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大崎公園

子供動物園 （緑区

区の色：みどり

区の花：さくら）

大崎公園 － さいたま市の南東部に位置し、
「緑のいこいの場」として昭和52年4月に開設された公園です。
公園面積約48,000㎡。園内には、芝生広場、大型複合遊具、夏場には涼しいジャブジャブ池の他、お
子さまに大人気のバッテリーカーコースが常設され、季節を問わずたくさんの方々が訪れています。
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併設の子供動物園は、昭和54年5月にオープンしました。約7,000㎡の敷地内には、レッサーパンダ、
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カピバラ、可愛らしいアカリスをはじめ、池にはフラミンゴや水鳥など、45種・253点（令和元年7月時
点）に及ぶ動物が飼育展示されています。また、モルモット、ヤギ、ニワトリなどの動物と触れ合うこと
表紙の写真は、今春から新たに開催している「なかよしタイム（エサやり体験イベント）」の一コマ。
人数限定のイベントですが、子供たちの手からヒツジが直接エサを食べてくれる感覚に参加した方々
も大喜びです。
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ができる「どうぶつ広場」が設けられており、お子さま連れの方々から好評を得ております。
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この他、ヒツジの毛刈り実演会・スタンプラリー・お正月クイズラリーなど、年間を通じて数多くの楽

しいイベントを企画、開催していますので、ぜひ足をお運びください。ご来園をお待ちしております。 所在地：さいたま市緑区大崎3170-1
T E L：048-878-2882
（どうぶつ広場や各種イベント開催情報は、当協会ホームページ等でご確認ください。）
FAX：048-878-2854

公益財団法人 さいたま市公園緑地協会

安全・安心な公園利用の取組み

当協会では、
これまでの公園管理の実績と経験を活かして、
さいたま市内の保育園・幼稚園や小学校を訪問し、公園での事故防止啓発のための
出張講座「公園に行こう！」を無料で実施しています。今回は、実際に使用しているスライド・フリップの絵図や実施風景写真とともに、内容の一部をご紹介します。
Q1. 出張講座では、
どんなことを教えてくれるのですか？

Q2. 人のハザードには、
どんなものがありますか？

A1. 公園での事故やケガを防ぐために、みなさんに知ってもらいたい

A2. ルールを守らなかったり、間違った使い方をしたり…。

ことをわかりやすくお伝えします。

はじめに… リスクとは、
ハザードとは
リスクとハザード...「危険」
には大きく2種類があることをご存知

また、普段の服装が思わぬ事故につながることもあります。

遊具で 注
遊ぶときの 意

その1 ルール

公園では、
たくさんのお友達が一緒に遊んでいま
す。
自分より小さな子もいることでしょう。

ですか？
『リスク』
とは、
遊びの楽しさのなかに存在する
「危険性」
のこと。
危
険への挑戦が楽しさにつながり、
危険を回避したり、
乗り越えたり、
予

その2 使い方

すべり台、
ブランコ、鉄棒。遊具によっ
て気をつけるポイントは違います。

大勢の人が一緒に活動する場にはルールがあり

出張講座では絵図を使って、子供た
ちと対話しながら理解を深めてもらい

ます。
自分はもちろん、
お友達や小さな子がケガをしな

知する能力が養われていくのです。

遊具で 注
遊ぶときの 意

一方、
『ハザード』
とは、
子供の遊びに内在する
「危険性」
のうち、
遊

い、
させないようにす

びの価値とは関係のないところで事故を発生させる危険性、
あるい

るために、
どのような

は子供が予測できず、
どのように対処すればよいかの判断が不可能

ルールが 、なぜある

な危険性のこと。物のハザード（＝物自体がもつ危険）
と、人のハ

のかを伝えています。

ます。

ザード
（＝遊び方、使い方によって生じる危険）
に大別され、出張講
座では、
この
「人のハザード」
をわかりやすく説明します。

●遊具の
「ハザード」
遊具の形状、破損、劣化や設置環境によって現れる
「危険」
のことです。
一例として、基礎部分の露出、隙間、突起、設置面の凹凸、高低差などがあ
り、点検結果によってハザードレベル3（生命にかかわる危険や重度あるい
は恒久的な障害をもたらす危険がある状態）
と判定された遊具は、
「公園施
設の定期点検に関する規準」
（一般社団法人日本公園施設業協会）
により、
使用不可となります。
※さいたま市の公園では、
令和元年6月から、
ハザードレベル3判定の遊具776基
を使用不可としましたが、
修繕が完了したものから順次使用を再開しています。

遊具で 注
遊ぶときの 意

その3 服装、天気など

夏、冬…季節によって服装や身に着けるものが変わります。
夏は肌の露出が多く、
ケガの危険性が高まります。
スチールやス
テンレス製の遊具は80℃近くの高温になることもありますから、
やけどにも注意しなくてはいけません。
冬は、
からまりやすいヒモやフード付きの衣装、
マフラーなどを身につけて遊ぶことで、予期せぬ事故の発生も…
ケガや事故を予防するための知識を学びます。
出典：一般社団法人日本公園施設業協会編集・発行 『仲よく遊ぼう安全に 子どもの指導者と保護者のために』2019

子供たちを守ろう！！
～公園安全講習会～

地域での事故防止活動の推進を図るため、
内容例

一般向けの講習会も行っています。
●公園での事故事例とその対策
●子供の安全を守るためにできること
●地域での取組み事例
自治会、
ボランティア団体
のみなさんからのご依頼を
お待ちしております。
気軽にお問合せください。

等々

さいたま市の承認のもと、
自動販売機及び公園
等施設の財産保護や維持管理を目的とし、
あわせ
て犯罪の抑止のため
「防犯カメラ」
の設置をしまし
た。
令和元年9月1日現在、上木崎大けやき公園・
さいたま新都心公園・新都心東広場・山丸公園・下落合プール・浦和美園4丁目公園・
大門上中央公園・岩槻文化公園に各1台、合計8台の防犯カメラの取り付けが完了
しています。今後も、プライバシー保護や、個人情報の適切な取り扱いに留意しな
がら計画的な設置を進めていきます。

当協会では、職員に「公園施設点検
技士」、
「公園管理運営士」
資格の取得を
推進しています。
有資格者による、公園施設の点検確認、出張講座の講師や内容
監修など、多岐にわたった活動は、安全・安心で適切な公園管理
の実現につながっています。
●公園施設点検技士…国土交通省の民間資格認定制度により、公園施設の点検・診断業務の担
当技術者資格として登録されている資格です。国や一般社団法人日本公園施設業協会が定めた
基準・マニュアル等に基づき、公園施設の点検業務を行います。
●公園管理運営士…公園管理運営のプロフェッショナルです。都市公園法等の法令に基づきな
がら、
スポーツ・レクリエーション、市民協働、安全管理、生態管理、資源循環、環境教育など、公園
に求められるニーズの多様化に対応し、
円滑かつ効果的に公園をマネジメントします。

出張講座の申込み・お問合せ先…公益財団法人 さいたま市公園緑地協会 事業グループ（〒336‐0021 さいたま市南区別所4‐12‐10 TEL：048-836-5678／FAX：048-836-5200） 出張講座はお子さま向け、一般向けともに無料です。

～公園緑地協会からのご案内～
お知らせ
ホームページ「さいたま公園ナビ」リニューアル
みなさまに、より見やすく、また、情報を分かりや
すくお 伝 え で きるよう 、ホ ー ム ペ ー ジ を 全 面リ
ニューアルいたしました。新たにスマートフォンサ

イトやTwitter、Facebookを追加して最新情
報を発信していきますので、是非ご覧ください。

とぴっくす
三橋総合公園「トリム広場フィールドアスレチック」リニューアル完了
三橋総合公園は、西区三橋５丁目の国道17号バイパス沿いに位置する、体
育室や屋内プールなどのスポーツ施設が充実した公園です。園内で子供たちに
大人気なのが、
トリム広場にある「フィールドアスレチック」です！
トリム広場は、平成29年からリニューアル工事が始まり、同年には大型遊具
の海賊船が、翌30年にはアスレチック遊具が入替えられました。その後、芝生
の張替え、養生を終え、全体のリニューアルが完了。令和元年５月から全面開放
され、週末には多くのファミリーで賑わっています。
自然あふれる園内では、これからのシーズン、ケヤキやイチョウの紅葉も楽
しめます！みなさまのご来園をお待ちしています。

大宮花の丘農林公苑「花だより」
四季折々の花々が楽しめる大宮花の丘農林公苑では、甘い芳香を放ち、淡い黄
色の花を咲かせる蝋梅（ロウバイ）
が1月中旬から2月にかけて開花します。苑内
には約30本の樹があり、見頃を迎える１月末には毎年、多くの来場者が訪れます。

東京オリンピック・パラリンピックを応援しています
さいたま市では、サッカー及びバスケットボール競技が開催され、聖火も通る
「東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会」に向けた気運醸成に取組
んでいます。当協会でも、
ＪＯＣオリンピック支援及び聖火リレーメモリアルラ
ッピングの自動販売機10台を設置し、オリンピック・パラリンピックを応援し
ています。

聖火リレーメモリアルラッピング自販機
（新都心東広場）

ＪＯＣオリンピック支援自販機
（浦和美園4丁目公園）

※JOCオリンピック支援自販機…売上の一部をJOCに寄附。夏季オリンピック実施競技団体のアスリート強化支援及びオリンピック・ムーブメントの推
進などに活用されます。
※聖火リレーメモリアル自販機…聖火リレーが行われる日付けが記され、街のシンボル･レガシーとしての役割を果たします。

寄附金募集のご案内

◎特定公益増進法人である当協会への寄附は、税法上の優遇措置の対象になります。

当協会では目的別に定めた2種類の寄附金を募集しております。多くの皆さまからのご支援をお待ちしております。平成30年度の寄
附金は、次のとおりです。
ご協力ありがとうございました。

緑の基金

公園文化創造寄金

さいたま市の将来にわたる、緑化推進
のための基金です。
寄附金は、基金積立のほか、子どもたち
の作成した「手作り樹名板」の公園への
設置 (※1) や、緑化普及啓発のPR活動 (※2)
などに活用しています。

公園の機能や価値の向上を目的とす
る講座・イベント事業開催のための寄附
金です。
子育て支援、健康増進、自然体験、環
境教育などをテーマとした、公益的な講
座・教室・イベント事業の原資として活
用しています。

512,200 円

※1
※2

手作り樹名板は、埼玉県産木材の間伐材を使用し
ています。三橋総合公園など、市内の公園施設に、
累計約440枚設置しています。
毎年、花の種（15,000パック）を購入し、イベント
出展時等に配布しています。

900,993 円

※ 大崎公園子供動物園の「スタンプラリー」等の各種イ
ベントをはじめ、自然観察教室、フラワー教室やキッ
ズスイム等の開催費用の一部に充当しています。

令和元年９月発行

公益財団法人
さいたま市公園緑地協会
〒336-0021 さいたま市南区別所4-12-10
TEL：048－836－5678
FAX：048－836－5200
協会ホームページ

http://www.sgp.or.jp
さいたま公園ナビ

