
築山と健康遊具のある公園

●調査日 平成21年9月24日（木）
　10時 34分～　☀
　調査時の利用は保育園1組

●もっと活用するために
健康遊具があるが使い方が
分からず、説明書きが必要。
入り口に対策を。

●気づいたこと
平日の午前中は、近所の保育
園が毎日利用している。乳幼
児期の親子も時 見々かけると
のこと。大雨の時のための雨
水貯留池にもなっている。
入り口近くに水道があるが、入
り口対策は不十分。

●もっと活用するために
大型マンションに越してきた乳幼
児連れの親たちが、子どもを介し
てつながれる貴重な場。コミュニ
ティスペースを整えたい。「日陰が
ほしい」、「砂場がほしい」という
利用者の声あり。日陰付きの砂
場があればよい。入り口に対策を。

●気づいたこと
奥の複合遊具はどちらかというと
小さな子どもには不向きだが、手
前の小さな遊具で遊ぶ子どもと、
地べたにしゃがみこんでいる親た
ちでいっぱい。
入り口がバス通りに面しているの
で幼い子どもが飛び出しそう。危
険を感じる。

【所在地】高津区久地3-200-15　【管理状況】街区公園・運営協議会

おしゃれな複合遊具があり人の集まっている公園

広さ

利便性

創造性公園の魅力

安心感

コミュニティ

広さ

利便性

創造性公園の魅力

安心感

コミュニティ

久地
ふれあい

公園

【所在地】高津区久地3-200-16　【管理状況】街区公園・運営協議会

くじふれあいこうえん

●平成21年9月24日（木）
　11時 00分～☀
　調査時の利用は親子10組

資料

12

くじのさとこうえん

久地
の里
公園
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②
久
地
小
学
校
区

＜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　　　　　　　　　○ 
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）　　　　　　　　　 × マンションのつま側
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× 入り口2ヶ所ともに対策が必要
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　　　　　　　　× 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　　　　　　 　○ 保育園・小学生
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、クローバー
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　　　　　　　　 △ 近隣は工場など
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～（1,714㎡）

＜コミュニティ＞　　　　　　　　　　２点
ベンチがある　　　　　　　　　　　　　○ あるけど集えない配置
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　                   ○ 利用者同士のつながり
＜安心感＞　　　　　　　　　　　  　４点
明るい　　　　　　　　　　　　　　　　○ 
人目がある（外からの）　　　　　　　　　 ○ マンションベランダ側、保育園隣
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× バス通りに面しており、対策が必要
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　　　　　　 　○ 親子連れがよく利用
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　　　　　　 ○ 複合遊具の上でおままごとができる
 ＜利便性＞　　　　　　　　　　　　４点
利用しやすい場所にある　　　　　　　　 ○ 大型マンションのエントランス側
ベビーカーを押したまま移動できる　　　　  ○ 
トイレがある　　　　　　　　　　　　　 ○ 障がい者対応できれい オムツ替え可
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～（1,475㎡）



平瀬川沿いの開けた公園

●平成21年9月24日（木）12時00分～　☀
　調査時の利用は親子3組プラス４人

くじばいりんこうえん

久地
梅林
公園

13 【所在地】高津区久地3-4　【管理状況】街区公園・愛護会

マンションの階段の上にある公園

広さ

利便性

創造性公園の魅力

安心感

コミュニティ

●もっと活用するために
テーブルといすを上手く配置して、
コミュニティスペースを。砂場の上
にも日陰を作りたい。小学生も発
散できるような工夫が欲しい。
明るく開けた公園で利用者も多い
ので、一日ゆっくり過ごしてもらうた
めにトイレの設置を考えたい。

●気づいたこと
親子連れが集まっている公園。遊
具は1つしかないが、ごっこ遊びが
できるので幼児に人気。利用者同
士、顔がつながっていていい雰囲
気。
砂場の上に骨組みだけがあり、日
陰になっていない。

●もっと活用するために
活用は難しい。公園上の道路から
の入り口を作れば少しは改善され
るかもしれない。提供公園としてマ
ンションの管理下に置いた方が、
改善の余地がありそう。

●気づいたこと
マンションの提供公園だと思って
いる人が多い。雑草は伸び放題。
入り口は一ヶ所で、何かあったとき
に逃げ場がなく、安心感に欠ける。
（→公園事務所としては秋に除草
作業を行っている。）

久地
伊屋ノ免

公園

14 【所在地】高津区久地548-26　【管理状況】街区公園・愛護会なし

広さ

利便性

創造性公園の魅力

安心感

コミュニティ

くじいやのめんこうえん

●平成21年9月24日（木）
　10時12分～☀
　調査時の利用は0人

資料

②
久
地
小
学
校
区

＜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　                             　　　 ○ 中央に大きな木
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　                   ○ 利用者同士
＜安心感＞　　　　　　　　　　　  　４点
明るい　　　　　　　　　　　　　　　　○ 
人目がある（外からの）　　　　　　　　　 × 駐車場と駐輪場に囲まれている
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× あると安心
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＞　　　　　　　　　　４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＞　　　　　　　　　　　　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　　○ 
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　　　　　　 ○ 複合遊具でおままごと、築山…
 ＜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＞　　　　　　　　　　　　　４点
面積　～400  ～800  ～2500  ～10000　10001～（3,800㎡）

＜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　                             　　　 △ マンションの陰になる時間あり
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＞　　　　　　　　　　　  　１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○ 
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　　△ ネコじゃらし
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＞　　　　　　　　　　　　１点
利用しやすい場所にある　　　　　　　　 × 長い階段の上
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　　　　　　　　　　　　　　○ ただし階段の下
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～（476㎡）



久地神社の坂の上にある狭くて長い緑道

●調査日 平成21年9月24日（木）
　11時47分～　☀
　調査時の利用は0人くじふどうりょくどう

久地不動
緑道

15 【所在地】高津区久地506-37　【管理状況】緑道・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

②
久
地
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　                             　　　 ○ 
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    ○ 緑道全体の管理をしている
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＞　　　　　　　　　　　  　２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　　　 　○ 遊具なし
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＞　　　　　　　　　　　　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　　○ ヤマブドウのような木
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＞　　　　　　　　　　　　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　　　　　　　　　　　　　 × 
水道がある　　　　　　　　　　　　　　○ 入り口付近に2ヵ所
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～（720㎡）

●もっと活用するために
見晴らしがよい場所にベンチ
などあれば休憩場所になって
いいが、スペースがない？

●気づいたこと
管理団体は「津田山の自然
を守る会」となっており、マン
ション建設反対運動の後に
できたようだ。津田山に昔か
ら生育していた植物を育てて
いる緑道だが、ウルシの木
もあり、子どもが遊ぶには適
さない。


