
イベントも開かれる、こじんまりと使い勝手のよい公園

●平成21年10月19日（月）12時12分～　☀
　調査時の利用は0人

末長
久保台
公園

80 【所在地】高津区末長338-8　【管理状況】街区公園・運営協議会

休憩に使うマンション公園

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
遊び場としてではなく、大人
の休憩場所として整備。
掲示板を設置して、地域情
報発信の場に。

●気づいたこと
二またになっている。休憩所。
明るいが、遊び場としては使
いようがない感じ。
植木の虫食いが気になる。
ベンチのほとんどが腐り、壊
れかけている。（→修理済）

透茂台
北
公園

81 【所在地】高津区末長437-3　【管理状況】街区公園・運営協議会

広さ

創造性公園の魅力

安心感

コミュニティ

利便性

すくもだいきたこうえん

すえながくぼだいこうえん

●平成21年
　10月19日（月）
　11時22分～　☀
　調査時の利用は0人

資料

  ＜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　　　　　　　　　　　　　× ポスターは貼ってあった　
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　　　　　　　　　 ○ フリーマーケットも開催 
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＞　　　　　　　　　　　　   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○ ネット付きでGood　
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＞　　　　　　　　　 　  ４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　　　　　　　　○ ネットがある
ボール遊びが出来るスペースがある　　　　○ 狭い
よく子ども達が利用している　　　　　　 　○ 遠くから遊びに来る子もいるらしい
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　　　　　　　　 × 坂の上
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～（462㎡）

  ＜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）　　　　　　　　　 ○ 
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   ○ 広場がない
車の往来の多いところでは入り口などに対策がある× 対策が必要　
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　　　 　× スプリング遊具が腐りかけ
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　　　　　　　　× 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　　×
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～（310㎡）

⑫
新
作
小
学
校
区

●もっと活用するために
限られた条件の中でよく機能
している。

●気づいたこと
住民手書きによる「キレイに
使いましょう」の張り紙あり。
親しまれて、よく使われている
印象。清掃用具入れらしき
ロッカーあり。
入り口の柵にはネットが貼っ
てあって、子どもやボールの
飛び出しが想定されている。
地域の人が公園にかかわっ
ている感じがする。



透茂台北公園の隣のマンション公園

●調査日 平成21年10月19日（月）
　10時48分～　☀
　調査時の利用は0人

●もっと活用するために
遊具撤去後は、遊び場として
の活用は厳しい。
アスレチックベンチを置くな
ど、散歩途中の休憩所として
利用しては？

●気づいたこと
木製遊具が魅力。２本ポー
ルのすべり台は大きい子向け
で、ブランコは小さい子向け。
（→２１年度中に木製遊具は
撤去、スペース的に遊具設置
は難しい）
パーゴラが日陰になっていな
い。マンションの垣根は虫食
い。車通りのある道に面して
いるので入り口対策が望まれ
る。

●もっと活用するために
細長く、遊べるスペースはごく
わずかだが、周辺の公園は小
さくほとんど遊べる要素がな
いので、木製遊具撤去後、
魅力的な複合遊具が設置さ
れるといい。

●気づいたこと
マンションの防犯カメラがあり、マンション管理組合からの注意
書きもある。水道がつまっている。ツバキが多く、虫食いで植木
が傷んでいる。階段側の柵がもう一本あると安全。
スプリング遊具は日の当らない場所にあり、青カビ＆腐食あり。
（→木製遊具は２１年度中に撤去。要望があれば小さい遊具設
置の可能性はある）

82 【所在地】高津区末長427-13　【管理状況】街区公園・運営協議会

梶ヶ谷駅近く、小さくて細長い公園

広さ

利便性

創造性公園の魅力

安心感

コミュニティ

【所在地】高津区末長429-1　【管理状況】街区公園・愛護会

●調査日 
　平成21年10月19日（月）10時23分～  ☀
　調査時の利用は0人

83

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　                             　　　 ○ 建物の陰で日が当たらない所も
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　　　　　　　　  　○
壊れたままになっている遊具がない　　　 　× スプリング遊具とすべり台が腐敗
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　　　　　　　　  ○ ヤマモモ・モミジ・ツバキ・ナンテン
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　　○ ナンテンの実 
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～（461㎡）

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＞　　　　　　　　　　　　   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× 対策が必要
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　　　 　△ 木製遊具にヒビ
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＞　　　　　　　　　　　　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　　　　　　 ○ 木製遊具
 ＜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～（275㎡）

⑫
新
作
小
学
校
区 透茂台
南
公園

すくもだいみなみこうえん

末長
向台
公園

すえながむかいだい
こうえん



静かな住宅地の中の、広場のある公園

●平成21年10月19日（月）
　11時48分～　☀
　調査時の利用は1人

末長西
公園

84 【所在地】高津区末長654-9　【管理状況】街区公園・愛護会

市民プラザの一角にある、統一感ある複合遊具の広場

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
現状でよく機能しているが、
遊具の魅力はアピールした
い。
市民プラザの中にあることか
ら、遊び場にもシニアの力を
活かせるようなしくみがあると
いいかも。

●気づいたこと
市民プラザの敷地内にあり、
掃除も管理も行き届いてい
る。
よじ登る遊具は、だれでもが
遊べるわけではないが、魅力
的。友だちと待ち合わせしな
くても、一人でも遊びに行こ
う、と思える、希少な遊び場。

川崎市民プラザ

こどもの
ひろば

85 【所在地】高津区新作1-19-1　【管理状況】川崎市民プラザ

広さ

創造性公園の魅力

安心感

コミュニティ

利便性

すえながにしこうえん

●平成21年
　10月19日（木）
　11時35分～　☁
　調査時の利用は0人

資料

  ＜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　　　　　　　×
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    × 近所の方が落葉拾いをしていた
イベントがよく開かれる　　　　　　　　　 ○ 盆踊りなど
人と人とのつながりを感じる　                   ×
＜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○ 往来が少ない　
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＞　　　　　　　　　　４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　　　　　　　　○ ネットがかかっている　使っている感じ
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＞　　　　　　　　　　　　３点
遊びの素材となる木や土、水がある　　　　○ 登れる木
木の実や草花、虫など遊べる自然がある　　○ ヤマモモ、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　　　　  ○
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～（1,508㎡）

  ＜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　　　　　　　　　○ 市民プラザの建物内
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　　　　　　　　　 × 市民プラザでは開かれる
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　　　　　　　　　　　　○ 市民プラザの教室帰りの小学生
幼児

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＞　　　　　　　　　　４点
四季を感じる自然がある　　　　　　　　  ○ ドングリ、紅葉もするらしい
せせらぎや池がある　　　　　　　　　  　△ 歩いて庭園まで降りるとある
砂場が清潔で使いやすい　　　　　　　　○ ただしあまり使われていない
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　　　　×
木の実や草花、虫など遊べる自然がある　　○ ドングリ
ダスト舗装されていない部分がある　　　　○
地面に起伏がある　　　　　　　　　　　○ ２段になっていて斜面でも遊べる
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　　　　　　　　　　　　　 △ 建物内にある
水道がある　　　　　　　　　　　　　　○
時計がある　　　　　　　　　　　　　　×
駐車スペースがある　　　　　　　　　　  × 市民プラザの駐車場
＜広さ＞　　　　　　　　　　　　　 ２点
面積　～400  ～800  ～2500  ～10000　10001～（405㎡／平坦部）

⑫
新
作
小
学
校
区

●もっと活用するために
この学区で唯一、遊べるだ
けの広さのある街区公園。
ベンチの数は十分だが、テー
ブルがあるといい。
近隣の目が届いていることも
あり、トイレがあるといい。

●気づいたこと
広場は明るく、近所の人がよ
く清掃している。
すべり台やブランコは高くて、
砂場と犬の遊具以外は小
学生向き。


