良いなと思います。 

〇何もないイメージがあるので、遊具などを導入してほしい。 

〇ベビー用トイレやオムツ台など、子育てしやすい街を、アピールしている割

には少ない。また、標識がわかりにくい。 

〇小学生の子供がいるので遊具が出来るとの事で楽しみにしています。結婚前

まで近所に住んでいたので、昔あったフィールドアスレチック等も出来ると

いいなぁと懐かしく思っています。また近年少子化により、ペットを飼う夫
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婦も増えています。ペット可にして子供を連れて行く感覚で犬を遊ばせるド

ッグランを設けてはどうでしょうか？散歩して良い区域やマナーを守るよ

う徹底して。 

〇トイレがもう少し綺麗だと良いと思います。星空観測やキャンプができる様

になればいいなぁと、思います。 

〇トイレが古い、現代の新しいトイレにして欲しい。洋式、子供トイレ、オム

ツ替え台設置など。遊んで泥だらけになってしまう時に洗う場所があるとよ

いです。 

〇交通アクセスが悪い 遊具が少ない 

〇子供が遊べる遊具が欲しい 雨の日でも遊べる施設があるとなおよい 

〇年配の方の散歩や、ランナーの方ばかり。子供と遊びたくても原っぱしかな

い。遊具もアスレチックもないし、正直何もないので原っぱで凧揚げやボー

ル遊びなど持ち込んで遊ばなければいけないので、近くてもあまり行かな

い。駐車場台も安くはない。もっと多世代で使える広場であって欲しいせっ

かく近くに大きな広場があるのに残念。松戸市は古い公園ばかりで、子育て

しやすい街と聞いていたので残念に感じています。 

〇令和 3年度には遊具が出来ると聞いていたので、楽しみにしています。近く

に住んでいるため、子供と家族と、あと友人とよく来ています。遊具がなに

もないので、毎年遊びに来るのは春夏だけです。しかも川遊びメインです。

今後は遊びに行く回数も増えるのかなと思うと、嬉しい限りです。今の飲食

できるカフェは残しつつ、もう少し色んな飲食も入ってもらえると更に活性

化するんではないかなぁと思います。ご検討よろしくお願いします。 

〇アスレチック等の遊具が欲しいです。じゃぶじゃぶ池的な箇所もあれば嬉し

い。 

〇アスレチックまではいかなくても、広い敷地を活かして、大きな子ども用の

遊具があるといい。 

〇ちょっと今は、正直つまらない。行っても何もする事がない。母 1人で子連

れで行くにも、何も無さすぎて子も飽きる。魅力がない。母 1人時間に、の

んびり広い公園に息抜きしに行ける場所は松戸には無いので、21 世紀の森

と広場がそんな場所を提供してくれたらすごく嬉しい。お洒落で素敵なカフ

ェが出来てくれたら、尚行きたい。ただし、ママ友に必ず会う環境は嫌なの

で広々としたカフェか、何店舗かあれば嬉しい。静かで、景観も素敵なので、

のんびり過ごしやすい公園になってくれたら凄く嬉しいです。 

〇広い公園が少ない松戸市で数少ないよい環境だと思いますが、アクセスがよ

くないので、何か魅力的な取組(子育て世帯が好む、明るさ、快適さ、食事)

があった方がよいと思います。子育て世代は皆、安心して子どもを遊ばせら

れる自然環境を求めているので、魅力的な公園になれば、多少遠くても足を

運びます。 

〇広大な敷地なので高齢者は立ち寄りづらいです。ベンチをもっと置いてほし

い。子供の遊具を充実してほしい。汽車の運行や、千葉一のすべり台、千葉

一のぶらんこなど話題になるものを。広場も残してほしい。凧揚げや、ボー

ル遊びなど走り回れるように。非営利公園として運営するなら駐車場代が高
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いと思う。営利公園であれば安いと思う。お祭りやイベントを沢山開催して

ほしい。高齢者、子供向けに昔の遊びや工作、ものづくりなど集いの場にし

てほしい。子供の日に開催してたイベントや、モリヒロ、収穫祭、とても楽

しみにしていました。今年はやってほしい。外国人との交流イベントも良い

のではないか。毎月歩け歩け大会とか。纏まりないですが以上です。宜しく

お願いします。 

〇自転車やラジコンカーなど動くもので遊べるスペースがあるとよい 

〇広場ばかりなので、プールなどがあると１日楽しめると思います。(松戸市

の市民プールが閉鎖してるので特に。)夏だけの屋外のプールでいいと思い

ます。アスレチックなども楽しそうだと思います。 

〇トイレの改修、増設を希望します。 

〇大型遊具がほしい 

〇広場ばかりで遊び場がないので、遊具が欲しいです。 

〇子供は和式トイレが難しくなかなかできない。幼稚園児くらいになるとあそ

べるが 1-2歳のあそべる施設が少ないのでふやしてほしい！ 

〇子供が遊べるアスレチック遊具をつくる。日比谷公園のように鉄棒など増や

す、イベントを増やす、フリーマーケットなど。公園の活用事例は沢山あり

ます、人が行きたい、集まりたいという公園にしてください。 

〇民営化でカフェテラスなど出来たらより人が集まるかもしれないが、入園料

をとるようになると今までのように気軽によれなくなるかもしれないこと

が不安である。民営化されてもモリヒロフェスタを今後も開催してほしい 

〇もっと魅力的な何かを一ついれるべき 遊具も断然足りない。健康用器具も

あるべき。トイレも遠い。 

〇ただ広いだけなので遊具等あればいいと思う。ボールや自転車が出来るエリ

ア、飛行機ラジコンエリア等あれば良いと思う。 

〇子どもが小さい頃、どうして松戸市にアスレチックがないのかと残念に思っ

ていました。水遊びも微妙な感じで。次世代の為、是非施設の充実を、宜し

くお願いします。あと、終了時の追い出しが酷いです。雑。早く帰れ的な。 

〇子供が楽しめる遊具やアスレチックがあるとより楽しめる。夏場は暑いの

で、日陰などで休めるスペースを多めに作ってほしい。 

〇今までは幼稚園の遠足で年 1 回程度の利用でしたが、アスレチックや複合

遊具など、子どもがのびのびと遊べる遊具があれば、もっと頻繁に利用した

いと思っています。 

〇子供の頃から遊び、親になった今でも家族で遊びに行く大好きな公園です。

最近思うのは、子供の遊ぶアスレチックなど遊具があったらなと思います。 

〇トイレの場所を増やしてほしい。釣りや魚とりができるところを作って欲し

い。 

〇もう少し子供の遊ぶ範囲が増えると助かります。 

〇クラブハンガーディメンション、ドラゴングライダー、サーモンラダー、ロ

ーリングひる、パイプスライダー、フィッシュボーン、そりたつ壁、大人も

子供も一緒に出来るクワットステップス、おと 
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〇子供の頃から慣れ親しんでいる公園ですが、自分も子連れで行くようにな

り、幼児用トイレの設備がもう少し充実してるといいと思う。 

〇広い敷地なので、自転車可能エリアを作って欲しいです。子供と自転車を練

習するにあたり道路は NG、公園も NGだと乗れるところがありません。バス

ケットゴールの設置を希望します 

〇やはり、遊具はほしいです。川ももっと整備された遊びやすいようにしてほ

しいです。また、遊んだ後足を洗ったりする場所、トイレも敷地の広さに対

して小さいし子供も使いやすい洋式で整備してほしいです。 

〇子供が楽しめる遊具が少ないため、遊び場としての魅力に欠ける。埼玉の三

郷公園のように大型遊具を増やしてもらえると、利用したいと思う 

〇遊具がほとんどなく子供が遊べない。松戸市は近隣の市と比べ大型遊具がお

いてある公園がほとんどない。場所は広大なのだから、もっと遊具を増やし

て欲しいです。 

〇森林浴が出来る森の中のカフェを作ってほしいです。 

〇アスレチックなどの遊具の設置、飲食の充実をお願いしたいです 

〇「森と」と名前が付いているだけあって、木が多い。なので夕方くらいにな

ると怖い。バーベキュー場は片付けの時間になると決まってカラスが大量に

寄ってくるイメージしかないので、子供がいると心配だし怖がる。カラスが

寄ってこないようにバーベキュー場を網で覆うなどの工夫をした方が、子供

連れの利用者なども安心して利用できると思う。坂道が多い。多いのはしょ

うがない事だと思うが、道が悪すぎる。ベビーカーで行った時ガタガタすぎ

て寝ていた子供が起きてしまった。道になっている部分だけでもちゃんと舗

装して欲しい。小さい子から大きい子まで遊べるアスレチック的な遊具があ

ればいいと思う。オムツ替えできるトイレなどが所々にあればいいと思う。

松戸市民は駐車場を無料で使えるようにしてほしい。 

〇小川がもっときれいだったらいいと思います。売店がもっとほしい。 

〇遊具が欲しい。トイレをきれいにしてほしい。 

〇なかなか近くにスケボーなどやれる場所がなく、21 世紀の森は広いので更

に色んなスペースが充実すると嬉しいです。 

〇ドッグランを作ってほしい。遊具を充実させてほしい。夏場に水遊びができ

る場所を作ってほしい。 

〇遊具を作って欲しいです。 

〇子どもが遊べるような遊具が欲しい。柏の葉公園や、遠いですが千葉こども

の国、ぐんまこどもの国まで足を運びます。 

〇子供達が楽しめる遊具の充実した公園が松戸には無いので、ぜひ二十一世紀

の森で実現して下さい 

〇沢山の遊具を設置して欲しい。アスレチック場も造って欲しい。 

〇もう少し明るい感じになると良い 

〇これだけ大きな公園があるのに、人が集まらないのはもったいない。広い場

所だからこそ、公園の遊具を増やすべき。散歩のために集まる施設はいらな

いと思う。散歩なら、別の場所でまかなえる。入園料を払ってもいきたい場

所にすれば、県外からの集客も見込める。遊べる施設がないから行かないだ
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けです。 

〇森と広場を生かした屋外スポーツ施設があると良い(野球・サッカー場、テ

ニスコート、ランニングスペース等)と思います。 

〇子供が赤ちゃんの頃は毎日行っていたが大きくなると、遊ぶものがなく行か

なくなってしまった。ある程度の年齢でも遊べるものがあるといいと思う。

授乳スペース、オムツ替えスペースをパークセンター以外にも広場のほうに

も作って欲しい。自動販売機またはケータリングなどを増やして欲しい。公

園の奥の方へ行くと食べ物や飲み物が買えない。自然を大切にしているのは

分かるが、木や草が生え放題でもう少し奥の方を整備して、スズメバチや虫

などの心配がないようにしてほしい。蜘蛛の巣もすごい。コスプレーヤーに

着替えやシャワーなどを有料で貸して収入にした方がいい 

〇遊具がなく、あまり子どもと遊べない。 

〇待機児童ゼロを推していたりして子育て世代が増えているのでアンデルセ

ン公園の様に有料になっても遊具を増やして欲しい 

〇開園当時から利用させてもらっています。子供の時から、友人と親と、大人

になってパートナーと子供達と。最近は子供も大きくなってきました。小さ

な子から遊び盛りの子、大人になってからもみんなの憩いの場になるような

場所であって欲しいです。ファミリーの、キャンプ（宿泊）や子供用のアス

レチック的なものあったらいいなぁと思います。健康遊具もいいですね。も

ちろん広場や草花を楽しむのも継続して行ってもらいたいです。また、西口

にもコミュニティバスなど入り口のそばに何か来てくれるといいですね。 

〇バスケットゴールなど、スポーツができる施設が欲しい 

〇近所で子どもと遊ぶのに広場は気持ちよく遊べますが，トイレが古く，木の

茂みの中にあったりと子供一人で行かせるのは抵抗があり我慢させたりカ

フェテラスなど室内へ移動してます。大人でも抵抗あります。トイレの周り

を明るくデザインなど工夫してほしいです。 

〇とにかくトイレが不潔で暗くて怖くて子どもには利用させられず、そのため

短時間で帰らなければならない状態です。そのほかはとてもいい環境で、一

日中遊んでいたいくらいなので、その点だけが残念です。改善していただけ

るのを切望しています。 

〇遊び道具やバーベキューセット、テントなど貸してくれると楽しいとおもい

ます!! 

〇アスレチックなどあればもっといきたくなるのにと思ってました。 

〇大型遊具が早く欲しい。オムツ換えができる施設(衛生面が気になるため、

キレイに管理された場所)を増やして欲しい。 

〇広いだけで何もなく、イベントがないと楽しくないし、何を想定した公園な

のかよくわからない。遊具や売店の充実、自転車やストライダー、スケボー

等の利用可能にして欲しい。広さも充分でエリアを限定する等で危険は充分

回避できるのに、何故禁止なのか。バスの本数も少なく、車がないとなかな

か足を運ぼうとは思えない。柏の手賀の丘公園のように BBQ やキャンプが

できるとよい。 
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〇子どもが遊べる遊具が少ないと感じています。個人的には動物と触れあえる

場所があると嬉しいです。 

〇動物と触れあえるスペースがあると魅力的。駐車場スペースにサッカー競技

場を設置すると盛り上がる。柏にもサッカーチームがあるので対抗したい 

〇アスレチックのような遊具がたくさんあったり、市民プールのような施設が

あるともっと頻繁に利用すると思います。広場だけ利用するのに駐車料金を

払うとなると足が遠退いてしまっている現状です。 

〇手入れが行き届いていない印象です(トイレや芝など)他遊具があるともっ

と子供が集まりやすい公園になると思います 

〇障害のある子も遊べるインクルーシブ公園を作って欲しいです。あったら利

用頻度がとても増えると思います。 

〇自然に馴染む遊具やジャブジャブ池としての整備。飲食をもう少しテコ入れ

して欲しい。せっかく広い公園があるのだからもっと松戸市が自慢になるよ

うな公園にして欲しい。 

〇アスレチックなどの子供が遊べる遊具が欲しい。池があるので釣り堀が欲し

い。泊まれるキャンプ場が欲しい。貸し畑や田んぼで作物を育ててみたい(教

えてほしい) 

〇遊具があると嬉しいです。危険回避の為、年齢別で色々な遊具があると尚良

し。ただし、場所は離さないで隣接していること。(兄弟で遊びに行く際、

同時に遊ばせる事が出来なくなる為) 

〇これだけの広さがあるのに活用できているように思えない。ただ散歩するだ

けにこんなに広い場所はいらないと思う。もっと子供が遊べる施設や遊具を

増やしてほしいし、シニアの健康器具コーナーなども設置すればもっと活用

出来ると思う。 

〇ドッグランやお散歩コース希望 

〇普段から、子供が喜ぶ遊具のある公園を探して少し遠方でも車で行ったりし

ています。もし 21 世紀の森と広場に魅力的な遊具が設置されたら、市外か

らも集客が見込め、周囲の賑わいや経済の振興にも力を発揮すると思いま

す。できればアスレチックなど、普通の公園にはない遊具や、周りの自然を

利用した変わった遊具、施設が提供されると、周りの公園と差別化されて大

変良いと思います。アンケートを実施していただきありがとうございます。 

〇BMXやスケボーを出来るスペースをつくってあげて下さい。この 2競技につ

いては入場料をとってもいいと思います。 

〇子供連れも多いのでもっと大きい便利な授乳室やオムツ替えスペースがあ

るといいなと思います。 

〇バークセンター横の出入口を解放して欲しい。 

〇アスレチックのような、体を動かす遊具があるといいと思います。 

〇キャンプができるようになれば、毎週のように通うと思います。 

〇子供が遊べる遊具を設置してほしい、増やしてほしい。駐車場を無料にして

欲しい。 

〇アスレチックができるのが楽しみです。子どもがのびのび遊べる環境で、と

ても気に入っています。 
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〇テントオーケーとして欲しい。週末ゆっくり過ごしたいので。 

〇子供と行く場所なので、遊具が欲しいです。 

〇スケートボード専用施設を検討してほしい 

〇子どもたちはもちろん、夫婦や友人とも毎週末のように遊べるところを探し

て、あちこちの公園や施設を回っていますが、21 世紀の森にはがっかりし

ています。何も無いただの広場。早く子ども向けの大型遊具や、デートスポ

ットとして使えるようライトアップする等して、遊びに行きたくなる公園作

りをしてほしいです！ 

〇子供用自転車（ストライダーなど）の練習や走行が可能なエリアを作ってほ

しい。駐車場代が時間問わず 500円だが、子連れで数時間しか利用しないこ

どが多いため、割高に感じる。もう少し安いと気軽に利用できる。 

〇もう少し年齢別に子どもが楽しめる遊具がほしい 

〇子供が小さいときは、お弁当を持って遊びに、ここ数年は、蛍の鑑賞会、ア

ウトドアイベント、バーベキューなどで使用していました。民間企業にお任

せするのも良いですが、お金をかけずに遊べるのが公園の良いところなの

で、たとえば遊具を見直して、アスレチック施設を作るキャンプ施設など自

然を体験できるスポットとして管理してほしいです。 

〇松戸にはキャンプ場がないので、できたら嬉しい。 

〇遊び場といっても遊具がないのに駐車料金を払って行く気になかなかなら

ない。小さい子がいても遊びに行ける場所だと地域の交流にもなるし、近く

の人では無くても行ってみようと思えるのではないかと思う。 

〇家族で利用しますが、正直ただの原っぱだと思います。遊具や施設を増設し

てほしい。食堂も松戸市らしい食事を提供してほしい。ゆっくりのんびり過

ごせるので素敵な場所だと思います。もっとニーズを調査して取り入れても

らえたらいいと思います。 

〇今度できるようですが、小さい子供でも遊べる遊具があると嬉しいです。 

〇遊びに行っても何も遊具がないと言う印象があり、段々行かなくなりまし

た。子どものための遊具や、高齢者など大人向けの健康器具を置いたり、た

くさんの人が利用しやすい場所にしてもらいたいです。広さは充分あるの

に、もったいないというイメージです。 

〇自然に触れさせようと未就学児を連れて遊びに行っていたが、遊具がなく、

時間が少し経つ頃には子供が飽きていたので最近は遊びに行っていません

でした。一番上の子が自転車に乗れるようになったので連れていきたい気持

ちはあるが、駐車場から各広場までの道の整備が不安なため、遊びに行くの

を躊躇しています。自然との両立が難しいとは思いますが、体力のある年頃

の子でも遊べるような場所があると嬉しいです。 

〇自転車の練習などが出来るひろばなどがあるとかなりありがたいです。家の

近くなどだと車など通って集中できないので。松戸市の野菜などの販売など

もあると面白いんじゃないでしょうか？その野菜を使ったレストランとか。 

〇自然あふれる公園だと思いますが、遊具がなく子供と 1 日中遊ぶことがで

きません。遊具設置を希望します。 
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〇コロナで遠出ができない中、21 世紀の広場が唯一のお出かけ場所となって

おり、本当にありがたい公園です。6才息子は、21世紀の広場で、ザリガニ

釣りや虫取りをするのが大好きです。70 代の母は自然の中を散歩するのが

大好きです。今の自然を残しながら、こどもから年配の方まで楽しめる、公

園であってほしいです。30 代の私には、ステキな飲食スペースがあると嬉

しいです。 

〇小さな子供と遊ぶには遊具が少ないように感じます。駐車場代も結構かかる

ので、行く候補から外れやすい。 

〇広場近くのトイレがキレイになるとすごく嬉しいです。公園のトイレは一番

大事です。子供が汚れていたり、暗かったりすると行きたがらないので、わ

ざわざ遠くの建物内のトイレを利用したりしています。 

〇こどもが遊べる遊具があると良い 

〇遊具エリアの完成をとても楽しみにしております！！ 

〇遊具やアスレチックのような、遊べる場を作ってほしい 

〇トイレの老朽化がとても気になります。今時あまり無い暗いトイレで、子供

が怖がってしまいます。また、カフェテラスも老朽化と暗い感じが気になる

ので、オシャレな明るいイメージで、水辺に沿ったテラス席などがあると気

持ちが良いと思います。 

〇子供が遊べるアスレチック器具や遊具が無く魅力が半減している。自転車や

スケートボードを園内で使用できるようにして欲しい。松戸市にはスケート

ボードができる公共の施設が無い。 

〇アスレチックなどの遊具が欲しいです。松戸駅からの直通バスが欲しいで

す。難しくないことだと思われますが、なかなか実現しないことが不思議で

なりません。 

〇もう少し、遊具があるといいと思う。 

〇トイレが古いので、いつも使うのに躊躇います。新しくして欲しいです。 

〇遊具など、子供が遊べる項目を増やしてもらいたいです。せっかく広い敷地、

湖もあり、ぜひ現状を活かして、生き生きな 21 世紀の森と広場をしてもら

いたいです。 

〇遊具を増やして欲しい 

〇もっと色々な遊具があると子供達は喜ぶと思う。その時大人もゆっくり見て

られる両方がいい。おじいちゃんおばあちゃんも見れるいい場所がいい。 

〇自然がたくさんあって広いのはいいが、それ以外の魅力があまり感じられな

いので、今後色々と整備されていくことに期待します！ 

〇5 年前に大きな公園もあるということで期待して公園の近くに引っ越して

きたが、初めて行ったときはとてもガッカリした。自然を大事にしている公

園というのはわかるが、あそこまで広い公園であるにもかかわらず全く遊具

もなく、「子供は虫取り、アイスを食べて帰る」くらいしか楽しめていない。

アンデルセンのように入場料を数百円取ってもいいので年齢で区切ったア

スレチックをたくさんいれるべき。今の公園のままであれば全然行きたいと

思わない。また、徒歩のみで入れる入り口も増やしてほしい。 
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〇アスレチックや巨大滑り台等の子供の遊具を充実させてほしい。民間企業に

移管するに賛成の理由の選択肢が、市の運営のままでも出来るのではないか

と思います。 

〇樹上アスレチックなど、他市の公園にはない自然をいかした遊具があれば来

場が増え魅力が増すと思う。 

〇いつも綺麗に整備されていて気持ち良く利用させていただいています。子供

用のアスレチックや、ちょっとした遊具が広場の隅でいいのであると助かり

ます。 

〇市内に大きくて遊具の充実した公園がないのでいつも市外まで行っていま

す。子供が気軽に遊べる遊具やアスレチック等がある広場があるといいなと

おもいます。また、綺麗なトイレや赤ちゃんのオムツ替え場所が増えると嬉

しいです。 

〇幼児用遊具が無さすぎる 

〇移動動物園が来たり、動物コーナーがあったらいいなと思います。 

〇駐車場から広場までが遠すぎて、なかなか行こうという気になりません。入

ってもそんなにやることがないし。以前は出来たというキャンプ場やアスレ

チックなど、行きたくなる明確な理由になるものが出来ると行きたくなるな

と思います。 

〇遊具が何もないのでできたら嬉しい 

〇下記の要素を全く求めていないです。公園の景観を活かした魅力ある飲食施

設の導入。自然環境を活かした遊び場、遊具の提供。新しいものはいらない

ので、自然を感じられて、ゆっくりできる場を望みます。 

〇子どもが気軽に遊べる遊具や、自転車の練習をできる場所がほしい。 

〇カフェが充実したり、新しい施設ができたら楽しいと思います。ただ今まで

のようにゆっくりと過ごせる住民の憩いの場であってほしいです。 

〇子供が遊べる遊具があると良い。駐車場料金が他の同じような公園に比べて

高い。時間制の料金体系にして欲しい。 

〇飲食店が 1 店しかない上にゆっくりできるスペースではないことから、真

夏・冬はほとんど行かない。屋内で休めるスペースがほしい。 

〇遊具がほしい。また犬の散歩ができると行く頻度がふえる 

〇遊具が全くないので公園としての価値がない。長い滑り台や、ふれあい動物

園など人気のものを取り入れた方がいいと思う。多少料金が発生しようが、

子供が行きたいと言えば親は連れて行くと思います。 

〇自然は素晴らしいが、楽しさに欠けるため、足を運ぼうという気にならない。

幅広い世代で楽しめるイベントがあったり、カフェ等も充実していたら行き

たいと思う。 

〇小さい子が遊べる遊具を充実させて欲しい。駐車場が遠い。駐車場から遊び

場まで遠い。子供が歩けない。 

〇遊具がないので遊具を増やしてほしい。 

〇アスレチックなど遊具があると、子供たちがもっと遊びに行きたくなると思

います。一日中しっかり遊べれば、入場料などがかかっても行くと思います。 
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〇子供が遊べる遊具や、お年寄りが使える健康器具などがあると、大空の下で

のびのびと楽しめます。遊ぶものを持っていかないと遊べないのが面倒でし

た。 

〇キャンプで宿泊を誰でもできるようにしてほしい。 

〇子どもが遊べる遊具がなく魅力がない。敷地も広く、緑も多いのに、センス

のない公園。松戸市の施設、全てにおいて言えることです。流山市や、柏市、

三郷市などを参考に、もっと新しいセンスでまちづくりしてください。遅れ

ています。 

〇おむつ替えスペースの充実と、小さな子どもを連れて利用しやすいトイレが

あると嬉しいなと思います。ふらっと散歩に行って、お腹が空いたから何か

食べたいな…みたいなことが結構あるのですが、今の施設で提供されている

メニューでは、あまり利用したいと思えません。飲食施設についてはぜひ検

討してほしいです。市内にはおいしいパン屋さんがたくさんあるので、その

パンを販売しているとか、そういった施設があったら重宝すると思います。

散歩に行ったらおいしいパンが売っていて、それを自然の中でのんびり食べ

られる…って最高です。 

〇自然の中にアスレチックを作って遊べるようにして欲しい。流山運動公園の

ような木のもの。実現して頂けるなら、管理は市でも民間でも構わない。 

〇トイレは老朽化しているので修繕してもらいたい。 

〇子どもの遊具が欲しい。ラーメンフェスタなどのイベントをしていても、情

報発信が少なく気づかないうちに終わってしまう。新聞をとっていないと広

報届かないし、仕事をしていたら公共施設に行く機会も少ない。情報発信の

仕方を考えて欲しい。 

〇もう少し遊具を増やして欲しいものの広大な広場は維持してほしい。その上

で以前のようにイベントを多く開催して松戸市を代表する場所に進化して

欲しい 

〇あれだけ広いのに遊具が一つもないのが残念です。船橋のアンデルセン公園

や中山競馬場のような遊具があるともっと楽しめると思います 

〇広場、だけだと用途が限られてしまっていたので今度の 3 月オープンの遊

具に期待しています。あとは車がないのでアクセスがしやすいように「ゆめ

いろバス」のルートを土日だけでいいので、21 世紀の森と広場まで作って

もらえたら嬉しいです。(市内巡回バスなんかもあると嬉しい) 

〇1才の男児がいます。行ってみたいと思いつつ、果たして楽しめるのかな？

と躊躇していました。年代別の遊び場紹介等あると嬉しいです。 

〇屋外のトイレの設備をきれいにしてほしい。トイレが汚いとそもそも公園に

行きたくならない。（一日過ごせる公園だからこそきれいであってほしい）

キッズのトイレの充実 

〇せっかく広くていい場所なのに、子供が遊べる遊具など何もなくただ芝生。

自然環境もあるが、魅力がなく非常にもったいないと長年感じてきました。

駐車料金を値上げするとか、有料にしてもいいと思うので、より今の時代に

合った、楽しめる公園にしてほしいです。提案するモデルとしてはアスレチ

ックが魅力な三郷公園など。キッチンカーも来ていますし、一日中あそべま
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す。長年意見を述べたかったので、今回のアンケートに踏み切ったことにと

ても感謝します。 

〇和式トイレを洋式にしてほしいです。移動販売があると嬉しいです。 

〇先日トイレを使用した際、ハンドソープが設置されているのに気付きまし

た。管理が大変と思いますが、安心して使用することができました。ありが

とうございます。 

〇自転車置き場を整備してほしいです 

〇大型遊具が建設されるのをとても楽しみにしております！ 

〇とても広くて、自然の中で楽しめる広場だと思います。家族で利用させて頂

いています。子供達がより喜ぶような自然を活かした遊具。体を動かせる広

場。アスレチックなどがあると嬉しいです！飲食店も増えるとより、沢山の

人が集まると思います。民間が管理するようになると、入場料や駐車場など

高く設定されてしまうのかな？と不安もありますが、これからの広場に期待

しています。 

〇松戸には水場で遊べるところが少ないので、もう少ししっかりとした噴水な

ど子供達が夏場遊べる場所がほしいです 

〇バーベキュー場をよく利用するのですが、唯一ある女子トイレの様式便座が

壊れて（はずれて）おり、座れない…和式が使えない年齢の子供のトイレを

させるのが危なく、一番に修繕して欲しい。それと、BBQ場なので、ガスコ

ンロなどの加熱機器の持ち込みや、焚き火、炭などの燃料を持ち込みできる

様にしていただきたい。施設の設備の充実を計り、入場料を上げるなどして

改善してもらいたい。定期的にラーメンフェスタの様なイベントを定期的に

やってほしい。 

〇子どもが楽しめる遊具、夏季限定の水遊びできるジャブジャブ池のようなも

の、外周でもよいのでサイクリングスペースが欲しいです。一輪車やストラ

イダーがしたいです。休めて家族で食事を取れる広めの屋内施設があると嬉

しいです。 

〇ユニバーサルトイレを設置してほしい。 

〇ユニバーサルトイレ早急の整備 

〇身障者用トイレにユニバーサルベッドを設置してください。ゆっくり遊びに

行きたいけれど、大人がオムツ交換できる場所がなく、大きくなってからは

遊びに行くことができないでおります。 

〇松戸は子供が増えてきているにも関わらず大型遊具がある公園がありませ

ん。自然を活かした遊具に期待します。また、21世紀の森と広場は、敷地も

広く、また貴重な自然も残っています。管理はとても大変だと思いますが、

とても誇りに思う森と広場です。これからもっと行きたくなる場所になるこ

とを期待します。 

〇スケートボードパークを作って下さい。 

〇子供の為、スケートボードパークを作って欲しいです。街中では禁止されて

いて近くにできる場所が無いです。 

〇子供用の大型遊具を設置して欲しい！みさと公園のようなものが理想！ 
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〇遊具が新設されるのはとても嬉しいです。市内に子供と休日過ごしに行って

も遊具が無かったのですぐに飽きてしまいましたし，また行きたいとはなり

ません。いつも市外の大型遊具がある公園に行ってしまいます。駐車場代や

交通費が多少かかっても大型遊具があると何度も行きます。遊具も歴史とか

関係なく、子供が喜ぶ楽しめる遊具を希望します。自然を活かせるアスレチ

ックや綺麗な水遊び場もあるともっともっと市外からも来る人が増えると

思います。 

〇子供が遊べる遊具がないとずっと思っていました。新しい遊具を楽しみにし

ています。また、他の公園のように子供のスケートボードや、ストライダー

等を持ち込み OKにしていただきたいです。 

〇松戸市は共働きが子育てしやすい街 No.1 を獲得しましたが、遊び場の点で

は全くそうは思えません。週末は近隣他市へ遊びやすい公園探しに行くのが

現実です。利用料をとっても良いので、いろんな体の動かし方ができる遊具

の設置を強く求めたいです。現在工事が進められているとは思いますが大型

アスレチックはないように思えます。また、広さがあるのでパーク内をぐる

っとサイクリングができる道を整備するのもいいかと思います。自転車のレ

ンタルもあると気軽に遊びに行ける人が広い世代で増えるのではないでし

ょうか。松戸を名実共に子育ての街にするには 21 世紀の森と広場の充実は

必要不可欠だと思います。宜しくお願いします。 

〇トイレをもう少し多くして兎に角綺麗にして欲しい。外に設置よりも施設内

にもっと数多くあると嬉しい。カフェが出来る店を増やして欲しい。 

〇トイレが汚いイメージ。和式ばかりでこどもを連れてきにくい。芝生があっ

て広いところが魅力に感じる。子供をのびのびと遊ばせられる。大人もリフ

レッシュできる。 

〇もっと子供の遊具があると嬉しいです。あと、駐車料金を安くしてもらえる

ともっと気軽に行きやすいです。よろしくお願いいたします！ 

〇とにかく遊べる施設がないこと（遊具がないこと）が非常に残念で物足りな

く、魅力のなさを感じる。そのわりに管理人がいて、持ち込み制限が多い。

三郷や流山や柏など近隣の市町村はもっと自由に満足できる公園があるの

で、遠くに行くのが面倒なときぐらいしか 21 世紀の森に行こうとは思わな

いのが実態。 

〇コロナ禍で外で子どもと遊べる環境がとても大事だし、貴重だと改めて感じ

ています。もう少し滑り台やブランコなどの遊具があれば小さな子どもでも

楽しんで長くいられると思います。 

〇もっと幼児、子供が遊べる、滑り台やアスレチック、アウトドアを増やして

欲しい。 

〇今も素敵なのですが、滑り台や鉄棒など、遊具で遊べるスペースが欲しいと

思います。また危険なボール遊び禁止となっていますが、現状は皆さん場所

を分け合いながらサッカーやキャッチボールをしているので、今後はエリア

を分けて、ボール遊びができるスペースも作ったら良いのではと思います。 

〇とにかくトイレを充実していただきたいです。数が少ないうえ、子連れが多

い広場におむつ替えの台、多目的トイレ、洋式トイレがないのはかなりきつ
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いです。駐輪場が少ない気がします。中央口の駐輪場が砂利になっているの

が不便です。飲み物の自動販売機を増やしていただけると助かります。 

〇小さい子供を連れて行くのですが、子供用のトイレが少なく、おむつ替えの

場所や環境が整っていない(数が少ない上に清潔さが保たれてない)ことが

すごく気になります。多くの子供連れの方がいらっしゃるのにこれをターゲ

ットとする環境や設備が整っていないことが非常に残念です。広々とした場

所で遊ばせることができるのは嬉しいのですが、それらの環境が整っていな

いことで出掛けるときに少し二の足を踏んでしまいます。また、来場客野方

のなかにはピクニック用の小さいテント等が広場のあちこちであまりも秩

序なく設置されているので、遊ぶときにかなり気を遣います。(ボールが飛

ばされないか、子供や他の子がテントをいたずらしないか、等)ルールを決

めているならば、もう少し分かりやすいところに掲示して普及させたりパト

ロールしたり、拡充した方がよいと思います。 

〇住宅地の小規模な公園にはないような大きい遊具がほしい。雨の日でも遊べ

る施設がほしい。 

〇遊具が欲しいです！ 

〇遊具が少なく子供が遊べない。アンデルセン公園ほどの遊具はなくて良い

が、大きな滑り台があった方がいい。数は大きいもの一つでいい。大人も運

動不足解消のための、雲梯や(何か創意工夫ある遊具とか、大人でも遊べる

迷路なんかでも良い)売店が少ないので増やすべき。駐車代金が高い 

〇子供用のトイレを充実させてほしい。また、多目的トイレや授乳、オムツ交

換のできるトイレも、既存のトイレ設置場所に合わせて設置してほしい。ペ

ットに関して、必ずルールを守らず、排泄物を放置する人が必ずいます！現

在こちらで子供と安心して遊べているのは、ペットの排泄物がないこともと

ても大きいです。どうか、ペット連れは禁止継続でお願いします。また、遊

具設置もありがたいですが、なるべく自然環境をこわさないよう、最小限で

かまいません。自然を守ること、それを一番に考えてほしいです。 

〇一面を花畑にするなど四季を通して楽しめるようにすると、人が集って来る

と思います。駐車料金が高いと思う。安価であれば、利用しやすい。 

〇近くに住んでおり、現在 5歳 2歳 0歳の母です。自然に触れる事ができ、の

びのびと過ごせるので何度か利用した事があります。遊具のエリアがあると

より利用頻度が増えると思います。近くに住んでおりますが、三郷公園やア

ンデルセン公園などに足を伸ばす事の方が多いです。もし検討していただけ

たら嬉しいです。 

〇子供にとって広くて安全に遊べる自然豊かな公園が近くにあって嬉しいで

す。遊具もできると聞いているので、完成したら行くのがもっと楽しみにな

りそうなので期待しております！ 

〇トイレが汚いと言うか古くて怖い 子どもの足を洗える場所が欲しい 

〇ドッグランを作って欲しい。園内、ペット OKにして欲しいです。 

〇家族、小さな子供が、いないとなかなか行かない。広いけど全部は回ったこ

とがないかも。基本光の広場？だけしかいかない。もっと手ぶらでも楽しめ

たらいいな(バドミントン、ボールとか貸し出して欲しい) 
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〇広場内にアスレチック遊具をたくさん作ってほしい。広場で遊ぶ子たちの邪

魔にならないように端に沿わせる形でよいと思います。市営だといろいろ制

限があるでしょうし、民間企業に運営をまかせるのは新たなアイデアなどが

反映されやすくなると思うので賛成です。ただ、広場に遊びに行くだけで料

金が発生してしまうようになってしまったりするのも残念です。営利目的に

なりすぎず且つちょっと豪華なよい施設とするのは難しいとは思いますが、

せっかくの広大な広場なので発展させて頂きたいと思います。 
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３）「21 世紀の森と広場」の規制や危険性を危惧する意見 82 件 
〇最近はペット連れや自転車などが許可された広い公園が増えてきています

が、小さな子どもが安心して走ったり転げ回ったりできる貴重な場所です。

ぜひこのまま自然の豊かな場所として残してほしいです。 

〇家に近く孫の遊び場として、ウォーキングの場所として利用しています。歩

いていて気になる場所があります。光と風の広場の道が石で固められ凸凹し

て危険です。高齢者は足腰が弱くかなりの負担となります。森に相応しいウ

ッドチップなどを敷き詰めた足に優しい安全な道にして下さい。この中央を

流れる湧水路の回りに大きな石がありますが子供たちが安心して水遊びが

出来る様に撤去して下さい。景観からも相応しくありません。市民が世代を

超えて利用出来る公園にして下さい。柏の葉公園が参考になると思います。 

〇花壇や畑などいつも綺麗に管理されているなと感じています。ペットを入れ

ないことが衛生的に綺麗な環境を守り続けられるポイントかなと思います。

芝生でも安心してシートを敷いて遊べています。ペットは糞や放し飼いなど

一部マナーを守らない方々がいるので、これからも誰もが安全に安心して遊

べるようペットは入れないで頂きたいです。 

〇園内を通る川で子供が夏に遊ぶが匂いがひどい。水質を良くして欲しい。 

〇遊具がない上に、虫取りもダメペットもダメ、自転車もダメなど禁止項目が

多すぎて、広い敷地を無駄にして残念だなと昔から思っていました 

〇池の葦が増えすぎです。きれいに管理してほしい。 

〇ペットと行ければもっと利用したい。市外の公園にわざわざ行くので、なぜ

松戸はペット同伴利用できないのかと不満でした。ペット同伴できるように

検討すべきだと思う。子供が遊ぶ遊具も、あった方がいいと思う。 

〇犬連れの入場に関して入場料を取ってもいいと思います。その代わり入り口

で犬のウンチ袋を手渡したり犬と一緒に座れる休憩所を設けて欲しいです。 

〇子どもが水遊びをしたり自然を散策する遊びをして、家族みんなで気持ちよ

く利用しています。公園内のルールも守られているから清潔な環境で遊ぶこ

とができ安心です。ペット不可は継続してほしいです。公園外の、一般道で

糞尿の問題に困っています。特に乳幼児が手をついたり触れる危険があり、

ペット連れ禁止だからこそ安心して公園を利用しています。トイレの施設

は、乳幼児連れには少し不便なことがあり、清潔でユニバーサルデザインが

採用されたトイレがあると嬉しいです。 

〇マスクを外している人ばっかり。怖い。消毒してるのか不安 

〇以前閉園近くの時間に追い出されるように早く駐車場方面へ行ってくださ

いと言われました。完全に夜間に人が入れないようにしているからだとは思

いますが、閉園までまだ時間があるのに…と残念に思いました。もう少し開

園の時間を長くしてほしいです。(管理を民間に委託したらもう少し改善さ

れますかね？期待しています)ペットの入園は引き続き禁止にしてほしいで

す。21 世紀の森だけは子どもが気軽に芝生に寝転んだりしても衛生的に気

になりませんが、ペットが入園するとどうしてもおしっこやウンチをしてし

まうので。(我が家も犬がいますので公園で散歩したい気持ちもよーーくわ

かりますが)ついに大型の遊具ができる予定みたいなので、とても嬉しく楽
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しみにしています！子ども達も 21 世紀の森が好きでよく遊びにいっていま

す。コロナが終息したら、たくさんイベントをしてください！ 

〇良い広場だと思います。ただ、テントを張ってはいけない場所であっても守

らない家族等を行く度に沢山みかけます。ルール違反が放置されているのは

残念です。 

〇とても魅力的な場所なのですが、愛犬がいる家庭では週末の遊び場を 21 世

紀の森以外にせざるをえません。自然豊かで大きな場所はここ以外に松戸市

ではなかなかないので、できればペットと入園できるようになるとありがた

ありです。 

〇この公園がゆっくりピクニックできて良いのは、ペット禁止の面が大きいで

す。遊具があったらなと以前はおもいましたが、コロナがある期間は、かえ

って遊具が、無く、家族でのんびりできるので良いと思います。ペット OK

の公園は沢山あるので、ペット禁止を、続けてほしいです。ペットブームで

多いのでどうしてもルールを守らない人も出てきます。近所の公園はペット

のトイレになってしまっていて、ウンチをトイレに流したり、おしっこがポ

ールや外灯の足元に付いていて赤ちゃんを気持ちよく遊ばせられません。民

間委託が流行っていますが、税金が多少上がったとしても、このような無料

の自然豊かな場所や、暮らしを豊かにする音楽ホールに使われるのは、本来

望ましい事です。なかなか利益の出ない物だから、公共施設として運営が、

必要だと思います。 

〇鯉に勝手にエサをあげてる人がいるので、柵などあったりするといいなぁ 

〇多世代が遊べる遊具があればもっと利用したくなります。 

〇子供が生まれてから 9年、その間頻繁に利用していました。現在も遊具はあ

りませんでしたが、自然の遊び、自分で遊ぶ事を覚える事ができました。遊

具で遊びたい時には三郷、手賀の丘に行きます。大層な遊具は必要ないでし

ょうが、多少はあってもいいのかなと思います。ペットは嫌いではありませ

んが、犬の糞・オシッコが気にならずに遊べるのはとても素晴らしい事なの

で継続して欲しい。犬可能になるとマナーが守れない方が絶対に出ると想像

出来ます。タバコもここ最近、やっと全面禁煙になりとても嬉しいです。入

口管理人さんも禁煙してくれると良いですね。BBQ 場は利用料が高くても

炭、薪の持ち込み可能にしてもらいたいです。これからも家族で利用させて

いただきます。 

〇テントを張っている人が最近はとても多くて、迷惑です。禁止にしてほしい

です。綺麗な芝生なのに、テントだらけの日があります。どうにかならない

のでしょうか。 

〇犬も入れるようにして欲しい 

〇自転車の乗り入れ（特に子供の）を許可して欲しいです。これができないの

で、ちょっと遠いけど三郷公園へ行くことの方が断然多いです。 

〇美しい景観だが、禁止事項が多く利用しにくいと感じています。柏の葉公園

のようにしてほしい。具体的には、自転車で入れる、ドッグランがある、普

通の公園にはない大型の遊具がある、などしてほしい。 

〇犬を連れて遊びに行けるようなスペースを作っていただきたいです。 
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〇老朽化して壊れたままの設備(ベンチなど)が囲いなどもなく放置されてい

るのは良くない。すぐに修理できない状況でも、囲いなどをして近寄れない

ようにしてほしい。 

〇制限事項が多いため、もう少し整備して遊びの選択肢を増やして欲しい。つ

まらないと行く機会も増えない。例えば、三郷公園では、自転車など制限な

いし、遊具もある。 

〇規則が多く、つまらない。子供が小さい時は何度か行ったが、今は全く利用

していない。駐車場も高い。遊具もないので子供もつまらないと言っている。 

〇2歳の息子と利用するのですが、普段その他の公園ではすぐそばに車道があ

ったり、子どもも含めて自転車で遊んだり練習したりする人もいて、自由に

走らせてあげれなかったです。21 世紀の森と広場なら車や自転車の心配な

く遊ばせることが出来るので、安心して利用することができます。いつもあ

りがとうございます。あと 1点、このアンケートを答える際に問 5のどのエ

リアで遊んでいるか？の質問ですが、普段遊ぶエリアの名前を意識していな

いためネットで検索して答えました。アンケート回答率向上のために、アン

ケートお知らせの紙にただの公園のイラストではなくエリアの名前ついた

イラスト載せたら良いのでは？と思いました。アンケートの用紙は通ってい

る保育園から配布されたものです。 

〇開園時間制限をなくしてほしい。または、閉園時に、誘導の仕方をもう少し

気持ちよくして欲しい。食べ物を販売してる場所を増やしてほしい。自動販

売機も少なく、夏に熱中症になりそうだった。遊具ができるということは、

期待している。 

〇家族で子供の自転車の練習に行きました。入口で自転車の持込み禁止の言い

方が酷く、それから行かなくなりました。係の方の気持ちの良い態度も魅力

の向上に繋がる方思います。 

〇トイレがとにかく汚いです。子供が利用するのに本当に嫌です。掃除の方が

いるなら徹底して下さい。入場料をとってでも綺麗に保つべきだと思いま

す。 

〇雨が降ると歩道がぬかるんで歩きづらいので、歩道の水はけを良くしてほし

い。 

〇制限が多すぎる。せっかくいいこうえんがあるの使えない。税金を使ってる

のに、市民の声に寄り添ってない。 

〇先日、私は朝 9 時 15 分頃から友人と広場へサッカーをしに行きました。広

場には小さい川があり、それを区切って 3 つほどの広いスペースがありま

す。1つのスペースにご老人方が紙飛行機で遊んでおり、もう 1 つのスペー

スで私たちがサッカーをしておりました。周りには小さい子供はおらず、私

たちしかいないため、危険という状態にはありませんでした。しかし、その

状態にも関わらず、「危ないので帰ってください。家族で子供と大人がサッ

カーをしているのは良いが、大人がサッカーをするのは危険だからだめで

す。」と注意されました。話してくださってることは理解できますし、私た

ち大人の力で小さい子達にボールが当たってしまえば、大怪我に繋がること

もあるので、それは十分に共感します。ですが、周りに小さい子達や家族は
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一組もおらず、私たちも 2.5メートル×2.5メートルほどの小さいスペース

で鳥籠というボール遊びをしていただけです。私たちも、もしなにかあった

らという配慮をして最小限でボール遊びをしていました。私が言いたいこと

としては、大人もサッカーをできるようにして頂きたいです。入口やホーム

ページを見ても、サッカー禁止という掲示はされていませんでした、その為

私たちはサッカーができると思い、駐車料金を払って森と広場に訪れまし

た。サッカーができると思って行ったのに、それができずただ 500円払った

ということです。もし、逆の立場であればおかしいと思いませんか？また、

私たち松戸市民はあの広い広場で運動をして、健康を維持することで仕事や

普段の生活が良いものになると思ってます。良いものになるためには人それ

ぞれがやりたい運動である必要があります。例えば、子供は何曜日の何時、

大人は何曜日の何時というように、時間を区切って私たちがサッカーをでき

るようにしていただきたいです。いつも森と広場を管理してくださってるこ

とに非常に感謝しております。この文をお読みになって、サッカーができる

ようになれば、私だけでなく、サッカーをしている松戸市民全員が喜ぶと思

います。是非、私たちにサッカーをできる環境にしていただきたいです。お

忙しいところお読みいただいてありがとうございました。今後とも素晴らし

い施設と私たちをよろしくお願い致します。 

〇どんな遊び場があるのか、まだしらないです。犬を連れて行けるのなら調べ

ようかとおもいますが、禁止とされてるなら大丈夫な施設に子どもと遊びに

いけば済む話なので、改善して欲しいです。ドッグランなどあると、嬉しい

です。犬が苦手な人もいると思うので、住み分けを希望します。 

〇公園内を行き来しやすいように 池中央に橋をかけてはどうかと思う。マナ

ーの悪い人はいるが、制限付き(カートを使うなど)でペットも入場できない

だろうか？ペット連れ避難所が かなり遠い場所に固まっているので 緊急

時にペット連れ避難所になるよう整備出来ないだろうか？ 

〇ペット社会になりつつある今、公園の一角で良いのでペットをつれて遊べる

場所があってもいいのではないでしょうか。 

〇ペット可。サイクリングしたい。 

〇犬連れて来ていいようにいて欲しいです。小学校の高学年でも、楽しめる遊

具があったらいいです。 

〇犬を連れて来ていいようにしてください。小学校、高学年でも、楽しめる遊

具を作ってください。 

〇松戸市に 40 年位住んでいますが 3 回しか行っていません。ペットが入れな

いので家族では行けないからです。BBQにしても、車では飲酒運転になるの

で行けません。北小金駅からバスが無いのが不便だと多くの方が意見してい

ます。私もそう思います。子供の遊具に魅力的な物があったり水遊びが出来

たり飼い主も犬も躾が行き届いている場合は入場出来たり、という事があれ

ばもっと行きたい場所ではあります。犬に関しては、最低限、挨拶が出来る、

呼び戻しが出来る、等当たり前のことなので社会性の見に付いている場合の

み入場出来る様にすれば問題無いかと思います。また、定期的に一時間に一

度利用ルール等の呼び掛けを放送すると看板を見ていない人にも伝わるか
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と思います。 

〇とてもいい所だと思います。ペットも一緒に連れて行ければ、もっといいと

思います。もう少し遊具があったほうがいいです。参考にしていただければ

うれしいです。よろしくお願いいたします。 

〇最近はペットを飼っている人が多いので、公園の一部にドッグランがあった

ら利用者が増えそう。ペットが歩ける場所を決めれば、嫌いな人や糞等は関

係なさそうです。暖かい時は子供を水で遊ばせているのですが、都内の公園

は足を洗ったり水のシャワーがあります。湧き水のそばにそんな場所もある

といいです。ほたるに親しむイベント、らーめんのイベント、開催されてい

るイベントはとても楽しいです。 

〇範囲を限定でも良いので火気の使用が出来る様に戻す、開園時間を伸ばして

欲しい出来れば一部でも良いのでフリータイムにしてほしい。 

〇犬を飼っていて、なかなか松戸にペット可の広い公園がないので、ペット可

だったらもっと頻繁に利用してると思う 

〇湖の周りに柵がないところがあり危ないと思いました。飲食店の充実をお願

いします。真夏など日陰の場所がもっと欲しいです。子どもが楽しめる工夫

をお願いします。 

〇閉園時間の前に帰ってください…っと声をかけて来るシステムは辞めても

らいたい。  

〇閉園時間をもう少し遅くして欲しいです。 

〇ペット禁止や自転車禁止など、いろいろと規制があると利用する機会が減る

ので、せっかくの素晴らしい自然を、季節ごとに楽しめるように、遊具を増

やしてお子様から、ベンチや飲食店も増やし大人の方まで、埼玉にある「ム

ーミンバレーパーク」のようにオシャレにして、市外の方も行きたくなるよ

うな公園にして欲しいです。 

〇ペット禁止なので安心して子どもを遊ばせられるので、定期的に行っていま

す。今後もぜひペット禁止でお願いしたいと思います。子どもを安心して遊

ばせられる反面、広場で遊ぶものがなく子どもはすぐに飽きてしまいます。

せめて子どものみでも三輪車などの乗り物が使えるとより楽しめるのでは

ないかなぁと思います。 

〇小型犬、中型犬はリードを離さないことを条件に入園可にしてほしい。子供

の自転車やラジコンは遊べる場所を限定するなどして持ち込み OK にしてほ

しい。駐車場を無料にしてほしい。おしゃれなカフェやキッチンカーを入れ

てほしい 

〇ペット OK で、大きめの遊具があればたくさんの来場者が見込めると思いま

す。周りのママ友もみんな、大きな公園に行こうとすれば車で 30 分ほどか

けて行っています。21 世紀の森がそんな風になれば、ここに住んでいるこ

とが自慢できるくらいです。 

〇入れるエリアを区切ってもよいのでペットも公園内に入れるようにして

（BBQ場とか）新たにドッグランを作って欲しい。せっかく大きな公園があ

っても子どもが大きくなった今となっては行くこともなくなった 

柏の葉公園にはよく行くけど…ランがあるから 
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〇ペット可能なエリアを作ると人がより集まると思う。季節ごとのイベントや

樹木など、行きたくなるような魅力を増やす。 

〇ペットは禁止にしてほしいです。運動公園同様、犬はおしっこをそこかしこ

にするし、アレルギーの子どももいるので、土いじりする小さい子どもを歩

かせられなくなります。静かで大好きな場所ですがもっと活用できないとも

ったいないですね。子どもを嫌いな方もいます。シニアが静かに過ごせる場

所と、アスレチックなど子供が楽しめる場所、草花や虫などを学び交流出来

る場所、ペットも OK な場所など分けるともっと魅力ある素敵な施設になる

と思います。 

〇ペットを飼っていませんが、ペットが普通に広場などで遊んでいる公園はす

ばらしいと思います。 

〇全体としてペット禁止でも、ペット可なエリアを設けたりドッグランを設け

たりしてほしい。大掛かりな特製の遊具などでなくても、道にケンケンパの

ペイントがしてあったり、植栽や石畳が迷路風になってたりなど、ちょっと

した工夫で楽しめる。 

〇コスプレの映り込みも嫌ですし、トイレで着替えて迷惑なので禁止にしてい

ただけたらと思います。 

〇家族で年に数回利用します。主にピクニック目的で行きますが芝生付近に売

店もなく、トイレも不衛生、授乳室も綺麗ではないので利用するのにいつも

時間を見ています。(授乳の時間に被らないように)また川があるため子供が

川に落ちるのではないかヒヤヒヤしながら見ています。広くて常に子供と一

緒に遊んでいなくても子供同士で遊んでいる様子を少し離れたところから

でも見れるのは助かりますが川の近くにいくと走って子供の安全を確保し

てる状態です。子どもが安全に走り回れる公園にしていただけると近所でも

あるので行く回数は多くなるかと思います。 

〇スズメバチの巣を駆除してほしい。 

〇広すぎる割に特に何もない。禁止事項が多すぎる。広さを利用してエリア分

けしてでも良いので出来ることを増やして欲しい。松戸市は道が狭いので子

供が安心して自転車の練習を出来る場所が少なくて困る。せっかくの広さを

生かして禁止するのではなく出来る事を考えてほしい。 

〇広場でたまに見かけるのですが、サッカーや野球のキャッチボールをしてい

る親子がいますが、小さい子を遊ばせていると気が気ではありません。バド

ミントンやゴムボールくらいなら良いのですが、硬いボールを使った遊びや

練習は辞めてほしいので、もっと注意喚起をして欲しいです。 

〇妊婦に登り下りが辛い坂道がある 

〇ペット連れ禁止を継続。カフェテラスをオシャレにしてほしい。子どもが遊

べる遊具が欲しい 

〇過去に二輪車と歩行者の衝突事故があったことから乗込み禁止にされてい

るのは分かりますが、全面禁止にするのは違うと思います。せっかくのみん

なの公園なので、事故を防ぎながら二輪車(幼児用)も遊べるエリアを作るな

ど検討されてはどうでしょうか？公道で遊べない子ども達のことを考えて

欲しいと思います。 
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〇ペット可にしてほしい。 

〇芝生以外は自転車乗り入れ可能など、安全面に配慮した上で許可してほし

い。小さい子どものストライダーやキックボードができるとより楽しめるの

で。遊びに関しての禁止事項が多いので、子どもの遊びが制限されてしまう。

水道やゴミ箱がもっとあると良い。 

〇ペットは侵入禁止でいいと思います。 

〇犬同伴で入らないのがとても残念。 

〇子供用の三輪車を持って行ったら入れませんと言われた。子供が遊べる遊具

もないし、ただ散歩しかできないし、犬も入れないしで何も出来ない所なの

で改善されなければもう行かないです。 

〇犬と散歩ができるようになると、遊びに行けるタイミングが増えます。子ど

もと犬と一緒に連れて行けるので。民間の運営になり、より一層魅力的な公

園になるのは歓迎ですが、無料で入れるエリアが欲しいです。 

〇遊具がないので、近場の公園でいいや…という場合が多いです。また、自転

車の練習をしたい為、広い公園へ…と思っても、自転車禁止なので残念です。

サイクリングロードのような指定で使用可能な場所があればとても魅力的

な公園になると思います。 

〇夏の開園時間を 19 時までに延ばしてほしいです。日中は暑すぎて歩けませ

んし、涼しくなってから散歩しようとするとすでに閉園時間になってしまい

ます。 

〇開園時間が短すぎてもったいないと思います。 

〇ペット okにしてほしいです。有料でいいのでドッグランがほしいです。 

〇よく利用させていただいていましたが、犬を飼い出してから、足を運ぶこと

が少なくなってしまいました。マナーの悪い飼い主がいたり、犬嫌いの方も

いらっしゃると思うので簡単ではないと思いますが、登録制などでも良いの

で、是非、犬同伴可のスペースもありましたら有り難いです！ 

〇犬が入れないことで、来訪する魅力が半減以下。コスプレの方がいてこども

たちに見せたくないので行くことが減りました。南口など、環境が良くない

砂利の駐車場で一律 500円の駐車料は高く感じます。時間制にしてほしい。 

〇コスプレでの撮影利用が多く、子どもを自由に走らせたり遊ばせたりする時

に、邪魔にならないようにこちらが配慮しないといけない雰囲気になるのは

おかしいと思う。 

〇夜間はダメでも、早朝の散歩は可能にして欲しい。バーベキューはもっと自

由にできるようにして欲しい。制限があまりに多すぎる。 

〇本当に魅力がない公園だと思う。あんなに広いんだからもっと有効活用して

幅広い世代に合うようにしてほしい。そしてペットも家族と一緒。差別しな

いでほしい。 

〇開園時間を早めに、夏は７時開園、冬は８時開園を要望。高齢者の朝のウォ

ーキングの場として提供する。 

〇ペット禁止、自転車禁止など禁止事項が多い上に子どもが遊べる遊具なども

なくただ広いだけで魅力がない。 

〇広く環境の良い公園なのに、ペット連れは入園出来ないので残念です。飼い
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主のマナーの徹底(芝に入らない、排泄物の後始末など)が基本だと思います

が、登録制でのドッグランや、散歩出来るコースだけでも良いので作ってい

ただけると嬉しいです。 

〇ペットは反対の人もいるかもしれないが年会費などペット料金を払っても

らって一緒に遊べるといいなと思います。お金を払ってでも入る人はマナー

もちゃんとしてる人たちだと思います。後は入れるとこを限定するとか、犬

と一緒に散歩が出来たら良いなぁっとずっと思っていました。 

〇勝手なご意見になりますが、あれだけ広大で静かで自然が美しい場所なの

で、一部でも良いのでペットの入場を許可してほしいです。そうしていただ

けると、家族とペットでもっと一日中楽しめるような場所になります。どう

か改善されることを願っております。 

〇とても広くて整備も行き届き、気持ちの良い公園であるにも関わらず、利用

者が少ないのが勿体ないといつも思います。駐車場代が 300 円程度であれ

ば、利用しやすいのではないでしょうか？それと、ペット同伴が禁止されて

いる事も利用者が少ない要因のひとつではないかと思います。一部のゾーン

だけでも、ペットも同伴できる場所があるとより人が集まる場所になるので

はないかと思います。 
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４）「21 世紀の森と広場」の維持管理に関する意見 173 件 
〇駐車場の料金が高い。 

〇民間企業とあるが、NPOの指定管理のほうが望ましいと思う。 

〇駐車場料金が無料だったら行こうと思う。 

〇松戸市の管理にて運営されている公園ですが、他の公園と違って、自然の雰

囲気が沢山残っており、季節、季節の変化が楽しめ、植物、野鳥、昆虫など

の生息,生育も多く、一般的な公園とはおもむきや目に映る環境の違いが魅

力的です。もう一つは、パークセンターの催しは、自然に親しむに当たって

の基本的な話や講演があり、これに参加できるのも、知識が増え、その知識

をベースに公園内を見て廻れるのも大いなる価値を感じます。公園の管理は

大変でしょうが、業者に任せるとなると、利用者の声が遠のくのではないで

しょうか? 

〇維持管理のための入園料をとってでも人工的なものを取り入れないで、現在

ある自然環境をできる限り残し、鳥や昆虫のいる公園づくりをしてほしい 

〇駐車場代が高いので安くしてほしい 

〇駐車料金を無料にしてほしい。 

〇駐車料金が掛かるので、なるべく行かない 

〇東駐車場以外は分かりにくい 

〇利用しやすい駐車料金にして欲しい。1 日滞在客だけでなく、1 時間程度の

短時間利用者のことも考えて欲しい。1時間までなら無料、など。複合遊具：

広場は広いが遊具が全くなく、子連れはあまり楽しめない。複合遊具エリア、

アスレチックエリアなどがあると長時間滞在してもいいかなと思う。蛍鑑

賞：数年前に参加してとてもよかった。こういったイベントを続けてほしい 

〇駅からの無料のバスなどがあるとアクセスが良くなると思います。 

〇駐車場が分かりにくいので、案内を分かりやすくしてほしい。 

〇ただ広いだけで、何も魅力的な物がないので、また行きたいとは感じない。

駐車場代もかかるし。 

〇駐車料金を徴収するわりに、ただ広いだけで何もない。子供が 1日遊べるよ

うな場所ではなく、せっかくの広い敷地が勿体ない。現状は市外の公園へ行

く事が多いが近くで楽しめるならその方が良い。子供が楽しめる場所にする

なら、アスレチックや夏場にはジャブジャブ池等、今ある池？にスワンボー

トがあっても楽しそう。写真映えするような花畑やイルミネーション、もし

遊具を置いてもらえるなら、近所の公園にあるよういな普通の遊具じゃなく

て、広いからこそ置ける大きな遊具やアスレチックがあるといい、公園全部

じゃなくてもいいからメインになるような目玉スポットがあったらいいな

と思います。 

〇アクセスが悪い点があるのと、駐車場代がかかるのが痛い。 

〇ちょうど数日前にピクニックをしに行きました。駐車場がいっぱいあって、

毎回どこの場所が適してるのか分かりづらく迷ってしまいます。トイレも汚

くて、幼稚園児の子供に和式は大変でした。トイレに市販の泡石鹸が置いて

あったのはとてもありがたかったです。 
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〇駐車場最初の 30 分無料にしてもらえると、子供のイベントの時など、コロ

ナで、親はそばで見学できず別の所で待機しなくてはならない時など、会場

まで子供送って、イベント終わったら、子供の送迎だけなのに、2回分の駐

車場代がかかってしまうので、最初の 30 分だけでも無料にしてもらえると

嬉しいです。 

〇入場料を取ってもいいので、アンデルセン公園のようなこどもたちが更に楽

しめる広場にしてもらいたいです 

〇松戸市南部方面から交通アクセスが悪く、駐車場の場所もわかりづらいし高

い。広い公園なのに案内少なく休憩もしづらい。駐車場代がかかるのに見る

ものも無いし休憩もしづらいし楽しくない。 

〇駐車料金が高い。昆虫採集可能にするべき。 

〇クラシックや和楽器のコンサート、星空観察や、生き物観察の夜のツアーな

ど、家族連れが安心して楽しめるイベントを、もっと増やして欲しい。逆に

コスプレなどのイベントは、対象が特化され過ぎていて、それ以外の人の居

場所がなくなるので控えて欲しい。 

〇公園や広場としては駐車場が高い。（子育て世代は駐車場にお金をかけな

い。）自分で調べないと情報が出てこないので支所や保育園、幼稚園などで

パンフレット（写真付きの子どもでも場所のイメージができるもの）などを

配布したら認知度が上がると思う。広すぎて小さい子連れでは園内の移動が

心配。犬などのペットがいないのは嬉しい。今後も続けてほしい。（アレル

ギーもあるが飼い主は気にせず子供に犬を近づける人もいるので） 

〇松戸東警察署方面からきたときの右側の入口の設置 

〇駐車場までの道のりがわかりにくい 

〇横の道路をよく通るがやはり少しアクセスはしにくいかなと思います。 

〇（感染症が落ち着いたら、）駐車場が無料なら利用したいと思っているし、

近隣にすむ市外の友達にも紹介したいと思う。 

〇広さを活かした遊具を作ってほしい。運動能力の向上に役立つようなアンデ

ルセン公園のようなアスレチックコースや立川昭和記念公園にあるような

大規模なトランポリンなどを導入してほしい。松戸市には水遊びできる場所

もないので水遊びできる場所も作ってほしいです。せっかく近くに大きな公

園があるのに行っても楽しくないので 1 年に１度行けばいい方で、遠くて

もアンデルセン公園まで行っています。行く手間を考えてもアンデルセン公

園の方が満足度が高いです。 

〇民間企業が維持管理することによって公園利用料金などが発生しないかが

心配です。 

〇入り口がわかりづらい 

〇行った事はありますが駅からのアクセスが悪いのであまり行きません。武蔵

野線の新駅ができるとよくなりますが。 

〇アクセスが悪い 

〇毎年バーベキューをやっているのですが、終了時間が早すぎて、遠くから友

人が来ても、食べてすぐ片付けとなります。せめて５時まではやってほしい

です。お願いします。民間の方がいろいろな意味でサービス等来ていただく
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ために工夫すると思うので 

〇駐車場とトイレが遠いので子供連れだと遊ぶ場所が限られてしまいます。 

〇いろいろなところが老朽化、朽ちはてているのが気になります。民間企業に

まかせると、いろいろ制限されたり使いづらくなりそう。 

〇駐車場のわかりにくさと、大きさ。もっと駐車しやすい環境があって欲しい。

道の駅みたいに地元野菜のなど買い物や食事ができる施設や、らぽっぽ行方

ファームみたいな食育体験施設があると親子で楽しめると思います。松戸の

魅力を食を通じて発見してみたい。パンで有名なツォップさんを誘致する

と、より行きやすい施設となると思いますし認知度が県外にも広がると思い

ます。 

〇交通アクセスをよくしてもらいたい。 

〇駐車料金を無料にしてほしい。手、足洗い場の増設、石鹸を設置してほしい。 

〇松戸市が現状を変えるつもりがないのであれば、民間に委託した方が確実に

よい。松戸市のやる気次第。 

〇自宅が駅に近くザワザワした場所なので、公園内の自然豊かな環境はとても

ありがたくよく利用しています。ただアクセスが悪く、車のないわが家には

バスの運行があると、ありがたいです。現在は運動を兼ねて自転車で行って

います。 

〇子供が参加する夏のイベントで早く応募をしないと定員オーバーで参加で

きないことが多いので、多くの子供が参加できるように機会を増やしてほし

いです！ 

〇駐車場代が無料なら行きたい 

〇特に夏場、閉園時間を遅くして欲しいです。公園内に周回の散歩（ランニン

グ）コースがあればいいなと思います。 

〇利用したことはありますが、駐車場がわかりにくく入りにくく感じていま

す。市民利用は駐車場料金は緩和するなどの対応も期待しています。 

〇入 3口が少ない。 

〇駐車場が分かりにくいもっとちゃんとした表示が必要だと思います 

〇駐車料金がわかりにくいです。子どもが遊べる遊具があるといいなぁと思い

ます。 

〇駐車場が有料の割に、なかの施設に魅力を感じない。無料の駐車場で遊具や

子供の遊び場が充実している施設はあるので、松戸市もそうなってほしい。 

〇維持管理の為必要とは思うが駐車場料金が少し高く、子連れや障害がある場

合利用しにくく感じる。 

〇駐車場代が高い 

〇21 世紀の森は市が運営しているからこその、安心感や穏やかさが感じられ

るところが好きです。民間になれば、営利重視になり、雰囲気も変わるし、

効率重視になるし、今の 21 世紀の森に感じられるような自然に対する愛情

や丁寧なケアがなくなってしまうと思う。市が運営するのはお金がかかるか

らって、何でも民間に任せてしまうのは、簡単かもしれないけど、それが市

税の使い方だと思うし、安易に民間に任せるというのは、納得できない。 

〇虫取りをした際に、カブトムシやバッタ、カナヘビなどなら持ち帰りたい 
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〇行きづらい場所ですが、新松戸からのバスで行くことができるため、車を所

有していない身としては遊具がたくさんあれば、もっと行きたくなると思い

ます。 

〇駐車場から広場までが遠い、わかりづらい。 

〇民間企業が維持管理すると利益を求める事に成る。折角松戸の中心で自然一

杯の松戸のシンボルが無くならないか？季節のイベントや観察会などを実

施しているが、森の中の子どもの学校（保育園など）で、小さな時に自然体

験を出来る場所など、パークセンターに動物や植物の相談場所があり、松戸

の自然発信基地として行政の管理課の基で少数の専門官、ボランティア、学

生などで良くあるビジターセンターの様な機能があれば良いと考えます。民

間に丸投げは反対です。 

〇池の水全部抜き外来種ばかりの生態系を見て、市の管理が出来ていないこと

に驚いた。民間の柔軟な発想に任せたほうが良いと思う。 

〇コロナ禍の時でもパークセンターを利用できないか（。図書、雑誌の閲覧で）。

事前予約、人数制限、時間制限、日時制限等で。休憩、とか少人数のグルー

プでの利用はさせない。 

〇民間企業に委託すると、利益を目的として人工物が整備されることで生物多

様性が失われてしまいます。猛禽類や希少種が人の生活に身近に存在するこ

とは松戸市の誇りです。どうか民間に委託しないでください。結婚して子ど

もができたら、今のままの２１世紀の森で自然の豊かさを感じる環境で子育

てしたいと思っています。 

〇定期的にフリーマーケットを開催する、有料のドッグランやフィールドアス

レチックを作るなど、収益に直結するような取り組みをして有効活用してほ

しいと思っています。 

〇駐車場がとめにくく、また高いとも感じる。中での食事もあまりまた食べた

いというものではなかった。もっと行きやすく、また行きたいと思えるとこ

ろにしてほしい。 

〇広場までのアクセスをよくするとともに、ゴミ箱やベンチの設置場所を見直

してください 

〇民間企業維持管理の検討以前に、まず、柏市や流山市の公園を参考にしてほ

しい。子供がいる家族としては、この程度の内容で駐車場有料だと近くにあ

っても流山や柏の公園に行くことがほとんど。 

〇開園時間が季節によってばらばらで分かりにくいです。 

〇ホール周辺の駐車場が使いづらい、分かりづらい。 

〇とても良い場所なのに活かしきれてない感が大きかったので、民間という選

択は良いのではないでしょうか。北松戸からは行きにくいですが、行きたく

なるイベントを期待しています。 

〇駐車場の料金が高い。ゾーンのテーマやアクセスが分かりにくい。駅からも

歩いていける、など PR や道順を分かりやすく整備する、などすぐに出来る

ことから改善してほしい。 

〇民営化して有料だと気軽に行けなくなります。今の雰囲気がとても好きで

す。がんばって下さい！！ 
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〇駐車場代をもう少し安くしてほしい。アスレチックなど大人と子供が一緒に

楽しめるものがあるとよいです。 

〇バーベキューの予約がとりにくい 

〇駐車場の無料化は反対です。無料化すると広場に行った時に止められなくな

りそうなので… 

〇入り口から目的の施設、場所に行くのに時間がかかる。入り口が複数あれば

良いと思う。 

〇民間企業が維持管理した場合のメリット、デメリットが素人にはまったくわ

からないです。ご検討中なら広報などで丁寧な説明が必要かと思う。 

〇駐車場が高い割に広場としての充実度が低く普段使いが出来ず、結果的に松

戸市にお金を落とす気になれず、近隣の遊具やジャブジャブ池のある公園に

行ってしまいます。広場内に飲食施設を導入して利用に応じてサービス券を

発券したり、コンサートイベント時はチケット提示で優待が受けられるなど

しないと足が向きません。待望の遊具、親子でとても楽しみにしています。 

〇今まで通り市が維持管理してもらえると、私達の身近な公園であり続けると

思います。それを希望します。 

〇男子トイレが後ろから丸見えです。 

〇駐車場が無料になってくれると、もっと気軽に遊びに行けると思います。 

〇市が運営するとか民間が運営するとかの問題ではないし、民間に委託する前

提での「とりあえずアンケート取りましたよ」感が前面に出た、答える側へ

の配慮の欠けたこのアンケート自体が、あの公園の魅力のなさを表している

と思う。 

〇駐車場料金を安くしてほしい 子どもが遊べるアスレチックがほしい 

〇駐車場の無料化。駐輪場の整備(屋根設置等)。子供向けや親子向けの自然を

通したイベントの開催。八柱駅、常盤平駅からの無料巡回バス以上 4点を希

望します。 

〇平日の駐車場を無料にしたり、一部犬を連れても OK な場所を作ってもらえ

たら毎日でも行きたい。サイクリングコースがあってもいいと思うし、せっ

かく緑が沢山あるのにもったいないと思う。 

〇駐車場代がかかる為、気軽に立ち寄ることが出来ないです。何をすると明確

にして、数時間過ごすときに利用しています。イベントが増えれば、もっと

利用する機会が増えるかもしれません。 

〇きちんとゴミ箱設置して欲しい！あと、お花は綺麗だから続けてほしい。遊

ぶ場所が分からなくて、お花をみてベンチでご飯を食べて帰りました。トイ

レは大きいけど、綺麗にして欲し。トイレが汚いと行きたくないし、困る。

オムツを替えたが、使いづらいしきたなかった。 

〇民間に委託する際のメリットとデメリット、市で管理する際のメリットとデ

メリットを、市民に可視化された形で提示してほしいも思います。本アンケ

ートだけだと、民家委託した場合のメリットしか見えないように感じます。 

〇駐車場や入園料は無料でお願いします 

〇民間企業に任せることで、より効果的な活用を期待できると考えています。

料金が発生することになるかもしれませんが、維持管理にお金がかかること
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を市民も認識する良い機会かもしれないと。財政負担が減るなら、その分ぜ

ひ効果的に活用または減税してほしいですが、まぁ、そうはならないですよ

ね。わかっています。 

〇汚い 

〇とてもいい所だとは思いますが、自宅から遠いので車じゃないと行けませ

ん。駐車料金も高いですし、ペットを入れるの禁止なので犬を飼っている私

には行きづらい所です。せめて、ドックランでもあれば遊びに行くのですが。 

〇誰が管理しても構わないですが、今までのように落ち着いた場所であってほ

しいです。ミーハーな設備や落ち着きのないイベントは不要かと思います。

ボールやバドミントンで安心して遊べたり、自然を感じられる広い場所が他

にないのです。21 森では子どもがのびのびとするのがホントによく感じら

れます。キッチンカーで出たゴミが散らかったり、カラスが沢山でたり、景

観を損ねたりするような余計なことはしないでほしいです。もし収益の関係

等でどうしても設置する場合は今の BBQ 場のように区分けをしっかりして

広場や自然は今のままでいてほしいです。 

〇アクセスが悪く車で行くことが多いが、駐車場代金が高いため、気軽に行け

る場所ではない。 

〇駐車料金をもう少し安くしてほしい。 

〇駐車場の回数券など割引がほしいです。土日だけ無料バスをだして頂くなど

市内バスで行きやすくしてほしいです。 

〇駐車場からの距離が遠い。あれだけの池があるのだから魚釣りができる場所

が欲しい。もちろん有料の釣り堀でも良い。駐車場料金を市民は割安など市

民に少しは還元して欲しい。自然が多く松戸市として誇りが持てる施設なの

で、頑張って 21世紀の森と広場を維持して欲しいです。 

〇駅からバスということもあり、なかなか気軽に遊びに行けないです。森のホ

ールでの用事のついでに少し遊ぶ程度にしか使ったことがありません。イベ

ント(実施しているのかもしれないが、情報が入ってこないです)や遊具が充

実されると行こうと思えるかもしれません。子どもを連れて遊びに行こうと

考えると、近隣の三郷公園や水元公園を選んでいます。21 世紀の森と広場

ならではの魅力がない限りなかなか足が向かないと思います。魅力を知らな

いでいるだけかもしれません。 

〇市内在住者は駐車料金を安くするなどしてほしい。 

〇広々して気持ちがよく好きですが、周辺道路など便が良くないように感じま

す。博物館しかり。アンケートが答えづらい 

〇駐車場代がもう少しやすかったらいいと思います。子連れだと、オムツトラ

ブルや忘れ物などで何回も出入りすることがあるため。 

〇今までのように気軽に遊びに行ける公園のままであってほしい。民間に委託

して入場料が高くなったりするとなかなか遊びに行けず困ります。 

〇交通アクセスの悪さは感じています。小型でも良いので、どこの駅からでも

可能な専用送迎バスがあると便利だと思います。その場合、運行頻度は 1時

間に 4本は出して欲しいです。 

〇駐車場代が高いのではないかなと思います。 
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〇駐車場の入り口が分かりづらいと思います。 

〇市が管理、民間管理については、どちらでも良い。ただ、もっと綺麗な環境

作りをしなければ利益は出ないし、あの広い広場は無駄になっていると思い

ます。 

〇広場で自転車を練習したい！冬にはサンタさんのイルミネーションをして

ほしい！！５歳女児。めっちゃ長い滑り台を作ってほしい！１１歳男児。 

〇駐車場は時間貸しが良いと思います。子供達が自転車の練習など出来る様に

整備して欲しい。イベントなど、広報が少ないように思います。 

〇松戸市民限定で駐車場のサービスをしてほしいです。 

〇駐車場を無料にするか、少し値下げして頂きたいです。 

〇近くに芝生で遊べる場所がないのでたまに行きます。ですが駐車場代が高

く、遊具等も無くて広場等も駐車場から遠いため子供連れとしては頻繁には

遊びに行きづらいです。大型遊具や、ジャブジャブ池等があるととても嬉し

いです。 

〇駐車場代をもっと安くして 

〇各所の案内がわかりにくい。広いので把握しにくい。縄文土器や工芸品と、

びじゅチューンのタイアップを希望する。 

〇アスレチックが出来ること、とても嬉しく、ママ友の間でも噂が広がってま

す！水場も嬉しいポイントです。子育て世代がのんびり立ち寄れる公園で、

無料なのはとても有難いです。民間が請け負って、大きな入場料が取られた

りするようになると、とても残念。気軽に行けなくなるし、のどかな雰囲気

が無くなるのかと思うと、寂しい。有料制も考えているのであれば、慎重に

検討してほしいです。正直 300円以上はやめてほしいです。 

〇気軽に行きたいと思うが、駐車場料金がたかい。1日いるにはよいが、数時

間だと高くかんじてしまい、近くにあっても他の公園にいってしまう 

〇駐車場代が高すぎる！300 円くらいにして！八柱駅から無料のバスを出し

て欲しい 

〇維持管理の点で開園時間が拡大できると遊び方に幅が広がるかもしれない。 

〇駐車場から公園まで少し歩くのが大変だと思いました。ベビーカーでも動き

やすいと助かります。 

〇イベントがある際に駐車場が入りにくいし、すぐに満車になってしまう為行

かなくなりました。電車でのアクセスも悪く、子連れには行きにくいです。 

〇バーベキュー場を小学校の家庭教育学級で何度か利用しました。子供達にと

ても環境良く皆楽しんでいましたが、トイレは昼間でも薄暗く怖がる子が数

人いました。市から民間に移行したとしても家庭教育学級で割引利用できる

のでしょうか？ 

〇未就学児（3,5歳）を連れてたまに利用してました。広大な土地で遊具も少

ないわりに、非常に多くの制限があって利用しにくいと思うところがありま

す。例えば、自転車、ストライダー、ラジコンなどを NG とする必要のある

規模とは思えません。近隣だと流山運動公園や柏の葉公園などはそのような

制限もなく遊具も充実している為、それらへ行く頻度が増えました。 

〇よくイベントの案内を目にするが、小学生むけばかりなので行く機会がない 
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〇日陰が無い印象。花壇、植生を増やして散歩できるようにしてほしい。計画

には民間企業の参画が必要と思います。 

〇アクセスが悪い。道中も狭いところが多い。 

〇開園からずっと期待していますが特になにも変わらず、イベントもそんなに

増えず、どんどん足が遠くなっていきました。せっかくの広大な公園、もっ

と活用してほしいです。継続的なイベントや定期的な公園への意見交換会を

開くなど、若者や子どもが中心に盛り上げていける環境を作ってください。

もっと注目してもらえるようにがんばってください。 

〇馬橋西口に住んでいますが、公園に行きたくても公園アクセスが困難、駅か

ら直行バスがなくて、車が持ってない家族はよく行けるわけないと思いま

す。駅から離れて、自然の魅力が楽しめるのですが、なんとか公園まで交通

機関を設置していただければ、助かります。 

〇今ある自然を生かした地域の公園として残して欲しい。いろいろな物を作っ

たり、地域外の人をたくさん呼ぶための仕組み作りは、当初の設立目的を逸

脱すると思う。また、営利を追求する民営化は、責任の所在がうやむやにな

る可能性が大であるため、よくよく塾考願いたい。 

〇駐車料金がもう少し安ければ行く頻度も増えます！！500 円だとすこし考

えてしまいます。大きな広場もいいですが、アスレチックがあるところもあ

ると子供たちが行きたいという頻度も増えて、魅力向上すると思います。是

非、ご検討よろしくお願いします。 

〇民間企業が維持管理すると、公園が過剰に商利用されないかが気になりま

す。現状のまま、静かな時間が過ごせる自然豊かな公園であり続けて欲しい

ので、問 10で例示されているような多様な形で飲食可能とするのであれば、

ゴミ対策などはしっかりして欲しいです。あと個人的な希望ですが、音楽系

のイベントは開催時間をきっちり区切って、周囲の迷惑にならないような運

営をするよう配慮していただきたいです（和太鼓のイベントに参加しました

が、結構長い時間開催されるので、周囲の迷惑になっていないのか気になり

ました）。 

〇現状、コスプレの溜まり場になっている。家族、ご高齢の方はやや入りづら

い 

〇どんな施設やイベントがあるのかよくわからないので、もう少し身近に情報

が伝わってくるといいなと思います。 

〇子供と良く利用させていただいてるが、ついでに散歩できたらどれだけいい

かといつも思う。ペットがいないからきれいな公園と耳にしたことがある

が、ペットがいてもきれいな公園にしたい。マナー向上の講義なども合わせ

てしたい。マナーパンツ着用義務、ロングリード禁止など、やり方はたくさ

んあると思う。 

〇車で北駐車場を利用しますが、帰る際に出口を出ると二車線の道路は一方向

にしか出られず、反対方向に向かう道路は少し先まで進み U ターンしなけ

ればならないが、その八ヶ崎方向の道路(北駐車場前辺り)が土日は非常に混

んで渋滞するため、なんとかしてほしい。八ヶ崎や二ツ木方面から来る人が

行き来しやすいように、北駐車場の向かい側の道路沿いに駐車場を増設する
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など、何か改善してほしいです。 

〇大きなアートイベントが行われるとうれしい。自然を生かした体験型の作

品。スタンプラリーなどもよい。自然をつかった謎解きゲームも面白そう。

広い敷地で場所によって景色もちがうので、歩き回りながら楽しめるといい

なと思います。植物や虫や動物との触れあいなど、大きな自然を生かした体

験ができるといいなと思います。 

〇駐車場がわかりづらいし混むと渋滞になるのでもっと周辺に増やすか？シ

ャトルバスが各駅から出てるとありがたい 

〇駐車場無料化、駅やショッピングセンターからの無料送迎バスがあると、よ

り行きやすくなります。 

〇パーク PFI のような民間活力の導入を前向きに検討し、市民サービスの向

上に繋げていただきたいです。 

〇有料になっても魅力的な環境が整っていれば、利用したくなると思います。 

〇駐車場から、広場まで遠い。荷物を引いて、広場まで行けるようスロープな

ど作ってほしい。トイレをもう少し明るくしてほしい。桜の木を増やしてほ

しい。子供にとって安心に遊べて、大人も緑に癒される松戸市の代表的な公

園であり続けてほしい。 

〇民間企業の維持管理は今までと違った魅力が出るかも、と思うので反対では

ないですが、入場料などの値上げはできるだけない形でお願い致します。 

〇駐車場代が高くて気軽に行けないので、なんとかしてほしい。 

〇トイレが遠い印象があります。また、民間が介入することにより商業的に整

備されすぎることや利用料金が大きくかかってくるのではとの懸念があり

ます。 

〇駐車場が有料のため、流山総合公園に行く事が多く、あまり身近に感じない。

遊具も整備して欲しい。 

〇広いけど何もないのでワンパターンになってしまう。以前ちょうどバンドの

演奏をやっている際にいき満足しました。もっとそういうイベント用に場所

を開放したらいいと思います。 

〇駐車場が無料じゃないので積極的に利用しようとは思えない。立地的にも車

で行くしかないし、他の家族もそうだと思う。 

〇民間が運営すると利益利益になって、誰もが気軽に行けるところではなくな

りそうなので、管理全体を民間に任せるのではなく、イベントごとに適した

企業や団体の力を借りるとよいと思います。 

〇民間企業に委託した場合の懸念事項・役所との癒着(賄賂、落札金額の漏洩)・

民間企業委託先の経営状況が把握できない。税金を好き放題使われる可能性

がある。役所との雇用契約は安心感がある。民間企業だと安易に雇用切りが

ある。 

〇バーベキュー場やテラスなどは民間企業にお任せしたら今より充実してい

かと思います。 

〇民間企業に管理を委託する場合は、成功している自治体を参考にしていただ

きたい。中途半端な委託は反対です。 
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〇民間企業が入ると整備されると思いますが、入園料がかかると足が遠のきま

す。現状で満足しています。 

〇歩いて散歩やジョギングを楽しむ方やのんびり過ごす方には、入場料金がか

かると負担かもしれません。素晴らしい自然環境を残しつつ、より多くの方

が楽しめる公園である事を願っています。 

〇広々として、自然が感じられ、子どもを連れてゆっくり楽しんでいます。慣

れるまでは、駐車場の位置が分かりにくかったです。モリヒロフェスタ等、

またイベントで賑わうことを楽しみにしています。 

〇維持管理方法は目的が不明確なままで民間、市営の選択は難しいです。市営

であっても、選択肢に挙げた内容が実現できないとも思えません。運営主体

に問わず、市民や利用者からの意見募集、現在の運用体制の透明化を図れば、

改善するかと思います。あと、池の水を抜く企画には参加したかったです！ 

〇西口の駐輪場が狭い。駐輪場から奥の広場まで遠いのでテントや荷物を持っ

ていくのが大変なので、もう少し近くに駐輪場が出来たら助かります。 

〇遊具が少ない。駐車場が分かりづらい。休園日が多い。周りが人気がなくて

怖い 

〇気軽に利用できるのがいい。もし、民間が入って、入園するのに料金かかる

ようになると行きにくくなると思う。 

〇駐車料金が一律 500円だと頻繁に子供をつれていけない（泣）遊具が充実し

ている三郷公園にいってしまう。 

〇もっと、イベントとかどんなところかを、告知すると利用する人が増えるの

では？市内にしてはとても広い自然のある公園なので、有効利用してほし

い。 

〇早急に運営を民間に移すべきだと思います。また、運営者の選定は公共 R不

動産等のメディアを使い全国的行い広告し全国を対象とした公募とし、審査

員は外部有識者(建築、ランドスケープ、民間経営者、都市計画等の専門家

で第一線で活躍されている若い方をバランスよく)とすべきだと思います。

そして選定された運営者は計画段階から市民と WS を行い、要望をしっかり

と考慮した計画とすべきです。運営段階においても市民 WS は継続し、都度

市民ニーズと擦り合わせた運営をしていく契約とすべきだと思います。PFI

はサービス購入型ではなく、独立採算型とし、きちんと民間の力を出すこと

で収益を上げる契約とし、より魅力的な広場となる事を切に願います。 

〇民間企業管理に反対。今の人工的でない、自然をそのまま生かした、広大な 

スペースこそ他市には無い魅力。無料で利用でき、松戸市が誇る公園だと思

うので、ぜひこのままで。 

〇最寄り駅からのシャトルバスを土日だけでも運行してほしい。または格安で

利用できる専用のタクシー券などかあると良い。 

〇多彩なイベントを実施（企画）して欲しい。 

〇駐車場が高い。子どもが小さく数時間しか遊べないが、一律 500円は高い。

また 500円駐車場としては、一部しかコンクリート整備されておらず割高。

遊具がないので下の子どもが遊ぶところがない。 

〇自動販売機が少ない 
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〇松戸で自然が残る数少ない場所なので、あまり商業的にならずトイレの改修

等に特化して維持して欲しい。 

〇民間委託や遊具の導入に賛成です。長年松戸に住んでいますが、子供の遊具

目的で市外の公園に遊びに行くことがほとんどです。せっかくの広さを生か

す企画を望みます 

〇以前太鼓イベントを見に行き、よい経験になりました。BBQでは、15時以降

にカラスがきて怖かったので対策してほしいです。 

〇川から池へ流れる水が夏場は汚いので生き物に害なく綺麗な小川にするこ

とはできたら嬉しい。 

〇過去に数回行ったことがあるのみです。松戸駅周辺からでかつ車がないと少

し行くのが億劫になってしまう。自然に触れる機会があまりないので、先日

初めて子供を連れて行こうかと思いましたが、幼児の子供と二人でベビーカ

ーを持ってバスに乗る自信がなく諦めてしまいました。直通バスなどあれば

良いのですが。 

〇交通の便が悪く、また敷地は広いが木陰も少なく、子供も遊びにくい。遊具、

トイレ、交通の便を考えていただけると嬉しいです。 

〇アクセスしにくい 訪れる魅力が低い 

〇アクセスが悪すぎる。 

〇民間企業に移行する予定とありますが、一部は市でも運営する部分を残し

て、図書館なんかも有ればさらに充実すると思う。 

〇閉園時間からの駐車場が閉まる時間に余裕が欲しいと思いました。芝生の真

ん中にシートをひいて寝ている方がいて、子供が走り回れる場所が限られた

ので寝る方の制限をして欲しい。いつも、園内をきれいに保持していただき

ありがとうございます。 

〇駐車場料金が高いので、行くのを躊躇してしまいがちです。無料なら毎週で

も行きたいです。障害者の駐車料金免除がないことは問題だと思います。 

〇子供が水遊びをするので、水をきれいに保って欲しい。 

〇常盤平駅からの道のりを分かりやすく、示してほしい（駅での案内や道中の

案内）。意外と電車で来ている人も多いと思う。ベビーカーで通りやすい道

もあり幼児連れで行きやすいのだが、何も遊ぶものがない。新しく出来る遊

具に期待している。 

〇転勤できた者です。大きな公園なので、気になって調べましたが、魅力を感

じませんでした。ただ広いことと、駐車料金がかかるというイメージしかあ

りません。魅力的な施設の詳細(特に写真)、活用方法がわかると、行く気に

なれると思います。 

〇民間委託とは、上記の設問・回答（恣意的だと思います）では、どこにでも

あるつまらない公園になります。また、営利化とは人の出入りも激しくなり、

自然環境破壊につながります。市の管轄で生態系維持をお願いいたします。

予算を確保するのが難しいのでしたら、少額で入場料を払うこともご検討い

ただいても構いません（が毎日のように通う層、低所得者、障害手帳持ちが

困ります）。民間業者には知識がなく、生態系維持をしていただける期待が

全くできません。現状でさえ、大事な大事ないきものの生息地を刈られたり、
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埋められたり、掘られたり、オブジェ等を設置されたり、廃棄物をキノコや

キンラン・ギンラン・トリカブト、ジュウニヒトエ、ヒトリシズカ、昆虫な

らオツネントンボが越冬する場所に捨てられたり、ウッドチップで生態系を

攪乱したり、テングタケのようなキノコが菌輪にクリスマスローズを植えた

り…現在アスレチック的大規模施設の設置工事をされていますが、希少な植

物を埋められたり、つぶされたり、来訪客に踏みつけられたりされたくあり

ません。また、「池の水全部抜く」も、良いことなどほとんどありません。 
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５）「21 世紀の森と広場」と他公園を比較する意見 59 件 
〇アンデルセン公園みたいにしてほしい。子どもが遊ぶには何も無く、家族で

訪れるには飲食店が少ない。 

〇自然の中で自ら遊びを見つける発想力を育てるのはいいと思いますが、虫が

苦手な女子２人がいる子育て世代としては適度な付加の遊具が配置されて

遊べる場所が近辺にはあまりないので、三郷公園や千葉昭和の杜のようにど

の世代でもいつ行っても楽しめる場所になれたら魅力的なのになぁと思い

ます。 

〇私の広場のイメージはただの広い原っぱ。子どもはなにもないからと、あま

り行きたがらない。公園の周辺道路が混雑するので、三郷公園や水元公園へ

行くことが多くなります。特に三郷公園の遊具は子どものお気に入りなの

で、ぜひ松戸にもあってほしい。駐車場に入れないでも、一時停車して車か

ら乗り降りできる場所を作ってほしい。迎えに来てもらうのに不便です。 

〇子供と家族で利用しています。柏の葉公園や、三郷公園の様なアスレチック

が沢山あり、キッチンカーや、オシャレなオープンカフェ（柏のふるさと公

園のカフェの様なもの）などが何店舗かあると良いです！今はご飯を買える

場所がないので困っています。遊具は、乳児用、幼児用、小学生用など分か

れていると良いです！長い滑り台などもあると良いです。（小田原公園）今

は遊具が無いので、他の公園を利用しています。自転車が乗れるロードなど

あると良いですね。色々な世代が利用できる様に体育館やジム、ウォーキン

グが出来るロード、ストレッチ出来る器具などあっても良いです！太極拳

や、ストレッチ、青空ヨガなど運動の機会を増やす催し物があると尚良いで

す！水遊びが出来る場所や、その後洗えるシャワー（お湯）や水道など整っ

ていると良いです。バーベキューだけで無く、キャンプや、コテージ、グラ

ンピング、入浴施設などアウトドアも出来るとコロナの時代でもリフレッシ

ュできると思います！野菜の直売所や松戸の道の駅の様な物も併設してい

るのも良いですね！ 

〇遊具がないため、近隣の水元公園、三郷公園に足を運ぶことが多い。 

〇船橋アンデルセン公園にはいつも人が溢れています。なぜならそこにいけば

一日中遊べるからです。まずは飽きのこないアスレチックや遊具、体験工房、

ご飯屋さん、舞台でのイベント。全てを真似しなくても良いと思いますが、

人が集まる理由は飽きの来ない場所だからです。自然体験は大事なので、そ

れを活かして何か松戸らしいもの発信出来たら良いですね。あとはコロナで

映画館に行けないので青空上映会や音楽ライブはいかがでしょうか？ 

〇良くアンデルセン公園に行っています。広大な芝居広場を活かしながら、カ

ラダを動かしつつ一日中居られるような公園になれたら良いと思います。駐

車場、トイレ、飲食店、イベントが弱いように感じます。 

〇広いだけであまり面白くないイメージです。遊歩道の整備など改善点は多々

あります。遠いですが私は柏の葉公園や、水元公園の方が行く回数が多いで

す 

〇ただ無駄に広い。せっかく広々した公園なのに魅力的な遊具がない。市民プ

ールを作って欲しいです。やっっっと！来年？遊具が設置されるとの事です
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が、アンデルセン公園のようになってほしいです。魅力的な公園になってほ

しいです。 

〇難しいことはわかりませんが アンデルセン公園などの他の施設の良いと

ころを参考にして ドキドキワクワク、あそこに行くと何かある！という気

持ちにさせてくれる場所であるといいなぁと思います 

〇船橋のアンデルセン公園のような感じになったらいいと思う 

〇前にも書いたが、船橋のアンデルセン公園を見習った方がいい。お金を出し

ても行きたいと思う公園作りをしてほしい。あの広さがあるのに色々もった

いない。 

〇有料でもアンデルセン公園のような、こどもが思いっきり遊べる場所になる

ことを願います！ 

〇つまらない。BBQ以外行きたいと思えない。もっと子供の国のようにしたら

どうですか？？ 

〇松戸市には魅力的な公園がなく大変残念。唯一の 21世紀の森公園も幼稚園、

小学生の子供はあまり行きたがらず、水元公園や三郷公園に行っている。水

遊びもザリガニを釣る辺りしかないし犬も入園できない。森を残しているの

は良いと思うし散歩をする分には良いのだが、もう少し子供も楽しめるよう

にして欲しい。 

〇自然の保護を含めとても大切な場所だと思います。アンデルセン公園の様な

家族で楽しめる場所になるといいな。 

〇自然を維持するのは大切だが遊具もない、ボールもダメ、ペットも連れて行

かなければキックボードやストライダーなどもダメ。だから子供を持つ家族

は近隣の三郷公園、柏の葉公園などにわざわざ行きます。 

とりあえず今回の遊具の導入は公園の工事中から知っている身としては 30

年経ってやっとか、と言った印象だがとても期待しています。 

〇なにもないので使いづらい。水元公園のような色んな遊具を作ってアスレチ

ックエリアを作れば家族連れが来やすいと思う。 

〇遊具がないのでだだっ広い印象です。柏の葉公園のようなメリハリが欲しい

です。 

〇広さは充分にあるので、アンデルセン公園のように遊ぶ場所が多く安全で綺

麗な公園を作ってください。入園料を支払ってでも行きたいと思うような魅

力的な公園にしてください。期待しています。 

〇数年前に一度行ったが、何もない印象。魅力的なところがなくそれ以来行っ

ていない。アンデルセン公園のような大きな遊具やアスレチック、水遊び出

来る場所、お花等があれば家族連れは行くと思う。 

〇船橋のアンデルセン公園のような公園になればいいなと、子育て世代なので

思います。また、駐車場も割高の印象が強いです。 

〇広くて自然が多い公園なので、ぜひ季節の花を植えて、昭和記念公園のよう

に、市外県外からたくさんの人が訪れる場所になってほしい。菜の花、チュ

ーリップ、ひまわり、コスモスなど、花畑にはたくさん人が集まります。シ

ョップや飲食の施設も充実すれば、とても人気が出ると思います。 
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〇船橋アンデルセン公園のような幅広い年齢層に愛される公園作りを目指し

ていただきたいです。子どもの体力向上の為にせめてアスレチックエリアを

作っていただきたいです。 

〇夏、小川で子どもをジャブジャブ遊ばせたいが、木陰がなく熱中症が心配で

利用していない。流山の野々下水辺公園のように、水辺に木を植えてほしい。 

〇遊具が無いとつまらないので柏の葉公園に行ってしまう。ああいう公園にし

てほしい。 

〇清水公園やアンデルセン公園のように子供から大人まで幅広い年代の方が

目的に応じて楽しめる場所を提供することで利用者が増えると思います。 

〇アンデルセン公園のような公園にしてほしい。有料化してもまたいきたくな

るような公園にしてほしい。公園内で野菜等の販売をして欲しい。 

〇子供と行ってもやる事がないのでまた行こうと思えない。三郷公園や清水公

園に遠征しているのが現状。 

〇都内の代々木公園など、様々な世帯がのんびり混じり合いながら若い文化も

融合しているように思います。自転車レンタルなども行い、サイクルロード

を設定したり、乗り入れも便利にする方が移動も活発になり流入も増えるの

ではないでしょうか。 

〇つまらない。アンデルセンのようにするべき。 

〇大人や、お年寄りには、静かにゆっくりできる場所だと思います。ただ、家

族で行くには、ピクニックや自分で遊具をもって行き遊ぶくらいしかできな

い状況だと思います。あれだけの広いスペースは、ガランとしていて、有効

に活用できていないと思います。問 8、10 のその他にも記載しましたが、

船橋アンデルセン公園に一度行っていただき 2、なぜ人気があるかを考察し

て、取り入れられるものは取り入れれば良 1 いと思います。私たちも何度か

アンデルセン公演に行っていますが、いつも時間が経つのが早く、また来た

いと思わせてくれます。いろいろと課題はあると思いますが、より良い公園

づくりを目指して頑張ってください。よろしくお願いいたします。 

〇アンデルセン公園を参考に魅力アップを図って、知名度や人気度を上げて欲

しいです。 

〇公園を有料にしても構わないので、子供が遊べる遊具や施設を充実させてほ

しい。船橋のアンデルセン公園のような。 

〇みさと公園のようになると良い 

〇本当にただの森と広場。遊具がないので子供を連れて行こうとは思わない。

水元公園みたいに駐車場は広く、遊具が充実していて BBQもできて、ドッグ

ランがあるとイイと思う。 

〇アルデルセン公園やハウンテンボスを真似て、また来たいと思える公園にし

てほしい。 

〇他市に広くて素敵な公園が色々あります。例えば浦安市の市営公園は、休日

は駐車場に入るのに並ぶ位、家族連れで賑わっています。駐車場が無料なの

も行きやすくて魅力です。参考にされてみてはいかがでしょうか。公園に高

齢者用の運動器具が充実していると、平日に足を運ぶ人が増えるのでは？自

然環境を活かした遊び場として、池でのイベントで外来種駆除の為の釣り大
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会があると楽しそうです。オートキャンプができる場所を新設すると良いと

思います。 

〇六実だと、園としての利用が難しい。近くであれば毎日でも利用したいです。

自然には、沢山の学びがあるのではないでしょうか。木のぼりは、ダメなの

かな？ザリガニ釣りなんかあるのかしら？ユーカリ交通公園みたいにバス

があれば、四季を楽しむのもいいですね。市民の為なら、親子キャンプを経

験してもらいたい。夜は、親のおしゃべりタイムで、子育てについてお話し

して、ルールとファシリテーターが必要かしら。魅力ある公園になりますよ

うに！昔、家族で楽しんだ公園です。孫、玄孫の代まで。 

〇野草園が以前より水の質が落ちているので、生物が減少している気がしま

す。自然を残してあるので、群馬昆虫の森を目指してはどうでしょうか？ 

〇船橋市のアンデルセン公園のような、様々な遊び方や体験・学習ができる公

園になって欲しいです。 

〇私には、5 歳と、7 歳の子どもがおります。保育園からと、小学校からどち

らもアンケートを頂いたので、こちらでまとめて回答させて頂きます。数年

前に市長メールにも松戸市の公園に関しての充実を求めるメールを送らせ

て頂いた事がありますが、幼児、こどものいる世帯に優しい公園作りとして、

今進められている遊具、遊び場の充実はもちろん、充実した施設であれば、

アンデルセン公園の様に多少の料金を払っても構いません。一部に全天候型

の遊び場があってもいい。緑の中にスターバックスコーヒーを誘致して、よ

り大人もリラックス出来る時間を過ごしたい。キッチンカーもそうですが、

カフェの充実は必須です。今ある自然観察遊びももちろん残すことは前提で

す。隣接市からも羨ましがられるようなどうか素敵な公園を作って下さい。 

〇あれだけの広さと自然が溢れているのにもったいない。アンデルセン公園み

たいになってほしい。 

〇柏の葉公園や流山運動公園など整備された公園と比べて圧倒的に自然にい

る虫や種類がおおい。バッタやトンボなど、自然にふれる機会の少ない子供

にとって、数少ない公園なので、森の感じのある虫が生息できる環境作りは

必ず残してほしい。 

〇広々と遊べるエリアは維持しながらも、アンデルセン公園やみさと公園のよ

うにこども向けのアスレチックを充実させてほしい。松戸にはないのでわざ

わざ市外へ遊びに行っている。 

〇森という名前を生かした施設でいうと、ドイツ村の中にあるじいじの森が、

色々な自然体験ができ良かったので、同じような施設ができたら嬉しいで

す。また、自転車 NGラジコン NGのためなかなか行かないので、広さを生か

した、みさと公園くらい大型遊具やアスレチックがあると子供を連れて行く

のに良いなと思います。 

〇船橋アンデルセン公園と比較して魅力が少なすぎる。ただのだだっ広い公園

という感じ。車もないので、わざわざ行く気になれない。アンデルセン公園

や足立区のギャラクシティ目指してほしい。 

〇開園当時から行っているが小学生の時から行くたびにあまり楽し居場所で

はない。アンデルセン公園のようになってほしい 
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〇自然をテーマにはいいですが、アスレチックや遊具など全くないのがつまら

ないです。流山運動公園や、柏の葉公園、三郷公園のような公園が松戸市に

出来ることを願います。カフェだけでも、外部に委託して、お洒落な場所に

なるといいです。 

〇水元公園のようにもう少し公園として柔軟に使えるようになって欲しい 

〇アンデルセン公園のようになるといいな～と思っています。アスレチックが

あると嬉しいです！ 

〇船橋アンデルセン公園のような沢山の遊具や、子供が乗れるミニ電車など、

充実させてほしいです。 

〇大型アスレチックなどあれば積極的に行きたい。せっかく近いのにいつも三

郷公園や水元に行ってしまうので 

〇広大な敷地を有効活用できてないと思われます。船橋のアンデルセン公園の

ような施設を作り、入園料も取るべきかと。キャンプ場も宿泊できるように

なさった方が良いかと思います。 

〇遊具がありアンデルセン公園のようにみんなが行きたくなる公園を作って

ほしい 

〇21 世紀の森と広場の近くに 30 年以上住んでおり、現在子育てをしていま

す。近隣市のアンデルセン公園やあけぼの山公園、流山総合公園などの施設

と比べると、賑わいがいまいちだと思っていました。小さい子どもがいるの

で今回、遊具が出来る事が非常に嬉しいです。夏には小川の流れている広場

でたくさんの子ども達が水遊びをしています。小川に泥や岩、小石がたくさ

んあるので、キレイに整備して頂けたらもっと安全に遊べると思います。せ

っかくキレイな湧水が流れているので。私も小さい時はたくさん遊んでいま

した！自然観察が目的の公園ですが、敷地が広いのでそれだけの機能では、

もったいないと思います。個人的な要望ですが、雨の日も子どもが体を動か

して遊べる広い室内型公園があったら嬉しいです。雨の日は子どもの行く場

所が無くて困っているので。あと駐車場 500円は高いと言う声があります。

松戸市民は駐車料金が安くなったら嬉しいと思います。 

〇都内や柏市にはペットと沢山入れるきちんと整備された大きい公園が沢山

あるのに対し、松戸市の公園に関しては残念な印象しかない。市民が多様な

使い方ができるように模索して欲しい 

〇上野公園などにスターバックスなどのカフェが公園の緑を楽しみながら存

在してるような今の緑を活かしたゆっくり出来る施設があると魅力が増す

と思います。 

〇テーマわけをきちんとして欲しいです。ペットを飼っている人が集う場所、

子供が身体を沢山動かせる場所、マラソンできる場所、ピクニック、ボール

遊び、みさと公園が凄く好き！上手。参考にして下さい 
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６）広く松戸市の公園行政に関する意見 78 件 
〇整備時の目的は実現されたのか? 次期公園の維持整備の目的は公開され市

民に発信されているのか?(残念ながら市役所ＨＰを覗かれる人は少数と認

識するが広報で発信とか!)管理面に課題有るが夜間利用(イベント、夜の生

物活動見学とか)等、従来の利用活用法を超えたら 昨年？の＜池の水全部

抜く＞等のイベント集客アイデアで公園の存在浸透面白い。博物館と公園連

携。野外演奏会の増加(コロナで室内演奏会減少)。八柱駅から５００m程な

のに何故か遠く感じるのは何故だろ?払拭出来ないか?時期総合医療Ｃ駅開

業で払拭される?本アンケートを、コロナで掲載内容が希薄の広報で、団体

以外の広く市民個人に本 QR 利用で求めたら?(松戸の登録市民団体は平均年

齢が高く、公園利用中心の若手系ファミリー、個人の情報収集希薄と想像し

ます)沢山下記過ぎ申し訳無い 

〇公園までの道沿いにもっと楽しめるお店の誘致などをしてはどうか。八柱駅

にレンタルサイクルを置き、利用者に近隣の店のクーポンがつくなど。大き

な病院が近くに２つあるが、そこの利用者や働いている人達も利用しやすい

癒しスポットの様な施設があると良いかなと思う。お風呂カフェ等の様な形

態で、環境配慮方の入浴施設等はどうか。そうなるとクリーンセンターの新

設をそこにするとか、場所の問題があるかもしれませんが。 

〇松戸市自体、古い公園が多く小さい子供から遊べる遊び場が無く、結局市外

や県外の公園に行くことが多いです。自然もありつつ遊べる場が欲しいで

す。 

〇アートの場が増えるといいです。彫刻を設置するとか。トリエンナーレを開

催するとか。美術展とか。松戸市の画家や作家を取り上げて紹介して欲しい

です。 

〇もっと若手に意見を聞いてあげてください。 

〇とにかくアクセスが悪い。市の税金なのに近所の人や車がある人しか使えな

いのは不公平。入場料を取るべき。松戸駅近辺のような公園がないエリアの

子供たちが使いたいのに使えない。松戸駅からバスを出したりしてもっと広

い範囲の人が集まるように努力してほしい。あんなにいい施設なら有料でも

行きます。 

〇12月の一般質問でも「公園の維持管理を民間企業に」とありました。1それ

自体を否定するものではありませんが、指定管理者の問題で議員 1 に追求

されているのを見る限りでは、透明性のある決定プロセスが担保されている

とは思えません。今回の民間企業に維持管理を委託するにせよ、市政に関し

てはまず市民に丁寧に説明する姿勢が求められるのではないでしょうか。 

〇私自身はコスプレ自体に抵抗は無い方ですが、家族や子どもとの遊び目的と

は共存し難いと思いました。（場所取り、トイレ占有など） 

〇災害時などを考えて市が管理運営で良いと思う。ただ、今までの俗に言う「お

役所仕事」的な管理では無く、もっと一般的企業の様な思考で市が管理運営

をすれば、市の収入になり松戸市が潤う。公募で 21 世紀の森の管理運営部

署のリーダーを決める(5~10 年の契約)。報酬月 50 万円程度+純利益によっ

て歩合(年 1-2 回)。21 世紀の森の管理運営のビジネスプラン及び面談で決
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定。この方法が松戸市にとって一皮むけるチャンスになると思います。 

〇放射性物質の汚染除去に努めてもらいたい。 

〇以前、太鼓イベントやクラフト市？に行きました。近場であのようなイベン

トがあるのは大賛成です。センス良く、街の活性化に繋げて欲しい。と思い

ます。 

〇100％企業の管理体制には賛成できません。今ある緑を守り豊かにするので

あればよいのですが、自然尊重型の公園として今まで存在してきたことが無

味です。飲食をして緑の中で遊ぶことが目的の公園には賛成できません。も

しそれが大勢の人の望みなら今あるカフェテリアが栄えていたはずです。イ

ベントで時々飲食ができる程度で十分です。公園の維持管理費が必要であれ

ば入園料をいただくことで賄うことはできませんか。提案したい事項です。 

〇遊具が少ないから子供の遊びが限られる。ベンチや休憩所が少なくて、年配

者や身体が不自由な方は、かなり不便だと思う。実際に、私の両親は行って

も大変だろうから連れていけない。どの年代が行っても楽しめる場にして欲

しい。入口から全体を通してバリアフリー化を目指して欲しい。 

〇これからもイベントや祭りで松戸市を盛り上げてください 

〇広場を核にその周辺の緑をセットで保全し続けてほしい。人口減少社会を踏

まえて、宅地開発を抑制し、千駄堀地区の農村景観をしっかりと保全するこ

とが、都市と農村が共存するより魅力的な憩いの環境づくりにつながると考

える。 

〇飲食がイマイチなので松戸市内の人気店など安い賃料で貸し出し盛り上げ

たら良い！！あとキッチンカーコーナーなのあったら尚更面白いかも！ 

〇近所なのに 21 世紀の森に遊びに行かないのは、魅力ないと思うので、もっ

と行きたいと思えるような工夫が必要であると思う。私は 5 年以上行って

いません。 

〇近隣の市民のものだけでなく、市民は低額、市外からの来園者にはちょっと

多めに入場料をとり、管理費に当てて、一日中楽しめる魅力的な場所にして

もいいと思います。 

〇行っても何もする事がない。だから何か用事がある時しかいかない。是非何

度も行きたくなるような魅力的な公園に。 

〇遊具というか遊べる部分の拡大はとても良いと思います。コロナ禍で遊び場

に行くことができず、子供がいると公園を利用する頻度が増えます。その際、

柏の葉公園や流山運動公園を利用しますがトイレがきれい（今の子供は和式

トイレは使えません）というだけで出かける価値があります。そこにキッチ

ンカーなどあるとそれが楽しみに繋がります。子育てしやすい町であるなら

もう少しこの公園に工夫をしてほしいです。市民として 45 年以上暮らし、

子育て、介護もここでします。自分の最期もここになります。誇れるなにか

があると税金を払うことに違和感がなくなります。コロナ対応でいくつか感

心する面があります。大変だと思いますがどうか、続けてほしいです。 

〇公園に駅が出来たら良いです。もし魅力的な音楽イベントや食ビール、コス

プレ等のフェスがあったとしても、車でないと来れないのでは全く意味があ

りませんし興味がわきません。現実に人気のあるイベントでは駐車場が満車
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で行くのを考えてしまいます。 

〇小川が流れていて、子どもが喜んで遊んでいました。障がいのあるなし、に

関わらず色んな子どもたちが遊びに来れる公園にしてほしい。あとトイレが

暗く奥まりすぎて、防犯上不安です。 

〇松戸市民として、さらに自慢できる公園にしてほしいです。大好きな公園で

す。がんばってください。 

〇八柱駅からの距離だと年配者には歩くのは遠いし、かといってバス代かけ

て、または駐車場代かけて行くほどの魅力はない。専用の循環バスとか送迎

バスが出てくれればありがたいのに。ただでさえ利用者が少なくて淋しいの

に。もったいない。 

〇せっかく広大なスペースがあるにも関わらず、目玉となる遊具やアスレチッ

ク施設などがなく、駐車場代をかけてまで子どもを連れて行く魅力に欠け

る。柏、流山、川口に負けないような公園にしてほしい。子育てしやすい街

と謳っていながら、子どもを連れていきたいと思える公園が一つもない。ス

ペース的にも松戸で唯一近隣市町村からも人を呼べる公園になる可能性を

秘めた場所なので、是非とも大規模遊具やアスレチックを導入してほしい。 

〇今の松戸市はあまりにも高齢者に優遇されすぎていて若者にとっては全く

魅力のない街です。公園ひとつとっても子供の遊び声がうるさいという理由

でクレームを入れたり、学生のスケートボートがうるさいという理由で禁止

にしたりと若者から自由を搾取しすぎです。その一方で高齢者は公園を前面

に使用してゲートボールを行ったり草野球を行ったりやりたい放題です。一

体若者はどこで遊べば良いのでしょうか？是非多くの若者が訪れ、子供達の

楽しそうな声が響き渡る活気満ちた公園に改善していただけたら松戸市に

住む一若者として嬉しいです。 

〇花の名所を希望します。例としてあけぼの山農業公園みたいなチューリッ

プ・ひまわり・コスモスで皆さんを集められる様な場を提供してほしい！ 

〇それぞれの広場の名前が似ており、紛らわしく覚えづらいので、もう少しわ

かりやすく特徴的な名前にしたらいいと思う。 

〇カラスが多いことと、駐車場料金がかかるなどという理由でここ数年は少し

遠くても市外の公園へ行っています。気軽に、安心してピクニックに行ける

ような公園になれば良いと思います。 

〇公園西口が最寄りとなる、JR 武蔵野線(仮)千駄堀駅の早期開業実現を熱望

しています。開園時間を時期変動形にして明るい時間帯は長めに開ける方式

を取ってほしい。 

〇野性動物保護地域は今後もしっかりと維持して欲しい。 

〇今は今の良さがあると思っています。ご年配の方が散歩される光景が多々見

受けられ、これは健康年齢が上がる機会を創出されていて良い場所となって

いる事は間違いないと思います。一方で子育て世代視点だと良くも悪くも何

も無い広場で、広場は広場でも色々と規制も多く、創意工夫がされていない、

ただ心起きなくボール遊びができるか、のんびりするか、散歩するぐらいの

大きな広場としての使い道しか無いのが現状で、21 世紀の森ではなく広場

としての魅力しか無いのかなと感じています。もっと起伏のある地形含めた
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地形を活かし、子育て世代からご年配の世代まで全ての方が健やかに過ごせ

る魅力ある場所にする事で、松戸市のブランディングに繋がり結果、住民や

利用者が増え経済の活性化や税収増につながるのではないかと感じていま

す。 

〇みんなに通用する公園の愛称が欲しい。ありますか？ 

〇同世代の子を持つ親とも話が出てきますが、『21世紀の森は面白くない』と。

逆にお聞きしたいです。なぜ作ったのでしょうか？ 

〇私自身、柏市で生まれ長年暮らし、子育ては松戸市で始まりました。せっか

くの素晴らしい公園がありながら、いつも公園を両脇に見える道路を通過す

るだけで、いつか行きたいねと家族で話していて、なかなか足が遠のいてい

ます。率直な所、駐車場が有料が理由です。どうしても、公園に行くなら無

料の駐車場がある場所に行く事が多く、電車で行くのは駅から距離があるよ

うですし。されど、５００円ですが、今まで行けていません。無料、もしく

は２時間まで無料、松戸市民は無料・割引料金とかにして頂ければ、大変あ

りがたく、行く理由になるかと思います。なぜ松戸市民だけなのかとなるか

もしれませんが、例えば市民プールの利用料金も市内在住者は割引料金体系

があるので、そういった体制があっても良いのではないでしょうか。ご参考

になれば、幸いです。 

〇新駅の整備が必要だと思います 

〇松戸駅発のバスがあると嬉しいです。 

〇広さを有効に活かしきれていないと思う。ボール遊び禁止の公園もあるの

で、思いっきりできるように整備するとか、遊びが広がる道具を貸すなども

喜ばれるはず。置く場所に困ったり、赤ちゃん連れだとただでさえ荷物が多

いので持ってくるのが大変な遊び道具など（バドミントンやボール、縄跳び、

フラフープ、最新の使いやすい三輪車、キックボードなど）大型の遊具も必

要。新設するからには適当でなく、松戸市一番の充実度と人気になる意気込

みで、長く使える人気の楽しい大型遊具を設置してほしい。栃木などのこど

ものくにのイメージ。砂場も必要。その場合、みんなで使える無料のお砂場

セットも備え付け必要。家から持っていくの大変すぎるから。 

〇教育関係者ですが、ユーカリ交通公園のように専用バスを持っていると、市

内の学校がそのバスを用いて公園を利用する機会が増えるのではないかと

思います。自然環境が豊かなので、近隣の学校だけでなく、市内の学校の子

どもたちにとっても貴重な学びの場となる公園になると嬉しいです。 

〇アクセスが悪いので近隣に駅を作って利便性を向上させてほしい。有料でも

良いので遊具がほしい。 

〇場所の存在は知っていてもどういったところなのか知らない市民は多いと

思います。ホームページの見やすさ＝集客にも繋がるかと思います。 

〇市の運営目的がはっきり感じられない。人を集めることが目標なのか、市営

として広場運営を目標とするのか、市税を使う以上ははっきりとした目的が

必要である。 

〇広大な自然のスペースを有効活用仕切れていなく、持て余しており、物凄く

もったいないと思う。子育て世代に優しい街というのであれば、遊具がちゃ
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んとしてる公園が 1 箇所でもあれば全然違うものとなるはずである。正直

松戸にそのようなちゃんとした公園はなく、柏や三郷に行っている。利用す

る人も多くとても羨ましいと思っていた。松戸も公園、遊具も充実させ、市

街からも足を伸ばさせるよう努力する必要がある。そうすれば市内飲食店な

どでもお金を落としていき、メリットがあるはず。今はバーベキューはでき

ているが、例えばキャンプなどもできると身近で自然がたくさんあるキャン

プ場となると思う。その上で様々な年齢層が参加できるイベントや自然体験

ができる場なども提供できれば、とても魅力がある公園へと生まれ変わるの

ではないだろうか。そのような市の目玉となる場所が一つあるだけで、市民

交流が進み街が活性化し、市街からも人が呼べるため税収改善にもなると思

う。船橋のアンデルセン公園、柏の柏の葉公園、野田の清水公園、三郷の三

郷公園、松戸の〇〇公園、他の市、県に誇れるような公園作りを、市民生活

作りを行なってもらいたい。 

〇時流になる必要はないが、昨今のＡＲやＶＲ等の技術も活用し、来園前から

（自宅等で）「21世紀の森と広場」で体験可能なことの擬似体験や、観察可

能な植物や野鳥などを詳しく学習できる等、情報発信の充実が重要かと思い

ます。公園のことを「（１）知ってもらい」、「（２）興味を持ってもらうこと」

が、「（３）来園を促すこと」に繋がり、来園者が増えれば結果的に「（４）

公園に対する改善意見も多くなり」、「（５）公園（松戸市や指定管理者）に

落ちる金額も増加する」好循環になるかと思います。 

〇総合的な活動の場所として市を代表する場所へと変えましょう。市が管理し

つつ、提携先を募り、運営に参画してもらいます。また、グラウンドが隣接

していることを最大限活かして、簡易的な素泊まり可能な施設を作ること

で、林間学校やスポーツ少年団への合宿先として運営。定期的な収入源も確

保します。土地の管理についても、上記したことに加えて、市内の幼稚園、

小学校をはじめ、学生たちの力も借りて環境整備および、アルバイト経験な

どを行なうことで自然環境の整備や、働くことについても勉強する場所とし

ます。 

〇まだ利用したことがなく、通っただけだが、車じゃないと行きにくそうな印

象をもった。施設内に何があるか、わからないので、分かりやすくピーアー

ルしてもらいたい。 

〇広場はのんびりできて良い面もあるが、年に何度も行きたいと思わせる施設

にするために、他の施設の良い面を真似してもよいと思う。学校の課外活動

では市川動植物園やアルデルセン公園に行ってました。松戸市の特産なの

に、梨園見学も流山へ。そういう現状に課題があると感じます。 

〇もと埼玉県民です、埼玉の公園の方が利用したい、し易いと感じたので、み

さと公園まで遠征してます。シルバー人材派遣など、多く活用してるイメー

ジのある松戸、まだまだ手はあるのでは無いかなと、おもいます。 

〇自然も広さも申し分ないのに魅力のある施設がないしイベントもひかれな

いので改善してください。 

〇もっと活性化するよう動くべきです。 
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〇とても貴重な場所で活用させて頂いてきましたが、もう少し子どもの遊び場

として進化していくと、子育てしやすい街松戸の進化につながると思いま

す。実家のある香川県高松市に、高松空港の周辺に、空港公園と子どもの国

という施設があります。ここは高松市が運営していると思うのですが、子ど

もが遊べ、学べる様々な設備があって、里帰りする度に連日通って楽しませ

てもらいました。しかもお金は多少使うくらいです！ずっと松戸にもこんな

施設かあるといいのになぁ…と思ってきました。素晴らしい施設ですので、

この機会に是非ご参考の上、ご検討頂けますようお願いします！ 

〇ずっと変化を待っていました。とても期待しています。 

〇せっかくいい場所があるのに上手く活用出来てないと感じる。広いだけ。子

供がそれぞれ年が離れているのでそれぞれ年代で楽しめるものがあるとい

いなと思う。そもそもこのアンケートも残念。学校から手紙をもらってきた

が、どこを利用するかという問いがあるのに手紙に広場の名前がなかったら

その広場がどこなのか分かりづらい。アンケートを作るならその辺も考えて

作って欲しい。 

〇出来た当初(小学生)は自転車で行ける距離だったので友達と行っていたけ

ど、大人になり子が出来て行ったら駐車場にお金がかかる事にビックリ。大

型遊具とかあれば、有料駐車場にも納得が行くけどただ広場に遊びに行くだ

けなら近所の公園でいいかなと思ってもう何年も行っていません。 

〇アスレチックやフードカー、キャンプやバーベキューなど設備を中途半端で

使う気にならない。きちんと改修して使用したくなるような魅力ある施設に

してほしい。広く浅い人の受けをねらうと失敗する行政の施設とはいえマー

ケティング思考は持ったほうがいいと思います 

〇現在の自然環境を楽しむというコンセプトは地域では珍しく、現代だからこ

そ共感できる点があります。わざわざここに行きたいと思える要素となって

います。現在でも老若男女男女問わず需要があり、活気はあると感じていま

す。私は子供もおる中間的な年齢層ですが、変える必要性はそれほどないと

感じています。要望事項として思い付く点は、朝 9時の開園では、朝方の自

然や生き物の観察に間に合わないため、通常よりも早い 7 時 30 分位から開

園していただけると嬉しいです。また、トイレが古くなってきており臭いで

す。コロナ禍で清潔に保ちたいと思う方は沢山居るかと思いますので、改修

を希望致します。民間の活用については、「自由度」や「可能性」の拡大な

どの観点から一定の共感はありますが、利益の追求に走り、近隣の大規模な

公園と同化してしまうことは望みません。今後も持ち味である草花など自然

や昆虫などの生き物を観察しながら、四季折々の木々の表情を楽しむ環境が

あることを前提に、イベント開催の充実や、キャンプを中心としたアウトド

ア機能の充実を図り、現代に合った使い方が出来れば、それほどハード面に

手を入れる必要はないと思います。周辺地域において唯一無二のコンセプト

を持った公園だと思いますので、これからもあまりぶれずに、素敵な公園と

して更新されていくことを期待しております。 

〇常盤平駅から広場までは遠く、徒歩移動中ベビーカーと歩く子供も一緒だと

狭いところもあり子供を複数人連れて行くのは大変です。行くだけで疲れて
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しまうので、主人が休みの時たまにしか来ません。 

〇広さの割に遊具や見るもの、アトラクションなどが少ない。 

〇広いのはいいのだが、特に遊具などもないので、遠足などで遊びに行くと手

持ち無沙汰になってしまう 

〇広い公園で規模でも魅力的ですが、取り柄がないのが残念なところです。例

えば、デイテントエリアやボール遊びエリア、水(川)もあって良いので綺麗

な状態を保ち川遊びを子育て世代にも体験できるといったこともできると

良い。トイレ環境やカフェが改善されると良い。スタバやタリーズなどから、

お年寄りにも抵抗ないコメダなどが園内にできると魅力が増します。今はコ

ロナもあるので、テントエリアは区画で貸したりするのも他の公園でもなか

なかできない魅力になるかもしれません。今後に期待してます。 

〇賑わっている時はテントばかりでどうかと思う。 

〇歩いて行った家族を車で迎えに行くとき、毎回駐車場警備員の方の対応が悪

く、ピックアップだけしたい場合、気が重くなるので行きたくなくなる。１

分、２分しかその場にいないのに敵対心むき出しな対応で毎回嫌な思いをす

る 

〇利用するときに多少お金がかかっても、それを払うだけの魅力がある公園で

あれば利用したいと思います。ぜひ、魅力的な公園にしていただければと思

います。 

〇20 年前に松戸に引っ越してきてから楽しく遊ばせていただいています。里

山の方のお茶屋さんが閉まってしまい、森のホールのレストランも閉まって

しまったと聞きました。コロナの時代仕方ないのでしょうが、カフェテリア

だけだと寂しいですね。土日だけでも、管理を民営化せずに、地元の飲食店

の方がお弁当を売るとか、月替わりでキッチンカーに来ていただくとかでき

れば、新たな楽しみが生まれるのではないかと思います。また、園内樹木に

は名前がついていますが、この季節にはこの辺で昆虫マップのようなものを

作っていただけると、こどもと散歩する時楽しいかなと思います。 

〇森のホールと池、市民すらどんな施設があるのか、知らないひとぱかりだと

思います。あそこに行けば楽しい、行けば楽しめるイメージを浸透させたい

ですね。 

〇自然を尊重する場所、遊べる場所などのゾーニングをしっかりとやってほし

い。大型遊具の工事が入り、人が増えるのは望ましいが、反面、自然が尊重

されないか心配している。建設地の斜面林には、希少な野鳥や野草が見られ

る場所もある。これ以上の大型遊具をつくらないでほしい。夏テレビで放映

された「水を抜く」、かいぼりは大変良いことだと思う。定期的に実施して

ほしい。その際、市民参加も考えてほしい。自然系の学芸員の配置（市川市

のように常勤で）をそろそろ検討すべき。松戸は人口が今でも増え、緑地が

減少している。その分、この公園の自然を後世まで残すようにしてほしい。 

〇ホームページを確認させていただきました。皆さま、21 世紀の森と広場を

盛り上げるために努力されていらっしゃると感じます。また公園に遊びに行

かせていただきます。よろしくお願いいたします。市内中学校、小学校に子

どもを通わせている母より 
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〇「21世紀の森と広場」の維持管理について、「公園をより柔軟に利用できる

ように、民間企業が維持管理する方式を検討している」とのことだが、柔軟

に利用できるようにする必要はないと考えます。「21世紀の森と広場」は、

千駄堀地域に残されていた豊かな自然を松戸市の財産として後世に継承し

ていくことであり、“千駄堀の自然をできる限り守り育てる”をコンセプト

にしています。自然ゾーンはもちろんのこと、レクリエーションや文化のゾ

ーンも、豊かな自然に囲まれています。民間企業にどこまで維持管理をまか

せるのかが明らかではありませんが、たとえば民間企業直営の公園をイメー

ジすると、その公園運営は利潤を得ることが中心となり、「21世紀の森と広

場」をつくったときの理念などは忘れられ、行政や市民の意見も反映されに

くくなります。現在おこなわれている、開園時間の制限、給餌の禁止、ペッ

ト連れ禁止などという利用面での制限がなくなったり、新たな施設等の建設

により自然が失われていくことが考えられます。たとえば千駄堀池について

は、清水公園のように、ボートを浮かべたり、水上アスレチックを建設する

ことが考えられ、水鳥たちの生息空間が狭められる可能性が大きいと考えま

す。以上のことから、民間企業による維持管理には反対します。なお、「21

世紀の森と広場」は、今後も継続して松戸市による維持管理を望みますが、

せっかくの機会ですので、いくつか意見を述べたいと思います。(1)四季の

山野辺・野草園は、多様な生き物たちを育み、自然観察の場だと思いますが、

その維持管理において、過剰な剪定・除草が目立ちます。景観重視ではなく、

多様な生物相を育むための維持管理をお願いします。(2)みどりの里や、そ

の他の散策路についても、景観重視ではなく、多様な生物相を育むための維

持管理をお願いします。 

(3)現在の「21世紀の森と広場」の職員の構成は知りませんが、上記(1)(2)

を実現するために、生態学や保全生物学等を専門とする学芸員の資格を持つ

常勤職員の設置を求めます。以上、よろしくお願いします。 

〇公園近辺の新駅の話はどうなりましたか？ 

〇森を民間委託すると商業施設的なものが導入され、いまの貴重な自然環境が

守れない気がする。できるだけ今の状態を保ち、貴重な動植物を守ってほし

い。あまり人工的な建造物、遊具など作らず、広い空間で身体を動かし、散

策しながら植物や生き物を観察できる場を守ってほしい。ペットも入れるこ

とが絶対反対。生態系が崩れると思う。松戸市の貴重な自然あふれる公園を

人工的な公園にしないでください。 

〇市の財政確保のために、入場料をとっても構わないと思っています。例えば

中学生以下は無料で、高校生以上は百円から数百円で。遠足等の団体割引や、

シルバーパスポート、年間パスポートなども導入。民間を入れて、結果、廃

れるくらいなら、まずはこのあたりからでも。入場料をとる分、きれいなト

イレが使えたり、公園がより快適な場所になるよう維持管理出来るなら、問

題ないのでは？と思っています。 

アンデルセン公園は県立とはいえ入場料支払いますし。今回、森と広場にも

アスレチックが出来るなら、尚更、入場料制度はありだと思います。 

〇広すぎてどこに何があるかわからない。 
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〇アクセスとして武蔵野線の新駅を建設して、集客向上させる 

〇この前、公園内で楽器の練習をしてる人がいていいなぁと思いました。セン

トラル・パークや代々木公園のように色んな人が楽器の練習をしてる音楽に

溢れた公園になると良いと思います。 

〇もっと頑張れ！市街からも人が集まれるように施設の向上を、望みます。あ

れだけの広さがあるのにもったいないと思います。 

〇何でもありの公園にするのではなく、使用目的を絞り込むのがよい。例えば

バーベキューは不要、身障者が利用しやすい方向に改善していただきたい。

併せて、指定管理者に委託する方法と市の直接管理について、メリット・デ

メリットを明示化して、再度問い直すのがよいのではないか。 

〇本公園の大きな特徴として”都市に残された緑”があげられています。しか

し、現在では本来の谷津環境が残るのは自然観察舎より奥の地域などに限ら

れてきました。実際には湿性植物園の奥は確認できませんが，かつての深い

湿田を含め全体的に乾燥化が進んでいることが見て取れます。人間が踏み込

まない地域が単に放置された状態になり保全されていないのではないかと

危惧されます。地形と歴史によって形成された緑（生態系）が消失してしま

わないことを願います。問 10 の民間業者管理方式の賛成項目には本公園の

もつ重要な生態系保全の側面が欠落していることに驚き、不安を感じており

ます。意見・要望：千駄堀に残る貴重な自然を次世代に引き継ぎ，責任をも

って保全していくために，1.生態系に関する記録と保全の具体的な方策を毎

年度示していただき、ビジターセンターあるいは観察舎でわかりやすく見る

ことができるようにしてほしい。2.教育・研究の観点から谷津田の奥まで観

察・調査ができるようにし、多様な生物相の維持管理にフィードバックされ

る仕組みをつくってほしい。3.都市公園における自然保護の新しい可能性を

考えてほしい（身近には谷津地形をもつ市川市の大町公園等、全国の自然環

境保全の取り組みと実態を参考に）。 

〇幼少期から松戸市に住み、現在 2歳児の母になります。正直、学校の遠足以

外では利用したことはないです。その理由として魅力が少ないです。せっか

くの広い土地があるのだから子供たちが喜ぶような大きな遊具を一角に置

いてもいいんじゃないかなと思います。また水遊びができるような小さなプ

ールをつけたり、簡易的なシャワー更衣室なんかがあると気軽に川遊びもで

きて良さそうです。子育てをしている身としてもやはりアンデルセン公園、

ドイツ村等が惹かれます。また入口の立地がよくないように感じます。全体

的に閉鎖的です。もう少しオープンに誰でも入りやすいような公園にした方

が人気が出るような気がします。また花火なんかも OK の場所をつくると活

気が出てきそうです。そして出入り口にゴミ箱、園内各所にゴミ箱を設置す

ることによって、園内の環境も厳しくしなくても保たれると思います。（代々

木公園など）家族や友達同士で遊びに行きたくなるような魅力的な公園楽し

みにしております。応援しております。 
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