
静かな住宅街の中の小公園

●平成21年
　10月29日（木）
　12時50分～　☀
　調査時の利用は1人

末長
こども
公園

69 【所在地】高津区末長1545-2　【管理状況】街区公園・愛護会なし

鉄塔のある広場と柵付き砂場のある公園

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
鉄塔のある広場をうまく活用する
ことで安心感が増す。
バスケットゴールや健康遊具を設
置、又はドッグランにしては？
広い道路沿いは頻繁に自転車が
通るので、歩道との境目に飛び出
し対策が必要。

●気づいたこと
公衆電話あり。子ども会が定期
的に清掃している。柵の中に砂場
と大きな木、木陰の下にベンチが
ある。「トイレがほしい」という声あ
り。公園利用者以外の自転車がよ
く置いてある。鉄塔のある広場は
死角になり、人目もなく、ゴミが散
乱していて怖い感じ。

末長東
公園

70 【所在地】高津区末長1365　【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

すえながひがしこうえん

すえながこどもこうえん

●平成21年10月29日（木）
　12時15分～☀
　調査時の利用は親子13組

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　                   × 
＜安心感＞　　　　　　　　　　  　　3点
明るい　　　　　　　　　　　　　　　　○ 
人目がある（外からの）　　　　　　　　　 △ 住宅街だが人通りは少ない
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   ○  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○ 車通りは少ない　
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　　　　　　　　  × ツツジ
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　　○ ツツジ、実のなる木
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～（201㎡）

  ＜コミュニティ＞　　　　　　　　　　4点
ベンチがある　　　　　　　　　　　　　○
テーブルがある　　　　　　　　　　　 　×
日陰がある　                             　　　 ○ 少ないという声あり　
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　　　　　　　　　 ○お祭り年2回
人と人とのつながりを感じる　                   ○ 利用者同士
＜安心感＞　　　　　　　　　　　　3点
明るい　　　　　　　　　　　　　　　　○
人目がある（外からの）　　　　　　　　　 △ 鉄塔のある広場は人目がない
植栽が適切に配置されている　　　　　　  ○
よく使われている　　　　　　　　　　　　○ 午前中は幼児、午後は小学生

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×歩道との境目がないため自転車対策必要
ゴミが散乱していない　　　　　　　　  　△鉄塔のある広場にごみが散乱　
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　　　　　　　　  ○ 少しだけ
せせらぎや池がある　　　　　　　　　  　×
砂場が清潔で使いやすい　　　　　　　　○ 柵あり
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　　　　○
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～（1,959㎡）

⑪
末
長
小
学
校
区

●気づいたこと
近所の子どもたちがちょっと遊ぶ
には便利。

●もっと活用するために
乳幼児の立ち寄る遊び場として、
小さめの複合遊具を設置。
すべり台があるといいかも。



住宅街の中の荒れた小公園

●調査日 平成21年
   10月29日（木）
　13時30分～ ☀
　調査時の利用は0人

●もっと活用するために
大きなベンチが集いやすい
のか、人がたくさん集まり、
よく機能している。
小学生も遊びたくなる年齢
幅の広い遊具がほしい。時
計がほしい。

●もっと活用するために
入り口にネットがあり、入りに
くい雰囲気。高雑草とネット
にはっている蔦を刈り、遊び
場としてでなく、畑の活動や
収穫体験、動物とのふれあ
いなどに活用したい。

●気づいたこと
狭くて檻に入って遊んでいる
ような印象。周りに咲いてい
る花は遊びに使えていいが、
雑草も多く荒れている。
車のおもちゃと砂場に積み
木が置きっぱなし。利用者
が故意に置いているのか？
すべり台の降り口と鉄棒の
距離が近すぎる。

●気づいたこと
日陰になる木がまだ小さく、
夏は暑い。案外奥行きがあ
り広い。
すべり台が小ぶりで幼児向
き。大きめのベンチは安心
感がある。
放課後は小学生や幼児で
にぎわっている。DSをやって
いる子が多い。
待ち合わせに使われることも
ある。

ちびっこひろば

ちびっこ
広場

71 【所在地】高津区末長1417　【管理状況】市民・こども局こども本部青少年育成課

こ文近くにある、宗田住宅に隣接した公園

広さ

利便性

創造性公園の魅力

安心感

コミュニティ

末長
宗田
公園

【所在地】高津区末長1075-9　【管理状況】市営.街区公園・愛護会なし

すえながむねたこうえん

●調査日 
　平成21年10月29日（木）
　10時18分～  ☀
　調査時の利用は親子1組、保育園1園

72

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　　　　　　　　　　　 　△大きいベンチで机の役割も果たす
日陰がある　                             　　　 ×まだ木が育っていないので　
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）　　　　　　　　　 ○住宅集会所の南、住宅からの目
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○歩道の先にはガードレールあり　
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、ハナミズキなど
せせらぎや池がある　　　　　　　　　  　×
砂場が清潔で使いやすい　　　　　　　　× 砂場はない
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　　　　　　 　○午後に幼児や小学生　
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　　　　×
木の実や草花、虫など遊べる自然がある　　○ オシロイバナ、ケイト
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　　　　　　　　 ○ 小学校、こ文、保育園近く
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　　　　　　　　　　　　　　×通りがかりの人も多くあると便利
駐車スペースがある　　　　　　　　　　  ×  
 ＜広さ＞　　　　　　　　　　　　　2点
面積　～400  ～800  ～2500  ～10000　10001～（589㎡）

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　                   ×
＜安心感＞　　　　　　　　　　　　2点
明るい　　　　　　　　　　　　　　　　○
人目がある（外からの）　　　　　　　　　 △ ネットの蔦が伸びると目隠しに
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○入り口にネット　
ゴミが散乱していない　　　　　　　　  　×タバコの吸い殻
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　　　　　　　　  ○ コスモス、柿、菊
せせらぎや池がある　　　　　　　　　  　×
砂場が清潔で使いやすい　　　　　　　　× 草が生えている
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＞　　　　　　　　　　　　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　　　　○　雑草が生えている　
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＞　　　　　　　　　　　　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～（160㎡）

⑪
末
長
小
学
校
区



静かな住宅に囲まれた、地面近くに緑のない三角公園

●平成21年10月29日（木）10時00分～　☁
　調査時の利用は0人

新作
第2
公園

73 【所在地】高津区新作4-2-25　【管理状況】街区公園・愛護会

古い市営団地の中にある、人通りが少なく高木のある公園

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
車の通りは少なく、公園奥の団地
脇には遊べそうな小山があり、人
目は少ないが遊べる環境。
周囲には子どもの遊び場がないの
で、近隣の理解のもと、主に小
学生が体を使って遊べるような、
特色ある公園が望まれる。

●気づいたこと
普段はガランとしているが、時々大
型マンションに越してきた子どもた
ちが遊びに来る。地面のコンクリ
ブロックがガタガタで危ない。公
園はH２１年度中に、幼児とシニア
の憩う空間へとリニューアル。（リ
ニューアル後小学生が遊びに行く
なり、住民に「ボールで遊ぶな」
と注意されたとの話も。）

末長
公園

74 【所在地】高津区末長1038　【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

すえながこうえん

しんさくだいにこうえん

●平成21年
　10月29日（木）
　10時50分～　☁
　調査時の利用は親子1組（間違って来てしまった）

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　                             　　　 ○ベンチに木陰がない　
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    ×自治会の倉庫はある
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）　　　　　　　　　 ○ 周囲の住宅からの目がある
植栽が適切に配置されている　　　　　　  △ 地面に低木や雑草などの緑がない
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   ○ 広場スペースがない
車の往来の多いところでは入り口などに対策がある○車通りは少ない　
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　　　　　　　　  ○ キンモクセイ、ハナミズキなど
せせらぎや池がある　　　　　　　　　  　×
砂場が清潔で使いやすい　　　　　　　　× ない
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　　× 
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～（220㎡）

  ＜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    ○　鉢植えなど
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　　　　　　　　　　　　　　　　× 木が高くて暗い感じ　
人目がある（外からの）　　　　　　　　　 × 市営住宅がガランとしている
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○ 車通りが少ない
ゴミが散乱していない　　　　　　　　  　× ガラス破片が砂場に散乱、他のゴミも
壊れたままになっている遊具がない　　　 　×コンクリートブロックがガタガタ
路上駐車がない　　　　　　　　　　　　×注意看板が多いが立地的に止めやすい
街灯がある 　　　　　　　　　　　○  
 ＜公園の魅力＞　　　　　　　　　　1点
四季を感じる自然がある　　　　　　　　  ○ サクラ他の大木、紅葉している
せせらぎや池がある　　　　　　　　　  　×
砂場が清潔で使いやすい　　　　　　　　× ゴミ、落ち葉が混ざっている
ボール遊びが出来るスペースがある　　　　×広さはあるが砂場が真ん中でじゃま
よく子ども達が利用している　　　　　　 　×新築マンションの子がくる　
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　　　　○登れる木1本
木の実や草花、虫など遊べる自然がある　　○ 落葉、どんぐり、南天、かりん
ダスト舗装されていない部分がある　　　　 ○ダスト舗装の部分が分からない
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＞　４点
面積　～400  ～800  ～2500  ～10000　10001～（645㎡）

⑪
末
長
小
学
校
区

●もっと活用するために
決まった条件の中で、現状
が精一杯だと思われる。
地面近くに緑がない。ガー
デニングなどに利用しては？

●気づいたこと
ゴミステーションが２つ。よく
管理されている。
ダスト舗装の砂が多く、足
跡もほとんどついていない。
住宅との距離が近く、公園
でおしゃべりしたら、住宅の
中まで聞こえそう。
地面に植え込みや草が全く
生えていない。

　　



二股のすべり台がある公園

●調査日 平成21年
    10月29日（木）
　11時45分～　☀
　調査時の利用は男性１人

●気づいたこと
午前中は乳幼児、午後は幼稚園児
や小学生が遊びに来て、一日賑わっ
ている。自治会館でリトミック教室
がある金曜日は特ににぎわう。
近頃遊んでいると、声がうるさいと
近所の人に怒られることがあるそう
だ。ボール遊びするスペースはある
が、最近建ったマンション住人が怒
りに来るらしく、遊びにくい雰囲気。

●もっと活用するために
現状でよく機能しているが、苦情が
ひどいようなら、柵の高さを高くして
はどうか。
利用者の数に比べて砂場が小さい
ので、砂を足すなど気を配りたい。
ネットもあるといいかも。
天地逆に置かれたゴミ置き場は撤
去したほうがいい。

●気づいたこと
パーゴラ１つ。ブランコは低めで小さ
い子向き。住宅に囲まれているが人
目が少ない。
新作第3公園に近く、第3公園が
賑やかな分、さびしい感じ。

●もっと活用するために
砂場は広いが、乳幼児は砂場も含
め、第３公園を利用している。
周りの柵を高くして、バスケットゴー
ルやロープ遊具を設置するなど、小
学生のための空間に。

しんさくたかのめんこうえん

新作
高ノ免
公園

75 【所在地】高津区新作5-11-8　【管理状況】街区公園・愛護会

自治会館のとなりの親子連れの多い広 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

新作
第3
公園

【所在地】高津区新作5-13-10　【管理状況】街区公園・愛護会

しんさくだいさんこうえん

●調査日 
　平成21年10月29日（木）
　11時00分～ 　☁
　調査時の利用は親子17組

76

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＞　　　　　　　　　　4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    ×毎日掃除してくれるおじさんがいる
イベントがよく開かれる　　　　　　　　　 ○町会の盆踊り、サンバ祭りなど
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×不十分、ボールも外に出やすい　
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　　　　　　　　  ○ 
せせらぎや池がある　　　　　　　　　  　×
砂場が清潔で使いやすい　　　　　　　　○ 時々糞があるがよく使われている
ボール遊びが出来るスペースがある　　　　×苦情があり遊びにくい
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　　　　　　 × 砂場のヘリや斜面部分
 ＜利便性＞　　　　　　　　　　　　4点
利用しやすい場所にある　　　　　　　　 ○ 商店街の並び
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　　　　　　　　　　　　　　○ 隣の自治会館の壁に時計あり
駐車スペースがある　　　　　　　　　　  ×  
 ＜広さ＞　　　　　　　　　　　　　3点
面積　～400  ～800  ～2500  ～10000　10001～（1,170㎡）

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    ×掃除してくれるおじさんがいる
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＞　　　　　　　　　　　　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　　　　　　　　　　　　△ 保育園が午前中利用している

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　　　　　　　　  ○ ツツジ、ドングリ、ツバキ
せせらぎや池がある　　　　　　　　　  　×
砂場が清潔で使いやすい　　　　　　　　○ ネットはあるが開いたままだった
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　　　　△登れる木もある
木の実や草花、虫など遊べる自然がある　　○ ドングリ、ツバキ
ダスト舗装されていない部分がある　　　　△公園の周りの土は固く遊びにくい
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＞　　　　　　　　　　　　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～（588㎡）

⑪
末
長
小
学
校
区



移動図書館が来る、マンションに囲まれた公園

●平成21年10月29日（木）10時25分～　☀
　調査時の利用は親子7組（おじいちゃん含む）

新作
公園

77 【所在地】高津区新作6-7-29　【管理状況】街区公園・愛護会

ライフの前にある普通の公園

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
現状でよく機能しているが、
入り口に対策がほしい。
奥へ通り抜けられたほうが便
利。吸い殻入れがあるとい
い。

●気づいたこと
スーパーの前にあるので人目
があり安心。パーゴラ１つ、
砂場の横にあり。ゴミ箱１つ。
滑り台が低めで、砂場もあ
る。
乳幼児親子と大人の利用が
多い。小学生は待ち合わせ
するくらい。

新作
下耕地
公園

78 【所在地】高津区新作6-1-8　【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

しんさくしもこうちこうえん

しんさくこうえん

●平成21年
　10月29日（木）
　9時55分～　☁
　調査時の利用は親子3組、シニア3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　　　　　　　　　× 
地域の人が手入れしている畑や花壇がある    ×毎日掃除をするおじさんがいる
イベントがよく開かれる　　　　　　　　　 ○移動図書館、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）　　　　　　　　　 ○ マンションのベランダ側
植栽が適切に配置されている　　　　　　  ○ 
よく使われている　　　　　　　　　　　　○ 保育園も利用

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　　　　　　　　  ○ ドングリ
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　　　　△ 狭いのでドッジボールくらい　
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
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　　　　　　　　 ○ 移動図書館が来る
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＞　　　　　　　　　　　　　3点
面積　～400  ～800  ～2500  ～10000　10001～（961㎡） 
 ＜ ＜広さ＞　４点
広さ＞　４点

  ＜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　　　　　　　○高齢者が一休みのため利用
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）　　　　　　　　　 ○ スーパーの前
植栽が適切に配置されている　　　　　　  ○
よく使われている　　　　　　　　　　　　○ 乳幼児の親子、高齢者が利用

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×車止めがあるが大きくて隙間が広い　
ゴミが散乱していない　　　　　　　　  　×ベンチの周りにタバコの吸い殻が少し
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　　○ ツバキ、ツツジ
ダスト舗装されていない部分がある　　　　△植栽部分が広く、少しは遊べそう
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　　　　　　　　 ○ スーパーの前、商店の並び
ベビーカーを押したまま移動できる　　　　  ○
トイレがある　　　　　　　　　　　　　 ×スーパーライフのトイレ
水道がある　　　　　　　　　　　　　　○
時計がある　　　　　　　　　　　　　　×
駐車スペースがある　　　　　　　　　　  ×スーパーライフの駐車場近く
 ＜広さ＞　　　　　　　　　　　　　2点
面積　～400  ～800  ～2500  ～10000　10001～（570㎡）

⑪
末
長
小
学
校
区

●もっと活用するために
入り口のベンチスペースのお
陰で人が絶えず、よく機能し
ている。砂場の上に日陰が
あると、より遊びやすい。
広場の真ん中に街灯があり
遊びにくい。遊具スペースと
の境に移動させたい。
時計があると便利。
（→21年度予算で設置予
定。）

●気づいたこと
入り口脇にベンチスペースが
あり、子どもたちがよくDSや
カードゲームをしている。
滑り台の階段に工夫があり、
小さい子にも安心。ブランコ
の柵は広い。子どもが登って
いた木は切られたそうだ。
放課後は、幼稚園帰りの親
子や常連の小学生でにぎわ
う。



橘中学校向かいの、マンション駐輪場に囲まれた公園

●調査日 平成21年
    10月29日（木）
　12時50分～　☀
　調査時の利用は男性1人（喫煙のため）

79 【所在地】高津区新作4-21-19　【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

⑪
末
長
小
学
校
区

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　　　　　　　　　　　　　△掲示板はないが、掲示物はある　
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    ×近所の人が掃除している
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＞　　　　　　　　　　　　3点
明るい　　　　　　　　　　　　　　　　○暗くはない程度
人目がある（外からの）　　　　　　　　　 ×リビング側に木が多く死角がある
植栽が適切に配置されている　　　　　　  △地面近くに緑がない
よく使われている　　　　　　　　　　　　○ 中学校の先生，喫煙者，シニア

通り道として利用できる　　　　　　　　　×マンション駐輪場への道はある
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○不十分だが危ない感じはしない　
ゴミが散乱していない　　　　　　　　  　○地域の人が掃除している灰皿あり
壊れたままになっている遊具がない　　　 　×ベンチの板が一枚外れている
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　　　　　　　　  ○ ドングリ、ツバキ、ケヤキ、ヤマモモ
せせらぎや池がある　　　　　　　　　  　×
砂場が清潔で使いやすい　　　　　　　　○砂場には日が当たる
ボール遊びが出来るスペースがある　　　　×やっているが狭い
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＞　　　　　　　　　　　　2点
遊びの素材となる木や土、水がある　　　　△登れる木がなくはない
木の実や草花、虫など遊べる自然がある　　×地面近くに草が全くない
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　　　　　　　　 ○ 中学校、保育園の近く
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～（504㎡）

新作
第4
公園

しんさくだいよんこうえん

●もっと活用するために
死角が多いので、高木を見直して
マンションからの見通しを確保した
い。
低木が枯れて潤いがない。雑草
でもいいので、遊べる緑が地面近
くに欲しい。

●気づいたこと
掲示板はないはずが、ボードにチ
ラシなどが貼ってある。入り口付近
のベンチに、よく近所の人が座っ
ている。中学校の通学路に面して
いるが、間口が狭く奥のブランコ
付近は死角になる。
中学生が夜に散らかしても、早朝
に近所の人が清掃してくれている。


