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の改修を予定 しています。そのため今年度は、
福津市では、日
召和/AN園
7AN園
日
をどのよ うな公園に したいかを、地域の 皆さ んが主体 とな
召和
り議論を交えなが ら考えていただくワークシ ョップを開催 し、公園
整備のプランづ<り を進めています。
今回のワ ークシ ョップの参加メンバーは、 「広報ふ くつ」による
募集および福間小校区郷 づ<り 推進協議会 「ふ<ま 郷 づ<り の会」
に参加を呼びかけて集ま つた有志の皆さん、公園の設 計を行う コン
サルタン ト 「
luラン ドスケープ ・コア」、そ して市建設課の職員です。
今回は、 メンバ ーの 皆さ んで昭和公園の現地の様子を調 べ、問題
点な どの意見を出 し合 つた 第 1回 のワークシ ョップの様子を ご紹介
します。

「ワークシ ョップ」 とは、本来は 「工房、共同作業場」を意味す
る言葉で、参加者が主体的に関わりながら、参加者みんなが作業を
通 して合意形成を行 つてい<場 のことです。
地域のみなさんと一緒 に、よりよ い空間 づ くりに取り組んでいき
ま しょう !

昭和公□っτこ

年月 日 :平 成20年 10月 30日 (本)
場 所 :6、くとびあ 。昭禾□公園
参加 者 :21名

公園面積 :約 0 5ha
種
別 :街 区公園
7AN園での現在の活動 :
。わ くわ くプ レー パ ー ク
(ふ くま郷 づ くりの会)
・ゴ ミの分別収集
・公共エ リア環境 づ く り

色えたびつ 班
〕
こうころ 班
こんぐι

事業による清掃活動
(林田産業)
など

昭和

/AN園を見学 している様子をぐる つと360° 撮影 しま した !

昭和

/AN園
を見学 しま した 。

航空写真

8召
の良いところや悪いと
和7AN園
ころを議論 し、まとめま した。
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雷せんから出た意
参加者 の 皆さ んにさまざま な立場 の人の役 にな り切 つていただ き、現在の昭和 7 A N 園
の良いところ ・悪 いとこ
ろ ・要望等 について意見を出 し合いま した。
◆悪 いところ ・改善すべ きところ
・トイ レが利用 しに くい
。砂場 に屋根 がない
。お弁当を食 べ るテープル とイ スがない。
・雨 の 日でも遊 べ る工夫 が ない
。屋根があ つて子 どもを見守れ る場所がない
。入 日付近は ところどころ石が出ていて危ない
・駐車場 がほ しい 1
◆ 良 いところ
・敷地が広 い
◆悪 いところ ・改善すべ き こと
・敷地 の段差や側溝 の改善が必要
・入 日の数や位置 の改善 が必要
・梅 の本を増や してほ しい (人が集 ま りやすい)
。子 どもと憩 い を求める人 との境 が必要
・安全面 か ら電灯を設 置 してほ しい
・花壇がほ しい
。フェンスな どで囲みす ぎ

ここウ

◆良いところ
・清掃 が行 き届 い ている
◆悪 いところ ・改善すべ き こと
・入 日の道路 が狭 くダンプが通 つて危険
・入 口が狭い。 わか りに くい
・遊具の修繕、プ ラン コが危 険
◆公園に望むもの ・こ と
し砂場 の 上に 日影 がほ しい

ヽところ ・改善すべ きところ

・トイ レの プ ライ ノ｀シー が ない

・椿が邪魔
)公口に望むもの ・こと

・木陰 ほ しい。
・遊び の 区分が必要 (幼児、 こ ども (小学生)、 者人)
・広いグラ ウン ドを有効 に利用 した い。

良 いところ
・ゲー トボールや グラン ドゴル フがで きる大き さの広場が
ある。
ヽところ ・改善すべ きところ
・休憩合 ,日 か げ となる場所 が少ない
。藤棚 は暗 く利用 しに くい
・歩きやす い回路 がない。
・南側 のス ロー プが急です。
・健康器具な ど高齢者 が公 園で楽 しむ施 設 がほ しい
良いとこ ろ
・木登 りができる木がある。 シロツメクサで遊 べ る
ヽところ ・改善す べ きところ
・や は り、野球や サ ッカー も したい
・どろだん ごが 作れ ない。
・登 つた りす べ った り転 がれ る山が ほ しい。
に望む もの ・こ と

・ラーメン屋 さん の方にも散歩道がほ しい。
・自転車置 き場がほ しい
ところ ―

◆悪いと ころ ・改善すべ き こと
・樹木 が多 くて見通 しが悪い。数 を減 らしてほしい
。多 くの人 が来た らうるさい。 、

・木が多くてよいが、場所が周 りを取り囲んでいるので植
えなおすとよい。

◆悪いと ころ ・改善すべ き こと
・水場 がない
。掘 り返す こ とができる土ではない。
・イベ ン ト時 の電気 の引き込み がで きない。
・木陰 にな り遊 べ る大木がない。
◆公口に望むもの ・こと
・雨でも遊べ るよ う屋根 の ある ゾー ンがほ しい。
・倉庫 とリーダーハ ウスがほ しい

◆良いところ
・緑が多 くて草や虫もいてよい。
◆悪いところ ・改善すべ き こと
・水 はけが悪 いので排水管 の整備 を しては しい。
・子 どもが遊ぶには砂 より土の方がよい。
◆公園に望むもの ・こと
・子 どもが遊 ぶ場所 として起伏 がほ しい。
・プ レーパ ーク ゾーンには既設 の遊具をなくせ ないか

◆悪いところ ・改善すべ き こと
・ゴ ミの分別 の作業時 に一般者 との境界 がなく危 険
◆公口に望むもの ・こ と
・ゴ ミの分別 には水道が必要
・ゴ ミを出す住民 は南東側 に多 く北側 は少ないため、 ゴ
ミの分別は広場 の南側 のほ うが良い。
・ゴ ミ分別 では広 いスペ ー ス が必要。

◆良いところ
・公 園で遊 んでい る人たちが近寄 らない場所 である。
・作業 が安全 に作業ができる場所である。
◆悪いところ ・改善すべ き こと
,土 の地面 のため、お年寄 りが歩きにくい。

輛
払

◆良いところ
・樹木がされいに剪定 されてい る。

◆良 いところ
ヽところ ・改善すべ き こと
・全体が見渡せ る。
・側溝 が細 く小 さくで埋まっている。
◆悪いところ ・改善すべ き こと
・広場に水道ができている。
・公園 の核 となる場所 がない。
・外柵 ・ネ ッ トフェンスが老朽化 している。
・砂場 の管理 は どうしているのだろ うか ?
・記念碑 の後ろはガー ドレール を越 えて公 園 に入つて く ・ゴ ミすて禁上の看板 がない。設置す べ き。
るかも しれない。
◆公園に望むもの ・こと
・防火水槽 の周 りは草が多い。高低差 があるところは危 ,大 きな木 を中心に移動 (移植 )し てほ しい。

に望む もの ・こと
・屋 外 にかま どがほ しい。
・砂 場 がほ しい。
・高 学年 の子 どもた ちが楽 しめ る工夫 が ほ しい。

おP・
5い合わせ :福 津市都市整備部建設課

◆悪いところ ・改善すべ き こと
。ボール 遊びが禁止 されているのはなぜだろ う?
・コンク リー トのベ ンチはだめ。
・ベ ンチ の周 りにたばこの吸い殻 が多 い。
編集 :い ラン ドスケ ープ ・コスLS―CORE 20081113‑8‑

