
トロリーバスのある、雑然とした一角

●調査日 平成21年10月22日（木）
　12時30分～　☀
　調査時の利用は保育園1組

●気づいたこと
二子第５町会、老人いこいの家が隣接。いこいの家の横にテーブ
ル椅子セットが出ていた。いこいの家の隣の元留守家庭児ホール
は使われていない。ゴミ箱あり、原っぱあり。
放置自転車が数台、塀に少し落書きがある。散歩の人がよく通る。

●もっと活用するために
人目のない場所もあるが、
人はよく通り、近隣の目も注
がれていて、危険は感じな
い。現状でよく機能している。
使われていない留守家庭児
ホールの有効活用を願う。

●もっと活用するために
遊べる場にするには、日中
バスを開放して夜間に施錠
してくれる近隣の協力が必
要。すべり台を撤去した方が
見通しがきいて安全に。
例えば市民プラザの囲碁の
部屋のように、近隣の人が
囲碁や将棋のできる場（夕
方は子どもにも教えてくれる）
として、バスを開放する手も
あり。

●気づいたこと
トロリーバス（町会所有）の
窓は割られ、バスと塀との間
に不法投棄の自転車が７台
（→回収済み）。大人がタバ
コを吸いに来る場所になっ
ている。公園外側の花壇の
柵も壊れている。
バスは遊びの素材としてい
いが、中に入れず壊れてい
るので、現状のままでは危
険。

ふたこづかこうえん

二子塚
公園

60 【所在地】高津区二子6-1-11　【管理状況】市営・街区公園・愛護会

通り抜けできる、長い緑の散歩道

広さ

利便性

創造性公園の魅力

安心感

コミュニティ

二子
坂戸
緑道

【所在地】高津区二子6-10-8　【管理状況】緑道・愛護会

ふたこさかどりょくどう

●調査日 平成21年10月22日（木）
　9時55分～　☀
　調査時の利用は10人くらい

61

⑩
坂
戸
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　                             　　　 ○ トロリーバスの上に屋根、暗い　
掲示板がある　　　　　　　　　　　　　○ 町会掲示板
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　　　　　　　　　○ 屋根の下で雨はしのげる
地域の人が手入れしている畑や花壇がある    ○ 廃物で作った柵は雑然としている
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　　　　　　　　　　　　　　　　× 屋根の下は暗い
人目がある（外からの）　　　　　　　　　 × 見通しが利かない
植栽が適切に配置されている　　　　　　  ○ 
よく使われている　　　　　　　　　　　　○ 大人がタバコを吸う場所

通り道として利用できる　　　　　　　　　× 狭くて通れない
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○ 柵・花壇がある　
ゴミが散乱していない　　　　　　　　  　× バスの下にゴミ、横に不法投棄
壊れたままになっている遊具がない　　　 　× 砂場の枠、バスのフロントが割れている
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　　　　　　　　  △ 花壇の花
せせらぎや池がある　　　　　　　　　  　× 
砂場が清潔で使いやすい　　　　　　　　× 日当たりはあるが壊されている
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＞　　　　　　　　　　　　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　　○ 花壇の花
ダスト舗装されていない部分がある　　　　× ダスト舗装ではないがブロック敷き
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　　　　　　 × バスが活かされていない
 ＜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　　　　  × 狭くて通れない
トイレがある　　　　　　　　　　　　　 × 壊れている？撤去した方がよい
水道がある　　　　　　　　　　　　　　△ 配水管が外れている
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～（193㎡）

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＞　　　　　　　　　　３点
ベンチがある　　　　　　　　　　　　　○ 
テーブルがある　　　　　　　　　　　 　○ 老人いこいの家が置いたのか？
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　　　　　　　　　　　　　　　　△ 明るい場所と暗い場所がある
人目がある（外からの）　　　　　　　　　 △ 人目のあまりない場所もある
植栽が適切に配置されている　　　　　　  ○ 
よく使われている　　　　　　　　　　　　○ ベンチで休憩、散歩の人

通り道として利用できる　　　　　　　　　○ 犬の散歩、学校帰り…
遊具スペースと広場スペースに分かれている   ○ 遊具は1ヶ所
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　　　 　× ベンチの板が外れ、シーソーは１つない
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　　　　　　　　  ○ やや雑然とした感じ
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　　　　　　 　△ 小中学生が遅くまで遊んでいることも 
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　　○ 洋種ヤマゴボウ、ネコジャラシなど
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　　　　　　 ○ 山のような遊具、抜けられる空間
 ＜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～（5,808㎡）

資料



二ヶ領用水沿い、道路っ端の狭い公園

●平成21年10月22日（木）
　9時55分～　☀
　調査時の利用は親子1組と大人1人

二子
二ヵ領
公園

62 【所在地】高津区二子6-14　【管理状況】街区公園・愛護会なし

団地に隣接する、荒れた小公園

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
高面積は狭いが、機能して
いる公園。
乳幼児が遊ぶので、入口に
対策がほしい（例えば車入
口を二ヵ領沿いにするなど）。
遊具リニューアルの際には、
遊び心のある乳幼児遊具
を。

●気づいたこと
近所の乳幼児連れが遊び
に来て顔見知りに会うことも
ある。機能しているが、公園
自体が小さいため、滞在時
間は短い。ダスト舗装がは
がれ、小石が出ている。
遊具は乳幼児用で、ニーズ
と合っているが、車通りの多
い道路に面しているので危
険。

●もっと活用するために
高団地の住宅からの目隠しになる
よう、植栽に工夫が必要。
日当たりがよく静かなので、砂場を
活かして乳幼児がのんびり遊べる
公園をめざしたい。乳幼児向けの
小さな遊具、草っぱらの整備を。

●気づいたこと
放置自転車が一台。全体的に荒
れた印象。雑草、小枝、落葉でいっ
ぱいで、人が利用している感じが
ない。団地の住宅と公園の距離
が近く、目隠しもないので遊ぶの
に気が引けるかも。
（→公園事務所で20年度に植木
剪定済み。草刈りは年2回行って
いる）

坂戸
新田
公園

63 【所在地】高津区坂戸2-9-4　【管理状況】街区公園・愛護会なし

広さ

創造性公園の魅力

安心感

コミュニティ

利便性

さかどしんでんこうえん

ふたこにかりょうこうえん

●平成21年10月22日（木）
　10時40分～　☀
　調査時の利用は0人

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＞　　　　　　　　　　  　　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　　　　　　　　　　　　○ 通行人、乳幼児親子、小学生

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× 車の往来が多く危険
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　　　 　△ ダスト舗装がはがれ小石が出ている
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　　　　　　　　  ○ 二ヶ領用水のしだれ桜が見える
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　　× 
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～（213㎡）

＜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　　　　　　  × 隣接マンションとの間に目隠しを
よく使われている　　　　　　　　　　　　× 

通り道として利用できる　　　　　　　　　× 突きあたりにある公園
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○ 往来がない　
ゴミが散乱していない　　　　　　　　  　× 自転車・ボール・CDケース
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　　　　　　　　  ○ 落ち葉はある
せせらぎや池がある　　　　　　　　　  　× 
砂場が清潔で使いやすい　　　　　　　　× 砂場に雑草が生えている
ボール遊びが出来るスペースがある　　　　× 車道に面していて危ない
よく子ども達が利用している　　　　　　 　× 以前は利用していたという話あり
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　　× なくはないが、荒れ過ぎている
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＞　　　　　　　　　　　　 　２点
面積　～400  ～800  ～2500  ～10000　10001～（466㎡）

⑩
坂
戸
小
学
校
区



駐車場と駐輪場に囲まれた公園

●調査日 平成21年
    10月22日（木）
　11時00分～　☀
　調査時の利用は0人

●もっと活用するために
現状でよく機能していると思
うが、人が集う公園なので、
コミュニティスペースを整備
し、広場と車道の間のフェン
スを高くしたい。

●もっと活用するために
小学生から幼児をターゲット
に、入り口に大きめの正方
形ベンチ、奥には鉄棒やア
スレチック遊具など体を使え
る遊具を設置してはどうか。

●気づいたこと
複合遊具とスプリング遊具
がある。遊具は大きい子に
とっても小さい子にとっても
中途半端な印象。
子どもは遊んでいるが、人目
がない。入り口に民家があ
り、ボール遊びをすると反
響音などで迷惑をかける恐
れがある。

●気づいたこと
午前中は乳幼児連れや保
育園、午後は小学生がよく
遊んでいる。すべり台が低く
て小さい子でも遊びやすい。
適度に人目があり、広さもあ
り、入りやすい雰囲気。近く
のストアには駄菓子も売って
いる。防災倉庫あり。

さかどなかよしこうえん

坂戸
なかよし

公園

64 【所在地】高津区坂戸3-2　【管理状況】街区公園・愛護会なし

広場スペースもあり乳幼児連れも来る、遊びやすい公園

広さ

利便性

創造性公園の魅力

安心感

コミュニティ

坂戸
公園

【所在地】高津区坂戸3-10-8　【管理状況】街区公園・愛護会

さかどこうえん

●調査日 
　平成21年10月22日（木）
　11時14分～ 　☀
　調査時の利用は親子11組

65

⑩
坂
戸
小
学
校
区

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＞　　　　　　　　　　４点
ベンチがある　　　　　　　　　　　　　○ 
テーブルがある　　　　　　　　　　　 　× 
日陰がある　                             　　　 ○ 少ない
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    ○ 坂戸保育園の子どもの
イベントがよく開かれる　　　　　　　　　 ○ 昨年からフリーマーケット
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＞　　　　　　　　　　  　　５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＞　　　　　　　　　　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　　　　○ 「迷惑になるボール遊び禁止」
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　　　　○ 登れる木、ただし禁止看板あり
木の実や草花、虫など遊べる自然がある　　○ 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＞　　　　　　　　　　　    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　　　　　　　　　　　　　　○ 2ヶ所
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～（1,862㎡）

資料

＜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＞　　　　　　　　　　　  　２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× 子どもが外に出ないよう注意書き
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　　　　　　 　△ 放課後小学生の利用はある
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＞　　　　　　　　　　　　　２点
面積　～400  ～800  ～2500  ～10000　10001～（421㎡）



ラバー敷きのなにもない広場

●平成21年10月22日（木）
　12時00分 ～　☁
　調査時の利用は大人８人と親子2組

KSP
自由
広場

66 【所在地】高津区坂戸3-2-1　【管理状況】ケイエスピー

南部沿線道路に面した公園

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
大人（主に男性）の憩いの場プラ
ス小学生の遊び場としては機能し
ている。
砂場に日陰があるといい。

●気づいたこと
パーゴラはあるが日よけにならず活
かされていない。車道に囲まれ、
交通量が多い。大人の利用が多
い。中央部の植栽で見通しが悪く
なっているが、おかげで大人の憩
い場（パーゴラ側）と子どもの遊
び場が分かれている。

末長
中町
公園

67 【所在地】高津区末長1274-2　【管理状況】街区公園・愛護会

広さ

創造性公園の魅力

安心感

コミュニティ

利便性

すえながなかまちこうえん

けいえすぴーじゆうひろば

●平成21年10月22日（木）
　12時40分 ～　☀
　調査時の利用は親子2組大人2人

資料

＜コミュニティ＞　　　　　　　　　　２点
ベンチがある　　　　　　　　　　　　　○ 
テーブルがある　　　　　　　　　　　 　× シートでおしゃべりの人が多い
日陰がある　                             　　　 × 夏は暑い
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＞　　　　　　　　　　  　　３点
明るい　　　　　　　　　　　　　　　　○ 
人目がある（外からの）　　　　　　　　　 × 道路側からの見通しが悪い
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   ○ 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○ 柵があり安心　
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＞　　　　　　　　　　３点
四季を感じる自然がある　　　　　　　　  ○ 柵の外側に桜あり
せせらぎや池がある　　　　　　　　　  　× 隣には池がある
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　　　　× スペースはあるが、禁止
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　× ラバー敷きで特色はある
 ＜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　　× 柵の外側には木立があり落ち葉も
ダスト舗装されていない部分がある　　　　× すべてラバー敷き
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　　　　　　　　　　　　　 × KSP内を利用
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～（1,480㎡）

＜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　                             　　　 ○ 砂場にはない　
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＞　　　　　　　　　　  　　３点
明るい　　　　　　　　　　　　　　　　○ 
人目がある（外からの）　　　　　　　　　 △ 道路側からやや見えにくい
植栽が適切に配置されている　　　　　　  △ 中心にあるので見通せない
よく使われている　　　　　　　　　　　　○ 体操するおじさん、読書の人

通り道として利用できる　　　　　　　　　× 段差があるので通り抜けしない
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　　　　　　　　○ 日当たりがよい
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　　　　　　 　△ 小学生が遊んでいることもある
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＞　　　　　　　　　　　　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＞　　　　　　　　　　　    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～（1,547㎡）

⑩
坂
戸
小
学
校
区

●気づいたこと
昼休みにはKSPで働く人もお弁
当を広げる。トイレや買い物には
KSPを使うそうだ。水曜日の午
後には幼稚園の子と親がたくさ
ん集まる。
ボールで遊んでいると、注意の
放送が入る。道路側からの見通
しが悪い。ゴミ箱あり。
近くにタワーアンドパークス（タ
ワーマンション）管理の公園があ
る。

●もっと活用するために
植栽を見直し外からの見通しをよ
くすれば、地域から目が注がれ安
心感につながる。本当はラバー
部分の周囲の、柵の向こうの芝
生部分が魅力。柵内に入れると
いい。
ベンチ＆テーブル、水道を設置し
て集いやすい場に。KSPならで
はの活用法もあるはず。積極的
に活用法を思案したい。



第三京浜脇の広い公園

●調査日 平成21年
    10月22日（木）
　13時8分～　☀
　調査時の利用は1人

68 【所在地】高津区末長1437-1　【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

⑩
坂
戸
小
学
校
区

資料

＜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＞　　　　　　　　　　  　　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　　　　　　　　  　○ トイレ脇に空き缶の袋が３つ
壊れたままになっている遊具がない　　　 　○ 
路上駐車がない　　　　　　　　　　　　× 路駐がたくさんある
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　　　　　　 　× 幼稚園帰り、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　○ バスケットゴールが一つある
 ＜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＞　　　　　　　　　　　    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　　　　　　　　　　　　　 ○ きれい！
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～（2,159㎡）

末長
高之面
公園

すえながたかのめんこうえん

●もっと活用するために
思いきり遊べそうな立地なので、
大きな子たちが体を使って遊べる
遊び場に。防球ネットがほしい。
壁打ちできる塀があるといい。
人目がないので公園や子どもを見
守る人の存在も必要。ソフト面で
の活用で、公園の可能性が広が
る。

●気づいたこと
第三京浜側道の車の騒音が少し
気になる。小学中学年～中学生
向きの公園。
広いのに「サッカー禁止」は残念。


