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安全・安心、キャンパス内ソーラー照明灯
皇學館大学

全国でBRTが始動！
ひたちBRT／大船渡線BRT

セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン
東日本大震災復興支援
東松島市 公園

未来の公園、富士の見える空中庭園
目黒天空庭園／オーパス夢ひろば

特集：みずとみどりのネットワーク

「これからの公園」を、
ここに見る。

公園が生まれ変わる！
愛知県一宮市 街区公園

都会を忘れる都会の公園
東京都世田谷区 二子玉川公園



水と緑を結び人をつなぐ。
やがて東京を代表する公園へ。

東京都世田谷区「二子玉川公園」
みずとみどりのネットワーク ［施主 世田谷区］

2013年4月14日（日曜）、東京都世田谷区の二子玉川駅
より徒歩9分の立地に、「二子玉川公園」が一部開園し、子ども
たちをはじめ多くの区民の方々が集まりました。この公園は、
国分崖線のみどりと多摩川の水辺の間に位置する自然に
恵まれた公園として、広く注目を集めています。そこで、計画
の経緯について、世田谷区公園緑地課、担当者の方にお話
を、お聞きしました。コトブキは、児童公園の遊具をはじめ、
ベンチ各種、パーゴラや太陽電池時計などを納品しています。
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コンペにも参加いただいていますし、より、公園

サポーターの皆さんとの交流が深まっています。

春の開園以来、お母さんお子さんの朝からの利

用者も多く、平日も利用者が多いですね。〈みど

りとみず〉をテーマに、「安全・安心」にもとづい

た、新しい大小の遊具を揃えていることと、日よ

けのパーゴラとベンチの配置によって、子どもた

ちが、お母さんたちに見守られるなか、元気に遊

べるよう、設計されています。また、公園全体に

配慮したことは、休憩施設として園内の場所の

特性にあわせて、パーゴラ、背付ベンチ、背なし

ベンチ、ピクニックテーブル、縁台、1人がけベン

　　 

多摩川や山並みの景観を含めて広大な公園
という、これまでにない印象を抱きました。

昭和31年の都市計画構想からはじまり、さまざ

まな経緯を経ています。平成22年6月の「世田

谷区立二子玉川公園基本計画」をもとに、「安

全・安心」「地域の活性化」「みどりと水の拠

点」「憩いと健康」「子どもと遊び」などのテーマ

を具現化するよう、進められました。造成し、更

地からのスタートですので、“ 新たな公園のある

べき姿をどう表現するか”を課題として、計画さ

れています。設計においては「回遊性の創出」

がテーマのひとつです。歩いてみて実感される

ように、起伏も、眺望も四季の変化も楽しめる

ようにつくられています。これは、都市計画の一

環として公園の下に都市道路があることにもよ

ります。さらに、バリアフリーや防災機能に関し

ましては、これからの公園を考える上での整備を

しっかり行っています。震災時の公園の利用に

ついてなども、綿密に進めてきました。

「公園サポーター」は初めて聞く言葉です。

ワークショップの充実によって世田谷区で生ま

れたものです。子どもをはじめ三世代の多くの方

がボランティア参加されています。園内の「住民

花壇」などは、この基本計画や花壇デザインの

チやかまどベンチなどを適切に配置していること

があげられます。公園面積が、約6.3ヘクタール

と広い公園ですので、くつろぎながら回遊してい

ただくことが大切ですね。

今後は、整備中である、子ども広場、健康広場、

「世田谷いのちの森」などの開園が楽しみです。

担当者の方の、「これからも、いろんな人々の手

で育っていってほしい」と

の言葉が印象的でした。

世田谷区
みどりとみず政策担当部
公園緑地課

公園計画整備についてのお話
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一部区間をトンネルにし、公園と
多摩川河川敷との一体性を確保。

回遊式庭園の「帰真園」は、一部に、登録有形文化財に登録された「旧清水家住宅書院」を復元するもので、約百年前に建築
されたといわれるものです。山に見立てた盛土や、滝からせせらぎへと流れて池に注ぐ庭園は、自然と文化を体験できる空間と
なっています。もちろん、車イスの方もゆっくりとくつろいでいただけるよう配慮されています。

回遊する楽しさも、季節の発見も。
そして大地と水の流れも。

〈補助第125号線（多摩堤通り）〉

04



公園が新たな鼓動をはじめる。
緑のなかで人々の元気を育む。

愛知県一宮市 街区公園
水と緑と人のネットワークづくり

「木曽の清流に映え、心ふれあう躍動都市」を掲げる愛知県一宮
市。当市は、平成17年４月1日に、一宮市・尾西市・木曽川町が合併
して新しい「一宮市」となりました。シンボルとなる木曽川をはじめ、
市内に多くの河川や水路が流れるのが特色です。市では、水と緑
に恵まれた環境を生かして、この保全と質の向上を図るため、平成
22年度から、「社会資本総合整備計画」が進められています。今
回、これらの取組みの中でも特に「公園整備」について、「一宮市 
建設部 公園緑地課・整備グループ」のお二人にお聞きしました。

［施主 一宮市］

05



06



てを対象としていますので、一気にとはいきませ

んが調査も含め着実な進行を目指しています。

「平成26年度までに住民1人あたり都市公

園面積を5.4㎡以上とする。」とありますが。

一宮市も緑の基本計画としての緑化を進めて

います。平成23年度は、「五色町公園」など新し

い公園も増えました。五色町公園は「あいち森と

緑づくり事業」を活用して建設が進められたもの

で、昨年春に開園した際も、住民参加のボラン

全国市町村で公園の長寿命化が課題ですが。

「安全・安心の計画」においては、バリアフリー

事業から派生し進められ、街区公園も対象とな

ります。小さな街区公園の多い当市は適合しま

す。一宮市の都市公園は設置から30年以上

経過する公園が62％となっており、遊具を含む

多くの施設が老朽化していることから「長寿命

化計画」に基づいて改修・更新を進めることに

なりました。市が管理する130の都市公園すべ

一宮市 建設部 
公園緑地課・整備グループ

公園ができるまでのお話

江川 雄斗氏 黒田 恵三氏

「五色町公園」

住宅に囲まれた街区公園、「五色町
公園」は、遊具の充実をはじめ、防災
ファニチャーも備えていて、この街の
新しい「集いの場」として賑わっています。
公園と住民の一体感が生まれています。

（平成25年度4月より道路課担当）

市民の思いをかなえるために、
多くの声を取り入れてここに結実。
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ティアによって植樹などが行われました。三世代

が利用できるよう、新しいタイプの遊具から健康

遊具も設置しています。さらに、災害対応として

「シェルター」や「かまどベンチ」も備えています。

近年、街区公園利用者の、低年齢化と、高年

齢化が進んでいるように思えます。

個人的な感想ですが、5才くらいまでのお子さん

とお母さんが多いように思います。「五色町公

園」ですと、朝は高齢者の方が利用し、午後は

昨年度から遊具選定をコンペ形式として確立し

ました。選定理由を、対外的にも明確化できるこ

とが大切だと考えているからです。選定基準は、

個々の価格だけではないということがあります。

公園施設に関して、市民からのご要望は。

当市では、公園の半数以上が自治会の管理と

なっていますので多くの声が寄せられ検討されま

す。改修の際には“樹木を保存”や“安心のため

の見通しを良くする”ことがあげられます。

小さな子とお母さん、夕方の早めは小学生が多

くなるという推移でしょうか。また、「ちびっこ広

場」も300ヶ所ほどあり、こちらの遊具も子育て

支援の一環として更新を進めているところです。

市の成果目標には「質の高い公園を持続的

に保全」と掲げています。

「安全・安心」、「長寿命化」を追求しているわけ

ですから、当然のことながら、遊具の更新におい

ては、安全・安心、劣化しにくい点が重要です。

「西大海道公園」 「仲畑公園」

おおきな木々の緑が心地よく鮮やかです。
リニューアル前の木 を々保存すると共に
子どもたちのための遊具を一新しています。
午後になると元気な声がひびいてきます。

保存された樹木と共に、いくつもの幼児
用遊具と小学生に人気の遊具が、使
いやすく配置されています。見通しも良
好。遊具から遊具へ駆けまわる姿や5
～6人で語りあう子どもたちがいました。

「安全・安心」「長寿命化」
そして「新しい遊び」へのリニューアル。

08



ベンチ ビー／ハニー パーゴラ 太陽電池時計 ユニバーサル水飲み サイン

木粉とプラスチックを粉砕混
合し成形。硬度・耐久性向上。

耐久性に優れた素材で開発。
安全テストによる検証実施。

耐久性・メンテナンス性抜群。
避難時の安全・安心強化へ。

強度に優れたアルミ複合再
生木材で、耐候性を発揮。

標準電波を受信し、時刻調
整、メンテナンスにも配慮！

新バリアフリー法に基づき
車イスのアプローチも可能。

大橋ジャンクションの空中庭園

目黒天空庭園 
オーパス夢ひろば

所在地 東京都目黒区大橋
施主 目黒区

TOPIX
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セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン
東日本大震災復興支援

東松島市 公園

所在地 宮城県東松島市
協力 株式会社プレナス

東
TOPIX

2

進化する、選ばれる  「̶安全・安心」「長寿命化」を高次元で追求。

KOTOBUKI 

被災地に、「子どもたちが安心・安全に過ごせる公園を！」
この願いから、石巻市や東松島市をはじめとする、被災
地の公園に遊具を置く活動を行なっています。東松島市
の公園整備は、（株）プレナスが展開する「ほっともっと」
の1食1円キャンペーンの支援により行われました。子ど
も達の意見をきくなど積極的な関わりを大切にしています。
●セーブ・ザ・チルドレンは、国連に公認された子ども支援の国際NGOです。

「セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン」＋「ほっともっと」の、
東日本大震災の復興支援活動で実現。

東京都目黒区に、中央環状線と首都高速3号線を結ぶ
ジャンクションが完成し、屋上には回遊式天空庭園を
整備。最上部では富士山が望むことができます。設計に
あたっては次の概要があげらていれます。①「十の庭」を
配し、様々な景を回遊しながら、和の文化を発見できる
②目黒の歴史・文化を踏まえ、日本の美意識や自然と
のかかわりを意識しつつ、現代に日本文化を継承する
和風モダンのしつらえの空間に。③江戸時代から富士見
の名所であったことから、新たな富士見スポットを設ける
などがあります。すでに新名所として賑わっています。

特色ある、目黒区の新たなシンボル。
散策を楽しめ、くつろぐ空間が広がる。

オーパス夢ひろば
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炊き出しや焚き火に使用。
災害時の防災ファニチャー。

太陽光で発電、停電時も有
効。非常用電源として活用も。

アルミ支柱採用、長寿命化。
メンテナンスにも優れた構造。

防災かまどベンチ ソーラー照明灯 プレイシェイパー

コミュニティ遊具 ストリートファニチャー エクステリアサイン

カタログ請求はこちら▶www.townscape-net.jp

新交通サービス

全国でBRT

ひたちBRT 所在地 茨城県日立市
大船渡線BRT 所在地 岩手県大船渡市 他

ひたちBRT

TOPIX

3

キャンパス内ソーラー照明灯

皇學館大学

所在地 三重県伊勢市
施主 皇學館大学

TOPIX

4

NEWS

世界各地ではもとより、日本各地でもバス専用走行道を
設けて運行する、BRTシステムが普及しはじめています。
「ひたちBRT」は、茨城県日立市で「日立電鉄交通サー
ビス」が運営しているバス路線です。廃線とした、日立電
鉄線の跡地を利用し、平成25年の3月に開通。市がバ
ス専用道と施設を整備し公設民営形態をとっています。
「大船渡線BRT」は、平成25年3月にJR大船渡線の気
仙沼から盛（大船渡市）の区間において、レールが敷か
れていた敷地に仮復旧として開通。地区の生活者の足
をいち早く確保することに役立っています。

BRT専用道路が整備。
バス停には屋根やベンチが完備。

皇學館大学は、平成24年に「創立130周年・再興50
周年」の年を迎えた歴史ある大学です。キャンパス内駐
輪場の照明不足の声を反映し、平成24年度卒業生の
寄贈品として、設置されました。駐輪場は、緊急時に避
難場所にもなる芝生広場に隣接していることもあり、災
害時の電源供給に役立つ非常用電源付きのソーラー
照明灯が選出されました。

ソーラー照明灯で、
夜間の駐輪場に安全を、災害時にも安心を。

大船渡線BRT
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札幌支店
青森営業所
岩手事務所
東北支店
水戸営業所
北関東営業所
埼玉営業所
千葉営業所

東京支店
教育環境営業室
横浜支店
山梨事務所
長野事務所
静岡営業所
名古屋支店
京都事務所

関西支店
神戸営業所
金沢営業所
中国支店
高松営業所
九州支店
鹿児島営業所
沖縄営業所

011-221-3496
017-761-1371
019-629-2087
022-742-0731
029-225-8222
0287-45-1415
048-871-1030
043-204-3211

www.townscape-net.jp

03-5280-5605
03-5280-5380
045-277-5111
0552-85-4420
026-238-8321
054-205-7161
052-386-5067
075-582-8335

06-4801-8265
078-252-0376
076-247-7422
082-297-4546
087-869-8770
092-441-0763
099-258-2361
098-863-7803

〈お問合せは、お近くの支店・営業所まで〉

コトブキ・タウンスケープ HP

ほら、飛びかう小鳥たちのように集って声をかけあう
子どもたちがいます。子どもの元気な姿に微笑む大人
たちがいます。ふだんの暮らしの中にあって賑わう
公園は、語らいと笑顔をうむ、うれしい空間。素直さ
やマナーや気力・体力を育みます。
私たちコトブキは、人々のふれあいに、健康づくりに、
楽しみながら役立つという製品開発をすすめています。

パブリックスペースを
賑やかにすることで
人々を幸せにする


