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「樋ノ爪お山の公園」の設計図ができました。
来年３月頃に完成する予定です！
平成 28 年に川口市が取得した芝樋ノ爪１丁目地内の公園用地について、平成
29 年 12 月に、まちづくり協議会から提出した「樋ノ爪お山の公園」提言書を
もとに、市が設計図を作成しました。今後は設計図をもとに工事に着手し、平成

作間会長（芝樋ノ爪町会長）

31 年３月頃の完成予定となっています。

公園つくりに活発な意見交換に参加し
て頂いたメンバー、アイディアに応募し
て頂いた近隣の皆さんありがとうござい
ました。どんな公園になるのか平成 31
年３月の完成が待ち遠しいですね。

設計内容の詳細は２、３ページへ

樋ノ爪お山の公園の整備方針等

▲過去のまちづくり協議会の様子（第 30 回）

●場所
川口市芝樋ノ爪
１丁目５番地内（下図参考）
●規模
面積約 440 ㎡
間口約 8.5ｍ×奥行約 52ｍ

主な利用対象者
●幼児
●幼児の保護者
●高齢者等

公園としての位置づけ

×

・幼児がメインの遊びの場
・高齢者等の憩いの場
・高齢者等の健康づくりの場
・緑化された場

浅野副会長（芝中田町会長）
検討の段階では、「２～５歳ぐらいの小さな
平成 23 年 10 月に「まちづくり協議
会」が設立され、既に 32 回が開催され
ました。参加者の皆さんは如何にして
「安心して快適に住み続けるまち」に出
来るかを検討してまいりました。
また、道路拡幅の地権者の協力も次第
に得られるようになり、用地買収も進ん
でいると市から報告を頂いております。
さらに、地区内に「住民提案型の公園」
設計もほぼ完了し、協議会メンバー及び
周辺住民も年度内完成を待ち望んでい
るところです。

▲過去のまちづくり協議会の様子（第 31 回）

和田副会長（芝神戸町会長）
主要区画道路として、７号線の道路整
備がようやく目に見える形で進んでいま
す。芝神戸町会の区域内では、芝中央通
りの押しボタン信号機から芝銀座通りの
交差点付近まで整備されてきました。今
後、道路の整備が進み、地区の課題が解
消されることを期待しています。

子どもを遊ばせられる公園が近くにない」「保
護者が子どもを見守るためのベンチや日除け
がほしい」「お年寄りがベンチに座って緑を眺
めたり、散歩ができたりする公園にしたい」等、
西松建設
社宅

幅広い意見がありました。
それらの意見に応えるため、主に幼児・幼児
の保護者・高齢者の方々に利用していただける
ような場を考えております。
就学前の小さな子どもが安心して遊べる遊
具、日陰で保護者や高齢者が休憩できるベン

問合せ先

※詳しくは川口市ホームページをご覧ください。

川口市 都市整備部 市街地整備室 住所：〒333-0853 川口市芝園町３－１７
TEL：048-264-5321（直通） FAX：048-264-5322
４

チ、地域の皆さまに親しまれる花壇や遊歩道等
を整備していく予定です。
１

「樋ノ爪お山の公園」設計内容
整備イメージ

設計内容

第 32 回協議会開催報告

〈平成 30 年 10 月川口市公園課作成〉

〈平成 29 年 12 月まちづくり
協議会より市へ提言書の提出〉

駐輪場

道路

ウッドチップ舗装
お山やすべり台を
安心して利用できる
よう緩衝機能となる
ウッドチップの舗装
とする。

植栽帯
戸建て住宅側に騒音
等の迷惑とならないよ
う、植栽帯によって緩
衝エリアを設ける。

人工芝のお山
ベンチ兼踏み台

花壇
地域の皆さまで花の
植え替えや水やりを行
い、地域に愛される緑づ
くりを行う。

お 山 の上 り 下り に
踏み台としても活用
でき、幼児は楽しみ、
高齢者等は健康づく
りの１シーンとする。

隣地の集合住宅の
非常用出入口の位置に
合わせたプチステージ

水道（散水栓）
距離が示された
舗装の通路

駐輪場

仕切り柵

車止め

植栽帯
照明灯

フェンス

花壇

人工芝のお山

通路
（透水性ｶﾗｰｱｽﾌｧﾙﾄ舗装）

プチステージ
幼児用すべり台
ｳｯﾄﾞﾁｯﾌﾟ舗装

就学前の小さな子ども
（幼児）が安心して遊べる
お山やすべり台とする。

花壇

ベンチ
ダスト舗装

パーゴラとベンチ
幼児を見守る保護者が
日除けで休憩する。また、
健康づくりなどで利用し
た高齢者等が日除けで休
憩する。

ベンチ
ダスト舗装

キッズスペース
水道（手洗い、水飲み）

平らなキッズスペース
周辺に設置物があまりない
平らなキッズスペースでは、
幼児が自ら創意工夫をこらし
て遊んだりする。

車止め

フェンス

車や自転車が侵入しな
いよう、車止めを設ける。
但し、車いすやベビーカー
などは通れるようにする。

集合住宅側との境界に
は、公園内にもフェンスを
設け、集合住宅側のプライ
バシーを守るなど迷惑を
かけないようにする。

道路

２

公園づくりに関する意見等

ベンチ兼踏み台

幼児用すべり台

水道（手洗い）

▲当日の意見交換の様子

水道（散水栓）

隣地の集合住宅の非常用
出入口と当該公園の高低差
処理を他の機能（＝お山）
と兼用させ、間口の狭い敷
地をより有効に活用する。

ウォーキングやランニン
グコースとしても利用でき
るよう路面に距離を示す。
また、陸上競技場トラック
のような設えとする。

●日時 平成 30 年 9 月 28 日（金）10 時～11 時 25 分
●場所 西松建設㈱蕨社宅・独身寮 １階会議室
●出席者 13 名出席
●主な議題
・公園づくりの検討
・道路整備の状況や行き止まり
道路改修に関する情報提供

提言書から以下の点を変更しております。

パーゴラとベンチ

照明灯

１．ウッドチップ舗装を幼児用すべり台の下のみ
にしました。

仕切り柵

花壇

２．花壇の位置と大きさを変更しました。
３．通路の舗装を「透水性カラーアスファルト舗

駐輪場

フェンス

装」にしました。

車止め
３

