
花壇に囲まれた小さな公園

●調査日 平成21年
   10月22日（木）12時00分～　☁
　調査時の利用は0人

●気づいたこと
さびれている、という印象。地面
はブロック（石碑まわり）、根っこ、
プラスチックシートなどでデコボコ
していて、小さい子は転びそう。
以前あった砂場のシートはない
が、砂場には遊ばれた跡がある。
隣接する民家に、公園ブロックを
登って書いたと思われる落書きが
あり、荒れた感じ。

●もっと活用するために
すべり台とブランコは古い。土が
なくなり、公園内の大木の根っこ
もイスの土台もむき出しに。上か
ら土は足せるのか？
地域の治安を考えても、落書き
は早く消した方がよい。
今後リニューアルがあるとしたら、
イチョウの木を活かした小学生向
きの公園にしたい。

●気づいたこと
砂場の上の藤棚が美しい。
狭いのでブランコの柵が大きく見
える。すべり台が高く、遊具は小
学生向き？
周囲にぐるっと咲いている花壇の
花で遊べるといいが。

●もっと活用するために
大陸天公園と異なる要素を持つ
公園として、乳幼児親子がこじん
まり遊べる空間をめざしたい。リ
ニューアルの際に乳幼児用の複
合遊具を。花壇の世話をしている
人と意思疎通を図り、花や雑草
でも遊べるといい。母たちも集え
るよう、ベビーカーで入れる入り口
に。ベンチの位置にも工夫が必
要。

ふたこいむらこうえん

二子
居村
公園

52 【所在地】高津区二子3-6-35　【管理状況】街区公園・愛護会なし

大イチョウのある古い公園

広さ

利便性

創造性公園の魅力

安心感

コミュニティ

大陸天
公園

【所在地】高津区二子4-18-1　【管理状況】街区公園・愛護会

だいろくてんこうえん

●調査日 平成21年
　10月22日（木）
　11時40分～　☀
　調査時の利用は
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 ＜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　　　　　　　× 花壇の世話をしている人がいる
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    ○ 立ち入りは禁止
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　　　　　　　　　　　　× ペットの散歩の人はいる

通り道として利用できる　　　　　　　　　× 入口が階段なのでわざわざ利用しない
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　　　　　　　　  　○ 
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　　　　　　　　  ○ 花壇の花・藤棚
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＞　　　　　　　　　　　　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　　　　  × 入口が階段＆柵で入れない
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～（302㎡）

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　　　　　　　　　　　　　○ 川崎市の掲示板　
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　　　　　　　　　× 
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）　　　　　　　　　 ○ 人や車の通る道路、住宅の南側
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   × 
車の往来の多いところでは入り口などに対策がある× 今以上の対策が必要　
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　　　 　× 隣接民家・遊具にスプレーの落書き
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　　　　　　　　  ○ 大イチョウの木・サクラ・ポプラ
せせらぎや池がある　　　　　　　　　  　× 
砂場が清潔で使いやすい　　　　　　　　○ 遊んだ跡があり日当たりもよい
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　　　　　　 　△ 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＞　　　　　　　　　　　　２点
遊びの素材となる木や土、水がある　　　　○ 大イチョウに登れる
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　　　　○ ダスト舗装はなし、土が減っている
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～（514㎡）

資料



静かな住宅街の、築山のある公園

●平成21年10月22日（木）
　11時15分～　☀
　調査時の利用は親子６組と保育園1組

諏訪
河原
公園

54 【所在地】諏訪1-19-11　【管理状況】街区公園・愛護会

小学校に隣接した、広いが殺風景な公園

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
決まった条件の中でよく機
能している公園だが、日陰
や水道などの整備が必要。
立地的には、じゃまにならな
いところに砂場があっても良
さそう。

●気づいたこと
分かりにくい場所だが、入口
の机イスのあるコミュニティ
スペースがうまく機能してい
て人がいっぱい。利用者同
士の顔がつながっていて、
滞在時間も長い。
遊具は少ないが、こじんまり
していて目が届きやすい。築
山も好評。
すべり台の土台がむき出しで
危険。

●もっと活用するために
砂ぼこりで近隣が迷惑しているの
で、ダスト舗装でなく芝生や草っ
ぱらにしてはどうか。
商店側に車道との区切りにもなる
アスレチック遊具や柵を設置する
など工夫して、小学生も体を使っ
て遊べる公園に。ボール遊びや
鬼ごっこができる空間がほしい。

●気づいたこと
たくさんの親子連れで賑わうが、
地面の砂ぼこりがひどく、遊ぶと
真っ白に。砂場はないが砂遊び
道具持参の親子も多く、砂場の
要望がある。周囲の植え込みが
枯れてなくなっているところもあり、
車道への対策が心もとない。小
学生がボールで遊ぶが、車道に
ボールが出るので危険。（→道路
沿いに低木を植える予定あり）

東高津
公園

55 【所在地】高津区北見方2-6　【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

ひがしたかつこうえん

すわかわらこうえん

●平成21年10月22日（木）
　10時37分～　☀
　調査時の利用は親子13組

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　　　　　　　　　 × 
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　　　　　　　　　　　　○ 保育園の利用もある

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   × すべり台とスプリング遊具のみ
車の往来の多いところでは入り口などに対策がある○ 車の往来がほとんどない　
ゴミが散乱していない　　　　　　　　  　× はじっこにゴミ
壊れたままになっている遊具がない　　　 　× すべり台の土台がむき出し
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　　　　○ 小学生がサッカーをする程度
よく子ども達が利用している　　　　　　 　○ 自転車の跡もある
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　　× 遊べる自然がほしい
ダスト舗装されていない部分がある　　　　○ 築山部分
地面に起伏がある　　　　　　　　　　　○ 築山部分
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　　　　　　　　　　　　　　× 水道の要望がある
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～（793㎡）

＜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　                             　　　 ○ なくはない　
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　                   ○ 利用者同士顔はつながっている
＜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　　　　　　  × 低木が枯れ柵の役割を果たさない
よく使われている　　　　　　　　　　　　○ 保育園の利用もある

通り道として利用できる　　　　　　　　　○ 小学生も通る
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× 車は時々通る程度だが、危ない　
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　　　　　　　　  ○ しだれ桜・花ミズキなど
せせらぎや池がある　　　　　　　　　  　× 
砂場が清潔で使いやすい　　　　　　　　× 砂場なし
ボール遊びが出来るスペースがある　　　　△ 小学生だと現状厳しい
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＞　　　　　　　　　　　　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、木の実
ダスト舗装されていない部分がある　　　　○ 周りは以前芝生だったようだ
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～（1,045㎡）
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府中街道沿いにある健康遊具（ベンチ）の公園

●調査日 平成21年
    10月22日（木）10時14分～　☀
　調査時の利用は親子1組

●気づいたこと
2方向が道路で、道幅は狭いが
往来が激しい。浮浪者らしき人
が時 い々る。こども文化センター
の隣にあるが日常的な関連性は
薄く、子どもはあまり遊んでいな
いらしい。
ダスト舗装がはげて小石が出て
いる。砂場に猫のフンがある。
（→H２１年度中に遊具改修工事
が入り、新しい公園としてリニュー
アル）

●もっと活用するために
利用するのは主に乳幼児。砂場
の砂をきれいにしてネットを設置。
千両・どんぐり・おしろい花など
植栽にも変化を。
狭い公園の割によく機能している
が、こども文化センターとの連携
も望まれる。

●気づいたこと
府中街道の車の騒音があり、く
つろげる立地ではない。子どもの
遊び場としては不適だが、周囲
に遊び場がないためニーズはあ
る。

●もっと活用するために
この立地では滞在時間も短い。
乳幼児向けのアスレチック遊具
を置けばどうか。

きたみかたにちょうめ
こうえん

北見方
2丁目
公園

56 【所在地】高津区北味方2-260-9　【管理状況】街区公園・愛護会なし

こども文化センターの隣にある遊具の公園

広さ

利便性

創造性公園の魅力

安心感

コミュニティ

下野毛
1丁目
公園

【所在地】高津区下野毛1-3　【管理状況】街区公園・愛護会

しものげいっちょうめ
こうえん

●調査日 平成21年
　10月21日（水）
　10時45分～　☀
　調査時の利用は0人

57
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＜コミュニティ＞　　　　　　　　　　１点
ベンチがある　　　　　　　　　　　　　○ 健康遊具を兼ねている
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）　　　　　　　　　 △ 隣接マンションの目が注がれれば
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   ○ 遊具なし
車の往来の多いところでは入り口などに対策がある× 車の通りが多く心もとない　
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＞　　　　　　　　　　１点
四季を感じる自然がある　　　　　　　　  ○ ヤマモモ・サクラなど
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　　　　　　 　× 他に遊べる場がなくて来る親子
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　　× 遊べる自然の要素がない
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～（416㎡）

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　　　　　　　× 浮浪者らしき人がいる
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× 対策はあるが車の往来が激しい
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　　　　　　　　  ○ ツツジ・ヤマモモ
せせらぎや池がある　　　　　　　　　  　× 
砂場が清潔で使いやすい　　　　　　　　× ふちが高い、猫のフンあり
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　　　　× ダスト舗装がはがれ小石が露出
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　　　　　　 ○ 古い遊具だが工夫して遊べる
 ＜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～（288㎡）

資料



（工事中）広場スペースのある広い公園

●平成21年10月21日（水）
　11時10分～　☀
　調査時の利用は0人

下野毛
2丁目
公園

58 【所在地】高津区下野毛2-8-3　【管理状況】街区公園・愛護会なし

住宅街の中の静かで集える公園

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
工事のため、あまりイメージ
できず。

●気づいたこと
緊急時給水拠点確保用貯
水槽設置のための工事中

（H22年8月まで）。広い。
防災倉庫あり。日陰がない
ので、日中は暑そう。
普段の放課後は小学生が
ボール遊びをしている。入り
口にある木の枠はなに？
（→パーゴラだったが屋根部
分は老朽化して撤去。遊具
は改修の候補にあがってい
る。）

●もっと活用するために
この立地条件・広さとしては、最
善の公園という印象。

●気づいたこと
コンビニが近く、親子で遊びに来
たりお昼ご飯を食べに来たりと、よ
く使われている。藤棚の下の大き
なベンチが活用されている。
利用者が公園事務所に電話して、
砂場の上によしずがついたそうだ。
公園の隅に大きな石がたくさん置
かれている。（→公園事務所で回
収済み。）

下野毛
3丁目
公園

59 【所在地】高津区下野毛3-4　【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

しものげさんちょうめこうえん

しものげにちょうめこうえん

●平成21年10月21日（水）
　11時40分～　☀
　調査時の利用は親子2組と大人2人

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　                   × 工事中のため分からず
＜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　　　 　× 屋根がなく柱が朽ちたパーゴラの枠
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＞　　　　　　　　　　　　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　　　　× 舗装以外はコンクリートタイル
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～（1,534㎡）

＜コミュニティ＞　　　　　　　　　　３点
ベンチがある　　　　　　　　　　　　　○ 
テーブルがある　　　　　　　　　　　 　△ 大きいベンチがテーブル代わりに
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　                   ○ 利用者同士顔はつながっている
＜安心感＞　　　　　　　　　　  　　４点
明るい　　　　　　　　　　　　　　　　○ 
人目がある（外からの）　　　　　　　　　 × 静かな住宅地
植栽が適切に配置されている　　　　　　  ○ 
よく使われている　　　　　　　　　　　　○ 昼飯を食べている大人も多い

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   ○ 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○ 車は少ない　
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＞　　　　　　　　　　３点
四季を感じる自然がある　　　　　　　　  ○ ウメ・藤棚・キンモクセイ・アジサイ
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　　　　× あまりボールでは遊べない
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＞　　　　　　　　　　　　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　　○ 柵の外側に木の実
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　　　　　　　　 ○ コンビニの近く
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～（404㎡）
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