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●はじめに

　・開会のあいさつ

●ワークショップの目的と全体

　計画の確認

●検討の前提説明

　・都市公園とは

　・福谷城跡について

ーーーーー《移動》—ーーーー

●現地確認（グループワーク）

　①北側のエリア

　②現保育園駐車場周辺のエリア

　③保育園周辺のエリア

　④福谷城跡のエリア

●意見交換、まとめ

　・全体で意見の共有

●おわりに

　・次回の予定

　・ひとことアンケート

●終了

《福谷公園》

■位置：みよし市福谷町地内

■面積：約 3.9ha　　　■公園種別：地区公園

●日時：2020 年 10 月 31 日 ( 土）

10：00 ～ 12：00

●場所：福谷ハピネスホール

公園計画地

●テーマ：『福谷城跡周辺について知ろう』

第 1 回福谷公園基本構想
ワークショップＮＥＷＳ

2020.10.31 号

第 1 回ワークショップの流れ

公園計画地の見学を

基にたくさんの意見

が出ました！

参加者の皆さん

お疲れ様でした！

公園計画地には

史跡保護区域

（福谷城跡）が

含まれています

　後半は、グループに分かれて公園計画地を見学しなが

ら、気づいたことや利用イメージをメモに書きとめました。

①北側②現保育園駐車場周辺③保育園周辺④福谷城跡の

４つのエリアを順番にめぐりながら見学を進めました。

　最後に、グループで話し合った内容をファシリ

テーターが発表し、情報を共有しました。

　福谷城跡の保全や活用、地形や環境の活かし

方、眺望点のあり方等、多くの意見やアイデアが

出されました。（詳しくは裏面をご覧下さい。）

次回ワークショップでは、公園計画地の見学でわ

かったことや考えたことを基に、公園の利用や公

園でやりたいことをテーマに話し合います。

全員で意見を共有しました
次回以降のワークショップが
楽しみになってきました

グループにわかれて
公園計画地を確認！
イメージをふくらませました

福谷公園の基本構想を
みんなで考える
ワークショップがはじまりました
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３
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福谷城跡の見学の様子

北側の見学の様子

保育園周辺の見学の様子 現保育園駐車場周辺の見学の様子

全員で意見交換、いろいろな視点からいろいろな意見が出されました。今後が楽しみ。

　福谷町（福谷城跡を含む）における公園整備にあたっては、

地域の皆さまのご意見を反映して整備計画を進めていきたいと

考えております。合計４回（予定）のワークショップを開催し、

地域の皆さまの思いやご意見を伺い、福谷

城跡を活かし、より親しまれる公園とな

ることを目指します。去る 10 月 31 日に

第 1 回目のワークショップが開催されま

したので、その内容をお知らせします。

　はじまりのあいさつの後、ワークショップの目的

や進め方等について説明がありました。ワーショップ

とは、参加する人が意見やアイデアを出し合いお互

いの考えを学びながら意思決定をする場のことで、

今回は、合計４回のワークショップを開催し、地域

の皆さまのご意見を反映した福谷公園基本構想策定

を目指します。

　公園計画の検討を進めるにあたり前提となる条件

（①都市公園 ②福谷城跡）については、事務局から説明

がありました。



みよし市都市建設部公園緑地課
電話 ： 0561-32-8024　ファクス ： 0561-34-4189　メールアドレス ： kouen@city.aichi-miyoshi.lg.jp
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全体的にあまり手を

加えず現況の良さを

活かして

見晴しやウォーキングが

楽しめて

福谷の歴史が感じられる

場所にしたい。

周辺の史跡と福谷公園

をつなぐ遊歩道

ウォーキング ・ サイクリングコース

が出来ると良い。

福谷城跡の説明など

面白い世界に引き込ん

でくれる大人が必要。

全体的に自然林や

大木を残しながら

自然を利用した

芝生広場や散策道

のある公園にしたい。

テラス席のあるカフェ

があるといいな。

福谷地区の 「森」

としての魅力があるため

緑を保全してほしい。

アップダウンを活かした

遊歩道を設置したい。

土日は飲食店の出店を

可能にしては？

N
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❶北側のエリア
・ 見晴しが良く、 自然が感じられる、 素晴らしい場所

・ 現況の緑や地形を活かしたい。 竹林は手入れ必要。

・ 愛知用水とみられる水路の名残がある

・ 子どもが自然の中でのびのび遊べる場所にしたい

❹福谷城跡のエリア
・ 入口の階段が急

・ 城跡からの眺望を確保するために間伐

・ 次世代につなぐ歴史案内伝承

アンケートにご協力

ありがとうございました。

頂いたご意見を

今後の運営に

活かします。

Ａ班の意見 Ｂ班の意見

Ｃ班の意見 Ｄ班の意見
大きな平場

愛知用水の名残

樹林

傾斜地

保育園

樹林

果樹

土塁

空堀

みどりに包まれた環境

園舎や園庭

福谷城址　土塁 福谷城跡　入口階段

—　第 1 回ワークショップで話し合った内容・主な意見　—　

●北側のエリアは、 見晴しが良いので市内を一望できるような

「スカイバルコニー」 をつくっては？森や傾斜を活かしながら、

平地部分を有効活用したい。

●現保育園駐車場のエリアは、 公園の中心として皆が集まれ

るスペースとして活用したい。

●保育園より下のエリアは、 福谷城跡を中心に、 歴史ゾーン

として福谷の歴史が感じられる場にしたい。 城跡から当時

の景色が見えるようにその部分だけ木を切り眺望を確保する。

●自然 （起伏） を残してウォーキングコースをつくり、 距離や

カロリーを表示するのも良い。

●北側のエリアは、 果樹や畑 ・ 木陰をつくる大きな木 ・ 水路

跡を残してほしい。 カブトムシやザリガニ採り、 秘密基地や

木登りなど…子どもが自由に遊べて、 大人が子供を見守れ

るような場所にしたい。 傾斜を活かした遊具もあると良い。

●現保育園駐車場のエリアは、 公園の中心となる交流拠点と

して、 火や水を使える場所としたい。

●保育園より下のエリアは、 園舎を休憩所等に活用しては。

●福谷城跡のエリアは、 眺望を良くするため、 その部分だけ

木を切る検討をしたい。

●北側のエリアは、 愛知用水とみられる水路跡を残したい。

竹林は、 手入れをして竹を有効活用できると良い。 亀岡市

のカーボンマイナスプロジェクトが参考になる。 果樹を活かし

て子ども達が遊べるスペースとし、遊具も設置できると良い。

●福谷城跡は、空堀を保全する。 史料館が設置できると良い。

福谷城に関する情報をハピネスホールで展示できると良い。

●現在、 東西に走る道路が抜け道として使われているので、

通過交通を抑制するような工夫が必要。 駐車場は、 上下

２箇所に設置できると良い。

●北側のエリアは、 見晴しが良いので展望台があると良い。

現況の緑を活かして、 森の中の広場のようなスペースにで

きれば。 緩やかな傾斜を活かした芝生広場も良い。

●現保育園駐車場のエリアは、 公園の中央なので広場として

集いの場として活用したい。 境川と一対で考えたい。

●保育園周辺のエリアは、 平地を活かして広場として利用で

きる。 保育園側からⅠ郭の見た目を残したい。

●福谷城跡のエリアは、 入口の階段が急なので改善したい。

木を伐採して見晴しを良くし、 土の高さや建物を再現したい。

●ユニバーサルデザインにも配慮して計画を進めたい。

ひとことアンケートで頂いた意見の一部を紹介します

●福谷城のことが良くわかりました。 都市公園が出来ることが楽しみです。●ワークショップは、

企業だと一日中やる事が多いので、 少し駆け足気味と感じました。 ふせんを書く時間や発表す

る前に班ごとで話したかった、 後の発表もあったら良かった。●福谷公園が地元の期待を大きく

集めているのがわかった。 城址については景観を含め現状保存されると良いと思う。●今後の

公園整備の日程 （長期計画） を知りたい。●非常に楽しみなプロジェクトです。 福谷城に関連

した歴史的資料も広められたら。●みなさん夢をもって事に当たり面白いイメージづくりができた

と思います。 次回はもう少しあるべき公園の姿を構想して、 より具体的で失うことのない姿の具

体化をお年寄りから子ども達に見せられることを期待しています。●福谷の森、 杁の奥地 ・ 古窯

への思いが色んな方にあることがきけてうれしかった。

福谷公園を歩いて思ったことまとめ

❷現保育所駐車場のエリア
・ 大きな平場がある

・ 公園の中心として皆が集える場

　交流拠点となるスペース

❸保育所周辺のエリア
・ 園舎を有効活用できないか？

・ 史料館、 休憩所、 管理棟など

・ 広場や駐車場として利用できる

★全体的に…
・ 自然地形、 起伏を活かして遊歩道、 ウォーキング ・ サイク

リングコースをつくりたい。 他の史跡とネットワークも重要。

・ アクセス道路は坂が急でベビーカーで来ると大変。 ユニバー

サルデザインにも配慮が必要。

・ 通過交通を抑制するような工夫が必要。

・ 公園の南北をつなぐ工夫が必要。

❶北側のエリア❶北側のエリア

❸保育園周辺のエリア❸保育園周辺のエリア

❹福谷城跡のエリア❹福谷城跡のエリア

❷現保育園駐車場
　 周辺のエリア
❷現保育園駐車場
　 周辺のエリア

ワークショップに関するお問い合わせ


