
矢作公園の未来を考えよう！ワークショップ 開催概要

令和4（2022）年度、矢作公園の駐車場整備が進んでおり、今後はこれまで以上に矢作公園の利用者増加が見込まれる。これを機会に、公園の
良い点を継承発展させ、課題となる点を改良し、未来に向けて新しい付加価値を付与することにより、より市民に愛され、活用される公園となる
ことが期待される。そこで、矢作公園の改良方針を検討するため、地域住民や子育て支援団体等のメンバーを対象とした「矢作公園の未来を考え
よう！ワークショップ」を計2回開催した。

【第1回】こんな矢作公園になったらいいな！
令和4年10月23日（日）10：00～12：00 ＠矢作東学区市民ホーム
参加者17名
内容：
・参加者それぞれが普段使っている（岡崎市内外の）おすすめの公園を紹介して
もらい、「良い公園、みんなが使いたくなる公園」のイメージを膨らませる。
・矢作公園のいいところ・悪いところ・今までにない機能の提案を出し合う。
結果：参加者から出された意見を整理すると、矢作公園の改良方針は下記７つに
分類された。
①近すぎず、離れすぎない、多世代が楽しめる遊具の配置。
②屋根や木陰および水辺を増やし、心地よい憩いの場を拡充。
③園路の凸凹が改善され、距離の表示もつき、季節の変化も楽しめて、歩くモチ
ベーションが向上。
④桜などをもう少し復活させて、自然の豊かさアップ。
⑤日常的に安心して使えて、利便性もアップ。
⑥災害時にも役立つ機能が満載。
⑦駐車場や駐輪場があって、アクセスも充実。

【第2回】矢作公園に残したいモノ＆あるといいモノ総選挙！
令和4年12月4日（日）10：00～12：00 ＠矢作東学区市民ホーム
参加者16名

内容：
・前回出された改良要素から、矢作公園に残したいモ
ノ・あるといいモノを選んで投票。投票した理由を少
人数のグループ単位で語り合い、優先順位を決める。
・グループ内で合意した上位３つの改良要素について、
設置場所や大きさのイメージを図面に落とし込む。
結果：公園の近隣住民の中には公園利用者のマナーの
悪さで日常的に困っている方もいるため、「安心」
「抑止」への要望について言及があったが、市民ニー
ズとして優先度が高かったのは、「屋根」「遊具」
「園路」「トイレ」「防災」の５要素であった。

※詳細は次頁以降を参照。
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遊具
・大人用、高齢者の健康維持器具がほしい
→園路の近くに設置。園路を歩きながら途中で
鍛え、休憩もできると良い
・基本的に公園は子どもの遊ぶところ
→遊具は1か所にまとめられると良い
・ともだちと遊びたいから

屋根
・大屋根がほしい
→防災の観点も含む。大屋根つけるなら防犯カメラ
は絶対つけてほしい。
・最近夏の温度が高く、熱中症など危険な状態にな
るので、屋根のあるところが必要と思われる。
→屋根があれば親同士の交流や集いの場となる
・雨でも利用出来たらありがたい、雨宿りができる
・屋根がある所や屋内の遊び場を求めてうろうろし
てしまう
・夜も勉強、読書、会合などができるように園路

・モチベーションを高めるために園路の傍に時計、
距離表示を付けてほしい
・歩くのに凸凹が無いようにして安心して歩けるといい
→高齢者、障害者をよく見かける。
・暗くてもつまずかないように歩けるようにしたい
・子どもが転んでいたりしてあぶない
→アスファルトじゃなくてフワフワした素材が良い
・周辺施設との相乗効果をはかりたい
→矢作公園だけでなくエリア全体で利用したい

自然
・桜を多数伐採した意図がわからない。補
植願いたい。
・自然はどれだけあってもいい
・日陰が欲しいから
→公園内の東側にあった大木が切られてし
まった
・広いスペースを活かし大木が欲しいから
→木陰、自然を感じる、四季を感じる

抑止
・最低限の利用ルールを明示した看板を多数
（10か所以上）取り付けてほしい
・使う人も周辺の方も気持ちよく利用すること
が大切

トイレ
・長居するとどうしても必要で特に子供トイレがある
といい。女性はトイレが汚れていると×！
・きれいなトイレで安心して使いたい（特に子ども）
→子どもは公園のトイレを使いたくない、
トイレに行きたくなったら家に帰ってきている

・誰もが安全に利用できるのがあれば、安心して公園
に来られるから
・災害時含めて使いやすいトイレの整備

防災
・川が近いため矢作川決壊の場合は難しいが、
大地震の際は重要だと考えます（BBQ場も）
・車内泊もできる駐車場にしてほしい
→グラウンドに大きな道（東側）から出入りで
きる場所があると良い。災害時のみで可
・用水路・矢作川が近いので災害時に役立てる

駐車
・まずはアクセスできないと利用する人も増えない
・車じゃないと遠い
→矢作北学区や北野学区からでは遠い

水辺
・幼児等が夏に水遊びの出来るところ
が身近にあると良い。安全性を考える
と噴水が良い。（上部に時計の設置）
・夏、お水で遊ぶのが好きだから

安心
・防犯カメラ！
→防災の観点を含んでいる。小学生～高校生が被害者
＆加害者になる可能性があるので抑止にもつながる。
・安全性の向上。安全第一と思う
・近隣住民の生活を守ってほしい
→ルールを守って使ってほしい。ルールの掲示が必要。
・ボールとかが飛んでくるのでフェンスは欲しい

利便性
・汚れるので手洗い場はほしい
→トイレと一緒でもよい。
・災害時も含め、使いやすい場所が必要
・水分補給のため自販機コーナーがほしい
→水筒を持参しても飲み干してしまうケースもある。

市民が考える

矢作公園の
改良要素
※太字は複数の類似
意見が出たもの

要素同士のつな
がり。詳細は次
項を参照。



A遊具 6票
・子どもの遊び場として
・高齢者の健康維持器具がほしい
→園路を歩きながら途中で鍛え、休憩もできると良い
・基本的に公園は子どもの遊ぶところ
→遊具は1か所にまとめられると良い
・大人（高齢者）の健康づくりに活用したい
→大人用の遊具は園路の近くにあると良い
・ともだちと遊びたいから

B屋根 7票
・大屋根がほしい
→防災の観点も含む。大屋根つけるなら防犯カメラは絶対
つけてほしい。
・最近夏の温度が高く、熱中症など危険な状態になるので、
屋根のあるところが必要と思われる。
→屋根があれば親同士の交流や集いの場となる
・雨でも利用出来たらありがたいです
・雨がふったとき雨宿りができるから
・屋根がある所や屋内の遊び場を求めてうろうろしてしま
う
・夜も勉強、読書、会合などができるように

C水辺 2票
・幼児等が夏に水遊びの出来るところが身近にある
と良い。安全性を考えると噴水が良い。（上部に時
計の設置）
・夏、お水で遊ぶのが好きだから

D園路 6票
・モチベーションを高めるために園路の傍に時計、距離表
示を付けてほしい
・歩くのに凸凹が無いようにして安心して歩けるといい
・暗くてもつまずかないように歩けるようにしたい
・子どもが転んでいたりしてあぶない
→アスファルトじゃなくてフワフワした素材が良い
・凹凸が多くつまずきやすいから
→高齢者、障害者をよく見かける。
・周辺施設との相乗効果をはかりたい
→矢作公園だけでなくエリア全体で利用したい

E自然 2票
・桜を多数伐採した意図がわからない。補植願いた
い。
・自然はどれだけあってもいい
・日陰が欲しいから
→公園内の東側にあった大木が切られてしまった
・広いスペースを活かし大木が欲しいから
→木陰、自然を感じる、四季を感じる

F安心 3票
・防犯カメラ！
→防災の観点を含んでいる。小学生～高校生が被害者
＆加害者になる可能性があるので抑止にもつながる。
・安全性の向上。安全第一と思う
・近隣住民の生活を守ってほしい
→ルールを守って使ってほしい。ルールの掲示が必要。
・ボールとかが飛んでくるのでフェンスは欲しい

G抑止 4票
・最低限の利用ルールを明示した看板を多数（10か所以
上）取り付けてほしい
・使う人も周辺の方も気持ちよく利用することが大切

H利便性 4票
・自販機は助かる。汚れるので手洗い場はほしい
→トイレと一緒でもよい。
・災害時も含め、使いやすい場所が必要
・水分補給のため自販機コーナーがほしい
→水筒を持参しても飲み干してしまうケースもある。

Iトイレ 6票
・長居するとどうしても必要で特に子供トイレがあると
いい。女性はトイレが汚れていると×！
・災害時含めて使いやすいトイレの整備
・安全と並んで衛生面も大切と思うから
・誰もが安全に利用できるのがあれば、安心して公園に
来られるから
・きれいなトイレで安心して使いたい（特に子ども）
→子どもは公園のトイレを使いたくないので、トイレに
行きたくなったら一旦家に帰ってきている
・トイレの綺麗は必須事項。
→トイレのために帰ることがある。

J防災 6票
・川が近いため矢作川決壊の場合は難しいが、大地震
の際は重要だと考えます（BBQ場も）
・車内泊もできる駐車場にしてほしい
→グラウンドに大きな道（東側）から出入りできる場
所があると良い。災害時のみで可
・用水路・矢作川が近いので災害時に役立てる

K駐車 1票
・まずはアクセスできないと利用する人も増えない
・車じゃないと遠い
→矢作北学区や北野学区からでは遠い

矢作公園に求める機能へ
の投票結果（多い順）
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