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中央公園のワークショップに

第1回ワークショップでは、

の班にわかれ

ください。 

● 当日の流れ

作業の概要

②現地確認 

③意見交換・発表

 

公園のワークショップに

回ワークショップでは、

にわかれ、様々な
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当日の流れ 

作業の概要説明 

 

③意見交換・発表 

 

公園のワークショップに

回ワークショップでは、

様々な意見を出し

 日 時 

 場 所 

 出席者 

 

公園のワークショップにご理解とご協力を

回ワークショップでは、「公園の

出し合いました

 平成25年

 川西市役所

 29名（A

現地での確認の後、

いました。そこでは、

留意したい

た。どの

くことが出来ました。

最後に、各

内容について発表していただき、

いろいろな意見があったことを

全員で共有

ワークショップでの話し合いを進める前に、参加者の皆

さんに正確に中央公園のことを知っていただくため、中央

公園の役割や計画の概要などについて説明がありました。

あわせて、

のまちづくりのことなど、公園の計画を考えていく上で関

連することなどを整理し、最後に

点についても説明がありました。

説明の後、

地形図を確認しながら、

（川西市立総合体育館→川西市市民温水プール→

側の境界付近

来形などの

員である

央公園の間に

 

ご理解とご協力を

「公園のイメージを

ました。その内容につ

年12月15

川西市役所 7階大会議室

A班8名、

現地での確認の後、

いました。そこでは、

留意したい点などについて、

。どの班も、参加された皆さんから活発な意見をいただ

くことが出来ました。

最後に、各班の代表

内容について発表していただき、

いろいろな意見があったことを

全員で共有しました。

ワークショップでの話し合いを進める前に、参加者の皆

さんに正確に中央公園のことを知っていただくため、中央

公園の役割や計画の概要などについて説明がありました。

あわせて、隣接する「せせらぎ遊歩道」

のまちづくりのことなど、公園の計画を考えていく上で関

連することなどを整理し、最後に

ついても説明がありました。

説明の後、市役所から

を確認しながら、

川西市立総合体育館→川西市市民温水プール→

の境界付近）各ポイントで

来形などの説明がありました。また、

る 16ｍを現地で

公園の間に通る遊歩道のイメージも共有

 

ご理解とご協力をいただき

を膨らまそう！

その内容につ

15日（日）

階大会議室 

、B班6名

現地での確認の後、グループに分かれての意見交換

いました。そこでは、中央公園に対する

について、それぞれ意見を出し合いまし

も、参加された皆さんから活発な意見をいただ

くことが出来ました。 

の代表に話し合った

内容について発表していただき、

いろいろな意見があったことを

しました。 

ワークショップでの話し合いを進める前に、参加者の皆

さんに正確に中央公園のことを知っていただくため、中央

公園の役割や計画の概要などについて説明がありました。

隣接する「せせらぎ遊歩道」

のまちづくりのことなど、公園の計画を考えていく上で関

連することなどを整理し、最後に

ついても説明がありました。

市役所から中央公園計画地

を確認しながら、計画地

川西市立総合体育館→川西市市民温水プール→

各ポイントでは、

がありました。また、

現地でロープ

通る遊歩道のイメージも共有

 

いただき、有難う

膨らまそう！」をテーマに、

その内容についてまとめたので、ご覧

）13:30～

名、C班7

グループに分かれての意見交換

に対する想い

それぞれ意見を出し合いまし

も、参加された皆さんから活発な意見をいただ

合った

内容について発表していただき、

いろいろな意見があったことを

ワークショップでの話し合いを進める前に、参加者の皆

さんに正確に中央公園のことを知っていただくため、中央

公園の役割や計画の概要などについて説明がありました。

隣接する「せせらぎ遊歩道」や

のまちづくりのことなど、公園の計画を考えていく上で関

連することなどを整理し、最後にワークショップ

ついても説明がありました。 

中央公園計画地へ

計画地周辺を確認

川西市立総合体育館→川西市市民温水プール→

は、公園の大きさや周囲の将

がありました。また、せせらぎ遊歩道

ロープを使って測り、体育館と

通る遊歩道のイメージも共有

 

、有難うございます。

をテーマに、

いてまとめたので、ご覧

～16:00 

7名、D班8

グループに分かれての意見交換

想いや欲しい施設、

それぞれ意見を出し合いまし

も、参加された皆さんから活発な意見をいただ

ワークショップでの話し合いを進める前に、参加者の皆

さんに正確に中央公園のことを知っていただくため、中央

公園の役割や計画の概要などについて説明がありました。

や「キセラ川西」

のまちづくりのことなど、公園の計画を考えていく上で関

ワークショップでの留意

へ移動し、現地

確認して回りました。

川西市立総合体育館→川西市市民温水プール→計画地北

公園の大きさや周囲の将

せせらぎ遊歩道

測り、体育館と

通る遊歩道のイメージも共有しました。

 

す。 

をテーマに、４つ

いてまとめたので、ご覧

 

8名） 

グループに分かれての意見交換を行

欲しい施設、

それぞれ意見を出し合いまし

も、参加された皆さんから活発な意見をいただ

ワークショップでの話し合いを進める前に、参加者の皆

さんに正確に中央公園のことを知っていただくため、中央

公園の役割や計画の概要などについて説明がありました。

「キセラ川西」

のまちづくりのことなど、公園の計画を考えていく上で関

の留意

現地で

ました。

計画地北

公園の大きさや周囲の将

せせらぎ遊歩道の幅

測り、体育館と中

しました。 

 

A班 

【整備の方向性】

学習の場。

公園。

【欲しい施設

を掘っても良い土山、植栽

エドヒガン、シバザクラ、

【要望

策。ゾーン分け

照阻害やビル風への配慮

【その他】

B班 
【整備の方向性】多世代が楽しめる公園。

地域イベント

【欲しい施設】森、

トイレ、ベンチ、健康遊具、防災スツール、花壇、散水

設備のあるステージ、

イブシアター

【要望】

【その他】

てアピールできる

極的に働きかけるような整備。

公園を完成させたい。

C班 
【整備の方向性】憩いの空間。

育まれる公園。市内外から親しまれる公園。若い人が集え、創造す

る場。

【欲しい施設】芝生広場、

古木・老木を移植

野球場

プルな

【要望】

園を

【その他】

 を作ることで川西市が注目され、市民も公園を守ろうとする。

D班 
【整備の方向性】

の共生ができる公園。学びとゆとりが感じられる公園。防災機能を

もった公園。

【欲しい施設】

ぼ、小山、防災施設

魚など生き物の紹介パネル、ベンチ

ェ、健康遊具、無縁墓地

【要望】

益を公園の管理費に充ててはどうか。

【その他】

 せせらぎに蛍が

● 各

 

 

【整備の方向性】子どもの

学習の場。地域イベント

公園。 

欲しい施設】広い芝生広場、

を掘っても良い土山、植栽

エドヒガン、シバザクラ、

【要望】設備は必要最低限とする。自動販売機は不要。

策。ゾーン分け

照阻害やビル風への配慮

【その他】せせらぎ遊歩道との連携。

 
【整備の方向性】多世代が楽しめる公園。

地域イベント(川西まつり

【欲しい施設】森、

トイレ、ベンチ、健康遊具、防災スツール、花壇、散水

設備のあるステージ、

イブシアター。

【要望】夜間の安全対策。

【その他】せせらぎ遊歩道など周辺地形との一体化。

てアピールできる

極的に働きかけるような整備。

公園を完成させたい。

 
【整備の方向性】憩いの空間。

育まれる公園。市内外から親しまれる公園。若い人が集え、創造す

る場。地域イベント

【欲しい施設】芝生広場、

古木・老木を移植

野球場(⇔公園の面積や形状の都合で

プルな遊具、照明、防犯ブザー、

【要望】災害時に逃げ込みやすい工夫（入口を多く

園を囲まない）。日常の安全対策

【その他】周辺施設や住宅への

を作ることで川西市が注目され、市民も公園を守ろうとする。

 
【整備の方向性】幼児から高齢者までみんなが集まれる公園

の共生ができる公園。学びとゆとりが感じられる公園。防災機能を

もった公園。 

【欲しい施設】広い

小山、防災施設

魚など生き物の紹介パネル、ベンチ

ェ、健康遊具、無縁墓地

【要望】防災公園と病院の関係を考えてほしい。オープンカフェの収

益を公園の管理費に充ててはどうか。

【その他】せせらぎ遊歩道

せせらぎに蛍が

各班の中央公園に対する主な意見・全体発表

 

子どもの創造的な遊び場。市内の小学校の野外体験

地域イベントの場。

広い芝生広場、

を掘っても良い土山、植栽。

エドヒガン、シバザクラ、川西市の花である

設備は必要最低限とする。自動販売機は不要。

策。ゾーン分け(ペット同伴利用、「動と静」

照阻害やビル風への配慮。

せせらぎ遊歩道との連携。

【整備の方向性】多世代が楽しめる公園。

川西まつり)。

【欲しい施設】森、芝生広場、

トイレ、ベンチ、健康遊具、防災スツール、花壇、散水

設備のあるステージ、FM局、車の乗入れ可能なグラウンド、ドラ

。 

夜間の安全対策。ホームレス対策。

せせらぎ遊歩道など周辺地形との一体化。

てアピールできる機会。隣接する

極的に働きかけるような整備。

公園を完成させたい。 

【整備の方向性】憩いの空間。

育まれる公園。市内外から親しまれる公園。若い人が集え、創造す

地域イベント(ご当地グルメ

【欲しい施設】芝生広場、共同

古木・老木を移植)、魚の泳ぐ川、シンボルタワー、

公園の面積や形状の都合で

照明、防犯ブザー、

災害時に逃げ込みやすい工夫（入口を多く

囲まない）。日常の安全対策

周辺施設や住宅への

を作ることで川西市が注目され、市民も公園を守ろうとする。

幼児から高齢者までみんなが集まれる公園

の共生ができる公園。学びとゆとりが感じられる公園。防災機能を

広い芝生広場、

小山、防災施設(地下貯水槽、一次避難地

魚など生き物の紹介パネル、ベンチ

ェ、健康遊具、無縁墓地。 

防災公園と病院の関係を考えてほしい。オープンカフェの収

益を公園の管理費に充ててはどうか。

せせらぎ遊歩道との連携。公園の維持管理は

せせらぎに蛍がいると街のシンボル

の中央公園に対する主な意見・全体発表

 

創造的な遊び場。市内の小学校の野外体験

の場。避難場所

広い芝生広場、防災スツール、木登りのできる木、穴

。(四季を感じられる植栽。

川西市の花である

設備は必要最低限とする。自動販売機は不要。

ペット同伴利用、「動と静」

。 

せせらぎ遊歩道との連携。 

【整備の方向性】多世代が楽しめる公園。街の意識が共有できる公園。

。多様な使い方。

芝生広場、歴史歩道、畑、ミーティングスペース、

トイレ、ベンチ、健康遊具、防災スツール、花壇、散水

局、車の乗入れ可能なグラウンド、ドラ

ホームレス対策。

せせらぎ遊歩道など周辺地形との一体化。

。隣接する病院やマンションへ公園側から積

極的に働きかけるような整備。最後まで作り込まず、利用しながら

【整備の方向性】憩いの空間。緑を楽しめる公園。

育まれる公園。市内外から親しまれる公園。若い人が集え、創造す

ご当地グルメ)。 

共同花壇、桜の名所

、魚の泳ぐ川、シンボルタワー、

公園の面積や形状の都合で設置できない

照明、防犯ブザー、大人も楽しめる自然観察会

災害時に逃げ込みやすい工夫（入口を多く

囲まない）。日常の安全対策(公園内の

周辺施設や住宅への配慮(プライバシー、

を作ることで川西市が注目され、市民も公園を守ろうとする。

幼児から高齢者までみんなが集まれる公園

の共生ができる公園。学びとゆとりが感じられる公園。防災機能を

芝生広場、イベント広場、ミニ里山ゾーン、田ん

地下貯水槽、一次避難地

魚など生き物の紹介パネル、ベンチ(五月山を眺望

 

防災公園と病院の関係を考えてほしい。オープンカフェの収

益を公園の管理費に充ててはどうか。 

との連携。公園の維持管理は

街のシンボルとなれる

の中央公園に対する主な意見・全体発表

 

創造的な遊び場。市内の小学校の野外体験

避難場所。ゆっくり憩える落着いた

防災スツール、木登りのできる木、穴

四季を感じられる植栽。

川西市の花であるリンドウなど

設備は必要最低限とする。自動販売機は不要。

ペット同伴利用、「動と静」)、周辺建物による日

街の意識が共有できる公園。

多様な使い方。 

歴史歩道、畑、ミーティングスペース、

トイレ、ベンチ、健康遊具、防災スツール、花壇、散水

局、車の乗入れ可能なグラウンド、ドラ

ホームレス対策。 

せせらぎ遊歩道など周辺地形との一体化。

病院やマンションへ公園側から積

最後まで作り込まず、利用しながら

緑を楽しめる公園。市民のふれあいが

育まれる公園。市内外から親しまれる公園。若い人が集え、創造す

 

桜の名所(約 200

、魚の泳ぐ川、シンボルタワー、

設置できない

大人も楽しめる自然観察会

災害時に逃げ込みやすい工夫（入口を多く設け

公園内の見通しを確保する

プライバシー、

を作ることで川西市が注目され、市民も公園を守ろうとする。

幼児から高齢者までみんなが集まれる公園

の共生ができる公園。学びとゆとりが感じられる公園。防災機能を

イベント広場、ミニ里山ゾーン、田ん

地下貯水槽、一次避難地)環境学習ができる場

五月山を眺望

防災公園と病院の関係を考えてほしい。オープンカフェの収

 

との連携。公園の維持管理は

となれる。 

の中央公園に対する主な意見・全体発表

※各班写真…上段：発表の様子、下段：話合いの様子

  

創造的な遊び場。市内の小学校の野外体験

ゆっくり憩える落着いた

防災スツール、木登りのできる木、穴

四季を感じられる植栽。河津サクラ、

リンドウなど) 

設備は必要最低限とする。自動販売機は不要。夜間の安全対

周辺建物による日

街の意識が共有できる公園。

歴史歩道、畑、ミーティングスペース、

トイレ、ベンチ、健康遊具、防災スツール、花壇、散水装置、音響

局、車の乗入れ可能なグラウンド、ドラ

せせらぎ遊歩道など周辺地形との一体化。川西の目玉とし

病院やマンションへ公園側から積

最後まで作り込まず、利用しながら

市民のふれあいが

育まれる公園。市内外から親しまれる公園。若い人が集え、創造す

200本、市内の

、魚の泳ぐ川、シンボルタワー、サッカー場

設置できない)、トイレ、

大人も楽しめる自然観察会。

設け、塀などで

見通しを確保する)。

騒音)。桜の名所

を作ることで川西市が注目され、市民も公園を守ろうとする。

幼児から高齢者までみんなが集まれる公園。自然と

の共生ができる公園。学びとゆとりが感じられる公園。防災機能を

イベント広場、ミニ里山ゾーン、田ん

環境学習ができる場

五月山を眺望)、オープンカフ

防災公園と病院の関係を考えてほしい。オープンカフェの収

との連携。公園の維持管理は大変である

の中央公園に対する主な意見・全体発表

※各班写真…上段：発表の様子、下段：話合いの様子

創造的な遊び場。市内の小学校の野外体験

ゆっくり憩える落着いた

防災スツール、木登りのできる木、穴

河津サクラ、

夜間の安全対

周辺建物による日

 

街の意識が共有できる公園。

歴史歩道、畑、ミーティングスペース、

装置、音響

局、車の乗入れ可能なグラウンド、ドラ

川西の目玉とし

病院やマンションへ公園側から積

最後まで作り込まず、利用しながら

 

市民のふれあいが

育まれる公園。市内外から親しまれる公園。若い人が集え、創造す

本、市内の

サッカー場・

トイレ、シン

。 

、塀などで公

。 

桜の名所 

を作ることで川西市が注目され、市民も公園を守ろうとする。 

 

自然と

の共生ができる公園。学びとゆとりが感じられる公園。防災機能を

イベント広場、ミニ里山ゾーン、田ん

環境学習ができる場、

、オープンカフ

防災公園と病院の関係を考えてほしい。オープンカフェの収

大変である。 

 

の中央公園に対する主な意見・全体発表の様子

※各班写真…上段：発表の様子、下段：話合いの様子

の様子 

※各班写真…上段：発表の様子、下段：話合いの様子※各班写真…上段：発表の様子、下段：話合いの様子※各班写真…上段：発表の様子、下段：話合いの様子 



 

A班 

B班 

C

D

  

  

  

  

   

議 

題 

C班 

D班 

    ① どのような公園になって欲しいか考えよう！

    ② だれが、どのような利用をするのか思い浮かべよう！

    ③ 公園に欲しいと思う施設や機能を考えよう！

    ④公園づくりを行うにあたって注意しなければならないこと、

     あるいは、あまり必要でないと思うものを書きだそう！

議 

題 

どのような公園になって欲しいか考えよう！

だれが、どのような利用をするのか思い浮かべよう！

公園に欲しいと思う施設や機能を考えよう！

公園づくりを行うにあたって注意しなければならないこと、

あるいは、あまり必要でないと思うものを書きだそう！

どのような公園になって欲しいか考えよう！

だれが、どのような利用をするのか思い浮かべよう！

公園に欲しいと思う施設や機能を考えよう！

公園づくりを行うにあたって注意しなければならないこと、

あるいは、あまり必要でないと思うものを書きだそう！

どのような公園になって欲しいか考えよう！

だれが、どのような利用をするのか思い浮かべよう！

公園に欲しいと思う施設や機能を考えよう！

公園づくりを行うにあたって注意しなければならないこと、

あるいは、あまり必要でないと思うものを書きだそう！

どのような公園になって欲しいか考えよう！ 

だれが、どのような利用をするのか思い浮かべよう！

公園に欲しいと思う施設や機能を考えよう！ 

公園づくりを行うにあたって注意しなければならないこと、

あるいは、あまり必要でないと思うものを書きだそう！

だれが、どのような利用をするのか思い浮かべよう！ 

公園づくりを行うにあたって注意しなければならないこと、 

あるいは、あまり必要でないと思うものを書きだそう！ 

 

①

③ 

① ② 

 ④ 


