
19：00

19：30

20：35

21：00

　開会のあいさつの後、前回のワークショップをふ

りかえりながら、現地視察で話し合った内容を確認

しました。

　今回計画する福谷公園は、史跡保護区域（福谷城跡）

を含む面積約 3.9ha の公園で、市民の生活に身近な

地区公園です。そこで今回のワークショップの前半

では、近隣の地区公園（細口公園、保田ケ池公園）

について事務局がスライドで紹介し、施設内容や公

園の利活用について全員で学びました。

細口公園
細口池を含む公園で、 梅や

桜が咲く自然の美しい公園

です。

【供用面積】 7.0ha

【主な施設】

芝生広場、 梅の園、休憩所、

複合遊具、 健康遊具、 トイレ、

散策路、 駐車場等

保田ケ池公園
保田ケ池を含む公園で、 カ

ヌーポロ競技場も整備されて

います。

【供用面積】 12.18ha

【主な施設】

遊歩道 ( 約 1 ㎞）、 東屋、

フィールドアスレチック、

カヌーポロ競技場、 駐車場等

●はじめに

　・開会のあいさつ

●第 2 回ワークショップの目的

　・第 1 回 WS のふりかえり

　・第 2 回 WS の目的と進め方

●近隣の地区公園の紹介

　・スライド

--《グループディスカション》--

●テーマ：福谷公園でやりたいこと

　①地域のため・みんなのため

という視点で考える

　②どこで何をするのかゾーニング

を考える

●発表・意見交換・まとめ

　・グループの意見を発表

　・全体で意見の共有

●おわりに

　・ひとことアンケート

　・次回の予定

●終了 様々な立場

から多様な

意見が出され

充実した

話し合いが

進められました

みよし市には、

福谷公園を含む

３箇所の地区公園

があります。

グループディス

カッションでは、

付箋を使って

多様な意見を

図上に整理しました。

●日時：2020 年 11 月 19 日 ( 木）

19：00 ～ 21：00

●場所：福谷ハピネスホール

●テーマ：

　『福谷公園でやりたいことを話し合おう』

第２回福谷公園基本構想
ワークショップＮＥＷＳ

2020.11.19 号

第２回ワークショップの流れ

発表の様子模型を使って意見交換

グループディスカッションの様子保田ケ池公園

細口公園

会場全景

　後半は、４つのグループに分かれてテーマに基づき

話し合いをしました。

【話し合いの内容】------------------------

　◆福谷公園でやりたいことは何か？（利活用）

　◆そのために何が必要か？（施設内容）

　◆公園のどのエリアで何をしたいか？（ゾーニング）

　個人の思いに、地域のため・みんなのためという視点

を加え、自分と異なる意見にも耳を傾けながら話し合い

を進めました。 　最後に、それぞれのグループで話し合った内容

をグループの代表が発表し、全員で情報を共有し

ました。公園の特性を活かした様々なアイデアが

出されました。（詳しくは裏面をご覧下さい。）

グループの意見を発表！
全員で内容を共有しました

グループディスカッションで

福谷公園でやりたいことや
ゾーニングについて考えました

前回のワークショップふりかえった後

地区公園について近隣の事例
から学びました

１ ３２

　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 11 月 19 日に

第２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。



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

【 ア ク セ ス 】

【 回 遊 】

【 眺 望 点 】

【 管 理 運 営 】
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公園敷地境界

史跡保護区域

ワークショップに関するお問い合わせ

【課題】

・ 北側の暗さ （照明灯や

駐車場隣接で解決？）

・ 火を使えるようにする

には （管理人常駐？）

・ 展望台の位置

・ 斜面の安全性確保

・ 間伐による影響 （風

や法面の安定）

【課題】

・ 広場エリアの勾配を　

どうする？

・ 福谷城跡の階段が急

【課題】

・ 防犯対策

・ 愛知用水の歴史伝承

・ 福谷城跡とのつながり

・ 福谷城跡の再現

・ 北側の新設道路から

のアクセスと取付道路

の新設

・ 隣接地との境界仕舞

　（フェンス等）

・ マムシ対策

【課題】

・ 多世代が入れるルート

　確保 （アクセスの検討）

・ 傾斜地が急勾配

・ 敷地外の駐車場確保

・ 校外学習のためのバス

駐車場

Ａ班の意見 Ｂ班の意見

Ｃ班の意見 Ｄ班の意見

—　第２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 「子どもと大人の広場」 とし、 芝生主体の

遊べるスペースとしたい。 周辺の緑も大切にしたい。

●傾斜に沿って、 長いすべり台やアスレチックのある 「遊具の

エリア」 をつくりたい。

●屋根のある東屋のような建物を、 両側を望めるような位置

に配置し、 「火 ・ 水 ・ 休憩するエリア」 としたい。 トイレも

併設して管理棟兼用の建物にすると良いのでは？

●平地を活かして、 盆踊りや催しができる 「子ども広場エリア」

をつくりたい。

●現在の保育園前の道路は安全のために歩行者優先 （通行止

め） とし、公園全体を周遊する園路を福谷城跡まで伸ばしたい。

●北側は 「森のエリア」 とし、森を残して樹林セラピーやツリー

ハウスづくり等ができるようにしたい。 竹林も有効活用したい。

●「広場エリア」 は、 芝生の広場とし、 休憩場所となる大き

な東屋を配置したい。 遊歩道、 ウォーキング、 サイクリング、

セグウェイのコースもつくりたい。

●現在の保育園や駐車場の平場は 「拠点エリア」 とし、 火や

水 （炊事場等） を使えるようにしたい。 トイレは忍者トイレ

にしては？！眺望を楽しめるように、 火の見櫓を復元したい。

●「城跡エリア」 では、 林を少し間伐し眺望を確保したい。

　ＶＲ等でみよしの歴史を伝えたい。

●駐車場を公園の東西につくり、 公園内は許可車のみ入れる

ような仕組みにしてはどうか？

●北側は、 「遊びゾーン」 とし、 子どもも大人も遊べるエリア

にしたい。 プレーパークやバーベキューができ、 ツリーハウス

や木製遊具もあると良い。 既存樹木を活かしたドングリパー

クや果樹の植え直しができると良い。

●南側は、 「歴史保全ゾーン」 とし、 福谷城の歴史を保全す

るエリアにしたい。 管理棟と資料館が併設する建物を配置

し、 見晴らし台も設置できると良い。

●Ⅰ郭の空堀を復元し、 周辺の樹木を伐採して眺望を確保し

たい。 QR コードで復元図や縄張図を、 VR で戦国時代から

の眺望を楽しめるような工夫をしたい。

●駐車場は、 東と西の公園出入口付近に各１箇所づつ配置

したい。また、公園利用者が安全に道路を横断できるように、

歩道橋か地下道があると良い。

●北側のエリアは、既存の樹木を残して 「自然ゾーン」 として、

自然とふれあえるエリアにしたい。 森の中ではターザンロー

プができ、 360 度景色を見渡すことができる展望台を設置

したい。 広場でキャンプやバーベキューもできるといいね。

●公園の中心部は、 「集いゾーン」 としてコミュニティのための

エリアにしたい。 カフェなどの休憩スペースやおむつ替え ・

授乳室を併設した管理棟があると良い。

●現況の保育園周辺は、 平地を活かして 「大広場ゾーン」 と

しスポーツ広場や遊具を配置できるようにしたい。

●「歴史を学ぶゾーン」 では、 福谷城跡の歴史を学び感じるエリ

アにしたい。 芝生を張り、 木柵などで城跡の趣を再現したい。

【福谷公園ゾーニングの考え方　まとめ】
—　福谷の森や斜面地形を活かして大人も子どもものびのび遊べる場、 コミュニティの拠点、 歴史を学び感じる場をつくろう！—

★　公園全体について
　　　　　　　　　駐車場を東西にバランス良く配置する。

　　　　　　　　　公園内は一般車両通行止めにしてはどうか？

　　　　　　　　　園内をぐるっと回遊できる動線が必要

                  ( 遊歩道、 ウォーキング、 サイクリング、 セグウェイコース）

　　　　　　　　　近隣の施設や史跡とつながるネットワーク動線が必要

　　　　　　　　　みよし市の道路の将来計画を見据えたネットワーク計画が必要

　　　　　　　　　 展望台、 眺望点が必要⇒どこがベストか？

                  管理人 ・ 管理棟が必要 （トイレ等との併設）

【福谷の森】
■森を残す
■大木を残す
■竹を活用する
■ドングリを活かす
■森林セラピーや　　

ツリーハウスや

ターザンロープ等

　 森を活用する
■遊歩道や散策路

❹　歴史学び体験のエリア
■福谷城跡の歴史を学び感じる場

■平場を活かしてまつりやイベントが

　できる場 （スポーツもできる）

■昔のようにまちを見晴らす場

　　（見晴し台）

■管理棟

　（トイレ、 ベビーベッド、 授乳室）

❺　歴史保全のエリア
■史跡保護区域

　 ・ 公園とのつながりが必要

　 ・ 空堀や土塁の地形を保存 （張芝等）

　 ・ＱＲコードやＶＲの導入

　 ・ 入口階段の改修

【城跡の森】
■南側樹林を間伐

して眺望を確保

※法面への影響に

注意が必要

❸　拠点 ・ 集いのエリア
■公園全体を広く見渡せる休憩場所

■近くの市街地への眺望点

■子どもの遊びを見守る場

　　（屋根のある休憩場所）

■水や火が使える場

❷　斜面を活かした遊びのエリア
■斜面地形を活かした魅力的な遊び場

　（アスレチック遊具、 長いすべり台、 ターザン

ロープ等）

■芝生ひろばと一体的に遊びがつながる場

■水や火が使える場 （ＢＢＱもできると良い）

❶　森と芝生ひろばのエリア
■森や大木に包まれた芝生の広場で、　　

大人も子どもものびのび遊べる場

■プレーパークやツリーハウスなど自然の

中で自由に遊べる場

■森を残して自然とのふれあいを楽しむ場

■ドングリで遊べる場❶❶

駐車場駐車場

森森

城跡の森城跡の森

駐車場駐車場
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❸❸

❹❹
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眺望点

眺望点

眺望点

眺望点


