
19：00 ■はじめに 

・開催のあいさつ 

・アンケート結果の紹介

19：05 ■第１回ワークショップのおさらい 

 

19：10 ■グループ意見交換の進め方について 

19：15 ■グループ意見交換 

20：15 ■発表とまとめ 

20：25 ■おわりに 

・本日のおさらい 

・  

・おわりのあいさつ 
値がある 

                                           

ワークショップの全体スケジュール、当日のプログラム 

日 時：令和元年７月２０日（土) 19:00～20:30 

会 場：東部市民プラザ研修室２ 

テーマ：「霞浦公園の未来像をイメージしよう！」 

第
１
回 

日 時：令和元年 9 月６日（金) 19:00～20:30 

会 場：東部市民プラザ会議室１ 

テーマ：「霞浦公園の計画プランを考えよう！」 

第
２
回 

【霞浦公園の整備予定】 
◎第 1 期工事 

令和元年 11 月頃～ 
◎第 2 期工事 

令和 2 年度 → 完成 

グループワークの成果① （必要な機能や施設について、各班で出された意見の整理・まとめ） 

碧南市では、霞浦公園を整備するにあたって、地域の方々と一 

緒にワークショップを行いながら計画しています。第 2 回ワー

クショップでは、７月に行った第１回ワークショップで出された意見

等をふまえて作成した霞浦公園の計画プラン（案）について、公園に

配置する具体的な施設なども含めて、さらに具体的な検討を行いまし

た。その内容についてまとめましたので、ご覧ください。 
◆日  時：令和元年 9 月 6 日（金）19 時 00 分～２0 時 30 分 

◆会  場：東部市民プラザ会議室 1 

◆参加人数：18 名でした！  

第２回 
ワークショップ 「霞浦公園の計画プランを考えよう！」

作成・発行  
 

碧南市 開発水道部 
都市整備課 

 

令和元年 10 月発行 

みなさんで一緒に素敵な 

公園を作っていきましょう︕ 

みなさんで一緒に素敵な 

公園を作っていきましょう︕ 

済 

プラン 

A 

プラン

B 

【プラン A の特徴】 

◎出入口は北側、西側、東側に３箇所

配置し、園路は計画地を一周でき

るよう整備する。 

◎計画地の西側には、児童用遊具（挑

戦系遊具が中心）と幼児用遊具を

配置する。 

◎計画地の東側には、幅広い年齢層

の利用者が多目的に利用できる土

広場を配置する。 

◎計画地の外周部には植栽帯（低木

メイン＋中木）を配置する。 

◎トイレと水飲みは計画地の南側中

央部に配置する。（2 案共通） 

【プラン B の特徴】 

◎出入口は北側と東側に 2 箇所配置

し、園路は計画地の西側と南側を

通る L 字型に整備する。 

◎計画地の西側には、のんびり休憩

できる舗装広場と、幅広い年齢層

の利用者が多目的に利用できる芝

生広場を配置する。 

◎計画地の東側には、幼児用遊具と

乳幼児用遊具を配置する。 

◎計画地の外周部には植栽帯とフェ

ンスを配置する。 

◎トイレと水飲みは計画地の南側中

央部に配置する。（2 案共通） ～開放的な広場のわくわく&のびのび公園～ ～緑の潤いを感じられる のんびり&すくすく公園～

第２回ワークショップでは、前回のワークショップでの意見や、公園計画プラン検討の視点（市の上位計画での位置づけ、周辺の公園との機能分担、日進保育園保護者アン

ケート、霞浦公園らしさ（地域の歴史、周辺の土地利用））をふまえ、事務局で作成した霞浦公園の計画プラン（以下の２案）について、グループごとに意見を出しあいました。

各プランの「好きな所・そうでない所」を考えたり、各プランの特徴についてどちらが良いか考え、たくさんの意見が出ました。 



                                        
・幼児用遊具好き 
 多め 

Ａ班での計画プランに対する意見交換 

・トイレ 
 木をデザインに使

う案がよい 

・出入口 2 ヶ所

【遊び方・ルール】 
・ボール遊び 
・バットだめ 
 やさしい遊び 
・かたいボール遊びはダメ

・ターザンロー
プが欲しい 

・砂ぼこりがない
・芝生の管理 
・環境を考慮 
・ケガに配慮 

・安全を考えて出入口は 2 つ！
・入口はしゃれた感じ 

・特徴的な公園が良い 
・ここにしかない施設！ 
・魅力的な公園 

・芝生の方が雑草生
えなくて良い 

・砂ぼこりが× 

・幼児（保育園児）がメイン

・駐輪場 
・自転車エリア分ける

・長いすべり台（できればほし
い） 

・砂場はちょっと…△ 
・鉄棒はいらない 
・ジャングルロープ（幼児用）
・ロッキング遊具はいらない

（あるので） 
・ゆったり欲張らない配置
・南側農地も買おう 

・複合遊具楽しそう 

・入口 3 ヶ所 
駐車場から入りやすくする 

・分別ごみで使うならば北側の
入口も必要 

・防災に活かせる 
ブランコ→テント、
イス→トイレ 

・防災用テント張り 

・小さい子が多いと思うのでター
ザンロープは危険では？ 

・小さい子が動くにはフェンスか
仕切りがいる 

・緑が多い方がいいが手入れ大変な
ため人工芝がいい 

・人工芝よりやわらかいゴムチップ
舗装がよい 

・高木はいらない 
 ムシがわく木× 
 日かげ（東屋）があればＯＫ 
・高木より低木、人工芝 

・広場と遊具のバランスが良い 

・外周はフェンスと植栽帯
が必要。 安全のため、
ボールが道路に行かな
いように 

・職員駐車場に近すぎる 

・ボルダリング楽しそう 
・ボルダリング好き 

・ジャングルロープ楽しそう 
年齢幅があっていいかんじ 

・トイレは木がおしゃれ 
 でも年月たっても汚くない感

じのものがいい 

・資源ゴミの場所と駐車場一緒なのが心配 
・多目的利用するといい（ゴミ収集含めて） 

・広場小さくなってもＯＫ 
・下やわらかいのどうなったの？遊

具の下だけでも設置してほしい 

・曲がってきた車との接触
の危険 

・西側の入口がいいので
は？ 

【A・B プラン共通の意見】 
 何年か先に草がいっぱいになる？ 
・ちびっこ広場も月 1 ボランティア

が昔は草取りやっていた 
・南公園草が生え見通しが悪い 
・天然芝生イマイチ 
・芝生の管理が心配 

・植栽ゾーン管理が心配 

・パーゴラ雨がかかる 
・パーゴラより東屋が

良い 

・防災だったら何の
ため？ 

 屋根必要では？ 

・ジャングルロープ、ボルダリ
ングは欲しい。 

・児童遊具が少ない 
・小学生も 1 人で遊びに行ける

公園が近くにほしい（今は大
通りこえるため行けない） 

・小学生遊ぶ公園がない！ 

グループワークの成果② （霞浦公園の計画プランについて、Ａ班～Ｃ班それぞれで出された意見） 

A 班～C 班に分かれ、霞浦公園の計画プラン（2 案）のうちイメージに近い方のプランについてグループ意見交換をしていただきました。これらの意見を整理・まとめたものが

表面の「グループワークの成果①」です。 

・築山は良いが、 
 見通しが心配 

・小さい子だけで大きい子が入らな
くて good 

 ネット遊具、鉄棒、乳幼児用遊具 

Ｃ班での計画プランに対する意見交換 

プランＡ ～開放的な広場の わくわく&のびのび公園～ 

・園路良い 
・ランニング、ウォーキングはいい 

土はアンツーカー？ 
・周遊コース 

お年寄りのウォーキング、子ども
の自転車練習にいい 

プランＢ ～緑の潤いを感じられる のんびり&すくすく公園～ 

プランＢ ～緑の潤いを感じられる のんびり&すくすく公園～

プランＢ ～緑の潤いを感じられる のんびり&すくすく公園～

Ｂ班での計画プランに対する意見交換 

・鉄棒 
 小さい頃から練習にもなる 

・園路をまわす
 （追加） 

・紅葉 
 大きな木は× 
・イチョウはだめ

・ポイント的に目隠しの植栽

・開放的にしたい 
・高木が少ない方が良い 
・ドングリの木（子どもが喜ぶ）
・フジ（魅力づくり） 
・日進南のサクラきれい 
・いつも花がある（魅力づくり）

・日陰がほしい 
 雨よけよりも 
・小さくても良いので 2 つ日かげ

 A 班は「プラン A、B」

両方について検討が

進められました︕ 

今回、ワークショップでみなさんか
らいただいた意見をもとに詳細な
設計を進めます！ 
お忙しい中、ご参加・ご協力いただ
きありがとうございました！ 

 Ｂ班は「プラン B」を

ベースに検討が進め

られました︕ 
・花壇、植栽

 C 班は「プラン B」

をベースに検討が

進められました︕

【意見交換の様子】

【発表の様子】

【意見交換の様子】

【発表の様子】

・東屋の位置とかまどベンチが反対が良
い（西日がきついのでそちらを向いて
座る人はいないと思う） 

・東屋は必要 
 急なケガや体調が悪い時に日よけに

なった方がよいので日陰が必要 
 今のちびっこ広場はなくて不便 

【意見交換の様子】 

【発表の様子】


