
マンションの狭間の明るい小公園

●調査日 平成21年
　10月15日（木）13時00分～　 ☀
　調査時の利用は0人

●気づいたこと
2段になっていて、下は遊具、林
の上の一段上がったところに東
屋あり。トイレもあり、ハード面は
整備されているが、周りからの人
目がなく、見通しも悪い。ベンチ
に寝ている人が…。
全体的にうっそうとした感じ。木
が多く、日当たり悪く、低木が枯
れている→要剪定。

●もっと活用するために
危険な場所になってしまっている
が、広く、創造的な遊びをできる
貴重な場でもある。安心して遊ぶ
場にするには人の配置が必要な
ので、プレーパークや育児サーク
ルの活動などに利用できると良
い。

●気づいたこと
側溝が砂などで埋まっている。
乳幼児に Welcome だというメッ
セージが明確に伝わってくるのが
よい。小さいなりに遊び心が感じ
られる遊具。

●もっと活用するために
高狭いスペースを上手に利用して
いて、決まった条件の中でよく機
能している公園。
マンションの狭間にある小公園と
しては理想形ではないか。
狭くて乳幼児向けの公園だけに、
入り口の対策は必要。

かじがやこぶし
こうえん

梶ヶ谷
こぶし
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42 【所在地】高津区梶ヶ谷3-1-18　【管理状況】街区公園・愛護会なし

小山のような高台にある公園
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利便性
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安心感

コミュニティ

梶ヶ谷
第2
公園

【所在地】高津区梶ヶ谷5-11-1　【管理状況】街区公園・愛護会

かじがやだいにこうえん

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　　　　　　　　　　　　　× 　
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）　　　　　　　　　 ○ マンションのリビング側
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   ○ 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＞　　　　　　　　　　３点
四季を感じる自然がある　　　　　　　　  ○ 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　　　　　　　　× 砂場なし
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　　　　　　 　○ 遊んだあとがある
バスケ・テニスなど体を使った遊びのスペースがある　× 
 ＜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～（216㎡）
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●調査日 平成21年10月19日（月）
　10時55分～　☁
　調査時の利用は1人（寝ている人）

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＞　　　　　　　　　　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　　　　　　　　　○ 上の方にあずまやあり
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　　　　　　　　　　　　　　　　× 大きい木で薄暗い
人目がある（外からの）　　　　　　　　　 × 道路からの見通しなし
植栽が適切に配置されている　　　　　　  × うっそうとして低木が枯れている
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　　　　　　　　  　× トイレ前に粗大ごみ
壊れたままになっている遊具がない　　　 　○ 
路上駐車がない　　　　　　　　　　　　○ 路駐しないように対策あり
街灯がある 　　　　　　　　　　　○   
 ＜公園の魅力＞　　　　　　　　　　３点
四季を感じる自然がある　　　　　　　　  ○ ドングリ、カエデ
せせらぎや池がある　　　　　　　　　  　× 
砂場が清潔で使いやすい　　　　　　　　× 使われず、荒れている
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　　　　　　 　× 少人数で遊ぶには危ない　
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　　　　○ 
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　　　　  × 入り口はすべて階段
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～（201㎡）
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小山状の古墳のある公園

●平成21年10月19日（木）
　10時20分～　☀
　調査時の利用は親子1組

かじがやだいさんこうえん

梶ヶ谷
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44 【所在地】高津区梶ヶ谷3-17　【管理状況】街区公園・愛護会

資料

●もっと活用するために
乳幼児から少し大きな子ま
で遊べる要素は揃っている
が、遊び込めていない印象。
遊びを引き出せるような工夫

（しかけ・人）があるといい。
車の往来が激しいので、入
り口にはきちんとした対策が
必要。

●気づいたこと
ゴミ収集車など、道路の往
来が激しい。公園の入り口
がゴミ置き場になっている。
古墳の斜面で遊べるなら、
遊びの幅が広がる。
親子連れも少しは遊んでい
るが、「普段はけやき公園か
梶ヶ谷第１公園に行く」とい
う声も。

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＞　　　　　　　　　　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）　　　　　　　　　 × 
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× きちんとした対策が必要　
ゴミが散乱していない　　　　　　　　  　× 不法投棄あり　公園内にゴミ収集場
壊れたままになっている遊具がない　　　 　○ 
路上駐車がない　　　　　　　　　　　　× トイレの利用か？
街灯がある 　　　　　　　　　　　○   
 ＜公園の魅力＞　　　　　　　　　　４点
四季を感じる自然がある　　　　　　　　  ○ ドングリ、モミジ、サクラ、ススキ
せせらぎや池がある　　　　　　　　　  　× 
砂場が清潔で使いやすい　　　　　　　　△ 土が固くなっている
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　　　　　　 　○ 小学生が多い、自転車もOK
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　　　　　　 ○ 
 ＜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＞　　　　　　　　　　　　 　４点
面積　～400  ～800  ～2500  ～10000　10001～（3,202㎡）
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