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坂道の突き当たり、３段に分かれている公園

●調査日 
　平成21年9月17日（木）
　10時～ ☀
　調査時の利用は保育園1組

●気づいたこと
全体的に寂しげな印象。公園の
手入れをしているおじさんは毎日来
ている。団地に続く小さな出入り
口はあるが、一般の人にとっての
公園の出入り口は手前の１ヶ所の
み。昔は子どもが奥の崖を登って
遊んでいたそうだが、今は柵があ
り禁止されている。

●もっと活用するために
袋小路になっているが、奥に入り
口がほしい。日向住宅側の木が
成長して暗い公園に、枝打ちが必
要。（→２１年度中に町会立ち会い
で高木を剪定。）
平日に子どもだけで遊ぶには安心
感に欠けるが、休日に親子でキャッ
チボールするにはいい公園。

●気づいたこと
下作延小学校区の小学生に人気
の公園（学校アンケートによる）。
木の成長に伴い、植栽が多すぎ
る印象あり。階段脇フェンスにサ
ザンカが植えられており、外部から
の視界をさえぎっている。
看板が2つ、それぞれ1,782㎡と
836㎡の表示。

●もっと活用するために
この学区で唯一小学生が遊べて
いる公園で、ボール遊びもできる
が、柵から出ると坂の下まで転がっ
てしまうため、入り口にボールが出
ていかないような対策を。
外部からの視界を遮るサザンカは
ないほうがよい。外からの見通しを
良くすることで、安心感がＵＰ。しもさくのべきたのたに

こうえん

下作延
北ノ谷
公園

1 【所在地】高津区下作延1809-8　【管理状況】街区公園／愛護会

斎場の裏手にある公園

広さ

利便性

創造性公園の魅力

安心感

コミュニティ

津田山
第3
公園

【所在地】高津区下作延1899-8　【管理状況】街区公園／運営協議会

つだやまだいさんこうえん

●調査日 平成21年9月17日（木）
   10時50分～☀
   調査時の利用は1人（花壇の手入れ）

資料

2

  ＜コミュニティ＞　　　　　　　　　　２点
ベンチがある　　　　　　　　　　　　　○
テーブルがある　　　　　　　　　　　 　×
日陰がある　                             　　　 ○　
掲示板がある　　　　　　　　　　　　　×　
子ども達を見守る大人が居る　　　　　　　×
生活に根ざした遊びが体験できる　　　　　×
雨宿りできる場所がある　　　　　　　　　○ あずまやがある
地域の人が手入れしている畑や花壇がある    ×
イベントがよく開かれる　　　　　　　　　 ×
人と人とのつながりを感じる　                   ×
＜安心感＞　　　　　　　　　　　　  ４点
明るい　　　　　　　　　　　　　　　　○
人目がある（外からの）　　　　　　　　　 ○ マンションのベランダ側
植栽が適切に配置されている　　　　　　  × チャドクガがいるサザンカは不要？
よく使われている　　　　　　　　　　　　○ 保育園の利用＋小学生

通り道として利用できる　　　　　　　　　○
遊具スペースと広場スペースに分かれている   ○
車の往来の多いところでは入り口などに対策がある○　
ゴミが散乱していない　　　　　　　　  　○
壊れたままになっている遊具がない　　　 　○
路上駐車がない　　　　　　　　　　　　×
街灯がある 　　　　　　　　　　　○  
 ＜公園の魅力＞　　　　　　　　　　３点
四季を感じる自然がある　　　　　　　　  ○ サクラ、ツツジ、アジサイ
せせらぎや池がある　　　　　　　　　  　×
砂場が清潔で使いやすい　　　　　　　　△ 落ち葉が混ざり、あまり使われていない
ボール遊びが出来るスペースがある　　　　○
よく子ども達が利用している　　　　　　 　○　
バスケ・テニスなど体を使った遊びのスペースがある　×
 ＜創造性＞　　　　　　　　　　　　３点
遊びの素材となる木や土、水がある　　　　×
木の実や草花、虫など遊べる自然がある　　○ ヤマモモ、サクラ
ダスト舗装されていない部分がある　　　　×
地面に起伏がある　　　　　　　　　　　×
冒険的な遊びが体験出来る　　　　　　　×
遊び心を刺激する要素がある　　　　　　 ○ 砂場のヘリや斜面部分
 ＜利便性＞　　　　　　　　　　　　２点
利用しやすい場所にある　　　　　　　　 ○ マンション脇にある
ベビーカーを押したまま移動できる　　　　  ○
トイレがある　　　　　　　　　　　　　 ×
水道がある　　　　　　　　　　　　　　○
時計がある　　　　　　　　　　　　　　×
駐車スペースがある　　　　　　　　　　  ×  
 ＜広さ＞　　　　　　　　　　　　　３点
面積　～400  ～800  ～2500  ～10000　10001～（1,782㎡）

広さ

利便性

創造性公園の魅力

安心感

コミュニティ

  ＜コミュニティ＞　　　　　　　　　　３点
ベンチがある　　　　　　　　　　　　　○
テーブルがある　　　　　　　　　　　 　×
日陰がある　                             　　　 ○　
掲示板がある　　　　　　　　　　　　　×　
子ども達を見守る大人が居る　　　　　　　○ 手入れの方が毎日いるようだ
生活に根ざした遊びが体験できる　　　　　×
雨宿りできる場所がある　　　　　　　　　× 
地域の人が手入れしている畑や花壇がある    ○
イベントがよく開かれる　　　　　　　　　 ×
人と人とのつながりを感じる　                   ×
＜安心感＞　　　　　　　　　　　  　３点
明るい　　　　　　　　　　　　　　　　△ 薄暗い
人目がある（外からの）　　　　　　　　　 × 住宅の玄関側、斎場の裏手
植栽が適切に配置されている　　　　　　  × 育ちすぎている
よく使われている　　　　　　　　　　　　× 

通り道として利用できる　　　　　　　　　×
遊具スペースと広場スペースに分かれている   ○
車の往来の多いところでは入り口などに対策がある○ 車の往来は少ない
ゴミが散乱していない　　　　　　　　  　○
壊れたままになっている遊具がない　　　 　△ ブランコの柵に凹みあり
路上駐車がない　　　　　　　　　　　　○
街灯がある 　　　　　　　　　　　○  
 ＜公園の魅力＞　　　　　　　　　　２点
四季を感じる自然がある　　　　　　　　  ○ シイの木
せせらぎや池がある　　　　　　　　　  　×
砂場が清潔で使いやすい　　　　　　　　× 砂場は糞害のためなくなったらしい
ボール遊びが出来るスペースがある　　　　○
よく子ども達が利用している　　　　　　 　× ほとんど利用されていない
バスケ・テニスなど体を使った遊びのスペースがある　×
 ＜創造性＞　　　　　　　　　　　　４点
遊びの素材となる木や土、水がある　　　　○ 登れる木
木の実や草花、虫など遊べる自然がある　　○ マテバシイのどんぐり、オオバコ
ダスト舗装されていない部分がある　　　　○
地面に起伏がある　　　　　　　　　　　×
冒険的な遊びが体験出来る　　　　　　　×
遊び心を刺激する要素がある　　　　　　 ○ 
 ＜利便性＞　　　　　　　　　　　　２点
利用しやすい場所にある　　　　　　　　 × 公園入り口の道は斎場で行き止まり
ベビーカーを押したまま移動できる　　　　  ○
トイレがある　　　　　　　　　　　　　 ×
水道がある　　　　　　　　　　　　　　○
時計がある　　　　　　　　　　　　　　×
駐車スペースがある　　　　　　　　　　  ×  
 ＜広さ＞　　　　　　　　　　　　　４点
面積　～400  ～800  ～2500  ～10000　10001～（3,085㎡）



①
下
作
延
小
学
校
区

坂道の途中にある､大人の憩いの場

●平成21年9月17日（木）11時30分～　☀
　調査時の利用は0人

つだやまこうえん

津田山
公園

3 【所在地】高津区下作延1923-124　【管理状況】街区公園／運営協議会

津田山公園のすぐ近く、遊具のある子ども向きの公園

広さ

利便性

創造性公園の魅力

安心感

コミュニティ

●もっと活用するために
乳幼児とシニア向けの公園とし
て、現状でよく機能している。
トイレは津田山公園の茂みの中
にあるが、人目もあり開けた立地
のこちらの公園に設置した方が
使いやすい。

●気づいたこと
住宅街の中の、明るくてきれいな
公園。津田山公園が大人向けな
のに対して､こちらは子ども向けとい
う印象。ボール遊びのスペースは
ないが、乳幼児向けの公園として
利用されている。
看板は984㎡、資料では975㎡

津田山
第2
公園

4 【所在地】高津区下作延1923-93　【管理状況】街区公園／愛護会

広さ

利便性

創造性公園の魅力

安心感

コミュニティ

つだやまだいにこうえん

●平成21年9月17日（木）12時～　☀
　調査時の利用は１人（学生）

資料

＜コミュニティ＞　　　　　　　　　　２点
ベンチがある　　　　　　　　　　　　　○ 
テーブルがある　　　　　　　　　　　 　× 
日陰がある　                             　　　 ○ 
掲示板がある　　　　　　　　　　　　　○ 町会の掲示板
子ども達を見守る大人が居る　　　　　　　× 
生活に根ざした遊びが体験できる　　　　　× 
雨宿りできる場所がある　　　　　　　　　× 
地域の人が手入れしている畑や花壇がある    × 
イベントがよく開かれる　　　　　　　　　 × 
人と人とのつながりを感じる　                   × 
＜安心感＞　　　　　　　　　　　  　３点
明るい　　　　　　　　　　　　　　　　× 大きな木が多い
人目がある（外からの）　　　　　　　　　 × 外からの見通しは良くない
植栽が適切に配置されている　　　　　　  ○ 緑が多く美しい
よく使われている　　　　　　　　　　　　△ 

通り道として利用できる　　　　　　　　　○ 
遊具スペースと広場スペースに分かれている   ○ 遊具は鉄棒のみ
車の往来の多いところでは入り口などに対策がある○ 
ゴミが散乱していない　　　　　　　　  　○ 
壊れたままになっている遊具がない　　　 　○ 
路上駐車がない　　　　　　　　　　　　○ 
街灯がある 　　　　　　　　　　　○   
 ＜公園の魅力＞　　　　　　　　　　２点
四季を感じる自然がある　　　　　　　　  ○ 背の高い木々
せせらぎや池がある　　　　　　　　　  　× 
砂場が清潔で使いやすい　　　　　　　　× 砂場はない
ボール遊びが出来るスペースがある　　　　○ 
よく子ども達が利用している　　　　　　 　× 乳幼児向きではない。小学生は？
バスケ・テニスなど体を使った遊びのスペースがある　× 
 ＜創造性＞　　　　　　　　　　　　３点
遊びの素材となる木や土、水がある　　　　○ 
木の実や草花、虫など遊べる自然がある　　○ ドングリ
ダスト舗装されていない部分がある　　　　○ 
地面に起伏がある　　　　　　　　　　　× 
冒険的な遊びが体験出来る　　　　　　　× 
遊び心を刺激する要素がある　　　　　　 × 
 ＜利便性＞　　　　　　　　　　　　２点
利用しやすい場所にある　　　　　　　　 × 
ベビーカーを押したまま移動できる　　　　  × 
トイレがある　　　　　　　　　　　　　 ○ 死角になっている
水道がある　　　　　　　　　　　　　　○ 
時計がある　　　　　　　　　　　　　　× 
駐車スペースがある　　　　　　　　　　  ×  
 ＜広さ＞　　　　　　　　　　　　　３点
面積　～400  ～800  ～2500  ～10000　10001～（1,739㎡）

＜コミュニティ＞　　　　　　　　　　２点
ベンチがある　　　　　　　　　　　　　○ 
テーブルがある　　　　　　　　　　　 　× 
日陰がある　                             　　　 ○ 
掲示板がある　　　　　　　　　　　　　○ 町会の掲示板　二ヶ所あり
子ども達を見守る大人が居る　　　　　　　× 
生活に根ざした遊びが体験できる　　　　　× 
雨宿りできる場所がある　　　　　　　　　× 
地域の人が手入れしている畑や花壇がある    × 
イベントがよく開かれる　　　　　　　　　 × 
人と人とのつながりを感じる　                   × 
＜安心感＞　　　　　　　　　　　  　４点
明るい　　　　　　　　　　　　　　　　○ 
人目がある（外からの）　　　　　　　　　 ○ 
植栽が適切に配置されている　　　　　　  ○ 
よく使われている　　　　　　　　　　　　○ 

通り道として利用できる　　　　　　　　　○ 
遊具スペースと広場スペースに分かれている   × 
車の往来の多いところでは入り口などに対策がある○ 
ゴミが散乱していない　　　　　　　　  　○ 
壊れたままになっている遊具がない　　　 　○ 
路上駐車がない　　　　　　　　　　　　○ 
街灯がある 　　　　　　　　　　　○   
 ＜公園の魅力＞　　　　　　　　　　３点
四季を感じる自然がある　　　　　　　　  ○ 
せせらぎや池がある　　　　　　　　　  　× 
砂場が清潔で使いやすい　　　　　　　　○ 
ボール遊びが出来るスペースがある　　　　× 
よく子ども達が利用している　　　　　　 　○ 
バスケ・テニスなど体を使った遊びのスペースがある　× 
 ＜創造性＞　　　　　　　　　　　　３点
遊びの素材となる木や土、水がある　　　　○ 
木の実や草花、虫など遊べる自然がある　　○ 
ダスト舗装されていない部分がある　　　　○ 
地面に起伏がある　　　　　　　　　　　× 
冒険的な遊びが体験出来る　　　　　　　× 
遊び心を刺激する要素がある　　　　　　 × 
 ＜利便性＞　　　　　　　　　　　　３点
利用しやすい場所にある　　　　　　　　 × 急坂
ベビーカーを押したまま移動できる　　　　  ○ スロープになっているところあり
トイレがある　　　　　　　　　　　　　 × 
水道がある　　　　　　　　　　　　　　○ 
時計がある　　　　　　　　　　　　　　○ 
駐車スペースがある　　　　　　　　　　  ×  
 ＜広さ＞　　　　　　　　　　　　　３点
面積　～400  ～800  ～2500  ～10000　10001～（975㎡）

●もっと活用するために
現状で、大人のための空間
としてよく機能している。
トイレはここではなく、津田
山第２公園にあるといい。

●気づいたこと
防災倉庫あり。遊具は鉄棒
しかなく､子どもが遊ぶという
より､大人が休憩に来る公
園。高木の緑が美しい。
トイレが死角になっていて、
利用するのに不安を感じる。



霊園のはじっこ、斜面のある小さな公園

●平成21年11月21日（土）13時00分～　☀
　調査時の利用は小学生2人と親子1組

ぞうさん こうえん

ぞうさん
公園

5  【所在地】高津区下作延1505　【管理状況】墓園／霊園事務所

住宅地のはずれの小さな公園

下作延
西谷
公園

6 【所在地】高津区下作延1347-1 　【管理状況】街区公園／愛護会なし

しもさくのべにしのやこうえん

●平成21年9月17日（木）14時35分～☀　
　調査時の利用は0人

資料

広さ

利便性

創造性公園の魅力

安心感

コミュニティ

＜コミュニティ＞　　　　　　　　　　１点
ベンチがある　　　　　　　　　　　　　× 
テーブルがある　　　　　　　　　　　 　× 
日陰がある　                             　　　 ○ 
掲示板がある　　　　　　　　　　　　　× 
子ども達を見守る大人が居る　　　　　　　× 
生活に根ざした遊びが体験できる　　　　　× 
雨宿りできる場所がある　　　　　　　　　× 
地域の人が手入れしている畑や花壇がある    × 
イベントがよく開かれる　　　　　　　　　 × 
人と人とのつながりを感じる　                   × 
＜安心感＞　　　　　　　　　　　  　３点
明るい　　　　　　　　　　　　　　　　○ 
人目がある（外からの）　　　　　　　　　 ×
植栽が適切に配置されている　　　　　　  ○ 
よく使われている　　　　　　　　　　　　○ 

通り道として利用できる　　　　　　　　　○ 
遊具スペースと広場スペースに分かれている   ○ 広場がない
車の往来の多いところでは入り口などに対策がある○ 
ゴミが散乱していない　　　　　　　　  　× ゴミだらけという印象
壊れたままになっている遊具がない　　　 　○ 
路上駐車がない　　　　　　　　　　　　× 
街灯がある 　　　　　　　　　　　×   
 ＜公園の魅力＞　　　　　　　　　　３点
四季を感じる自然がある　　　　　　　　  ○ イチョウ
せせらぎや池がある　　　　　　　　　  　× 
砂場が清潔で使いやすい　　　　　　　　× ゴミが散乱
ボール遊びが出来るスペースがある　　　　× 
よく子ども達が利用している　　　　　　 　○ 
バスケ・テニスなど体を使った遊びのスペースがある　× 
 ＜創造性＞　　　　　　　　　　　　４点
遊びの素材となる木や土、水がある　　　　○ 
木の実や草花、虫など遊べる自然がある　　○ オオバコ
ダスト舗装されていない部分がある　　　　○ 
地面に起伏がある　　　　　　　　　　　○ 斜面で段ボール滑り 
冒険的な遊びが体験出来る　　　　　　　× 
遊び心を刺激する要素がある　　　　　　 ○ 
 ＜利便性＞　　　　　　　　　　　　１点
利用しやすい場所にある　　　　　　　　 × 
ベビーカーを押したまま移動できる　　　　  × 
トイレがある　　　　　　　　　　　　　 × 夢パーク・霊園にはある
水道がある　　　　　　　　　　　　　　× 
時計がある　　　　　　　　　　　　　　× 
駐車スペースがある　　　　　　　　　　  ×  
 ＜広さ＞　　　　　　　　　　　　　２点
面積　～400  ～800  ～2500  ～10000　10001～（700㎡）

広さ

利便性

創造性公園の魅力

安心感

コミュニティ

＜コミュニティ＞　　　　　　　　　　１点
ベンチがある　　　　　　　　　　　　　○ 
テーブルがある　　　　　　　　　　　 　× 
日陰がある　                             　　　 × 
掲示板がある　　　　　　　　　　　　　× 
子ども達を見守る大人が居る　　　　　　　× 
生活に根ざした遊びが体験できる　　　　　× 
雨宿りできる場所がある　　　　　　　　　× 
地域の人が手入れしている畑や花壇がある    × 
イベントがよく開かれる　　　　　　　　　 × 
人と人とのつながりを感じる　                   × 
＜安心感＞　　　　　　　　　　　  　３点
明るい　　　　　　　　　　　　　　　　○ 
人目がある（外からの）　　　　　　　　　 ○ 
植栽が適切に配置されている　　　　　　  ○ 
よく使われている　　　　　　　　　　　　× 

通り道として利用できる　　　　　　　　　× 
遊具スペースと広場スペースに分かれている   ○ 広場がない
車の往来の多いところでは入り口などに対策がある○ 
ゴミが散乱していない　　　　　　　　  　○ 
壊れたままになっている遊具がない　　　 　○ 
路上駐車がない　　　　　　　　　　　　○ 
街灯がある 　　　　　　　　　　　○   
 ＜公園の魅力＞　　　　　　　　　　１点
四季を感じる自然がある　　　　　　　　  × 
せせらぎや池がある　　　　　　　　　  　× 
砂場が清潔で使いやすい　　　　　　　　× 砂場はない
ボール遊びが出来るスペースがある　　　　× 
よく子ども達が利用している　　　　　　 　× 
バスケ・テニスなど体を使った遊びのスペースがある　× 
 ＜創造性＞　　　　　　　　　　　　１点
遊びの素材となる木や土、水がある　　　　× 
木の実や草花、虫など遊べる自然がある　　× 
ダスト舗装されていない部分がある　　　　× 
地面に起伏がある　　　　　　　　　　　× 
冒険的な遊びが体験出来る　　　　　　　× 
遊び心を刺激する要素がある　　　　　　 × 
 ＜利便性＞　　　　　　　　　　　　２点
利用しやすい場所にある　　　　　　　　 × 
ベビーカーを押したまま移動できる　　　　  ○ 
トイレがある　　　　　　　　　　　　　 × 
水道がある　　　　　　　　　　　　　　○ 
時計がある　　　　　　　　　　　　　　× 
駐車スペースがある　　　　　　　　　　  ×  
 ＜広さ＞　　　　　　　　　　　　　１点
面積　～400  ～800  ～2500  ～10000　10001～（374㎡）

●もっと活用するために
水道、街灯、ゴミ箱の設置
を。近くにある「子ども夢パー
ク」と連携して管理したい。
お墓参りの人たちが通り抜
けることもあるので、ベンチ
やテーブルがあるといい。

●気づいたこと
子どものゴミが散乱していて
荒れている。近くに砂場がな
いので、砂場で遊ぶために
来ている親子がいたが、砂
場はゴミだらけ。
斜面があり、段ボールすべり
が楽しそう。

●もっと活用するために
近隣にはマンションも多く、
ニーズがある地域なので、
乳幼児が遊べる公園として
整備。小さいので遊具やベ
ンチの配置に頼る部分が大
きい。乳幼児向けの魅力的
な遊具と木陰の設置を。

●気づいたこと
整備された小さな公園。プラ
スチック遊具とスプリング遊
具が２つある。プラスチック
製のため、冬場には静電気
が発生。
道路からの見通しはよいが、
車や人の通りがないのでさみ
しい。

①
下
作
延
小
学
校
区



道路の突き当たり､高台にある公園

●平成21年9月17日（木）14時15分～☀
　調査時の利用は0人

●もっと活用するために
立地的に、乳幼児よりは小学生の
方が遊べそうな場所なので、小学
生向けの魅力的な遊具を設置した
公園にしたい。
入り口に車いすが入れる工夫をすれ
ば、日中は施設のお年寄りも利用
できる。

●気づいたこと
老人ホームの前にある。
狭いところに遊具はブランコとベン
チだけで、遊びが広がらない。スプ
リング遊具を撤去した跡がある。

しもさくのべにしこうえん

下作延
西公園
公園

7 【所在地】高津区下作延1223-9　【管理状況】街区公園／愛護会

身代り公園の向かいの公園

広さ

利便性

創造性公園の魅力

安心感

コミュニティ

●もっと活用するために
人目が届かないので、植栽の中木
を見直した方がよい。（→公園事
務所では21年中に剪定済み。）
身代り公園と違う遊びができるよ
うな工夫が必要。もともと通りの
騒音のある場所なので、フェンス
で囲い、バスケットゴールなどを設
置、小中学生対象にしては？

●気づいたこと
身代り公園の道路を挟んだ向か
いにあるが、バス通りに車が多く、
横断するのは危ない。中木が周り
を囲んでいて、バス通りから見えに
くい。狭い。向かいの身代り公園
と同じ要素しかなくて魅力がない。

下作延
中耕地
公園

8 【所在地】高津区下作延1019-10　【管理状況】街区公園／愛護会

広さ

利便性

創造性公園の魅力

安心感

コミュニティ

しもさくのべなかこうち
こうえん

●平成21年9月17日（木）13時50分～☀
　調査時の利用は0人

資料

＜コミュニティ＞　　　　　　　　　　１点
ベンチがある　　　　　　　　　　　　　○ 
テーブルがある　　　　　　　　　　　 　× 
日陰がある　                             　　　 ○ 
掲示板がある　　　　　　　　　　　　　× 
子ども達を見守る大人が居る　　　　　　　× 
生活に根ざした遊びが体験できる　　　　　× 
雨宿りできる場所がある　　　　　　　　　× 
地域の人が手入れしている畑や花壇がある    × 
イベントがよく開かれる　　　　　　　　　 × 
人と人とのつながりを感じる　                   × 
＜安心感＞　　　　　　　　　　　  　３点
明るい　　　　　　　　　　　　　　　　○ 
人目がある（外からの）　　　　　　　　　 ○ 
植栽が適切に配置されている　　　　　　  ○ 
よく使われている　　　　　　　　　　　　○ 

通り道として利用できる　　　　　　　　　× 
遊具スペースと広場スペースに分かれている   × 
車の往来の多いところでは入り口などに対策がある○ 車通りがない
ゴミが散乱していない　　　　　　　　  　○ 
壊れたままになっている遊具がない　　　 　○ ただしスプリング遊具撤去の跡あり
路上駐車がない　　　　　　　　　　　　× 
街灯がある 　　　　　　　　　　　○   
 ＜公園の魅力＞　　　　　　　　　　１点
四季を感じる自然がある　　　　　　　　  × 
せせらぎや池がある　　　　　　　　　  　× 
砂場が清潔で使いやすい　　　　　　　　× 砂場はない
ボール遊びが出来るスペースがある　　　　× 
よく子ども達が利用している　　　　　　 　× 
バスケ・テニスなど体を使った遊びのスペースがある　× 
 ＜創造性＞　　　　　　　　　　　　１点
遊びの素材となる木や土、水がある　　　　× 
木の実や草花、虫など遊べる自然がある　　× 
ダスト舗装されていない部分がある　　　　× 
地面に起伏がある　　　　　　　　　　　× 
冒険的な遊びが体験出来る　　　　　　　× 
遊び心を刺激する要素がある　　　　　　 × 
 ＜利便性＞　　　　　　　　　　　　２点
利用しやすい場所にある　　　　　　　　 × 行き止まり
ベビーカーを押したまま移動できる　　　　  ○ 
トイレがある　　　　　　　　　　　　　 × 
水道がある　　　　　　　　　　　　　　○ 
時計がある　　　　　　　　　　　　　　× 
駐車スペースがある　　　　　　　　　　  ×  
 ＜広さ＞　　　　　　　　　　　　　１点
面積　～400  ～800  ～2500  ～10000　10001～（353㎡）

＜コミュニティ＞　　　　　　　　　　１点
ベンチがある　　　　　　　　　　　　　○ 
テーブルがある　　　　　　　　　　　 　× 
日陰がある　                             　　　 ○ 
掲示板がある　　　　　　　　　　　　　× 
子ども達を見守る大人が居る　　　　　　　× 
生活に根ざした遊びが体験できる　　　　　× 
雨宿りできる場所がある　　　　　　　　　× 
地域の人が手入れしている畑や花壇がある    × 
イベントがよく開かれる　　　　　　　　　 × 
人と人とのつながりを感じる　                   × 
＜安心感＞　　　　　　　　　　　  　３点
明るい　　　　　　　　　　　　　　　　○ 
人目がある（外からの）　　　　　　　　　 △
植栽が適切に配置されている　　　　　　  × 
よく使われている　　　　　　　　　　　　× 

通り道として利用できる　　　　　　　　　○ 
遊具スペースと広場スペースに分かれている   × 
車の往来の多いところでは入り口などに対策がある× 
ゴミが散乱していない　　　　　　　　  　○ 
壊れたままになっている遊具がない　　　 　○ 
路上駐車がない　　　　　　　　　　　　○ 
街灯がある 　　　　　　　　　　　○   
 ＜公園の魅力＞　　　　　　　　　　１点
四季を感じる自然がある　　　　　　　　  ○ ヤマモモ
せせらぎや池がある　　　　　　　　　  　× 
砂場が清潔で使いやすい　　　　　　　　× 日があまり当たらない
ボール遊びが出来るスペースがある　　　　× 
よく子ども達が利用している　　　　　　 　× 身代り公園の方が利用は多い
バスケ・テニスなど体を使った遊びのスペースがある　× 
 ＜創造性＞　　　　　　　　　　　　１点
遊びの素材となる木や土、水がある　　　　× 
木の実や草花、虫など遊べる自然がある　　× 
ダスト舗装されていない部分がある　　　　× 
地面に起伏がある　　　　　　　　　　　× 
冒険的な遊びが体験出来る　　　　　　　× 
遊び心を刺激する要素がある　　　　　　 × 
 ＜利便性＞　　　　　　　　　　　　３点
利用しやすい場所にある　　　　　　　　 ○ 
ベビーカーを押したまま移動できる　　　　  ○ 
トイレがある　　　　　　　　　　　　　 × 
水道がある　　　　　　　　　　　　　　○ 
時計がある　　　　　　　　　　　　　　× 
駐車スペースがある　　　　　　　　　　  ×  
 ＜広さ＞　　　　　　　　　　　　　１点
面積　～400  ～800  ～2500  ～10000　10001～（391㎡）

①
下
作
延
小
学
校
区



バス通りの脇にある、乳幼児の集まる公園

●平成21年9月17日(木)13時50分～☀
　調査時の利用は0人

●もっと活用するために
周りは小さい公園ばかりなので、この
公園を乳幼児がもっと遊べる公園にし
たい。砂場まわりにコミュニティスペー
スを。改修工事の際には、より魅力的
な乳幼児向け遊具を設置。

●気づいたこと
幼稚園帰りに利用する親子がいる。
バス通り脇にあり、車の騒音がある。
小さい公園だが、ごみ箱は２つある。
道を挟んで向かいの中耕地公園側より
こちら側にマンションが多く、利用者も
こちらの方が多い。

●もっと活用するために
暗くて人目がなく、本能的に
危険を感じる。
子どもの遊び場には適さな
いので、駐輪場などとして利
用してはどうか。

●気づいたこと
２４６の高架が低く、圧迫
感がある。天気が良くても
暗い。新しい遊具や砂場が
あるが､周囲にはタバコの吸
い殻や酒の空き缶が散乱し
ていて安心して利用できな
い。粗大ゴミの不法投棄も
ある。“犬を遊ばせない”と
張り紙がある。

しもさくのべみがわり
こうえん

下作延
身代り
公園

9 【所在地】高津区下作延1019-8　 【管理状況】街区公園／愛護会

２４６の高架下の公園（沿線道路より久地寄りの部分）

広さ

利便性

創造性公園の魅力

安心感

コミュニティ

下作延
中央
公園1

10 【所在地】高津区下作延4-10-1　【管理状況】街区公園／愛護会あり

しもさくのべちゅうおう
こうえん①

●平成21年9月17日（木）13時～　☀　
　調査時の利用は0人

資料

広さ

利便性

創造性公園の魅力

安心感

コミュニティ

①
下
作
延
小
学
校
区

＜コミュニティ＞　　　　　　　　　　１点
ベンチがある　　　　　　　　　　　　　○ 
テーブルがある　　　　　　　　　　　 　× 
日陰がある　                             　　　 △ 日が入らない
掲示板がある　　　　　　　　　　　　　○ 町会の掲示板
子ども達を見守る大人が居る　　　　　　　× 
生活に根ざした遊びが体験できる　　　　　× 
雨宿りできる場所がある　　　　　　　　　× 
地域の人が手入れしている畑や花壇がある    × 
イベントがよく開かれる　　　　　　　　　 × 
人と人とのつながりを感じる　                   × 
＜安心感＞　　　　　　　　　　　  　１点
明るい　　　　　　　　　　　　　　　　× 高架が低くて、とても暗い
人目がある（外からの）　　　　　　　　　 × 
植栽が適切に配置されている　　　　　　  × 
よく使われている　　　　　　　　　　　　× ゴミは落ちているが…

通り道として利用できる　　　　　　　　　○ 
遊具スペースと広場スペースに分かれている   ○ 
車の往来の多いところでは入り口などに対策がある× 
ゴミが散乱していない　　　　　　　　  　× 酒の缶・吸い殻・粗大ゴミ
壊れたままになっている遊具がない　　　 　○ 
路上駐車がない　　　　　　　　　　　　○ 
街灯がある 　　　　　　　　　　　○   
 ＜公園の魅力＞　　　　　　　　　　１点
四季を感じる自然がある　　　　　　　　  × 
せせらぎや池がある　　　　　　　　　  　× 
砂場が清潔で使いやすい　　　　　　　　× 犬の糞がある
ボール遊びが出来るスペースがある　　　　○ 
よく子ども達が利用している　　　　　　 　× 
バスケ・テニスなど体を使った遊びのスペースがある　× 
 ＜創造性＞　　　　　　　　　　　　１点
遊びの素材となる木や土、水がある　　　　× 
木の実や草花、虫など遊べる自然がある　　× 
ダスト舗装されていない部分がある　　　　○ 
地面に起伏がある　　　　　　　　　　　× 
冒険的な遊びが体験出来る　　　　　　　× 
遊び心を刺激する要素がある　　　　　　 × 
 ＜利便性＞　　　　　　　　　　　　３点
利用しやすい場所にある　　　　　　　　 ○ 
ベビーカーを押したまま移動できる　　　　  ○ 
トイレがある　　　　　　　　　　　　　 × こちら側にはない
水道がある　　　　　　　　　　　　　　○ 
時計がある　　　　　　　　　　　　　　× 
駐車スペースがある　　　　　　　　　　  ×  
 ＜広さ＞　　　　　　　　　　　　　５点
面積　～400  ～800  ～2500  ～10000　10001～（19,841㎡）

＜コミュニティ＞　　　　　　　　　　２点
ベンチがある　　　　　　　　　　　　　○ 
テーブルがある　　　　　　　　　　　 　× 
日陰がある　                             　　　 ○ マンションの陰になる時間あり
掲示板がある　　　　　　　　　　　　　○ 町会の掲示板
子ども達を見守る大人が居る　　　　　　　× 
生活に根ざした遊びが体験できる　　　　　× 
雨宿りできる場所がある　　　　　　　　　× 
地域の人が手入れしている畑や花壇がある    × 
イベントがよく開かれる　　　　　　　　　 × 
人と人とのつながりを感じる　                   × 
＜安心感＞　　　　　　　　　　　  　３点
明るい　　　　　　　　　　　　　　　　○ 
人目がある（外からの）　　　　　　　　　 ○ 歩行者からの目
植栽が適切に配置されている　　　　　　  ○ 
よく使われている　　　　　　　　　　　　○ 

通り道として利用できる　　　　　　　　　○ 
遊具スペースと広場スペースに分かれている   ○ 広場スペースはない
車の往来の多いところでは入り口などに対策がある× ガードレールも切れていて危険
ゴミが散乱していない　　　　　　　　  　○ 
壊れたままになっている遊具がない　　　 　○ 
路上駐車がない　　　　　　　　　　　　× 
街灯がある 　　　　　　　　　　　○   
 ＜公園の魅力＞　　　　　　　　　　２点
四季を感じる自然がある　　　　　　　　  × 
せせらぎや池がある　　　　　　　　　  　× 
砂場が清潔で使いやすい　　　　　　　　○ 
ボール遊びが出来るスペースがある　　　　× 
よく子ども達が利用している　　　　　　 　× 
バスケ・テニスなど体を使った遊びのスペースがある　× 
 ＜創造性＞　　　　　　　　　　　　２点
遊びの素材となる木や土、水がある　　　　× 
木の実や草花、虫など遊べる自然がある　　○ 
ダスト舗装されていない部分がある　　　　× 
地面に起伏がある　　　　　　　　　　　× 
冒険的な遊びが体験出来る　　　　　　　× 
遊び心を刺激する要素がある　　　　　　 × 
 ＜利便性＞　　　　　　　　　　　　３点
利用しやすい場所にある　　　　　　　　 ○ 
ベビーカーを押したまま移動できる　　　　  ○ 
トイレがある　　　　　　　　　　　　　 × 
水道がある　　　　　　　　　　　　　　○ 
時計がある　　　　　　　　　　　　　　× 
駐車スペースがある　　　　　　　　　　  ×  
 ＜広さ＞　　　　　　　　　　　　　２点
面積　～400  ～800  ～2500  ～10000　10001～（604㎡）



２４６高架下の公園（沿線道路より梶ヶ谷寄りの部分）

●平成21年9月17日（木）
　13時～　☀
　調査時の利用は0人

●もっと活用するために
高架下の公園だが、悪条件
の中でよく機能している。
この地域には子どもたちが
体を使って遊べる広さの公
園が他にないので、テニス
コートは利用目的をテニスに
限定せず、子どもたちも思
いっきりボール遊びができる
広場として利用されたい。
公園内の行き来ができるよ
う、脇に道をつけてはどうか。

●気づいたこと
高架下だがこちら側は高さが
あり､日差しも届くところがあ
る。以前はターザンロープの
遊具が人気だったそうだ。
ゲートボール場とテニスコート
がある。一番奥に子どもの
遊具スペースがあるが､脇の
道を通らないとたどり着けな
い。保育園が隣にある。
公園に住んでいる人が何人
かいる。

【所在地】高津区下作延4-10-1　【管理状況】街区公園／愛護会

広さ

利便性

創造性公園の魅力

安心感

コミュニティ

資料

10

下作延
中央
公園 2
しもさくのべちゅうおう

こうえん②

＜コミュニティ＞　　　　　　　　　　３点
ベンチがある　　　　　　　　　　　　　○ 
テーブルがある　　　　　　　　　　　 　× 
日陰がある　                             　　　 △ 高架下で日があまり入らない
掲示板がある　　　　　　　　　　　　　○ 
子ども達を見守る大人が居る　　　　　　　× 
生活に根ざした遊びが体験できる　　　　　× 
雨宿りできる場所がある　　　　　　　　　○ 
地域の人が手入れしている畑や花壇がある    ○ 
イベントがよく開かれる　　　　　　　　　 ○ 子ども向けイベントではない
人と人とのつながりを感じる　                   × 
＜安心感＞　　　　　　　　　　　  　４点
明るい　　　　　　　　　　　　　　　　○ 
人目がある（外からの）　　　　　　　　　 ○ 
植栽が適切に配置されている　　　　　　  ○ 
よく使われている　　　　　　　　　　　　○ ゲートボール、テニス

通り道として利用できる　　　　　　　　　× 
遊具スペースと広場スペースに分かれている   ○ 
車の往来の多いところでは入り口などに対策がある× 
ゴミが散乱していない　　　　　　　　  　○ 
壊れたままになっている遊具がない　　　 　○ 
路上駐車がない　　　　　　　　　　　　○ 
街灯がある 　　　　　　　　　　　○   
 ＜公園の魅力＞　　　　　　　　　　２点
四季を感じる自然がある　　　　　　　　  × 
せせらぎや池がある　　　　　　　　　  　× 
砂場が清潔で使いやすい　　　　　　　　× 砂場はない
ボール遊びが出来るスペースがある　　　　× 
よく子ども達が利用している　　　　　　 　× 隣のかつら公園の利用はある
バスケ・テニスなど体を使った遊びのスペースがある　○ ただし利用には予約が必要
 ＜創造性＞　　　　　　　　　　　　１点
遊びの素材となる木や土、水がある　　　　× 
木の実や草花、虫など遊べる自然がある　　× 
ダスト舗装されていない部分がある　　　　× 
地面に起伏がある　　　　　　　　　　　× 
冒険的な遊びが体験出来る　　　　　　　× 
遊び心を刺激する要素がある　　　　　　 ○ ついたてやテーブルのある小さい遊具
 ＜利便性＞　　　　　　　　　　　　４点
利用しやすい場所にある　　　　　　　　 ○ 
ベビーカーを押したまま移動できる　　　　  ○ 
トイレがある　　　　　　　　　　　　　 ○ 
水道がある　　　　　　　　　　　　　　○ 
時計がある　　　　　　　　　　　　　　× 
駐車スペースがある　　　　　　　　　　  ×  
 ＜広さ＞　　　　　　　　　　　　　３点
面積　～400  ～800  ～2500  ～10000　10001～（2,432㎡）

①
下
作
延
小
学
校
区


