
平瀬川沿いのマンション公園

●平成21年9月24日（木）15時 10分～　☀
　調査時の利用は1人

くじいせみやがわら
こうえん

久地伊勢
宮河原
公園

16 【所在地】高津区久地2-872-81　【管理状況】街区公園・愛護会なし

自転車や乗用玩具が楽しい、元交通公園

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
入り口対策を。
地面は固いが特色ある公園。
砂場まわりを整えれば、もっ
と遊べる公園になるのでは？
広さもあるので、小・中学生
も遊べるように、フェンスで
囲ったボール遊びコーナーが
できるといい。

●気付いたこと
保育園に隣接している。ベン
チが25個もある。保育園の
利用が多いが、一般親子の
利用は少なくなっている。ジャ
ングルジムとすべり台の下が
コンクリートで、落下時を考え
ると怖い。植え込みにシート
がかけてある？　入口にガー
ドレールがなく、道路への飛
び出しが危険。

●もっと活用するために
掲示板を利用して、地域の
情報発信を。
ベンチを増やして大人が休憩
できる場に。健康遊具を設置
してもよい。

●気付いたこと
町会の掲示板がある。明るく
て人目があり安心感はあるが、
とても狭く、遊びの要素に乏
しい。

溝口北
公園

17 【所在地】高津区溝口5-15-2　【管理状況】街区公園・運営協議会

広さ

利便性

創造性公園の魅力

安心感

コミュニティ

みぞのくちきたこうえん

●平成21年9月28日（月）
　10時00分～　☁
　調査時の利用は保育園2組

資料

③
高
津
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　                             　　　 △ 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＞　　　　　　　　　　　  　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   ○ 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○ 対策はないが車通りがない
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　　　 　○ 
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　　　　　　 　× 乳幼児や小学生がいなくもない
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＞　　　　　　　　　　　　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＞　　　　　　　　　　　　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　　　　　　　　　　　　　　× 
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～（201㎡）

＜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　　　　　　　　　　　　　　　　○ 
人目がある（外からの）　　　　　　　　　 ○ 
植栽が適切に配置されている　　　　　　  × 高木が茂っている
よく使われている　　　　　　　　　　　　○ 

通り道として利用できる　　　　　　　　　△ できなくはないが、階段があり困難
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× 飛び出してしまう可能性あり！
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　　　　　　　　× 猫のフンが多く、対策が望まれる
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　　　　　　 　○ 保育園児が多い
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＞　　　　　　　　　　　　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　　　　× 地面はほとんどコンクリート
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　　　　　　 ○ 汽車やトンネルの遊具
 ＜利便性＞　　　　　　　　　　　　４点
利用しやすい場所にある　　　　　　　　 ○ 保育園に隣接
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～（1,657㎡）



街中にある、こども文化センターに隣接した公園

●調査日 平成21年9月28日（月）
　13時50分～　☁
　調査時の利用は親子3組

●もっと活用するために
防災倉庫の位置をずらして死
角をなくしたい。
地域の人たちの見守りが必要
な公園。遊び場としてはこ文と
連携して活用したい。

●気づいたこと
待ち合わせ場所のよう。人は
たくさんいるが、つながってい
ない。公園の中でおしっこする
人、お酒を飲んでいる人がい
る。空き缶回収中の人がベン
チで寝ている。ゴミが散乱。

●もっと活用するために
木 の々手入れ。枝打ち・伐採でも
う少し明るい場所に。
人が集う環境は整っているので、
コミュニティスペースを整備。
循環型の小さなせせらぎ、セン
サーで飛び出す水などを設置すれ
ば、乳幼児親子の貴重な遊び場
になる。

●気づいたこと
図書館に隣接しているためか、大
人の利用が多い。ご飯を食べた
り、本を読んだり、大人の休憩所
という感じ。ホームレスの居場所
にも…。せっかくの木陰ではある
が、木が多く、しかも低いところ
に茂っていて薄暗い。（→夏場は
木陰が涼しいという声あり。）

（→公園事務所で２１年度にイン
ターロッキング補修工事済。）

【所在地】高津区溝口3-10-8　【管理状況】街区公園・愛護会なし

図書館に隣接する木陰空間

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

溝口
緑地

【所在地】高津区溝口4-16-2　【管理状況】都市緑地・愛護会なし

みぞのくちりょくち

●平成21年9月28日（月）
　12時 15分～　☁
　

資料

19

みぞのくちみまみこうえん

溝口南
公園

18③
高
津
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　　　　　　　　　○ こども文化センター
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　　　　　　　　　　　　○ いろんな大人、安心感は今一つ

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× コンクリの車止めはあるが危ない
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　　　 　○ 
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　　　　　　 　○ 待ち合わせ場所
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＞　　　　　　　　　　　　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　　　　　　　　　　　　　 × こども文化センターの中にある
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～（1,638㎡）

＜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　　　　　　　　　○ 図書館のエントランス部分
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　　　　　　　　　　　　○ 大人の利用が多い

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○ 対策はないが車通りが少ない
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　　　 　○ 
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　　　　　　 　× 
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　　　　○ 木登りできる木
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＞　　　　　　　　　　　　４点
利用しやすい場所にある　　　　　　　　 ○ 図書館に隣接している
ベビーカーを押したまま移動できる　　　　  ○ 
トイレがある　　　　　　　　　　　　　 × 図書館の中にある
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～（2,145㎡）



サンジェルマン工場向かいの、砂場のある公園

●平成21年9月28日（月）
　11時 00分～　☀
　調査時の利用は親子８組

みぞのくちこうえん

溝口
公園

20 【所在地】高津区二子1-16-1【管理状況】街区公園・愛護会なし

大貫病院跡地に作られた、大山街道沿いのマンション公園

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
砂場が清潔で木陰もあり、親子
がよく利用しているので、コミュニ
ティスペースを整えたい。放課後
は小学生も遊びたいが、ボール
遊びをするには狭い。幼児と小学
生が共存して遊べる工夫が必要。
時計の要望あり。（→21年度中に
設置予定。）

●気づいたこと
乳幼児の親子がたくさん集まって
いる。ゴミ箱が２個あるが、子ども
ゴミが時々散乱。不法投棄も。
小学生はボール遊びをするが、広
場と遊具スペースが一緒なので危
ない。ボールが外に飛び出しやす
い。公園内に掲示板があるが、道
路を向いていて、園内からは見え
ない。

●もっと活用するために
小さいので現状で精一杯。
地域情報発信の場としても
利用しては？
入口に対策を。乳幼児の遊
具もあるといい。

●気づいたこと
車通りの多い大山街道に面
しているが、入口に対策がな
くて危ない。
マンションの子どもたちが利
用しているが、狭くてあまり
遊べない。サラリーマンがお
弁当を食べていることもあ
る。地域の人はあまり利用し
ない。
植え込みの中木（レッドロビ
ン）に毛虫が発生している。

二子
２丁目
公園

21 【所在地】高津区二子2-8　【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

ふたごにちょうめこうえん

●平成21年9月28日（月）12時00分～　☁
　調査時の利用は0人

資料

③
高
津
小
学
校
区

＜コミュニティ＞　　　　　　　　　　３点
ベンチがある　　　　　　　　　　　　　○ ベンチが1つ斜めになっている
テーブルがある　　　　　　　　　　　 　× 
日陰がある　                             　　　 ○ 砂場周りに木陰がある
掲示板がある　　　　　　　　　　　　　○ 公園に背を向けている
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）　　　　　　　　　 ○ 
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× ボールが転がり出やすい
ゴミが散乱していない　　　　　　　　  　× 子どもが散らかしたままのことがある
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　　　　　　　　○ 砂が減っているが…
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　　　　　　　　　　　　　 × 
水道がある　　　　　　　　　　　　　　○ 
時計がある　　　　　　　　　　　　　　× 「時計がほしい」という声あり
駐車スペースがある　　　　　　　　　　  ×  
 ＜広さ＞　　　　　　　　　　　　　３点
面積　～400  ～800  ～2500  ～10000　10001～（993㎡）

＜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　　　　　　　　　　　　　○ 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＞　　　　　　　　　　　  　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   ○ 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× 危ない、入口の対策が必要
ゴミが散乱していない　　　　　　　　  　× 時々散乱、近所の人が片付けている
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　　　　　　 　× マンションの小学生が時々
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～（205㎡）



岡本かの子文学碑が立つ公園

●調査日 平成21年9月28日（月）
　11時 40分～　☀
　調査時の利用は1組と大人1人

●もっと活用するために
神社での季節ごとのイベント

（どんど焼き・もちつきなど）な
ど、生活に根ざした遊びの場、
伝承の場として活用したい。

●気づいたこと
向かいに神社の管理人さんが
住んでいて、公園の手入れをし
ている。多摩川も近く、開放
感がある。「遊んでよい緑がほ
しい」という声あり。
文学碑に割れビンのゴミが散
乱。登る子がいるらしい。

【所在地】高津区二子1-4-2　【管理状況】市営・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

ふたごこうえん

二子
公園

22③
高
津
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　                             　　　 ○ 
掲示板がある　　　　　　　　　　　　　× 
子ども達を見守る大人が居る　　　　　　　○ 向かいに住む神社の管理人さん
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　　　　　　　　　 ○ 地域のおまつりが開かれる
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○ 対策はないが車通りもあまりない
ゴミが散乱していない　　　　　　　　  　× 記念碑周辺のゴミがひどい
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 　　　　　　　　　　　○ 道路向き・神社向きにある 
 ＜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　　　　　　　　× 日が当たらない
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　　　　　　 　△ 放課後の小学生
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　　○ 
ダスト舗装されていない部分がある　　　　○ 
地面に起伏がある　　　　　　　　　　　○ 記念碑の周囲のみ
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＞　　　　　　　　　　　　　３点
面積　～400  ～800  ～2500  ～10000　10001～（1,252㎡）


