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アイデアのあるパブリックスペースとその可能性。



パブリックスペースは、これからの時代の

姿を映す場であると、私たちは考えます。

たとえば公園は、憩いや運動といった目的を超え、

健康や防災機能を果たす場に変わり始めています。

学校が学びの場であることは言うまでもありませんが、

少子化の時代には、「遊びの場」としてその質を高めることも求められています。

社会背景を受け、パブリックスペースを

進化させようとするとき、必要なのは「アイデア」です。

今号の『View』では、パブリックスペースの価値を高めるアイデアと

可能性についてご紹介します。

東武動物公園

平尾山公園

豊田市立寺部小学校・寺部こども園

大阪市立東淡路小学校

和歌山市まちなか滞留スポット

阪神高速 中島パーキング

山下公園／港の見える丘公園

品川区役所本庁舎ルーフガーデン

真田幸村めぐルートサイン
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埼玉県南埼玉郡宮代町　東武動物公園

動物園と遊園地が融合したハイブリッドレジャーランドとして人気の

ある東武動物公園では、キッズ＆ファミリー向け遊園地の街「ハート

フルタウン」のシンボル施設である大型木製遊具を一新しました。『い

たずらヤギーのアスレチック砦』と名付けられた遊び場は、テーマキャラ

クターである、いたずら好きのヤギーと仲間たちの基地的存在として

計画されました。遊園地のジェットコースターなどは小学校高学年向け

低年齢の子どもも遊園地を楽しめる
『いたずらヤギーのアスレチック砦』。

のアトラクションであるため、そこでは遊びづらい低年齢層も楽し

めるアトラクションとして提供されています。大型の複合遊具である

ため、様々な難易度の遊びが体験できることも特徴です。17mのロー

ラースライダーやチューブ状の螺旋すべり台、低年齢向けのすべり

台と、すべり台だけをとってみても、遊びの多様性をもたせた設計

になっています。

3

長さ17mのローラースライダーは、
休日には行列ができるほど大人気。

全身を使った様々な動きを
楽しむことができます。

パネルトンネルなどの低年齢向けアイテムも充実。
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長野県佐久市　平尾山公園

忍者になったり、冒険家になったり。
チャレンジしたくなる遊具がいっぱいの
アスレチックコース。

従来設置されていた遊具からリニューアル。遊具の

コンセプトである“頭と体を使ってダイナミックに遊

ぶ”を体現しています。公園内のアスレチック広場に

設置されていて、バランス能力が要求される『忍者

ルート』と、筋力と体力が攻略の鍵になる『冒険家ルー

ト』の2つからルートを選択できます。ゴールになる

子どもたちに大人気の全長20メートルのスカイロープ

を目指すという設計です。広場全体で遊具は13種類。

何度もチャレンジしたくなるほど幅広い体験を楽しめ

ます。平尾山公園は佐久市の新たなスポットとして

人気を集めています。
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冒険家ルート
遊びの中で体全体を使った昇り降りを繰り返すことで、筋力や体力を向上させます。

忍者ルート

① マウントバレー ② クライミングアドベンチャー ③ クリフエスケープ

コース選択式で点在する遊具

耐久性の高い、ワイヤー入りロープや
アルミ支柱を採用しています。

⑤ ネットマウンテン

スカイロープ
ゴール地点

① ダブルスパイラルネット ④ アスレチックウォール ⑤リグノーサラビリンス ⑦ ルックアウトハット

多様な移動系の遊びを行うことで、バランス力を養います。

6

クライマールート



小学校には、チャレンジ性の高いプレイポートアドベンチャー。

こども園はカラフルで好奇心をくすぐるデザインのプレイポートワンダー。

愛知県豊田市　豊田市立寺部小学校・寺部こども園

公立小学校とこども園の
両施設での活動を考えた遊具を設置。

寺部小学校は、明治5年4月に開校した豊田市

で最初の小学校です。平成28年4月の寺部小

学校・寺部こども園移転新築事業にあたり、校

庭に複合遊具が導入されました。この小学校

は市内初の「こども園」との合築施設で、園小

連携モデル校として整備されました。施設整備

にあたっては、小学校・こども園・地域・保護者

などを交えたワークショップを実施しました。

「小学校」と「こども園」の互いの活動や、独立

性に配慮しつつ交流の場を確保し、発達や学

びの連続性の強化など、新しい学校づくりの視

点が取り入れられました。
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上る、滑る、つかむ、飛ぶ、など
様々な身体の動きを促すアイテム。

大阪府大阪市東淀川区　大阪市立東淡路小学校

複合遊具の導入が、
“学年を超えた遊び”の基地になる。

小学校校庭に設置されていた、既存遊具のリ

ニューアルとして導入されました。従来設置されて

いた木製アスレチック遊具の老朽化に伴うもの

で、同等の機能を持つ製品を検討されているとこ

ろに、複合遊具を提案し、導入されることとなりま

した。製品は、人気のプレイポート アドベンチャー

の特注品です。この遊具の導入によって、以前は

別々に遊んでいた子どもたちが、ひとつの遊具に

集まるようになり、学年を超えてみんなで遊ぶシー

ンが見られるようになりました。導入の決め手は、

遊びの連続性と発展性、そして安全性の高い素材

を使用していることでした。
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和歌山城周辺では、御影石とヒノキのベンチが採用されています。

和歌山市駅周辺の
歩道に設置されたベンチ。

和歌山県和歌山市　和歌山市まちなか滞留スポット

都市に調和するベンチが、
滞留と賑わいを生み出します。

この事業は、和歌山市の交付金事業の一環で、買物客・観光客・来訪

者などが街中を散策する途中で滞留するスポットをつくろうという

もの。街中の道路に面した公共施設、民間施設のオープンスペース

にベンチを設置することで、滞留時間の延伸により街に賑わいが生

まれます。定番のベンチ以外にも、ピクニックテーブルや御影石ベン

チ、そしてアーバンウッドベンチが多数設置されました。とくにアー

バンウッドベンチは、都市部に馴染むカラーとして選ばれました。設

置後は、市民や観光客の多くに使用されており、憩いの時間を生み

出し、街にも美しく馴染んでいます。

P9-10
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テーブルセット組み合わせは自在。

大阪府大阪市　阪神高速 中島パーキング

ドライブに疲れたら、
ベンチに座ってひととき絶景を。

大阪湾に沈む夕陽が絶景のオープンデッキに設置されたのは、新製品のベンチ・

カーヴ。文字通りカーヴを描くデザインは、組み合わせ次第でさまざまなレイアウ

トを可能にします。ここ中島パーキングでは、2連設置にすることで「かもめ」をイ

メージしています。また、真ん中にはかまどスツールが設置されており、防災機能

も取り入れました。アクアリウムを備えるなど、施設としても充実したパーキング

エリアで、ベイエリアに吹き抜ける海風を感じてみてはいかがでしょうか。

自由自在なレイアウト

サークル配置はもちろんのこと、

ユニットを連結してさまざまな形状の

テーブル＆ベンチを構成することができます。

スクエア

コンビ オーバル

Curve カーヴ
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山下公園　未来のローズガーデン

港の見える丘公園　イングリッシュローズガーデン

鑑賞することを考慮し、背付き、背なしタイプが
場所に応じて設置されています。

神奈川県横浜市　山下公園／港の見える丘公園

ローズガーデンと調和して、
港町・横浜を演出するベンチです。

2017年3月に開催される「第33回全国都市緑化よこはま

フェア」に先駆け、山下公園および港の見える丘公園など

がリニューアルされました。フェアの目的は、都市緑化の意

識高揚や知識の普及。また、「緑豊かな街づくり」～窓辺に

花を・くらしに緑を・街に緑を・あしたの緑をいまつくろう～

がテーマとして掲げられています。今回コトブキは、公園の

雰囲気に合わせたベンチを納入。港の見える丘公園の

ローズガーデンに納入したのは、バラに合うデザインのベ

ンチで、鋳物の色をグリーンに変えるなどの特注品。異国

情緒あふれる横浜の街を演出しています。

P11-12
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親と子の交流ゾーン

目的に合わせ、４つのゾーンに分けています。

４種類の健康器具があります。 壁面緑化もされており、都心にいながら緑の中で休むことができます。

東京都品川区　品川区役所本庁舎ルーフガーデン

さまざまな目的で気軽に立ち寄れる、
緑にあふれた屋上ができました。

区役所の本庁舎屋上を、区民が気軽に憩える場所として再整備。植物の種

類が多彩で、眼下には臨海方面が一望でき、天気が良ければ遠くに富士山

も見える気持ちのいいスポットです。屋上は4つのゾーンに区切られてお

り、健康器具のある「健康増進ゾーン」、ベンチや遊具のある「親と子の交流

ゾーン」、広々とした「イベント・交流ゾーン」、花壇とベンチのある「憩いと

やすらぎゾーン」として、目的によって使い分けてもらうことが可能です。コ

トブキはベンチや遊具、そして健康器具を設置。午前中には近くの保育園

の子どもたちが遊ぶ光景も見られます。
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真田山エリアに15ヶ所、
天王寺エリアに8ヶ所設置されています。

大阪府大阪市　真田幸村めぐルートサイン

幸村が獅子奮迅した“大坂”を
再発見する旅へ。

大坂夏の陣からおよそ400年を経た今でも、市内には

真田幸村の足跡を辿ることのできるスポットが多く

点在しています。幸村が築いた出城「真田丸」跡地を

はじめ、幸村ゆかりの地 11ヶ所を辿る「真田幸村めぐ

ルート」は、NHKの大河ドラマ人気も後押しし、多くの

観光客が訪れています。ルート上に整備されたロード

サインのデザインには、真田家の家紋である六文銭を

モチーフに、「真田の赤備え」に象徴される「赤」がアク

セントカラーとして取り入れられています。

P13-14
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現在地から目的地までの距離を表示。
デザインには名産の上田紬が取り入れられています。

長野県上田市　上田市 観光サイン

上田紬に誘われ、
真田の本拠を巡る旅へ。

戦国大名の真田家が本拠を構えた上田市には、上田城跡公園をはじめ、

多くの名所旧跡が残されています。表示面を一新した石柱のサインは、あ

えて誘導場所を絞ることで、市内観光をよりわかりやすくすることに成

功しました。また、石柱の番号が観光案内パンフレットの地図上にもプ

ロットされているため、現在地や目的地が探しやすい工夫もされていま

す。デザインの特徴としては、日本三大紬のひとつである上田紬がモチー

フに。印刷には耐久性・硬度のある「タフガード」が採用されています。
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東京都墨田区　両国公園

お散歩途中の人や観光で
訪れた人を、江戸へと誘うサイン。

墨田区で生まれ、江戸時代末期から明治初期にか

けて活躍した勝海舟について、より深く知り、楽し

める公園として、両国公園が整備されました。この

事業は歴史文化公園整備事業の一環で行われ、訪

れた人に地域ゆかりの歴史や文化を伝承していく

ことが目的です。メインとなる大型のサインは、夜

間にはライトアップされ、読みやすいだけでなく

公園の美しい景観づくりにも一役買っています。

P15-16
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サインによって、緑道から階段の位置が分かりやすくなりました。

再生木材レックウッドを使ったサイン。

東京都江東区　夢の島緑道公園／新木場緑道公園

蓄光タイプの案内板が、
臨海地区の防災機能を強化します。

臨海部に位置する海上公園には、東京都の地域

防災計画によって、災害時に「大規模救出救助活

動拠点」や「災害時臨時離着陸場候補地」に定め

ている公園もあります。今回設置したサインは、

昼間の太陽光を蓄えておくことができる蓄光タイプ

であるため、夜間も明るく発光。公園利用者の視

認性を高めることができ、いざというときの円滑な

避難・誘導を可能にします。また、公園の案内サイ

ンには、緑豊かな緑道の雰囲気にも合い、耐久性

のある再生木材レックウッドが採用されています。
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緑による陰とミストにより涼しさを体感。キャスター付きで動かすことができます。 東京の木（多摩産材）を使っています。

産学公の連携で考える、
“ミストと緑”による真夏対策とは。

暑さ対策モデル検証

2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピックに向けて、期間中の暑

熱対策が喫緊の課題になっています。近年の日本の酷暑を考えると、選手だ

けでなく、世界中から観戦に訪れる観客にいかに快適に過ごしてもらうか、

蒸し暑い東京の夏を楽しんでもらえるかはとても重要なテーマです。コトブキ

では、都市部における暑熱対策として、東京都農林総合研究センターと群馬

大学大学院理工学府が共同で進めている可搬式緑化技術のモデル緑化事

業（東京ビッグサイト内）に協力しています。可搬式の大型プランターによる緑

陰とミストの冷却効果を精密に測定し、その効果を検証する実験はさまざま

な方面からも注目されています。都市の緑陰を増やし、微気候コントロール

に役立ちながら、気軽にひと休みできる製品の開発に取り組んでいますので、

東京ビッグサイトにお出かけの際はぜひその効果を体感してみてください。

P17-18
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コトブキの製品カタログ紹介

公園情報アプリ＆WEBメディア「PARKFUL」が
第１０回キッズデザイン賞を受賞

PARKFUL　https://parkful.net/

キッズデザイン賞公式ページ　http://www.kidsdesignaward.jp/2016/

カタログ請求はこちら
https://townscape.kotobuki.co.jp/catalogs/

タウンスケープ
総合カタログ

ストリートファニチャー
＆サイン

コミュニティ
遊具カタログ
ゲンキーズ

コトブキの
サイン計画

まちの防災家具
コトブキの

防災ファニチャー

人が元気な、まちづくり
コトブキの屋外健康器具＆
フィットネスカタログ

第10回キッズデザイン賞経済産業大臣賞を受賞 
「防災ファニチャーによる啓発活動への取り組み」

株式会社コトラボの運営する公園情報アプリ＆WEBメディア「PARK-

FUL」がキッズデザイン賞の子どもたちを産み育てやすいデザイン部門を

受賞いたしました。PARKFULは全国11万箇所以上の公園情報を掲載

したスマートフォン向けアプリと公園専門のWEBメディアを展開して

います。公園に行く「きっかけ作り」から、公園での地域コミュニケーションの

創出につなげたいと考えています。そして、公園の魅力や価値を見つめな

おすことにより、子どもの遊び環境やコミュニティの場としての公園の質

向上を目指しています。 

ストリートファニチャー、遊具、サイン、防災ファニチャー、

屋外健康器具等、専門カタログを含めご用意しております。

お気軽にお問い合わせください。

「コトブキの防災ファニチャー」及び「防災ファニチャーによる啓発活動

への取り組み」が、プロダクト、コミュニケーションの作品合わせての受賞

として評価をいただきました。地域と共に親子で防災を学ぶ機会をご提

供し、全国に拡がる防災公園・パブリックスペースにおいて、より安心・

安全な社会、コミュニティづくりに貢献していきたいと考えております。  
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お問合せは、お近くの営業所まで

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

埼玉支店

千葉営業所

011-221-3496

017-761-1371

019-629-2087

022-742-0731

029-225-8222

0287-45-1415

048-871-1030

043-204-3211

東京中央支店

西東京支店

横浜支店

新潟営業所

長野営業所

金沢営業所

静岡営業所

名古屋支店

03-5733-6676

03-5733-6676

045-277-5111

025-248-6200

026-238-8321

076-247-7422

054-205-7161

052-386-5067

075-582-8335

06-4801-8265

078-252-0376

082-297-4546

087-869-8770

092-441-0763

099-258-2361

098-863-7803

京都営業所

関西支店

神戸営業所

中国支店

高松営業所

九州支店

鹿児島営業所

沖縄営業所

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

埼玉支店

千葉営業所
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