
災害時応急給水拠点のある、団地の中の公園

●平成21年11月30日（木）
　10時7分～　☁
　調査時の利用は0人

111 【所在地】高津区久末1946-4　【管理状況】街区公園・愛護会

木製遊具のある長方形の公園

広さ

利便性

創造性公園の魅力

安心感

コミュニティ

●もっと活用するために
ゴミ箱を設置した方がよい。
近くに公園が少ない地域な
ので、乳幼児向けの遊具も
欲しい。

●気づいたこと
隣の住宅の駐車場との境の
フェンスは高めでいい。
遊んでいる感じがある。遊具
は大きい子向け。
犬のフン、ゴミが多く、あまり
管理されていない。

久末
表耕地
公園

112 【所在地】高津区久末2150【管理状況】まちづくり局住宅管理課

広さ

創造性公園の魅力

安心感

コミュニティ

利便性

ひさすえおもてこうちこうえん

●平成21年12月14日（月）10時5分～　☁
　調査時の利用は1人（犬の散歩）

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＞　　　　　　　　　　　  　３点
明るい　　　　　　　　　　　　　　　　○
人目がある（外からの）　　　　　　　　　 ○ 団地のベランダ側
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○　
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　　　　　　　　× 整備されればニーズはある
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　　○ ススキ・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＞　　　　　　　　　　　　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　　　　　　　　　　　　　　○ 蛇口が2つ破損
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～（1,213㎡）

  ＜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    ○ やや荒れている
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＞　　　　  　　　　　　　　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○　
ゴミが散乱していない　　　　　　　　  　× ジュースやお菓子のごみ
壊れたままになっている遊具がない　　　 　○ 遊具は古い
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　　　　　　　　  ○ ケヤキ・モクレン、隣は畑
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　　　　　　 　○ 近くに公園がない　
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　　　　○ 公園のまわり
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　　　　　　　　　　　　　　○ 蛇口が2ヶ所壊れている
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～（780㎡）

●もっと活用するために
乳幼児から小中学生まで、
遊び場のニーズはあると思
われるので、まずは公園の手
入れを。車道に面する方の
柵を高くして、ボール遊びが
安心してできるようにしたい。

●気づいたこと
砂場に水がたまっていて、石
のブロックがゴロゴロ落ちて
いる。石のイスが壊れていて、
ゴミが散乱している。
蛇口が一つ壊れている。放っ
ておかれている感じがする。

⑮
久
末
小
学
校
区

久末
谷中
公園

ひさすえたになかこうえん



久末小学校前に広がる森

●調査日 平成21年
　11月16日（月）
　13時10分～　☁
　調査時の利用は0人

●気づいたこと
月・水・金でグランドゴルフを
行っている。ボール遊び禁止
の看板がない。
砂場の砂がかなり減ってい
る。砂場が狭いため、子ども
が持ち出してしまうらしい。
植え込みのいたるところに、
けもの道ができている。植え
込みの中にゴミがある。

●もっと活用するために
遊具スペースの植え込みの
面積が多すぎてもったいな
い。現状ではグラウンドの一
角にとても狭い砂場がある
が、遊具スペースにもう少し
広い砂場を持ってきた方が遊
びやすい。

113 【所在地】高津区久末610-1　【管理状況】都市林・愛護会なし

県営住宅に面した、広場のある大きい子向けの公園

広さ

創造性公園の魅力

安心感

コミュニティ

利便性

【所在地】高津区久末23-2　【管理状況】街区公園・運営協議会

●調査日 平成21年
　11月16日（月）10時22分～　☁
　調査時の利用は大人８人

114

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＞　　　　　　　　　　　  　１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　　　　　　　　　　　　× 小学校での利用はありそう

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×　
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　　　　　　　　× 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＞　　　　　　　　　　　　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　　○ 
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～（3,818㎡）

  ＜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）　　　　　　　　　 ○ 住宅のベランダ側
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○　
ゴミが散乱していない　　　　　　　　  　× 植え込みの中にゴミがある
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、ツバキ
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　　　　○
木の実や草花、虫など遊べる自然がある　　○ 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＞　　　　　　　　　　　　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～（1,086㎡）

久末
ふれあい
の森

久末
道下
公園

ひさすえふれあいのもり

ひさすえみちしたこうえん

資料

●気づいたこと
広いわりに、活動スペースは少ない。山の中でゴミ
もないが、誰も分け入っていないのかも。日当たりが
悪く、地面がぬかるんで、うっそうとしている。子ど
もだけでは行かせられない。

●もっと活用するために
下草を刈って手入れするといい。平らなところ（入り
口、左奥）にベンチ・テーブルがあるとゆっくりできる。
ネイチャーゲームなどの活動を。

⑮
久
末
小
学
校
区



段差に黄色いすべり台のある公園

●平成21年11月16日（月）
　10時57分～　☁
　調査時の利用は0人

115

【所在地】高津区久末311　【管理状況】街区公園・愛護会団地に囲まれ、広 と々した公園

広さ

利便性

創造性公園の魅力

安心感

コミュニティ

●もっと活用するために
小学生向きの公園として、よ
く機能しているが、乳幼児の
ニーズがあれば、小さい子向
けの遊具があった方がいい。

●気づいたこと
団地に囲まれていて、見通し
は良さそう。ボール遊び禁止
などの看板はない。街灯が
真ん中にないので広 と々して
いる。ジャングルジム、高い
鉄棒もあり。すべり台が高く、
遊具は幼児には不向きかも。
三輪車や押し車を持ってくれ
ば遊べる。看板では1120㎡、
資料では1085㎡。

久末
公園

116

【所在地】高津区久末336-14【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

ひさすえこうえん

●平成21年11月16日（月）
　11時5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　　　　　　　　　　　　　○
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    △ 花壇はあるが植えられていない
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　　　　　　  × 植え込みの改善を
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○ 往来がない　
ゴミが散乱していない　　　　　　　　  　× 奥のブランコ周りにビール缶などあり
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　　　　　　　　× 上段の植え込みの陰、立地が悪い
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　　　　　　 　○ すべり台周りに踏み跡がたくさんある　
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　　× 
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～（735㎡）

  ＜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   ○
車の往来の多いところでは入り口などに対策がある× 車止めがあるが幅が広い
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　　　　　　　　  ○ イチョウ
せせらぎや池がある　　　　　　　　　  　×
砂場が清潔で使いやすい　　　　　　　　○ ネットあり
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　　×
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～（1,085㎡）

●もっと活用するために
上段のフェンス前の植え込
みをなくせば、見通しがよく安
心感が増し、上段にある砂
場も使えるようになる。
お年寄りと乳幼児向けの公
園。

●気づいたこと
二段に分かれていて、上の
段は久末緑地に接していて
暗い。入り口側は新しくなっ
たようだ。健康遊具と、段
差を利用した滑り台がある。
ブランコの高さが高い。公園
の前にセブンイレブンあり。
看板では1349㎡、資料に
よると735㎡。（→夏の終わ
りに草刈り・除草・竹の伐
採済み）

⑮
久
末
小
学
校
区

久末
後谷
公園

ひさすえうしろやとこうえん



マンションの下、二段になっている小さい公園

●調査日 平成21年
　11月16日（月）
　11時21分～　☁
　調査時の利用は0人

●調査日 平成21年
　11月16日（月）
　11時49分～　☁
　調査時の利用は0人

●気づいたこと
スプリング遊具のスプリング
部分にカバーあり。広場のベ
ンチ下、スロープ下に水たま
り。
テーブルについているベンチ
に、車いすが入れる工夫が
あった。リハビリ的な利用を
考えるなら、スロープの手すり
が両側にあるといい。

●もっと活用するために
まだできたばかりで、これから
住人がどう利用していくのか、
手探りな状態。砂場があれば
乳幼児にも利用が広がるか
も。

117 【所在地】高津区久末438-8　【管理状況】街区公園・愛護会なし

ひなた山緑地前のできたばかりの公園

広さ

創造性公園の魅力

安心感

コミュニティ

利便性

【所在地】高津区久末429　【管理状況】街区公園・愛護会なし118

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　　　　　　　　　× パーゴラはある
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　　　　　　　　　　　　○ ブランコ下のマットがすり減っている

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× ボールが出てしまいそう　
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、ツツジ
せせらぎや池がある　　　　　　　　　  　×
砂場が清潔で使いやすい　　　　　　　　○ 砂があれば遊べる
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＞　　　　　　　　　　　　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　　○ センリョウ
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　　　　　　 ○ 植え込みのうしろ
 ＜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　　　　　　　　　　  × 駐輪スペースがある 
 ＜広さ＞　　　　　　　　　　　　　２点
面積　～400  ～800  ～2500  ～10000　10001～（588㎡）

  ＜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）　　　　　　　　　 ○ 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　　　　　　　　　　　　○ 

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＞　　　　　　　　　　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　　　　○
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～（1,586㎡）

久末
宮の谷
公園

久末
ユーカリ

公園

ひさすえみやのたにこうえん

ひさすえゆうかりこうえん

資料

●気づいたこと
小学生が遊んでいる公園。階段は外からは全く見
えない死角。植え込みの中が、けもの道のようになっ
ていて、遊べそう。高めの壁が2面あり、壁あてをし
て遊べるのは魅力。すべり台の高さが高い。

●もっと活用するために
上段のベンチは、建物のベランダを向いて設置さ
れているが、逆にした方が景色も見れてよい。
ボールが歩道に飛び出して坂を転がっていかないよ
うに入り口に対策を。

⑮
久
末
小
学
校
区



団地の中にあり、同じ遊具が2つずつある公園

●平成21年1月18日（月）
　9時50分～　☀
　調査時の利用は0人

119

【所在地】高津区久末511-13　【管理状況】街区公園・愛護会道を挟んで左右に分かれている細長い公園

広さ

利便性

創造性公園の魅力

安心感

コミュニティ

●もっと活用するために
まずは愛護会の活動に期
待。

●気づいたこと
道路の上のゴミ集積所からゴミが落ちてきて（ガラスが割れたりし
て）危ない。奥の大木の周りにはゴミがたまっている。全体的に荒
れていて、地域にコミュニティが必要とされていない感じ。久末

第3
公園

120

【所在地】高津区久末429【管理状況】県営住宅久末団地自治体

広さ

創造性公園の魅力

安心感

コミュニティ

利便性

ひさすえだいさんこうえん

●平成21年11月16日 （月） 
　12時 12分～　☁
　調査時の利用は親子1組

資料

  ＜コミュニティ＞　　　　　　　　　　２点
ベンチがある　　　　　　　　　　　　　○ ブランコ脇にイスがくくり付けてある
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）　　　　　　　　　 ○ アパートの南側
植栽が適切に配置されている　　　　　　  ○
よく使われている　　　　　　　　　　　　○ 遊んだ跡がいろいろ残っている

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＞　　　　　　　　　　３点
四季を感じる自然がある　　　　　　　　  ○ イチョウ・サクラ
せせらぎや池がある　　　　　　　　　  　×
砂場が清潔で使いやすい　　　　　　　　× 砂場ではなくなっている
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＞　　　　　　　　　　　　３点
遊びの素材となる木や土、水がある　　　　○ 木登りできる木、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　　　　○ 芝生と土
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　　　　　　　　 × 一方通行の細い道路に面している
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～（　　　　㎡）

  ＜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　　　　　　　　　　　　　　　　× 片側のコンクリートの壁が高い
人目がある（外からの）　　　　　　　　　 × 向かいの住宅はベランダ側だが
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　　　　　　　　  　× 集積所から落ちてきたゴミあり
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　　　　　　　　× 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　　　　　　 　○ 午後に小学生？　
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＞　　　　　　　　　　　　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　　　　　　　　　　　×
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＞　４点
面積　～400  ～800  ～2500  ～10000　10001～（1,022㎡）

●もっと活用するために
特に何もないが、地面が土
で、特に小学生が遊びやす
そうな公園。
フェンスを高くして、思い切っ
てボールで遊べるようにした
い。

●気づいたこと
ブランコ・すべり台・鉄棒、
同じものが2つずつある。タ
イヤも２つ埋められている。
砂場の跡地も2つ。1つは
落ち葉の堆肥場所？もう一
つは普通に土が入っている。
もしかして昔は小さなプール
だったのか？シャワーの跡の
ようなものもある。大木は大
きくて登れそう。

⑮
久
末
小
学
校
区

久末
団地
公園

ひさすえだんちこうえん



高台にあるが、周囲から見えない公園

●調査日 平成21年
　11月16日（月）
　12時25分～　☁
　調査時の利用は1人（犬の散歩）

●調査日 平成21年
　11月12日（木）
　10時59分～　☁
　調査時の利用は0人

●気づいたこと
マンション駐車場のフェンス側は、遊んでいると物を落としてしまいそ
う。砂場のそばにベンチがほしい。タイルと木を、導線を遮るかたちで
配置、ボール遊びできないようにレイアウトされている。子どもの遊び
場をイメージして作っていない。タイルがはげている。

●もっと活用するために
集合住宅地の中の広場。音
も反響しそうなので、子どもた
ちの遊び場として活用するよ
りは、現状通り、マンション
住人のコミュニケーションの場
として利用されればよいので
はないか。

121 【所在地】高津区久末487-38　【管理状況】街区公園・愛護会なし

マンションの間の縦に細長い公園

広さ

創造性公園の魅力

安心感

コミュニティ

利便性

【所在地】高津区久末1566-6　【管理状況】街区公園・愛護会122

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＞　　　　　　　　　　  　　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＞　　　　　　　　　　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　　　　　　 　△ 中高生／乳幼児　
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～（481㎡）

  ＜コミュニティ＞　　　　　　　　　　２点
ベンチがある　　　　　　　　　　　　　○ 一部腐食している
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　　　　　　　× マンション住人が気にかけている
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　　　　　　　　　 ○ 夏まつり、もちつき
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○　
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　　　　　　　　○ ほとんど使われていない
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　　　　　　 　○ 近くに遊び場がない
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＞　　　　　　　　　　　　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　　○ ツバキ
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～（1,757㎡）

久末
つつじ
公園

久末
なかよし

公園

ひさすえつつじこうえん

ひさすえなかよしこうえん

資料

●気づいたこと
敷地延長道路の先にあり、周囲の住宅が背を向
けて建っているため、人目がない。入り口が一つしか
ないことが余計に公園を孤立させている。中・高生
が集まっている時があるそうだ。乳幼児も遊んでい
る。（→タイヤブランコは来年度をめどに撤去予定）

●もっと活用するために
もう１つ出入り口がほしい。
バスケットゴールなどを設置して、中学生・高校生
の居場所としても整備してはどうか。

⑮
久
末
小
学
校
区



団地の中の小さな公園

●平成21年11月12日（木）12時5分～　☁
　調査時の利用は0人

123

【所在地】高津区久末1570-2【管理状況】街区公園・愛護会地域の目の行き届いた公園

広さ

利便性

創造性公園の魅力

安心感

コミュニティ

●もっと活用するために
この地域で唯一、小学生が
遊べそうな公園。ジャングル
ジムの跡に藤棚を設置しては
どうか。

久末
大谷
公園

124

【所在地】高津区久末1429-9【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

ひさすえおおたにこうえん

●平成21年11月12日（木）
　11時25分～　☁
　調査時の利用は１人（落ち葉かき）

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＞　　　　　　　　　　  　　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   ○ 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　　　　　　　　　　　　○
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　　　　×
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～（287㎡）

  ＜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    × 落ち葉かきのおじさんがいた
イベントがよく開かれる　　　　　　　　　 ○ 夏まつり
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＞　　　　　　　　　　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　　　　　　　　○
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　　　　　　　　 ○ 平地にある
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～（972㎡）

●もっと活用するために
狭い公園なので、現状で精
いっぱいな感じ。
乳幼児から小学生くらいまで
の子がちょっと立ち寄って遊
べる場として機能している。

●気づいたこと
手作りの花壇の柵が好印
象。道下公園と同じ複合遊
具がある。

●気づいたこと
地域のおじさんが落ち葉か
きをしていた。火曜・水曜は
グランドゴルフ。使い方につ
いて、利用者同士よく話し
合っている感じ。遊具が古く
なったら交換してくれている。
砂場にシートがほしい。日陰
がない。

⑮
久
末
小
学
校
区

久末
こども
公園

ひさすえこどもこうえん



マンション下の荒れた提供公園

●調査日 平成21年
　11月12日（木）
　11時56分～　☁
　調査時の利用は0人

●調査日 平成21年
　11月12日（木）
　10時43分～　☁
　調査時の利用は0人

●もっと活用するために
近所に住む乳幼児のための
公園としてよく機能している。
日陰はないが、近くの親子が
無理のない時間に遊びに来
ている感じ。

●気づいたこと
古いが、木の切り株が砂場
の横にありいい感じ。イスや
テーブルのかわりになりそう。
遊具の密度がちょうどよく、な
んとなく他の子の存在も感じ
ながら遊べる広さ。
砂場の横にボールよけがあ
る。

125 【所在地】高津区久末1491-4　【管理状況】街区公園・愛護会なし

団地内のこじんまりした児童公園

広さ

創造性公園の魅力

安心感

コミュニティ

利便性

【所在地】高津区久末1600　【管理状況】街区公園・愛護会126

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＞　　　　　　　　　　　  　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○ スロープ　車止め
ゴミが散乱していない　　　　　　　　  　× ゴミが散らかっている
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　　　　　　　　× 
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＞　　　　　　　　　　　　１点
利用しやすい場所にある　　　　　　　　 × 坂の途中
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～（286㎡）

  ＜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＞　　　　　　　　　　　　  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   ○ 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　　　 　○
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　　　　　　　　○ 
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　　　　　　 ○ 低めのジャングルジム　切り株
 ＜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～（450㎡）

明石穂
公園

久末
篭場谷
公園

あかしほこうえん

ひさすえろうばやとこうえん

資料

●気づいたこと
子どもの遊んだ気配はないのに、大人のごみが散
乱している。出入り口が一つで、乳幼児は来ない。
人目に付かないところなので、高校生くらいの子た
ちが来ているのか？

●もっと活用するために
壁あてすると反響しそうだし、スペースも狭く、手を
入れても、活用は難しそう。「遊び場がある」と思わ
ない方がいいのかも。

⑮
久
末
小
学
校
区



高台にある、二段に分かれた広い公園

●平成21年11月12日（木）
    10時25分～　☁
　調査時の利用は0人

127

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】高津区久末1178-9  【管理状況】街区公園・愛護会

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　                             　　　 ○ 砂場の上によしずがあるのがよい
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）　　　　　　　　　 ○ 
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　　　　　　　　  　× 空き缶、タバコ
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　　　　　　　　○ 
ボール遊びが出来るスペースがある　　　　○ ただし禁止看板がある
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　　　　　　 ○ 坂の多い地域の平らで広い場所
 ＜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＞　　　　　　　　　　　　　４点
面積　～400  ～800  ～2500  ～10000　10001～（3,086㎡）

●もっと活用するために
これだけの広さの公園は、
遊び場として貴重。ボール
遊びが安心してできるように
フェンスを設置したい。サッ
カーゴールを置くなど、より魅
力ある場に。
上段にある砂場の周りにも
う少しベンチを密に配置し
て、親子も集いやすい場所
にできそう。

●気づいたこと
幼児から大きい子まで、走り
回って遊べる広さがある。
禁止看板が多い。広さは充
分あるのに、マンション側の
フェンスが低く、ボールが飛
び出す可能性が高く、禁止
看板につながっている。

⑮
久
末
小
学
校
区

久末
城法谷
公園

ひさすえじょうほうやこうえん


