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第１回ワークショップの様子 
日時：12 月 22 日（土） 10：00～12：00 

場所：ローレルコートエスタ萩の台集会所・第５公園 

１ 

公園を再確認し、今の公園を 

採点しました 

公園を再確認し、みなさんに今の状態を 4 点満点で評価してもらいました！ 

公園つうしんぼ 

簡単に自己紹介をして 

公園を見に行きました 

あけましておめでとうございます。寒の入りを迎え、寒さも本格的にな

ってきました。 

生駒市では、地域のみなさんが身近な公園に愛着をもって利用し、将来

にわたり育めるよう支援する「コミュニティーパーク事業」に取組んでい

ます。今年度は萩の台第５公園が選定され、地域のみなさんと一緒に、よ

り良い公園づくりについて考える「萩の台第５公園ワークショップ」がス

タートしました。 

去る 12 月 22 日に第１回目のワークショップが開催され、今の公園

を再確認した後、多様な視点から、第５公園をより良くするアイデアを出

し合いました。 

次回は、みなさんで公園の使い方を整理し、第５公園で何を大事にした

らよいかなどを考えます。ぜひ、ご参加下さい！（４ページに案内があり

ます） 

お問合せ：生駒市みどり公園課 （担当 知浦・新田） 

 TEL：０７４３－７４－１１１１（代表） 

旗あげアンケートの結果 

第１回ワークショップ 

「公園のエエとこ・アカンとこ」 

平成 30 年 12 月 22 日（土） 

済 

次回のご案内 

良い 

第３回ワークショップ 

「公園の計画案をつくろう」 

平成 31 年 2 月上旬 

【日時】：平成３１年１月１２日（土） 

１０：００～１２：００頃 

【会場】：ローレルコートエスタ萩の台集会所 
【内容】：こんな公園がエエな 第２回ワークショップ 

「こんな公園がエエな」 

平成 31 年 1 月 12 日（土） 

参加者の感想（抜粋） 

第３回ワークショップ 

「こんな公園になる！」 

平成 31 年 3 月上旬 

・たくさんのご意見があり、楽しい時間でした 

・みなさんとたくさん話しをする事ができて良か

った 

・色々な意見が聞けてよかった 

・思いがけないアイデアも出て、とてもおもしろい

集まりでした 

・第５公園を何とか活用したいとの思いで積極的

な意見が出た 

みんなでワイワイと

アイデアや意見を出

し合い、より良い公園

づくりを考えます。 
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●ワークショップとは 

ワークショップの予定 

・活発な意見交換ができました 

・少人数だったけど、熱心な話し合いが出来た

と思います 

・いろんな意見が出て、とても良かった。次回

はもっと人を集めたい 

・出席者の増員を目指す 

・参加者が少数だった。この人数でこのまま継

続して良いのか 

・特になし 

※全４回開催予定です。内容はワークショップの

進み具合により変更になる場合もあります。 

※場所はいずれも「ローレルコートエスタ萩の台

集会所」を予定しております 

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 

0 3 8 3 2.0 

ゆったり憩えるか 1 4 6 2 2.1 

みんなが集えるか 0 3 9 1 2.0 

花緑を 
楽しめるか 

1 6 5 2 2.4 

安全に使えるか 0 0 11 2 1.7 

公園全体の 
雰囲気はどうか 

0 2 9 2 1.9 

平成 31 年 1 月 生駒市 

気になる結果は次ページから！ 

悪い 

現在の第５公園の様子 

まずは、生駒市から、今回の 

ワークショップについて 

説明を聞きました 

○楽しめるか 

 ・楽しめるとは言いにくい（２点） 

○ゆったり憩えるか 

 ・コンパクトで安心感はある（４点）

 ・ほっとできない（暗い感じ）（１点）

○みんなで集えるか 

 ・スペースがない（１点） 

○花緑を楽しめるか 

 ・サクラ、フジ、ツツジがキレイ 

  （３点、４点） 

○安全に使えるか 

・階段が危ない（２点） 

 ・マツが大木になりすぎている（２点）

点数をつけた理由 

 
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！ 

１ 

昔はもっと明るく 

遊びやすかった 

どうしたら 

人が集まる公園

になるかなぁ 

次回からでも、全部参加できなくてもかまいません。 

みなさんの参加を是非お待ちしています。 

各グループで考えたことを 

発表し、全体で共有しました 

最後に平田会長からのあいさつ

で、「ワクワクしてきた」との 

お言葉をいただきました 

ワクワクしてきました！ 

続いて、グループごとに 

公園をどう使い、どうしたら 

良いか考えました 
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憩い・集いについて 

■アカンとこ 

●ベンチが座りにくい 

●座れる場所が少ない 

●藤棚下の舗装、ベンチ危険 

●藤棚ジメジメしている（藤棚西側） 

●今はホッとできる場所がない 

■こうしたい、こう使いたい 

●使いやすいベンチを設置 

●炊き出しイベントができる 

（具体的に） 

・広場に芝生スペースをつくる 

・南西角にウッドデッキを設けて、背もたれベンチを置く 

・藤棚の下に背もたれベンチを置く 

・斜面にちょっとした休憩スペースを設けて、ベンチを置く 

・いろり等たき火のできる施設 

昔はいい感じ

だった 

■こうしたい、こう使いたい 

●使う人に考慮した動線の見直し 

●階段を撤去してスロープをつく

り、森の小道とする 

●３号棟駐車場からアプローチする 

アクセスについて 

転んだことが

ある 

楽しみについて 

■アカンとこ 

●遊具が今どきのものでない 

●遊べる遊具が限られている 

●砂場は衛生的なことを考えると問

題もある 

●子供が少ない 

●小学生は第２公園かローレルコー

トで遊んでいる 

花みどりの充実・整理について 

■エエとこ 

●サクラの頃、花見ができる 

●サクラが良い 

●手入れされた樹林が心地良い 

■アカンとこ 

●花が少ない 

●蚊が多い、夏場には虫が多い 

●木が繁りすぎている、落ち葉が多い 

●今ほど木の根がみえてなかった 

■こうしたい、こう使いたい 

●四季の花を植える、花壇をつくる 

●果樹を植える 

●斜面の土止めに芝か花を植える 

●木を整理し、本数減らす 
自然公園！ 

安心・防災について 

■エエとこ 

●道路への飛び出しがなく安心 

●車等の危険がない 

●コンパクトで斜面があることによって

囲まれているので安心、安全 

●防災訓練をかねた、秋まつりの焚き火が

大好評だった 

■アカンとこ 

●非常時に使える場所が少ない 

グループに分かれて、エエとこ、アカンとこについて話を深め、公園の使

い方や計画について考えました。みなさんから、行きたくなる公園にする

ために、いろいろな楽しいアイデアが出ました！ 

大人向けの公園 

●遊具を撤去する 

 使いやすさについて 

■こうしたい、こう使いたい 

●防災イベントをする。遊びながら学べる 

●公園で炊き出しが出来ると助かる 

●防災でコミュニティづくりをする 

●かまどベンチを置く。災害時に役立つ 

●防災倉庫は置けるか？  

●水道、電気がほしい 

■アカンとこ 

●排水設備が流れた土で埋まっ

ている 

●水はけが 

悪い 

■こうしたい、こう使いたい 

●水はけを改善する 

●芝生や人工芝の場をつくる 

●３号棟の水栓から水を引き込む。公

園南西角にあずまや、パーゴラ、テー

ブル付きベンチがあれば高齢者も利

用しやすく防災設備としてもよい 

林の小道と

一体的に 

■エエとこ 

●ご近所のコミュニケーションは 

とりやすい 

■アカンとこ 

●公園に行きにくい 

●アプローチが階段しかない 

●階段の落ち葉があぶない 

●階段がネック、高齢者の方は無理 

今は扉を閉じている 

その他 

■こうしたい、こう使いたい 

●コンセプト（方向性）を考えてみては 

●３つのエリアにわけて考える 

①斜面はアスレチックエリアにしてアス

レチック遊具をつくって、子供が自分

たちで考えて遊ぶ 

②中央に広い場所。芝生を張って、今の

遊具は撤去する 

③南側は木のウッドデッキ。信貴山のみ

える展望エリアにする 

自然な樹林だけれど育ち

すぎていて、階段が危ない

ね。うまく活用したい。 

使いやすくしたいけど、ど

んな人が使うのがいいの

かな？大人？子ども？ 

西側から信貴山が見える

など眺めがいいね。 

現在の遊具 

現在の藤棚 

砂に埋れたベンチ 
初回ながら、活発な話し合いとなりました！ 

次回は、第５公園をより良い公園にするため

に、今回の成果をより深めていきます。 

ボール遊びが

出来ないと 

つまらない 

信貴山が 

見える 

収納物は？ 

大きさは？ 

い 
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こ う し た い こ う 使 た い 

■エエとこ 

●昔は斜面でダンボールすべりが 

できた 

●東側の階段（市道）であそべる 

 

 

 

 

 

■こうしたい、こう使いたい 

子どもが自由に遊べる公園 

●子供の遊びを優先すべきでは？ 

●雑誌、専門誌で紹介してもらえるような

公園にする 

●未就園児も遊べる公園にする 

●自分たちで考えて遊べる場所にする 

●ボール遊びができるようにする 

●アスレチックエリアを設定する 
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