
（（（（内容内容内容内容はははは多少変更多少変更多少変更多少変更するするするする場合場合場合場合がありますがありますがありますがあります）））） 

ワークショップで出た意見の中から、桜の植樹以外でも地域のみなさんで実現できるものを 

まとめました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あすかあすかあすかあすか野自治会野自治会野自治会野自治会よりよりよりより    

遊具遊具遊具遊具のののの広場広場広場広場にににに桜桜桜桜をををを植樹植樹植樹植樹についてについてについてについて 

 

あすか野自治会では、ワークシ

ョップ最終回から平成 25 年３月

末までの間に「遊具の広場」に桜

の植樹を予定しています。 

次回のワークショップで、自治

会より植樹の計画や桜の樹種など

の提案があります。 

それをもとに参加者のみなさん

と一緒に検討する予定です。 

 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 

お問合せ：生駒市みどり景観課 （担当 坂東・大澤） 

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？ 

【日時】：平成２５年２２２２月１６１６１６１６日（土） 

１０１０１０１０：：：：００００００００～～～～１２１２１２１２：：：：００００００００頃頃頃頃    

【会場】：あすか野自治会館 

【内容】：こんな桜の緑道・広場になる！ 

計画案をまとめ、今後の育成や利用方法などについ

ても考えます。 

 

第４回ワークショップのご案内 

みんなのアイデア こんな形で実現しよう！ 

参加者参加者参加者参加者のののの感想感想感想感想    （（（（抜粋抜粋抜粋抜粋））））    

暦の上では立春を迎えますがまだまだ寒い日が続き、桜の咲く時期

が待ち遠しく感じます。 

あすか野 桜の緑道・広場も新しく、より美しく生まれ変われるよ

うに平成 24 年 10 月から地域のみなさんと一緒に公園について考え

るコミュニティパーク事業を行っています。 

去る 1 月 12 日に第３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、これまでの意見をふまえた計画案のタタキ台を提示し、そ

れをもとに緑道・広場の計画案についてグループで話し合いました。 

次回は最終回となります。計画案をまとめ、緑道・広場の景観づく

りや育成について話し合います。ぜひ、ご参加ください。 

（４ページにご案内があります） 

どんな緑道や

広場になれば 

いいかな？ 

３ 

・いよいよ初めての公園改修にかかるようです。もう一度、

木の確認を目で確かめる必要があると思います。 

・次回でワークショップも最後、ちゃんとまとまるか不安。

時間におされて話し合いが中途ハンパになってほしくな

いです。 

・春と秋と季節を考え桜と紅葉を。サークルベンチは一考

すべきかな。円卓ベンチで弁当を広げたい。撤去された

くない。 

・キャッチフレーズは桜並木で良いですが、メインはオー

ルシーズン公園で。 

③③③③    

第３回ワークショップの様子 

まずは、前回の内容をふりかえり 

全体で意見を確認 

日時：1 月 1２日（土） 10：00～12：00 

場所：あすか野自治会館 

②②②②    ①①①①    

自治会からの提案 

⑤⑤⑤⑤    ④④④④    

グループで話し合い 

第１回 

「緑道・広場を見てみよう」 

11 月 24 日（土） 

第２回 

「こんな桜の緑道・広場がエエな」 

12 月 15 日（土） 

第３回 

「あすか野桜物語をつくろう」 

1 月 12 日（土） 

済済済済    

ワークショップの流れ（予定） 

第第第第 4444 回回回回    

「「「「桜桜桜桜のののの緑道緑道緑道緑道・・・・広場広場広場広場をををを守守守守りりりり育育育育てようてようてようてよう」」」」    

2222 月月月月 16161616 日日日日（（（（土土土土））））    

気になる結果は次ページから！！ 

発行：生駒市 

済済済済    

計画案タタキ台の説明 

済済済済    

・木一本を育てるのも切るのも難しい。 

・話し合いの時間が足りなかったように思う。そんな

中で活発な意見が飛び交いあすか野を思う皆様のお

もいが伝わりました。 

・みんなで決めるということを徹底すべきと思う。 

・具体的なイメージができてきましたが、予算との関

係でできる事は限られていることがわかりました。

良い公園ができることが楽しみです。 

 

最終回 

⑥⑥⑥⑥    

グループから意見を発表 

アイデア 理由 

樹木を間引く 

低木を撤去す

る 

大きくない木なら、みんなで切ることもできます。低木

はできるだけ、地域で力を合わせて切りましょう。 

大きな木は業者に剪定してもらうか、切ってもらうかで

きますが、切り株を取り除くのは大変なので、できるだ

け根際で切り、邪魔にならないようにしましょう。また、

切る木、残す木はみんなで決めましょう。 

砂場の砂を 

きれいにする 

砂場の砂をふるえば、ゴミがとれてフワフワになりま

す。地域でもできることなのでチャレンジしてみてはど

うでしょうか。 

ルール看板を 

設置する 

緑道・広場のルールについては、整備までの間にどん

なルールにするかを考えてみましょう。看板をみんな

でつくることもできます。 

あすかの 30

の植え込みを 

撤去する 

植え込みは地域でつくられたものなので、撤去するかき

れいに整備して残すか、地域で決めましょう。 

 

アイデア 理由 

樹名板や巣箱

をつける 

樹名板や巣箱は手作りでも簡単なものですので、みんな

でやってみてはどうでしょう。子どもたちと一緒にやる

のも楽しいですよ。 

スポーツ広場

の下の斜面に

通路をつくる 

丸太があれば、手作りで簡易な道や階段がつくれるの

で、手作りでチャレンジしてみましょう。 

照明灯を明る

くする 

今ある照明灯の周りの樹木を剪定して明るくしましょ

う。 

スイセンやユ

キヤナギを植

える 

植物の育ちやすい、草花があると効果的な場所に花を植

えましょう。日陰に育つ花もあります。 

花のグループの活動を緑道に取り入れたらどうでしょ

うか。 

ただし、見通しをよくするよう注意しましょう。 

その他 今回の計画案では新しいベンチを増やしています。 

設置する基数をおさえれば、多少は他の整備に使うこと

もできます。ベンチよりも優先したいものがあるか考え

てみましょう。 

 



 

③ ② 

青文字：地域のみんなと市で一緒にやること 

ベンチを２基設置 

南の緑道 

北の緑道 

緑道では 

・密植している樹木を間引く 

・今ある低木の刈込みや剪定

をする 

・切り株の撤去 

・弱った桜の撤去 

・桜の植樹（土壌改良や支柱

をたてる） 

花の広場では 

・砂場をきれいにする、土をふるう 

・今ある低木の刈込みや剪定をする 

・密植している樹木を間引く 

・桜の植樹（土壌改良や支柱をたてる） 

休憩スペースを改修（以下どちらか） 

・舗装、ベンチを撤去して桜を植える 

・低木の一部撤去とベンチの改修 

大きく成り過ぎた樹木を整理 

・密植した大きな樹木の間引きと剪定 

・地被や低木を植える 

階段を改修 

手すりを設置 

ベンチを２基設置 

遊具を撤去したあとに芝生を入れる 

遊具の広場では 

・カイズカイブキ、サンゴジュの刈込や撤去 

・密植している樹木を間引く 

・今ある低木の刈込みや剪定をする 

・切り株の撤去 

・弱った桜の撤去 

・桜の植樹（土壌改良や支柱をたてる） 

ワークショップワークショップワークショップワークショップでででで出出出出たたたた意見意見意見意見 

階段を一部改修 

手すりを設置 

休憩スペースを改修（以下どちらか） 

・舗装、ベンチを撤去して桜を植える 

・低木の一部撤去とベンチの改修 

ベンチを２基設置 

ベンチを１基設置 

ベンチを２基設置 

ベンチを１基設置 

手すりを設置 

スポーツの広場では 

・弱った桜の撤去 

・桜の植樹（土壌改良や支柱をたてる） 

緑道では 

・密植している樹木を間引く 

・今ある低木の刈込みや剪定をする 

・切り株の撤去 

・弱った桜の撤去 

・桜の植樹（土壌改良や支柱をたてる） 

森の広場では 

・サンゴジュの刈込や撤去 

・密植している樹木を間引く 

・今ある低木の刈込みや剪定をする 

・弱った桜の撤去 

・桜の植樹（土壌改良や支柱をたてる） 

・砂場をきれいにする、土をふるう 

花花花花のののの広場広場広場広場にににに対対対対するするするする意見意見意見意見    

・花が少ない。梅の花もほしい。 

・豪華に咲く八重桜を植える。 

・南側、東側の入口が入りにくくてあ

まり行かない。 

・広場の周囲の木を撤去するとスッキ

リするし子供も広々遊べる。 

→現場を見ながら切る。 

・藤棚の藤を整理する。 

→日かげにする、ベンチを残す。 

・ベンチは１基でいい。少し減らす。 

・今あるベンチでいいが、できれば変

える。 

・背もたれもあったら嬉しい。 

・ベンチは数よりも質を重視する。 

・既存のコンクリートベンチはこわす。 

改修改修改修改修するするするする！！！！    

・サークルベンチは改修。 

（素材を変える） 

・舗装を枕木にする。 

・見通しよく、バランスよくする。 

撤去撤去撤去撤去するするするする！！！！    

・普通のベンチを設置。 

・樹木を植える。花は日かげなので育

たない。 

サツキ（樹形）かユキヤナギ（色） 

・中洲の部分はうっそうとしているので

高木を剪定、間引きする。 

・ケヤキの大木の下に樹木がうっそうと

している。自分たちで撤去するのか？ 

・階段を改修。手すりは必要。 

通学路になっている。雨の時すべる。 

緑道緑道緑道緑道にににに対対対対するするするする意見意見意見意見    

・桃の木が弱って花つきが悪

く、実が落ちる。 

→撤去してもいいのでは？ 

・レンギョウ、ユキヤナギを植

える。剪定も簡単。 

・カイズカイブキは防犯上すべ

て撤去した方がいい。 

・桜は毛虫や周辺への影響を考

えているのか？ 

・弱っている桜の撤去、補強を

優先する。 

・遊具撤去跡は芝生にしても子ど

もが利用するとまた砂になる。 

花を植える程度でいい。 

・遊具をつけてほしい。 

（タイヤとチェーンの遊具など） 

遊具遊具遊具遊具のののの広場広場広場広場にににに対対対対するするするする意見意見意見意見    

・ヒマラヤ杉はシンボルだが大

きすぎる。小さくするか、複

数あるものを間引く。 

・豪華に咲く八重桜を植える。 

・工事までに現場を見て家に近

い木は切る。 

・手づくりベンチを必要 

に応じて入れる。 

・階段に踊り場をつけてほしい 

改修改修改修改修するするするする！！！！    

・サークルベンチを改修。 

撤去撤去撤去撤去するするするする！！！！    

・ベンチナシ 

・シンボルツリーを植える。 

・背もたれベンチにする。 

・長いベンチにする。 

・ベンチは３基にする。（他の場所のを

こっちに持ってくる。） 

・入口（両側）に 

シダレザクラを植える。 

・桜の本数は南北で公平に！ 

・この階段もあぶない。 

・新設のベンチはいらない！ 

→あまった予算は桜にまわす。 

・イチョウもほしい。 

・なし 

・１基にする。 

森森森森のののの広場広場広場広場にににに対対対対するするするする意見意見意見意見    

・メインのゾーン 

・植栽計画は桜にこだわらない。 

・子どもの遊び、防犯など全体のバランスよ

くスッキリさせる。 

・木を整理して見通し良く、子どもが安心し

て遊べるようにする。 

・サクラを前へ出す。 

・入口にシンボルの桜。 

（シダレザクラ） 

・毛虫がでるカエデを

撤去できないか？ 

・この階段も 

あぶない。 

・木を整理して入口（両側）に

シダレザクラを植える。 

桜の植栽候補地 

弱った桜（撤去予定） 

低木

歩道

ベンチ

草地

舗装

ベンチは塗装をし直して

キレイにします。

低木

歩道

ベンチ

草地

舗装

歩道手前の低木は撤去して、開放感

のある休憩スペースにします。

ベンチを１基設置 休憩休憩休憩休憩スペーススペーススペーススペースのののの改修案改修案改修案改修案（（（（イメージイメージイメージイメージ））））    

遊具撤去跡遊具撤去跡遊具撤去跡遊具撤去跡にににに芝生芝生芝生芝生をををを入入入入れるれるれるれる（（（（イメージイメージイメージイメージ））））    

紫文字：市市市市ががががコミュニティパークコミュニティパークコミュニティパークコミュニティパーク事業事業事業事業でやるでやるでやるでやる                    

ことことことこと（（（（予算予算予算予算のののの範囲内範囲内範囲内範囲内でででで選選選選びますびますびますびます））））    

計画案で提案したこと 

提案 

提案 

計画案への意見 

計画案への意見 

計画案への意見 計画案への意見 

計画案への意見 

計画案への意見 

計画案への意見 

計画案への意見 

計画案への意見 

計画案への意見 

計画案への意見 

計画案への意見 

計画案への意見 

計画案への意見 

計画案への意見 

計画案への意見 

計画案への意見 

計画案への意見 

計画案への意見 

計画案への意見 

計画案への意見 

計画案への意見 

計画案への意見 

提案 

提案 

提案 

提案 

提案 

提案 

提案 

提案 

提案 

提案 

提案 

提案 

提案 

提案 

提案 

提案 

提案 

提案 

提案 


