
（内容は多少変更する場合があります）

チェック項目 ４点 ３点 ２点 １点 平均

楽しく遊んだり

運動ができるか
1 3 22 5 2.0

ゆったり憩えるか 0 6 18 6 2.0

みんなが集えるか 0 2 13 15 1.6

自然を

楽しめるか
10 15 4 0 3.2

安全に使えるか 1 4 20 5 2.0

公園全体の

雰囲気はいどうか
4 14 11 1 2.7

ワークショップは子どもも大人も、だれでも参加大歓迎！

みなさんのご参加をお待ちしております。

④ ①

第１回ワークショップの様子

28 名の参加がありました
今の公園を点検

旗上げアンケートグループに分かれ
て、どんな公園にし

たいかを話し合い
いろんなアイ

デアが出まし

た

11 月 23 日（月・祝） 10：00～

東生駒北第１公園→東生駒自治会館

気になる結果は

次ページから！

④

⑤

お問合せ：生駒市みどり推進課 （担当 巽・福山）

TEL：０７４３－７４－１１１１（代表）

参加者みんなが同じ土俵でアイデアを出し合い、主

体的に公園づくりをすすめる話し合いの場です。時に

はカードを使ったり時にはグループに分かれたり、子

どもから大人まで、誰もが話のしやすいオープンな雰

囲気の中で、ひとつの計画案をまとめていきます。

ワークショップとは？

第１回

「公園のエエとこ・アカンとこ」

11 月 23 日（月・祝） 第２回

「こんな公園がええな」

1２月 13 日（日）第３回

「公園の計画案をつくろう」

未定 第 4 回

「こんな公園になる」

未定

済

【日時】：平成２１年１２月１３日（日）

１０：００～１２：００頃

【会場】：東生駒自治会館

【内容】：こんな公園がええな

２回目は、公園の利用活性化に向けて夢を語り合

い、これからの取り組みや必要な改修について考え

ます。

第２回ワークショップのご案内

斜面が急で歩

きにくいね

⑥

①

１

東生駒北第1公園の点数（数字は人数）

公園のつうしんぼをつけてみよう みなさんの感想

②
③

・楽しかったです。

・初めての話し合いで良かった

と思います。今後良い公園に

していきたいです。

・色々な考え方があることがわ

かりました。

・初めてゆっくり公園を見るこ

とができて良かったです。

・池にカモが来ている、ハスの

花が咲く等、知らなかった事

が多くありました。

・みなさんの公園に対する想い

がよく伝わるワークショップ

でした。

・公園のよい面を再認識すると

ころもありました。よい公園

で再現できるようにしたいで

す。

・どれを重点に改修していくか

決める必要がありますね。

東生駒駅

東生駒自治会館

東生駒北

第 1 公園

今年も早や１２月。まちも冬のよそおいになってきました。

生駒市では、「東生駒北第１公園」を誰もが使いやすく愛されるもの

にするために、地域のみなさんと一緒に公園について考える「東生駒

北第１公園ワークショップ」を開催しています。

去る 1１月２３日には第１回ワークショップを開催し、たくさんの

みなさんにご参加いただきました。

当日は、公園を点検しながら今の様子を再確認するとともに、こん

な公園になればいいなというイメージを出し合いました。「公園の魅力

を活かそう」「アカンところは改善しよう」と、みなさんからたくさん

のアイデアが出て、充実したワークショップとなりました。

次回は公園の使い方を整理し、そのためにどんなこと・ものが必要

か考えます。ぜひ、ご参加ください。（４ページにご案内があります。

21 年 12 月 生駒市

とてもよい

４点

よい

３点

よくない

２点

全然よくない

1 点

カルガモが

いたことも

ありました

どんな公園に

なれば

いいかな？



公 園 を こ う し た い

こ う 使 い た い
ワークショップで

出たアイデアです

■池の魅力を生かす

○池を中心に楽しめる公園にしたい

○池の周りの生垣をなくすか剪定して、池

を見えるようにしたい。ハスの花も見え

るようにしたい

○カルガモや魚が住めるようにしてほし

い

○周回しながら池を見えるようにしたい

■キレイにする

○水をきれいにしたい

○時々そうじした方がいい

○噴水や滝をつくって酸素を入れたい

■使えるようにする

○池を埋めるか小さくして、広場をつ

くりたい

○池の上にステージや浮き島をつくっ

てほしい

池のこと

■活用する

○せせらぎの整備をして、いきもの観察が

できるようにしてほしい

○ビオトープがほしい

■埋める

○小さな水溜りを埋めてほしい

せせらぎのこと

■散策やジョギングする

○池の周囲のデコボコをなくし、舗装して

歩きやすくしてほしい

○わかりやすい散策路をつくりたい

○ジョギングできる周回路がほしい

■階段・スロープをつける

○傾斜地に階段がほしい

○登り降りできる場所が両端にしかないの

で、真ん中にも階段があるといい

○階段の整備を行い、どこからでも公園に

入れるようにしてほしい

■バリアフリーにする

○歩きやすいスロープがあるといい

○車イスでも入れるようにしてほしい

○高齢者が安全に散歩できるようにしたい

（斜面が危ない）

園路のこと

次回ワークショップでこれらの意見を

整理し具体的な改善方法を考えます！

■季節の花などみどりを増やす

○四季の花が楽しめるようにしたい

（桜をたくさん植える。秋は紅葉を楽しめ、

春は花の咲くものを植えるなど）

○遊具広場の道路沿いに植木を植えたい

■自然に親しむ

○樹木に名札をつけてほしい

○どんぐりの木は残してほしい（通称どん

ぐり公園と呼ばれている）

○樹木の観察通路をつくりたい

■木の整理をする

○剪定してうっそうとした景観を整理して

ほしい

○木がうっそうとしてコワイ。夜暗い。

○木を減らして見通しをよくしてほしい

○ツツジなどの低木の数を減らしてほしい

○ツツジなどをもっと剪定してほしい（草

刈するたびなど）

■落ち葉をなんとかする

○秋になると落葉が多いので掃除の回数を

増やしてほしい

○遊具広場のプラタナスは他の木に変えた

い（落葉が多くて困っている）

■雑草をなんとかする

○雑草の生えない方法を考えたい

○頻繁に雑草刈りしてほしい

花みどり

■遊び場を充実する

○子供の遊び場を充実してほしい

○ボール遊びができる広場がほしい

○使用禁止の遊具で遊べるようにしたい

○幼児用スベリ台は残してほしい

遊具コーナー ■高齢者も使えるようにする

○高齢者の健康器具があるといい

■安全な利用

○安全な遊び場がほしい

○急斜面など幼児には危険なところがあ

る。（小学生にはおもしろい所のようだ

が、その境をはっきりしてほしい。）
②

■藤棚を生かす

○日陰がほしい

○気軽に立ち寄れるところにしたい

○高い場所にある方がいい

○藤棚が見事なので集まってビールが飲め

るようにしたい（虫が多い）

■ベンチ、あずまやなどを置く

○ベンチが少ないので増やしたい

○かっこいいベンチがあるといい

○休憩場所に屋根をつくりたい（夏の太陽、

雨をさえぎる。ここで集会もできる）

○あずまやがあってもいい

憩いの場所

斜面のこと

③

■雑木林

○遊べるようにしたい（ロープ遊具やスベ

リ台、アスレチック）

■ツツジとツバキの斜面

○木をなくして人工芝を張り、芝すべりが

できるようにしたい

○斜面を階段状のベンチにした

い。（ツツジなどの緑は残す。）

（池にステージを作れば、観客

席に使える）

公園全体のこと

斜面のこと

その他

○水道栓がほしい

○照明灯を設ける（夜危ない）

○電灯を少なくしたい

○老人・子供の楽しめる集会所

のような施設を作ってほしい

○雰囲気が良い

○日本庭園みたいで良い

○自然が豊か

○大通りに面しているので外部からの進入

を防ぎたい

池もいい

けど、使え

る場所も

ほしいな

豊かな自然

はいいけど、

うっそうと

してるのは

嫌だな

入りやすく

なれば、公園

も使いやす

くなるよね


