
 

～みんなで公園をつくろう～
ワーキンググループに参加する方を募集中

① 河川沿い道路桜並木整備グループ 

桜並木の内容検討、維持管理方法の検討 
② 子ども遊び場作りグループ 

子供広場（仮称）の整備、公園利用ルール作り 
（手づくり遊具、散策路、こどもの意見集約など）

③ 公園のシンボル作りグループ 

手づくり花壇など 
※ ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟとは、上記の項目に関して意見を出した
り、実際に作業をおこなったりして、積極的に公園づくり
に参加するグループです。毎月１、2回集まって公園づく
りについて楽しく話し合いをしています。 

グループに参加ご希望の方はお気軽にお問

い合わせください。 
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2005.9.17公園づくり第3回ワークショップ みんなでつくろう！小田野中央公園 

みんなで公園の基本計画をつくろう！報告 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 

 

 

 

◆小田野中央公園の基本計画が決まりました。 
去る 9 月 17 日、晴天のもと 69 名の参加者が元木橋たもとに集合しました。ワークショップ参加初め
ての人も、毎回参加されている人も、それぞれ基本計画を手に自分の目で現地を確認し公園のイメージづ

くりをしました。特に今回は、元木小学校の先生と児童十数名が参加され、にぎやかな現地踏査となりま

した。第２回ワークショップで張ったワラ芝も順調に生育し、川面にはカワセミの姿も見られました。 
現地踏査後の八王子福祉園における意見交換会では、公園づくりに対するいろいろな意見がだされまし

た。公園に隣接する住民の方からは、ボール遊びや落ち葉による家屋の被害の報告や、雨水排水対策の要

望がありました。また、小学生からは、イラスト入りで公園遊具の楽しいアイディアがだされました。基

本計画（案）については特に異論はなく、後日実施した「小田野中央公園を作る会本会議 9/30」で承認

されました。これからはこの基本計画にそって公園作りをすすめることになります。 
また、今後の当面の作業として、①河川沿い道路桜並木整備、②子ども遊び場作り、③公園のシンボル

作りのためにワーキンググループを設けることになり、16 名の方が積極的に参加を表明してくれました。

これにより、公園づくりはより具体的な活動が大きく前進することになります。 事務局 菱山忠一 
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小田野中央公園 位置図 

私もいっしょに公園づくり
に参加してみようかな。 

H17.9.17第3回ワークシ
ョップ。まず、公園を歩
いて現状確認 

福祉園の厚生棟で子供も大人も混じっ
て、基本計画について意見を出しました。

H17.9.2 元木小学校校長先生にご挨拶。 
3 年生が、総合学習として公園づくりに
参加してくれることになりました。 

H17.11.7 夕やけ小やけふれあい
の里で作った丸太ベンチ(恩方
の材)を 7基設置しました。 



 

元木小学校の３年生が総合学習の時間を利用して公園づくりに参加しています。

９月１７日（日）のワークショップにも一部の児童が参加してくれて、たくさん

意見を出してくれました。その一部をご紹介します。 

★小田野中央公園を楽しくする会のかんそう 

わたしはそれにさんかしました。A ゾーンから H ゾーンまで、さいごまでみました。わたし

は、いろいろなゴミになっちゃうものをりようして、いろんなおもしろいつかえそうなものにし

ようかなとおもっています。わたしは、ぜったい、いつか、小田野中央公園は楽しい所になると

おもいます。A.S 

 

★小田野中央公園をつくって 

ぼくは、小田野中央公園を、作ると、きいた

ときに、ちょっとどきどきしていたけど、土曜

日、学校で、これる人はきてくださいと、いっ

ていたので、行ってみました。それで、少し歩

いてから、ふくしえんと言う、ところへ行って、

どおゆうあぞびものをつくるか考えました。そ

れで、みんなの前で発表しました。大切な思い

出になりました。M.N 



 

★たのしかった公園作り 

わたしは、小田野中央公園作りですごく楽しいことがいっぱいありました。一つ目はみんなと

いっしょに歩いてふくしえんまでいけたことです。二つめは、いろいろな友だちといっしょにい

ろいろなアイディアを絵で書けたことです。はじめて話し合いにでたのにうまく話せてよかった

です。それと小田野中央公園が早くすばらしい公園になるのが楽しみです。 Y.S 

 

★小田野中央公園を作ろうの会に参加して 

わたしは、公園の話し合いをした時にできるだけ、しぜんにあるもので作ろうと考えました。

わたしたちの考えたものが本物になると思うとみんなで色いろ考えるのがとても楽しかったで

す。みんなでいっしょうけんめい考えたので、あたらしい公園ができたらゴミでよごしたり、花

や木をおったりしないで、みんなが楽しく使ってくれるといいな～と思います。わたしも公園が

できたら、ともだちといっしょにたくさんあそびたいな～と思います。M.S 

 

★小田野中央公園にいって 

いろいろとわかったことや思ったことがたくさんあります。ふくしえんでは、あだちさん（福

祉園入寮者の方）やいろいろな人にあいました。はじめてあった人でも、すぐになかよくなれて

うれしかったです。グループのリーダーさんにたくさんしつもんして、いろいろなことをおしえ

てもらいました。わたしはみんなで小田野中央公園をかえていきたいと思っています。 

わたしは小田野中央公園で竹でたけうまやながしそうめん大会などをつくりたいと思います。

A ゾーンから C ゾーンぐらいにぼうがあったり、きりかぶがあってあるきにくかったです。さ

いごのゾーンのところのしばがながくて足にからまりそうになりました。わたしはちいきのみな

さんとわたしたちで安全でたのしく子どもからおとしよりや病きをもっている人までつかえる

公園にしたいとおもいます。A.N 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

竹で流しソウメン

をやりたい！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども達の意見がたくさん実

現するように、みんなでいろい

ろ検討しながら夢の公園づく

りを進めていきたいですね。 



 

鉄棒やうんていが

ほしい！ 

かくれんぼの 

秘密基地！ 

ロープブランコ 

がほしい！ 

ツリーハウスを

作りたい！ 

学校ふうに、 

トイレに絵を描く！ 

公園入り口に 

キャラクターを！ 

風の向きがわかる 

モニュメントをつくりたい 

草を刈って道を作り 

木屑を道に敷く 

雨が降っても、晴れて暑い

日も歩きやすい木陰の道 

時計がほしい！ 



 
問合せ先 
八王子市まちなみ整備部公園課 担当 深沢、藤澤 電話 0426-20-7270   
小田野中央公園をつくる会事務局（八王子福祉園内）芝 敏子  電話 0426-51-9410 

【小田野中央公園をつくる会】の構成
会長 船引 孝昭(小田野連合町会長) 
恩方地区町会自治会連合会 
小田野連合町会 
恩方地区住民協議会 
ゆうやけの里・地域福祉フォーラム 
八王子市 
まちなみ整備部 公園課 
市民活動推進部 協働推進課 

日時 2005 年 12 月 3 日（土）11:00～13:00（小雨決行） 
○丸太ベンチ塗り 

○枯葉集め（堆肥をつくります。公園でカブトムシが育つといいな） 

○トン汁パーティー(交流会) 
お子さん、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、みんなで来てね 

集合場所 小田野中央公園 水のみ場前（小田野会館がある入り口） 
持ち物 箸、お椀、材料（自分が食べる分量） 
※野菜などの材料は各自切った状態でお持ちよりください。 

※豚肉と調味料はご用意します。 

・事前の申し込みはいりません。9:30の時点で雨天の場合は中止します。 

・参加者の方には、八王子市がボランティア保険に加入します。 

・小さいお子様は保護者の方とご参加ください。 

・駐車場はありません。徒歩でお越しください。 

 

◆これまでのつくる会の活動
平成 16 年 
○8月小田野中央公園をつくる会発足 
○10/16第 1 回ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ「公園まるごと調
べ隊」 

○12/4、12/13 アンケート集計作業＆ワー
クショップのまとめ作業 

平成 17 年 
○2/16 河津桜現地視察 
○3/16 他市の手づくり公園視察 三鷹市
｢新川丸池公園｣、稲城市「押立堀公園」

○3/22 ﾆｭｰｽﾚﾀｰ創刊号配布 
○4/9第 2 回ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ「みんなでつくろう
小田野中央公園」実施 110 名参加 

○7/7 ニュースレター第 2号配布 
○7/23 近隣住民への緩衝植栽帯整備説明
会を実施 
○8/30 ニュースレター第３号配布 
○9/17第 3回ﾜｰｸｼｮｯﾌ「゚みんなで公園の基
本計画をつくろう」開催 69 名参加 
○10/7 八王子市職員研修で公園づくりの
活動を紹介 
○10/19第１回ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ全体会議 
 各ワーキンググループ活動開始 
○10/22 丸太ベンチ位置決め 
○11/7 丸太ベンチ７基設置 
●「事務局会議」12 回実施 
●「事務局準備会議」12 回実施 
●「本会議」6回実施 

◆これからの予定 
○公園づくりのワーキンググループが活動しています。公園

の具体的な計画や、運営方法、楽しい催し等を検討してい

きます。 

○落下の危険がある枝や、倒木の危険がある木を伐採します。

○芝生広場（Hゾーン）に防球フェンスを設置し、既存の水道

蛇口を使いやすい場所に移動します。 

○公園に隣接する住宅との緩衝植栽帯を整備します。 

○照明灯を一部区間に設置します。 

○浅川に下りられるように、東京都が浅川の護岸を一部改修

します。 

○公園利用・運営のルール作りを検討していきます。 

○2006 年 2 月下旬ごろに桜を植樹するワークショップを行い

ます。 

○随時ニュースレターを発行し、つくる会の活動を報告しま

す。また、八王子市公園課のホームページでも、活動報告

や情報発信を行っていきます。 

◆みなさんのご参加をお待ちしています 
小田野中央公園は、市民と市が協働でつくっていく公園です。

「小田野中央公園をつくる会」は、これからもﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟや

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟを通じて市民の皆様が公園づくりに参加する場をつく

っていく予定です。公園づくりにご興味のあるかたは、ぜひご

参加ください。子どもからお年寄りまで、誰もが安全に、利用

しやすく、楽しめる公園をつくりあげていきましょう。 

ゆっくり少しずつですが、より多くの皆さんが関われるよう

に、丁寧に公園づくりをすすめていきましょう。 

市民と八王子市の協働による公園づくり 第４回ワークショップ 


