
H29市民ワークショップ 模造紙 まとめ 

テーマ「ところざわサクラタウン周辺の街並み」 

 １班  

どのような街並みが望ましいか 

【アプローチ】 

〔ふんわり〕＝セーフティ（安全） 

・トイレが必要 

・ごみ箱 

・賃料が高い 

・外国人、外からの人向け、〝今ある沿道商業〟含めたまちづくり 

◇まちの統一感 

・歩道狭い 

・花見の期間短い 

◎ピンクのもの 

・建物の壁面（ex.西松屋）、ビョウブのようなものとか 

・桜をたどってたどり着くような 

・駅が明るくなると…（良くなってきたけど） 

・天候に左右されない工夫（ex.屋根とか） 

・電柱の地中化 

◇住宅との共存 

・飲食店…にぎやかさ…観光・良、住民・悪 

◇安全性（通りの） 

・自転車レーン 

・〝安全面〟歩者⇔自転車、分離 

・暗い、外灯少ない 

・学生の通学も安全に 

 

〔ゆっくり〕＝スローリー（休憩・休息） 

◎休めるセツビ、ベンチ、たくさん 

◎レンタサイクル、サクラタウンだけでない…もっと広い活用 

◇観光案内 

・商店街、地域のもの活用し PR、地産地消 

◎歩くことが目的、おしゃれなカフェ、食べ歩き 

 

〔にっこり〕＝スマイリー（楽しい、笑顔） 

◇子どもが喜ぶしかけ 

・なぞなぞ、トリックアート、動物が  （隠れたヨウカイ探せ） 

・タイル、けんけんぱの形に並べる、遊び、 

◇楽しい歩行空間 

・東所沢駅に〝案内所〟ボランティア、無人 AR 

◎東所沢のマップ、食べ歩き 

・やり過ぎると(色)わかりづらく繁盛しない 

・統一感 

◎住人も不便、地味、魅力薄い 



◎アクセス、東所沢←所沢・航空公園・新所沢 

・バスの便数増やす 

・認知症の方、〝ランたま〟①ふんわり②ゆっくり③にっこり 

・①段差、明るさ 

 ②横断歩道信号長く  

【公園】 

・電灯が少ない、暗い 

■キレイ安全なトイレ 

・トイレがほしい、整備したい 

・場所がきたない 

■健康 

・駅から何歩とか、駅に案内も 

◆ゆっくりできる環境 

・カフェ、コンビニ欲しい 

・雑木林、静かな場所として 

・ベンチ増やすと良い 

・井の頭公園、〝思い出ベンチ〟、まちの思い出を寄付 自分のもの 

 

・イベント開催（マラソン、空市、ヨガ…） 

・屋根つきスペース 

・公園へのアプローチ、内部〝電飾〟 

 

・植栽少なく 

・木の間隔 

                                          

 ２班  

東所沢駅から歩きたくなるアプローチとは？ 

■現状 

◎特徴がない、田舎くさい 

・ビル少ない 

・若干寂れている、ガードレールが古くさい 

・田舎くさい 

・チェーンの店舗 

・カフェ（ない） 

・特徴はあまり見えてこない 

■歩道にあたたかみ、おもしろさを 

・アニメキャラクターの像 

・歩道の舗装・拡張、路面にキャラクター(ところん・角川キャラ) 

・歩道平ら、やや狭い？ 

・自転車走行にも適した歩道 

・色とりどりのブロック 

・歩道が狭い 

・コンクリートではないあたたかさ 

・花（管理の問題あり） 

・歩きやすい道、自転車と歩行者が安全に使える道 



・ベロタクシー（歩けない人）、セグウェイに乗りやすいもの 

・清掃ロボット（常にきれいな道）、ディズニーのキャスト 

・公園入口に手すり 

■ベンチの設置 

・駅前が殺風景 

・駅前の空間が狭い 

・ベンチ（ない） 

・途中にベンチ 

・アート or（アニメ）のベンチ 

・一定間隔にベンチ 

・目印になるようなベンチ 

・アーケード（屋根）ない 

・屋根（アーケード） 

・ライティング（必要） 

・のぼり一体型の街灯（季節により色を変える） 

■音楽・光の工夫 

サクラタウンの音楽 

 

隣接する東所沢公園のあり方 

■遊具のリニューアル 

◇キャラクターをいかす 

◇Coolに統一 

・ウッドベースの遊んでみたくなるゆうぎ（ウッドベースへの統一） 

・遊具リニューアル（ところん…）・トイレリニューアル（きれい、バリアフリー） 

■逆に自然だけ 

・サクラタウンへの通り道なので「特につけ加えない」 

・遊具は不要、自然に集中 

■自然の中にこっそりキャラクター 

・雑木林の中をトトロとかキャラクターがかくれてる 

■自然が楽しめる(水、環境、花) 

・水の流れがある大きな池 

・季節の花が楽しめる 

・花だん→花を楽しめる場所があるとイイかな 

■誰もやさしい公園 

◇バリアフリー整備。 

・駅側、サクラタウンアプローチの拡張、段差解消（ゆるやかなスロープ） 

・車いすでも気がねせず過ごせる場所 

・ベンチ 

・トイレの整備、つかいやすいトイレ 

◇喫煙/禁煙 

・喫煙場所、全面禁煙？ 

■楽しめるイベント 

・移動式のイベント（スタンド屋台） 

・イベント（花火大会） 

・夏の花火大会 

・公園のイルミネーション 



■光で楽しむ 

・噴水のライトアップ 

◇・噴水の柵がない方が良い 

・噴水の柵がない方が 

◇足元を照らす 

・園内歩道のライトアップ（足元だけとか） 

 

どのような街並みが望まれるか 

■安全かつアクセスしやすい道路＋十分な P 

・道路整備（大型バス対応、バスターミナル周辺の歩道分離 

・所沢駅ウラのシャトルバス増発（ところバス・西武バス） 

・十分な駐車場 

■音楽のあふれるまち 

・音楽あふれる街 

■環境先進地のアピール 

・環境アピール（所沢産利用）自然エネルギー 

■水に親しみが持てる遊歩道 

・東川沿いの遊歩道整備 

■所沢駅周辺ともちがう特徴あるまちなみ 

→◎空が見える 

■緑に調和した景観 

・緑に調和した建物規制 

・ガードレール等ふくむ、ガードレール→花壇？→いらない？ 

・緑・街 

■近隣住民への配慮 

・施設が出来るのはにぎわいでき、良いと思うが、住人の方への配慮 

■桜がさらに楽しめる 

・しだれ桜を増やす 

■お花見 

お花見ができるスペース 

                                          

 ３班  

東所沢駅から歩きたくなるアプローチとは 

・飛行機・航空をテーマにした街路、オブジェ、モチーフ  

・駅からのサイクリングロード※東川沿いにも作って欲しい。航空公園へ出られる 

・レンタサイクル、東所沢～航空公園 

・春にマラソン 

■マンホール・看板・オブジェ 

◇ところん、ライオンズのレオ、KADOKAWAのキャラ 

・曲がり角等に公園及びサクラタウンへの道標となるところんの看板を設置する。 

・マンホール（ところんと桜）が続いている 

・斜めから見ると絵が見れる柵を点々と設置する 

・KADOKAWAのキャラのマンホールや看板？ 

■ゴールまでたのしめる 

・スタンプラリーを楽しみながら歩ける 



◇Wifiを利用して現地までゲーム感覚で参加できる 

◇楽しんで歩ける 

・さんぽが出来る 

・道沿いの建物の景観の統一 

・並木の整備 

◇ようこそカドカワ感を出しては？ 

・カドカワ「ウェルカム」ポスター・フラッグ・街路灯・イルミネーション 

・道路ペイント①路線②アニメキャラクターを使った案内図（50m毎）、インバウンド

対策 

    ・海外の方に向けた対応 

・駅舎の整備 

・地元の農作物に触れられる物販、無人販売 

・坂のない道路、交番  安全・安心 

・食べ歩きができるまち 

 

隣接する東所沢公園のあり方 

・コスプレーヤーの撮影ができる景観づくり 

・明るくて夜でも楽しめる 

・チューリップ、あじさい、もみじ、コスモス、シクラメン、ストック、葉ボタン、 

一年中楽しめる 

・家族がお弁当をひろげて食べる広場  

・一日中楽しめる公園 

・明るい公園、春夏秋冬の花を植える 

・イベント後の夜間若者の飲酒・騒ぎ対策 

・動物がいる公園 

・ベンチを多く設置する 

・アスレチック（子供の為の）を作る 

・ドッグランを作る 

・子ども向けの遊具の設置 

・樹木のライトアップ、ルミナリエみたいなもの 

・お手洗いを綺麗に充実させる 

・車椅子（ベビーカー等含む）でも、公園内を抜けてサクラタウンに難なく行けるよう 

・水辺がある公園（ららぽーとにあるポップン噴水みたいなもの） 

・駅も含めて、明るく花や木々等で自然も豊かな、楽しそうな、面白そうな雰囲気（キ

ャラクター等を使用して） 

・地元の企業や大学との連携 店を出す、イベントなど。 

 山田うどん、日芸、早稲田 

 

どのような街並みが望まれるか 

・地元にお金が落ちる 

・所沢駅方面との連携 

◇活気のある街 

・所沢駅に準じるまちの核に 

◇所沢の農産物とコラボする町づくり 

・畑を見ながら楽しめる、食事ができる 

・①日本ならでは 



・②異文化を取り入れる ex)川崎チッタ、ハウステンボス 

・渋滞の緩和、駐車場空き状況情報提供 

                                                      

 ４班  

東所沢駅から歩きたくなるアプローチとは 

■歩道整備 

・駅→タウンまで滞りがないアプローチ、歩道等の整備が必要 

・浸水性のある舗装 

・コルク素材の道路（足にやさしい） 

・広い歩道、自転車、車椅子、ベビーカーなど 

・車いす道路 

・ベンチ、ゴミ箱を多く設置する 

・ネコバス 

■誘導（シンボルを追跡）公園までの導き 

・隠れミッキー的なのを探しながら進める 

・プロジェクションマッピングで案内してもらう 

・陶板に焼き付けた絵画の間を抜けて歩くような 

・歩道に塗装するとコースが分かりやすくなるかと（小トトロ、中トトロ、大トトロで

経路の進み具合がわかる）年配の方を考えて、ところどころにベンチのような休める

場所（屋根付のネコバス停？） 

■店舗の種類など 

・テラスのあるカフェ 

・商店街だけど、1か月ごと新しいお店が入る 

・露店やストリートパフォーマンス、大道芸等実施 

■アクセス（公園まで） 

◇移動への配慮 

・雨にはぬれないようにしたい 

・歩ける距離じゃないので無料バスの回遊 

◎路面電車（LRT）自動運転システム 

■樹木（種類の工夫） 

◎街路樹で特徴づけ 

◎駅→東所沢公園までの桜並木の整備 

・桜などの植樹 

・植木(実のなる木)リンゴの木、ミカン、柿 

・鳥の餌場 

 

隣接する東所沢公園のあり方 

■こどもの興味 

◇子どもと一緒に来たくなるしかけ 

・迷路（樹木）常緑樹 

・子供の遊具 

・木、どんぐりなどで工芸的な 

・遊具のレンタル 

■メイの家、複葉機の模型 

・ツリーハウス 



■解放感、景観の活用 

◇オープンな雰囲気の空間 

・富士山、スカイツリー、眺望 

■イベント催し 

・広場でイベントを開く（音楽、アート等） 

・マルシェなどのイベント(自然な感じを活かした) 

・フェスなど音楽イベント 

・ストリートパフォーマンス 

■地域との連続性 

・サクラタウンとのデザイン統一 

誘導するように 

・音楽と一緒に動く噴水に変更 

◇東川沿い 

・桜の花見ができる公園 

◇自然の活用、野鳥がみられる場所 

・鳥が集まる水場 

◇自転車利用 

・サイクリングロードの連続性（駐輪場） 

■整備の方向性 

・どんな人が来るかを固定しないでの整備も仕掛けも 

・災害時対応策、設備なども 

・民間に運営を委託して活用、（マルシェや、店舗、営業など） 

・解放を主とした利用、子ども連れが使いやすい、使いたくなる公園 

 

どのような街並みが望まれるか 

◎地元活かした、優先したもの、まち並み 

・看板の「色」制限 

・大きすぎる看板 NG 

・目立つ看板の制限 

・街路樹との調和 

・信号での交通整理ではない制御（ラウンダー） 

・コンビニチェーン店の制限（マルシェ的な店舗で） 

・移動手段とマッチしたまち並み 
 


