
平瀬川沿い、市営住宅集会所の隣の古い公園

●平成21年10月1日（木）
　10時 30分～　☀
　調査時の利用は0人

かみさくのべこうえん

上作延
公園

23 【所在地】高津区上作延340　【管理状況】街区公園／運営協議会

商店や郵便局に近く、地域の人の目のある公園

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
小学生が放課後遊んでい
る。砂場の状況がよいので、
幼児向けの小さな遊具もほし
い。

●気付いたこと
団地に子どもの気配はあまり
ないが、使われている印象。
砂場に日陰があり周囲にイス
が置いてある。水道の排水
のところに、詰まらないよう工
夫がしてあってよい。
のぼり棒、すべり台、ブランコ、
遊具がやや古い。シーソーは
ひとつ取れている。ゴミ箱が
4個もある。

●もっと活用するために
安心してボール遊びできるよ
うに、フェンスを高くできると
いい。町会の目が注がれてい
る貴重な公園で、コミュニティ
の下地はそろっている。コミュ
ニティスペースの整備を。
地域の人に、親子対象の遊
びの活動をしてもらえないか。

●気付いたこと
広場と遊具エリアが壁で仕
切られているので、小さい子
も安心。町会の方が公園の
親子に気をかけて、要望が
あれば公園事務所に掛け
あって改善しているそうだ。買
い物帰りに立ち寄る親子も
多い。（→カラスが巣をつくる
ので高木の伐採の要望あ
り、公園事務所で対処。）

上作延
第２
公園

24 【所在地】高津区上作延462　【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

かみさくのべだいにこうえん

●平成21年10月1日 （月）
　12時20分～　☀
　調査時の利用は0人

資料

④
南
原
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＞　　　　　　　　　　　  　４点
明るい　　　　　　　　　　　　　　　　○ 
人目がある（外からの）　　　　　　　　　 ○ 集会場は古びた感じ
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　　　 　△ シーソーが一つ取れている
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　　　　　　　　○ 日陰もあってよい
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　　　　　　 　○ 放課後小学生が遊んでいる
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　　○ ツツジ・実のなる木
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＞　　　　　　　　　　　　３点
利用しやすい場所にある　　　　　　　　 ○ 団地内にある
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～（800㎡）

＜コミュニティ＞　　　　　　　　　　４点
ベンチがある　　　　　　　　　　　　　○ 
テーブルがある　　　　　　　　　　　 　× 
日陰がある　                             　　　 ○ 砂場の上に作ってくれたそうだ
掲示板がある　　　　　　　　　　　　　× 
子ども達を見守る大人が居る　　　　　　　○ 地域の町会の方たち
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   ○ 境界にカラフルな塀がある
車の往来の多いところでは入り口などに対策がある× 対策は不十分、地域の人が気にしてくれる
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　　　　　　　　　　　　× 5台
街灯がある 　　　　　　　　　　　○   
 ＜公園の魅力＞　　　　　　　　　　４点
四季を感じる自然がある　　　　　　　　  ○ ツツジなど
せせらぎや池がある　　　　　　　　　  　× 
砂場が清潔で使いやすい　　　　　　　　○ 日よけもあり
ボール遊びが出来るスペースがある　　　　○ ゲートボールにも利用
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　　　　　　　　 ○ 小さなスーパー・郵便局の近く
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～（945㎡）



木が多い。園児、親子連れ、

健診に来た大人も利用。近

所の人が花壇をほぼ毎日世

話している。柵をされた花壇

に囲まれ、遊べる場所は狭

い。入らないよう注意される

ため子どもが遊びにくいとい

う声が数人から聞かれた。

すべり台は幼児向け。広場

はあるがボール遊びはでき

ない。



一戸建てに囲まれ、新しい遊具のある小さな公園

●平成21年10月1日（木）
　11時20分～　☀
　調査時の利用は0人

●もっと活用するために
乳幼児がお散歩ついでに
ちょっと立ち寄って遊べるよ
うな公園。
小さい公園だけに、現状でよ
く機能していると思う。

●気づいたこと
隣の家が近すぎて、思いっ
きり遊ぶには遊びにくそう。
小さい子向けのきれいな遊
具がある。ダスト舗装を掘り
返し、水たまりを作って遊ん
だ跡があった。まだ新しく、
木が育っていないため木陰
がない。

【所在地】高津区南原833-31　【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

資料

上作延
南原
公園

かみさくのべみなみはら
こうえん

27 ④
南
原
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    × 
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）　　　　　　　　　 ○ 戸建住宅内からの人目がある
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○ 
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　　　　　　 　△ 乳幼児・小学生が時々利用
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　　　　　　 ○ 遊具
 ＜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～（231㎡）


