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岡山西部総合公園
公園の新しいサービスを考えるワークショップ

●岡山西部総合公園

第1回

●新しい公園サービスとプログラムの紹介

公園の新しいサービスを考える

ワークショップを開催しました。
岡⼭市では岡⼭⻄部総合公園で活動してみたい
ことや活動を⽀える管理棟のありかたについてのワーク
ショップを平成 25 年から継続的に開催し、みなさんと

公園や公共空間での先進的なサービス事例として、“⾏政主導”、“市⺠・
NPO・⼤学主体”、“⺠間事業者主体”、“⾏政×⺠間”の 4 つのカテゴリーに分

日時

：平成２８年１月２３日（土）
１６:００～１８:００
場所
：岡山大安寺中等教育学校
参加人数：１９人、学生

けて、⺠間活⽤や公園運営などの先進事例を紹介しました。“⾏政主導”では

⼀緒に考えてきましたが、今回は、⻄部総合公園の
“公園の新しいサービスを考える”ワークショップを開催
しました。
参加された⽅々は岡⼭で活躍する公園を愛するプ

◆

当日のスケジュール

かを考えるヒントとなったと思います。

16:50 ワーク（意⾒抽出）

公園に対する思い⼊れや意識が⾼く、様々なアイデ

17:40 発表

アが出され、とても充実した時間となりました。

17:55 おわりに

D：活動ルールを話し合う、決定する
C：継続的に活動に参加する
B：イベント当日に参加する

カンヴァス推進事業について紹介し、 “⺠間事業者主体”では関⻄ろうさい病院

16:05 基礎情報（上位計画）

で様々な活動をされている団体さんなどで、みなさん

E：プログラムを企画する、実施する
クラブメンバー

ボランティアの多様な参加の機会を設定

などを紹介し、岡⼭⻄部総合公園にどういったサービスやプログラムがあったら良い

16:35 新しい公園サービスとプログラムの紹介

F：チームリーダー（コーディネーター）

ビジターメンバー

16:00 はじめに

レーリーダー・ボランティアの⽅々や実際に市内の公園

コアメンバー

⽔都⼤阪のボランティアの育成についてや、パブリックアートを展開しているおおさか
のホスピタルパーク、“⾏政×⺠間”は柏の葉アーバンデザインセンター（UDCK）

◆

水都大阪 サポーター・レポーター制度

●ワーク（公園サービスについて）

A：ファンとなり、情報を共有する

柏の葉アーバンデザインセンター
（UDCK）

マルシェコロール

ピノキオプロジェクト

公園の前提条件と、公園や公共空間での先進的なサービス事
例の紹介を参考にしながら、3 つの班に分かれて、各ゾーンごとに

18:00 終了

どのような公園サービスがあると良いかを、意⾒を出し合いました。
公園に対する思いや、この場所ではこんなことがしたい、こんなサ

●基礎情報（上位計画）

ービスはどうかなど、みなさんで話し合いながら、アイデアを付箋に

ワークに先⽴ち、岡⼭市と管理棟の建築設計担当者よ

書いて模造紙に貼っていき、ゾーンごとの意⾒をまとめていきまし

り、公園と管理棟の前提条件について説明を⾏いました。

た。初めはなかなか良いアイデアが浮かばず⼾惑う場⾯もありまし

公園全体については、昨年の公園デザイン・管理棟デザ

たが、ワークを進めていくうちに、みなさんの思いややりたいことが明

インのワークショップの様⼦をお伝えするとともに、公園の主

確になっていき、どんどん意⾒が出てきて、とても有意義なワークと

要施設ゾーンについての説明をしました。公園内は、管理

なりました。

棟と、癒しの庭、⾒晴らしの丘、活動の森、⼦ども広場、

●ワーク（意見抽出）

芝⽣広場、交流の庭、鉄道の庭、多⽬的広場、イベント
広場の９つの主要ゾーンからなっており、各ゾーンさまざま

各ゾーン様々なプログラムやアイデア、使いこなしについての意⾒がたくさん出ました。ゾーンごとに意⾒を出し合って

な使いこなしができるという説明をしました。

いきましたが、全体を通してこんなこともできないか、など、様々な意⾒が集まりました。意⾒がまとまったところで、各

管理棟については、「公園を楽しむための活動拠点（基

班の意⾒を発表していきましたが、どの班も公園への思いが詰まった意⾒やアイデアが満載でした。

地）」「全天空型で何時でも屋外的活動が楽しめる」とい
うコンセプトのもと、公園の活動を⽀えるプログラムや機能・
サービスについてどのようなことができるか、CG を使っての説
明もあり、どのような使いこなしができるかのイメージも掴ん
でいただけたのではないかと思います。
管理棟パース
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岡山西部総合公園
公園の新しいサービスを考えるワークショップ

●市民意見のまとめ
今回のワークショップで出されたご意⾒を紹介します。配置や空間、使い⽅のイメージなどについて、多くの意⾒をいただきました。
設備/遊具

工作/学習

・⼦どもの基地(家)づくり、探検
・プレーパーク

・落ち葉、選定枝、

・⼩屋をつくる

リサイクルプログラム

・北欧の遊具 ・ドロ遊び

・⽊の実でクラフト

・⼭砂の⼭、上にあがれるようにタイヤを⼊れ込んで、

・すみやき(プチ)

⼩屋の中に必要なものを⼊れておくもの

・⽕が使える ・円形劇場

・イノシシを飼う

・⼩さなトロッコが⾛る
(⼈が乗れる)コースがある
イベント

・市⺠農園

・ボール遊び ・ロープワーク ・⽊登り
・⾬が降っても外で遊べる様、ちょっとした屋根があるもの

・本物の電⾞の中で遊べる

―みんなでつくろう育てよう―

としての活⽤

・⽳ぐら的なトンネル ・⻤ごっこ

・いも(トウモロコシ)をつくる
・市⺠花壇

・環境学習のフィールド

・⽳掘り ・ウォークスライダー ・あの⼟管

設備/遊具

農園/園芸

・菜園、オーガニック

・写真展

・園芸療法、プログラムフィールド

・鉄ちゃん交流イベント

公園全体に関すること
レンタル
【ロード】
・デザインが統⼀されたおしゃれな
テント貸出し

・のりあい Bus(電気 car)

・カフェ・オープンカフェ

・みんなでゴミ拾い、学校等と連携

(カフェ Car)

したボランティア

・ツリーハウス

その他

・ツリーイング
・ネイチャーゲーム

工作/学習

・サイクリングコース
【ロード】

ボランティア
ボランティア

・⽻根⽊の様なプレーパーク

・ウォーキング、ジョギングコース

・PARK 専⽤レーン Bicycle

（病院→リハビリセンター→園芸療法）

設備/遊具

設備

・クリスティアニアバイクの貸出し

・野菜、花、お菓⼦、軽⾷、

イベント

・広告の⽇？！

ドリンクの販売

・プロジェクションマッピング

・⼦ども送迎 等

・透明パネル、、⼦どもが描けるアート
・地域住⺠に募集して、みんなでつくる⼩屋
・ダンボールあそび
・⽊製の遊具の作製ワークショップ

レンタル
・市⺠へ広く貸出し

イベント

・岡⼭市⺠体操

・天体観測

・ラジオ体操

(夜、寝転んで星を⾒て
楽しむ等)

・空ヨガ
その他
エンタメ
・アマチュアのフェス
(⾳楽、ダンス等)、パフォーマンス

設備/遊具

・もちつき
・季節ごとの料理教室

・公園の緑を⾒ながらカウンターで

・テラスでワイン会

コーヒー ・スタバ

常設して管理棟で観覧できる
ように
・⼦どもの着替え場
・幼稚園、保育園の遠⾜バスの
受⼊れ

・防災訓練、備品
イベント
イベント

・⼀般の⽅が簡単なしくみ

・サーカスの継続

（すぐに使えるような）

・ここ発の⼤会

イベント

・⻘少年の居場所

・サッカー、ラグビーの中継をする。

防災

・⼤運動会

・勉強、⾃習ができるところ

・ももちゃりのような⾃転⾞置場

・⾃転⾞の練習

・ピクニックシート

体操/運動

・初⽇の出を⾒る会

設備/遊具

設備/遊具
・⾒晴し・芝⽣
・キャンプ

・昼寝

・天⽂(星空)観測

・屋根、パラソルのある休憩スペース
レンタル
・ノルディックウォークスティ
ックの貸出し

・パワースポット

・パークゴルフ

・キャップなどのリサイクル

・野外アート
・(第 1 駐⾞場で）フリーマーケット

収集ゾーン、発展してサ
ービスを受ける通貨に。

・健康体操

・ヨガ、ダンス等

・⾃由にできる太極拳
・パークパフォーマンス(ジャグリング)の
練習⾵景を眺める

・⽕を使う(たき⽕、七輪)
イベント

その他

体操/運動

その他
・完全にフリー

飲食
・お茶会

・焼いも

・朝⾷を芝⽣で⾷べる
工作/学習
・アート体験・イベント
・俳句・童話（市⺠局）

レンタル
・マクラ＋シート(厚め)の貸出し

・染め物ワークショップ

イベント
・地ビール祭り
・季節のイベント

工作/学習
・交流の庭でお花、野菜

・朝市、マルシェ
・コンサート

・ビアガーデン

・各ブース(例：多⽬的、各エリアごと)にポイント
制、スタンプを集めたら公園のグッズがもらえる

等をみんなで育て⾷べる
ワークショップ
・宝さがし(⼦ども主体)

・⼿をつなぐ
(どれだけたくさんの⼈が⼿をつなげられるのか？み
んなの輪)
・貨幣が通⽤しないプログラム

・⻑靴の貸出し

エンタメ
・ライブ ・映画会、野外上映会

・本物の調理グッズの貸出し

・イルミネーション

・⼤道芸フェスティバル

・ステキグッズ、マットの貸出し

・演劇、舞台、パフォーマンス

・動物愛護と⾥親フェア、庭内散歩、マナー

・ダンスのイベント

設備/遊具
・ランニングコース
・移動カフェ
・ピクニック
・望ろう、⾒晴台 ・杜
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