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調整池のある、暗くて人目のない公園

●調査日 平成21年10月1日（木）12時5分～　☀
　調査時の利用は0人

●もっと活用するために
遊具スペースの高木を切っ
て明るく。
調整池側のフェンスを高くし
て、壁あてのボールが入り込
まないように。周囲の柵も高
くして、思いっきりボール遊
びもできる公園に。

●気づいたこと
調整池に接するコンクリート
の広場は周囲から死角になっ
ている。遊具スペース脇の
道に車が1～2台停まれば
外からの目線がなくなり、治
安面で不安を感じる。
運営協議会の活動のおかげ
で現状を維持できている。
（→公園事務所で新しく複合
遊具を設置。木の剪定は
H20年度に行った。）

●もっと活用するために
砂場にネットがほしい。荒れ
ないよう、壁の落書きは消し
たい。日当たりのよい上のス
ペースにベンチとテーブルを
設置しては？
乳幼児の遊具が一つほしい。
高い壁を利用して、バスケッ
トゴールなど設置できない
か？

●気づいたこと
人が集まる公園。壁に大きな
落書きあり。2階部分の柵
に切れ目あり危険。
通路からの見通しは悪い。
吸殻ゴミは近所の人が清掃
している。入り口の階段を登
り降りして遊ぶ子。砂場の周
りのベンチは向かい合わせ
でいい。すべり台が高い割
に階段が狭いので、大人が
一緒に登れない。

かみさくのべのうじゅう
こうえん

上作延
農住
公園

28 【所在地】高津区上作延937　【管理状況】街区公園・運営協議会

階段上にロフトスペースのある静かな公園

広さ

利便性

創造性公園の魅力

安心感

コミュニティ

広さ

利便性

創造性公園の魅力

安心感

コミュニティ

向ヶ丘
東
公園

【所在地】高津区向丘85-8　【管理状況】街区公園／愛護会

むかいがおかひがしこうえん

●調査日 平成21年
　10月15日（木）11時35分～☀
　調査時の利用は親子5組と保育園1園

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　                             　　　 ○ どちらかというと薄暗い
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    × 
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　　　　　　　　　　　　　　　　× 遊具スペースは建物の陰になる
人目がある（外からの）　　　　　　　　　 × 外からの人目がほとんどない
植栽が適切に配置されている　　　　　　  × 少し明るくする必要がある
よく使われている　　　　　　　　　　　　○ ゲートボールのおじさんたち

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　　　 　× 壊れた柵、傾いて座れないベンチ
路上駐車がない　　　　　　　　　　　　× 路駐があると道から中が見えない
街灯がある 　　　　　　　　　　　○   
 ＜公園の魅力＞　　　　　　　　　　２点
四季を感じる自然がある　　　　　　　　  ○ 落葉樹、ツツジ
せせらぎや池がある　　　　　　　　　  　× 
砂場が清潔で使いやすい　　　　　　　　× 日当たりが悪い
ボール遊びが出来るスペースがある　　　　○ 「野球禁止」の看板あり
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　　　　 ○ 
地面に起伏がある　　　　　　　　　　　× お墓への斜面、登る子もいるそうだ
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　　　　　　　　　　　　　 ○ 簡易トイレ
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～（1,530㎡）

＜コミュニティ＞　　　　　　　　　　３点
ベンチがある　　　　　　　　　　　　　○ 砂場をはさんで
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　　　　　　　○ 近所の人が見てくれている感じ
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　                   ○ 利用者同士のつながり
＜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　　　 　△ 壁に落書きあり
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　　　　　　　　○ 
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　　　　○ 湧き水がにじみ出ている
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　　　　 ○ 上の段は土、下はダスト舗装
地面に起伏がある　　　　　　　　　　　× 2段になっている
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～（1,160㎡）



通路に沿って細長～い公園

●平成21年10月15日（木）12時5分～　☀
　調査時の利用は0人

しもさくのべみなみやこうえん

下作延
南谷
公園

30 【所在地】高津区下作延3-24-42　【管理状況】街区公園／愛護会

国道246号の脇、斜面に長いすべり台のある公園

広さ

利便性

創造性公園の魅力

安心感

コミュニティ

●もっと活用するために
幼稚園帰りの親子や小学生な
ど、人が集まっている公園なので、
パーゴラの下にテーブルとイスを
置くなど、コミュニティスペースを
整えたい。

●気づいたこと
防災倉庫あり。町会の掲示物も
多い。国道２４６号の脇にあるの
で、車の騒音でややうるさい。砂
場の砂が多くてあふれ、境界が分
からない。
すべり台の着地点が水たまりに
なっている。（→公園事務所で、
広場の排水工事をする予定。）

下作延
第2
公園

31 【所在地】高津区下作延3-1-20　【管理状況】街区公園・運営協議会

広さ

利便性

創造性公園の魅力

安心感

コミュニティ

しもさくのべだいにこうえん

●平成21年10月15日（木）
　10時5分～　☀
　調査時の利用は0人

資料

●気づいたこと
マンション通路の横にある。とても細長く、住宅に接している。入り口には植え込みも
あり，公園と気づかずに通り過ぎてしまいそう。ゴミ箱あり。すべり台の目の前が住宅で、
遊びにくい。

●もっと活用するために
遊び場としての利用は難しそう。
ガーデニングの活動に利用したり、
健康遊具を設置したりと活用できれ
ば。

⑤
上
作
延
小
学
校
区

＜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   ○ 狭いので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　　　　　　　　  　○ 
壊れたままになっている遊具がない　　　 　○ 
路上駐車がない　　　　　　　　　　　　× 隣接する通路が駐車スペース
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　　　　　　 　× 小学生は遊んでいるらしい
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＞　　　　　　　　　　　　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～（392㎡）

＜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　　　　　　　　　 ○ 町会のまつりなど
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　　　　　　　　　　　　○ 大人の休憩場所としても

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× どこからでも入れる感じ
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、ドングリ
せせらぎや池がある　　　　　　　　　  　× 
砂場が清潔で使いやすい　　　　　　　　× 砂があふれている。
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　　　　　　 　○ 乳幼児、幼稚園帰り、小学生
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　　　　○ 木登りできそうな木
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　　　　　　　　　　　○ 2段になっている
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～（1,896㎡）



団地の中の公園

●調査日 平成21年10月15日（木）
　10時50分～　☀
　調査時の利用は0人

●気づいたこと
暗くて放っておかれている印象。
ゴミ置き場からガラスの破片を含
むゴミが落ちている。砂場は犬
猫の糞尿のにおい。子どもが遊
ぶには人目がなく、危なそう。
高台から近くの公園を見下ろすこ
とができる。

●もっと活用するために
ゴミ置き場からゴミが落ちないよ
うに工夫を。砂場はなくしたほう
がいい。
健康遊具やベンチを置いて、シ
ニアのための見晴らしスポットにし
ては？

●気づいたこと
団地の中の公園だが、団地にあ
まり子どもがいない？　ゴミ箱2
つあり、ビニール袋もかけてある。

●もっと活用するために
日当たりも良いので、砂場があれ
ば小さい子が遊べそうだが、子ど
もニーズが少なければ、シニアの
利用を考えてもよいのでは。健康
遊具設置、ゲートボール場でもよ
いかも。

しもさくのべみなみけやき
こうえん

下作延
南けやき

公園

32 【所在地】高津区下作延3-10-4　【管理状況】街区公園・愛護会なし

住宅地の間の暗く小さな公園

広さ

利便性

創造性公園の魅力

安心感

コミュニティ

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
南こども

公園

【所在地】高津区下作延3-10-5　【管理状況】街区公園／愛護会なし

しもさくのべみなみこども
こうえん

●調査日 平成21年10月15日（木）10時30分～　☀
　調査時の利用は0人

資料
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⑤
上
作
延
小
学
校
区

＜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○ 車の往来はない
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　　　 　× ブランコが一つない
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　　　　　　　　× 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　　　　　　 　× あまり遊ばれた形跡がない
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＞　　　　　　　　　　　　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　　　　　　　　 × 
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～（720㎡）

＜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　                             　　　 △ 日が当たらない
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　　　　　　　　　　　　　　　　× 
人目がある（外からの）　　　　　　　　　 × マンションの北側・玄関側
植栽が適切に配置されている　　　　　　  × 木が大きく育ってしまった感じ
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　　　　　　　　  　× ゴミ集積所からこぼれ隅に溜まっている
壊れたままになっている遊具がない　　　 　× 砂場の周囲のコンクリにヒビあり
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、ドングリ
せせらぎや池がある　　　　　　　　　  　× 
砂場が清潔で使いやすい　　　　　　　　× 猫や犬の糞尿の臭いがする
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　　　　× コンクリート
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　　　　　　　　 × 
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～（442㎡）



団地内の、斜面を利用した大きな公園

●平成21年10月15日（木）11時5分～　☀
　調査時の利用は親子12組と保育園1園

ふどうがおかこうえん

不動ヶ丘
公園
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資料

●もっと活用するために
現状でよく機能している。
人目もあるのでテーブルとベンチを
設置して、親子がお弁当を持って遊
びに来れる場に。

●気づいたこと
斜面を利用した複合遊具もあり、
人気のあるよい公園。遊ばれている
からだろうが、禁止事項の看板がと
ても多い。
砂場の砂が少ないが、ネットがはず
しにくいのであまり使われていない。

広さ

利便性

創造性公園の魅力

安心感

コミュニティ

⑤
上
作
延
小
学
校
区

＜コミュニティ＞　　　　　　　　　　２点
ベンチがある　　　　　　　　　　　　　○ 一つ古い
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＞　　　　　　　　　　　  　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＞　　　　　　　　　　４点
四季を感じる自然がある　　　　　　　　  ○ サクラ、ドングリ
せせらぎや池がある　　　　　　　　　  　× 
砂場が清潔で使いやすい　　　　　　　　△ ネットが着脱しにくい
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　　　　○ 登れる木、遊べる土
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　　　　　　　× 禁止事項の看板がとても多い
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＞　　　　　　　　　　　　　４点
面積　～400  ～800  ～2500  ～10000　10001～（5,272㎡）


