
⑥
西
梶
ヶ
谷
小
学
校
区

マンションの間にある奥に長い公園

●調査日 平成21年10月15日（木）
　10時45分～　☀
　調査時の利用は親子1組

●もっと活用するために
明るく、外からの人目もあり、
静かな立地なだけに、荒れて
いてもったいない感じ。
おままごとのある幼児用滑り
台、砂場などを配置、コミュニ
ティスペースを整えて、乳幼児
と母たちの憩いの場をめざし
たい。

●もっと活用するために
とにかく騒音がひどく、子ど
もたちの遊べる場ではない
が、立地的に地域の目が入
らないと、荒れて危険な場
所になってしまいそう。
子どもの遊び場としてではな
く、ガーデニングなどへの利
用を。

●気付いたこと
マンションの陰になり昼過ぎ
まで暗い。２４６の車の騒音
でとてもうるさい。
町会の方の花壇に花がきれ
いに咲いていて、荒れた感
じはしない。

●気づいたこと
全体的に雑草や落ち葉が多く、手入れされていない。排水溝が土と落ち葉で埋まっている。
これだけの広さにしては遊具が物足らない。近くに住む人も、「この公園は利用せず、遠くの
下作延第2公園に行く」と話していた。（→公園事務所としては、樹木について直営班が，
除草は秋に行っている。）

【所在地】高津区末長226-5　【管理状況】街区公園・愛護会なし

２４６号脇の、車の騒音のひどい公園

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

下作延
第3
公園

【所在地】高津区下作延745-11　【管理状況】街区公園・愛護会

しもさくのべだいさん
こうえん

●調査日 
　平成21年10月15日（木）
　10時0分～　☀
　調査時の利用は0人

資料

36

ささのはらこうえん

笹の原
公園

35

＜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○ 
ゴミが散乱していない　　　　　　　　  　× 酒パックのゴミ、タバコの吸殻
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　　　　　　　　  ○ 鳥のさえずり、サクラ、キンモクセイ
せせらぎや池がある　　　　　　　　　  　× 
砂場が清潔で使いやすい　　　　　　　　× なし
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　　○ ドングリ、オシロイバナ
ダスト舗装されていない部分がある　　　　× 花壇が広め→雑草がいっぱい
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　　　　　　　　 ○ マンションの間
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～（412㎡）

＜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　                             　　　 ○ 午前中はマンションの陰で暗い
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    ○ ペットボトルを利用した花壇
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　　　　　　  ○ 公園の真ん中の木が大きすぎる？
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　　　 　○ すべり台は誰も使わず板が汚れている
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　　　　　　　　× 
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　　　　　　　　 ○ マンションの北側で人通りなし
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　　　　　　　　　　  × 公衆電話がある 
 ＜広さ＞　　　　　　　　　　　　　１点
面積　～400  ～800  ～2500  ～10000　10001～（300㎡）



コンクリートのベンチのある公園

●平成21年10月15日（木）12時40分～　☀
　調査時の利用は0人

かじがやさくらこうえん

梶ヶ谷
さくら
公園

37 【所在地】高津区末長24-15　【管理状況】街区公園・運営協議会

マンション東側の小さな公園

広さ

利便性

創造性公園の魅力

安心感

コミュニティ

梶ヶ谷
こども
公園

38 【所在地】高津区梶ヶ谷2-12-3　【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

かじがやこどもこうえん

●平成21年10月15日（木）
　12時45分～　☀
　調査時の利用は２人（小学生）

資料
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＜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　　　　　　　　  　× タバコの吸殻が散乱
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　　　　　　　　  ○ キンモクセイ、サザンカ
せせらぎや池がある　　　　　　　　　  　× 
砂場が清潔で使いやすい　　　　　　　　× なし
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、ミニツツジ
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～（209㎡）

＜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　　　　　　　　  ○ サクラ
せせらぎや池がある　　　　　　　　　  　× 
砂場が清潔で使いやすい　　　　　　　　× 砂場がない
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　　　　× 石ダタミ部分のみ
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　　　　　　　　　　　　　　○ 飲み口が壊れている
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～（1,006㎡）

●もっと活用するために
遊び場としての利用は難し
そう。ぬくもりのある色の健
康遊具や、美術系のオブジェ
を置くなど、大人向けの空
間へ。
駅からの人通りが多い立地
なので、時計があると便利。

●気づいたこと
子どもが遊ぶ公園というより
は、大人の憩いの場。“灰
色”で美術館の庭園のよう。
不思議と、ワイワイ楽しく遊
んでいいという気配が感じら
れない。木が枯れている。

●もっと活用するために
坂の途中にあるのでちょっと
立ち寄って休憩できる場に。
吸い殻入れも設置しては？
体操系の遊具（逆上がりの
補助具付きの鉄棒や平均
台、健康遊具など）を設置
して、空間に特色を持たせ
たい。

●気づいたこと
近くに梶ヶ谷第１公園がある
が、小学生がボール遊びし
ていることも。
梶ヶ谷第1公園と違って狭
いので、人知れずボールを
蹴る練習や、鉄棒の練習な
どに利用されているかも。
鉄棒が壁に近い気がする。



広くて自然も豊かな、人の集っている公園

●調査日 平成21年
   10月15日（木）12時10分～　☀
　調査時の利用は親子13組と大人7人

●もっと活用するために
砂場にカバー設置。
入り口の対策を。
自然も多く、創造的に遊べ
る要素は揃っているが、遊び
込めていない印象もある。
遊びに広がりを持たせるよう
なソフト面でのしかけがあれ
ばベスト。

●気づいたこと
ベンチがたくさんあり、コミュ
ニティスペースが整っていて、
人と人がつながれる環境は
整っている。
東側の入り口にベビーカーの
スロープがほしい、との声あ
り。
砂場はよく使われているが、
落ち葉がたくさん入っている。

●もっと活用するために
砂場周辺の茂みを刈り込み、
他の乳幼児の遊具を持って
来るなど配置を変えて、エリ
アを区切ればどうか？
梶ヶ谷駅に近くアクセスもよ
いので、イベントなどでもっと
活用したい。

●気づいたこと
茂みが多く、公園面積より小
さく感じる。広い割にボール
遊びすると危ない。
遊具のある土地の一段下に
雑木林の広場（公園ではな
い）。電車も見えて魅力的な
この場所の管理者は？

かじがやだいいち
こうえん

梶ヶ谷
第1
公園

39 【所在地】高津区梶ヶ谷2-10　【管理状況】近隣公園・愛護会

郵便局の向かい、階段を下りれば電車区が見える公園

広さ

利便性

創造性公園の魅力

安心感

コミュニティ

末長
けやき
公園

【所在地】高津区末長46-3　【管理状況】街区公園・運営協議会

すえながけやき
こうえん

●調査日 平成21年10月15日（木）11時44分～　☀
　調査時の利用は親子5組

40
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利便性

創造性公園の魅力

安心感

コミュニティ
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＜コミュニティ＞　　　　　　　　　　４点
ベンチがある　　　　　　　　　　　　　○ 日陰にベンチ　四角く広いもの
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　　　　　　　　　 ○ 畜産フェア、移動図書館、まつり
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＞　　　　　　　　　　５点
四季を感じる自然がある　　　　　　　　  ○ サクラ、お花見で有名　藤棚
せせらぎや池がある　　　　　　　　　  　○ 
砂場が清潔で使いやすい　　　　　　　　○ 落ち葉はあるけれど…
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　　○ ドングリ、藤棚、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　　　　　　 ○ 
 ＜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　　　　  × ベビーカーのスロープがほしい
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＞　　　　　　　　　　　　　５点
面積　～400  ～800  ～2500  ～10000　10001～（13,344㎡）

＜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　                             　　　 ○ 夏は10時過ぎに日陰
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    × 町会で清掃している
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＞　　　　　　　　　　　  　３点
明るい　　　　　　　　　　　　　　　　○ 
人目がある（外からの）　　　　　　　　　 ○ マンションの居間側  奥に人目なし
植栽が適切に配置されている　　　　　　  × 遊べるように茂みの下草刈りを
よく使われている　　　　　　　　　　　　○ 買い物帰りの人が通る

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　　　　　　　　  　× 町会の人が清掃してくれているが…
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、キンモクセイ、モミジ
せせらぎや池がある　　　　　　　　　  　× 
砂場が清潔で使いやすい　　　　　　　　○ 水場と砂場が近く遊びやすい
ボール遊びが出来るスペースがある　　　　× 配置を変えればできそう
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　　　　× 下の雑木林には木登りできる木あり
木の実や草花、虫など遊べる自然がある　　○ アジサイ、ツバキ、キンモクセイ
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　　　　　　 × 茂みに入れれば
 ＜利便性＞　　　　　　　　　　　　３点
利用しやすい場所にある　　　　　　　　 ○ 駅が近い
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～（1,470㎡）



藤棚が２つある、細長い公園

●平成21年10月15日（木）11時20分～　☀
　調査時の利用は0人すえながすがたみだい

こうえん

末長
姿見台
公園

41 【所在地】高津区末長146-6　【管理状況】街区公園・愛護会

資料

●もっと活用するために
小学生（乳幼児も）が遊べ
るようにしたい。入り口の植
え込みを刈り込んで明るく。
藤棚の間の植え込みはなく
して奥まで見通しを良くした
ほうが安心感が高まる。
奥の道路との間の植え込み
をなくし、ガーデニングの活
動で花を植えれば、公園の
奥の部分にも目が注がれる
ように。

●気づいたこと
近くに遊べる公園がない。
遊具の配置が悪い。入り口
の植え込みはうっそうとして
いて、遊びにも使えない。
立派な藤棚が２つあるが、
藤棚と藤棚の間の植え込
みの奥は、見通しが悪く暗
い感じ。

広さ

利便性

創造性公園の魅力

安心感

コミュニティ

⑥
西
梶
ヶ
谷
小
学
校
区

＜コミュニティ＞　　　　　　　　　　２点
ベンチがある　　　　　　　　　　　　　○ 奥にあるが使えない
テーブルがある　　　　　　　　　　　 　○ 奥にあるが使えない
日陰がある　                             　　　 ○ 藤棚はよく茂っていて美しい
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　　　　　　　　　 × 
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）　　　　　　　　　 △ 奥に人目がない
植栽が適切に配置されている　　　　　　  × いくつかの植え込みは不要
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　　　　　　　　  ○ 藤棚
せせらぎや池がある　　　　　　　　　  　× 
砂場が清潔で使いやすい　　　　　　　　× 犬の糞や落ち葉に埋もれている
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＞　　　　　　　　　　　　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　　○ キンモクセイ、ツバキ
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＞　　　　　　　　　　　　　３点
面積　～400  ～800  ～2500  ～10000　10001～（807㎡）


