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先般、板橋交通公園に関するアンケートにご協力いただき、誠にありがとうご

ざいました。 

板橋区で進めております板橋交通公園のリニューアルについて、令和3年11

月 10日（水）に有識者を交えた第１回板橋公園のあり方検討委員会を開催しま

した。そこで、皆さまからご回答いただきましたアンケート結果を踏まえ、有識

者等の委員により意見交換や議論・検討を行い、板橋交通公園の「再整備に向け

ての基本構想」の素案を作成しました。 

つきましては、この素案について近隣の皆さまのご感想・ご意見等を伺い、今

後の構想・計画に反映していくため、またお手数ではございますが、アンケート

調査にぜひご協力ください。 

＜アンケートの募集方法について＞ 

近隣の皆さま 500 世帯（無作為抽出）を対象に無記名回答方式で実施します。集

計結果を公表させていただく予定ですが、個人に関わる情報が公表されることはあり

ません。 

アンケートには、ご家族のうち、どなたが回答していただいても結構です。 

＜アンケートの期間について＞ 

令和3年11月 22日（月） から 令和 3年 12月 6日（月） まで 

＜アンケートの回答について＞ 

回答票を、同封の返信用封筒に入れ12月 6日（月）までにご投函ください。 

宛先の「株式会社パスコ」は、板橋区が委託している調査会社であり、回答を他の

目的に使用することは一切ありません。ご不明な点がございましたら、下記までお問

合せください。 

※ＷＥＢでのアンケートも実施しています。お知り合いの方にもご周知ください。 

板橋区ホームページ内検索で、「ホームページアンケート」と入力してください。 

板橋交通公園のリニューアルに向けたご意見の募集 

＜お問い合わせ・郵送先＞ 

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番 1号 

板橋区土木部みどりと公園課公園設計係（本庁舎南館5階） 

０３－３５７９－２５３１ 担当：佐藤、杉本 
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板橋交通公園（正式名称：板橋公園）は、子どもたちが色々な乗り物を楽しく体験

しながら、遊びを通して交通ルールを身につけることができるよう工夫されています。 

ミニサイクリングコースでは、足踏み式のゴーカートや子ども向けの自転車に乗る

ことができ、幼児広場では、三輪車や豆自動車など、小さな子どもたちが遊ぶことが

できます。また、園内には、都電や都バスが展示され、車内に入ることができます。 

このほか、遊具広場やジョギングコースがあり、夏には「こどもの池」で水遊びを

することができるなど、これまで地域の方々に広く親しまれてきました。 

●板橋交通公園（都市計画上の正式名称「板橋公園」） 

公 園 種 別 街区公園 都市計画決定 昭和 35年 3月 31日(変更) 

所 在 地 大山西町21番 1号 乗 り 物 の 

利 用 時 間 

午前 9時～午後4時 

※毎週月曜日、年末年始を除く 面 積 約 1.0ha 

開 設 告 示 昭和 43年 4月 1日 そ の 他 東京都指定避難場所 

板橋交通公園の概要 

板橋交通公園 

位置図 航空写真 

周辺の公園配置状況図 

板橋交通公園 

既存公園区域 

拡張区域 
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本公園には、豊かな緑の中、信号機や横断歩道のほか、高速道路までを模した交通

施設が整備されています。また、子どものための大型滑り台や児童遊具広場、水遊び

ができる「こどもの池」、交通公園管理事務所には地域集会所が併設されています。 

公園内の主な施設 

信号機・横断歩道        自転車練習場（幼児用）      シンボリックな樹木 
背後は管理棟・集会所 

こどもの池 

乗り物展示 

大型滑り台

児童遊具広場 

自転車練習場 
（幼児用） 

広場 
公衆トイレ 

ミニサイクリングコース 

ジョギングコース 

こどもの池                  乗り物展示(都電)                    大型滑り台 

管理棟・集会所
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●本公園の課題 

【公園施設の老朽化】 

開園後数十年を経て、公園内の施設は全般的に老朽化が進行し、舗装の劣化、 

樹木の根上りの影響、乗り物の陳腐化などが顕在化しています。 

【利用上の課題】 

現在、乗り物は子どもに限定され、普及が進む新たな乗り物が体験できません。 

公園は子ども向けの施設が多く、高齢者等が楽しめる施設が少ない状況です。 

園内施設は、バリアフリー化が遅れています。 

より楽しく便利に公園が利用できる飲食や物販の機能がありません。 

集会所は3階にあり、エレベーターもなく不便で多様な使い方には不向きです。 

植込地内の樹木の成長で、見通しの悪い部分があり、防犯上の問題が発生して

います。 

●公園区域の拡張 

本公園区域は、閉校となった旧大山小学校の跡地活用として、民有地との交換整理

を行い、下図に示す拡張区域を含めて再整備(約 1.4ha)する予定です。 

現状での課題と整備範囲 

拡張区域の現況 

既存公園区域

拡張区域

拡張区域に隣接する 
マンションの外観 
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 板橋公園基本構想 再整備のコンセプト【案】 

「交通と交流、みどり」をキーワードに、以下のようなテーマを設定します。 

上記のテーマを実現するため、周辺地域と連携していきます。 

板橋公園が、だれもが安心して移動できるまちづくりの拠点となるように、公園の

再整備・管理運営にあたっては、周辺の保育園、小中学校、高齢者施設、集合住宅、

商店など、地域の方々との連携を図っていきます。 

板橋交通公園のリニューアルに向けた基本構想（素案） 

散歩からスマートモビリティまで、移動を楽しむ交通公園 

学びの場としての交通公園機能（自転車の練習や交通ルールの学習）は継承していきます。

さらに、これからの交通には、だれもが安心して移動できるまちづくりも必要です。そこで、

次世代の交通公園として、スマートモビリティなどの新しい乗り物による移動体験も取り入

れ、新しいまちづくりを発信していきます。 

また、交通や乗り物をテーマにしたデザインで公園全体をまとめ、楽しく統一感のある環境

をつくります。 

さらに、乗り物だけでなく、散歩やジョギングも楽しくなるように、回遊する園路をつくり

ます。 

だれもが、多様な楽しみ方ができ、交流が生まれる公園 

現状では、ラジオ体操や、保育園の散歩、放課後の子供たち、休日の家族連れなど、日常的

に様々な利用がされている他、お祭りなどの賑わいを通じて人々が交流しています。 

さらに多様な使い方ができるよう、子どもや高齢者、何らかの障がいがある方、外国の方な

ど、だれもが利用しやすい空間を整備し、静かに憩える場所や自由な楽しみ方ができる広場

などをつくります。 

また、飲食が楽しめる新たなサービスの導入を検討し、公園の楽しみ方を増やします。 

他にも、イベントなどにも利用できるように集会施設を使いやすくするなど、区民活動の場

を広げ、新たな交流とふれあいの機会を生み出します。 

みどりと花と交通が溶け合う風景を、区民と共につくる公園 

板橋公園のシンボルともいえるメタセコイアや、ケヤキなどの大きな樹木は残します。 

低木や中木の一部は見通しをよくするため整理し、花の咲く草花などを多く取り入れます。 

みどりの中で乗り物に乗ったり、散策したり、静かに読書をしたりと、季節の移ろいが感じ

られる、いやしの空間をつくります。 

公園の管理では、現状でもすでに地域の方々のご協力を得ていますが、さらに区民参加によ

る花づくりなど、楽しみながら風景を育てていく仕組みをつくります。 

テーマ①【交通】

テーマ②【交流】

テーマ③【みどり】
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板橋公園基本構想 ゾーニングイメージ【案】

コンセプトを実現させるため、使い方に合わせたゾーンをつくります。各ゾーンの

配置と詳細は、今後計画を進める中で決めていきます。 

【ゾーニングイメージ】 

以下は、今後計画を進めていく中で具体的な配置や内容を検討していきます。

●飲食・物販サービス施設

常設、期間限定、移動販売など、可能性を探ります。 

●集会所・コミュニティルーム

現在の集会所機能を残しながら、区民活動やイベント、講習会などに幅広く利用のできるコミュニ 

ティールームを検討します。 

●花とみどりの空間

季節や風景の変化を感じられるように、植栽の種類や配置を工夫します。 

区民が楽しく参加できるような、花の風景づくりの仕掛けを考えます。 

●その他

・水遊び施設 ・防災施設 ・管理事務所など ・トイレや水飲み等の便益施設 ・駐輪場 

・シェアサイクルポート など 

■みんなのひろばゾーン

お弁当を食べたり、散策したり、

遊んだり、おもいおもいの使い方が

できる広場があるゾーンです。

■いこいと遊びのゾーン

ベンチで休んだり、読書したり、

季節を感じならくつろげる空間と、

主に幼児を対象とした遊具がある

スペースを併せ持つゾーンです。

■乗物と集いのゾーン

自転車の練習や、足こぎゴーカー

トに加えて、スマートモビリティー

など新しい交通体験もできるゾーン

です。周回するコースと、安全に練

習ができるスペースをつくります。

交通ルールが学べるように、信号や

横断歩道があります。また、ラジオ

体操やお祭り、イベント等で人々が

集える広場もつくります。 

■回遊する散策路

散歩やジョギングなど、園

内を回遊する園路をつくりま

す。歩きながら季節や風景の

変化を楽しめるように、コー

スやデザインを工夫します。

乗物と集いの 
ゾーン

いこいと遊びの 
ゾーン

みんなのひろば 
ゾーン
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板橋交通公園（正式名称：板橋公園）のリニューアルについて、構想・計画を進めていくうえで

参考にするためのアンケートです。 

今回のアンケートでは、別紙の再整備に向けた基本構想（コンセプト案及びゾーニングイメージ

案）ついてのご意見をいただくものになります。 

■本アンケートは無記名回答方式です。 

■以下の★設問（７問）にご回答をお願いします。 

★問１ あなたの性別、年齢層を教えてください。（該当する項目に「〇」つけてください。） 

（１）性 別 

男性 ・ 女性 ・ その他（     ） ・ 回答しない 

（２）年 齢 

20歳未満  20代  30代  40代  50代  60代  70代以上 

★問２ 別紙の板橋交通公園の再整備に向けた方向性（素案）の全体について（該当する項目に

「〇」つけてください。） 

①たいへん良い  ②おおむね良い  ③改善（変更・修正）が必要  ④よくわからない 

★問３ 別紙の板橋交通公園の再整備コンセプト（案） テーマ①【交通】についてのご意見

★問４ 別紙の板橋交通公園の再整備コンセプト（案） テーマ②【交流】についてのご意見

板橋交通公園に関する近隣住民さまへのアンケート  回答票 
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★問５ 別紙の板橋交通公園の再整備コンセプト（案） テーマ③【みどり】についてのご意見

★問６ 別紙の板橋交通公園の再整備ゾーニングイメージ（案）の全体についてのご意見

★問７ その他自由にご意見をお書きください。お子さまがいらっしゃる場合には、お子さまの

ご意見も併せてお寄せください。

以上でアンケートは終了です。ご協力ありがとうございました。 

ご回答いただいた本アンケートは、配布資料に同封している返信用封筒に入れて、 

12 月 6日（月）までに郵便ポストに投函くださいますよう、お願い申し上げます。 

今後とも板橋交通公園のリニューアルに向け、 

ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

＜お問い合わせ＞ 

０３－３５７９－２５３１ 

板橋区土木部みどりと公園課公園設計係 

担当：佐藤、杉本 


