
調査の所見
　調査は気候の良い９月から11月に行ったにもかかわら
ず、公園で過ごす人が予想以上に少なかったことに、ま
ず驚きました。そして調査の結果、学区により公園の数
や質にばらつきがあることが分かりました。
　また全体的に「安心感」の要素は高いものの、「創造
性」「コミュニティ」の要素が低い公園が多く見られまし
た。1つの公園で多様な利用者ニーズに対応することは
難しいのが現状です。そこで小学校区の中で公園の役
割を分散させて、各公園の役割に応じてソフト面、ハー
ド面から改善していくことで、各小学校区の公園全体を
有効に機能させていきたいと考えました。
　ソフト面としては、人が入ることで、人目のなさや見通
しの悪さなどをカバーしたり、出会いの場を創出するこ
と、また可塑性のある素材を持ち込むことで、より創造
的な遊びを展開させたりといったことが考えられます。
具体例としては、乳幼児親子を対象にした屋外型子育
てサロンやプレーパークの開催、育児グループでの公園
利用促進など。公園調査プロジェクトでモデル的に行っ
た「遊びの出前」も、ソフト面での利活用に入ります（「遊
びの出前」の詳細については35ページ参照）。
　またハード面では、人と人が出会い集いやすくなるよ
うな、配置を考えた砂場・遊具・ベンチ等の設置、創
造的な遊びを展開できるような素材や遊具の配置、安
心感を増すような植栽や周囲の柵の設置などが考えら
れます。

　小学校区ごとの地図に記した「重点公園」は、学区
の中で遊び場として果たすべき役割が特に大きいため、
優先的な整備が望まれます。また遊び場事情が厳しい
小学校区では、小学校の校庭を遊び場として開放する
ことが望まれます。現状、小学校はわくわくプラザを通
して遊び場として開放されていますが、わくわくプラザを
利用する・しないにかかわらず、児童が自由に利用でき
るようになればと思います。
　公園の整備については、利用者ニーズと設置者の視
点の食い違いを感じることが数多くありましたので、今
後の公園整備に利用者の視点が取り入れられることを
願って、以下に要点をまとめました。

＜入り口対策＞
　今の入り口対策は基本的に「車止め」であり、乳幼
児や子どもの飛び出し抑制につながらないものが多かっ
たが、末長久保台公園（80）の入り口は写真1のように、
幼児の道路への飛び出しと、ボールの飛び出しを意識
したものだった。
　車通りの多い道路に面して車両用出入り口が設けられ
ていると、特に乳幼児にとって危険な場所になりかねな
いので、車両用出入り口の位置は見直しが必要。特に
危険な場所にある公園の入り口には、U 字型の内側に
網のついたもの等（写真2）を利用してはどうか。
　また対策をしてもベビーカーや車椅子で出入りができ
るよう配慮が必要（写真3・4）。デザイン性を持たせる
ことで公園のひとつの特徴になると、なおいい。

○遊び場全般についての総括



＜砂場＞　
　子どもの加えた力でかたちが変わっていく砂は、遊び
の素材として優れている。また砂場は親同士も会話しや
すい大切な場だが、立地によっては利用されないので、
以下のような条件下に設置されたい。
・開放感があり、他の子どもの遊びを意識できる場所
・日あたりがよく日陰もある
　（高架下や建物の陰は向かない）
・大人同士のおしゃべりスペースがある
また砂場の近くに水道があると、遊びの幅が広がる。

＜植栽＞
　フェンス脇の中木の植え込みのため、外からの見通し
がなくなっている公園があった。公園を犯罪の場にしな
いためにも、道を通りかかる人の視線を遮る位置にある
植栽の見直しが必要。中木は外からの視線を遮る上、刈
り込みに手間もかかりチャドクガなどの虫も付きやすいの
で、植える際に本当に必要かどうか、再検討されたい。
また、目隠しとしての役割だけでなく、花が咲いたり実が
なったりと、遊べる要素のある木がほしい。

＜周囲の柵＞　
　多くの公園に「人の迷惑になるボール遊び禁止」の看
板が立ち、子どもたちが安全にボール遊びできる場はほ
とんどないが、せめて１小学校区に１ヶ所は安全に友だち
とボールで遊べる場所がほしい。ある程度の広さがあれ
ば、周囲に高めの柵を設置することで実現できると思わ
れる。どうしても難しい場合は、小学校のグラウンドなど
の施設開放も考えてほしい。

＜街灯＞　
　子どもが走り回って遊ぶ公園では、街灯は公園の真
ん中にないほうが遊びやすい。例えば、鬼ごっこをして
いる子どもが真ん中に設置されている街灯に頭をぶつ
けてけがするケースもあり。

＜コミュニティスペース＞
　何人かで座っておしゃべりできるようなベンチの配置
があれば、公園はコミュニティスペースになりうる。テー
ブルと可動性のあるイス、又は正方形の大きなベンチな
どがあり、親子連れでもお弁当を食べられるようになる
といい。

＜トイレ＞
　トイレ設置には、ある程度以上の広さと近隣住人全
員の承諾が必要とされている。そのため、周りに住宅が
少なく人目の少ない公園にトイレが設置されて危険要素
となっている場所もある。公園はまちのコミュニティス
ペース。まちづくりの視点から、設置基準やしくみを変
えていく必要があるのではないか。

＜ゴミ箱＞
　特に子どもゴミが散乱しがちな公園には、ゴミ箱を設
置した方がいい。

＜公園の花壇＞
　人目のない公園では、ガーデニングなどで地域の人
の手が入ることで、安心感が得られるというメリットがあ
る。しかし公園に花を植える際には、花壇が子どもの遊
びや利用者の制約にならないことが必要。

＜掲示板＞
　町会掲示板とは別に、公園利用団体や利用者が気軽
に使える情報掲示板があるといい。

＜高架下の利用＞
　高架下は薄暗く安心感に欠けるため、遊び場として活
用するには、目玉となる遊具を置くなど、他の公園より
コストがかかる傾向がある。ただし壁あてをしても苦情
が少ないなどの長所もあるため、その利点を活かして、
ボール広場やテニスコート、スケートパークとして利用す
るなど、うまく活用できるとよい。高津区の例では、野
球場としてうまく活用している公園（No.128）があった。

○遊び場全般についての総括



　「遊びの出前」は、公園での遊び環境を保障するた
めに、自主的な遊びを見守りつつ、冒険的な遊びや生
活に根ざした遊びを展開するものです。野外での体験
を広げることにより、危険防止の能力や身体能力の向上、
異年齢交流や異世代交流を図ります。また、人や道具・
遊びの素材を持ち込むことで治安面や安全面での不安
を取り除き、普段使っている公園の遊び環境を豊かにし

て遊び場の可能性を広げます。
子育て経験のあるスタッフが橋渡しをすることで、利用
者間のコミュニケーションを円滑に。地域の中に開放的
な「集いの場」をつくることで、親の子育て不安を軽減し、
「みんなの子どもをみんなで育てる」という視点を大人
の側にも育てます。

○遊びの出前事業について

①すずらんテープで作ったカーテン。「普段この公園に
　は来なかったけど、工夫次第で人が集まり、小さい
　子でもこんなに楽しく過ごせるんですね」と近所に住
　むお母さん。
②お絵かきするだけで楽しいよ。はみ出しちゃっても　
　へっちゃら。寒くても、お外っていいね！
③箱にPPロープを結んだ引き車は人気でした。まだま
　だ全然帰りたくない保育園の子たち。今度は保育園
　でもダンボール遊びをやって楽しんでね。
④ダンボールのおうちに入った５人の小さなお客さん。
　「あったか～い」。
⑤いつもは使われていない砂場。固くなった土を朝のう
　ちにスコップで掘り起こしておいたところ、小学生が
　楽しそうに遊んでいました。
⑥スタッフは遊び場ネットのお母ちゃんたち。「孫に教
　えてあげたいから」と、小枝と毛糸で作る「クモの巣」
　にチャレンジするご近所の方との会話も弾みます。
⑦一本のロープから広がる遊び。つなひきの次は大な
　わ。公園にモノや人を持ち込むことで、子どもたちが
　自然に交わり、大人同士もつながっていく。
⑧ベーゴマを教えに来てくれたボランティアの方も。回
　せるようになった！と喜んだのは子どもだけではありま
　せん。ふと気付くと、大人だけの勝負も…。
⑨新聞紙で剣を作る子どもたち。中にはアルミ箔がう
　まくちぎれず、一本丸ごと全部使い切っちゃった小
　学生も。そして剣ができたら、もちろん戦いごっこ！
⑩ダンボールで作った力作を、お持ち帰りすることに。
　多くの子どもたちが「今度はいつ来るの？」「明日ま
　た来て」と。うれしいやら、ちょっとせつないやら。

●1

●

●●

●

●

●

● ●

4

3 7

●10

8

9

5 6

2



調査を終えて・・・　
河：私たち 7 人で 131ヶ所の公園を回ったわけだけど、
　公園の印象としてはどうだった？
野：わくわくするような公園はほとんどなかったね。
矢：公園って誰のために作られてるのかな。例えばほと
　んどのベンチが横に並んで配置されていたけど、それ
　だと何人かで来ても顔をあわせておしゃべりできない
　でしょ。使う側の立場に立ってない感じ。
野：でも公園事務所には苦情ばかりが寄せられて、きっ
　と精一杯対応しているうちに今の形になっちゃったん
　だよ。
山：だから私たちも普段使っている中で「良かったこと」
　は連絡しなくちゃ。
塚：逆に言うと、そんなことを話せる場があればいいん
　だよね。多くはないけど、いい公園もあったよ。
鈴：例えば久本鴨居町公園（No.49）。小さい子からお
　年寄りの散歩までいろんな世代の人がいたし、道路
　に面してフェンスのような黄色い柵があって、小学生
　のボール遊びが想定されていた。それから末長久保
　台公園（No.80）は、大人も関わって使いやすくしよ
　うと工夫されていた。利用者の声を反映させてつくっ
　てきた感じの公園は良かったよ。

公園へのニーズが多様化している
阿：私たちが公園に求めたかった「創造的な遊び場」や
　「コミュニティ」は、実際にはほとんど実現できていな
　かった。どうしてなのかと考えると、空き地や緑地が
　街の中になくなったことと関係しているように思えるん
　だよね。公園へのニーズは高まっていて、それは原っ
　ぱや空き地の果たして来た役割までも公園が果たさ
　なくちゃならないからなのかも。失ったものを埋める

　だけの公園はまだできていなくて、公園について発想
　の転換が必要なんじゃないかな。例えば土だけの公
　園、原っぱだけの公園みたいなのがあってもいいよね。
河：「すべり台、ブランコ、砂場」の昔ながらの公園ば
　かりの地域も多かった。
山：公園を作るときには、専門的な人が付くの？
矢：さぁ、でもいろいろと規定はあるみたい。
野：遊具と遊具の間はどれだけ取ると決まっているから、
　狭い公園だとパズルみたいに、いくつかパターンがで
　きあがるのかもね。
矢：でも少なくとも周りを意識して作れば「同じ地域に
　同じような公園ばかり」にはならないんじゃない？

人の気配を求めて
野：気候のいい時期を選んで調査したのに、遊んでいる
　親子は本当に少なかったよ。
鈴：そうそう、遊びの出前の日は朝から満員だった梶ヶ
　谷第3公園だって、先週通りかかったら誰もいなかっ
　た。でも遊具は変わらないでしょ。結局親も子も人恋
　しいのかもね。人の気配を求めて公園に行く。
山：公園が、人の気配を感じさせるかさせないか。それ
　は「人をイメージして設計されているか」ということと
　「生の人が手を掛けたものがあるかどうか」によるん
　じゃないかな。
河：久末こども公園（No.123）の手作りの黄色い花壇
　の柵、みたいな？
山：うんうん、あの柵があるから、行ったときに人がい
　なくても「ここで遊んでいい」って思える感じ。

空き地や原っぱを求めて
阿：遊具じゃないかもね。子どもの頃を思い出すと、空き
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　地のほうが遊びやすかった。何をやってもいい気がし
　て。
山：自然も残ってるし。
野：遊びが広がるよね。
河：そういえば生田緑地の藤子・F・不二雄ミュージアム、
　本当にドラえもんの土管のある原っぱができるのかな？
阿：さいわいふるさと公園（H22 夏にオープン予定、旧
　小倉わんぱく広場）には、今度新しく土管遊具ができ
　るのよ。
塚：へ～そうなの？今はもうほとんど見かけないけど土
　管っておもしろいよね。野川こども文化センターにあ
　る土管には、上からロープが吊るしてあってね・・・
矢：えっ？土管が縦に埋まってるの？
全員：（爆笑）
野：横よ～。縦だと出られないって。でも原っぱみたい
　に何にもないと、誰のせいでケガした、とは言わない
　よね、きっと。あと、タイヤなんかもほしいかな。
山：いいよね、タイヤ。
阿：昔よく校庭にも埋まってたよね。

これからの遊び場に期待すること
河：調査を終えてみて、これからの遊び場に期待する
　ことってなんだと思った？
野：与えすぎないことじゃない？
鈴：そうね、与えてほしいのはモノじゃないんだよ。
阿：おおらかなまなざし。「いいじゃん、このくらい」って
　いう。
矢：周りの大人がそうなればきっと禁止の看板も減るね。
鈴：禁止看板はよくないよ。でももしそこに人がいたら、
　犬のフンだって置いて帰らないでしょ？
塚：「今あるところをもっと遊べるように」ということに

　なると、公園にもっと人が入るしかないかなぁ。
野：人が入れば工夫できる。禁止の看板立てるんじゃ
　なくて、野放しで危ないことしている子に声かけたり、
　「もう遅いから帰りな」って言ってあげたり。

もっと思いっきり遊んじゃえば？
阿：ねえ、今もし子どもたちが全力でもっと思いっきり
　遊んじゃったら、世の中の大人たちは「子どもはこん
　なもの」ってあきらめてくれたりしないかな？
野：えっ？う～ん、どうだろう。でも自分だって子どもが
　大きくなって、キーキャー遊ぶ子が日常的にいなくなっ
　てきた今、いつか「うるさいよ」って言う側に回って
　しまうかもって危惧もあるよ。
山：確かに、年齢と共に子どもの煩さが体に響くように
　なってくるっていうか（笑）。
阿：昔より今の人のほうがずっと音に敏感だよね。
野：「個人を大事に」とか「個人情報保護」と言われる
　ようになってきた。だから公園に行っても「貸し借り」
　さえしにくいのかな。
山：もっと遊んじゃったら、どうなるか。子どもも「もっと」
　の先にあるものを知らないっていうか。大人も子ども
　に注意できなくなってるような。おせっかいに声かけ
　る人がいなくなってるよね。
矢：えっ？あたしはよく声かけてるよ。団地の窓から　
　「ちょっと、あんたたち～」ってさ。
全員：（笑）

「遊びの出前」は有効な手段？
山：そうなると、やっぱり「遊びの出前」なのかな？
野：そうなのかも。出前をやることで、ほどほどに子育 
　てが終わりかけてる人に、自分の子じゃない子どもに
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　声をかけて遊んじゃう楽しさを知ってもらう。そうやっ
　て、地域におせっかいな大人を増やしていく、みたい
　な。
河：最初のイメージでは「遊びの出前」の要素として火
　も工具も考えていたけど、結局持っていけなかった。
　それなのに子どもたちは、ダンボールとシャボン玉で
　あれだけ遊んじゃったよね。
山：素材も大事だけど、遊び方を知ってるか知らないかっ
　て大きい。たとえ「子ども夢パーク」に遊びに行って
　も「すべり台は上から下にすべるのよ」と気を配りな
　がら、絶対ケガさせないようにって大人が思ってたら、
　思いっきり遊べる“場 ”があっても遊べない。やっぱり
　見守る大人の目線は大事だね。
鈴：人のぬくもりは、地域のぬくもり。自分の住んでい
　る地域の環境、子どもたちの育っている環境、どんな
　人が住んでいて、どんな地域で、自分にはどんなこと
　ができるのか。公園をひとつのとっかかりにして、一
　人ひとりが考えてみられるといいね。

メンバー紹介
山岡：宮前区在住、有馬ふるさと公園でプレーパーク活
　　　 動を行っているポレポレ会の代表。高1・小6・小
　　   4の3児の母。

塚崎：宮前区在住。ポレポレ会のメンバーで、中1・小　
　　　5・小3・小1の子どもたちは自主保育で育てた。

阿部：幸区在住、夢見が崎プレーパークの代表で、中2・

　　    小5の女の子の母。

鈴木：麻生区在住。中1・小 2 の子どもの自主保育生活
　　   と並行して、遊び場活動を行ってきた経験を持つ。

野口：多摩区在住、多摩区でプレーパークをやっちゃお
　　   う会のメンバー。中3・中1・小 4・小1の4児を
　　　自主保育で育てた。津田山の子ども夢パークの設
　　　立に関わり、支援委員会のメンバーでもある。

矢花：多摩区在住、中 3・小 6・小 2の三兄弟の母。自
　　   主保育を卒会後、多摩区でプレーパークをやっちゃ
　　   おう会のメンバーとして遊び場にかかわる。

河村：高津区在住、子育て系の活動を続けながら、小6
　　　・小 4・小 1の三兄弟を自主保育で育てた。子ど
　　   も夢パーク支援委員会にもかかわっている。


