
江川せせらぎ遊歩道に面した小さな公園

●調査日 平成21年
　11月30日（月）
　12時30分～　☁
　調査時の利用は親子5組

●もっと活用するために
乳幼児向けの公園。複合遊
具に工夫を。
いろいろ使える四角いベンチ
を設置したい。古タイヤを埋め
ても。

●気づいたこと
マンションの前。マンションの
プレイロットとは隣接している
が入り口が別。
せせらぎに救われている。

●気づいたこと
遊具はない。公園全体が古
墳の小山なので、登ったりす
るだけ。
近隣のつながりは感じるが、
公園として活用するのがいい
のか?

●もっと活用するために
現状以上の活用は難しい。
現状でよく機能している。

98 【所在地】高津区子母口426-4　【管理状況】街区公園・愛護会なし

古墳の公園

広さ

利便性

創造性公園の魅力

安心感

コミュニティ

【所在地】高津区子母口54-173　【管理状況】街区公園・愛護会

●調査日 
　平成21年
　11月30日（月）
　10時25分～  ☁
　調査時の利用は0人

99

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＞　　　　　　　　　　１点
ベンチがある　　　　　　　　　　　　　○ ２つ
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　　　　　　　　　　　　○ 幼稚園帰りの利用はある

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　　　 　○
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　　　　　　　　  × 江川せせらぎ遊歩道にはある
せせらぎや池がある　　　　　　　　　  　× 江川せせらぎ遊歩道に面している
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＞　　　　　　　　　　　　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～（213㎡）

  ＜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＞　　　　　　　　　　　　　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　　　　　　　　　　　　○ 小学生が遊んでいるらしい

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。遊具もない。
車の往来の多いところでは入り口などに対策がある○ 車通りもない。
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　　　 　○ 遊具なし
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　　　　　　　　  ○ 大きな桜
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　　○ ノビル、フキ、ビワ、松ぼっくり
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＞　　　　　　　　　　　　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～（431㎡）

⑭
子
母
口
小
学
校
区

子母口
新田町
公園

富士見台
公園

しぼぐちしんでんちょう
こうえん

ふじみだいこうえん

資料



高台にある、神奈川の史跡でもある貝塚公園

●平成21年
　11月30日（月）
　11時00分～　☁
　調査時の利用は0人

子母口
公園

100 【所在地】高津区子母口54-148　【管理状況】街区公園・愛護会

橘樹神社に隣接した小さい公園

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
隣の児童遊園と同じ管轄に
して遊具を移動させ、広場ス
ペースをつくりたい。

●気づいたこと
真中の段差は不要では？　
砂場に遊んだ跡があった。
隣のたちばなホームズ児童
遊園と地続きで、足すと面
積は400㎡超。平坦なので
少しはボール遊びできるが、
小学生が体を使って遊べる
だけの広さはない。
看板では 214 ㎡、資料では
225㎡。

たちばな
植之台
公園

101 【所在地】高津区子母口119-12　【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

しぼくちこうえん

たちばなうえのだい
こうえん

●平成21年
　11月30日（月）
　10時42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　　　　　　　　　　　　　○ 壊れそう
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×　
ゴミが散乱していない　　　　　　　　  　○ 往来は少ない
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　　　　　　　　  ○ 桜が大きい
せせらぎや池がある　　　　　　　　　  　×
砂場が清潔で使いやすい　　　　　　　　× 遊んだ跡あり、砂場の底の網がむき出しに
ボール遊びが出来るスペースがある　　　　× 斜面になっているので適さない
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　　○ 
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＞　　　　　　　　　　　　　１点
面積　～400  ～800  ～2500  ～10000　10001～（270㎡）

  ＜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）　　　　　　　　　 ×  隣の住宅からは見えるかも
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○ 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　　　 　○
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　　　　　　　　○ 
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　　　　　　 　×　
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　　○ ヤマモモ
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～（225㎡）

●もっと活用するために
見晴らしがよいので、ターザ
ンロープを設置して、遊び場
としての活用を。
散歩道としてつながっている
ので、安定感のある大きな
ベンチを整備して、休憩ス
ペースにしては。

●気づいたこと
住宅の奥にある。斜面にあ
るので、ボール遊びには適さ
ない。大きい桜があり、お花
見に賑わいそう。
公園の奥の端は犬のおしっ
この臭いがする。

⑭
子
母
口
小
学
校
区



植之台公園に隣接した公園

●調査日 平成21年
　11月30日（月）
　10時48分～　☁
　調査時の利用は保育園1組

●もっと活用するために
隣の公園と同じ管轄にして、
遊具を移動させ、広場スペー
スをつくりたい。

●気づいたこと
神奈川県土地建物保全協
会の管轄。前の住宅のため
と思われる。
植之台公園と二つで一つの
公園として成り立つ。

●気づいたこと
ゴミの散乱が目立つ。おむつ
まで捨ててある。何か対策が
必要。藤棚はきれいで魅力。
看板では1592㎡、資料では
1,401㎡。
広いのに、ボール遊びが禁
止になっていて、看板には「通
報する」とある。（→看板は公
園事務所ではなく私的にたて
られたもので撤去済み）。

●もっと活用するために
周囲を防球ネットのような高
い柵で囲い、安心してボール
遊びもできる場所にしたい。
ゴミ箱を設置したい。

102 【所在地】高津区子母口119-12　【管理状況】神奈川県土地建物保全協会

バス通りに面した、明るいがやや荒れた公園

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】高津区子母口826-29　【管理状況】市営・街区・愛護会

●調査日 平成21年11月30日（月）
　9時45分～　☁
　調査時の利用は0人

103

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＞　　　　　　　　　　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）　　　　　　　　　 △ 隣の家の台所に接している
植栽が適切に配置されている　　　　　　  × 伐採し過ぎの感じ
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   ○ ブランコのみ
車の往来の多いところでは入り口などに対策がある○ 往来は少ない
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＞　　　　　　　　　　１点
四季を感じる自然がある　　　　　　　　  ○ モクレンorコブシ
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　　　　× 禁止看板あり　狭い
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＞　　　　　　　　　　　　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＞　　　　　　　　　　　　　１点
面積　～400  ～800  ～2500  ～10000　10001～（292㎡）

  ＜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）　　　　　　　　　 ○ 道路からの見通しがいい
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   ○
車の往来の多いところでは入り口などに対策がある○ ボール対策はなし　
ゴミが散乱していない　　　　　　　　  　× ゴミだらけ。おむつ、空き缶、お菓子の袋
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　　　　　　　　○ 砂場上の日除けが壊れている
ボール遊びが出来るスペースがある　　　　○ 禁止看板があり
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＞　　　　　　　　　　　　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　　　　　　 ○ 遊具は楽しそう
 ＜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＞　　　　　　　　　　　　　３点
面積 ～400  ～800  ～2500  ～10000 10001～（1,401㎡）

⑭
子
母
口
小
学
校
区

たちばな
ホームズ
児童遊園

子母口
旭田
公園

たちばなほうむず
じどうゆうえん

しぼくちあさひだこうえん

資料



公園事務所がある、とても広い公園

●平成21年11月12日（木）
　13時05分～　☁
　調査時の利用は親子3組、大人6人

104 【所在地】高津区子母口565　【管理状況】近隣公園・愛護会

住宅街にある新しい小さな公園

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
狭いが現状でよく機能してい
て、これ以上の活用は難し
い。

●気づいたこと
すべり台の階段に幼児が間
から落ちない工夫があるが、
段の奥行きが浅くて足が入ら
ず、不安定な気がする。
すぐ隣にスプリング遊具があ
るプレイロットあり。

橘
公園

105 【所在地】高津区蟹ヶ谷246-5【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

たちばなこうえん

●平成21年
　11月12日（木）
　12時43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　　　　　　　　　○ 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    ×
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）　　　　　　　　　 △ せせらぎ側は人目がない
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   ○
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　　　 　× ロープ遊具のボールが取れている
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　　　　　　　　  ○ 
せせらぎや池がある　　　　　　　　　  　○ あまり遊べない
砂場が清潔で使いやすい　　　　　　　　× 立地はよいので改善したい
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　　　　○ 遊べる水、登れる木
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　　　　　　　　　　　○ 築山の部分
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＞　　　　　　　　　　　　５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＞　　　　　　　　　　　　　５点
面積　～400  ～800  ～2500  ～10000　10001～（16,916㎡）

  ＜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○
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　　　　　　　　  ○ センリョウ、アジサイ　
せせらぎや池がある　　　　　　　　　  　×
砂場が清潔で使いやすい　　　　　　　　○ 掘った跡あり
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＞　　　　　　　　　　　　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　　○ センリョウの実、笹
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＞　　　　　　　　　　　　　１点
面積　～400  ～800  ～2500  ～10000　10001～（217㎡）

●もっと活用するために
砂場の改善を。現状だと砂
場で遊ぶと壁を向いて座るこ
とになるので、砂場を壁から
離し、大人が座れるスペース
を工夫したい。宝くじの遊具
は対象年齢は広いがつまら
ない。目玉となる遊具を置き
たい。
せせらぎスペースは、遊びの
活動などを行って活性化した
方がよい。

●気づいたこと
広場も広く、ボール遊びもで
きて良い。敷地がとても広い
わりに、あまり遊び心をくすぐ
られない。公園事務所側の
入り口付近に、寝泊まりして
いる人がいる。
せっかくせせらぎがあるが、き
れいでなく遊べず、もったい
ない。

⑭
子
母
口
小
学
校
区

蟹ヶ谷
住古滝
公園

かにがやおうこたき
こうえん



槍が崎公園近くの工事現場の一角

●調査日 平成21年
　11月12日（木）
　11時30分～　☁
　調査時の利用は0人

●気づいたこと
広い広場に「ボール遊び禁
止」の看板あり。子どもが遊
ぶと近所に住む人に「うるさ
い」と怒鳴られるそう。
入り口に車止めの柵がある
が、車椅子も通れるように片
側が広くなっている。向かい
合っているベンチが 1組だけ
あった。隣に、幼児向け遊具
と鉄棒のあるマンションのプ
レイロットあり。

●もっと活用するために
この地域の子どもたちにとっ
ては貴重な遊び場。近隣の
人にも理解を求めた上で、
ボール遊びもできる公園とし
て整備したい。

106 【所在地】高津区蟹ヶ谷3　【管理状況】街区公園・愛護会なし

バスロータリー裏の大きな公園

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】高津区蟹ヶ谷3-7　【管理状況】住宅工事中につき、暫定的にまちづくり局管理

●調査日 平成21年
　11月12日（木）11時00分～　☁
　調査時の利用は0人

107

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　　　　　　　×
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    ○ プランターの花
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   ○ 広場も遊具もない
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　　　 　× ブランコが取りはずされたまま
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　　　　　　　　  ○ ポプラ？
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＞　　　　　　　　　　　　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～（219㎡）

  ＜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   ○ 広場に「ボール遊び禁止」の看板
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、放置自転車
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、アジサイ、サザンカ
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　　　　○ 「ボール遊び禁止」
よく子ども達が利用している　　　　　　 　× 苦情のため親が敬遠（近隣の話）
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＞　　　　　　　　　　　　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～（2,214㎡）

⑭
子
母
口
小
学
校
区

蟹ヶ谷
第3
公園

槍が崎
公園

かにがやだいさんこうえん

やりがさきこうえん

資料

●もっと活用するために
住宅工事の後で公園の再設計を。日あたりの
よさを活かしてコミュニティスペースに。

●もっと活用するために
砂場の砂は固くて地面のよう。ブランコは取り
外されていて、遊び場ではなくなっている。猫の
エサが置かれていた。
日あたりがよく、大人がベンチでおしゃべりして
いることも多い。



大きな石のある、段差を利用した公園

●平成21年
　11月12日（木）10時40分～　☁
　調査時の利用は0人

108 【所在地】高津区蟹ヶ谷21-18　【管理状況】街区公園・愛護会

隣家があまりにも近い公園

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
遊び場として活用しないほう
が良い。マンション会社が
土地を買い取り、マンション
住民に土地の利用方法を考
えてもらっては？

●気づいたこと
雑草が多く、うっそうとしてい
る。数十cmしか離れていな
いマンション側に、公園の土
が流れる。
隣家が近すぎて、公園から
住宅に侵入されそうな位置
関係で、住人側に緊張感が
ある（監視カメラあり）。
親子連れは近くのプレイロッ
トに集まるそうだ。

蟹ヶ谷
なかよし

公園

109 【所在地】高津区蟹ヶ谷12-3　【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

かにがやなかよしこうえん

●平成21年11月12日（木）
　11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＞　　　　　　　　　　　　  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   ○ 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　　　　　　　　  　× ビン、缶
壊れたままになっている遊具がない　　　 　○ 地面に凹凸あり　木の根が原因
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　　　　　　　　  ○ モミジ、サクラ、キンモクセイ
せせらぎや池がある　　　　　　　　　  　×
砂場が清潔で使いやすい　　　　　　　　○ 砂は少ないが、ネコの糞などはない
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＞　　　　　　　　　　　　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　　○ ツバキ、モミジ
ダスト舗装されていない部分がある　　　　 ○
地面に起伏がある　　　　　　　　　　　○ 階段で２段に分かれている
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　　　　　　 ○ トンネルのような遊具あり
 ＜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～（596㎡）

  ＜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＞　　　　　　　　　　　  　１点
明るい　　　　　　　　　　　　　　　　×
人目がある（外からの）　　　　　　　　　 ○ マンションベランダのすぐ横
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　　　　　　　　　× 入り口は階段
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○ 車の往来が少ない
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＞　　　　　　　　　　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　　　　　　　　× 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　　　　　　 　× 近くのプレイロットに行くらしい
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＞　　　　　　　　　　　　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～（407㎡）

●もっと活用するために
上のスペースは乳幼児でも
遊べるが、下のスペースは急
な段差を降りなくては行きつ
かないので、小学生向けの
スペースとして整備したい。

●気づいたこと
スプリング遊具が階段の下
にあるが、ベビーカーでは降
りることができない。
大きい石がいくつかあって、
登ったりして遊べそう。

⑭
子
母
口
小
学
校
区

蟹ヶ谷
西ノ森
公園

かにがやにしのもり
こうえん



きれいな住宅に面した、通路のような公園

●調査日 平成21年
　11月12日（木）10時15分～　☁
　調査時の利用は0人

【所在地】高津区蟹ヶ谷44-90　【管理状況】街区公園・愛護会なし

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＞　　　　　　　　　　１点
ベンチがある　　　　　　　　　　　　　○
テーブルがある　　　　　　　　　　　 　×
日陰がある　                             　　　 ○ 大きな木が日陰になりそう
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）　　　　　　　　　 △ 住宅の玄関側、柵の下は崖
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○　
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　　　　　　　　○ 
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　　○ ドングリ、ナンキンハゼ（ロウソクができる）
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＞　　　　　　　　　　　　　３点
面積　～400  ～800  ～2500  ～10000　10001～（1,302㎡）

⑭
子
母
口
小
学
校
区

資料

●気がついたこと
住宅街の遊歩道のよう。今はきれいだが、手入れされて
いる感じはしなかった。フェンス沿いに雑草が伸びている
ところもあり、このまま放置すると荒れた公園に。
道を隔てて中原区側に、広くて遊びやすそうな公園あり。

（→年2回、刈り込みと除草を行っている。）

●もっと活用するために
草の手入れなど、近隣の住人の活動に期待。
ガーデニングに利用してはどうか。
（→時計を設置する予定。）蟹ヶ谷

のぞみの丘
公園

かにがやのぞみのおか
こうえん
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