
第三京浜の高架下の魅力的なボール公園

●調査日 平成21年
　11月9日（月）
　11時50分～　☀
　調査時の利用は0人

●調査日 平成21年
　11月19日（木）
　10時20分～　☂
　調査時の利用は0人

●もっと活用するために
今のままでよく機能している公
園。できれば街灯は 2 本にし
て端っこに。

●気づいたこと
近くに団地あり。落葉樹が多
く、みんな葉が落ちていて見
通しがいい。ゴミ１つなくきれ
いに使われている。
街灯が広場の真ん中にあって
邪魔。

128 【所在地】高津区野川1212　【管理状況】街区公園・愛護会

砂場にトンボがかけられた、住宅地の中の公園

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】高津区野川3771-1　【管理状況】街区公園・運営協議会129

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＞　　　　　　　　　　３点
ベンチがある　　　　　　　　　　　　　○
テーブルがある　　　　　　　　　　　 　×
日陰がある　                             　　　 △ 高架下で日陰しかない
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　　　　　　　　　 △ 少年野球の練習場所
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）　　　　　　　　　 ○ 住宅からの目がなくはない
植栽が適切に配置されている　　　　　　  ○ ないが、いらない
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○ ネットのカーテン、ボールも出ていかない
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　　　 　○ 壁の落書きがひどい
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　　　　　　　　  ×
せせらぎや池がある　　　　　　　　　  　×
砂場が清潔で使いやすい　　　　　　　　× 砂が少なく固まっている→不要
ボール遊びが出来るスペースがある　　　　○ 怒られずに安心してボール遊びできる
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　　　　○ ダスト舗装ではない
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　　　　　　 ○ ボールOKなところのみ
 ＜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～（3,132㎡）

  ＜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　                   △ 分からないがあるかも
＜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   × 真ん中に街灯も
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　
せせらぎや池がある　　　　　　　　　  　×
砂場が清潔で使いやすい　　　　　　　　○ トンボがかけてある！
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＞　　　　　　　　　　　　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　　　　○ 植え込みの幅が広いので中に入れる
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～（943㎡）

野川
第5
公園

野川中
公園

のがわだいごこうえん

のがわなかこうえん

資料

●気づいたこと
高架下利用としては最善ではないか。用途限定で
はあるが、雨の日でも思う存分ボール遊びができる
遊び場は魅力。壁当てにぴったりの場所もある。落
書きは多いが、地域の野球チームが使っているか
ら、荒れた場所にならず維持できているのかも。

●もっと活用するために
３区画の真ん中に、砂場とブランコ、幼児用遊具が
あるが、これらを一番端の区画に持ってくれば、真
ん中の区画でバスケットや壁あてのキャッチボール
ができる。広いので幼児の遊べる区画もあるといい
が、高架下なので砂場は不要。

⑯
そ
の
他
の
地
域



広場と遊具スペースに分かれた広い公園

●平成21年11月19日（木）
　10時33分～　☂
　調査時の利用は大人4人
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【所在地】高津区野川4015-1【管理状況】街区公園・愛護会高架下の柱の多い公園

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
砂場は使われないので撤
去。ミニバスケット、ドッジボー
ル、フットサルなどができる
ボール広場として整備。
ゴールがあり、ラインが引い
てあれば遊びが広がる。ネッ
トやフェンスでボールが外に
出ていかないように対策を。

野川南
公園
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【所在地】高津区野川3805-5  【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

のがわみなみこうえん

●平成21年11月9日（月）
　12時20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　　　　　　　　　× パーゴラに屋根が欲しい
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　　　　　　　　　　　　○ ゲートボールの利用あり

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○ 公園の内側に歩道のように幅がある
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　　　 　× スプリング遊具が１つない　工事中
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　　　　　　　　  ○ サルスベリ、紅葉している木
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　　○ 
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１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～（2,397㎡）

  ＜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　                             　　　 △ 高架下で日陰しかない　
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＞　　　　　　　　　　　　  ２点
明るい　　　　　　　　　　　　　　　　×
人目がある（外からの）　　　　　　　　　 △ 近くの2軒の家からの人目のみ
植栽が適切に配置されている　　　　　　  ○ ないが、いらないかも
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   × 砂場の位置が微妙
車の往来の多いところでは入り口などに対策がある× 間口が広く危ない　
ゴミが散乱していない　　　　　　　　  　○ 地域の人が清掃してくれている
壊れたままになっている遊具がない　　　 　△ 砂場のふちが割れている
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　　　　　　　　  ×
せせらぎや池がある　　　　　　　　　  　×
砂場が清潔で使いやすい　　　　　　　　× 土が固まっている
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＞　　　　　　　　　　　　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　　　　　　　　 × 周りの道は車通りが多い
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～（1,262㎡）

●もっと活用するために
パーゴラに屋根を付けると雨
宿りの場に。
テーブルか大きなベンチがあ
るとゲートボールの人たちに
もより使いやすくなる。

●気づいたこと
広いので、広場スペースにも
遊具スペースにもゆとりがあ
る。遊具の下にマットが敷い
てあって安心感がある。遊
具設置の工事をしていた。ト
ンネルのすべり台が楽しそ
う。
ゲートボールの利用あり。ポッ
トなどの荷物を置くスペース
がなくて不便。

●気づいたこと
高架下だが、天井が高く、
圧迫感は少ない。周囲は車
の量が多く、道幅が狭い。
ボール遊びくらいしか魅力が
ないが、入り口の間口が広く
フェンスも低いので、
ボールで遊ぶと危険。砂場
は使われておらず、ないほう
が遊びやすそう。

野川東
公園

のがわひがしこうえん
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