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新たな地域コミュニティ拠点として、
公設民営の親子来館型施設が誕生しました。

2015年5月にオープンした山形県天童市の親子来館型施設
子育て未来館『げんキッズ』。施設利用が無料ということもあり、
連日市民だけでなく、市外からもわざわざ訪れる家族もいる
ほどの盛況ぶり。今回は、現在の運営に携わっている天童市の
星野氏にお話を伺い、その魅力について語っていただきました。

INTERVIEW
天童市健康福祉部
子育て支援課 家庭支援係
課長補佐（兼）係長

星野 克之氏

めざせ
子育て支援
日本一！

雨の日も、雪の日も、
子どもたちが元気に動き回れる
子育て拠点ができました。

子育て未来館
げんキッズ

山形県天童市

PL AY
GROUND
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P O I N T

-『げんキッズ』が誕生した背景や子育
てに対する天童市の取り組みを教えて
ください。
天童市は、現市長が「子育て支援日本一」
を掲げる県下有数の自治体です。たとえば
中学生までの医療費無料化を山形県内
で最初に行っただけでなく、第三子以降は
保育園や児童館などのすべての乳幼児
施設の保育料も無料化。学童保育にも
力を入れていて、市内の12の小学校区

天童市は夏暑く、冬は積雪が多い地域。
天候に関係なく遊べる室内型の施設が
ほしいという市民の声も、施設開設を
後押ししました。2015年5月のオープン
以来、平日には1日当たり500人、夏休み
期間や週末には1日に1,500～2,000人
が訪れます。混雑時は館内への入場を
制限し、遊んでいただける時間も2時間
を目安にしています。はじめて来られた
方は、これだけの充実した施設が無料

だということにまず驚かれます。近隣の自
治体や遠くは仙台市内からも訪れる方が
いらっしゃる状況で、子育て日本一を掲
げる天童市のPRにもなっていると思い
ます。

-子育て日本一を掲げる自治体として、
空間づくりに対するテーマや遊具への
こだわりがあれば教えてください。
施設のなかでも御社が関わったメイン
のぼうけん広場に関しては、完成までに
何度もやりとりをし、色や飾りといった
細部にこだわりました。施設としては、
子どもたちの自主性や挑戦心を育むと
いうことをテーマにしていましたので、そう
いったことがかなえられる遊具であること
も必要でした。走り回れて、飛び回れる。
木登りをしなくなった子どもたちが、ここ
でそういった感覚を学べるようなそんな
場所をつくりたかったのです。これらが
可能になったのは、施設管理を民間企業
に委託し、つねに12～13名のプロの視点
で子どもたちを見守ってもらっている

ので、このようなチャレンジングな遊具
の設置が実現できたからです。

-今後、市民のみなさまに対して、『げ
んキッズ』はどういった役割を果たして
いくべきだとお考えでしょうか。
開館して約3か月が経ちますが、『げん
キッズ』では新しいコミュニティが生まれ
はじめていると感じます。子ども同士は
いっしょに遊ぶとすぐに仲良くなりますが、
親たちもここで出会った人同士の交流が
生まれているようです。ご近所づきあい
が希薄になりつつある今の社会におい
ては、重要な役割を果たせるのではない
でしょうか。また、今後の課題としては、
『げんキッズ』が子育て力アップの中核
施設になれればよいと考えています。
保育士の資格を持ったスタッフが常駐
していますし、2階には相談スペースも
あります。また、ヨガや骨盤ケア、リトミック
など、親子でできる講座の実施などで、
より深い交流が生まれるよう、環境を整備
していく必要があると考えています。

『げんキッズ』は、子どもたちが夢中
になれるだけでなく、親にとっても
安心して子どもを遊ばせることがで
き、親同士が横のつながりを持てる
場になりつつある。近隣・学校に次ぐ、
新たなコミュニティと言える日も近い
かもしれない。とくに近隣とのつきあい
が希薄になりつつある時代に、この
ようなパブリックスペースが果たせる
役割は大きい。その価値を根本で
支えているのが、“子どもが行きたく
なる場” づくり。そのスタートになる
のが、『創造性の高い遊具』ではな
いか。結果として、『げんキッズ』は
新たな賑やかさのあり方を生み出すこと
ができている。

（21施設）すべてに設置されています。私
たちは子育てのなかでも、とくに「親子」を
注力テーマとして掲げています。未就学児
が親といっしょにふれあうことが、健全な
成長につながると考えているためです。
そういった考え方の一環として子育て
未来館『げんキッズ』が誕生したのです。

-来館される方の施設に対する反応は
いかがですか。

子育て未来館
げんキッズ

山形県天童市

P L AY
GROUND

天童市の名産品ラ・フランスの木を
イメージしたタワーが子どもたちに大好評。

天童市子育て未来館げんキッズ 見取り図 施設内には年代別の広場があります

1F 2F

ハイハイ広場 ゆめ広場のボールプール

ぼうけん広場
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駅前広場だけでなく周辺の道路もライトアップされ幻想的な雰囲気に

駅前広場は和の空間 縁石にも照明が仕込まれています

和紙を使った照明

和とモダンの融合を
テーマにした駅が誕生。

天橋立駅
駅前広場

京都丹後鉄道

京都府宮津市

STREET
FURNITURE

姫路城
寄贈ベンチ

兵庫県姫路市

STREET
FURNITURE

姫路城を仰ぎ見る
最高のロケーション。

京都丹後鉄道の天橋立駅。観光型列車
「丹後くろまつ号」「丹後あかまつ号」
「丹後あおまつ号」が運行しています。
京都府北部７市町（福知山市・舞鶴市・
綾部市・宮津市・京丹後市・伊根町・
与謝野町）では「海の京都」として地域
全体の歴史・文化、海の魅力・まちの魅力、
地元の自然食材の恵みなどを発信して
います。日本三景「天橋立」の最寄り駅
として、駅舎も和風の建物で、一見する
と私たちがイメージする「駅」とは思え
ないデザインです。駅前広場も照明デ
ザイナーによるデザインで、夜の照明
点灯時は街全体が和風で統一感のある
幻想的な雰囲気となっており、旅の魅力
をひきたて、旅人の心のおもてなしを
演出しています。

姫路城大天守保存修復後のグランド
オープンを記念して、５年間の工事に
携わった施工会社から和風ベンチが
寄贈されました。ベンチは天守閣に一番
近い広場に設置され、座って姫路城の
迫力ある姿を見上げることができます。
また、姫路駅周辺には新しく観光サイン
が設置されています。

view no.705 view no.70 6
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アルプス口（南口）

日本海口（北口）

アルプス口の総合案内サインはヒスイと地質を感じさせるジオロ
ジカルデザイン

地下文化財産案内サイン

総合案内サインの裏面は「糸魚川ジオパーク」のマ
スコットキャラクター入りの歓迎サイン

街の歴史と文化を汲んだ
２つの顔を持つ駅へ。

JR糸魚川駅
駅前広場

新潟県糸魚川市

STREET
FURNITURE

彦根市
観光案内
サイン

滋賀県彦根市

SIGN

SIGN

城下町観光を
もっと楽しく詳しく。

大学を
街の一部にする
サイン。

います。それぞれのデザインは、駅前広場
のサインにも引き継がれており、異なる
表情を持つ玄関口にあわせたグラ
フィックとしながらも、マップの表記方法
とサイン本体の仕様は共通にすることで、
糸魚川駅全体が調和のとれた空間と
なるよう計画されています。また、海外
からの観光客にも配慮した４カ国語
表記を採用し、防災情報として海抜表示
も掲載しています。

北陸新幹線の開通に伴い、糸魚川駅
が日本海に一番近い新幹線駅として
生まれ変わりました。駅舎とシェルター
は、周辺の風景をモチーフとしており、
日本海口（北口）は、旧加賀街道の宿
場町として栄えた歴史と文化を象徴
する和風のデザイン、アルプス口（南口）
は、市内の姫川流域で産出されるヒスイ
やジオパークを代表する地質的な自然
遺産や日本海の波と北アルプスなどの
雄大な自然をデザインに取り入れて

熊本大学でのサイン整備計画は、2013
年より進められており、コトブキは、サイ
ン計画の策定から携わりました。一般に
向けて広く開放されたキャンパスには、
グレーを基調とした景観に馴染むサイン
が随所に配置されました。熊本市の
市街地サインと同じデザインの本体を
使用することで、大学と街が一体化する
ことも意識しています。また、学内には
五高記念館をはじめ歴史的記念物が
多数残っており、写真入りの地下文化
財産案内サインや施設説明サインを
配置しているのも特徴的です。緑豊かな
落ち着いた雰囲気の中で、歴史散策も
楽しめる魅力的なキャンパスとなって
います。

彦根市では、彦根城と城下町の歴史
的風致の維持向上を図るため彦根市
歴史的風致維持向上計画を策定し、
施策を重点的かつ一体的に推進する
ための重点区域を設定しています。その
区域において、彦根城を中心に観光客
のまちなか誘導を支援し、快適な歩行
空間を創出するため、統一したわかり
やすい地図表記ならびに多言語表記
に配慮したサインの整備が進められて
います。2014年度は、JR彦根駅沿いの
駅前お城通りに旧城下町のまちなみと
調和したデザインが特徴の案内サイン
と誘導サインが設置されています。

熊本大学
熊本県熊本市

SIGN

（黒髪キャンパス／
 大江キャンパス）

view no.707 view no.70 8

P7-8



県民水泳場前には多数のベンチ「ヌーボー」が設置されました

新たに設置された健康器具「エルウェル」

通りに連続して設置されたベンチ「ラウンドチップ」

テニスコート脇のベンチ「エフライン」

木の風合いが感じられる周辺の自然に馴染むデザイン

総合案内サインも再生木材を採用

ジョギングコース案内。コース沿いにもサインを配置

矢羽の誘導サイン

国体開催に向けて、
おもてなしをテーマに公園を整備。

2015年「紀の国わかやま国体」「紀の国
わかやま大会」が開催される和歌山県。
県内の様々なスポーツ関連施設が
整備されました。陸上競技が行われる
紀三井寺公園、競泳や水球が行われる
県民水泳場、テニスが行われるつつじ
が丘テニスコート、サッカー等が行わ
れる田辺スポーツパーク。どの施設に
も多数のベンチやサインが設置されま
した。全国からたくさんの選手、関係者
が来場するため、会場案内や休憩ス
ペースが必要となります。全国から集ま
る選手達の一人一人のドラマを、開催
地のおもてなしの心が支えています。
開催後も市民のスポーツの場としては
もちろん、憩いの場、健康への関心な
ど、生活に密着した親しみを持てる
場として期待されています。

紀三井寺
公園

和歌山県和歌山市

つつじが丘
テニスコート

和歌山県和歌山市

STREET
FURNITURE

SIGN

田辺スポーツ
パーク

和歌山県田辺市

SIGN

秋葉山公園
県民水泳場

和歌山県和歌山市

あきばさんプール

STREET
FURNITURE

STREET
FURNITURE

FITNESS
EQUIPMENT

SIGN

view no.709 view no.70 10
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避難時の収容スペースも考慮して、日頃使われる遊具は命山の袂に配置

災害時にはかまどとして炊き出しに使えます

日頃は青色の明かりで地域の防犯
灯として

マンホールを利用したトイレスツール

いざというときに活躍する防災テント等は、縁台の下に収納されています

いざというときの避難場所を、
日頃からも親しめる場所へ。

湊命山
静岡県袋井市

EMERGENCY
SUPPLIES

高萩市
津波避難
サイン

茨城県高萩市

街全体を
津波から
守るサイン。

古くからの公園を防災拠点へ。

海岸線まで1kmの場所にできた湊命山。
この地域に江戸時代から伝わる「大野
命山」などをモデルにしてできたもので、
地元の方々の要望で「湊命山」と命名。
地上高7.2メートル、海抜10メートル、避
難面積約1300㎡、収容人数約1300人。
避難後12時間滞在することが想定
されています。2013年に命山は完成
しましたが、その後、パーゴラやベンチ、
滑り台などが設置されました。日頃
から親しまれる場所にすることで、いざ
という時には避難しやすい場所とする
ことが目的です。命山は土地取得など
の難しさはあるものの、解体等の必要
がないので、同じ場所に立ち続ける
ことができ、代々子孫へと伝えることが
できるという点でも重要な役割を果た
しています。

上植野城公園は、向日市の南部防災
拠点建設に合わせて旧北小路公園を
再整備した防災公園です。中世の土豪
集団の拠点である上植野城跡にある
ことから名称が変わり、入口も城の門柱
や板塀を模したものになりました。

災害時一時避難場所として指定されて
おり、かまどベンチとトイレスツールが
２基ずつとソーラー照明が設置されて
います。新たな地域の防災拠点として
市民に親しまれる場所になっています。

高萩駅東の沿岸部から、駅西にかけて
の93ヵ所に、主に歩行者向けとなる避難
誘導灯・サインが整備されました。個々
のサインはLEDによる明かりで夜間で
も視認しやすいものとし、外部からの給
電を必要としないソーラー照明タイプ。
防犯灯効果も兼ねて、明かりの色は青色
を採用しています。市で作成した避難
マップに掲載している「避難路」沿いに
避難誘導灯・サインを効率的に配置する
ことで、災害が発生したときには安全
で迅速な避難ができるように計画され
ました。支柱は耐久性に優れたアルミ
製で、景観に馴染むブラウン色として
います。

EMERGENCY
SUPPLIES

上植野城
公園

京都府向日市

EMERGENCY
SUPPLIES

津波一時避難場所

view no.7011 view no.70 12
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大きな複合遊具は子どもたちに大人気

公園と大学キャンパスが隣接し、一体的に整備されていることがわかります

子育て中の親にとって憩いと交流の場ともなっています 公園内の防災シェルター

立命館大学大阪いばらきキャンパスに
隣接する「岩倉公園」。開かれたキャン
パスとしてオープンし、岩倉公園と大学
キャンパスとの境にはフェンスなどの
仕切りがなく一体化しています。2015年
５月には公園およびキャンパス全体で
オープニング記念イベントが開催され、
たくさんの市民で賑わいました。公園
内には大型の複合遊具や、小さな
お子さんでも遊べる遊具があり、毎日
たくさんの親子連れで賑わっています。
隣接するカフェなどは一般の方でも
利用可能です。また防災公園として

の設備も整っており、茨木市、イオン
リテール株式会社、立命館大学は「相互
連携協力による災害に強いまちづくり
に関する協定」を締結し、産官学が協力
して、地域の安全・安心を担ってい
ます。地域の方々にとっても、子育て
支援、そして安心できるまちづくりの
一つとして、親しみやすい場所となって
います。

岩倉公園
大阪府茨木市

キャンパスと公園が一体的に整備され、
地域の憩いのスペースに。

EMERGENCY
SUPPLIES

P L AY
GROUND
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大きな木との
コラボレーションで、
ツリーハウスのような遊具に。

かわいい遊具は、
公園の安全も高めます。

白尾山公園
静岡県富士宮市

白尾山公園に新しい複合遊具「アドベ
ンチャーフィールド」が設置されました。
設置スペースに従来から立っていた
大木を生かしたデザインで、３つの
コースと展望とりでが大きな木の周り
にぐるりと構成されています。ツリー
ハウスをイメージした、木漏れ日と自然
の中で思いきり体を動かせる遊具です。
遊具に隠された富士宮市キャラクター
の「さくやちゃんシール」を探す楽しい
仕掛けもプラスされています。

姫路市では公園長寿命化対策支援事業
として、古くなった遊具の入れ替えを
行っています。過去３年間で都市公園
の滑り台やブランコなどのベーシック
遊具とロッキング遊具約300基が更新
され、かわいらしい動物たち「リトル
ポップ」も納入されました。これからも
子ども達に安全に公園を楽しんでも
らい、保護者も安心して見守れるよう
継続して事業が進められていきます。

遊具のあちらこちらには「さくやちゃん」シールが隠されています

楽しいアイテムが盛りだくさんのコンビネーション遊具

P L AY
GROUND

姫路市遊具
入れ替え

兵庫県姫路市

P L AY
GROUND

滑り台やブランコなど、公園に欠かせない遊具はいつでも人気です

より長く安全に使えるように整備が進められています 動物たちのロッキング遊具「リトルポップ」

view no.7015 view no.70 16

P15-16



01

03

04

022015 年 3 月に行われたわらしっこ広場リニューアルオープンイベントの様子

その街ならではのテーマから
生まれたカラフルな公園。

みずいろ公園
わらしっこ広場

福島県本宮市

みずいろ公園の中にあるわらしっこ
広場は幼児向けの「ちびっこエリア」と、
児童向けの「チャレンジエリア」に分か
れています。本宮市は、古くから水との
関わりが深く、水の恵みを生かし、水に
親しむことをテーマとして、市民から
募集した結果、公園は「みずいろ公園」
と名づけられました。夏になると滝や
噴水で水遊びする子どもたちでいっぱい
になり、わらしっこ広場やみんなの原っぱ
も家族連れで賑っています。

ロンドンのサインデザイン「レジブルロンドン」
サム・グラム氏来日

第49回 SDA賞入選
「豊島区新庁舎」／「渋谷ヒカリエ」

今年の「コトブキタウンスケープ会総会」では、オリンピックが開催された
ロンドン市全体のサイン計画に携わられた、サム・グラム氏を招客。ロンドン
での計画から実行までのお話や、東京を含む日本の都市で考えられるサイン
整備のあり方などについてご講演いただきました。

公益社団法人日本サインデザイン協会による第49回SDA賞で、
当社が手がけた「豊島区新庁舎のサインシステム」と「渋谷ヒカ
リエ カフェ＆レストランフロア環境改善計画」が入選しました。

※SDA賞とは優れたサインデザイン製品を広く社会にアピールすることなどを目的と
して、1966年から行われている日本で唯一のサインデザインに関する顕彰事業です。

JAPANテーマパークEXPOに出展
2015年7月28～30日に開催されましたJAPANテーマパークEXPO（通称：
PARX パークス）に出展いたしました。室内遊具やロッキング遊具「LittlePoP」、
健康器具「SoWell」、公園情報アプリ「PARKFUL」などを展示し、多くの方に
ご来場いただき、製品を直に触れていただけるとても良い機会となりました。
ご来場いただきました皆様ありがとうございました。

ちびっこエリアにあるルッキン・ロッキン チャレンジエリアのスライダー

P L AY
GROUND

K O T O B U K I
T O P I C S

キッズデザイン賞受賞「ららぽーと富士見」

第9回キッズデザイン賞 子どもの産み育て支援デザイン 地域・社会部門で、
奨励賞「キッズデザイン協議会会長賞」を受賞いたしました。コトブキでは
「屋外広場」や「ららぽーと公園」の遊具や健康器具をご採用いただきました。
子供の遊び場の充実だけでなく、食事、移動とあらゆる場面で子育て中の
ママやパパをきめ細やかにサポートしてくれます。

豊島区新庁舎

渋谷ヒカリエ

ららぽーと富士見（事業者：三井不動産）：http://www.lalaport-fujimi.com

※当施設の事業者である三井不動産株式会社をはじめ、株式会社安藤・間、株式会社丹青社、チームラボ株式会社、株式会社コトブキの５社による共同受賞となります。 
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