
千年
第4
公園

ちとせだいよんこうえん

住宅街の中の小さな公園

●調査日 平成21年11月19日（木）
　10時47分～　☂
　調査時の利用は0人

●もっと活用するために
決まった条件の中でうまく機
能している。

●気づいたこと
電話ボックスあり。愛護会用
具置き場があり、地域の目は
行き届いている。ボール遊び
のルールがやんわりしていて
好印象。
普段は幼稚園帰りの親子で
にぎわう。電話ボックスそばの
砂場のようなものは何？
看板では広さが 500 ㎡、資
料では517㎡。

●気づいたこと
隣の家からの目線が近すぎる
感じがする。公園の管理は行
き届いている。
遊具は古く、あまり遊んでい
る子どもはいない。

●もっと活用するために
大きさからも、これ以上活用
するのは厳しい。

86 【所在地】高津区千年新町21　【管理状況】街区公園・愛護会

住宅一軒分の敷地にある真四角な公園

広さ

利便性

創造性公園の魅力

安心感

コミュニティ

【所在地】高津区千年新町24-3　【管理状況】街区公園・愛護会

●調査日 
　平成21年11月19日（木）11時～　☂
　調査時の利用は0人

87

広さ

利便性

創造性公園の魅力

安心感

コミュニティ

資料

  ＜コミュニティ＞　　　　　　　　　　２点
ベンチがある　　　　　　　　　　　　　○ 向きはバラバラ
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    × 愛護会の清掃用具置き場あり
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　　　　　　　　　　　　○ 幼稚園帰りの子どもでにぎわう

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＞　　　　　　　　　　２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　　　　　　　　○ 砂があれば使われそう
ボール遊びが出来るスペースがある　　　　△ 狭いが、注意書きはやんわりしている
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、イチョウの葉
ダスト舗装されていない部分がある　　　　○ されていない
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　　　　　　　　 ○ 
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～（517㎡）

⑬
橘
小
学
校
区 千年
第2
公園

ちとせだいにこうえん

  ＜コミュニティ＞　　　　　　　　　　２点
ベンチがある　　　　　　　　　　　　　○  一つのみ
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　　　　　　　× 注意書きなし
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　　　　　　  ○ 中・低木はなく、大きな銀杏のみ
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○ 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　　　 　○ 古びている
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　　　　　　　　  ○ サクラ
せせらぎや池がある　　　　　　　　　  　×
砂場が清潔で使いやすい　　　　　　　　× 丸い小さな枠は？
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　　　　　　　　 ○ 両方の道をつないでいる公園
ベビーカーを押したまま移動できる　　　　  △ 出入り口に段差がある
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～（236㎡）

 



二またの道路に面した多目的な広い公園

●平成21年11月30日（月）11時40分～　☁
　調査時の利用は1人

千年
新町
公園

88 【所在地】高津区千年新町53　【管理状況】街区公園・愛護会

遊具のない休憩スペース

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
千年新町公園がすぐそばに
あり、細長い作りで、子ども
たちは利用していない。
ゴミだらけの荒れた場所にな
りかねないので、ニーズがあ
ればドッグランのような活用
の仕方もありではないか。

●気づいたこと
コンビニが近いので、ゴミの
置き去りが多い。
バスケットゴールが以前は
あったらしい。砂場があるが
活用されていない。
看板は 643 ㎡、資料では
641㎡。

千年
なかよし

公園

89 【所在地】高津区千年新町59-3　【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

ちとせしんまちこうえん

ちとせなかよしこうえん

●平成21年11月30日（月）11時25分～　☁
　調査時の利用は0人

資料

  ＜コミュニティ＞　　　　　　　　　　１点
ベンチがある　　　　　　　　　　　　　○ たくさんある
テーブルがある　　　　　　　　　　　 　×
日陰がある　                             　　　 × 木がまだ小さい
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＞　　　　　　　　　　　  　４点
明るい　　　　　　　　　　　　　　　　○
人目がある（外からの）　　　　　　　　　 ○ 周りの道からよく見える
植栽が適切に配置されている　　　　　　  ○ 
よく使われている　　　　　　　　　　　　○ 保育園の利用＋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   ○
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　　　　　　　　  　× 調整池の柵の中に散乱
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＞　　　　　　　　　　３点
四季を感じる自然がある　　　　　　　　  ○ アジサイ
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　　　　○ ただし柵が低く安心感はない
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　　　　　　　　 ○ 
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～（2,032㎡）

  ＜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   ○ 遊具がない
車の往来の多いところでは入り口などに対策がある○　
ゴミが散乱していない　　　　　　　　  　× ゴミだらけ
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　　　　　　　　× 使った形跡なし　草が生えている
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　　× 
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＞　　　　　　　　　　　　　２点
面積　～400  ～800  ～2500  ～10000　10001～（641㎡）

●もっと活用するために
遊具スペースと広場スペース
はエリアは違っていてもつな
がっている方がいい。
広場で安心してボール遊び
ができるように、歩道との境
に高めの柵を設置したい。
パーゴラの下にテーブルとベ
ンチが、広場には四角いベ
ンチが欲しい。
団地のイベントなどにも利用
してはどうか？

●気づいたこと
遊具と広場が隔離されてい
て、出入りができない。ボー
ル遊びをするには、歩道に
ボールが転がり出てしまいそ
う。公園の表示看板がない。
調整池の柵の中がゴミだら
け。柵は必要か?

⑬
橘
小
学
校
区



千年
三笠
公園

ちとせみかさこうえん

防球ネットとバスケットゴールのある公園

●調査日 平成21年
　11月30日（月）
　12時00分～　☁
　調査時の利用は親子1組

●もっと活用するために
中学生の遊び場にもなってい
る公園は貴重。現状でよく機
能している。
バスケットゴールの下が水溜
りになっているので、土を足し
て水はけ良く。ゴミが散乱して
いるので、ゴミ箱が欲しい。
砂場の整備を。ネットもあると
いい。

●気づいたこと
防球ネットとバスケットゴール
があり、夕方には中学生も遊
んでいる。（→近隣からは苦
情もある）
紅葉している葉っぱが色鮮や
かで綺麗。公園が道路よりも
一段高くなっているが、見通し
はいい。鉄棒が曲がっている。
ブランコが傾いている。

●気づいたこと
破壊の跡が多く、荒れていて
安心感がない。入り口も 2ヶ
所だけで袋小路の印象。
このままでは危険地帯なの
で、何らか手を打つ必要があ
るのではないか。

●もっと活用するために
中高生のマイナスのエネル
ギーをプラスに発散できるよう
な仕掛けが必要。
スケボー、インラインスケート
などのためのスケートパークに
してはどうか。

90 【所在地】高津区千年797　【管理状況】街区公園・愛護会

第三京浜下にある、アスファルト敷きの殺伐とした公園

広さ

利便性

創造性公園の魅力

安心感

コミュニティ

【所在地】高津区千年1199-1　【管理状況】街区公園・愛護会

●調査日 
　平成21年
　10月29日（木）
　12時25分～  ☀
　調査時の利用は５人（中学生と警官）

91

広さ

利便性

創造性公園の魅力

安心感

コミュニティ

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    ×
イベントがよく開かれる　　　　　　　　　 ○ 時 ベ々ーゴマ大会
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）　　　　　　　　　 ○ 前に小さな工場
植栽が適切に配置されている　　　　　　  ○
よく使われている　　　　　　　　　　　　○ 中学生の利用もある

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   ○ 広場スペースに防球ネットあり
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　　　　　　　　  　× 子どもゴミが散乱
壊れたままになっている遊具がない　　　 　× 鉄棒が曲がりンコが傾いている
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　　　　　　　　  ○ 紅葉が美しい
せせらぎや池がある　　　　　　　　　  　×
砂場が清潔で使いやすい　　　　　　　　△ 下のネットが出ている
ボール遊びが出来るスペースがある　　　　○ ネットがあって安心
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　　　　○ 登れそうな木
木の実や草花、虫など遊べる自然がある　　○ 綺麗な色の落ち葉
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～（1,784㎡）

⑬
橘
小
学
校
区
千年
中央
公園

ちとせちゅうおうこうえん

  ＜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　                             　　　 △ 高架下で日が入らない　
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＞　　　　　　　　　　  　　１点
明るい　　　　　　　　　　　　　　　　× 高架下で暗い
人目がある（外からの）　　　　　　　　　 × 全くない
植栽が適切に配置されている　　　　　　  × 植栽がない
よく使われている　　　　　　　　　　　　△ 時々中高生が　寝泊まりの人も？

通り道として利用できる　　　　　　　　　× 入り口は同じ道に接して2か所
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　　　　　　　　  　× 紙くず、ホームレスの布団、不法投棄ゴミ
壊れたままになっている遊具がない　　　 　× 燃えた跡、壊れた遊具、落書き
路上駐車がない　　　　　　　　　　　　○ 
街灯がある 　　　　　　　　　　　○ あるが暗い
 ＜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　　　　△ 広いが地面が傾斜している
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　　　　× すべてアスファルト
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＞　　　　　　　　　　　　１点
利用しやすい場所にある　　　　　　　　 × 車の通りを越えた先の斜面
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～（1,549㎡）



坂の途中にある、マンション北側の公園

●平成21年
　10月29日（木）
　11時40～　☁→☀
　調査時の利用は0人

新作南
公園

92 【所在地】高津区新作2-18-33　【管理状況】街区公園・愛護会

市営住宅に隣接した、狭いが明るい公園

広さ

利便性

創造性公園の魅力

安心感

コミュニティ

●もっと活用するために
午後はよく活用されているの
ではないか。
午前中、乳幼児が集まれる
ようなしかけがほしい。

●気づいたこと
日中、乳幼児はあまり遊んで
いないが、午後になると、住
宅の小学生が集まる。
隣の集会所前でボール遊び
もしているらしい。駄菓子屋
が近くにあるのは魅力。

千年
くすのき

公園

93 【所在地】高津区千年1227-4　【管理状況】市営・街区・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

しんさくみなみこうえん

ちとせくすのきこうえん

●平成21年
　10月29日（木）
　11時54分～　☀
　調査時の利用は親子２組

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　　　　　　　　　　　　　　　　× 大きな木とマンションの陰
人目がある（外からの）　　　　　　　　　 × マンションの北側・駐輪場
植栽が適切に配置されている　　　　　　  △ 木が大きすぎるのかも
よく使われている　　　　　　　　　　　　×

通り道として利用できる　　　　　　　　　× ただし住宅への階段はある
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　　　　　　　　  　× 空き缶、コンクリートの塊
壊れたままになっている遊具がない　　　 　× 砂場にヒビが入っている
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　　　　　　　　  ○ ケヤキ、ポプラ
せせらぎや池がある　　　　　　　　　  　×
砂場が清潔で使いやすい　　　　　　　　× 草が生えている
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　　　　　　 　× DSをやっている子はいるらしい
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　　○ ツバキ、雑草
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　　　　　　　　 × 急坂の途中で不便
ベビーカーを押したまま移動できる　　　　  ○ アクセスは厳しい
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＞　　　　　　　　　　　　　１点
面積　～400  ～800  ～2500  ～10000　10001～（367㎡）

  ＜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）　　　　　　　　　 ○ 
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× チェーンはあるが対策が望まれる　
ゴミが散乱していない　　　　　　　　  　× 駄菓子のゴミなど
壊れたままになっている遊具がない　　　 　× 水道の飲み口部分がない
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　　　　　　　　× ない
ボール遊びが出来るスペースがある　　　　× やっているらしいが狭い
よく子ども達が利用している　　　　　　 　○ 放課後は小学生や幼児が遊ぶ
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　　○ 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＞　　　　　　　　　　　　３点
利用しやすい場所にある　　　　　　　　 ○ マンション脇にある
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～（452㎡）

●もっと活用するために
ポプラを切って公園を明る
く。（→H１９年に樹木剪定
済みとのこと）
道路からの見通しを良くして、
入り口に対策を。
ニーズはあるので、人の手が
入れば使われるようになるは
ず。愛護会の活動に期待。

●気づいたこと
近くに住む親子連れ、「利用
したいけど、暗くて砂場も荒
れていて遊ばせられない」と
嘆いていた。放課後、小学
生がDSをやっているそうだ。
たくさんの親子連れが坂を自
転車で下ったが素通り。
有刺鉄線が柵の上に張られ
ている。（→回収済み）

⑬
橘
小
学
校
区



たちばな
ふれあい
の森

高津区市民健康の森

高台にあり、芝生広場と大きなグラウンドのある緑地

●調査日 平成21年
　11月9日（月）
　10時13分～　☀
　調査時の利用は４人

●もっと活用するために
自然豊かで、日常の遊び場と
して子どもの体験を広げられ
る場。若い世代が保全活動
に参画すれば、子ども寄りの
活動もできるかも。
グラウンドと高い柵を活かし
て、ボール遊びできる場とし
て整備したい。入口のあたり
に、すべり台など乳幼児向け
の遊具がほしい。

●気づいたこと
健康の森を守る会の保全で
安心感がUP。アクセスは悪
いが手入れされた緑地は魅
力。野球サッカー禁止の看
板。犬の散歩・ウォーキング
の人が多いが、不思議とつな
がりが薄い。遊具がなくて遊
びに来づらいとの声あり．奥
の見通しはない。（→H２２年
1月下旬から５月まで傾斜地
の工事）

●気づいたこと
竹やぶが手入れされて、明るく
なった。通り道ではあるが、あ
まり緑地の中を通る人はいな
い。ベンチが腐りかけている。
（→ベンチ設置の予定あり。）

●もっと活用するために
たちばなの散歩道を散策がて
ら、親子でゆっくりお散歩する
には気持ちの良い場所。
テーブルとベンチ、手洗い水
があれば、休憩場所としても
利用できる。

94 【所在地】高津区千年1149-1　【管理状況】市営・近隣・愛護会

竹林に囲まれた、湧水の出るホタル養殖の地

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】高津区野川410　【管理状況】市営・都市林・愛護会なし

●調査日 
　平成21年
　11月9日（月）
　13時10分～　☀
　調査時の利用は0人

95

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　　　　　　　　　　　　　○ あずまやもある
テーブルがある　　　　　　　　　　　 　○
日陰がある　                             　　　 ○　
掲示板がある　　　　　　　　　　　　　○ 入口の掲示板は使われていない
子ども達を見守る大人が居る　　　　　　　△ 木曜日には守る会の活動がある
生活に根ざした遊びが体験できる　　　　　△ 竹トンボをさせてもらえることも
雨宿りできる場所がある　　　　　　　　　○ 大きなあずまやがある
地域の人が手入れしている畑や花壇がある    ○ 立派な大根やさつまいも
イベントがよく開かれる　　　　　　　　　 ○ いもほり
人と人とのつながりを感じる　                   × 利用者同士はつながっていない
＜安心感＞　　　　　　　　　　  　　３点
明るい　　　　　　　　　　　　　　　　○ 
人目がある（外からの）　　　　　　　　　 × 周囲に人目は全くない
植栽が適切に配置されている　　　　　　  ○
よく使われている　　　　　　　　　　　　○ 犬の散歩が多い

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○ 　
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 　　　　　　　　　　　× あえてないのかも 
 ＜公園の魅力＞　　　　　　　　　　３点
四季を感じる自然がある　　　　　　　　  ○ サクラ・ツバキなど
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　　　　△ 立派なグラウンドに禁止看板あり
よく子ども達が利用している　　　　　　 　× 野球やサッカーに来る子はいる
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　　　　○ 泥だんごの土、木登りの木
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　　　　　　　　　　　○ 傾斜地は立ち入り禁止
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　　　　　　　　 × 不便な場所
ベビーカーを押したまま移動できる　　　　  △ アクセスが厳しい
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～（20,207㎡）

  ＜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    ○ ホタルの養殖もしている
イベントがよく開かれる　　　　　　　　　 △ ホタルのイベントがある
人と人とのつながりを感じる　                   × 
＜安心感＞　　　　　　　　　　  　　３点
明るい　　　　　　　　　　　　　　　　○ 竹林の干ばつで明るくなった
人目がある（外からの）　　　　　　　　　 × 竹の隙間から上の住居が見える
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   ○ 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○ 危ない感じはしない
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　　　 　× ベンチが腐ってきている
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　　　　　　　　  ○ ホタル、シイの木、竹…
せせらぎや池がある　　　　　　　　　  　○ 柵があり遊びには使えない
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　　　　× 傾斜地なのでできない
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　　　　○ 土、湧水も（遊べないが）ある
木の実や草花、虫など遊べる自然がある　　○ ジュズダマ
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＞　　　　　　　　　　　　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　　　　  ×
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～（7,716㎡）全体では4,4801㎡

⑬
橘
小
学
校
区 春日台

公園
高津区市民健康の森

かすがだいこうえん

資料



敷地延長道路の先の、間口の狭い幼児向け小公園

●平成21年
　11月9日（月）
　11時5分～　☀
　調査時の利用は親子2組

千年
上原宿
公園

96 【所在地】高津区千年351-9　【管理状況】街区公園・愛護会

ステージと健康遊具のある、道路に面した小さな公園

広さ

利便性

創造性公園の魅力

安心感

コミュニティ

●もっと活用するために
現状でよく機能している。ス
テージの上に屋根があれば、
雨宿りもできていい。

●気づいたこと
木製の健康遊具や、ステー
ジがあり、狭いながら遊べそ
うな公園。植え込みの後ろ
側にも入って行けて楽しそう。
遊具は小さい子向き。
団地の裏にもプレイロットが
ある。

千年
前田
公園

97 【所在地】高津区千年92　【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

ちとせかみはらじゅくこうえん

ちとせまえだこうえん

●平成21年
　11月19日（木）
　11時00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　                             　　　 ○ 奥の遊具はいつも日陰　
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    × 植え込みは刈り込まれている
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）　　　　　　　　　 ○ 
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　　　　　　　　　× 袋小路
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○ 車止めのみ、危険は感じない
ゴミが散乱していない　　　　　　　　  　× タバコのごみ、空き缶
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　　　　　　　　  ○ お隣の植栽がきれい
せせらぎや池がある　　　　　　　　　  　× 
砂場が清潔で使いやすい　　　　　　　　○ ゴミがあるが、日当たりはよく使える
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　　　　　　 　× 遊んでいる跡はある　
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＞　　　　　　　　　　　　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　　○ 赤い実、ツバキの実
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＞　　　　　　　　　　　　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～（171㎡）

  ＜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    × 植え込みは刈り込まれている
イベントがよく開かれる　　　　　　　　　 ○ バザー
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× 歩道と車道の間にガードレールがない
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＞　　　　　　　　　　３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＞　　　　　　　　　　　　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　　○ 
ダスト舗装されていない部分がある　　　　○ 植え込みの幅が広い
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　　　　　　 ○ ステージが楽しい
 ＜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㎡）

●もっと活用するために
奥まった場所だが、車通りは
なく、乳幼児の外遊びには
よい場所。砂場はきれいで
使いやすそう。小さめのすべ
り台があるといいかも。
ベンチを取り換えるタイミン
グで、大きめの四角いベン
チを道から見える場所に
設置して、コミュニティの場と
して機能させたい。

●気づいたこと
道路から奥まったところにあ
る。車の通りぬけのできない
地域で、道行く人たちはほと
んど知り合い。子どもは多く
ない。道を隔てると宮前区。
空き缶や吸い殻が多いが、
奥の家の植栽のおかげで公
園に潤いを感じる。コンクリ
の塊の石がゴロゴロ落ちて
いて危ない。

⑬
橘
小
学
校
区


