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１．はじめに 

 

本中間報告は、平成 29 年度からおよそ１年を通して実施した多摩川河川敷におけるドッ

グラン及び駐車場の試験運用について、利用状況やアンケート調査等の結果報告を行うと

ともに、今後の取組みについて示すものである。 

 なお、ドッグランの試験運用については、平成 30年５月で完了したが一定の利用者コミ

ュニティが形成されつつあること、仮設施設が現状支障なく継続して利用できることやラ

ンニングコストの観点から検証期間中においても暫定運用として現状のまま運営を継続し

ている。駐車場の試験運用については、平成 30年５月で完了したが一定の利用者がいるも

のの、料金設定の検証、駐車場への誘導に係る人件費等のランニングコストの観点から事業

の整理・見直しを行う検証期間には暫定運用を行っていない。 

 ドッグラン及び駐車場に関する取組みについては、市民アンケート調査や市民フォーラ

ム等併せて取り組む事業が多いことから、第二次中間報告から一つに統合して報告する。 

 

 

２．ドッグラン試験運用について 

 
（１）試験運用の概要 

①試験運用の目的 

 多摩川河川敷ドッグランは、にぎわいと楽しさのある多摩川を創出するため、人と人、人

と犬が互いに気持ちよく、楽しく過ごせる空間の創出を目的に試験的な取組みとして設置

を行うものである。 

なお、ドッグランを実施するにあたっては、どのような課題や需要があるか調査・検証を

行う必要があることから、一定期間の試験運用として実施した。 

 

②設置における効果 

 市内で広大な敷地を有する多摩川河川敷にドッグランを設置することで期待される以下

の効果に焦点を当て、試験運用を行った。 

 

ア．コミュニティの場の形成 

 市民の憩いの場である多摩川河川敷に、人と人、人と犬が互いに気持ちよく楽しく利用

できるレクリエーション空間をつくることにより、多摩川を活かしたより一層の住民間

コミュニティの形成が推進される。 

 

イ．河川敷の安全性及び快適性の向上 

  多摩川は、犬の散歩場所としての利用が多く、それに比例して放し飼い等の犬をめぐる
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苦情やトラブルも通常の公園等に比べて多く発生している。 

ドッグランを設置することにより、一般の利用者との棲み分けが図られ、放し飼いによ

る事故等の危険を防止し、糞の放置がなくなる等、一般の利用者と飼い主がお互い快適

に利用できるようになり、多摩川の利活用が一層推進される。 

 

ウ．飼い主マナーの向上 

    ドッグランは、単に愛犬家が自分のペットを放し飼いするだけの場ではなく、公共空間

としてお互いに基本的なマナーを守り、意識しあうことにより初めて、安心して過ごせ

る空間となる。 

  ドッグランを飼い主のマナー教室やしつけ教室等に活用することにより、飼い主のマ

ナー向上の機会となる。 

 

 エ．新たな魅力の創出 

  多摩川河川敷において、ドッグランがあるのは狛江市だけであることや、小田急線電車

内や多摩水道橋等からドッグランが一望できることから、市外に対しても狛江市ならで

はの魅力としてアピールできる。 

 

③試験運用の概要 

 ア．試験運用概要 

試験運用場所 小田急線高架脇 

面積 およそ 900㎡ 

エリア区分方法 小型犬用およそ 450㎡ 

フリー用およそ 450㎡ 

開園時間 午前８時から午後６時まで（４月から 10月まで） 

午前８時から午後５まで（11月から３月まで） 

利用料金 無料 

利用規約 ５．参考資料（４）を参照 

利用登録 なし（畜犬登録・予防接種は必須） 

運営形態 市直営（施錠及び清掃業務委託は有り） 

整備内容 仮設用フェンス（外周部・エリア区分・出入口）、

犬用トイレ、利用案内看板、小型倉庫、水用タンク、

ベンチ 

期間 平成 29年５月 27日から平成 30年５月 31日まで 
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 イ．設置箇所図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ウ．状況写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）利用状況数調査について 

 ドッグランの利用者数がどの程度なのか把握するため、利用者数調査を実施した。（詳細

は５．参考資料（１）） 

①調査方法：毎月平日、土日及び祝日の任意の１日で利用者数を調査した。 
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②調査結果 

月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 

平日 10人 １人 14人 12人 38人 - 

土日 36人 11人 17人 30人 47人 - 

祝日 

※ 

祝日が無い

ため未実施 
６人 ４人 35人 - - 

月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 

平日 18人 ７人 ９人 29人 ９人 ８人 

土日 48人 10人 32人 33人 34人 31人 

祝日 

※ 
46人 11人 36人 18人 26人 37人 

※天候不順の場合は、土日に実施 

  ※10月 23日に通過した台風の影響により、11月は閉鎖していた。 

 

（３）利用者アンケート調査について 

 ドッグランの課題や需要にどのようなものがあるか把握するため、利用者に対し属性や

利用頻度、運営方法についてアンケートを実施した。（詳細は５．参考資料（１）） 

①調査方法：利用状況数に併せて調査員が利用者にアンケートを手渡し、回収した。 

②調査結果 

   ⅰ 総回答者数 387 

   ※設問により未回答の方もいるので、回答数が異なる。また、端数処理により合計が

100％にならないものもある。 

   ⅱ 調査結果（概要） 

  ［利用時間について n=383］ 

 

15分以内
14.1%

15～30分
42.3%

30分～１時間
34.7%

１時間以上
8.9%
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  ［施設について］ 

   a．広さについて n=384 

 

   ※せまいと回答した方は現状の２倍程度の広さを求める意見が多かった。（現在の広

さは 900 ㎡） 

 

      b．フェンスの高さについて n=326 

 

   ※低いとした方は 1.2～2.0ｍ位の高さを求めていた。（現在の高さは１ｍ） 

 

 

 

 

 

ちょうどよい
76.6%

せまい
23.2%

広い
0.3%

ちょうどよい
91.7%

低い
8.3%

高い
0.0%
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      c．地面について n=292 

 

 

  ［利用者登録について n=374］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今のままでよい
25.0%

芝がよい
54.8%

コンクリート
がよい

0.7%

ウッドチップ
がよい
15.4%

その他
4.1%

不要である。
59.4%

必要である。
34.8%

その他
5.9%
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  ［開園時間について n=379］ 

 

 

  ［自由記載（主なもの）］ 

  ※本項目ではアンケート以外にメール・電話でいただいた意見・要望も記載いる。 

   ○芝生にしてほしい。 

○ベンチを設置してほしい。 

   ○日除けがほしい。 

○ボール遊びを解禁してほしい。 

   ○水道がほしい。 

   ○夏は暑くて利用しづらい。 

   ○今の開園時間では仕事をしていると利用できない。 

   ○登録制・有料にして整備の質を上げてほしい。 

 

（４）現地ヒアリング調査について 

 アンケート調査だけでは見えにくい現地の利用状況や利用者の声を把握するため、職員

による現地ヒアリングを実施した。 

①実施日時 

 第１回：平成 29年 12月 20日（水）午後３時 45分～午後４時 45分（利用者 20名程度） 

第２回：平成 30 年５月 15 日（火）午後 4時～午後５時（利用者 10名程度） 

②ヒアリングでいただいた主な意見 

 ○ドッグランが出来たことで犬の飼い主の知り合いが出来た。犬に関する相談ができる

ようになった。 

 ○土日は市外の方も多く来ている。 

 ○概ね午後４時 30 分頃から来園している。 

ちょうどよい。
51.5%朝早く開園し

てほしい。
11.1%

夕方遅くまで
開園してほし

い。
19.3%

朝早く開園
し、夕方遅く
まで開園して
ほしい。

18.2%

短くしてほしい。
0.0%
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 ○市が企画してくれれば、石拾いや芝生化を手伝う。 

 

（５）市民アンケート（無作為抽出）調査について 

 施設利用者のみにアンケート調査を行うだけでなく、より広く市民から意見を聞くため

無作為抽出による市民アンケートを実施した。（詳細は５．参考資料（３）） 

①実施概要 

●配布数：1,500 票（満 18歳以上の市民の中から無作為に抽出し、送付） 

●配布・回収方法：調査票を送付し、郵送回収 

●期間：平成 30 年９月 10 日に発送し、11月 19日到着分をもって締切 

●回収数：504票（回収率 33.6％） 

 ※設問により未回答の方もいるので、回答数が異なる。また、端数処理により合計が 100％

にならないものもある。 

②調査結果（概要） 

  ［認知度について n=498］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［設置効果について］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知って
いる, 
33.3%

知らな
い, 

66.7%

14.9%

28.7%

31.0%

16.1%

37.9%

37.9%

17.7%

24.3%

31.7%

14.1%

41.0%

33.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

その他

まちの新たな魅力の創出

飼い主マナーの向上

河川敷の安全性及び快適性の向上

コミュニティの場の形成

河川敷利用者の増加

全体 ドッグランが出来たことを知っているn=441 n=87 
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［利用の有無］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［未利用の理由について］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［自由記述］ 

    ドッグラン利用者だけではなく犬を飼っている人全般のマナーについて多くの意

見があった。また、施設の内容についても多くの意見があった。 

    ドッグランが出来てうれしいとの意見がある一方で特定の人たちだけの施設では

ないかという意見もあった。 

 

 

 

9.1%

3.9%

90.9%

96.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ドッグランが
出来たことを
知っている

全体

ある ない

n=492 

n=88 

7.8%

1.3%

5.2%

0.0%

7.8%

83.1%

8.9%

0.9%

1.6%

0.9%

12.3%

85.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

その他

登録制でないため

施設に不満があるため

開設時間が合わないため

家から遠いため

犬を飼っていないため

全体 ドッグランが出来たことを知っているn=438 n=77 
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（６）まとめ・考察 

はじめに利用状況数としては、７月、８月、１月の利用者数の減少が著しいものの、その

他の月については、平日平均 16.6 人、土日祝日平均 34.9 人と一定の利用者数がいるとい

う結果になっている。夏季の減少については、利用者アンケート調査結果でもあるとおり暑

いと利用しづらいといった要素に起因することが想定される。また、最も利用が多かった年

齢層は 30～40歳代で、全体の 52.3％を占めていた。 

次にアンケート等の利用者に対する調査では、施設整備に関する意見として、犬（利用者）

の利便性に関連する意見が多く見られ、主には芝生にしてほしい、夏季は暑いので日陰がほ

しいといった意見が多くあった。また、運営体制に関する意見として、開園時間の延長、利

用登録制の有無やボール遊びの解禁に関する意見も見られた。 

これらの意見から、ドッグランの施設整備及び運営体制を検証するにあたっては、犬への

配慮、利用時間帯等従来の公園等とは異なる配慮が必要である。 

また、現地ヒアリング調査から、ドッグランを通して利用者間での繋がりができ、交流が

盛んになっていることが見受けられ、市民アンケートにおいても最も期待されているコミ

ュニティの形成の場としての機能が期待できることがわかった。 

以上のことから、利用者からの反応としては、これらの施設整備や運営体制に関する意見

や指摘があったものの、概ねドッグランの設置については肯定的であり、設置を希望する声

が占めていたことがわかる。 

一方で、無作為抽出により実施した市民アンケート調査の結果では、ドッグランを知って

いる回答者のうち 9.1％しか施設の利用をしていないという結果となっており、その理由と

して「犬を飼っていないため」が大半を占めている。また、多摩川河川敷でやってみたいこ

ととして、バーベキュー（55 件）、花火（22 件）や休憩施設(12 件)、イベントその他活用

を望む声が多く見られた。 

 最後に１年を通した運営面の課題として、近隣住民から騒音や匂い等の苦情は寄せられ

なかったものの、平成 29 年 10 月に通過した台風の影響により緊急撤去・一時閉鎖を行っ

たことから、台風等が発生する６～10 月の出水期における運営体制について考慮する必要

がある。 

 

 

３．駐車場試験運用について 

 
（１）試験運用の概要 

①試験運用の目的 

 多摩川河川敷駐車場は、今後の多摩川利活用の推進に伴って、一定のルールのもとで駐車

が可能となる仕組みが必要となることを見据え、試験的な取組みとして行うものである。 

なお、駐車場を実施するにあたっては、どのような課題や需要があるか調査・検証を行う
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必要があることから、一定期間の試験運用として実施した。 

②設置における効果 

 多摩川河川敷内に駐車場を設置することで利用者の利便性の向上が図れる。この利便性

の向上によって期待できる以下の効果に焦点を当て、試験運用を行った。 

ア. 河川敷利用者の増加 

多摩川利活用基本計画の策定時に行ったアンケート調査では、多摩川河川敷を利用す

る最も多い理由は「散歩」である一方で、多摩川河川敷を利用しない理由は「自宅から

離れている」が最も多かった。駐車場を設置することで、多摩川河川敷を多摩川から離

れた人にとっても利用しやすいものになり、より多くの市民が多摩川を親しむことがで

きるようになる。 

 

イ．グランド等の施設利用者の利便性向上 

現在、市が認めた一定の規模を有したイベント等以外での河川敷への自動車の進入及

び駐車は認められていない。駐車場を設置することでグランド等の施設利用者が平時（土

日祝日）においても自動車でアクセスできるようになり、より一層の施設利用が促進す

る。 

 

ウ．民間事業者等の活用の向上 

 現在、民間事業者が青空ヨガやスポーツ教室等の多種多様な取組みを推進している。駐

車場を設置することにより市内外の民間事業者の新たな河川敷活用の機会が増え、多摩

川河川敷を活用した魅力とにぎわいの創出に繋がる。 

 

③試験運用の概要 

 ア．試験運用概要 

試験運用場所 小田急線高架脇 

駐車台数 15台及びバイクスペース 

開設時間 ４月 29 日から６月 10日まで 

午前８時 30分から午後３時 30分まで（グランド利用者のみ） 

６月 17 日から 

 午前８時 30分から午後６時 30分まで 

利用料金 無料 

利用規約 ５．参考資料（４）を参照 

運営形態 委託による管理 

整備内容 整地及び区画線、看板の設置 

期間 平成 29 年４月 29日から平成 30年５月 27日まで 

（４月 29日から６月 10日まではグランド利用者のみ） 
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 イ．設置箇所図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ウ．状況写真 
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（２）利用状況数調査について 

 駐車場の利用台数がどの程度なのか把握するため、利用台数調査を実施した。（詳細は５．

参考資料（２）） 

①調査方法：開放日（土日祝日）に誘導員が利用者数を調査した。なお、８月・９月は平日

（水曜日）も開放した。 

②調査結果 

 

総日数：108日、総利用台数：1,948 台 

※１日あたりの利用台数は小数第１位を四捨五入 

※６月 10日まではグランド利用者のみへの開放 

* 駐車場が満車のためお断りをした台数 

 

（３）利用者アンケート調査について 

駐車場の課題や需要にどのようなものがあるか把握するため、利用者に対し属性や利用

頻度、利用目的についてアンケートを実施した。（詳細は５．参考資料（２）） 

①調査方法：開放日に誘導員がアンケートを利用者に手渡し、その場で回収した。 

②調査結果 

  ［利用者情報について］ 

   ⅰ 総回答者数 91 

   ※設問により未回答の方もいるので、回答数が異なる。また、端数処理により合計が

100％にならないものもある。 

 

 

 

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月

利用台数 １台 25台 75台 157台 233台 215台 116台

（開放日数） （１日） （６日） （５日） （９日） （14日） （14日） （８日）

一日あたりの

利用台数

39台 24台

（５日） （４日）

お断り台数* - - - - ２台 - -

月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月

利用台数 35台 152台 75台 214台 269台 243台 138台

（開放日数） （３日） （８日） （４日） （９日） （10日） （９日） （８日）

一日あたりの

利用台数

お断り台数* - - - 25台 12台 ５台 -

17台12台 19台 19台 24台 27台 27台

17台 15台 15台

うち平日（水曜日）
の利用台数

１台 4台 15台 17台
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   ⅱ 調査結果（概要） 

  ［利用時間について n=84］ 

 

 

  ［利用目的について n=80］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１時間以内, 
32.1%

１時間～２時
間, 40.5%

２時間～３時
間, 19.0%

３時間以上, 
8.3%

グランド使用
28.8%

ドッグラン使用
27.5%

散策
22.5%

その他
21.3%
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［料金（有料化）について n=83］ 

 

 

  ［自由記載（主なもの）］ 

   ○無料のままがよい 

   ○駐車場は必要である。 

   ○駐車場までのアプローチを舗装してほしい。 

 

（４）市民団体ヒアリング調査について 

より具体的な意見・要望・反響を聞くため、多摩川河川敷をよく利用する市民団体等に

ヒアリング調査を実施した。 

①実施団体：２団体（多摩川河川敷利用団体、観光協会） 

②ヒアリングでいただいた主な意見 

 ○大会以外で停めることはないので、利用頻度が増えたり来場者が増えたりということ

はない。 

 ○駐車場の利用者でスピードを出す方がおり、砂埃が立ったり、危険を感じる場面があ

った。 

 ○有料化の場合は近隣の駐車場と同額程度となってしまうときびしい。 

 ○ボート利用者が駐車場によって増えた実感はない。 

 ○季節によって開設時間を変えてもよいのではないか。 

 ○正式稼動するならば、利用料金は、周りのコインパーキングにあわせて、適正にとっ

たほうがよい。 

 ○15 台という台数については、現状、多いとも少ないとも言えない。 

 ○続けてほしい。 

 

利用する。, 
27.7%

利用するが、
頻度は減ると
思う。, 41.0%

利用しない。, 
31.3%
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（５）市民アンケート（無作為抽出）調査について 

 施設利用者のみにアンケート調査を行うだけでなく、広く市民から意見を聞くため無作

為抽出による市民アンケートを実施した。（詳細は５．参考資料（３）） 

①実施概要 

●配布数：1,500 票（満 18歳以上の市民の中から無作為に抽出し、送付） 

●配布・回収方法：調査票を送付し、郵送回収 

●期間：平成 30 年９月 10 日に発送し、11月 19日到着分をもって締切 

●回収数：504票（回収率 33.6％） 

※設問により未回答の方もいるので、回答数が異なる。また、端数処理により合計が 100％

にならないものもある。 

②調査結果（概要） 

  ［認知度について n=470］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知って
いる, 
10.4%

知らな
い, 

89.6%
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［設置効果について］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［利用の有無］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.9%

1.5%

87.1%

98.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

駐車場が
出来たことを
知っている

全体

ある ない

14.3%

14.3%

60.7%

28.6%

17.9%
46.4%

14.4%

9.1%

53.1%

17.6%

10.6%

48.9%

0% 20% 40% 60% 80%

その他

民間事業者等の活用の向上

グランド等の施設利用者の
利便性向上

河川敷の安全性及び快適性の向上

コミュニティの場の形成

河川敷利用者の増加

全体 駐車場が出来たことを知っているn=397 n=28 

n=455 

n=31 
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［未利用の理由について］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）まとめ・考察 

はじめに利用状況数は、試験運用期間１年を通した１日あたりの平均利用台数が 18台

となった。また、推移として一般開放がはじまった６月 17日から期間満了の５月末まで

で緩やかな増加傾向が見られ、期間後半である 12月から５月までの１日あたりの平均利

用台数は 23 台となっている（以下、「最終平均利用台数（１日）」という。）。また、最も

利用が多かった年齢層は 30～40 歳代で、全体の 63.6％を占めていた。 

駐車場のキャパシティについては、総開場日数 108日に対し、満車が発生した日が 11

日であったことから、十分に余裕があったことがわかる。 

利用稼働率については、最大駐車可能時間と実際の利用時間で算出できる。最大駐車可

能時間は開場時間 10 時間で最大駐車台数 15台を計算すると１日あたり 150時間になる。

これに対し、実際の利用時間は推計となるが利用者アンケート調査でわかった利用時間と

最終平均利用台数（１日）で算出すると、１日の利用時間は 40.6 時間となる。これらの

値を除すると利用稼働率は 27.1％と推計される。 

駐車１台に対するコストについては、１日あたりのランニングコストと最終平均利用台

数（１日）で除すると、１台につき 2,281 円を負担している結果となった。 

次に、利用目的に関する調査では、「グランド使用」が最も多く、次に「ドッグラン使

用」が挙げられ、利用目的は施設利用と相まっていることがわかった。 

施設整備・運営体制に関する意見については、有料になった場合は利用頻度が減るとい

った意見が多く見られた。 

市民団体ヒアリング調査では、グランド関係団体からは大会等の特別な行事の際に駐車

できれば十分であること、観光協会からは事業形態の見直しも含め検討を進めてほしいと

7.4%

0.0%

74.1%

3.7%

22.2%

15.7%

1.8%

42.7%

25.4%

32.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

その他

開設日・開設時間が合わないため

徒歩や自転車で多摩川にいくため

多摩川に行くことがないため

自動車を所有していないため

全体 駐車場が出来たことを知っているn=445 n=27 



- 19 - 

 

の意見があった。また、いずれの団体からも、駐車場の設置による影響はあまり感じてい

ないとの結果であった。 

一方で、無作為抽出により実施した市民アンケート調査の結果では、試験運用を始めるに

あたり、ＨＰや広報、こま eco通信、ＳＮＳ等で周知に努めてきたものの、駐車場を知って

いると回答した人は 10.4％と低い値となった。また、駐車場を知っている回答者のうち

12.9％しか施設の利用をしていないという結果となっており、その理由として順に「徒歩や

自転車で多摩川にいくため」、「自動車を所有していないため」が挙げられた。また、多摩川

河川敷でやってみたいこととして、バーベキュー（55 件）、花火（22 件）や休憩施設 (12

件) 、イベントその他活用を望む声が多く見られた。 

最後に１年を通した運営面の課題として、近隣住民から騒音や通行等の苦情は寄せられ

なかったものの、近隣の駐車場事業者から無料で実施することは民間の利用台数に影響を

与えているとの意見があったことから、料金設定の検証等運営体制について考慮する必要

がある。 

 

 

４．今後の取組みについて 

 

今後、上述した試験運用の結果を踏まえながら、ドッグラン及び駐車場の正式設置の可否、

あるいは事業形態の見直しも含めた検討を進めていく。 

ドッグランについては、夏季の利用者数減少、コミュニティの形成、バーベキュー・休憩

施設の要望、台風等の対応等の様々な要素を考慮して検討を行う必要がある。また、ドッグ

ランの検討にあたっては、具体的かつ専門的に行う必要があることから、先進自治体等で実

績を有する専門家をアドバイザーとして助言を得ながら進めていく。 

駐車場については、利用目的、稼働率、１日あたりのコスト、料金設定の検証等の様々な

要素を考慮して検討を行う必要がある。また、検討を進めるにあたり、多摩川河川敷包括占

用区域周辺における民間駐車場の設置状況にも留意しなければならない。 

また、市民アンケートの結果から多摩川利活用に期待することとして、バーベキューや花

火、休憩施設設置、イベントその他活用に関するものが多いことにも考慮する必要がある。 

以上のことから、今後予定している市民フォーラムでは、市民へのドッグラン及び駐車場

の試験運用の結果報告と意見交換をする機会とし、市民の意見を聞きながら検討を進めて

いく。また、ドッグラン及び駐車場を中心としつつ、市民からの関心が高いバーベキューや

休憩施設、イベント活用等の要素も加え、幅広い観点から今後の方向を検討していく。 
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 ５．参考資料 

 

（１）ドッグラン利用者数調査及びドッグラン利用者アンケート調査結果について 

 ①ドッグラン利用者数調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時 曜日 天気 区分 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 計

フリー 4 3 3 5 1 3 19

小型 3 1 1 1 3 4 4 17
フリー 0
小型 1 1 2 3 3 10
フリー 1 3 3 7
小型 1 1 2 4
フリー 1 2 3
小型 1 1 1 3
フリー 1 1
小型 0
フリー 3 1 3 7
小型 3 4 7
フリー 1 1 1 1 2 6
小型 1 1 1 1 4 3 11
フリー 1 1
小型 1 4 5
フリー 1 2 3 1 4 11
小型 2 5 5 7 19
フリー 1 1 1 2 5
小型 7 7
フリー 2 2 2 2 5 13
小型 1 2 2 10 7 22
フリー 1 1 8 2 12
小型 2 2 3 2 1 1 3 11 1 26
フリー 2 2 3 2 3 4 16
小型 2 1 2 3 1 3 11 1 7 31
フリー 2 5 1 1 2 3 8 1 23
小型 1 1 3 2 3 1 5 7 2 25
フリー 2 2 2 6
小型 2 10 12
フリー 1 1 1 1 1 1 3 7 4 20
小型 2 2 2 2 8 8 2 26
フリー 1 1 3 3 8
小型 2 1 3
フリー 1 1 1 3
小型 2 5 7
フリー 1 1 3 5
小型 1 1 2
フリー 1 6 1 3 3 1 5 1 21
小型 2 2 1 1 4 3 2 15
フリー 1 1 1 3
小型 2 4 6
フリー 4 1 1 1 2 3 12
小型 2 1 1 5 4 4 2 1 20
フリー 2 5 1 1 2 1 12
小型 2 2 3 2 6 2 17
フリー 2 1 2 2 4 7 18
小型 1 1 1 2 1 4 5 15
フリー 1 1 2 4 8
小型 1 1 1 2 2 3 10
フリー 1 1 1 1 2 6
小型 1 1 1 3
フリー 2 1 1 2 1 8 15
小型 1 1 6 1 4 6 19
フリー 2 2 4
小型 2 7 2 1 4 3 3 22
フリー 1 2 1 1 1 3 5 14
小型 5 1 ]3 1 2 2 3 5 3 1 23
フリー 1 1 2 4
小型 1 1 1 1 4
フリー 1 1 4 1 1 7 15
小型 2 1 1 2 1 3 6 16

平成29年6月18日 日曜日

平成29年6月29日 木曜日

平成29年7月8日 土曜日

平成29年7月17日 月曜日

平成29年7月20日

平成29年8月4日

木曜日

金曜日

平成29年8月20日 日曜日

平成29年8月26日 土曜日

平成29年9月2日 土曜日

平成29年9月7日 木曜日

平成29年9月18日 月曜日

平成29年10月5日 木曜日

平成29年10月9日 月曜日

平成30年12月3日 日曜日

平成30年12月13日 水曜日

平成30年12月23日 土曜日

平成30年1月8日 月曜日

平成30年1月27日 土曜日

平成30年1月30日 火曜日

平成30年2月12日 水曜日

平成30年2月21日 水曜日

平成30年2月24日 土曜日

平成30年3月11日 日曜日

平成30年3月25日 日曜日

金曜日

平成30年3月30日 金曜日

平成30年4月10日 火曜日

平成30年4月21日 土曜日

晴

平成30年5月19日 土曜日

曇～雨

曇

晴

曇のち晴

晴

曇

曇

曇

平成30年4月29日 月曜日

平成30年5月5日 土曜日

平成30年5月11日

雨のち曇

曇のち雨

曇

晴

晴

晴

晴

晴

曇のち雨

晴

曇時々晴

晴

曇

晴

曇／晴

晴

晴

晴

晴

晴

晴

曇／晴
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 ②ドッグラン利用者アンケート調査結果 

Ⅰ．アンケート調査の概要 

 

１．配布・回収状況  

アンケートの配布・回収の状況は次のとおりである。 

●配布・回収方法：委託事業者により利用者に手渡し、その場で回収 

●実施日：毎月平日、土日及び祝日のそれぞれ任意の１日に実施  

●回収数：387 

 

２．設問内容  

アンケートの設問内容は次のとおりである。 

（１）属性 

① 年齢 

② 性別 

③ 居住地 

（２）ドッグランについて 

① 利用頻度 

② 利用時間 

③ 施設について 

 ⅰ 広さ 

 ⅱ フェンスの高さ 

 ⅲ 地面について 

④ 利用者登録の必要性 

⑤ 開園時間 

⑥ 来園手段 

⑦ 自由記載 

 

※集計・記載について 

（1）本調査の集計分析対象とした調査票総数は 387 である。ｎはその設問の回答者数

を表している。 

（2）個々の選択肢比率を合算する場合は、個々の回答数の合計をｎで除して百分率を求

め、小数第 2 位を四捨五入した。このため、個々の比率の合計が 100％にならないも

のもある。 
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 Ⅱ．調査結果 

  

（１）属性 

① 年齢（n=373） 

  10～20 歳代：8.0% 

30～40 歳代：52.3% 

50～60 歳代：34.9% 

70 歳以上  ：4.8% 

 

  ② 性別（n=337） 

   男：38.9% 

   女：61.1% 

 

  ③ 居住地（n=383） 

  市内：67.1％ 

   和泉本町：7.8% 

中和泉：13.6% 

西和泉：0.8% 

元和泉：12.8% 

東和泉：20.6% 

猪方：18.3% 

駒井町：8.2% 

岩戸南：10.1% 

岩戸北：4.3% 

東野川：1.6% 

西野川：1.2% 

  市外：32.9% 

   世田谷区：13.5% 

調布市：9.5% 

川崎市：63.5% 

その他：13.5% 
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（２）ドッグランについて 

 ① 本ドッグランの利用頻度はどれくらいですか。（n=385） 

   はじめて：24.2％ 

毎日：5.7％ 

週に３～５回程度：13.5％ 

週に１～２回程度：29.1％ 

月に１～２回程度：22.1％ 

その他：5.5％ 

 

 ② 利用時間はどれくらいですか。（n=383） 

   15 分以内：14.1％ 

15～30 分：42.3％ 

30 分～１時間：34.7％ 

１時間以上：8.9％ 

 

 ③ ドッグランの施設についてはどう思いますか。 

  ⅰ 広さについて（現在はフリー450 ㎡、小型 450 ㎡）（n=384） 

   ちょうどよい：76.6％ 

せまい：23.2％ 

広い：０.3％ 

   ※せまいと回答した方は現状の 1.5～２倍程度の広さを求める意見が多かった。 

  ⅱ フェンスの高さについて（現在は 1ｍ）（n=326） 

   ちょうどよい：91.7％ 

低い：8.3％ 

高い：０％ 

   ※低いとした方は 1.2～2.0ｍ位の高さを求めていた。 

  ⅲ 地面について（現在は土）（n=292） 

   今のままでよい：25.0％ 

芝がよい：54.8％ 

コンクリートがよい：0.7％ 

ウッドチップがよい：15.4％ 

その他：4.1％ 
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  ④ 現在利用者登録は不要ですが、今後は必要だと思いますか。（n=374） 

   不要である。：59.4％ 

必要である。：34.8％ 

その他：5.9％ 

 

  ⑤ 開園時間はどう思いますか。（n=379） 

   ちょうどよい。：51.5％ 

朝早く開園してほしい。：11.1％ 

夕方遅くまで開園してほしい。：19.3％ 

朝早く開園し、夕方遅くまで開園してほしい。：18.2％ 

短くしてほしい：０％ 

 

  ⑥ ドッグランに来園する手段はなんですか。（n=309） 

   徒歩：61.8％ 

自転車：19.4％ 

自動車（河川敷駐車場に駐車）：9.1％ 

自動車（コインパーキング等に駐車）：8.1％ 

その他：1.6％ 

 

  ⑦ 自由記載 

○芝にしてほしい。人間が座れるベンチがあったらいい。 

○通りがかりで使える利便性はよいと思います。ただし監視員の常駐により悪意

あるいたずらが発生しいることへの防止策は必要であると考えます。設備が整

って安心安全であれば使用料（1 日パス等）が多少発生しても問題ないのでは

ないでしょうか。 

○地面ではなく考えてほしい。 

○ボール遊びが出来てうれしいです。 

○有効活用として大変よい取組みだと思います。 

○土ではなく芝がよい。 

○芝生で水道・ベンチを付けてほしい。フェンスは高く（飛び越えてしまいそう

です）。 

○水道があるとよい。地面は舗装せず、草がある方がほこりが立ちにくくよい。

多頭飼いの人は入れず困っているので改善してほしい。とにかく広さが足りな

く、大型犬には狭すぎて走れない。日陰があるとなお良い。ベンチもほしい。

植栽があってもよいが配置に気を配ってもらいたい。開園時間はもっと早朝と

夜の延長を希望する。 
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○芝生エリアがあるといいかな、後ベンチも。日陰スペースもあるといいと思い

ます。 

○芝生と日よけが出来たらよいと思う。 

○水道があるとよい。 

○芝生エリアがあるとうれしいです。 

○草、木かげがほしい。 

○飲み水がほしいかも 

○芝生の方がよいと思います。 

○飼い主用の日陰（テント･パラソル)やベンチがあるとありがたいです。有料でも

よいので上記のような施設を充実してもらえると市外や遠方からも来る人が増

えると思います。 

○もうちょっと日陰であってほしい。夏は 5:00 開園だとうれしいです。 

○飲み水がほしい。トイレがほしい。 

○中型犬エリアも作成お願いします。 

○芝生がほしい。とにかくせまい。プールがほしい。夏は日を遮るものがほし

い。 

○夏は日よけが必要です。人間が長く居られません。水道を引いてください。 

○芝がベター、せめてウッドチップをひいてほしい。 

○水場をつくってほしい。（トイレは要らない。その代わりに水）日よけがほしい

（複数個所）、夏場は夕方 18:00～しか散歩に出られない。 

○草とかあったらうれしい、ちょっとした遊ぶもの、ベンチ。 

○近所に出来てうれしいです。時々利用させていただきます。 

○土だと晴の日は土埃がたち遊びに来づらいので芝がよい。1 ヶ月がたち小石も

目立ってきて犬たちにはあまりよいコンディションではない。水場があるとよ

いです。 

○日陰があるといいと思います。 

○日陰がほしい。アジリティ。ボール等つかって良くしてほしい。 

○エリアの区分をわかりやすくした方がよい。8kg 程度というのは、人により感

覚が違うため難しいと思う。水飲み場、日陰もあればとてもよい。 

○ボール等の遊びをさせてほしい。トラブルに関しては自己責任でいいと思いま

す。日陰をつくってほしい。水飲み場を作ってほしい。 

○夏場は暑いので開園をもっと朝早く、夕方遅くまで開けてほしいです。地面が

芝だともっと良いです。 

○水飲み用の水、日陰がほしい。 

○部分的に日陰を作ってほしいです。 

○日陰があったほうが良いです。 



- 26 - 

○水道がほしいです。毎日水を運んでいるようなので初めから水道があった方が

便利な気がします。 

○18:00 までは早いです。 

○木かげ、ベンチ欲を言うとキリがありませんね。現在は、時間帯の短さや地面

のことが気になります。 

○出入り口が閉めづらい。地面が土なので雨上がりは泥はねしてしまう。 

○手が洗えたり、犬の飲用として水場がほしい。 

○日陰、簡単なイス、昼間は暑くて利用できない。夏時間（18:00 以降が涼しく

なるので） 

○日陰がほしい。日中（夏場）暑くて、遊びたくても遊べない。水飲み場がほし

い。ランの中にガラス片があるので危ない。イスがほしいです。 

○簡単なイスがほしい。夏場は特に夕方遅くまで開園してほしい。 

○ボール遊びが出来るといい。 

○日陰があるといいと思います。夏の日中に使用するには、無理があると思いま

す。 

○日陰があると良い。夏の散歩は、朝か夜の涼しい時間に行うのが基本なので、

昼間は、ドッグランを閉めても良いので、朝晩に開けてほしい。 

○水飲み場、足洗い場があった方がよい。 

○アジリティがあると尚良い。 

○人間用のベンチがほしい。ペット用の飲用水道がほしい。車で進入経路がわか

らなかった（土日は入れない？） 

○駐車場の台数を増やしていただければより利用しやすいと思いました。 

○大きい石が気になります。 

○季節に合わせて開園、閉園してほしい。トイレ用のゴミ箱あるとうれしい。 

○日よけとベンチ。人が留まれないと、集まりが悪くなりやすいと思います。 

○屋根をつけてほしい。ベンチがあるとうれしい。 

○日陰がほしい。水道がほしい。できればイスも。 

○広くなって土のままでなくなれば他に特にない。 

○ノミと汚れが心配。ドッグランすごくいいです。 

○近くにこのような場所ができ、自由に誰でも使えて感謝しています。 

○日陰、東屋ほしい。 

○ベンチがあると良いのではないでしょうか。 

○日陰を作ってほしいです。 

○人間用に少しでいいから日陰がほしいです。 

○日陰があると犬も助かりますし、人も助かります。 

○外側にベンチがあると良いと思う。 
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○出入りの扉が使いづらいので（簡易なので）仕方ありませんが、ちゃんとした

扉にしていただきたい。登録制にして、きちんと管理していただいた方が安心

感がある。 

○パラソル＆イス etc.少し休めるところがあると良いです。 

○ベンチや日陰がほしいです。 

○日陰がほしいです。 

○市内にもう１ヶ所くらいあると良いです。 

○今は大丈夫ですが、今後は衛生面等気になってくると思います。近くにドッグ

ランがあると便利ですし地域の交流の場にもなるのでとても良い取組みだと思

います。有難うございます。 

○日陰になる木や屋根がほしいです。犬用の水飲み場も必要だと思います。ベン

チもほしいです。 

○いつも利用させていただいています。とてもありがたいです。 

○日陰があるといいです。 

○日陰があると良い。 

○狛江にはあまりドッグランがなく、とても良いです。 

○駐車台数が少ない。 

○現在の小石混じりの地面はイヤですね。せめて土を入れて石が足に当たらない

ようにしてほしい。 

○ガラス等なければ。 

○一部でいいので、屋根がほしい。 

○フェンスの入口の開閉がもっとスムーズになると使いやすいです。 

○リードから放して遊ばせることができるので、大変助かります。今後も続けて

利用させて頂きたい。 

○屋根がほしい。 

○夜も利用できるようにライトをつけてほしいです。 

○家が近いのでこのドッグランがあることがとてもありがたいと思っています。 

○給水施設がそばにほしいと思います。 

○フェンスが心細い（特に入口）。 

○今の季節は日陰があり大丈夫と思うが休憩用の日陰があればよいと思う。 

○水飲み場に水道をつけてほしい。 

○日陰がなく真夏は使用しづらい。 

○休日以外でも駐車場が使用したい。 

○夏場は８時開始だと暑くて使用できませんので早朝の開始だとありがたいで

す。 
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○いつも○○さんが石を取って下さったりと尽力して頂き、利用者としては本当

に有難い限りです。強いて言えば、高架下の位置であれば小雨でも利用できる

のでうれしいです。ですが、まずは存続して頂けるだけでとってもうれしいで

す。よろしくお願いいたします。 

○砂埃と石が多すぎるどうにかしてほしい。 

○夜も利用できるとうれしいです。 

○水飲み場の設置。小型犬エリアと普通エリアの仕切りに一箇所相互に行き来で

きるフェンスがあるとよいと思います。 

○ドッグランがあって本当に助かっています。たくさん運動させられますし、他

の犬との交流もたくさんできます。 

○ベンチがもっと多くあるといいなと思いました。 

○犬の水飲みがあると良いです。土埃が舞うのでこのままでは良くないと思いま

す。今は良いですが、夏場日陰が全くないので何か必要ではと思います。 

○ベンチをもう少しほしい。 

○日陰がほしい。雨でも利用できるように。 

○とても助かっているのでぜひ続けてほしいです。 

○フェンスの下の隙間が大きいところがあり、通り抜けてしまうことがあるの

で、ふさいでほしい。 

○土管等の遊具があるとよい。 

○平日も駐車場を使いたい。 

○夏期と冬期と開園時間を変更してもよいのではないでしょうか？ 

○犬が嫌いな人もいるので難しいができればゾーンを指定してフェンスのないフ

リーな場所にできると良い。その為には犬のしつけが必要なのでしつけ教室も

開く等単なる場所の提供ではない「しくみ」としての人と犬との共生を目指し

てほしい。 

○ここが再開するまで神代寺植物公園の一角（管理下）に行きキチンと狂犬病タ

グとかを見せて登録をした。狛江もキチンとするところはした方がよい。 

○季節対応していただけると有難いです。夏は昼間は暑すぎて来られないので早

朝・夕方に来ています。 

○利用するたびにドッグラン内にガラスや瀬戸物・金属片（クギ等）を拾いま

す。時折であれば仕方ないかもしれませんが、利用する際必ず拾うので土に問

題があるか、誰かの嫌がやせなのか調べていただければ幸いです。拾ったガラ

ス片は必ず入口付近の小さな倉庫の上においておりますのでぜひ一度現状を確

認してください。 

○本格実施期待しています。 
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○近くに無料のドッグランはないので大変ありがたいです。このまま継続してい

ただきたいです。 

○予約で貸切りにしてボール・フリスビー等遊べる用にするとよいと思う。 

○真夏の日差しを遮るものがあれば有難い。 

○ベンチをもう少しほしい設けてほしい。朝早く開園できればいいと思う。 

○砂を撒くと良いと思います。 

○ぬかるみをなくしてほしい。 

○たまに大きなわんちゃんが小型犬エリアにいるのが気になります。 

○水道設備があるといい。 

○芝にしてほしい。 

○ベンチがほしい。 

○水栓が近くにほしい。地面にガラス等の危険なものが多く、整備してほしい。

証明設備がほしい。 

○引き続き、使えるようにしてほしいです。大変有用です。 

○ベンチを増やしてほしい。 

○大型犬用のドッグランの長イスの位置をかえてほしい。イスに乗って超えよう

としたことがあります。 

○夏に日かげの所を作ってほしい。 

○とにかく狭い。フリーで広々と遊べる様にしてほしい。今は砂埃で犬の目が痛

そう（目やにに砂が交じっている）できれば起伏があるとなお良い。あとドッ

グカフェ等も近くにあると良い。快適なドッグランとともに犬にやさしい狛江

になってほしい。 

○出入口が使いづらい。１人が２頭まで OK にしてほしい。 

○日陰がほしい。飲み水（水道）がほしい。 

○水道は必要だと思います。 

○雨や雪でグランドがグチャグチャでつかえない。どうにかしてほしいです。 

○夏場日陰がほしいです。大きな木等があったらうれしいです。 

○ドッグランが近所になかったのでとてもうれしいです。 

○土はやめてほしいです。 

○いつも楽しく遊ばせて頂いています。 

○フリーエリアはもう少し大きいと良いかも。 

○小石だけでも何とかなると今よりはまだ良いと思います。 

○地面にくぎ等あるので、芝にしてほしい。 

○雨・雪でもつかえないので芝にしてほしい。 

○日陰を作ってほしい。 
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○荷物をひっかける S 字フックを付けてくれるとありがたい。夏は日かげがほし

いのでベンチに屋根等あるとうれしいです。 

○今回初めて利用させていただきましたがちょっと石が多く感じます。水飲み場

を作ってほしい。 

○夏場だとパラソルがほしい。又は高架下の方が良いと思います。水道もほし

い。 

○日陰場や水道があると良い。 

○泥汚れが気になるので多少有料でもウッドチップや芝にしてほしいです。 

○水道設備がほしい。 

○飲み水もあるとうれしい。 

○ぜひ続けてください。大変助かっております。 

○今後も続けていただけると有難いです。 

○いつも必ず愛犬の為にエリア内のフン及びガラス、プラスチック除却をしてい

ます。晴れた日が続いても、プラスチック破片等があるのが不思議です。日陰

になる部分が必要です！又他犬のふんやプラスチックをまとめる袋かかごを測

量されると状況の把握がしやすいと思います。フンは食フンの元になるので要

注意なんです。 

○日よけ、木影があると良いと思います。 

○犬が飲用できる水場があるとうれしい。 

○犬が飲める水がほしい。地面に小石が多いので芝に出来ずとも取り除いてほし

い。ベンチがもう少しあるとうれしいです。 

○とても良いと思います。 

○木かげがあると良い。 

○日陰がほしい。地面の整備。 

○お天気がよくてよかったです。パラソルがあると日中はよいかも 

○石を取り除いてほしい。 

○ドッグランにトイレは必要なし（深大寺はありません）かわりにそこに日傘を

設置してほしい。小型犬エリアは、大型犬エリアより飼主のマナー悪い状態で

す。私も小型犬の飼主としてだから来る度にゴミを拾っている。とてもありが

たい施設なので、ぜひ継続していただきたいです。有料でも構わないので管理

や日陰の設備等を充実させていただけるとありがたいです。 

○継続してほしい 

○日陰がほしい。小石を片付けられたら良い。 

○河川敷が広いので、もっと広い面積を取って運営していただきたいです。飼い

主にもきちんと利用するために登録制料金制でも良いと思います。 

○特に無しです。有難うございます。 
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○犬の水飲み場があるとうれしいのですが、ドッグランが存続して頂けるだけで

助かります。いつも管理して頂きありがとうございます。 

○ジャリが多すぎる。ガラス・プラスチックの破片があり危ない。 

いし、くぎ、ガラスの破片が多いので、きれいに取り除くか芝にしてほしい。 

○いつもありがとうございます。近くにドッグランが出来てとてもうれしいで

す。 

○夏場は 19 時くらいまでやってほしい。 

○これからも利用していきたいです。よろしくお願いします。 

○利用者にも清掃ができるようにほうきやちりとりの設置をお願いできると幸い

です。晴れた日は砂埃がひどいので水まきが出来る環境があればとも思いま

す。 

○登録不要なので気がるに来れて犬達が仲よくなれるので良いです。 

○夜間ライトをつけて開園してほしい。 

○石が多すぎる。日陰がほしいです。 

○夏は 6 時まで 

○水飲み場を作ってほしいです。 

○日陰と水飲み場（人も犬も）があるととてもうれしいです。 

○人にも犬にも日陰がほしいです。 

○ベンチを増やしてほしいです。南と北向きに。犬にも日陰が必要だと思いま

す。 

○7:30 に開園してほしい。 

○日かげが必要では！？ 

○自然に囲まれ、天気良くすがすがしい休日が過ごせます。ありがとうございま

す。子犬も喜んで走り回っております。しろつめ草もかわいいです。 

○屋根がほしいです。 

○河川敷駐車場を平日も使いたい。 

○多摩川少々下流のダムのあたりの草原に移した方が良い。 

○水飲み場をつけてほしい。 

○飲み水が有ると助かります。 

○今は土なので、土が乾くと土埃が舞うので芝やウッドチップだとよいと思いま

す。時々大きな犬のエリアに小型犬がいて、怪我をさせてしまわないか心配な

時があります。車がないので散歩しながらここのドッグランにくることができ

るので有難いです。犬も喜んでいます。 

○大型犬と小型犬、超小型犬（２キロ以下）の３つのエリアに分けてほしい。 
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○地面に関してですが、現在クローバーがとても多く、一見良さそうにも見えま

すが、これにより多くの虫が寄ってきます。先日通院の際に両手足とお腹に草

がすれてかぶれが出ていると言われおどろきました。アトピー性の皮膚炎にな

る子もいると聞いていますので、やはりウッドチップか芝が望ましいと思いま

す。クローバーが増えてから今までの方々を含めて利用者が減っているように

思います。夏に向けて家の対策も飼い主はするのでご一考ください。 

○続けて頂きたい。水飲みがあれば良い。 

○石ころが多いので取り除いてほしい。クローバーを植えて下さったのはとても

良かったと思います。ぜひドッグランを続けてほしいと思います。洋芝は種か

ら育つのでよいらしい。でも芝はお金がかかるのでふつうの草を刈り込んだも

ので十分である。 

○芝生、ウッドチップだとなおよいと思います。 

○柵がしっかりするとよい。 

○有料にするかわりにメンテナンスを充実してほしい。 

○芝があるといいと思う。 

○入り口が分かりづらいかなーと思ったくらいです。 

○草がもっとあればいいと思う。 

○ベンチに屋根を付けてほしい。 

○人工芝・陽陰がほしい。 

 

（２）駐車場利用者数調査及び駐車場利用者アンケート調査結果について 

 ①駐車場利用者数調査結果 

開設日：108 

総台数：1,948 

平成 29年 

月日 曜日 天気 台数 月日 曜日 天気 台数 月日 曜日 天気 台数 

4/29 土 晴 1 5/3 水 晴/曇 5 6/10 土 晴 10 

        5/4 木 曇/晴 2 6/17 土 晴 17 

        5/5 金 晴 9 6/18 日 曇 20 

        5/6 土 晴 4 6/24 土 晴 18 

        5/13 土 雨 1 6/25 日 雨 10 

        5/20 土 晴 4         
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月日 曜日 天気 台数 月日 曜日 天気 台数   月日 曜日 天気 台数 

7/1 土 曇/雨 7 8/2 水 曇/雨 2   9/2 土 雨/晴 18 

7/2 日 くもり 27 8/5 土 曇 24   9/3 日 晴 12 

7/8 土 晴 18 8/6 日 晴 35   9/6 水 曇 2 

7/9 日 晴 12 8/9 水 晴 2   9/9 土 晴 19 

7/17 月 曇 22 8/11 金 曇/小雨 8   9/10 日 晴 13 

7/22 土 晴 9 8/12 土 曇 18   9/13 水 晴 4 

7/23 日 曇 17 8/13 日 曇 23   9/16 土 曇 16 

7/29 土 曇/雨 30 8/16 水 雨/曇 18   9/17 日 雨 20 

7/30 日 曇/雨 15 8/19 土 曇 23   9/18 月 晴 18 

        8/20 日 曇 17 (2) 9/20 水 曇 10 

        8/23 水 晴 6   9/23 土 小雨/曇 21 

        8/26 土 晴 32   9/24 日 晴/曇 23 

        8/27 日 晴/曇 14   9/27 水 晴 8 

        8/30 水 晴 11   9/30 土 曇 31 

 

月日 曜日 天気 台数 月日 曜日 天気 台数 月日 曜日 天気 台数 

10/1 日 晴 42 11/23 木 雨 7 12/2 土 晴 14 

10/7 土 曇 9 11/25 土 晴 13 12/3 日 晴 19 

10/8 日 晴 11 11/26 日 晴 15 12/9 土 晴 13 

10/9 月 晴 17         12/10 日 晴 13 

10/14 土 雨 10         12/16 土 晴 20 

10/15 日 雨 22         12/17 日 晴 25 

10/21 土 雨 5         12/23 土 晴 27 

10/22 日 雨 0         12/24 日 曇/晴 21 
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平成 30年 

月日 曜日 天気 台数 月日 曜日 天気 台数   月日 曜日 天気 台数   

1/20 日 晴 16 2/3 土 晴 35 (5) 3/3 土 晴 31 (3) 

1/21 月 晴 23 2/4 日 晴 24 (1) 3/4 日 晴 25   

1/27 土 曇/晴 11 2/10 土 晴 30 (1) 3/10 土 曇 26   

1/28 日 晴 25 2/11 日 晴 21 (1) 3/11 日 曇 49   

        2/12 月 晴 28 (17) 3/17 土 晴 37 (3) 

        2/17 土 晴 11   3/18 日 晴 14   

        2/18 日 晴 16   3/21 水 雨/雪 2   

        2/24 土 曇 15   3/24 土 晴 23   

        2/25 日 曇 34   3/25 日 晴 23   

                  3/31 土 晴 39 (6) 

 

月日 曜日 天気 台数   月日 曜日 天気 台数 

4/1 日 晴 35 (3) 5/3 木 雨/曇 14 

4/7 土 晴 39 (2) 5/4 金 晴 6 

4/8 日 晴 22   5/5 土 晴 20 

4/15 日 雨／晴 2   5/6 日 晴 5 

4/21 土 晴 26   5/19 土 曇 26 

4/22 日 晴 29   5/20 日 晴 11 

4/28 土 晴 39   5/26 土 晴/曇 30 

4/29 日 晴 27   5/27 日 晴 26 

4/30 月 晴 24           

※台数のうち（）内の数字は満車のため断った台数 

 

②駐車場利用者アンケート調査結果 

Ⅰ．アンケート調査の概要 
 

１．配布・回収状況  

アンケートの配布・回収の状況は次のとおりである。 

●配布・回収方法：委託事業者により利用者に手渡し、その場で回収 

●実施日：開設日（土日祝日、これに加え８・９月は水曜日）  

●回収数：91 
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２．設問内容  

アンケートの設問内容は次のとおりである。 

（１）属性 

① 年齢 

② 性別 

③ 居住地 

（２）駐車場について 

① 利用頻度 

② 利用時間 

③ 同乗者数 

④ 利用目的 

⑤ 以前の来訪手段 

⑥ 料金（有料化） 

⑦ 自由記載 

 

※集計・記載について 

（1）本調査の集計分析対象とした調査票総数は 91 である。ｎはその設問の回答者数を

表している。 

（2）個々の選択肢比率を合算する場合は、個々の回答数の合計をｎで除して百分率を求

め、小数第 2 位を四捨五入した。このため、個々の比率の合計が 100％にならないも

のもある。 

 

Ⅱ．調査結果 

（１）属性 

① 年齢（n=77） 

  10～20 歳代：11.7% 

30～40 歳代：63.6% 

50～60 歳代：24.7% 

70 歳以上：0.0% 

 

  ② 性別（n=69） 

   男：75.4% 

   女：24.6% 
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  ③ 居住地（n=73） 

  市内：35.6% 

  市外：64.4% 

 

（２）駐車場について 

 ① 駐車場の利用は何回目ですか。（n=88） 

   はじめて 54.5％ 

２回目 14.8％ 

３回目 8.0％ 

４回以上 22.7％ 

 

 ② 駐車時間はどれくらいですか。（n=84） 

   １時間以内 32.1％ 

１時間～２時間 40.5％ 

２時間～３時間 19.0％ 

３時間以上 8.3％ 

 

 ③ 同乗者は何人ですか。（n=84） 

いない 23.8％ 

１人 34.5％ 

２人～３人 33.3％ 

４人以上 8.3％ 

 

 ④ 河川敷の利用目的はなんですか。（n=80） 

   グランド使用 28.8％ 

ドッグラン使用 27.5％ 

散策 22.5％ 

その他 21.3％ 

※その他は写生、カヌーやつり等での利用であった。 

 

 ⑤ 以前は河川敷にどのように来ていましたか。（n=58） 

   徒歩・自転車 19.0％ 

公共交通機関 3.4％ 

車で来て、民間駐車場に駐車していた。 46.6％ 

その他 31.0％ 

※その他は河川敷をはじめて利用される方が多かった。 
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 ⑥ 駐車場が有料（500 円/日程度）になっても利用しますか。（n=83） 

   利用する。 27.7％ 

利用するが、頻度は減ると思う。 41.0％ 

利用しない。 31.3％ 

 

 ⑦ 自由記載 

○終了が 15:30 だと利用しにくいと思います。 

○無料で良いと思います。雑草が伸びている。 

○トイレがほしいです。 

○目印がほしいです。 

○是非引き続き利用したいです。 

○ありがとうございました。 

○駐車できる場所（台数ではなく位置）を増やしてほしいです。 

○利用時間が 17:00 くらいだとうれしいです。 

○駐車場に行く道を整備してほしい。 

○暑い中お疲れ様です。 

○初めてなのでよくわからない。ボールがぶつからないか心配であった。 

○無料は大変助かります。施設利用がしやすくなれば、狛江市のスポーツ振興と発展

に寄与するものかと思われます。 

○車で来た時は有料でもいいので停めたい。駐車場は必要だと思う。 

○車の駐車場の台数を増やしてほしい。 

○河川敷以外に水の上を利用したい人もいる。水辺までこれだけ近くに駐車できるの

はとてもありがたいです。水辺の利用者も集まりにぎわいもでてくると思います。

稲城のあたりは、コインパーキングにしているところがありますね。近くのマンシ

ョン住民も納得し、利用者にもハッピーな運用ができるようになるととてもいいと

思います。今まで河川敷に車で入れるのは野球チームだけと思っている人たち「私

も利用したい」と思っている人たちも使えるようにしてほしいと思います。６を４

分からないにしたのは、駐車時間が今後どうなるか不明なためです。つり、カヌー

の人は 8:30～では遅く結局利用しない、できないと思う。 

○グランド・ドッグラン以外の散策等でも利用したい。 

○満足です。ありがとうございます。これからも無料だとうれしいです。 

○スポーツ施設の充実を図っていただきたい。グランド近くに駐車場を用意していた

だけると大変助かります。 

○河川敷に駐車できるととてもありがたいです。是非本格実施をお願いします。 

○良いと思います。問題ないです。ドッグランは無料が良いです。都内から来ました

が都内には良いドッグランがないため。 
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○17:00 まではやってほしい。 

○車を止めれる場所が決められているので平等にして。 

○もしも、有料にするなら 1 時間 50 円とか 100 円にしてほしい。 

○有料にするにしても 500 円は高すぎる。100～150 円くらいにしてもらえない

と、利用できない。 

○誰でも利用しやすくしてほしい。 

○目の前でボール（キャッチボール）をしているので怖かった。 

○以前満車で断られた。隣は空いている様子だった！不可解であり、不快に感じた！ 

○有料化しても高齢者は無料にしていただきたいと思います。 

○小さな子どもを遊ばせられる場所、家族でつどえる場所として利用できるようにし

たい。 

○球技も良いが高齢者向けのベンチ等整備していただきたい。 

○コインパーキングもできたのですね。 

○楽しかったのでまた来ます。 

○雪のために利用不可能であった（ドッグラン）。 

○台数を増やすべきだと思う（土地が余っているのだから）。 

○月極として大規模に駐車場を開発してください。 

○有料とするなら駐車場とそこまでの道を舗装してください。お願いします。 

○高齢者は無料に。 

○除雪後すべる。危ないです。 

○舗装してほしい。 

○グランドの砂が少ない。荷物の積み下ろしの時は多少ゆるしてください。 

○特別ないけど台数をもっと増やした方がいいと思います。 

○ボールが気になる。 

○アンケートのペンを用意してくれ。 

○キャッチボールとかその他の球技を気軽に子どもとやりたいのだが、一般の者はや

れないのだろうか？ 

○何度もアンケート書かせないで！ 

○いちいちアンケートを要求しないでほしい。以前も書いているので。 

○道が悪いね･･･ 

○車が汚れるので舗装してもらえたらうれしいです。 
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Ⅰ．アンケート調査の概要 

 

１．配布・回収状況  

アンケートの配布・回収の状況は次のとおりである。 

●配布数：1,500 票（満 18 歳以上の市民の中から無作為に抽出し、送付） 

●配布・回収方法：調査票を送付し、郵送回収 

●期間：平成 30年９月 10 日に発送し、11月 19 日到着分をもって締切 

●回収数：504 票（回収率 33.6％） 

 

２．設問内容  

アンケートの設問内容は次のとおりである。 

（１）属性 

問１ 性別（記入） 

問２ 年齢（単回答） 

問３ 住所（単回答） 

（２）多摩川河川敷ドッグランについて 

問４ 認知（単回答） 

問５ 多摩川河川敷への訪問頻度の変化（単回答） 

問６ 多摩川河川敷ドッグランの設置効果（複数回答） 

 問７ 利用の有無（単回答） 

 問８ 改善すべき点（利用したことのある方のみの回答、複数回答） 

 問９ 未利用の理由（利用したことのない方のみの回答、複数回答） 

 問 10 ドッグランに関して気が付いた点（自由記載） 

（３）多摩川河川敷駐車場について 

問 11 認知（単回答） 

問 12 多摩川河川敷への訪問頻度の変化（単回答） 

問 13 多摩川河川敷駐車場の設置効果（複数回答） 

問 14 利用の有無（単回答） 

問 15 河川敷の訪問目的（利用したことのある方のみの回答、単回答） 

問 16 以前の訪問方法（利用したことのある方のみの回答、単回答） 

問 17 改善すべき点（利用したことのある方のみの回答、複数回答） 

 問 18 未利用の理由（利用したことのない方のみの回答、複数回答） 

 問 19 駐車場に関して気が付いた点（自由記載） 

（４）多摩川について 

 問 20 多摩川河川敷でやってみたいこと（自由記載） 

（３）狛江市多摩川河川敷ドッグラン及び駐車場に関するアンケート（無作為抽出）調査結果 
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※集計・記載について 

（1）本調査の集計分析対象とした調査票総数は 504 である。数表中のｎは比例算出の

基礎となるその設問の回答者数を表している。 

（2）個々の選択肢比率を合算する場合は、個々の回答数の合計をｎで除して百分率を求

め、小数第 2 位を四捨五入した。このため、個々の比率の合計が 100％にならないも

のもある。 

（3）アンケートへの回答は、単数回答と複数回答を求めた設問があり、複数回答を求め

た設問では、比率の合計が 100％を超える。 

テキストマイニング分析については、ユーザーローカルテキストマイニングツール

（ https://textmining.userlocal.jp/ ）を用いた。 

Ⅱ．調査結果 

  

（１）属性 

問１ 性別（記入） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２ 年齢（単回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10代, 

0.8%

20代, 

7.2%

30代, 

12.0%

40代, 

15.5%

50代, 

18.5%

60代, 

19.5%

70代以

上, 

26.5%

回答者の性別は、女性 58.1％、男性

41.9％であった。 

 

回答者の年齢は、10代 0.8％、 

20 代 7.2％、30代 12.0％、 

40 代 15.5％、50代 18.5％、 

60 代 19.5％、70 代以上 26.5％であ

った。 

 

ｎ=502 

男, 

41.9%
女, 

58.1%

ｎ=454 
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問３ 住所（単回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）多摩川河川敷ドッグランについて 

問４ 認知（単回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和泉本町, 

18.6%

中和泉, 

13.8%

西和泉, 

2.8%

元和泉, 

3.6%

東和泉, 

7.2%

猪方, 

7.2%

駒井町, 

4.4%

岩戸南, 

11.6%岩戸北, 

9.4%

東野川, 

11.8%

西野川, 

9.6%

回答者の住所は、和泉本町、中和泉、

東野川、岩戸南、西野川、岩戸北、東和

泉・猪方、駒井町、元和泉、西和泉の順

で多かった。 

 

ｎ=500 

多摩川河川敷ドッグランを知ってい

る人は 33.3％、知らない人は 66.7％

であった。 

 
知って

いる, 

33.3%

知らな

い, 

66.7%

ｎ=498 
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問５ 多摩川河川敷への訪問頻度の変化（単回答） 

多摩川河川敷ドッグランができたことにより訪問頻度が増えた人は 3.4％、減った人

は 1.3％、変わらない人は 95.4％であった。 

 また、多摩川河川敷ドッグランができたことを知っている人のうちドッグランができ

たことにより訪問頻度が増えた人は 5.5％、減った人は 1.1％、変わらない人は 93.4％

であった。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問６ 多摩川河川敷ドッグランの設置効果（複数回答） 

   多摩川河川敷ドッグランが設置されたことによる効果はドッグランができたこと

を知っている人・いない人に大きな差はなくミュニティの場の形成・河川敷利用者の

増加・飼い主マナーの向上を挙げる人が多かった。その他では、わからない・ないと

回答する人が多かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5%

3.4%

1.1%

1.3%

93.4%

95.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ドッグランが

出来たことを

知っている

全体

増えた 減った 変わらない

ｎ=431 

ｎ=91 

14.9%

28.7%

31.0%

16.1%

37.9%

37.9%

17.7%

24.3%

31.7%

14.1%

41.0%

33.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

その他

まちの新たな魅力の創出

飼い主マナーの向上

河川敷の安全性及び快適性の向上

コミュニティの場の形成

河川敷利用者の増加

全体 ドッグランが出来たことを知っているｎ=441 ｎ=87 
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問７ 利用の有無（単回答） 

   多摩川河川敷ドッグランを利用したことがある人は 3.9％、ない人は 96.1％であ

った。 

   またドッグランを知っている人のうち、利用したことがある人は 9.1％、ない人は、

90.9％であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問８ 改善すべき点（ドッグランを利用したことのある方のみの回答、複数回答） 

   施設をよくしてほしいについて具体的には、地面をよくしてほしい・日よけがほし

い・フェンスの強化等であった。また今後利用するつもりがないと回答した人は、犬

が他の犬と仲良くできないため、土がひどく犬が汚れてしまうという理由であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6%

11.1%

50.0%

5.6%

22.2%

27.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

その他

試験運用で利用したが、

今後利用するつもりはない

施設をよくしてほしい

登録制にしてほしい

開設時間を延長してほしい

今（試験運用）のままでいい

9.1%

3.9%

90.9%

96.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ドッグランが

出来たことを

知っている

全体

ある ない

ｎ=18 

ｎ=492 

ｎ＝88 
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問９ 未利用の理由（ドッグランを利用したことのない方のみの回答、複数回答） 

    未利用の理由としては、犬を飼っていないためが８割強と圧倒的に多く、その他

では知らなかった・犬がドッグランに合わない等の理由であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 10 ドッグランに関して気が付いた点（自由記載） 

    ドッグラン利用者だけではなく犬を飼っている人のマナーについて多くの意見が

あった。また、施設の内容についても多くの意見があった。 

 ドッグランが出来てうれしいとの意見がある一方で特定の人たちだけの施設では

ないかという意見もあった。 

 なお、自由記載でいただいた意見をテキストマイニング分析した結果は次のとおり

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.8%

1.3%

5.2%

0.0%

7.8%

83.1%

8.9%

0.9%

1.6%

0.9%

12.3%

85.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

その他

登録制でないため

施設に不満があるため

開設時間が合わないため

家から遠いため

犬を飼っていないため

全体 ドッグランが出来たことを知っているｎ=438 ｎ=77 
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○ドッグランは、犬のためには良いと思います。マナーを守って使ってほしいと思いま

す。 

○大型・小型に分かれていたが、小型犬はあまりいなかった。 

○ただ、ドッグランという場を作るだけでなく人件費は必要ですが、犬のトレーナー等

をおいて犬を飼っている人のマナーの教育もできると良いです。 

○残念ながら愛犬をなくしたばかりなので現状では利用の機会はありませんが機会が

あったら利用したいです。犬を遊ばせる場所が増えるのはとてもうれしいです。 

○せまい、小さい。 

○料金の有料制。税制についてペット税の導入をお考えください。 

○公共の場に片寄った施設を作る必要なし。 

○犬が増えると道路における糞尿の拡大今のままのマナーではとても許せないでもこ

れ以上改善見込めない。犬を飼っている人と飼っていない人の考えの差が大きすぎる。 

○ドッグランを設置するに至った経緯は存じませんが、「ドッグラン」としてその土地

を活用することによる市民の利益と他の用途として使用した場合の利益との比較等

について公表していただきたいと思います。私の周囲ではあまり犬を飼っていてかつ

「多摩川で走らせたい」と考えている人は多くなく、はたして最適な利活用の用途な

のだろうかと思います。（駐車場の方が需要が高いのでは？）他にも子どもの遊び場

（EXアスレチック等）等も需要が高いと思いますし、狛江市の流入人口増加への寄

与もすると思います。 

○利用者数が少ない。 

○野川の喜多見駅近くに見かけますがルールを守り、犬のため又人間にも良いことと見

ています。 

○土埃がひどい時期があり、雨の後はドロドロとなり利用する気にならない。 

○草の丈が長く歩きにくかった。 

○犬を飼うのは自由。自分の責任で飼うこと。それを市で援助する必要はないと思い

ます。もっと多くの人のためにすることがあると思います。たとえば福祉等に手厚く

と思います。 

○知らずに遠くから見ると工事現場とか立ち入り禁止区域なのかと思ってしまうよう

な柵が気になる。継続的に設置するならデザインをもう少し考えた方がよいと思う。 

○犬を飼っている人は良いでしょう。飼っていない人は何も思わない。犬限定だと人

も自然と限られる。 

○ドッグランがあること自体知りませんでした。 

○あまり利用していないと思います。 

○結局、いつも散歩道として利用する特定の人が利用するだけだと思います。よく河

川敷を通りますが、利用者はあまり見かけません。 

○犬を飼っている人にはドッグランは必要かもしれないがすべての市民が飼っている
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訳ではないので、このようなことに税金を使うべきではない。税負担の公平性、原因

者負担を考えれば利用者からかなり高い施設利用料を徴収すべきと考える。 

○以前犬を飼って居ましたが、私高齢のため歩行困難で散歩も出来ません。犬を飼う

人にとっては良いことだと思います。 

○犬を飼う特定の人の為だけの施設を市が運営する必要があるのか？ 

○飼い主のマナーに疑問視、人が見ていない、居ないところでフンや尿の放置、その

場合誰が対処するのか等。 

○一部の人の為にしかなってない。もっと市民全員が使える施設の方がよい。 

○広範な市民が利用する施設であることを望みます。費用対効果について検証くださ

い。 

○フェンスが低いのと、フリーのスペースが狭いと感じた。うちでは中型犬を飼って

いるので、利用に不安があり、利用していない。 

○犬が走っているのを見たことはある。フェンスが壊れて、犬が外へ飛び出したりし

ないように気をつけてほしい。熊のような大きな犬もいるし、ジャンプ力が強くてフ

ェンスを飛び越えられたら、危なくてたまらない。 

○知らせることは何かしたのですか？ 

○もっと広く知ってもらう努力をしてほしい。 

○角地の戸建てに住んでおります。犬の散歩でおしっこやうんちを家の玄関前にされ

たりして本当に迷惑です！！うんちを放置していかれる方もいて責任を持って飼っ

てほしいと思います。ドッグランが出来たことでこういった事も改善されるのでしょ

うか？よろしくお願いします。 

○大型犬を飼いたいと思うので今後利用したいです。友人に聞くと場所によっては飼

主のモラルが低いということをよく聞きます。ペットのフンや予防注射等の最低限守

ってほしいモラル注意事項の看板等あるのかしら？ドッグランを目的に来る方も他

県から来るのなら市民は無料、他県からの方は\100 等何かの方法で（駐車場と併せ

て･･･等）有料を考える方がいいのでは。海外では住民以外は有料･･･ふつうですよ。

金額が違うとか。 

○外から見ていてて、オリの中て感じでもうすこし何か工夫があれば楽しそうにみえ

るかな？ 

○犬のフンや尿の汚物処理をきちんと行うよう飼い主への注意喚起。ゴミのポイ捨て

禁止の更なる注意喚起→環境整備の徹底。 

○河川敷にドッグランは必要ないと思います。全世代が楽しめる公園にすれば良い。

ドッグランは犬を飼っている一部の人のみが利用するからです。 

○走りまわれる場所が出来たのは犬達のためにたいへんよい企画と思います。新聞で

読んだことがありますが、飼主のマナーが悪くて散歩する人が不快な思いをしている

とありました。排泄物の処理をせず帰ってしまうのだそうです。狛江市の飼主のマナ
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ーに期待したいところです。 

○ドッグランなのか単に柵があるだけなのか分からない。試験運用とはいえ堤防で犬

の散歩してる人が入って見たくなる程度の整備が必要だと思う。 

○整備、管理の費用の一部を利用者から使用料等の徴収で充当できると利用する・し

ないの不公平感がなくなると思う。 

○夏は日差しがきついので、日陰を作ったり、水道が飲める（人も犬も）ようになっ

ていると長い時間利用できて楽しめると思います。 

○伸びるリードで犬を連れている人がいるがそれはやめていただきたい。中高年、60

～70 代によく見かける。 

○以前の方が河川敷らしかった。 

○今度見に行って見たいです。犬を飼っていませんが、犬が好きなので。 

○管理員の指導徹底、犬の安全を考えたドアの開閉（管理員自身が二重とびらの意味

を理解しておらず開閉し、犬が逃げそうになっている場面を多々見かける。水汲みの

徹底（管理員のきまぐれであったりなかったり･･･）、ルールを守らない飼い主への

注意や指導をしてほしい。（現状、管理員は全く管理・指導の役割を果たしていない）

開錠したら後は知らんぷり･･･。芝生の管理（雑草が生い茂り、犬が食べると危険な

ものも生えていて危ない。ヘビの出没情報もあり、ドッグランなのに安心して放せな

い。ルール作りをしてほしい（吠える犬、かみつく犬はいれないというルールや初め

ての入場はリードをつないで入る等、しっかりしたルールを作り守れない人は指導す

る等配慮した管理の行き届いた環境にしてほしい。 

○狛江市のペット飼育指針条例の整備が先！！法律を守るのは当然だが海外にも学び、

ムダな犬猫の処分をなくすため実情も知らせる。集合住宅や賃貸物件のペット可推進

や補助整度を検当し受け入れ環境を整備。ペット禁でも補助犬は可に、被災動物も可

に。禁止して長年見直ししないとか罰金を課すのは憲法違反だと周知させる。 

○犬が嫌いなので、たくさんの犬がいるとそばに行きたくない。大型犬等特に怖い。

しかし犬を飼っている人にとってその場所に行けばたくさん犬を運動させることが

できて利用したいだろうと思う。 

○無駄 

○あまり利用されていないようだ。狭いのではないかと思う。 

○今は飼っておりませんが、昔大事にしていた犬がいました。とても良いと思います

ので、頑張ってください。 

○ドッグランの利用により河川敷の管理が行き届くと思います。災害時に利用し易く

なると思われます。 

○有料ですか、無料ですか？設備費用、管理費は？ 

○利用しておらず回答できません。 

○今の場所ではなく大きな木のある所（木陰を利用できる）でちゃんとしたフェンス
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にして CM、雑誌等で利用される狛江市の目玉の１つになる様なすばらしい（他所の

ドッグランに負けない！）ドッグランにしてください。 

○引越してきたばかりですので初めて知りました。 

○犬を飼っている人は多いと思うので、犬の教室等を開いたらマナー向上につながる

と思う。以前に飼っていたが他の犬がいると思うと怖くて使おうと思わなかった。（自

分の犬のしつけができていないので） 

○時間の設定にもう少し幅があるとよいと思います。仕事をしている人たちは利用し

たくても出来ない設定になっている。 

○ドッグランでというよりは、多摩川のドッグラン以外で（グランド側）リードを外

して遊ばせている人が多い。 

○一度行ってみようと思います。 

○犬（動物専用の遊び場）は多摩川の自然の中に本当に必要か犬が遊び廻れる所は他

でも創りだされるのでは。 

○利用者のマナー向上に期待したい。ドッグランに向かうために街中を歩く際もマナ

ーを守ってほしい。ドッグランの管理等は市の税金で賄っているのですか。利用者が

限られ一部の方のであれば負担（一部）も考えてほしい。 

○飼い主のマナーの向上を求めます。道で時々大型犬と思われる犬のフンを見かけま

す。同じルートで見かけるので飼い犬のものと思われます。自分の家ではありません

が家の門の前で見かける時もあり非常に残念です。ドッグランと関係無いかもしれま

せんが、外で野良猫に餌付けをしている家もあります。その家には飼い猫もいます。

餌を狙ってカラスが集まっているときもあります。ドッグランを設置する前にペット

全般のマナー向上をしてください。 

○ドッグランはとてもよいと思います。昨年末まで犬がいました。犬をとおしてのコ

ミュニケーションとてもよいと思います。ドッグランに駐車場は必要ないと思います。

近くにドッグランがあったらと思っていました。 

○利用者のマナー、犬関係、人の声等。 

○場所によっては不衛生だったりしてやめてしまうことがあった。 

○犬のための施設に使う予算があるならばたとえわずかでも子どものための教育等の

助成にその予算を使用すべきと考えます。 

○飼主マナーの改善を含めて利用する内容を加えてください（マナー教室の開催等）。 

○登録、有料とし、施設から利益が出て他のサービスへの補充策としてください。 

○基本的に多摩川は自然のままが好きですが、犬を飼っていたらドッグランを利用す

ると思います。ドッグランがあることで犬が幸せならいいと思います。糞尿の処理が

キチンとできているのでしょうか？ 

○私は仕事の関係で朝昼夕方とその辺りをよく通ります。（週５日は曜日に関らず通

ります）が利用されている方々（犬も）曜日に関らずほとんど見かけません。週に１
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回～２回どなたかがいらっしゃるのも見かけておりますが、８割～９割誰もいない状

態で柵だけが設置されています。周囲の植物や景観と色の合わない柵ですので初めて

見たときは驚きました。私は少なくともあの場所に設置は反対です。広さと景観の良

さは他にはない場所ということで反対しております。犬の苦手な方もいます。犬の糞

があったこともありました。犬を自由に走らせてあげたい気持ちもわかりますので設

置するというなら場所を移動するのはいかがでしょうか。橋梁と水道橋の間がとても

狭くなり富士山、月、夕日を眺めるのに快適性を損ねているのではないかと思ってお

ります。（ドッグランすぐそばに桜の木が２本ありそのことも含めております） 

○草が生い茂っていることが多く、どの状態がドッグランとしてベストな状況なのか

わからない。 

○利用者のブログを読んで気付いたことがあります。オスとメスのトイレが一緒なの

はどうか･･･。地面が石ころ転がる土なのが犬にとってはおもいっきり遊べないので

は？（芝生等しっかり整地してほしい）。日陰がない。利用者にとって癒される環境

を!! 

○ドッグラン内に犬が休める木かげが必要。ドッグラン外にベンチを置き犬好きな人

も見れるようにしてはどうですか。周回できるドッグランもいいと思います。 

○税金の無駄使い！ 

○本当に必要な施設なのか疑問である。それよりも飼主のマナー向上等何とかしてほ

しい。（フン、尿の始末等、夏場は特に臭い！）犬を飼っていないのでドッグラン等

に税金（納めた）等使われるのもあまり気持ちの良いものではないが。河川敷の有効

利用ならば広く市民の利用できる物にするべきではないかと思う。 

○ドッグラン内に犬が休める木かげが必要。ドッグラン外にベンチを置き犬好きな人

も見れるようにしてはどうですか。周回できるドッグランに関してではありませんが、

グランドをノーリードで犬を遊ばせている方が多くいます。飼い主の方のお気持ちは

わかりますが、規則としてはどうなのでしょうか。その為にもドッグランがあるので

はないかと思います 

○飼い主のマナー向上に役立ち、犬の為にもいいと思います。 

○設置場所を変えた方が良い。野球場が近い、橋げたを壁打ち（野球、テニス等）に

利用している方がいる為。 

○犬を飼っている方だけのコミュニケーションの場である。マナーが悪い方が多いの

でもっと注意してほしい。マナーの悪い方の集まりにならないように指導。 

○存在を知らなかったので意見はありませんがどのくらい要望があったのでしょう

か？犬を飼っていれば関心もあったかもしれません。 

○都内にはドッグランが少なく近くにあるのであれば利用したい。他のドッグラン（公

園の例えば蘆花公園、駒沢公園）も利用しているが遠くなので中々行けない。時間が

延長されればよいが、安全性の問題があるので明かりの確保は必要かもしれない。ま
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た雨天時に利用できるよう線路の下に設けるのも手かもしれない。（犬を飼っている

人は雨天時に散歩できないのが悩み）。 

 

 

（３）多摩川河川敷駐車場について 

問 11 認知（単回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 12 多摩川河川敷への訪問頻度の変化（単回答） 

   多摩川河川敷駐車場ができたことにより訪問頻度が増えた人は 1.6％、減った人は

0.7％、変わらない人は 97.7％であった。 

   また、多摩川河川敷駐車場ができたことを知っている人のうち駐車場ができたこと

により訪問頻度が増えた人は 6.7％、減った人は 3.3％、変わらない人は 90.0％で

あった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7%

1.6%

3.3%

0.7%

90.0%

97.7%
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駐車場が

出来たことを

知っている

全体

増えた 減った 変わらない

知って

いる, 

10.4%

知らな

い, 

89.6%

多摩川河川敷駐車場を知っている人

は 10.4％、知らない人は 89.6％であ

った。 

 

ｎ=470 

ｎ=431 

ｎ=30 
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問 13 多摩川河川敷駐車場の設置効果（複数回答） 

   多摩川河川敷駐車場が設置されたことによる効果は、河川敷利用者の増加・グラン

ド等の施設利用者の利便性向上を挙げる人が多かった。その他では、わからない・な

いと回答する人が多かった。駐車場が出来たことを知っている人は、コミュニティの

場の形成・河川敷の安全性及び快適性の向上・グランド等の施設利用者の利便性向上

の項目でより効果があったとの回答であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 14 利用の有無（単回答） 

   多摩川河川敷駐車場を利用したことがある人は1.5％、ない人は98.5％であった。 
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1.5%

87.1%

98.5%
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駐車場が

出来たことを

知っている

全体

ある ない

14.3%

14.3%

60.7%

28.6%

17.9%
46.4%

14.4%

9.1%

53.1%

17.6%

10.6%

48.9%

0% 20% 40% 60% 80%

その他

民間事業者等の活用の向上

グランド等の施設利用者の

利便性向上

河川敷の安全性及び快適性の向上

コミュニティの場の形成

河川敷利用者の増加

全体 駐車場が出来たことを知っている

ｎ=455 

ｎ=397 ｎ=28 

ｎ=31 
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問 15 多摩川河川敷の主な訪問目的（駐車場を利用したことのある方のみの回答、単

回答） 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 16 以前の訪問方法（利用したことのある方のみの回答、単回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

徒歩・

自転車, 

85.7%

公共交通機関, 

0.0%

車で来て、

民間駐車場

に駐車して

いた, 0.0%

その他, 

14.3%

グラン

ド使用, 

33.3%

ドッグ

ラン使

用, 

16.7%

散策, 

33.3%

その他, 

16.7%

ｎ=6 グランド使用、散策を目的として駐車

場を利用する人が 33.3％、その他の利

用目的は釣りであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｎ=7 

駐車場が出来る前の訪問方法は徒

歩・自転車が 85.7％、その他はランニ

ングであった。 
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問 17 改善すべき点（利用したことのある方のみの回答、複数回答） 

    施設をよくしてほしい、その他では駐車場を整地してほしい、台数を増やしてほ

しい、障がい者の人を優先的に停めさせてほしいと回答であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 18 未利用の理由（利用したことのない方のみの回答、複数回答） 

    駐車場を未利用の理由としては、徒歩や自転車で多摩川にいくためが最も多かっ

た。駐車場で出来たことを知っている人は、多摩川に行くことがないためと回答す

る人が少なく、徒歩や自転車で多摩川に行くためと回答する人が多かった。 
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0.0%

74.1%

3.7%

22.2%

15.7%

1.8%

42.7%

25.4%

32.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

その他

開設日・開設時間が合わないため

徒歩や自転車で多摩川にいくため

多摩川に行くことがないため

自動車を所有していないため

全体 駐車場が出来たことを知っている

20.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

20.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

その他

試験運用で利用したが、

今後利用するつもりはない

施設をよくしてほしい

開設時間を延ばしてほしい

開設日を増やしてほしい

今（試験運用）のままでいい

ｎ=7 

ｎ=445 ｎ=27 
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問 19 駐車場に関して気が付いた点（自由記載） 

  有料化を求める意見が多く見られた。また駐車場が出来たことを知らなかった、

15 台では台数が少ないと回答する人も多くいた。 

  なお、自由記載でいただいた意見をテキストマイニング分析した結果は次のとお

りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○駐車場ができればバーベキュー等家族、友達とのコミュニケーションの場として良

いと思うが、マナーだけはしっかり守ってほしいと思う。駐車料金はとっても良いと

思う。時間を決めないと置きっぱなしだったり、問題が起きるのではないか。設備費

としても必要だと思う。 

○家族も駐車場のことは知らなかった。 

○釣りで利用したい。 

○マレットゴルフ場を作ってほしい。 

○もっと多くの車を駐車できるようにしてほしい。 

○駐車場の存在を知らなかったので申し訳ないですが利用したことはありませんでし

た。今まで徒歩 or 自転車しかなかった選択肢が増え休日の散歩や河原でのリクリエ

ーション等可能性が拡がるのはありがたいです。 

○15 台では少ない。代替施設は（有料でも）散策利用は？（年寄や孫をつれて）具体

的利用ルート場所を知りたい。 

○利用している方を見たことがないので分かりません。 

○駐車場の存在を知らなかったのでもっと宣伝していただきたい。駅や市役所の選挙

看板を出すような場所に分かりやすく今取り組んでいること等をポスターで貼って
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もらえたら見やすくなります。 

○影になっていて、利用し難いがないよりよい。 

○問 10 と同様になりますが、他の使途と比べて駐車場の優位な点を説明していただ

きたいです。「多摩川に車で行ける」ことがどの程度狛江市の魅力UPになり若年人

口の増加（将来的な市人口、税収の持続可能性の改善）に寄与するのか、他にもっと

有効な手段は無いのか、という説明がほしいです。 

○駐車できる台数が少ない。 

○前述と同じ。車の持主だけのために税金を使うことはないと思います。駐車場を作

るなら料金をとってすべきです。 

○駐車場ができたことを知らなかったのでもっと広報してほしい。料金やシステムは

どこで知ることができるのでしょう？ 

○河川敷に設置してあるということで大雨や川の氾濫等、浸水の被害についてどうな

っているのだろうと思ったりします。 

○無料となっていますが管理等・費用は市が負担？ 

○駐車場をまだ見たことはないが車両の出入時の安全面に力を入れて頂きたい。 

○駐車場が出来たことを知らなかったので良くわかりませんが多摩川で大勢の方が沢

山遊ぶのに駐車場は必要だと思います。グランド使用者限定ではなく台数を増やして

ほしい！ 

○車を利用しませんので、特にありません。 

○駐車場が出来たことを知りませんでした。 

○無料ではなく有料でもいいのでは？ 

○駐車場スペースが 15 台ということで、何か近くでイベントや用事がある際に使い

たいと思いましたが、すぐに埋まってしまうのではないかと感じました。 

○わからない。 

○知らなかった。 

○駐車場が 15 台では少なすぎる。これでは休日は満車で利用できない。駐車台数を

増やすと同時に有料にしてもよいのではないか。 

○マナーを守って駐車して頂きたいです。犬が苦手な人がいることも配慮してほしい

です。 

○今まで使用したのがないので分かりません。 

○知らなかった、用事がない。 

○15 台ということですが、混雑待ち時間が長い等はないのでしょうか？ないよりある

ことはとてもいいとは思いますが行列を作ってしまうようならもっとスペースを拡

大した方がいいと思います。 

○設備の維持管理、市の財政のために有料とすべき、多摩川の環境保全という根拠で

の有料もありと思います。 
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○利用しないので不明。 

○平日も開けてほしい。 

○いつも多摩川辺りを散歩していて気が付かないのだから、別に邪魔にはなっていな

いだろう。 

○和泉多摩川駅の南側（商店街側）に無料の駐輪場を造ってほしい。昔は地区センタ

ーの前や郵便局の前に停められたのになくなって非常に困っている。多摩水道橋下の

駐輪場では南側の住人からすると遠すぎる。 

○気付かなかったけど、ドッグラン利用したいけれど、遠くて難しい人の助けになれ

ばいいと思う。 

○現在無料とのことですが？世田谷宇奈根の方にある河川敷駐車場はとても安価です

が、有料です。狛江市は自治体も小さく事業税企業税等の税収も少ないと思うので

200 円～500 円位の良心的な金額で有料にした方がいいと思います。車を所有して

いる私たちは都内であれば“車を置くにも料金が発生するもの”と思っています。地

方にいくと無料だからうれしい。 

○出入り口から駐車スペース迄の間の舗装の整備。 

○駐車場を利用したことがないので、混雑具合等わかりませんが、狛江市は面積が小

さな市ですので、河川敷に来るのにわざわざ車でくる必要はないと思います。自転

車・徒歩で充分です。駐車場があるということは狛江市外の人の利用はどうなんでし

ょうか？ 

○有料にすればいいのに。15 台以上車が来た時は近くのコインパーキングにとめるし

かないのは不公平だと思います。 

○あの程度のドッグランでは車で来る人は少ないと思う。球技等を目的に来る人用と

するならちょっとスペースが小さいのではないか。目的がよく分かりません。 

○概要を見た限りですが、15台分無料となると河川敷利用者ではない、近隣に用事の

ある人の利用で埋まってしまい、河川敷やその施設に来る人の利便性を確保できない

のではないかと思います。有料でも良いのではないでしょうか。あるいはグランド等

の予約と同時に事前に駐車スペースの確保ができる等。 

○平日も駐車できるようにした方が良いのでは。 

○車は所有していません。 

○大変結構なことだと思います。もっと解り易く周知して頂きたい。 

○有料 

○駐車場を見たことがないのでありません。 

○市民以外の人は割増で料金を取ってほしい。（市民に対しては割引でも可） 

○車を所有していないので、別に関心ありません。 

○マナー向上のチャンスととらえ多摩川利用のルールを明示。多摩川の楽しみ方を紹

介。イベント案内。有料トイレ（水を使わない非常用）。 
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○15 台はまだ少ない気がするので増えるといいと思います。 

○駐車位置を□で示してほしい。 

○多摩川近くへ行ったことが有りますが、現在は左膝関節痛のためあまり遠くへ歩き

に行きません。 

○有料でも良いのではないでしょうか？（小額で） 

○どの程度の利用状況でしょうか？広げる可能誠があれば有料化の検討を。 

○車両を持っている人は助かると思います。 

○市の財源にするために有料にする。 

○有料にするべき。 

○このアンケートで駐車場についても初めて知りました。 

○市内より遠方から来る人が増えた方が利益になると思う。知らなかったので、告知

を増やしたら良いと思う。 

○私自身は多摩川に行く機会はあまりないが、駐車場ができたことは利用者にとって

良いことと思う。 

○焼肉パーティが出来ないので、朝の散歩だけで昼間、夜間利用していない！！以前

はとても良かったのに！ 

○駐車場があることをアピールしてない。開場時間や料金を知らない。 

○使ってみたいですが、休日はいっぱいでしょうね。 

○テスト期間とはいえ 15 台では少なすぎる。いつ行っても停められることを望む。

停められるか停められないか気にしながらやっぱり停められなかったでは足は遠の

くのではないか。 

○土地の有効利用でよいと思います。がドッグラン同様に管理運営費は試験運用後は

どうなるのでしょうか。 

○分りにくい、知らなかった。 

○あまり行く機会はありませんが、駐車場に車の中のゴミをそのまま捨てていく方が

でてくるとせっかくきれいな河川敷がマイナスのイメージになるので、利用者の心が

け、意識を高めてほしいです。 

○正しく利用されているか心配なこともありますが、近隣に迷惑でなければよいと思

います。 

○BLUE 多摩川隣のパーキングに空きが増えたので良かった。 

○有料化してください。 

○子ども達が多摩川にたくさん親しめたらいいと思います。 

○河川敷に行くことがなかったので行ってみようと思いました。ドッグランがあるの

を知らなかったので見学してみます。 

○小さなお子さんやスポーツ等で河川敷を利用されている方々もいらっしゃるので安

全性からも駐車場設置はしない方がいいと思います。 
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○駐車場が今後も設置されるのであればとても便利だと思います。 

○利用していませんが、無料なら有難いです。 

○土日はグランド利用者の方が多い場合、ドッグラン利用者が利用出来なくなるので

は？ 

○駐車トラブルがあるのでいらない！ 

○無料で利用出来るならば利用する人にとっては便利で良いと思います。 

○路上駐車より安全。 

○もっと駐車場を増やしたらいいと思います。 

○車の動線と人の動線を別々にした方が良い。 

 

（４）多摩川河川敷について 

問 20 多摩川河川敷でやってみたいこと（自由記載） 

 バーベキューや花火ができるとよいと回答する人が多かった。施設では休憩施設の

設置を挙げる人が多かった。 

 なお、自由記載でいただいた意見をテキストマイニング分析した結果は次のとおり

である。 

 

 

 

 

○有料にして、時間制限してＢＢＱできる環境（二子新地等のように）多摩川への利

用者の増加、地域の商店街が潤うのではないか。 

○何をしたいと言うことはない。あまりいじくりまわさないで自然のままが良いと思

う。草刈等はしていただくと見渡せるので事故、事件に心配が減るかなと思う。 
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○ベンチ、椅子をもっと増やしてほしい。 

○アスレチック施設等があれば行きたいと思う。 

○野球専用のグランドを作ってほしい。 

○バイク侵入禁止になっているがみんなバイクで入っているので昼間は車もバイクも

入れるようにしてほしい。バーベキュー監視員も自転車で回っているが国土交通の人

もバイクで回っているので無駄。五本松のところに自転車侵入しないように柵がある

が自転車で通行している人がいるので無駄。土手等における規制が多いので花見の人

も少なくなり活気がない。 

○子どもたちが楽しめることがもっとあればいいいなと思います。 

○ゴルフ練習場無料のバンカーやラフ、アプローチ練習場等。 

○道を良くしてもっと散策しやすくしてほしい。歩きやすくなれば良いと思います。 

○手持ち花火、ドローン飛行。 

○（マナーが守れるのが大前提で）バーベキューができるとうれしいのですが。 

○色々名人が利用できる施設やイベントがあると良いと思いました。 

○河川敷はあまりいじりまわさないで、地方の山の麓でひと休みしている気持ちにな

れるような場所となれば私（82才）は満足です。 

○多摩川流域の市区町村が連携して多摩川の恩恵を感謝する祭りを計画してほしい。 

○サッカーやスポーツ施設の充実。 

○バーベキュー、花見。 

○自然を味わう場。特に施設は必要ない。 

○カヌー、SUP、釣り、野外料理等の体験会。ライブ、フェス等の音楽会。キャンプ。 

○自宅は多摩川河川敷が目の前です。草が生い茂り、木はどんどん大木になり景色が

変わってきました。手入れが行き届かなくなり、いつのまにやら自動車が抜け道とな

り台数が増えるばかり。事故が起きてからでは遅いです。 

○きれいに使ってください。 

○バーベキュー、釣り。 

○多摩川及び野川における水害対策の徹底及び安全性のさらなる向上こそが市政の第

一優先課題と考えます。 

○カフェやドッグカフェ等ほしい。カフェ等があれば行く機会が増えると思います。 

○保育園の数は増えていますが、満足のいく園庭がありません。子どもたちが安心し

て（大きな声を出しても迷惑がられない）全身で遊べる公園を充実させてほしいです。

ぜひお願いします。大きな木があり木陰が得られる。雑草の上で寝転んだり裸足で遊

べる（動物の立ち入りは禁止で。排泄物で汚れるから）。水辺付近まで入って水にさ

われる。大型遊具（すべり台等）を設置。 

○家族でサイクリングをする際、景色を眺めながらのんびり横２列になって行きたい

なー（これが難しいのが残念）と思うがロードバイク？でスピードを出して行きたい
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人も多いため散歩をしていてもスピードの速い自転車が多く少し怖い。道が広くなっ

たり急ぐ人とゆっくりの人を分けたりするともっと楽しめるし多摩川に行きたくな

るのになと思います。公園がほしい。多摩川の自然を活かして遊びやすい公園がある

ともっと行きやすくなる。行く目的ができる。休める場がほしい。多摩川に遊びに行

くといつもトイレや休憩所がないので長居しづらいのが残念。カフェ等があるといい

のにと思う。 

○BBQスペース、週末だけでもよい、有料可。 

○サイクリングロード楽しい丘ありトンネルあり。 

○景色を眺めるベンチをつくってほしい（創設）。 

○パターの練習。バーベキュー、テラスでお茶等を楽しむ。日よけのある場所で読書。 

○BBQ規制を緩和して頂きたい。火気を使った食品の加熱という一律の規制では多摩

川で「温かい食事をとる」ことができず、子どもと遊びに行くにも長時間滞在するこ

とができません。選択肢はおにぎりかサンドイッチくらいしかなく衛生上保冷材を持

って「冷たい」状態で食べるのが残念です。いわゆる炭を使った BBQ は直近難しい

としてもカセットコンロやホットプレート等何らかの「加熱する手段」を許容してほ

しいです。 

○バーベキュー場（管理運営をきちんとすれば苦情もでないと思います。）カヌー、

サップ体験施設。 

○各種の球技場。 

○他種目のスポーツに対応できるグランド整備。公園として河川敷周辺の道路バリア

フリー化により車いすでも水辺に近い所を通れ、ハンデキャッパーでも多摩川を楽し

むことができる環境をつくる。 

○申し訳ありません。行くことがないのであまり協力できませんでした。犬を飼う人

にとってドッグランはよいと思いますし、自然や災害のことが歩いていると自然に知

識としてついてくるような工夫があればよいかとおもいます。（過去どのくらいまで

水が増えたか、どこまで浸水したのか、どのような対応をして復旧までどのくらいか

かった、私たちは何を準備しておけばよいか等） 

○生活は野川周辺ですので多摩川はほとんど利用しておりません。 

○加齢と共に多摩川に行く機会が減少しコメント出来ません。 

○年間４回くらい市民参画形式で清掃を実施したら。 

○バーベキュー 

○BBQ 

○水害に強い川にして。 

○野球、サッカー等のスポーツ。夏季の夜の花火（子や孫との市販花火遊び）、やれ

る場所を特定して、バーベキューパーティー。 

○バーベキューや焚き火等火の使用。利用者のマナーが悪いため禁止しているのは承
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知しているが、場所や利用者を限定する等して使用を認めることは出来ないだろう

か？ぜひ検討していただきたい。 

○「生きものまつり」以前のイベントで楽しく多くの人が参加していた。 

○バーベキュー等をやってみたい。 

○みどりが多く皆が自由に遊んだり散策したり出来るとよいと思います。 

○今後利用是非させて頂きます。 

○バーベキュー（料金制にする等規定を設けたうえでできるようにしてほしい。マナ

ーやルールを厳しく決めていいと思うので）。様々なイベント（子連れで楽しめる野

川イベントをたくさんやってほしい）。 

○自然を壊すところまでは望まないが、ベンチがあればうれしい。 

○行くことがないので分かりませんが、子ども連れ家族や高齢者の方々が過ごせる場

所の１つとして、レクリエーション的な活動が出来るのは良いのかなと思います。 

○ラジコン飛行機、ラジコンヨット 

○休憩用の椅子を揃えてほしい。広報等で知らせるようにしてほしい。設置には企業

等の協力で名称、店名を入れるとか広告宣伝にもなると思うが？ 

○もっと気軽に運動できたらいいと思う。 

○市民グランドを平日開放してほしい。週 2～3回 OK、小足立グランドも希望します。 

○散歩（子どもと） 

○散歩、日光浴、読書、バトミントン、サイクリング、たこ上げ、ローラースケート 

○バーベキュー（有料でも可） 

○足が弱っているので余り外出しません。 

○小田急線より上流方面に東屋、ベンチ、トイレ等あれば良い。 

○いつもジョギングはしています。少し休めるベンチがほしいです。 

○夜の映画館 

○友人はトレーニングにウォーキングに良い場所と云っております。 

○ディキャンプ、バーベキュー 

○西野川からは少し遠いので、めったに行きません。私は 75 才ですから、スポーツ

も興味ありません。お花見くらいですかね。散歩くらいが良いです。災害の時に安心

できる場として何か利用できると良いですね。 

○騒音で周辺の住民に迷惑がかからない程度で、ドッグラン等の設備を進めたら良い

と思います。 

○子どもと遊びたい。それより保育園を増やしてほしいです。 

○バスケットコート（ゴール） 

○子どもが安全に遊べる環境作り、自然とふれ合う場として維持していただきたい。 

○釣りをしてみたい。以前川に石を投げている子どもに釣りをしている方が「お金を

払って釣りをしているので魚が逃げるのでやめて」と注意していた。勝手に釣りをし
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てはいけないんだと初めて知りました。気軽に釣りをしてみたいなと思いました。 

○バーベキュー、土手の舗装化。 

○アーティストの夏フェス 

○花火大会、フリーマーケット、大きな公園 

○音楽イベント、夏祭り、手作り市等もっとイベントに利用し、街を活気づけたら良

いと思います。草がいつも茂ってしまうので、ヤギ等を放牧したら、人も集まり、草

も自然に除草できると思います。 

○市・民間運営等のバーベキュー 

○バーベキュー 

○花火（手持） 

○ボールで遊べる施設を使ってほしい。バスケのリング等。 

○整備されたランニングコースでのランニング、フットサル、公営のボルダリング、

サイクリング。 

○釣り堀がほしい。 

○多摩川の水質も大分良くなったと聞いています。河川敷で家族や友人同士が集える

施設があるのは良いと思いますので、利用性やルール作りに取り組んで頂けるのは助

かります。フランスのセーヌ川の様に人が多く集まると凄いですね。 

○バーベキュー、手ぶらでバーベキューが楽しめるというようなメニューがあったら

うれしいなぁと思います。 

○かつて多摩川は自然の豊かさを感じさせる場所であったが、もう何年も前ゼネコン

が入って防災の名を利用してその自然を全て破壊してしまった。以降多摩川へは全く

足を運ぶことが無くなった。今更“水と緑”等笑わせるなと言いたい。そもそもこの

程度の基本計画は市民を説得するだけの姿勢も無いのなら最初からやるべきではな

い。市民の意見を聞かずとも自信を持って進められる事業が何故出来ないのか？もう

少し頭を使う方向を考えた方が良い。 

○ピクニック 

○野川の周辺にもできれば地域を作ってほしい。多摩川は良い考え方だと思う。 

○いろいろ想いますが、昔の若き日にもどれたらやってみたいこと沢山あります。 

○バーベキューの場所が有料でもいいのであったほうがいいと思う。 

○バーベキュー 

○夜釣り、駐車場の夜間利用。 

○イベント、催し等、祭や花見、フェスタ等、幅広い層に利用される機会があると良

いと想います。 

○花火のできるスペースがない。花火のできる所がほしい。公園も NG だし、持ち家

の庭のある人でないと子どもと花火できません。 

○キャンプやバーベキュー大会等年代に合わせたスポーツ等。 
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○花火をやれる場所がないのでルールを守ってやれる場所を提供してほしい。 

○バーベキューや花火ができる場所がほしいです。 

○四季の草花を使って遊ぼう、多摩川で遊ぼう、力を合わせて作って食べよう、子ど

もたちが自然に触れて遊ぶ。 

○今まで使用したのがないので分かりません。 

○狛江市への要望として市民葬祭場（式場のみでもよい）を作ってほしい。又は地区

センターを利用できるようにしてほしい。一般の式場を借りると高額である。 

○ゴミを持ち帰る。時間厳守（騒音等）守ればバーベキューや手持ち花火等親子等で

楽しみたいですが。 

○水害が起こらないように設備をお願いいたします。 

○野球やサッカー以外のスポーツ、例：テニス、テニスの壁打ち。 

○花火やバーベキュー等 

○自然のままに、あまり手を加えることには賛成できない。 

○もっと大きなドッグランができたらいいなあと思っています。 

○ゴルフのショートコース 

○禁止されるまでは、日曜・祝日の好天の日にはバーベキューをする人たちで賑わっ

て、みんな本当に楽しそうだった。ゴミを必ず持ち帰るようにすればなんの問題もな

いと思います。人通りが余りにも少ないと夕方の明るいうちしか散歩もできない。野

川沿いのように夜の 10 時なってもジョギングや犬連れの人が多いと老人が助かる。 

○市民スポーツ大会、ソフトボール、フットサル、バレーボール等 

○ベンチをもっと多くしてほしい。 

○花火大会を毎年実施してほしい。子どもと楽しめるアスレチックや遊具の設置 

○「花火大会」小さい街ならではのこじんまりとした花火大会も、他の大花火大会と

は違った住人にとって思い出になる花火大会となるので、是非やってほしい。南部地

域センター等に軽食が食べられる、お茶が出来るカフェがあると良い。多摩川の散歩

途中でちょっと休憩できる場所がほしい。 

○イベントを多く開催してほしい。 

○キャンプのグランピングのように設営でティーサロンとかできたら利用者はいいの

ではないか。悪天候なら休みとか任意でも可で、民間でも市でもどちらでも。 

○サイクリングロードの整備、府中・調布・狛江と管理が難しいでしょうが、利用者

マナー向上の為是非整備した方がいいかな。 

○バーベキューがまた出来る様になると良いなあと思う。 

○釣り、水中観察、畑の撤去、川沿いをウォーキングしたい。 

○花火大会 

○狛江⇔調布の土手につくられた道路（ランニングロード）にもっと樹木を植えてほ

しい。まばらでは景観、防災からもマイナス。枯れたら植え直すこと。 
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○体づくりができる簡単な器具を設置すると良いと思う。 

○芋煮会 

○ドッグランや駐車場の PR は何を使っていますか？今回のアンケートで初めて知り

ました。若い人達は新聞をとらないでNetNewsで新聞をみるので狛江市報等に載せ

ても、皆さんには告知できません。緊急等でアドレスを登録している方達には告知の

確認や広く狛江市民に知ってもらえることを考えてほしいです。いつも市政の方達に

は感謝です。今迄よりも良く、住民が増え、狛江市が発展する様期待してます。 

○肉フェス・ラーメンフェスのような大人も楽しめる食のイベント。 

○西野川からは遠いので思いつかないがいかだレース・防災訓練には参加しているの

で年に何回かイベントがあるといってみようかなと思います。 

○休憩出来るベンチ設置（屋根付）、健康器具設置、水飲場があれば。 

○バーベキュー等が出来るといい、ゴミやマナーの問題はあるが。狛江市にはこれと

いった名物はないが河川敷を利用したアウトドア施設で楽しめる場があると良い。 

○鮎釣りができる釣堀を作ってほしい。 

○公園、遊具が充実したもの、広いグランド、野球やサッカー、バスケット、バスケ

ットゴールの設置。市内に存在する公園はボール遊び、自転車の利用を危険と位置づ

けこのような遊びが制限されています。それが自由にできる環境と整えてほしい。ま

た夜間も利用できるよう電灯も設置願いたい。夏場日差しの強い時期の利用のため一

部休憩所（屋根つき、ベンチ等）も設置されたら助かります。 

○バーベキュー 

○移動動物園がグランドに来たことがあったが小さい動物と触れ合いや乗馬（ポニー

の位脳まで小さい子ども限定 etc.）をまた開催して頂けたらと思います。 

○子ども達がのびのび遊べる芝生の広場があるといいです。 

○いつもウォーキングで利用している。 

○フリーマーケット 

○他の河川敷と差別化出来る狛江特有の河川敷を考えたい。 

○バーベキュー 

○バーベキュー（用具の貸出しがあると良い） 

○バーベキュー、花火 

○幼い頃から折に触れ、多摩川河川敷に訪れています。設備が整っていくのも良いで

すが、自然を感じられる場所も貴重なのでなるべく人の手が加わっていない様な状態

が保たれていくといいと思います。 

○サッカーや野球等の定期利用者が多くて個人で利用しづらい。アスレチック設備・

健康増進の為の設備等工夫していただきたい。併せてトイレ等の公共設備の設営を期

待する。ボール遊びができる場合は河川敷しかないと思っているので広く多くの人が

利用できるようにしてほしい（認知向上施設の工夫等）。 
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○日影になるよう屋根のあるベンチ等が少々設置されたらもっとのんびりできると思

います。たくさん設置するとたまり場になる恐れもあるので景観を損ねないくらいの

少々でよいです。 

○花火･･･（家族での） 

○バーベキュー、コンサート、天体観測 

○BBQ、花火（手持ち）←日付、時間等限定でも良いので。川で子どもが安全にじゃ

ぶじゃぶ遊べるエリア。 

○フットサル、サッカーゴール。狛江は公園や緑が少ない為、子どもたちの遊び場を

もっと考えて頂けたらとても嬉しく思います。★高いネットありのボールが蹴れる場

があるととても有難いです！！ 

○たとえば水道が止まるような災害があった時多摩川へ水をもらいに行ってもよい、

川に落ちないような工夫をしていただきたいです。生きるため第一に水ですそのこと

への方が大切であると前から考えていました。 

○高齢者の体操教室 

○今までやっていたようなイベントが回数が増えるとうれしいが、基本的には自然を

楽しんだり、触れたり、のんびりしたいときに多摩川に行くのであまり手を入れない

でほしいと思います。駐車場ができたのは知らなかったので今度利用してみたいと思

います。 

○散歩に行き、体操をして帰ってきています。伸びた下草を刈って頂く程度で結構で

す。 

○夏場の家族や友人との花火 

○バーベキュー等 

○楽器の練習（ヴァイオリン、笛系、管楽器等）（時間は限定）。軽くジョギング、

ウォーキングできるトラックがあるといい…（そんなに整ってなくていいので） 

○バーベキュー等が出来たら良いと思いました。 

○ライブイベント、家族向けワークショップイベント 

○河川敷自体のことではないですが、いつも土手をジョギングしていますが、両サイ

ドの調布市や世田谷区部分の土手の道はきれいに舗装されているのに、狛江市部分は

砂利道で雨が降った後は水たまりだらけです。なんとかしてほしいものです。 

○花火、草つみ（よもぎ、嫁菜ほか）さんぽ、サイクリング、ボート、バーベキュー、

写真や映像の撮影。自然体験、五本松は時代劇ごっこ（コスプレ写真撮影で観光（外

国から含め）日活の協力を得て双方の宣伝に。 

○ドローンの講習等 

○子ども達のスポーツする施設とか。 

○多摩川博物館（歴史・自然等）の開設。 

○土手の散歩は今までもよくやってましたし、これからもできればいいと思っていま
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す。川の淵（水のそば）にずっと遊歩道が続いているとまた気持ちのよい散歩になる

と思いますが。 

○花火 

○多摩川はいつもきれいな流れを見て楽しむ所にしてほしいです。 

○自然保持 

○バーベキューを禁止してほしい（花見の時、花火の時以外も）多摩川住宅の川の近

くの土手（道路側）でバーベキューをしている人が多数。夜中でも飲酒をして大騒ぎ。

バーベキューの煙害。風が強い日は火災の心配もある。トイレも男性はその辺でして

いると思われる。テントを張ったり、火を使うのは大変迷惑。ゴミの問題もあり。バ

ーベキュー場を決まったスペースを使って料金を取る、狛江市の収入にもなるし、雇

用もできる。お金を払う人はマナーが良いと思う。 

○夜外映画上映会 

○フードパークみたいな催事を企画してほしい。 

○季節の花を植えてほしいです。もっと散歩が楽しくなります。 

○ミニゴルフ、パークゴルフ等シニア向け遊び場をつくると良いと思う。ゴルフ場は、

整地され、景観とともに良く、利用者が楽しく運動することができる。施設利用時有

料（格安）。 

○ドッグランや野球場の使用だけで無く、一般の人達が車で家族子ども達と自由に遊

べる場（キャッチボール、たこ上げ、サッカー等）駐車出来るスペースがあるともっ

と多摩川が好きになるのでは。 

○多摩川堤防をウォーキングしてますが、狛江市に入ると砂利になっています。雨上

がりの時には凹部に水たまり歩きづらいです。世田谷区の様な弾力性のある舗装を希

望します。 

○足腰が痛いので行くことはありません。 

○海の家的に夏場のビアガーデンとか屋台村。 

○レンタル釣り、ススキの葉や穂のアートかざりリース、石投げ。知識のない人が野

草をやたらと食べないよう気をつけてください。 

○電線がないのでたこ上げを楽しんでいます。その他はボール遊び等できる平らな所

がたくさんあるとうれしいです。 

○パラグライダー、自由に使えるサッカーグランド、スケボーサーキット 

○凧上げ大会 

○フッボールコート（サッカー/ラグビー）、ラグビー場が狛江にはないので（特に芝

のグランド）（ラグビーができる場所）河川敷はやわらかく子どもたちのためにもぜ

ひ利用したい。※野球場は 2 面もある。もちろん先人たちの労苦によるものでもある

と思うが、野球は校庭や市民グランドでも可であるが、ラグビーは校庭等の固い土で

は危険である。 
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○食べ物の出店が数多く集まる日があると是非行ってみたい。又バンドショー等も面

白いと思う。 

○川に住む魚、川辺の植物、地層、周辺の歴史等立て看板が増えると散策中も楽しめ

る。秋（コスモス）、春（チューリップ）、夏（ひまわり）川に沿って大きな花畑が

あるのがいい思う。 

○公衆トイレの充実。 

○花見 

○釣りをしながらたき火をしてのんびり過ごしてみたい。 

○ジャズ等の演奏会、食フェス等 

○野外音楽フェス、フードフェス 

○二子玉川までそのまま行ける様にバスがあれば良いです。 

○広範囲な遊歩道（無料）、運動施設（有料）、少年サッカー場、野球場、パターゴ

ルフ場 

○スポーツ全般 

○有料でバーベキューのエリアを作ってほしい。期間限定でもかまわない。 

○食に関するフェスティバル、フリーマーケット、多摩川自然観察会 

○河川敷の木々に電飾を付けて写真映えする綺麗な散歩道をつくる。 

○花火大会、運動講習、ヨガ 

○体育的・文化的な行事 

○バーベキュー 

○テニスコート 

○ピクニックとかバーベキュー、駐車場は公営で有料にしたら良いと思う。（民間よ

り安く） 

○花火大会中止は残念でした。次年度開催ができると良いですね。 

○バーベキューの設備があるとうれしいです。 

○釣り、サッカー、野球等今までどおりの利用、バーベキュー、キャンプ等アウトド

ア。 

○きれいな芝生を増やしてほしい、土手で寝転びたい為です。一面にひまわり畑を作

ってほしいが、管理が大変なのもわかりますが。 

○住んでいる所がペット禁止なのでネコとも触れ合える施設でも出来ればほぼ毎日通

います！ネコ大好きなので！。フリーマーケット（一般人でも参加できる）があれば

うれしいです。アメリカのヤードセールのような･･･。他県から越してきた人が、知

るきっかけとなるような、飲食店や雑貨店等の出店イベントもやってほしいです！ 

○BBQができたら良い。車で来て河川敷でできる遊びの場があれば家族や友人とも行

く機会が増えると思う。乳幼児が遊べる公園があるといい。 

○焼肉パーティ、キャンプ 
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○狛江市民のイベント活用等。都心から少し離れた緑の活用。都心に住んでいる人も

これる自然を利用したイベント等。 

○花火かんしょう、愛犬と散歩 

○ディキャンプ、BBQ、ねぶくろシネマ 

○常設の水洗トイレがほしいです。「TAMARIBA」等のイベントを増やしてほしいで

す。狛江市内の飲食店を多摩川河川敷を利用して狛江のよいところをアピールしてほ

しいです。全国で２番目に小さな狛江市！コンパクトならではの市のよさを知っても

らいたいです。 

○釣り 

○極力自然の状態を維持、人工に風景ではなく自然の風景を望みます、楽しみたい 

○花火大会（例年どおりのもの）開催日時が平日だと見に行けず、毎年残念な思いで

す。土日等の開催にはできないのか？ 

○護岸工事、豪雨災害で侵食が著しい。 

○多摩川に接する東京都の狛江市としての魅力をアピールする方法、人を集める方法、

人口増に結びつく方法を市としてもう一度見直してみたらいかがでしょうか。 

○犬のアスレチック、犬の大会（フリスビー、かけっこ等） 

○治水さえしっかりしていればよい。 

○家から遠いので行くのは無理かと思いますが、出来るだけ自然を残したままのとこ

ろを散歩したいです。 

○野球、サッカーができるようだが、テニスコートやオールラウド広場もあってよい

のでは？ 

○目黒区、世田谷区、渋谷区等の施設と比較して狛江市の施設の貧弱なことはあきら

かです。施設の整備に力を入れるべきです。 

○キャンプ 

○来訪者のマナーが保たれるならバーベキュー。有料でも良いと思います。 

○駐輪スペースの設置。歩行者、ジョギング、自転車等利用者が増えているので道の

設備。ペットの排泄物・毛のマナー改善。 

○引越して一年半散歩中に自転車とぶつかりそうになりその区別がほしいです。 

○BBQ 

○狛江市内町内対抗運動会 

○手持ち花火ができる場所がほしい。 

○地域の商店街のお祭りで普段の人出からは想像が出来ない程の人が集まっていて驚

きました。多摩川でも多摩川といえばというような行事があれば多摩川や狛江の魅力

がアピール出来るのではと思います。 

○夏の花火は中止となりましたが、毎年実施していただきたい。駐車場は、ドッグラ

ンは限られた人への利便性向上で公平性にかけています。 
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○子どもが安心して遊べる水遊び場がほしい。 

○小さな子どもがいるので、安全に子どもと川で遊べるようなイベントがあったらい

いなと思います。 

○花火・バーベキュー 

○ピクニックや BBQ ができるような空間、花火（狛江はどこで花火をしたら良いのか

分からない）、ワークショップ等のイベント、全て子どもと楽しめるファミリーが気

軽に行ける場所、狛江は多摩川が近くそこが魅力なのでお願いしたいです。 

○狛江を魅力ある場所にする為に多摩川河川敷の有効活用は良いと思います。許可が

下りるなら駐車場のそばでカフェ等やりたいです。 

○健康保持、憩いの場としての施設。例喜多見野川添いにある健康施設（ブラ下りけ

んすい器具等）ベンチ等 

○多摩川はできるだけ芝生を植える位の多目的広場として残してほしいと思います。 

○何か別のものを設置したりしない方が、多くの人々が快適に過ごせると思います。

雑草等を時々きれいにしていただきたいことと氾濫対策を考えていただければよい

のではないかと思います。水道橋と富士山をゆっくり眺めている方々をよく見かけま

すし私もその一人です。夕日や月の入り、桜の木もありますのであの辺りの景観を広

さを活かしながら守っていただけたらとおもっております。よろしくお願いいたしま

す。 

○近年色々なイベントが開催され、自然の中でのスポーツやタマリバー等とても楽し

みにしています。開放間もありとても気持ちのよい場所なのでもっとイベントを増や

してほしい。又カフェ等が出来るとうれしいです。 

○安全に運動のできる区画を区切ってほしい。 

○バーベキュー 

○グランドを特に（少年野球）で使わせて頂きますが、雨天時の使用早く水はけ出来

るような工夫があればなお有難いです。B 面は特に水が引きにくいです。 

○バーベキュー（手ぶらで行けるようなもの（キレイなトイレも）、花火 

○子どもたちが活発に遊べる環境を作ってほしい。街中の公園のようにあれこれ禁止

せずのびのび自由な場所であってほしい。 

○体験型カヤック等、土日限定オープンカフェ等 

○台風通過後河原の柳の木にゴミがまとわりついて木が倒れたり又不衛生な気がしま

す。清掃ボランティアを多く募って（回数を・あるいは毎回）ゴミを取り除いたらど

うでしょうか。 

○子ども達が遊べる広いスペースだけあれば良い！ 

○指定の場所でバーベキュー 

○たびたびの暴風地震におどろいています。いつ地震で小田急線がストップするかわ

かりません。長期の間ストップした場合乗客のことどうお考えでしょうか。どこに一
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時避難を考えておられますか。狛江市としてご一考くださいませ。広い土地があるな

ら一時でも休める場所をお作りくださいませ 

○天気に支障ないように歩けるようにしましょう。 

○多摩川沿いの道を並木道にし、所々にベンチを置き散歩道にしたらいかがでしょう

か。散歩にふさわしい道路はなかなか無いもの。車自転車が通らない緑がきれいな散

歩道は貴重な財産になると思います。 

○釣り、モトクロスの練習コース 

○盆踊り、老人向け体操用遊具 

○子どもたちが自転車の練習が出来る場所。子どもたちが夏に花火が出来る場所が出

来るといいと思います。 

○犬が苦手な人もいる。 

プレーパーク、BBQサイト（有料）、乳幼児を遊ばせやすい日陰と起伏のある遊び場 

○住宅街の中にある騒音のでる施設を移設してほしい。バスケットコートのドリブル

音がうるさく困っているため。 

○子ども達のコミュニティの場が増えるといいと思います。 

○音楽活動、駅前に続いて河川敷でも 

○ベンチの設置がもう少し増えたら快適に過ごせるような気がします。時にはお弁当

等を食して自然を満喫するのも良いかと思います（市内の公園も同様にベンチがあっ

たら有難いと思うことがよくあります。） 

○市内の放課後等デイサービスの子どもたちと狛江でポニーを飼うプロジェクトを進

めています。ドッグランの平日等団体予約利用で「ポニーラン」として貸し出して頂

く機会をつくって頂けたらうれしいです。市民の方がポニーの遊ぶ様子を見て楽しん

でもらう機会にもつながると思います。多摩川乗馬会や TAMARIBA のイベント等続

いていくといいと思います。 

○昔のように狛江側でもバーベキューや花火ができるようになるとうれしい。 

○人が集まれるよう積極的な整備できればよい 

○自然と楽しめるような整備が基本で自由に運動し憩える場所であるべきです。 
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（４）利用規約 

①ドッグラン利用規約 

１．ここは入場された方々が仲良く譲り合い、自らの責任で利用する施設です。咬傷事故など

のトラブルについては、当事者間で解決してください。 

２．入場できるのは、飼い主が制御できる犬だけです。 

３．小学生以下の方が利用する際は、必ず保護者が同伴してください。また、ベビーカーでの

入場及び未就学児の入場はできません。 

４．畜犬登録をしていない犬、及び１年以内に狂犬病の予防接種を打ってない犬の入場はでき

ません。 

５．犬を連れていない方の入場はご遠慮ください。 

６．発情中のメス犬（発情とは、出血中と出血後１～２週間程度をいいます）はご遠慮くださ

い。 

７．ドッグランには必ずリードをつけて入場し、周りの環境や他の利用者・犬などに慣れ、落

ち着いてからリードをはずしてください。 

８．犬をリードから離す場合は、犬から目を離さないようにし、犬の行動を即座に制御できる

ように気を配ってください。 

９．１人の飼主が同時に放せる犬は、１頭です。 

10．小型犬エリアは８kg程度までの犬が目安になります。 

11．フェンスを飛び越える可能性がある犬のご利用はご遠慮ください。 

12．場内でトラブルが発生した場合には、他の飼い主さんも速やかにリードを付けてください。

なお、トラブルの当事者は犬と一緒にドッグランから一旦退場してください。 

13．エサや人の飲食物は場内に持ち込まないでください。 

14．ゴミや犬の排泄物は、責任を持って持ち帰ってください。排泄した場所は、水で洗い流し

てください。 

15．他の利用者や犬に迷惑が掛かる行為はしないでください。 

16．ボールやフライングディスクなど遊具の遊びは禁止です。 

②駐車場利用規約 

利用上の注意 

１．駐車台数が限られていますので、ご利用の際はできるだけ「相乗り」でお越しください。 

２．利用時間を過ぎるとゲートを閉めます。この後の出庫はできませんのでご了承ください。 

３．利用時間を過ぎても河川敷内に駐車している車両がある場合、レッカー車で移動する場合

があります。 

４．場内は徐行してください。また、指定の場所以外での駐停車はご遠慮ください。 

５．荒天等により、退場を指示することがあります。 

６．荒天等により、利用時間内であっても閉鎖することがあります。 

７．本駐車場は河川敷利用者のみ利用できます。 
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８．その他係員の指示に従ってください。 

 

 

利用日・時間 

水・土・日曜日、祝日（年末年始、荒天時及びイベント時を除く。） 

８:30～18:30（ただし、オープンから５月末までは８:30～15:30とする。） 

 

利用できる車の規格 

全長５ｍ以下 

車幅 1.9ｍ以下 

車高 2.1ｍ以下 

車両重量 2.9t以下 
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